
A 和歌山市 会場：県民交流プラザ　和歌山ビッグ愛

全2日間　 100名

日付 時  間 科     目     名 時間数 講師氏名 講  師  職  名 備 考

13:00-14:00  子ども・子育て家庭の現状 60分 森下　順子  和歌山信愛大学准教授

14:10-15:10  対人援助の価値と倫理 60分 江口　怜  和歌山信愛大学助教

15:20-16:20  子どもの発達 60分 森下　順子  和歌山信愛大学准教授

16:30-17:30  保育の原理 60分 森下　順子  和歌山信愛大学准教授

13:00-14:00  子ども家庭福祉 60分    桑原　徹也  　  和歌山信愛女子短期大学講師

14:10-15:10  児童虐待と社会的養護 60分 桑原　義登  和歌山信愛大学教授

15:20-16:20  子どもの障害 60分 米澤　好史  和歌山大学教授

16:30-17:30  総合演習 60分
桑原　徹也
阪田由美子

 和歌山信愛女子短期大学講師
 和歌山信愛大学子育て支援員研修・担当

17:30-18:00  効果測定 30分
桑原　徹也
阪田由美子

 和歌山信愛女子短期大学講師
 和歌山信愛大学子育て支援員研修・担当

B 田辺市

全2日間　 100名

日付 時  間 科     目     名 時間数 講師氏名 講  師  職  名 備 考

13:00-14:00  子ども・子育て家庭の現状 60分 森下　順子  和歌山信愛大学准教授

14:10-15:10  対人援助の価値と倫理 60分 江口　怜  和歌山信愛大学助教

15:20-16:20  子どもの発達 60分 森下　順子  和歌山信愛大学准教授

16:30-17:30  保育の原理 60分 森下　順子  和歌山信愛大学准教授

13:00-14:00  子ども家庭福祉 60分    桑原　徹也  　  和歌山信愛女子短期大学講師

14:10-15:10  児童虐待と社会的養護 60分 桑原　義登  和歌山信愛大学教授

15:20-16:20  子どもの障害 60分    桑原　徹也  　  和歌山信愛女子短期大学講師

16:30-17:30  総合演習 60分
桑原　徹也
阪田由美子

 和歌山信愛女子短期大学講師
 和歌山信愛大学子育て支援員研修・担当

17:30-18:00  効果測定 30分
桑原　徹也
阪田由美子

 和歌山信愛女子短期大学講師
 和歌山信愛大学子育て支援員研修・担当

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う開催について

 参加される受講者が安心安全に受講していただけるための方策として、和歌山県における新型コロナウイル
ス感染症拡大を防止するための取り組みに合わせるとともに、さらなる取り組みとして受付時に検温、マス
クの着用等のお願いします。
　受講決定通知書の郵送時に詳細についてはお願いの書面を同封しご案内します。なお、受講者の健康状況
等によっては会場への入場、受講をお断りする場合がありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、さらなる日程変更や中止、また例年より
定員を縮小して開催する場合があります。

7月25日

日曜日

 会場：和歌山県立情報交流センター ビッグ・ユー

【基　本　研　修】

7月18日

日曜日

7月22日

木曜日㊗
海の日

7月24日

土曜日



① 　放課後児童コース　和歌山会場 会場：県民交流プラザ　和歌山ビッグ愛

全2日間　 100名

日付 時  間 科     目     名 時間数 講師氏名 講  師  職  名 備 考

13:00-14:30  放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容 90分 担当者
　和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
　子ども未来課

14:40-16:10  放課後児童クラブに従事する者の仕事内容と職場倫理 90分 大塚 謙治 　一般社団法人日本学童保育士協会

16:20-17:50  子どもの生活と遊びの理解と支援 90分 大塚 謙治 　一般社団法人日本学童保育士協会

13:00-14:30  子どもの発達理解と児童期（６歳～１２歳）の生活と発達 90分 山本　紀代 　和歌山信愛大学講師

14:40-16:10  子どもの生活面における対応等 90分
武内　龍伸
阪田　由美子

　東京医療保健大学講師
　和歌山信愛大学子育て支援員研修担当

16:20-17:50  放課後児童クラブにおける権利擁護とその機能・役割等 90分 江口　怜 　和歌山信愛大学助教

17:50-18:20  効果測定 30分
戸澗 幸夫
阪田由美子

　和歌山信愛大学教授
　和歌山信愛大学子育て支援員研修担当

② 　放課後児童コース　田辺会場

全2日間　 60名

日付 時  間 科     目     名 時間数 講師氏名 講  師  職  名 備 考

13:00-14:30  放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容 90分 担当者
　和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
　子ども未来課

14:40-16:10  放課後児童クラブに従事する者の仕事内容と職場倫理 90分 大塚 謙治 　一般社団法人日本学童保育士協会

16:20-17:50  子どもの生活と遊びの理解と支援 90分 大塚 謙治 　一般社団法人日本学童保育士協会

13:00-14:30  放課後児童クラブにおける権利擁護とその機能・役割等 90分 辻　伸幸 　和歌山信愛大学准教授

14:40-16:10  子どもの発達理解と児童期（６歳～１２歳）の生活と発達 90分 山本紀代 　和歌山信愛大学講師

16:20-17:50  子どもの生活面における対応等 90分
武内　龍伸
阪田　由美子

　東京医療保健大学講師
　和歌山信愛大学子育て支援員研修担当

17:50-18:20  効果測定 30分
戸澗 幸夫
阪田由美子

　和歌山信愛大学教授
　和歌山信愛大学子育て支援員研修担当

③ 　地域保育コース　地域型保育事業 会場：和歌山信愛大学

全5日間 20名

日付 時  間 科     目     名 時間数 講師氏名 講  師  職  名 備 考

10:00-10:30  グループ討議 30分 阪田由美子 　和歌山信愛大学子育て支援員研修担当 共通科目

10:30-11:30  乳幼児の生活と遊び 60分 戸澗 幸夫 　和歌山信愛大学教授 共通科目

11:40-13:10  乳幼児の発達と心理 90分 森下　順子 　和歌山信愛大学准教授 共通科目

14:00-15:00  小児保健Ⅰ 60分 武内　龍伸 　東京医療保健大学講師 共通科目

15:10-16:10  小児保健Ⅱ 60分 武内　龍伸 　東京医療保健大学講師 共通科目

16:20-18:20  心肺蘇生法 120分 武内　龍伸 　東京医療保健大学講師 共通科目

10:00-11:00  地域保育の環境整備 60分 森下　順子 　和歌山信愛大学准教授 共通科目

11:10-12:10  安全の確保とリスクマネジメント 60分 森下　順子 　和歌山信愛大学准教授 共通科目

13:00-14:20  乳幼児の食事と栄養 80分 藤澤　祥子 　元和歌山信愛女子短期大学非常勤講師 共通科目

14:30-16:00  保育者の職業倫理と配慮事項 90分 ＊ 　社会福祉法人アトム共同福祉会 共通科目

16:10-17:40  特別に配慮を要する子どもへの対応（０～２歳児） 90分 ＊ 　社会福祉法人アトム共同福祉会 共通科目

17:50-18:30  グループ討議 40分
森下　順子
阪田由美子

　和歌山信愛大学准教授
　和歌山信愛大学子育て支援員研修担当

共通科目

10:00-11:00 地域型保育の概要 60分 ＊ 和歌山県内本拠地・地域型保育関係者

11:10-13:10 地域型保育の内容 120分 ＊ 和歌山県内本拠地・地域型保育関係者

14:00-15:00 地域型保育の運営 60分 ＊ 和歌山県内本拠地・地域型保育関係者

15:10-16:40 地域型保育における保護者への対応 90分 ＊ 和歌山県内本拠地・地域型保育関係者

16:50-17:50 地域型保育見学実習オリエンテーション 60分
森下　順子
阪田由美子

　和歌山信愛大学准教授
　和歌山信愛大学子育て支援員研修担当

巡回は阪田 地域型保育事業見学実習
森下　順子
阪田由美子

　和歌山信愛大学准教授
　和歌山信愛大学子育て支援員研修担当

巡回は阪田 地域型保育事業見学実習
森下　順子
阪田由美子

　和歌山信愛大学准教授
　和歌山信愛大学子育て支援員研修担当

 会場：和歌山県立情報交流センター ビッグ・ユー

11月～
12月中の内
２日間を

予定

地域型保育

10月9日

土曜日

共通科目/
1日目

10月10日

日曜日

共通科目/
2日目

10月17日

日曜日

【専　門　研　修】

和歌山県
内他施設

9月11日

土曜日

9月20日
月曜日
㊗

敬老の日

9月18日

土曜日

9月19日

日曜日



④ 　地域子育て支援コース 地域子育て支援拠点事業 会場：和歌山信愛大学

全1日間 60名

日付 時  間 科     目     名 時間数 講師氏名 講  師  職  名 備 考

10:00-11:00  地域子育て支援拠点事業の全体像の理解 60分 担当者
　和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
　子ども未来課

11:10-12:10  利用者の理解 60分 森下　順子 　和歌山信愛大学准教授

13:10-14:10  地域子育て支援拠点の活動 60分
＊

阪田由美子
　
　和歌山信愛大学子育て支援員研修担当

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ有

14:20-15:20  事例の検討 60分 森下　順子 　和歌山信愛大学准教授

15:30-16:30  講習等の企画づくり 60分 村田　和子 　和歌山大学教授

16:40-17:40  地域資源の連携づくりと促進 60分 村田　和子 　和歌山大学教授

17:40-18:10  効果測定 30分
森下　順子
阪田由美子

　和歌山信愛大学准教授
　和歌山信愛大学子育て支援員研修担当

⑤ 地域子育て支援コース　利用者支援事業（基本型） 会場：和歌山信愛大学

全4日間 15名

日付 時  間 科     目     名 時間数 講師氏名 講  師  職  名 備 考

10:00-11:00  利用者支援事業の概要  60分
*山田　和子
前馬　理恵

　四天王寺大学看護学部教授
　和歌山県立医科大学保健看護学部教授

11:10-12:10  地域資源の概要  60分
山田　和子
*前馬　理恵

　四天王寺大学看護学部教授
　和歌山県立医科大学保健看護学部教授

13:10-15:40  地域資源の把握（事前学習） 150分
山田　和子
*前馬　理恵

　四天王寺大学看護学部教授
　和歌山県立医科大学保健看護学部教授

480分のうちの
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

10:00-11:30  利用者支援専門員に求められる基本的姿勢と倫理  90分
*山田　和子
前馬　理恵

　四天王寺大学看護学部教授
　和歌山県立医科大学保健看護学部教授

11:40-12:40  記録の取扱い  60分
*山田　和子
前馬　理恵

　四天王寺大学看護学部教授
　和歌山県立医科大学保健看護学部教授

13:40-15:40
 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

120分
山田　和子
*前馬　理恵

　四天王寺大学看護学部教授
　和歌山県立医科大学保健看護学部教授

1月下旬～
2月中旬の内
1日を予定

480分相当  地域資源の見学　（詳細については後日郵送） 480分
山田　和子
前馬　理恵

　四天王寺大学看護学部教授
　和歌山県立医科大学保健看護学部教授

10:00-11:30  事例分析Ⅱ～社会資源の活用とコーディネーション  90分
山田　和子
*前馬　理恵

　四天王寺大学看護学部教授
　和歌山県立医科大学保健看護学部教授

13:00-14:30  話し合い 見学を踏まえた発表準備  90分
山田　和子
前馬　理恵

　四天王寺大学看護学部教授
　和歌山県立医科大学保健看護学部教授

14:40-15:40  まとめ  60分
山田　和子
前馬　理恵

　四天王寺大学看護学部教授
　和歌山県立医科大学保健看護学部教授

 15:40～16:40  効果測定  60分 阪田由美子 　和歌山信愛大学 子育て支援員研修担当

2022年

2月18日

金曜日

2022年

1月21日

金曜日

2022年

1月14日

金曜日

11月13日

土曜日


