大阪府保育士等キャリアアップ研修カリキュラム【乳児保育】（定員150名）
＜会場＞2/3（土）大阪社会福祉指導センター 多目的ホール（大阪市中央区中寺1-1-54 5F）
2/4（日）、2/19（月）國民会館 大ホール（大阪市中央区大手前二丁目1番2号 國民會館住友生命ビル12F）

実施日

実施時間
（時間数）

研修項目

乳児保育の意義
9：30～12：15
（2.5H）
平成30年
2月3日
（土）

※途中15分休憩あり

研修の具体的内容
・乳児保育の役割と機能
・乳児保育の現状と課題

研修形態

講師氏名

講義

・乳児保育における配慮事項
乳児への適切な関わり ・乳児保育における保育者の関わり
・乳児保育における生活習慣の援助や関わり

13：15～16：30
（3H）

・発達過程に沿った子どもの遊び（運動機能）と心の育ちを学ぶ
乳児の発達に応じた保 ・発達過程に合わせた援助技術の理解を深める
育内容
（①0歳児 ②1歳児 ③2歳児）
・発達年齢ごとでの支援、ことばがけの実際
9：30～11：00
（1.5H）

講義
グループ討議

※途中15分休憩あり

2月4日
（日）

関西福祉科学大学
講師 岡本 京子 氏

・「保育所保育指針」における指導計画の考え方（乳児編）
・「養護」に関する理念、考え方
・全体的な計画に基づく指導計画の作成
乳児保育の指導計画、
・「保育目標」「ねらい」「内容」の設定
記録及び評価
・長期目標（年間、月間）と短期目標（週案、日案）
14：15～16：15
・振り返りの方法（観察を通しての記録及び評価）
（2H）
・実践演習（個別計画）
11：15～13：15
（2H）

講義
演習

2月19日
（月）

9：00～13：15
乳児保育の環境
（4H）
※途中15分休憩あり

・乳児の健康と安全
・乳児保育における個々の発達を促す生活と遊びの環境
・心情意欲や態度への育みを支援するために必要な環境構成を考える
・「人的環境」：保育士の関わり方、他職種との協働
・「物的環境」「空間的環境」「自然・社会的環境」について
・「コーナー保育」のポイントなど実践例の紹介
・課題に合わせた「乳児保育の環境構成」を考える（演習）

大阪府保育士等キャリアアップ研修カリキュラム【幼児教育】（定員150名）
＜会場＞2/10（土）CIVI北梅田研修センター 5F Hall （大阪市北区芝田2丁目7番18号 オーエックス梅田ビル新館5F）
2/11（日）、2/20（火）天満研修センター 101ホール（大阪市北区錦町2-21）

実施日

実施時間
（時間数）

研修項目

幼児教育の意義

・幼児教育の役割と機能
・幼児教育の現状と課題
・幼児教育と児童福祉の関連性

小学校との接続

・改訂保育所保育指針における「小学校教育との接続」とは
（連携と接続の違い）
・幼児教育と小学校教育の円滑な接続について
・小学校に進級するにあたって、保育者としての基礎知識を深める
（保護者からの質問事例など）
・保幼小連携交流の事例紹介

9：30～12：45
（3H）
平成30年
2月10日
（土）

研修の具体的内容

※途中15分休憩あり

研修形態

講義

講義
グループ討議

13：45～15：45
（2H）

・発達過程に沿った子どもの遊び（運動機能）と心の育ちを学ぶ
幼児の発達に応じた ・発達過程に合わせた援助技術の理解を深める
保育内容
（①3歳児 ②4歳児 ③5歳児）
・発達年齢ごとでの支援、ことばがけの実際
9：30～11：30
（2H）

2月11日
（日）

2月20日
（火）

12：30～16:45 幼児教育の指導計
（4H）
画、記録及び評価
※途中15分休憩あり

9：00～13：15
幼児教育の環境
（4H）
※途中15分休憩あり

講師氏名

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を考慮した指導計画
（改訂保育所保育指針における指導計画の考え方）
・全体的な計画に基づく指導計画の作成
・「保育目標」「ねらい」「内容」の設定
・長期目標（年間、月間）と短期目標（週案、日案）
・振り返りの方法（観察を通しての記録及び評価）
・実践演習
・幼児教育における環境構成を考える
・「人的環境」：保育士の関わり方、他職種との協働
・「物的環境」「空間的環境」「自然・社会的環境」について
・「コーナー保育」のポイントなど実践例の紹介
・課題に合わせた「幼児期の環境構成」を考える（演習）

学校法人天満学園
太成学院大学
講師 新川 朋子 氏

講義
演習

大阪府保育士等キャリアアップ研修カリキュラム【障害児保育】（定員150名）
＜会場＞CIVI研修センター 新大阪東 E5Hall（大阪市東淀川区東中島1丁目19番4号 新大阪NLCビル5F）

実施日

実施時間
（時間数）

研修項目

9：30～12：45
障害の理解
（3H）
※途中15分休憩あり

平成30年
1月7日
（日）
13：45～17：00
障害児の発達の援助
（3H）
※途中15分休憩あり

研修の具体的内容

・障がいのある子どもの理解
・医療的ケア児の理解
・合理的配慮に関する理解
・発達障がいの特性の理解とチェックの仕方
・障がい児保育に関する現状と課題

研修形態

講師氏名

講義

・特別な配慮を必要とする子どもへの支援の実際
・事例検討
講義
グループ討議

9：30～12：45
障害児保育の環境
（3H）
※途中15分休憩あり

・障がい児保育における個々の発達を促す生活と遊びの環境
・障がいのある子どもとともに活動する機会
・障がいのある子どもと保育者や他の子どもとの関わり
・乳幼児期からの人権教育
・他職種との協働

関西福祉科学大学
准教授 立花 直樹 氏

1月8日
（月・祝）
・保護者や家族に対する理解と支援
13：45～15：45 家庭及び関係機関との
・地域の専門機関等との連携及び個別の支援計画の作成
（2H）
連携
・小学校等との連携
講義
演習
1月16日
（火）

9：00～13：15 障害児保育の指導計
（4H）
画、記録及び評価

※途中15分休憩あり

・全体的な計画に基づく指導計画の作成と観察、記録
・個別指導計画作成の留意点
・障がい児保育の評価の仕方
・事例をもとに個別指導計画作成の実践演習

大阪府保育士等キャリアアップ研修カリキュラム【食育・アレルギー対応】（定員150名）
＜会場＞天満研修センター 101ホール（大阪市北区錦町2-21）
実施日

実施時間
（時間数）

研修項目

9：30～11：30
アレルギー疾患の理解
（2H）
平成30年
1月5日
（金）

研修の具体的内容

・アレルギー疾患の理解
・食物アレルギーの理解
・食物アレルギーのある子どもへの対応

12：30～16：15 保育所におけるアレル
（3.5H）
ギー対応ガイドライン
※途中15分休憩あり

・保育所におけるアレルギー対応ガイドラインの理解
・重度のアレルギー反応とは
・アナフィラキシーショックについて
・エピペンの知識習得と実践演習
・緊急時の対応法と医療機関との連携について

栄養に関する基礎知識

・栄養の基本的概念と栄養素の種類と機能
・食事摂取基準と発達過程における保育士等の関わり
・衛生管理の理解と対応

9：30～13：15
（3.5H）

研修形態

講師氏名

講義
大阪母子医療センター
山下 治子 氏
（小児救急看護認定看護師）
講義
実技

講義

※途中15分休憩あり

保育所における食事の提 ・保育所における食事の提供ガイドラインの理解
供ガイドライン
・食事の提供における質の向上

1月6日
（土）

一般社団法人日本人間健康栄養協会
近畿ブロック評議員 納富 由美子 氏
社会福祉法人四天王寺社会福祉事業団
四天王寺悲田院保育園
生川 純子 氏

14：15～17：00
食育計画の作成と活用①
（2.5H）
※途中15分休憩あり

1月14日
（日）

9：30～13：15
食育計画の作成と活用②
（3.5H）
※途中15分休憩あり

・食育の理解と計画の作成および評価の方法
・食育のための環境（他職種との協働）
・食生活指導および食を通した保護者支援
・第三次食育推進基本計画について
・食育計画の作成の実践演習（15グループ構成）

講義
演習

大阪府保育士等キャリアアップ研修カリキュラム【保健衛生・安全対策】（定員150名）
＜会場＞天満研修センター 101ホール（大阪市北区錦町2-21）
実施日

実施時間
（時間数）

研修項目

研修の具体的内容

・子どもの発育、発達の理解と保健計画の作成
9：30～12：15
保健計画の作成と活用 ・保健活動の記録と評価
（2.5H）
※途中15分休憩あり
・個別的な配慮を必要とする子どもへの対応
平成30年
1月25日
（木）

1月26日
（金）

1月30日
（火）

研修形態

講義
演習
大阪母子医療センター
山下 治子 氏

・子どもに多い急変症状と早期発見のポイント
・乳幼児突然死症候群（SIDS）への対応
13：15～16：00 事故防止及び健康安全 ・痙攣時の対応方法
（2.5H）
管理①
・その他応急処置および救急蘇生法の習得（演習）
※途中15分休憩あり
・AEDの基礎知識と使用方法（実践演習）
・他職種との協働（健康安全関係）

講義
実技

保育の場において血液
9：30～12：45 を介して感染する病気 ・保育の場において血液を介して感染する病気を防止するため
のガイドラインの理解
（3H）
を防止するためのガイ
※途中15分休憩あり
・保育所における血液を介して感染する感染症の対策と対応
ドライン

講義
演習

・「保育所における感染症対策ガイドライン」の理解
・保育所における感染症の対策と登園時の対応
13：45～15：45 保育所における感染症 ・施設及び組織としての予防策
（2H）
対策ガイドライン
・手洗いとうがい
・職員の感染予防
・排泄物や吐しゃ物等の処理（実践演習）

講義
実技

・保育施設における事故予防とリスクマネジメント
9：30～12：15 事故防止及び健康安全 ・保育施設における事故の実態と事故防止策の工夫
・事故防止に関する組織としての取組み
（2.5H）
管理②
※途中15分休憩あり
・災害への備えと危機管理の徹底
・他職種との協働（事故防止関係）
・「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応
教育・保育施設等にお
のためのガイドライン」の理解
13：15～16：00 ける事故防止及び事故 ・安全な環境づくりと安全の確認方法
（2.5H）
発生時の対応のための ・「ヒヤリ・ハット報告書」を保育業務へ活かすには
※途中15分休憩あり
ガイドライン
（ヒヤリ・ハット分析の方法と評価）
・園内外での不審者対策

講師氏名

（小児救急看護認定看護師）

大阪母子医療センター
木下 真柄 氏
（感染管理認定看護師）

講義
演習

関西福祉科学大学
准教授 立花 直樹 氏

大阪府保育士等キャリアアップ研修カリキュラム【保護者支援・子育て支援】（定員150名）
＜会場＞天満研修センター 101ホール（大阪市北区錦町2-21）
実施日

実施時間
（時間数）

研修項目

9：30～11：00
（1.5H）

研修の具体的内容

研修形態

講師氏名

講義
演習

子育て支援ソーシャルワーク研究所
代表 丸目 満弓 氏

・保護者支援、子育て支援の必要性
・子ども、保護者の基本的理解
保護者支援・子育て支援
の意義

平成30年 11：15～12：45
（1.5H）
2月23日
（金）
13：45～15：15
（1.5H）

・保育の視点と保護者支援の視点
・保育所の特性を活かした支援
・支援者としての自分を知る(自己覚知)

15：30～17：00
（1.5H）
9：30～11：00
（1.5H）

・保護者支援に必要なコミュニケーション技術
保護者に対する相談援助 ＜ソーシャルワークの視点を活かした保護者支援(1)＞
・ソーシャルワークのプロセスを意識する
・ソーシャルワークの視点により保護者、家庭を理解する

11：15～12：45
（1.5H）

＜ソーシャルワークの視点を活かした保護者支援(2)＞
・事例検討

13：45～15：15
虐待予防
（1.5H）

・保育所保育指針における虐待対応
・児童虐待対応の基本的枠組みと対応
・事例検討

2月24日
（土）

・保育所保育指針における地域子育て支援
15：30～17：00
地域における子育て支援 ・地域アセスメントの必要性
（1.5H）
・地域子育て支援に必要な支援者としてのスキル
9：30～11：00
（1.5H）
3月3日
（土）

・保護者支援、子育て支援における地域資源の活用
・身のまわりにある社会資源、地域資源の把握
関係機関との連携、地域
資源の活用

11：15～12：45
（1.5H）

・グループワーク
・全体のまとめ

大阪府保育士等キャリアアップ研修カリキュラム【マネジメント】（定員150名）
＜会場＞天満研修センター 101ホール（大阪市北区錦町2-21）
実施日

実施時間
（時間数）

9：30～11：30
（2H）

研修項目

マネジメントの理解

平成30年
3月11日
（日）
12：30～16：45
リーダーシップ
（4H）
※途中15分休憩あり

9：30～11：30
（2H）

3月16日
（金）

3月17日
（土）

※途中15分休憩あり

講義

・保育所におけるリーダーシップの理解
・職員への助言、指示の出し方
（職員のやる気を引き出すには）
・ティーチングとコーチングの理解と実践
・人を育てる聴き方、話し方
・「環境設定」「傾聴」「承認」「質問」を学ぶ
・他職種との協働、連携

講義
演習

・組織における課題の抽出及び解決策の検討
・リーダーとしての目標設定と目標管理
・ＰＤＣＡサイクルの実施（振り返りの方法）

人材育成

・職員育成の考え方と実践（保育士が保育士を育てる）
・プリセプター制度について
・福祉施設におけるスーパービジョン体制
・スーパービジョンの機能と手法の理解
・スーパービジョンの視点から人材育成への取り組みを考察する
・保育実習への対応

働きやすい環境づくり

・雇用管理
・ＩＣＴの活用
・職員のメンタルヘルス対策
・ストレスマネジメントの必要性
・セルフコントロールの向上

14：45～16：45
（2H）

研修形態

・組織マネジメントの理解
・保育所におけるマネジメントの現状と課題
・乳幼児関連施策および保育指針等についての理解
・他専門機関との連携、協働

組織目標の設定

12：30～14：30
（2H）

9：30～12：45
（3H）

研修の具体的内容

講師氏名

関西福祉科学大学
講師 明柴 聰史 氏

講義
グループ討議

講義

