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令和 3 年度長崎県保育士等キャリアアップ研修 

（ＤＶＤ集合研修）（ＤＶＤ個別研修）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3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。 

先にご案内しておりますｅラーニング研修と同様の教材を用いて、ＤＶＤ

集合研修とＤＶＤ個別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。  

 

 

記 

 

 

１．開 催 日 程  別紙「開催要項」のとおり 

   

２．申 込 開 始 日  令和３年１１月１８日（木）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」

（ＤＶＤ集合研修）（ＤＶＤ個別研修）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３年度 長崎県保育士等キャリアアップ研修（ＤＶＤ集合研修）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等の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） 

 

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．研修内容及び実施分野等 

○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、演習やグループ討議を組み合わ

せます。 

 

○時間数、開催日程等 

・研修時間 1 分野１５時間 

・開催分野、日程等については、以下一覧表のとおりです。 

№ 分野 日程 会場・講師（ＤＶＤ） 定員 

D集-1 
マネジ

メント 

12/21 

(火) 

12/22 

(水) 

12/23 

(木) 

長崎県総合福祉センター 

 長崎短期大学 

  副学長 川原ゆかり氏 

100 人 

D集-2 
乳児 

保育 

1/18 

(火) 

1/19 

(水) 

1/20 

(木) 

長崎県看護協会研修センター 

 長崎短期大学  

  准教授 戸田恵理子氏 

50 人 

D集-3 

保健衛生 

・ 

安全対策 

1/26 

(水) 

1/27 

(木) 

1/28 

(金) 

島原文化会館 

 元長崎女子短期大学 

  准教授 光武きよみ氏 

50 人 

D集-4 
障害児

保育 

2/3 

(木) 

2/4 

(金) 

2/5 

(土) 

佐世保市労働福祉センター 

元活水女子大学 

  准教授 重成久美氏 

50 人 

  ※本研修は、昨年度実施した研修会を撮影したＤＶＤ視聴研修です。 

※詳細は決定通知書にてお知らせします。 



 

４．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。 

 

各施設よりお申込みいただける人数は、１人のみとします。 

（分野ごとに１人ではなく、集合研修全体で１人です。） 

※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３年１１月１８日（木）１０時～  

 

 

※各回定員に達し次第申込を締切りますが、１１月２５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開催日の１週間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。 

  

５．受講料（資料代等）について 

受講料（資料代等）を１，０００円徴収いたします。 

 

６．修了証について 

    全日程を修了した方については、年度内に修了証を送付いたします。 

 

７．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。 

https://nagasakihoiku.or.jp


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。  

  

 

８．研修会場について 

   長崎県総合福祉センター ５階大会議室（長崎市茂里町３－２４） 

   長崎県看護協会研修センター ４階大会議室（諌早市永昌町２３－６） 

   島原文化会館 中ホール（島原市城内１丁目１１７７－２） 

   佐世保市労働福祉センター ２階大会議室（佐世保市稲荷町２－２８） 

     ※やむを得ず会場変更をすることがありますので、予めご了承ください。 

 

９．その他 

    長崎県総合福祉センターの会場駐車場はご利用出来ませんので、最寄りの駐車

場をご利用頂くか、来場の際は基本的に公共交通機関をご利用ください。 

    また、その他の会場につきましても駐車場に限りがありますのでご留意くださ

い。 

 

１０．注意事項 

   今回の研修会はＤＶＤ研修となりますので、会場に講師はおりません。ご了承の

うえお申し込みください。 

   受講の決定は先着順です。園の行事やシフトなどご考慮の上、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。 

   なお、申込締切後の受講者変更はできません。 

   

１１．その他 

新型コロナウイルス感染症や天災等の理由により研修開催が困難な場合や、受講

予定者の参集が難しいと考えられる場合、研修を中止することがあります。中止す

る場合は、本会ＨＰに情報掲載いたします。 

新型コロナウイルス感染症対策につきましては、別紙１をご参照ください。 

受講者の都合で全日程を受講できなかった場合、既受講時間の受講認定はいたし

ません。次年度以降に、一から受講して頂くこととなります。 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策について 

研修会開催に際し、下記対策を講じて実施いたします 

なお、状況により開催を見送ることや、一部内容を変更する場合もございます 

 

 

１．参加者の配席について、受講票記載の番号によりすべて座席指定いたします。 

 

２．研修会開催中はエアコンをつけた状態で会場の扉を適宜開放し、換気します 

 

３．受講決定した方には事前に受講票を送り、当日の健康状態（当日の朝から検温してく

ださい）について記入してもらうようにします 

  なお、会場入り口においてスタッフによる検温もいたします 

  また、記入した受講票はスタッフが回収します 

  ※参加者とスタッフとの接触を極力控えるため、受講票と資料代（つり銭のやり取り

がないように）を合わせてスタッフへお渡し頂きます 

   なお、資料は指定席へ事前に配布しております 

  ※体温が 37.5℃以上ある方や体調に不安のある方（喉の痛み、咳が出る、痰が出る、

下痢、頭痛、身体がだるい、息苦しい、匂いがわかりにくい、味がわかりにくい 等）

には参加をご遠慮頂きます 

 

４．参加者にはマスク着用のうえ参加いただき、受付にてアルコール消毒液を準備します   

別紙１ 



令和３年度 長崎県保育士等キャリアアップ研修（ＤＶＤ個別）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等の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  

 

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（ＤＶＤは３枚に分かれています） 

・視聴期間については、以下のとおりです。 

・定められた視聴期間内（７日間）に受講し、期限内に返却してください。 

・施設長又は主任保育士・主幹保育教諭等の管理のもと、施設内で受講してく

ださい。 

 

 



 

№ 期  間 分  野 

D 個-1 12/15(水)～12/21(火) 乳児 幼児 食育 保健 保護者 障害児 マネ 

D 個-2 1/6(木)～1/12(水) 乳児 幼児 食育 保健 保護者 障害児 マネ 

D 個-3 1/19(水)～1/25(火) 乳児 幼児 食育 保健 保護者 障害児 マネ 

D 個-4 2/2(水)～2/8(火) 乳児 幼児 食育 保健 保護者 障害児 マネ 

D 個-5 2/16(水)～2/22(火) 乳児 幼児 食育 保健 保護者 障害児 マネ 

 

※ＤＶＤ講師一覧 

分 野 講師 

乳児保育 長崎短期大学 准教授 戸田恵理子氏 

幼児教育 長崎女子短期大学 准教授 本村弥寿子氏 

食育・アレルギー対応 長崎短期大学 教授 小玉智章氏 

保健衛生・安全対策 元長崎女子短期大学 准教授 光武きよみ氏 

保護者支援・子育て支援 長崎女子短期大学 講師 福井謙一郎氏 

障害児保育 元活水女子大学 准教授 重成久美氏 

マネジメント  長崎短期大学 副学長 川原ゆかり氏 

 

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。 

 

ＤＶＤの貸し出し枚数に限りがありますので、それぞれ上限に達し次第締切

ります。 

１期間あたりの申込は 1 施設１分野までとし、３名まで申込できます。 

(例) DVD 個乳児-2（1/6(木)～1/12(水)） 

申込 1.〇〇〇、2.△△△、3□□□（3 名まで） 

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３年１１月１８日（木）１０時～  

 

※各回上限に達し次第申込を締切りますが、１１月２５日(火)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。 

 

https://nagasakihoiku.or.jp


 

※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、貸出が確定した施設には順次、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 1 週間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）及び資料について 

受講料（資料代等）１，０００円／1 人 

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。 

研修資料及び個人ワーク用紙・研修レポート用紙等を受講決定通知書に同封

して、事前にお送りいたします。（レポート提出状況の管理のため、データ媒

体での提供はありませんので、ご了承ください。） 

※受講料振込に係る手数料は、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。 

 

７．ＤＶＤの送付について 

視聴期間開始日に合わせ、ＤＶＤ一式（３枚）お送りします。 

（※研修資料とは別にお送りします） 

     視聴後は、必ず定められた期限までに郵送又は直接事務局へご返却をお願い

します。（次の受講者へ送付する都合により、期限を厳守ください） 

     返却時の送料は施設負担でお願いします。 

 

８．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。 

 

９．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。  

  



 

10．注意事項 

   今回の研修会はＤＶＤ教材を視聴する研修となります。昨年度開催した集合研修

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。 

   （※先にご案内しております e ラーニング研修と同じ教材です） 

ＤＶＤの複製、研修画面の・録画・音声の録音は禁止いたします。また、ＤＶＤを

無断で他者へ譲渡及び貸与することは固くお断りいたします。 

ＤＶＤ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。 

 

 

11.その他 

   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。受講者の都合で期間内に全日程を

受講（視聴）できなかった場合でもＤＶＤの返却をお願いします。 

その場合、既受講時間の受講認定はいたしません。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。 

   

 

  

 

 



令和３年度 長崎県保育士等キャリアアップ研修 ＤＶＤ個別貸出実施方法 

 

１．実施方法について 

教材のＤＶＤを施設に貸出し、園長又は主任保育士、主幹保育教諭等（以下、園長

等）の管理のもと施設内で職員に研修を受講させる。 

施設内でＤＶＤプレーヤーやパソコン等を使用し受講する方法が想定されるが、園

長等が受講状況を随時適切に確認すること。 

個人が自宅に持ち帰り視聴することは不可とする。 

 

２．ＤＶＤの汚れや破損等について 

教材のＤＶＤに汚れ破損等が生じた場合は、速やかに、長崎県保育協会へ連絡す

ること。返却時の状態によっては、長崎県保育協会から連絡する場合もあり得ること。 

     

３．その他 

  開催の内容については、開催要項によるものとする。 

 

 

 



長崎県保育士等キャリアアップ研修ＤＶＤ個別貸出に関するＱ＆Ａ 

 

 

Ｑ：園長等が随時、適切に受講状況を管理するとはどういう方法なのか。 

Ａ：例えば、施設内の会議室でＤＶＤプレーヤーを使用し受講させる場合にお

いて、園長等が時間を決めて受講状況を確認に行くことと併せて、映像教材の

中で随時出される個人ワークについてのレポートを確認する等の方法が考え

られる。 

施設の受講環境によるが、不正防止（早回し、なりすまし等）の対応を適切に

行っていただきたい。 

 

 

Ｑ：ＤＶＤ個別貸出の場合にのみ園長等の受講管理を行う理由は何か。 

Ａ：ｅラーニングはシステム上で受講状況の確認が可能だが、ＤＶＤ視聴はそ

れができないため。ｅラーニングにおいても映像教材の中で随時出される個人

ワークについてのレポートを園長で確認していただくこととしている。 

 

 

Ｑ：園長等が施設内で受講を適切に管理できるのであれば、勤務時間外でも受

講させることは可能か。 

Ａ：勤務時間中の受講が望ましいが、勤務の状況等やむを得ない場合は、時間

外の受講も可能とする。 

 

 

Ｑ：受講決定した職員以外の者がＤＶＤを一緒に視聴した場合に修了証の発

行はされるのか。 

Ａ：受講決定された職員以外は修了証の発行はできない。 

 

 


