
令和２年度保育士等キャリアアップ研修  
【分野③：障害児保育】日程表 

 
１ 目 的   

障害児保育に関する理解を深め、適切な障害児保育を計画し、個々の子どもの発達の状態 

に応じた障害児保育を行う力を養い、他の保育士等に障害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 9 日（水） 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 

障害のある子どもの理解 

第 2 章 

障害児の発達の援助 

＊障害のある子どもの理解 

＊合理的配慮に関する理解 

 

＊さまざまな障害の見方と支援 

水田 敏郎氏 仁愛大学 教授 

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 09月 09日（水） 13:00～ 13:20～17:00 

２日目 令和２年 09月 23日（水） 09:25～ 09:35～13:00 

３日目 令和２年 10月 16日（金） 13:25～ 13:35～17:00 

４日目 令和２年１０月１９日（月） 09:25～ 09:35～13:00 

５日目 令和２年１0月２１日（水） 13:25～ 13:35～17:00 

第２期 研修日 受付時間 研修時間 

１日目 令和２年 12月 09日（水） 13:00～ 13:20～17:00 

２日目 令和２年 12月 10日（木） 09:25～ 09:35～13:00 

３日目 令和２年 12月 16日（水） 09:25～ 09:35～17:00 

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



【２日目】 令和２年 9 月 23 日（水） 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 5 章 

家庭および関係機関との連携 

＊保護者や家庭に対する理解と支援 

＊地域の専門機関等との連携およ

び個別支援計画の作成 

*小学校等との連携 

長谷川 清美氏 福井市 

健康管理センター 

 

12:50～13:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

【３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 

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１章 

障害のある子どもの理解 

第 2 章 

障害児の発達の援助 

＊障害児保育に関する現状と課題 

 

＊さまざまな障害の見方と支援 

＊集団の中でどのように育むのか 

津田 明美氏 福井県 

こども療育センター 

所長 

16:50～17:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

【４日目】 令和２年 10 月 1９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 

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 

障害児保育の環境 

＊個々の発達を促す生活と遊びの環境 

＊障害のある子どもと保育士等、ほか

の子どもとのかかわり 

＊他職種との連携 

小林 淳子氏 若草こども園  

主任 

12:50～13:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

【５日目】 令和２年 10 月２1 日（水） 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４章 

障害児保育の指導計画、記録お

よび評価 

＊全体的な計画に基づく指導計画

の作成 

＊個別の指導計画の作成 

＊障害児保育の評価 

高尾 誠氏 

小園 友紀氏 

まごころ保育園 園長 

まごころ保育園 保育士 

 

16:50～17:00 アンケート記入、事務連絡等  

 



《第２期》 

【１日目】 令和２年 12 月 9 日（水） 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 

障害のある子どもの理解 

第 2 章 

障害児の発達の援助 

＊障害のある子どもの理解 

＊合理的配慮に関する理解 

 

＊さまざまな障害の見方と支援 

水田 敏郎氏 仁愛大学 教授 

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 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 

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 

障害児保育の環境 

＊個々の発達を促す生活と遊びの環境 

＊障害のある子どもと保育士等、ほかの

子どもとのかかわり 

＊他職種との連携 

小林 淳子氏 若草こども園  

主任 

12:50～13:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

【３日目】 令和２年 12 月 16 日（水） 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 5 章 

家庭および関係機関との連携 

＊保護者や家庭に対する理解と支援 

＊地域の専門機関等との連携およ

び個別支援計画の作成 

*小学校等との連携 

長谷川 清美氏 福井市 

健康管理センター 

 

12:50～13:50 昼食・休憩  

13:50～16:50 

（休憩１０分含む） 

第４章 

障害児保育の指導計画、記録お

よび評価 

＊全体的な計画に基づく指導計画

の作成 

＊個別の指導計画の作成 

＊障害児保育の評価 

高尾 誠氏 

笠原 千江氏 

まごころ保育園 園長 

まごころ保育園  

副主任保育士 

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２５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 

13:25～13:35 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１章 

障害のある子どもの理解 

第 2 章 

障害児の発達の援助 

＊障害児保育に関する現状と課題 

 

＊さまざまな障害の見方と支援 

＊集団の中でどのように育むのか 

津田 明美氏 福井県 

こども療育センター 

所長 

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１１月 ９日（月）締切 ※申込期限必着 

 


