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平成３０年度広島県子育て支援員研修 受講案内 
この研修の実施主体は広島県です。特定非営利活動法人ひろしま NPOセンター（以下ひろし

ま NPO センターという）が広島県から委託を受けて開催します。 

 

 

＜平成３０年度 広島県子育て支援員研修日程・会場＞  

研 修 項 目 会 場 
定員

(人) 
開  催  日 

基 本 研 修 

広島会場 1 100 ７月２日（月）３日（火） 

広島会場 2 100 ７月５日（木）６日（金） 

福山会場 100 ７月７日（土）８日（日） 

東広島会場 80 ７月１５（日）１６日（祝） 

三次会場 70 ７月２３日（月）７月２４日（火） 

専

門

研

修 

 

基

本

研

修

修

了

後

受

講 

（共通科目）地域保育コース 

広島会場 130 
９月２７日（木）２８日（金） 

２９日（土） 

福山会場 100 
９月１６日（日）１７日（祝） 

１８日（火） 

三次会場 70 
９月１日（土）２日（日） 

３日(月) 

共
通
科
目
修
了
後
受
講 

（選択）地域保育コース 

地域型保育 

広島会場 100 １０月１１日（木） 

福山会場 50 １０月４日（木） 

（選択）地域保育コース 

一時預かり事業 

広島会場 70 １０月８日（祝） 

福山会場 30 １０月１日（月） 

（選択）地域保育コース 

ファミリー・サポート・センター事業  

広島会場 80 １１月２０日（火） 

三次会場 30 １１月１３日（火） 

地域子育て支援コース 

 地域子育て支援拠点事業 
広島会場 100 １２月３日（月） 

地域子育て支援コース 

 利用者支援事業 
広島会場 50 

１１月２６日（月）２７日（火） 

※事前学習・事後学習があります 

放課後児童コース 
広島会場 100 １１月１０日（土）１１日（日） 

福山会場 50 １０月２９日（月）３０日（火） 

 

 

基本研修および専門研修各コース共通のテキストとして中央法規出版発行「子育て支援員研修テキス

ト」（税込 2,700円）および別途テキストが必要なコースもあります。各自でご準備いただくか，研修申

込書に併記してお申し込みください。詳細は申込書の裏面をご覧ください。 

 

 

テ キ ス ト 
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※アクセスなど詳細は受講決定後ご案内します。 

広島会場・・・エソール広島（広島市中区富士見町 11番 6号） 

       広島県民文化センター（広島市中区大手町 1丁目 5番 3号） 

       JMSアステールプラザ（広島市中区加古町 4番 17号） 

福山会場・・・福山市生涯学習プラザ（まなびの館ローズコム）（福山市霞町 1丁目 10番 1号） 

       福山すこやかセンター（福山市三吉町南二丁目 11番 22号）   

東広島会場・・広島大学東広島キャンパス（東広島市鏡山一丁目 1番 1号） 

三次会場・・・広島県立みよし公園（三次市四拾貫町神田谷 カルチャーセンター内） 

 

 

 

 子ども・子育て支援新制度がスタートし，地域における子育て支援を進めるため，小規模保育，一時

預かり，ファミリー・サポート・センター，放課後児童クラブ，地域子育て支援拠点等で，子育て家庭

を支援する担い手が求められています。 

 そこで，国が全国共通で創設した子育て支援員研修制度に基づき，広島県が子育て支援の質を確保す

るために実施するものが「子育て支援員研修」です。受講後には，受講状況を確認の上，全国で通用す

る修了証書が広島県から交付されます。 

  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基本研修受講免除者（保育士資格，社会福祉士資格等のある方，及び昨年度「子育て支援員基本研修」

を受講し修了された方等）以外は必ず基本研修を受講後，専門研修を受講していただくこととなります。 

子育て支援員研修とは（目的） 

子育て支援員研修の体系図 

 

会  場 
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受講のための資格は不要です。利用者支援事業には受講要件があります。 

 地域における子育て支援の仕事に関心を持ち，地域型保育事業，一時預かり事業，ファミリー・サポ

ート・センター事業，地域子育て支援拠点（子育てひろばやオープンスペース等）事業や放課後児童ク

ラブ（補助員）に現在従事している方や従事することを希望する方を対象としています。地域保育コー

ス，地域子育て支援コース，放課後児童コースを受講するには，まず基本研修を受講することが必須で

す。必ず基本研修の５会場のうち，いずれかの会場で受講してください。なお保育士資格や社会福祉士

資格等をお持ちの方及び昨年度「子育て支援員基本研修」を受講し修了された方は，基本研修を免除す

ることができます。また，地域保育コースの保育共通科目を修了している方は選択科目のみの受講も可

能です。申し込み時に証明書等を添付してください。（詳しくはＰ１５） 

 なお、利用者支援事業を受講するためには，「地域子育て支援拠点または保育所保育主任としての業務

実績が 1年以上ある」ことが必要です。 

 

 

 

 基本研修，専門研修ともに，全ての研修科目を受講していただき，その出席状況及び毎時間のレポー

トによる内容の習得状況を確認の上，修了証書が広島県知事より交付されます。 

基本研修のみ修了された場合は，子育て支援員研修（基本研修）修了証明書が交付され，この証明書

の写しを提出していただくことで，翌年は基本研修が免除となります。基本研修や専門研修の一部の科

目のみ受講された場合は，子育て支援員研修一部科目修了証書が交付され，修了している科目が証明さ

れます。この証明書の写しを提出していただくことで，翌年はその科目の受講が免除されます。 

全ての科目を修了されていることが確認された場合は，専門コースごとに子育て支援員研修の修了証

書が交付されます。 

修了後は，履歴書に「〇〇コース子育て支援員」と記載することができます。また，就労を希望され

る場合は，子育て支援員研修修了者名簿をお住いの自治体担当窓口へ，広島県より渡す予定です。 

 

 

 

 

基本研修  

 子育て支援や保育の基礎となる内容の研修です。受講免除の方（詳細Ｐ１５）以外は，必ず受講して

ください。申込書（別紙）の 5 会場の中から第 1 希望を 1 会場，第 2 希望を 1 会場選んでお申し込みく

ださい。 

基本研修受講後，専門研修を受講していただくことができます。基本研修のみ受講することも可能で

す。その場合は，子育て支援員研修（基本研修）修了証明書が交付されますが，子育て支援員とはなり

ませんので，ご注意ください。 

 

広島会場１  

７月２日（月） 

対 象 

カリキュラム 

修了証書等の交付について 
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実施時間 内容 講師 

10:00～10:20 ガイダンス  

10:20～11:20 子ども・子育て家庭の現状 広島大学大学院教育学研究科     教授 七木田敦 

11:35～12:35 子ども家庭福祉 広島大学大学院教育学研究科     教授 七木田敦 

13:30～14:30 子どもの障害 広島市児童相談所          児童福祉相談員 角野直美 

14:45～15:45 児童虐待と社会的養護 広島国際大学医療福祉学部     教授 下西さや子 

 

７月３日（火） 

10:00～11:00 保育の原理 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 

11:15～12:15 子どもの発達 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 

13:15～14:15 対人援助の価値と倫理 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 

14:30～15:30 総合演習 ひろしま子育て支援 NPO協議会    代表 香川恭子 

 

広島会場２   

７月５日（木） 

実施時間 内容 講師 

10:00～10:20 ガイダンス  

10:20～11:20 子ども・子育て家庭の現状 広島大学大学院教育学研究科     教授 七木田敦 

11:35～12:35 子ども家庭福祉 広島大学大学院教育学研究科     教授 七木田敦 

13:30～14:30 子どもの障害 広島市児童相談所          児童福祉相談員  角野直美 

14:45～15:45 児童虐待と社会的養護 広島国際大学医療福祉学部     教授 下西さや子 

７月６日（金） 

10:00～11:00 保育の原理 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 

11:15～12:15 子どもの発達 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 

13:15～14:15 対人援助の価値と倫理 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 

14:30～15:30 総合演習 ひろしま子育て支援 NPO協議会    代表 香川恭子 
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福山会場   

７月７日（土） 

実施時間 内容 講師 

10:00～10:20 ガイダンス  

10:20～11:20 子ども・子育て家庭の現状 広島大学大学院教育学研究科     教授 七木田敦 

11:35～12:35 子ども家庭福祉 広島大学大学院教育学研究科     教授 七木田敦 

13:30～14:30 子どもの障害 広島市児童相談所          児童福祉相談員  角野直美 

14:45～15:45 児童虐待と社会的養護 広島国際大学医療福祉学部     教授 下西さや子 

７月８日（日） 

10:00～11:00 保育の原理 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 

11:15～12:15 子どもの発達 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 

13:15～14:15 対人援助の価値と倫理 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 

14:30～15:30 総合演習 ひろしま子育て支援 NPO協議会    代表 香川恭子 

 

東広島会場   

７月１５日（日） 

実施時間 内容 講師 

10:00～10:20 ガイダンス  

10:20～11:20 子ども・子育て家庭の現状 広島大学大学院教育学研究科     教授 七木田敦 

11:35～12:35 子ども家庭福祉 広島大学大学院教育学研究科     教授 七木田敦 

13:30～14:30 子どもの障害 広島市児童相談所          児童福祉相談員 角野直美 

14:45～15:45 児童虐待と社会的養護 広島国際大学医療福祉学部     教授 下西さや子 

７月１６日（月・祝） 

10:00～11:00 保育の原理 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 

11:15～12:15 子どもの発達 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 

13:15～14:15 対人援助の価値と倫理 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 



6 

 

14:30～15:30 総合演習 ひろしま子育て支援 NPO協議会    代表 香川恭子 

 

三次会場   

７月２３日（月） 

実施時間 内容 講師 

10:00～10:20 ガイダンス  

10:20～11:20 子ども・子育て家庭の現状 広島大学大学院教育学研究科     教授 七木田敦 

11:35～12:35 子ども家庭福祉 広島大学大学院教育学研究科     教授 七木田敦 

13:30～14:30 子どもの障害 広島市児童相談所          児童福祉相談員 角野直美 

14:45～15:45 児童虐待と社会的養護 広島国際大学医療福祉学部   教授 下西さや子(予定) 

７月２４日（火） 

10:00～11:00 保育の原理 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 

11:15～12:15 子どもの発達 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 

13:15～14:15 対人援助の価値と倫理 (公財)広島県男女共同参画財団  常務理事 棚多里美 

14:30～15:30 総合演習 ひろしま子育て支援 NPO協議会    代表 香川恭子 

 

 

専門研修      

基本研修を修了された方（免除者を含む）が，子育て支援分野の各事業等に従事していただくために

必要な専門的な知識・原理・技術・倫理などを習得していただくことを目的とした内容の研修です。 

専門研修は，「地域保育コース」「地域子育て支援コース」「放課後児童コース」に分かれています。   

一つのコースだけ選んで受講することもできますが，複数または全部を受講することもできます。各コ

ースの全ての科目を修了された場合に，各コース別の修了証書が交付されます。 

また，「地域保育コース」を受講される方は，最初に３日間の共通科目を受講後，「地域型保育」「一時

預かり事業」「ファミリー・サポート・センター事業」の選択科目を受講していただけます。選択科目は，

一つ選ぶこともできますが全部選ぶことも可能です。修了された選択科目別に修了証書が交付されます。

「地域子育て支援コース」や「放課後児童コース」は，基本研修受講後，各コースを受講していただけ

ます。申込書（別紙）で，どの研修どのコースを選べばよいか，ご確認ください。 

 

＜地域保育コース（共通科目）＞  

広島会場   

９月２７日（木）   
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実施時間 内容 講師 

10:00～10:15 ガイダンス  

10:15～11:15 乳幼児の生活と遊び 安田女子短期大学保育科           教授 橋本信子 

11:30～13:00 乳幼児期の発達と心理 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

14:00～15:30 保育者の職業倫理と配慮事項 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

15:45～16:45 乳幼児の食事と栄養 
比治山大学健康栄養学部管理栄養学科 

教授  加島浩子 

９月２８日（金）  

実施時間 内容 講師 

10:00～12:00 心肺蘇生法 日本赤十字社広島県支部幼児安全法指導員（予定） 

13:00～14:00 小児保健Ⅰ 
比治山大学短期大学部幼児教育科 

准教授 七木田方美 

14:15～15:15 小児保健Ⅱ 
比治山大学短期大学部幼児教育科 

准教授 七木田方美 

９月２９日（土） 

実施時間 内容 講師 

10:00～11:00 地域保育の環境整備 広島大学大学院教育学研究科      本岡美保子 

11:15～12:15 安全の確保とリスクマネジメント 広島修道大学人文学部     准教授 平田香奈子 

13:15～14:45 特別に配慮を要する子どもへの対応  (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

15:00～16:30 グループ討議 ひろしま子育て支援 NPO協議会     代表 香川恭子 

 

福山会場  

９月１６日（日）  

実施時間 内容 講師 

10:00～10:15 ガイダンス  

10:15～11:15 乳幼児の生活と遊び 安田女子短期大学保育科           教授 橋本信子 

11:30～13:00 乳幼児期の発達と心理 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

14:00～15:30 保育者の職業倫理と配慮事項 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

15:45～16:45 乳幼児の食事と栄養 
比治山大学健康栄養学部管理栄養学科 

教授 加島浩子 
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９月１７日（月・祝） 

実施時間 内容 講師 

10:00～11:00 地域保育の環境整備 広島大学大学院教育学研究科      本岡美保子 

11:15～12:15 安全の確保とリスクマネジメント 広島修道大学人文学部      准教授 平田香奈子 

13:15～14:45 特別に配慮を要する子どもへの対応  広島県西部こども家庭センター 次長 宇都宮千賀子 

15:00～16:30 グループ討議 ひろしま子育て支援 NPO協議会     代表 香川恭子 

９月１８日（火） 

実施時間 内容 講師 

10:00～12:00 心肺蘇生法 日本赤十字社広島県支部幼児安全法指導員（予定） 

13:00～14:00 小児保健Ⅰ 
比治山大学短期大学部幼児教育科 

准教授 七木田方美 

14:15～15:15 小児保健Ⅱ 
比治山大学短期大学部幼児教育科 

准教授 七木田方美 

 

 

三次会場  

９月１日（土）  

実施時間 内容 講師 

10:00～10:15 ガイダンス  

10:15～11:45 乳幼児期の発達と心理 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

12:45～14:15 保育者の職業倫理と配慮事項 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

14:30～16:00 特別に配慮を要する子どもへの対応  
広島市立舟入市民病院小児心療科 

主任部長 黒崎充勇 

16:15～17:15 乳幼児の食事と栄養 
比治山大学健康栄養学部管理栄養学科 

教授 加島浩子 

９月２日（日） 

実施時間 内容 講師 

10:00～11:00 地域保育の環境整備 広島大学大学院教育学研究科      本岡美保子 

11:15～12:15 安全の確保とリスクマネジメント 広島修道大学人文学部     准教授  平田香奈子 

13:15～15:15 心肺蘇生法 日本赤十字社広島県支部幼児安全法指導員（予定） 
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９月３日（月） 

実施時間 内容 講師 

11:00～12:00 乳幼児の生活と遊び 安田女子短期大学保育科           教授 橋本信子 

13:00～14:00 小児保健Ⅰ 
比治山大学短期大学部幼児教育科 

准教授 七木田方美 

14:15～15:15 小児保健Ⅱ  
比治山大学短期大学部幼児教育科 

准教授 七木田方美 

15:30～17:00 グループ討議 ひろしま子育て支援 NPO協議会     代表 香川恭子 

 

 

＜地域保育コース（選択：地域型保育事業）＞ 

 地域保育コースの共通科目を受講した上で選択していただけます。修了された方は，小規模保育事業

において，保育士以外の保育従事者として就労することができます。 

 

広島会場 

１０月１１日（木） 

実施時間 内容 講師 

9:30～9:40 ガイダンス  

9:40～10:40 地域型保育の概要 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

10:50～11:50 地域型保育の運営 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

12:50～14:50 地域型保育の保育内容 
株式会社くうねあ代表取締役兼くすの木保育園 

大園長  堀江宗巨 

15:00～16:30 保護者への対応 
株式会社くうねあ代表取締役兼くすの木保育園 

大園長  堀江宗巨 

16:40～17:20 見学実習オリエンテーション ひろしま子育て支援 NPO協議会      代表 香川恭子 

※保育実習 10月 15日（月）～11月 30日（金）のうち 2日間 

 

福山会場 

１０月４日（木） 

実施時間 内容 講師 

9:30～9:40 ガイダンス  

9:40～10:40 地域型保育の概要 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

10:50～11:50 地域型保育の運営 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 
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12:50～14:50 地域型保育の保育内容 
株式会社くうねあ代表取締役兼くすの木保育園 

大園長  堀江宗巨 

15:00～16:30 保護者への対応 
株式会社くうねあ代表取締役兼くすの木保育園 

大園長  堀江宗巨 

16:40～17:20 見学実習オリエンテーション ひろしま子育て支援 NPO協議会      代表 香川恭子 

※保育実習 10月 15日（月）～11月 30日（金）のうち 2日間 

 

 

＜地域保育コース（選択：一時預かり事業）＞  

地域保育コースの共通科目を受講した上で選択していただけます。修了された方は，一時預かり事業

において，保育士及び幼稚園教諭普通免許状所有者以外の保育従事者として就労することができます。 

 

広島会場 

１０月８日（月・祝） 

実施時間 内容 講師 

9:30～9:40 ガイダンス  

9:40～10:40 一時預かり事業の概要 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

10:50～11:50 一時預かり事業の運営 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

12:50～14:50 一時預かり事業の保育内容 ひろしま子育て支援 NPO協議会      代表 香川恭子 

15:00～16:30 保護者への対応 ひろしま子育て支援 NPO協議会      代表 香川恭子 

16:40～17:20 見学実習オリエンテーション ひろしま子育て支援 NPO協議会      代表 香川恭子 

※保育実習 10月 15日（月）～11月 30日（金）のうち 2日間 

 

福山会場 

１０月１日（月） 

実施時間 内容 講師 

9:30～9:40 ガイダンス  

9:40～10:40 一時預かり事業の概要 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

10:50～11:50 一時預かり事業の運営 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

12:50～14:50 一時預かり事業の保育内容 ひろしま子育て支援 NPO協議会      代表 香川恭子 

15:00～16:30 保護者への対応 ひろしま子育て支援 NPO協議会      代表 香川恭子 
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16:40～17:20 見学実習オリエンテーション ひろしま子育て支援 NPO協議会      代表 香川恭子 

※保育実習 10月 15日（月）～11月 30日（金）のうち 2日間 

 

 

＜地域保育コース（選択：ファミリー・サポート・センター事業）＞ 

地域保育コースの共通科目を受講した上で選択していただけます。修了された方は，提供会員として

登録し援助活動に従事することができます。 

 

広島会場 

１１月２０日（火）        

実施時間 内容 講師 

9:30～9:40 ガイダンス 
 

9:40～10:40 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業の概要 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

10:50～12:50 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰの援助内容 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

13:50～15:20 保護者への対応 ひろしま子育て支援 NPO協議会      代表 香川恭子 

15:30～17:30 援助活動の実際 広島市ファミリー・サポート・センター 提供会員 

※昼休憩に広島市ファミリー・サポート・センター事業について案内があります。 

 

三次会場 

１１月１３日（火） 

実施時間 内容 講師 

9:30～9:40 ガイダンス  

9:40～10:40 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業の概要 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

10:50～12:50 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰの援助内容 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

13:50～15:20 保護者への対応 ひろしま子育て支援 NPO協議会      代表 香川恭子 

15:30～17:30 援助活動の実際 三次市ファミリー・サポート・センター 提供会員 

※昼休憩に三次市の子育てサポート事業について案内があります。 
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＜地域子育て支援コース（地域子育て支援拠点事業）＞ 

基本研修を受講した上で選択していただけます。修了された方は，地域子育て支援拠事業（自治体が

直接運営または委託等で実施するオープンスペースやひろば等）に専任職員として従事することができ

ます。 

 

広島会場 

１２月３日（月） 

実施時間 内容 講師 

9:30～9:40 ガイダンス  

9:40～10:40 事業の全体像の理解 (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

10:50～11:50 利用者の理解 ひろしま子育て支援 NPO協議会      代表 香川恭子 

12:35～13:35 地域子育て支援拠点の活動 ひろしま子育て支援 NPO協議会      代表 香川恭子 

13:45～14:45 講習等の企画づくり ひろしま子育て支援 NPO協議会メンバー 

14:55～15:55 事例検討 ひろしま子育て支援 NPO協議会メンバー 

16:05～17:05 地域資源の連携づくりと促進 ひろしま子育て支援 NPO協議会メンバー 

 

 

＜地域子育て支援コース（利用者支援事業（基本型））＞    

利用者支援事業を受講することができる要件は，相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする

市町村長が認めた事業や業務（地域子育て支援拠点事業や保育所における主任保育士業務等）に 1 年以

上の実務経験を予め有している方となります。基本研修を受講した上で「利用者支援事業（基本型）」を

選択していただけます。自治体で実施される「利用者支援事業（基本型）」に従事するには，本コースの

修了が必須となります。 

 

広島会場 

１１月２６日（月） 

※事前学習・・・地域資源の把握（宿題 480分相当）   

受講される方に事前学習の資料を 8月ごろ送付します。事前に提出をお願いします。 

実施時間 内容 講師 

10:00～10:20 ガイダンス  

10:20～11:20 利用者支援事業の概要 
特定非営利活動法人 子育てネットくすくす  

理事長 草薙めぐみ 

11:30～12:30 地域資源の概要 
特定非営利活動法人 子育てネットくすくす  

理事長 草薙めぐみ 

13:30～15:00 
利用者支援専門員に求められる 

基本姿勢と倫理 

特定非営利活動法人 子育てネットくすくす  

理事長 草薙めぐみ 
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１１月２７日（火） 

実施時間 内容 講師 

10:00～11:00 記録の取扱い (公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

11:10～12:40 
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～ 
(公財)広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

13:40～15:10 
事例分析Ⅱ～社会資源の活用と 

コーディネーション～ 
ひろしま子育て支援 NPO協議会      代表 香川恭子 

15:20～15:50 まとめと見学実習について ひろしま子育て支援 NPO協議会      代表 香川恭子 

※事後実習・・・地域資源の見学（見学実習 480分） 

 各自治体の子ども・子育て支援関連施設や機関の一覧等（ホームページ等で調べてください）を参考 

に，事前学習で提出していただいた情報を元に，本研修運営者（ひろしま NPOセンター）が事前に希望 

する見学先に説明をします。その後，受講者自身で実習先に連絡を取り，研修受講後すぐに見学実習に 

入れるよう準備します。単なる見学にとどまらず，その施設等の役目や連携のとり方を学び，実際の利 

用者支援ができるよう見学実習を実施し，見学実習の報告（様式を提示します）を提出していただきま 

す。その報告書を受けて修了評価をいたします。 

 

 

＜放課後児童コース（放課後児童クラブ（補助員）＞  

基本研修を受講した上で選択していただけます。このコースを修了することで，放課後児童健全育成

事業を実施する放課後児童クラブや留守家庭こども会の補助員として従事することができます。自治体

により従事する上で必要な要件が異なるため，事前に各自治体や放課後児童クラブ等へお尋ね，ご確認

ください。 

 

広島会場  

１１月１０日（土） 

実施時間 内容 講師 

9:30～9:45 ガイダンス  

9:45～11:15 子どもの生活と遊びの理解と支援 福山市立大学教育学部児童教育学科 准教授 大庭三枝 

11:30～13:00 
子どもの発達理解と 

児童期の生活と発達 
福山市立大学教育学部児童教育学科 准教授 大庭三枝 

14:00～15:30 
放課後児童クラブにおける 

権利擁護と機能・役割 
福山市立大学                 名誉教授 八重樫牧子 

15:45～17:15 子どもの生活面における対応 
比治山大学健康栄養学部 

管理栄養学科 教授 山崎初枝 
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１１月１１日（日） 

実施時間 内容 講師 

10:00～11:30 
放課後児童健全育成事業の 

目的と制度内容 
（公財）広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

12:30～14:00 
放課後児童クラブ従事者の 

仕事内容と職場倫理 
放課後児童クラブ指導員           平松ゆう子 

 

福山会場  

１０月２９日（月） 

実施時間 内容 講師 

10:00～10:10 ガイダンス  

10:10～11:40 子どもの生活と遊びの理解と支援 福山市立大学教育学部児童教育学科 准教授 大庭三枝 

12:40～14:10 
子どもの発達理解と 

児童期の生活と発達 
福山市立大学教育学部児童教育学科 准教授 大庭三枝 

14:20～15:50 
放課後児童クラブにおける 

権利擁護と機能・役割 
福山市立大学                 名誉教授 八重樫牧子 

１０月３０日（火） 

10:00～11:30 
放課後児童クラブ従事者の 

仕事内容と職場倫理 
放課後児童クラブ指導員           平松ゆう子 

12:10～13:40 子どもの生活面における対応 
比治山大学健康栄養学部 

管理栄養学科 教授 山崎初枝 

13:50～15:20 
放課後児童健全育成事業の 

目的と制度内容 
（公財）広島県男女共同参画財団 常務理事 棚多里美 

 

 

  

参加費は無料です。 

 

 

 

受講を希望する方は，受講申込書を郵送またはひろしま NPO センターホームページの申込みフォー

ム、または電子メールからお申し込みください。申込みフォームからのお申込みは添付書類が不要な

方のみです。基本研修免除者や一部科目修了の方は，証明できるもの（写し）を添付し，必ず郵送か

電子メールに必要書類の写しを添付してお申し込みください。電話による受付は行いません。 

   

＜ひろしま NPOセンター 申し込みフォームからのお申込み＞ URL  http://npoc.or.jp 

＜ひろしま NPOセンター メールアドレスへのお申込み＞電子メール ken-kosodate@npoc.or.jp 

   ※必要事項を記入した申込書（別紙）と必要な書類の写しをデータでお送りいただけます。 

 

 

参加費 

受講申込み方法 

http://npoc.or.jp/
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＜郵送でのお申込み＞  

〒７３０－００１３ 広島市中区八丁堀３番１号 

特定非営利活動法人 ひろしま NPOセンター  

封筒左下に「子育て支援員研修受講申込書在中・希望する研修項目名：○○○○コース○○事

業」と赤字で記載してください。複数ある場合，すべて記入してください。 

 

 

             

平成３０年５月１４日（月）～６月１５日（木）正午必着，先着順で受け付けます。 

平成２９年度に一部科目修了となっている方の優先受付は，平成３０年４月２３日（月）～５月１１

日（金）です。以降は５月１４日（月）からの一般受付となります。 

 

 

  

以下の①～⑤に該当する方は，専門研修を受講するために必要な基本研修の免除が可能となります。 

 

① 保育士  ②社会福祉士  

③ 幼稚園教諭，看護師，保健師の資格をお持ちの方で，日々子どもと関わる業務（保育所，幼稚園，

認定こども園，地域子育て支援拠点，放課後児童クラブなど）に携わっている方 

④ 平成 27年度～29年度で他のコースを修了されている方 

⑤ 平成 29年度「子育て支援員研修（基本研修）および（保育共通科目）」までを受講された方および

各コースの一部科目を修了していない方 

 

①及び②の方は資格の証明（写し）を，③の方は資格証明（写し）と在職証明書を添付してください。

幼稚園教諭免許については，更新が必要な場合は更新済みの免許（写し）を添付してください。なお

資格者の名前が変わっている場合は，名前の変更がわかる戸籍抄本を添付してください。免除を受け

ずに基本研修を受講することもできます。 

④の方は子育て支援員研修修了証書（写し）を添付し，必要なコースを申し込んでください。優先受

付となる場合は県から事前に案内が送られて来ます。 

⑤の方は子育て支援員研修（基本研修）修了証明書，子育て支援員研修一部科目修了証書，もしくは

子育て支援員研修修了証書（写し）を添付の上，優先受付の申込書を郵送または電子メールでお送り

ください。 

 

 

 

受講決定通知書は，先着で受付し基本研修受講免除の可否を含め随時お送りします。6月 25日（月）

までに届かない場合は，電話にてご連絡ください。 

 

 

 

受講決定通知と一緒にお送りした「テキスト代のご案内」をご確認の上，参加される研修初日に，

各自お釣りのないようご準備ください。 

 

  

 

  研修修了結果を，ひろしま NPO センターから広島県へ報告します。広島県が子育て支援員研修の修

了を認定し，修了証書をコース別・事業別に広島県から交付されます。 

受講申込み期限 

基本研修及び保育共通科目受講免除について 

受講決定について 

修了証書について 

テキスト代について 

了証書について 
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  申込書に記載された個人情報および申込み時にお預かりする個人の証明書類については，広島県の

規程による適正な管理を行い，本事業の運営以外の目的に利用することはありません。 

 

 

 

 ○各コースで従事できる職種が異なりますので注意して選択してください。 

○希望した研修は全日程を受講してください。欠席・遅刻・途中帰宅などがあると修了証書を交付す

ることができません。 

 ○申込書の記入内容が事実と異なる場合，受講及び修了の認定が取り消しとなることがあります。 

○本研修は「子育て支援員」を認定するものです。修了後の雇用先を紹介及び保障するものではあり

ません。 

 

 

 

〒730-0013 広島市中区八丁堀３番１号幟会館 2階 

ひろしま NPOセンター 子育て支援員研修担当 

  URL：http://npoc.or.jp  

  Eメール：ken-kosodate@npoc.or.jp 

電話：０８２－５１１－３１８０（月～金の 10時から 17時まで） 

休館：土・日・祝日および 8月 11日（土）～16日（木），年末年始            

 

※この研修制度についてのお問合せは，広島県安心保育推進課へお問い合わせください。 

                        電話：０８２－５１３－３１７９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の取り扱い 

注意事項 

本研修についての問い合わせ 

＜郵送でのお申込み＞ 別紙の申込書にご記入の上，以下へお申込みください。 

〒７３０－００１３ 広島市中区八丁堀 3 番１号幟会館 2 階 

NPO 法人ひろしま NPO センター 子育て支援員研修担当宛 

封筒左下に「子育て支援員研修受講申込書在中・希望する研修項目名：○○○

○コース○○事業」と赤字で記載してください。複数ある場合，すべて記入し

てください。 

 

＜ひろしま NPO センター ホームページ申し込みフォームからのお申込み＞ 

URL  http://npoc.or.jp 

 

＜ひろしま NPO センター 電子メールによるお申込み＞ 

    電子メール  ken-kosodate@npoc.or.jp 

http://npoc.or.jp/

