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令和 2 年度長崎県保育士等キャリアアップ研修 

（e ラーニング）開催について 

 

 時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 
さて、別添「令和2年度長崎県保育士等キャリアアップ研修開催要項」に基

づき、研修を開催いたします。 

既に長崎県から周知されていますように、今年度は新型コロナウイルス感

染症の影響により各分野実際の対面研修を１回実施しております。その研修

を撮影して、このたびeラーニング研修を実施いたします。 

つきましては、下記申込開始日より申し込みくださいますようよろしくお

願いいたします。 

なお、長崎県こども未来課より、研修動画の作成状況で場合によっては実

施出来ない分野があるかもしれない旨通知がありましたので申し添えます。

予めご了承願います。 

 

記 

 

１．開 催 日 程  別紙「開催要項」のとおり 

   

２．申 込 開 始 日  令和２年１２月２２日（火）１０時～ 

        

  ３．申 込 方 法  別添「長崎県保育士等キャリアアップ研修開催要項」

記載のとおり 

 

   【お問い合わせ先】 

一般社団法人長崎県保育協会 

〒852-8104 長崎市茂里町 3-24 

TEL：095-846-8871／FAX:095-845-7932 

E-mail：careernagasaki@vega.ocn.ne.jp 

〔担当：松尾〕 

mailto:careernagasaki@vega.ocn.ne.jp


令和２年度 長崎県保育士等キャリアアップ研修（ｅラーニング）開催要項 

 

 

１．目的 

子どもや子育てを取り巻く環境が変化し、保育所、幼保連携型認定こども園、地

域型保育事業、幼稚園等（以下、「保育所等」を言う。）に求められる役割も多様化・

複雑化する中で、保育現場において必要とされるリーダー的な役割を担う保育士等

の多様な課題への対応や若手の指導等、職務内容に応じた専門性の向上を図ること

を目的とします。 

 

２．研修対象者 

 （１）専門分野別研修 

県内の公私立の保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業（小規模保育事

業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）に勤務する、経験

年数概ね７年以上・概ね３年以上の保育士、幼稚園教諭、保育教諭、看護師（以下、

保育士等）等で、保育現場においてそれぞれの専門分野に関してリーダー的な役割

を担う者を対象とします。（当該役割を担うことが見込まれる者を含みます） 

 

 （２）マネジメント研修 

   （１）の分野におけるミドルリーダー的な役割を担う者としての経験があり、主

任保育士等の下でミドルリーダーの役割を担う者を対象とします。（当該役割を担

うことが見込まれる者を含みます） 

 

また、従前実施していた幼稚園教諭等を対象とした３年目研修、７年目研修をこ

の研修に振り替えております。 

 

３．研修実施分野 ①乳児保育 ②幼児教育 ③障害児保育 ④食育・アレルギー対応 

⑤保健衛生・安全対策 ⑥保護者支援・子育て支援 ⑦マネジメント  

 

※上記①～⑦分野を実施予定としておりますが、動画の完成状況次第では分野に

よって予定どおり研修が行われない可能性がある旨、長崎県こども未来課より

通知がありましたので、予めご了承ください。 

 

４．研修内容等 

○研修内容 

・国が定めるガイドラインに基づくものとします。 

・研修の実施にあたっては、講義形式のほか、個人ワーク（要レポート提出）

を組み合わせます。 

 

○時間数、開催日程等 

・研修時間 1 分野１５時間 



・視聴期間等については、別添一覧表のとおりです。 

・定められた視聴期間内（５日間）に受講してください。 

 

５．受講申込・決定等 

   ①受講申込 

長崎県保育協会ＨＰのキャリアアップ研修専用サイト入力フォームより、必要 

事項を必ず施設単位で入力し、お申し込みください。 

※長崎県保育協会ＨＰ一般サイトに専用バナーが表示されます 

（https://nagasakihoiku.or.jp） 

※メール、ＦＡＸでの受付は一切いたしません。 

 

各回の定員が決まっておりますので、それぞれ定員に達し次第締切ります。 

今年度は、１人当たりの申込は１分野までとします。 

申込については先着順となりますので、予めご了承ください。 

 

 申込受付開始日：令和２年１２月２２日（火）１０時～  

 

 

※各回定員に達し次第申込を締切りますが、定員に空きがあっても１２月２４

日(木)１５時を最終締切といたします。 

※申込締切後の受付及び変更は一切出来ませんので、十分にご注意の上、お申

し込みください。 

※氏名の漢字、生年月日、保育士登録番号、幼稚園教諭免許番号については入

力内容がそのまま修了証に反映されますので、入力誤りが無いよう十分確認

して入力して下さい。 

※過去に受講済みの分野はお申込みいただけませんので、ご注意ください。 

 

②受講決定 

先着順で決定しますので、受講が確定した方には受講決定通知をお送りしま

す。 

※通知につきましては視聴開始日の５日前を目途に発送しますので、予めご了

承くださいますようお願いします。 

  

 

６．受講料（資料代等）について 

受講料（資料代等）１，０００円 

受講決定通知書に「払込取扱票（振込通知書）」を同封いたしますので、銀行

窓口でお振込みください。払込取扱票の控え（振替払込請求書兼受領書）をも

って「領収書」といたします。 

※手数料は本会負担です。 

※一度納入された受講料は原則返金いたしません。 

https://nagasakihoiku.or.jp


７．修了証について 

    全１５時間を視聴し、期限までに個人ワーク並びに修了レポートを提出し、修

了が認められた方については、年度内に修了証を送付いたします。 

 

８．個人情報の取り扱いについて 

    受講申込書兼受講者名簿に記載された個人情報については、本研修及び名簿登

録以外には使用いたしません。 

研修修了者については、当該個人情報を含む研修修了者名簿を作成いたします

が、長崎県以外の都道府県で勤務する場合に関し情報確認を円滑に行うため、研

修修了者名簿は、他の都道府県及び市町村に提供することがあります。  

  

９．注意事項 

   今回の研修会はパソコンやタブレット等で視聴する「e ラーニング研修」となり

ます。９月から１２月にかけて開催した集合研修を撮影した研修となりますので、

ご了承のうえお申し込みください。 

   研修画面の録画・音声の録音は禁止いたします。また、研修視聴ＵＲＬ（ログイ

ンＩＤ・パスワード）や研修資料を無断で他者へ転送することは固くお断りいたし

ます。e ラーニングサイトで提供している資料や映像などの著作権は全て、講師並

びに長崎県に帰属します。侵害行為が認められた場合には、営利非営利の目的いか

んにかかわらず法的手段を講じることもありますので、ご注意ください。 

   受講の決定は先着順です。園の行事等ご考慮の上、出来るだけキャンセル等が発

生しないようご注意のうえお申し込みください。受講者の都合で全日程を受講（視

聴）できなかった場合、既受講時間の受講認定はいたしません。また、別日程への

振替も行いませんので、次年度以降に、一から受講して頂くこととなります。 

   なお、申込締切後の受講者変更はできません。 

   

 

  

 

 



※下記の日程で1人1分野のみ申込可能です。

※各日程、視聴定員が決まっております。すべて先着順の受付とします。

分野 研修番号 日程 視聴定員 分野 研修番号 日程 視聴定員

乳児E-1 1/22～1/26 30 マネE-1 1/22～1/26 20

乳児E-2 1/27～1/31 30 マネE-2 1/27～1/31 20

乳児E-3 2/1～2/5 30 マネE-3 2/1～2/5 20

乳児E-4 2/6～2/10 10 マネE-4 2/6～2/10 20

乳児E-5 2/11～2/15 20 マネE-5 2/11～2/15 30

乳児E-6 2/16～2/20 20 マネE-6 2/16～2/20 20

乳児E-7 2/21～2/25 20 マネE-7 2/21～2/25 20

幼児E-1 1/22～1/26 30 保健E-1 1/22～1/26 20

幼児E-2 1/27～1/31 30 保健E-2 1/27～1/31 20

幼児E-3 2/1～2/5 30 保健E-3 2/1～2/5 20

幼児E-4 2/6～2/10 20 保健E-4 2/6～2/10 20

幼児E-5 2/11～2/15 10 保健E-5 2/11～2/15 20

幼児E-6 2/16～2/20 20 保健E-6 2/16～2/20 30

幼児E-7 2/21～2/25 20 保健E-7 2/21～2/25 20

食育E-1 1/22～1/26 30 障害E-1 1/22～1/26 0

食育E-2 1/27～1/31 30 障害E-2 1/27～1/31 0

食育E-3 2/1～2/5 30 障害E-3 2/1～2/5 0

食育E-4 2/6～2/10 20 障害E-4 2/6～2/10 30

食育E-5 2/11～2/15 20 障害E-5 2/11～2/15 30

食育E-6 2/16～2/20 10 障害E-6 2/16～2/20 30

食育E-7 2/21～2/25 20 障害E-7 2/21～2/25 30

保護者E-1 1/22～1/26 20

保護者E-2 1/27～1/31 20

保護者E-3 2/1～2/5 20

保護者E-4 2/6～2/10 30

保護者E-5 2/11～2/15 20

保護者E-6 2/16～2/20 20

保護者E-7 2/21～2/25 20

令和2年度長崎県保育士等キャリアアップ研修（eラーニング）日程一覧表

障害児保育

幼児教育

乳児保育

食育・アレルギー対応

保護者支援・子育て支援

マネジメント

保健衛生・安全対策


