令和４年度 横浜市こども青少年局 主催

令和 4 年度

園内研修リーダー育成研修
（保育士等キャリアアップ研修・マネジメント分野）

開催要項
テーマ
Part

７

～遊びの中の学びを捉え、保育の質を向上させる保育者集団を作ろう！～
◎園内研修を変えてみませんか？
園内（職場内）での研修は、職員同士が保育の課題等への共通理解や協働性を
高めるため、重要とされています。園内研修を、より職員が主体的に学びあえる
場としたいと考えている方を対象とした研修を開催します。この研修は、講義と
グループワークを中心に行うほか、公開保育も取り入れ、実践につなげることを
目的とします。

この研修は、神奈川県から
「保育士等キャリアアップ研修
（マネジメント分野）
」の
指定を受けています
（横浜保育室、市立保育所・施設を除く）。

よこはま☆保育・教育宣言
ＰＲキャラクター
宣言星人 ぴかりん

◆日程・会場／開催形式
日にち

時間

第１回

令和４年 ７月 ５日（火）

14 時～17 時

第２回

８月 ５日（金）

14 時～17 時

オンライン

第３回

９月 ２日（金）

14 時～17 時

オンライン

公開保育

会場／開催形式
横浜市技能文化会館

２階ホール

Zoom を利用したオンラインでの公開保育・協議会に参加

第４回

11 月 ７日（月）

14 時～17 時

第５回

12 月 15 日（木）

14 時～17 時

発表会

令和５年２月 10 日（金）

13 時～15 時
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オンライン
横浜市技能文化会館

２階ホール

オンライン発表会

令和４年度 横浜市こども青少年局 主催

◆研修内容
内

容

第1回

園内研修リーダーの役割について
・園における課題の抽出及び研修テーマの検討
・組織目標の設定と進捗管理 ほか

第2回

園内研修の保育の可視化
・遊びデザインマップ、保育ウェブの作成
・職員の資質向上
・施設内研修の考え方 ほか

第3回

遊びの質的向上と職員集団
・遊びデザインマップ、保育ウェブの分析
・職員への助言、指導 ほか

【園内研修・
研究の実施】
各回研修後、園
に持ち帰り、園内
研修・研究を実践
します。
次にその内容を

【公開保育に参加(オンライン)】
第4回

持ち寄り、講師の
助言を受けながら

コーディネーター・ファシリテーターとしての役割
・保育所等におけるリーダーの役割を理解する。
・他機関、他職種との連携・協働 ほか

第5回

リーダーとしての取り組み（まとめ）
・マネジメント、リーダーシップの能力

発表会

園内研修リーダー育成研修発表会

・雇用管理

グループワークを
行います。
ほか

【講義】 ・学び合いを深め、共有するための講義があります。
【グループワーク】
・自主的に研修に臨む姿勢と、保育を語り合うことの大切さ、共感することの重要さを学び
合う場とします。
・各自の課題を基に、園内研修・研究の様子を分析、発表し、新たな課題（目標）を明確に
します。講師から効果的なグループワークの手法も学びます。
【園内研修・研究の実践】
・研修で学びを深め、その中で気づいた各園の課題、各自の課題を園に持ち帰り、園内研修
を重ねます。
・グループワークで学んだ研修手法を取り入れるなど工夫をします。
・研修での学びによる変化等を参加者が分析します。
【助言】
・学識経験者の先生方から、グループワークで研修の手法や、効果的な園内研修について助
言をいただきます。
【公開保育】
・研修の一環として公開保育に参加します。研修参加者の課題や、本研修及び園内研修研究
の内容で学んだことについて、公開保育を通じて、開催者と深め合います。
・公開保育実施園は、申込み時に希望を伺います。実施園は、講師から助言が受けられます。
【まとめと発表】
・１年間の研修の内容について、参加者それぞれが設定した自園で取り組んだテーマ（課題）
について、その成果を発表します。
【発表会】
・研修参加者や公開保育を実施した園の内容を発表します。発表会には、研修参加者以外に
も参加を呼びかけ、取り組みを広く発信します。
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◆受講対象者： ①～⑤すべてに該当する方
① 横浜市内の認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業、横浜保育室(＊)、
市立保育所・施設(＊)に勤務する保育士・保育教諭・幼稚園教諭、かつ園内研修を
企画運営する立場の担任、主任など（経験年数おおむね 7 年以上）
(＊)横浜保育室、市立保育所・施設の方はキャリアアップ研修にはなりませんが、
お申込みいただけます。
② 講義５回＋公開保育＋発表会のすべてに参加できる方
③ 自園の保育及び園内研修を見直し、園全体の保育・教育の質向上を目指している方
④ 往還型の研修のため、事例を持ち寄り実践のできる方
⑤ Zoom での受講が可能な方
◆募集人数： 56 名

◆講

※受講者は、お申込み内容に基づき選考します(先着順ではありません)。
受講可否については、いずれの場合も通知します。

師： 玉川大学 教育学部
聖心女子大学 現代教養学部
関東学院大学 教育学部
合同会社 子どもベース
【公開保育助言者】
玉川大学 教育学部
和泉短期大学 児童福祉学科

教 授 大豆生田 啓友 氏(第１・５回)
公)
教 授 髙嶋 景子 氏(第２・３・４回・○
公)
准教授 三谷 大紀 氏(第１・２・５回・○
代 表 佐伯 絵美 氏(第３・４回)
公 …公開保育助言
○
教
教

授
授

岩田
松山

恵子
洋平

氏
氏

◆修 了 証： 講義５回・公開保育・発表会を受講・参加し、定められたまとめ・レポート
などの課題を提出した方に、修了証を交付します。
一部欠席、または１開催につき 15 分以上の遅刻・早退・離席をした場合、修
了証の交付はできません。
（個別の事情は考慮できません。また次年度への繰り越しや一部修了証の交
付はできません。）
◆お申込み： 横浜市こども青少年局のウェブサイトからお申込みください。
横浜市ウェブサイトで検索 保育・教育の質向上

検索

※本開催要項をよく読み、お申込みください。
※お申込みは、各園・施設で 1 名とさせていただきます。
同園・施設から複数のお申込みがあった場合は、選考の対象外となります。
※お申込み後の受講希望者変更は、一切受け付けません。

申込期間

５月 12 日(木)13:00～5 月 17 日(火)13:00 まで

※受講可否については、保育・教育支援課で選考の上、６月３日（金）までに各園・施
設に通知いたします。通知は、利用者 ID に設定されたメールアドレス宛てに行います。
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【お申込みにあたり、ご確認ください】
・受講希望者 … お申込み後の変更は一切受付けません。
今後開催日が決定される公開保育（１園以上）への参加も修了証交付
には必要となりますので、ご注意ください。
「研修受講への意欲」
・お申込みフォームでは、
「園の課題」
「1 年間取り組みたいテーマ」
．．．．．
等について、受講希望者が記入してください。選考の参考にさせていただきます。
・受講可能となった方は、第１回会場研修の際に、オンライン研修時の本人確認用の顔
写真を撮影します。ご理解のうえ、お申込みください。
・お申込み時にご入力いただく内容は、研修受付に係る事務手続きに利用します。
【公開保育について】
・お申込み時に、公開保育の実施希望を伺います。
・公開保育実施園には、本研修の受講可能通知とは別に、保育・教育支援課より連絡
をします。
・公開保育実施園に対し、公開保育助言者が３回(予定)訪問し、保育・環境などへの
助言・指導、公開保育の打ち合わせを行います。
公開保育は、Zoom を利用したライブ配信で実施（第１部：午前）し、実施園・参加
者との協議会（第２部：午後）で振り返りを行い、実施園・参加者共に学び合いま
す。第１部・第２部への参加は、実施園職員と本研修受講者のみとなります。
・公開保育は、同日に実施される第１部・第２部の双方への出席をもって参加としま
す。公開保育を実施する４園(予定)のうち、１園以上への参加が必要となります。
・公開保育実施園の受講者は、自園の公開保育とは別に実施される公開保育への参加
が必要となります。
・公開保育の実施は、本研修の受講者だけでは実施できず、園・施設としての理解・
協力が必要となります。そのため、公開保育実施園については、園長・施設長にも
本研修をご受講いただき、本研修の受講者が学ぶ内容について共通認識をお持ちい
ただきたいと思います(☆)。
☆…「園内研修の実施に向けた施設長研修」として、園内研修リーダー育成研修
の第１～４回の講義受講をお願いします（過年度、受講歴のある方は任意と
します）。
【第 1・５回 会場研修について】
・会場研修の当日は、ご自身の体調を確認の上、マスクを着用し研修にご参加ください。
また、会場では検温、手指消毒、換気など感染症の感染防止対策にご協力ください。発
熱や呼吸器症状等がある場合には、受講をお断りさせていただく場合がございます（そ
の際、修了証は交付できません）。
・研修の性質上、グループワークを行います。ご理解のうえ、お申込みください。
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【第 1・５回 会場研修について】（つづき）
・会場の都合上、開催時間が多少前後する場合があります。その際には事前に連絡します。
ご了承ください。
・新型コロナウイルス感染症の感染状況により、Zoom を利用したオンライン研修に変更す
る場合があります。
【第２・３・４回

オンライン研修について】

・Zoom を利用してオンラインで開催します。
・オンライン研修受講にかかる環境設備・通信費等は自己負担となります。
・受講に必要な Zoom のミーティング ID・パスコード・URL・研修資料等は、横浜市電子申
請・届出システムに登録されたメールアドレスにご連絡します。受講者本人への連絡は
各施設の責任の下、受講方法をお伝えください。
・研修受講時はウェブカメラを利用し、受講者の顔が映るよう設定してください。受講者
確認ができない場合、Zoom ミーティングから退室していただく場合があります。
また、マイク付きイヤホン等を準備し、グループワークが行えるようにしてください。
◆会場地図
第１回 横浜市技能文化会館
・受講者確認ができず退室となった場合や、事務局・講師側の原因ではない通信障害等で
２階ホール
受講できない場合は、離席と判断します。15 分以上の遅刻・早退・離席は、修了証交付
●横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」
２番出口から徒歩３分
●ＪＲ「関内駅」南口から徒歩５分

対象外となります。

・オンライン研修の録画、音声の録音、写真の撮影(スクリーンショット含む)は禁止です。
【その他の注意事項】
・受講決定後のキャンセルは、速やかにご連絡ください。
・受講のキャンセル・欠席・遅刻等の場合は、必ず「保育・教育支援課 人材育成係」まで
電話連絡をしてください。
◆会場：

横浜市技能文化会館 ２階ホール
（住所：横浜市中区万代町 2－4－7）
●横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」
２番出口から徒歩３分
●ＪＲ「関内駅」南口から徒歩５分

こども青少年局
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保育・教育支援課
人材育成係
TEL 045-671-2397

