
①【 基本研修 】Ａ日程

日時 科目 講師

10:20～10：30 10分 オリエンテーション 公益財団法人総合健康推進財団

10:30～11:30 講義60分 子ども家庭福祉

11:45～12:45 講義60分 対人援助の価値と倫理

12:45～13:45 休憩60分 昼食・休憩

13:45～14:45 講義60分 児童虐待と社会的養護

15:00～16:00 講義60分 子どもの障害

10:30～11:30 講義60分 子どもの発達

11:45～12:45 講義60分 子ども・子育て家庭の現状

12:45～13:45 休憩60分 昼食・休憩

13:45～14:45 講義60分 保育の原理

15:00～16:00 演習60分 総合演習

②【 基本研修 】Ｂ日程

日時 科目 講師

10:20～10：30 10分 オリエンテーション 公益財団法人総合健康推進財団

10:30～11:30 講義60分 子ども家庭福祉

11:45～12:45 講義60分 対人援助の価値と倫理

12:45～13:45 休憩60分 昼食・休憩

13:45～14:45 講義60分 児童虐待と社会的養護

15:00～16:00 講義60分 子どもの障害

10:30～11:30 講義60分 子どもの発達

11:45～12:45 講義60分 子ども・子育て家庭の現状

12:45～13:45 休憩60分 昼食・休憩

13:45～14:45 講義60分 保育の原理

15:00～16:00 演習60分 総合演習

1
11月23日
（月・祝日） 四天王寺大学 教育学部 教育学科

准教授 吉田 祐一郎 氏

2 11月29日(日)
元滋賀短期大学
教授　古橋 紗人子 氏

令和2年度　滋賀県子育て支援員研修　カリキュラム

＜会場＞コラボしが 【大会議室】 (滋賀県大津市打出浜２番１号)

時間

1 11月7日(土) 四天王寺大学 教育学部 教育学科
准教授 吉田 祐一郎 氏

2 11月9日(月)
元滋賀短期大学
教授　古橋 紗人子 氏

＜会場＞コラボしが 【大会議室】 (滋賀県大津市打出浜２番１号)

時間



③【　専門研修「地域保育コース」　】＜共通科目（Ａ日程）＞　

日時 科目 講師
9:50～10:00 10分 オリエンテーション 公益財団法人総合健康推進財団

10:00～11:00 講義60分 小児保健Ⅰ

11:15～12:15 講義60分 小児保健Ⅱ

12:15～13:15 休憩60分

13:15～15：15 実技120分 心肺蘇生法 日本赤十字社 滋賀県支部

15:30～16:30 講義60分 乳幼児の食事と栄養
滋賀短期大学　生活学科
教授　原　知子 氏

10:00～11:00 講義60分 乳幼児の生活と遊び

11:15～12:45 講義・演習90分 保育者の職業倫理と配慮事項

12:45～13:45 休憩60分

13:45～14:45 講義60分 地域保育の環境整備

15:00～16:00 講義60分 安全の確保とリスクマネジメント

10:30～12:00 講義90分
特別に配慮を要する子どもへの対応
（0～2歳児）

12:00～13：00 休憩60分 昼食・休憩

13：00～14：30 講義90分 乳幼児の発達と心理

14:45～16:15 演習90分 グループ討議

④【　専門研修「地域保育コース」　】＜共通科目（B日程）＞　

日時 科目 講師

9:50～10:00 10分 オリエンテーション 公益財団法人総合健康推進財団

10:00～11:00 講義60分 小児保健Ⅰ

11:15～12:15 講義60分 小児保健Ⅱ

12:15～13:15 休憩60分

13:15～15：15 実技120分 心肺蘇生法 日本赤十字社 滋賀県支部

15:30～16:30 講義60分 乳幼児の食事と栄養
滋賀短期大学　生活学科
教授　原　知子 氏

10:00～11:00 講義60分 乳幼児の生活と遊び

11:15～12:45 講義・演習90分 保育者の職業倫理と配慮事項

12:45～13:45 休憩60分

13:45～14:45 講義60分 地域保育の環境整備

15:00～16:00 講義60分 安全の確保とリスクマネジメント

10:30～12:00 講義90分
特別に配慮を要する子どもへの対応
（0～2歳児）

12:00～13：00 休憩60分 昼食・休憩

13：00～14：30 講義90分 乳幼児の発達と心理

14:45～16:15 演習90分 グループ討議

2 12月9日(水)

滋賀大学 教育学部
安井 惠子 氏

昼食・休憩

11月30日・12月14日＜会場＞大津市勤労福祉センター 【大ホール】 (大津市打出浜1-6)
12月99日　　　　　　　＜会場＞コラボしが 【大会議室】 (滋賀県大津市打出浜２番１号)

時間

滋賀短期大学 幼児教育保育学科
非常勤講師 飯盛 順子 氏

昼食・休憩1 11月30日(月)

＜会場＞大津市勤労福祉センター 【大ホール】 (大津市打出浜1-6)

12月14日(月)3

元滋賀短期大学
教授　古橋 紗人子 氏

時間

1 12月11日(金)

滋賀短期大学 幼児教育保育学科
非常勤講師 飯盛 順子 氏

昼食・休憩

2 12月15日(火)

滋賀大学 教育学部
安井 惠子 氏

昼食・休憩

3 12月22日(火)

元滋賀短期大学
教授　古橋 紗人子 氏



⑤【　専門研修「地域保育コース」　】＜地域型保育＞
＜会場＞大津市勤労福祉センター 【大ホール】 (大津市打出浜1-6)　

日時 科目 講師

9:30～10:30 講義60分 地域型保育の概要

10:45～11:45 講義60分 地域型保育の運営

11:45～12:35 休憩50分 昼食・休憩

12:35～14:35 講義・演習120分 地域型保育の保育内容

14:50～16:20 講義・演習90分
地域型保育における保護者への対
応

2月8日(月) 9：30～17：30 7時間（休憩含） 見学実習分講義

⑥【　専門研修「地域保育コース」　】＜一時預かり事業＞
＜会場＞滋賀県立県民交流センター【305会議室】（滋賀県大津市におの浜1-1-20）

日時 科目 講師

9:30～10:30 講義60分 一時預かり事業の概要

10:45～11:45 講義60分 一時預かり事業の運営

11:45～12:35 休憩50分 昼食・休憩

12:35～14:35 講義・演習120分 一時預かり事業の保育内容

14:50～16:20 講義・演習90分
一時預かり事業における保護者への
対応

2月9日(火) 9：30～17：30 7時間（休憩含） 見学実習分講義
滋賀短期大学 幼児教育保育学科
特任准教授 山中 よし枝 氏

⑦【　専門研修「地域保育コース」　】＜ファミリー・サポート・センター＞
＜会場＞滋賀県立県民交流センター【305会議室】（滋賀県大津市におの浜1-1-20）

日時 科目 講師

9:30～10:30 講義60分 ファミリー・サポート・センターの概要

10:45～12:45 講義・演習120分
ファミリー・サポート・センターの援助
内容

12:45～13:45 休憩60分 昼食・休憩

13:45～15:15 講義・演習90分
ファミリー・サポート・センターにおけ
る保護者（依頼会員）への対応

15:30～17:30 講義・演習120分 援助活動の実際

時間

令和3年
1月25日（月）

時間

令和3年
1月26日（火）

近松保育園
主任保育士 森 孝子 氏

滋賀短期大学 幼児教育保育学科
特任准教授 山中 よし枝 氏

時間

令和3年
1月27日（水）

特定非営利法人
NPO子どもネットワークセンター
天気村
事務局長 　辻 氏、 西尾氏、佐藤氏



⑧【　専門研修「地域子育て支援コース」　】＜利用者支援事業・基本型＞（2日間）
⑨【　専門研修「地域子育て支援コース」　】＜利用者支援事業・特定型＞（12月2日のみ）

日時 科目 講師

演習480分 地域資源の把握【基本型のみ】

9:50～10:00 10分 オリエンテーション （公財）総合健康推進財団

10:00～11:00 講義60分 利用者支援事業の概要

11:10～12:40 講義90分
利用者支援専門員に求められる基本
姿勢と倫理

12:40～13:40 休憩60分 昼食・休憩

13:40～14:40 講義・演習60分 記録の取扱い

14:50～16:20 講義・演習90分 保育資源の概要【特定型のみ】

16:30～17:30 演習60分 まとめ【特定型のみ】

9:30～10:30 講義60分 地域資源の概要【基本型のみ】

10:40～12:10 演習90分
事例分析Ⅰ～ジェノグラムとエコマップ
を活用したアセスメント～【基本型のみ】

12:10～13:10 休憩60分 昼食・休憩

13:10～14:40 演習90分
事例分析Ⅱ～社会資源の活用とコー
ディネーション～【基本型のみ】

14:50～15:20 講義30分 まとめ【基本型のみ】

15:30～16:00 30分 見学オリエンテーション【基本型のみ】 （公財）総合健康推進財団

実習2日間 地域資源の見学【基本型のみ】

⑩【　専門研修「地域子育て支援コース」　】＜地域子育て支援拠点事業＞
＜会場＞大津市勤労福祉センター 【大ホール】 (大津市打出浜1-6)

日時 科目 講師

9:20～9:30 10分 オリエンテーション （公財）総合健康推進財団

9:30～10:30 講義60分
地域子育て支援拠点事業の全体像の
理解

10:45～11:45 演習60分 利用者の理解

11:45～12:45 休憩60分 昼食・休憩

12:45～13:45 講義60分 地域子育て支援拠点の活動

14:00～15:00 演習60分 講習等の企画づくり

15:15～16:15 演習60分 事例検討

16:30～17：30 講義60分 地域資源の連携づくりと促進

＜会場＞滋賀県立県民交流センター【305会議室】（滋賀県大津市におの浜1-1-20）

時間

令和3年
2月5日（金）

NPO法人子育てひろば
全国連絡協議会
理事 安田 典子 氏

事前学習

12月2日(水)

NPO法人子育てひろば
全国連絡協議会
理事長 奥山 千鶴子 氏

12月3日(木)

12月4日～令和3年2月28日

時間


