
令和２年度保育士等キャリアアップ研修 
  【分野⑥：保護者支援・子育て支援】日程表 

 
１ 目 的  

保護者支援・子育て支援に関する理解を深め、適切な支援を行うことができる力を養い、

他の保育士等に保護者支援・子育て支援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 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 

09:00～09:20 受付   

09:20～09:40 オリエンテーション 

09:40～12:50 

（休憩１０分含む） 

第１章 

保護者支援・子育て支援の意義 

＊保護者に対する子育て支援の機

能と役割 

＊保護者に対する子育て支援の基本 

＊保育所の特性を活かした保護者

に対する子育て支援 

賞雅 さや子氏 仁愛女子短期大学 

准教授 

12:50～13:40 昼食・休憩  

13:40～16:50 

（休憩１０分含む） 

第４章 

虐待予防 

＊児童虐待への理解 

＊児童虐待を受けたと思われる児

童への支援 

加賀 ゆかり氏 福井県 

総合福祉相談所 

子ども・女性支援課 

課長 

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 16日（水） 09:00～ 09:20～17:00 

２日目 令和２年 10月 15日（木） 09:25～ 09:35～17:00 

３日目 令和２年 10月 20日（火） 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 15日（火） 09:00～ 09:20～17:00 

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

３日目 令和２年 12月 22日（火） 13:25～ 13:35～17:00 



【２日目】 令和２年 10 月 15 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５章 

関係機関との連携、地域資源の

活用 

＊保護者に対する子育て支援にか

かわる関係機関・専門職との連携 

＊保護者に対する子育て支援にお

ける地域資源の活用 

安井 弘二氏 仁愛大学 

非常勤講師 

12:50～13:40 昼食・休憩  

13:40～16:50 

（休憩１０分含む） 

第３章 

地域における子育て支援 

＊地域の子育てにかかわる社会資源 

＊地域の子育て家庭に対する支援

の実際 

＊地域の保護者に対する相談の実際 

濵谷 このみ氏 つぼみ保育園 

保育士 

16:50～17:00 アンケート記入、事務連絡等  

 

【３日目】 令和２年 10 月 20 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 

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２章 

保護者に対する相談援助 

＊保護者に対する相談援助の方法と技術 

＊保護者に対する相談援助の展開過程 

青井 夕貴氏 仁愛大学  

准教授 

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 15 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 

09:00～09:20 受付   

09:20～09:40 オリエンテーション 

09:40～12:50 

（休憩１０分含む） 

第１章 

保護者支援・子育て支援の意義 

＊保護者に対する子育て支援の機能と

役割 

＊保護者に対する子育て支援の基本 

＊保育所の特性を活かした保護者に対

する子育て支援 

賞雅 さや子氏 仁愛女子短期大学 

准教授 

12:50～13:40 昼食・休憩  

13:40～16:50 

（休憩１０分含む） 

第４章 

虐待予防 

＊児童虐待への理解 

＊児童虐待を受けたと思われる児童へ

の支援 

加賀 ゆかり氏 福井県総合福祉相談所 

子ども・女性支援課 

課長 

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 17 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５章 

関係機関との連携、地域資源の

活用 

＊保護者に対する子育て支援にか

かわる関係機関・専門職との連携 

＊保護者に対する子育て支援にお

ける地域資源の活用 

安井 弘二氏 仁愛大学 

非常勤講師 

12:50～13:40 昼食・休憩  

13:40～16:50 

（休憩１０分含む） 

第３章 

地域における子育て支援 

＊地域の子育てにかかわる社会資源 

＊地域の子育て家庭に対する支援

の実際 

＊地域の保護者に対する相談の実際 

濵谷 このみ氏 つぼみ保育園 

保育士 

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 22 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 

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２章 

保護者に対する相談援助 

＊保護者に対する相談援助の方法

と技術 

＊保護者に対する相談援助の展開

過程 

青井 夕貴氏 仁愛大学  

准教授 

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１３日（金）締切 ※申込期限必着 

 

 


