
令和２年度保育士等キャリアアップ研修  
【分野①：乳児保育】日程表 

 
１ 目 的  

乳児保育に関する理解を深め、適切な環境を構成し、個々の子どもの発達の状態に応じた 

保育を行う力を養い、他の保育士等に乳児保育に関する適切な助言および指導ができるよう、

実践的な能力を身に付けることを目的としています。 

 

２ 研修日および会場 

【研修日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会 場】福井県産業会館『本館展示場』 

福井市下六条町 103 番地 TEL 0776-41-3611 

 

3 研修日程等詳細   

 

《第１期》 

【１日目】 令和２年９月１４日（月） 会場：福井県産業会館『本館展示場』 

時 間 スケジュール 内 容 講 師 

13:00～13:20 受付   

13:20～13:40 オリエンテーション 

13:40～16:50 

（休憩１０分含む） 

第１章  

乳児保育の意義 

＊乳児保育の役割と機能 森尾 恵里氏 仁愛女子短期大学 

非常勤講師 ＊乳児保育の現状と課題 

16:50～17:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

 

 

第１期 研修日 受付時間 研修時間 

１日目 令和２年 9月 14日（月） 13:00～ 13:20～17:00 

２日目 令和２年 ９月 24日（木） 09:25～ 09:35～17:00 

３日目 令和２年 ９月 29日（火） 09:25～ 09:35～13:00 

４日目 令和２年 10月 16日（金） 09:25～ 09:35～13:00 

第 2期 研修日 受付時間 研修時間 

１日目 令和２年 11月 27日（金） 13:00～ 13:20～17:00 

２日目 令和２年 12月 07日（月） 13:25～ 13:35～17:00 

３日目 令和２年 12月 08日（火） 09:25～ 09:35～17:00 

４日目 令和２年 12月 10日（木） 13:25～ 13:35～17:00 



【２日目】 令和２年９月 24 日（木） 会場：福井県産業会館『本館展示場』 

時間 スケジュール 内容 講 師 

09:25～09:35 受付 

 

  

09:35～09:40 オリエンテーション 

09:40～11:10 第２章 

乳児の発達に応じた保育内容 

＊保育所保育指針について 西村 重稀氏 仁愛大学 名誉教授 

11:20～12:50 ＊乳児・１歳以上３歳未満児の発達

と保育内容 

森尾 恵里氏 仁愛女子短期大学 

非常勤講師 

＊保育の方法‐主体的存在としての

乳児・１歳以上３歳未満児 

12:50～13:40 昼食・休憩  

13:40～16:50 

（休憩１０分含む） 

第 5 章 

乳児保育の指導計画、記録およ

び評価 

＊全体的な計画に基づく指導計画の

作成 

松井 洋子氏 福井県 

医療福祉専門学校 

専任教員 ＊観察を通しての記録および評価 

＊評価の理解および取組み 

16:50～17:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

【３日目】 令和２年９月 29 日（火） 会場：福井県産業会館『本館展示場』 

時間 スケジュール 内容 講 師 

09:25～09:35 受付 

 

  

09:35～09:40 オリエンテーション 

09:40～12:50 

（休憩１０分含む） 

第４章 

乳児保育の環境 

＊乳児保育の基本となる環境 伊藤 仁美氏 さくら認定こども園 

教頭 ＊乳児保育における安全な生活環境 

＊環境にかかわり、遊びを通して発

達する力 

＊他職種との協働 

12:50～13:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

【４日目】 令和２年 10 月 16 日（金） 会場：福井県産業会館『本館展示場』 

時間 スケジュール 内容 講 師 

09:25～09:35 受付   

09:35～09:40 オリエンテーション 

09:40～12:50 

（休憩１０分含む） 

第 3 章 

乳児への適切なかかわり 

＊乳児保育における配慮事項 八木 和氏 仁愛大学  

非常勤講師 ＊乳児保育における保育士等のかか

わり 

＊乳児保育における生活習慣の援助

とかかわり 

12:50～13:00 アンケート記入、事務連絡等  



《第２期》 

【１日目】 令和２年 11 月 27 日（金） 会場：福井県産業会館『本館展示場』 

時 間 スケジュール 内 容 講 師 

13:00～13:20 受付   

13:20～13:40 オリエンテーション 

13:40～16:50 

（休憩１０分含む） 

第１章  

乳児保育の意義 

＊乳児保育の役割と機能 森尾 恵里氏 仁愛女子短期大学 

非常勤講師 ＊乳児保育の現状と課題 

16:50～17:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

【２日目】 令和２年 12 月 7 日（月） 会場：福井県産業会館『本館展示場』 

時 間 スケジュール 内 容 講 師 

13:25～13:35 受付   

13:35～13:40 オリエンテーション 

13:40～15:10 第２章 

乳児の発達に応じた保育内容 

＊保育所保育指針について 西村 重稀氏 仁愛大学 名誉教授 

15:20～16:50 ＊乳児・１歳以上３歳未満児の発達

と保育内容 

森尾 恵里氏 仁愛女子短期大学 

非常勤講師 

＊保育の方法‐主体的存在としての

乳児・１歳以上３歳未満児 

16:50～17:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

【３日目】 令和２年 12 月 8 日（火） 会場：福井県産業会館『本館展示場』 

時間 スケジュール 内容 講 師 

09:25～09:35 受付   

09:35～09:40 オリエンテーション 

09:40～12:50 

（休憩１０分含む） 

第 3 章 

乳児への適切なかかわり 

＊乳児保育における配慮事項 八木 和氏 仁愛大学  

非常勤講師 ＊乳児保育における保育士等のかか

わり 

＊乳児保育における生活習慣の援助

とかかわり 

12:50～13:40 昼食・休憩  

13:40～16:50 

（休憩１０分含む） 

第４章 

乳児保育の環境 

＊乳児保育の基本となる環境 伊藤 仁美氏 さくら認定こども園 

教頭 ＊乳児保育における安全な生活環境 

＊環境にかかわり、遊びを通して発

達する力 

＊他職種との協働 

16:50～17:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

 

 



【４日目】 令和２年 12 月 10 日（木） 会場：福井県産業会館『本館展示場』 

時 間 スケジュール 内 容 講 師 

13:25～13:35 受付   

13:35～13:40 オリエンテーション 

13:40～16:50 

（休憩１０分含む） 

第 5 章 

乳児保育の指導計画、記録およ

び評価 

＊全体的な計画に基づく指導計画の

作成 

松井 洋子氏 福井県 

医療福祉専門学校 

専任教員 ＊観察を通しての記録および評価 

＊評価の理解および取組み 

16:50～17:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

４ 申込期限 

 《第１期》 令和２年 ８月１４日（金）締切 

 《第２期》 令和２年１０月２７日（火）締切 ※申込期限必着 


