
分類 テーマ 日付 主催 研修名 講師名 参加人数

乳幼児期の愛着関係 2019/8/2
富山県私立幼稚園

認定こども園協会
いのちの大切さを学ぶ保育 西垣吉之先生（中部学院大学） 1

乳幼児期の愛着関係～子どもの発達のニーズを

見極める視点～
2019/12/8 金沢市医師会 子どもの発達ニーズを見極める視点

帆足暁子先生（ほあしこどもクリニック　副院

長　）
2

記念講演　子どもと共に遊び、学び、そして幸

せな未来へ
2019/8/1

全日本私立幼稚園連合

会東海北陸地区

生活習慣が学びの土台を作る～賢く・元気

に・機嫌よく～

 鈴木みゆき氏（国立少年教育振興機構　理事

長）
1

命を救うための正しい行動 2019/5/15
石川県教員総合研修セ

ンター
新規採用幼稚園教員等研修

林美子氏（保健体育課指導主事）

岩本氏（日本赤十字社石川県支部指導員）
1

保育施設における子どもの健康管理 2019/8/29
金沢市教育プラザ

研修相談センター
病気やけがへの適切な対応 加畑寿明先生（かばた医院　院長） 1

スチームコンベクションセミナー 2020/1/29
金沢市企業局ガス

ショールーム
スチコンを使った行事食 野中氏（コメットカトウ　） 1

アレルギーフリーのおやつをつくろう 2019/10/16 石川県私立幼稚園協会 幼稚園広場　　なんでも相談 土山直美先生（川上幼稚園保育士） 1

職場における同僚性 教育評価とカリキュラムマネージメント 2019/11/5 石川県私立幼稚園協会
園長・主任・教職員研修～ＥＣＥＱを活用し

よう
岡健（大妻女子大） 1

子どもの心に寄り添う 幼児の発達の理解と支援 2019/8/9
石川県教員総合研修セ

ンター
新規採用幼稚園教員等研修 瀧口圭子先生（金沢大） 1

2019/6/14 私立幼稚園協会 遊ぼう研　第１回
木谷一人氏　（石川自然学校インストラク

ター）
2

2019/7/12 私立幼稚園協会 遊ぼう研　第2回 表田美知子先生（元鶴来第2幼稚園園長先生） 2

2019/9/6 私立幼稚園協会 遊ぼう研　第3回 瀧口圭子先生（金沢大） 2

2019/10/26 私立幼稚園協会 遊ぼう研　第４回 改田先生（川上幼稚園） 2

2020/1/24 私立幼稚園協会 遊ぼう研　第５回
木谷一人氏　（石川自然学校インストラク

ター）
2

2019/8/2 私立幼稚園協会 東海北陸研究大会　富山大会　大７分科会 川邉孝子先生（聖心女子大） 1

2019/11/27 石川県私立幼稚園協会
ＥＣＥＱ公開保育(市内K幼稚園）～子ども理

解と園環境の改善
鮎川正、中谷薫（ＥＣＥＱコーディネーター） 1

2019/11/1
東海北陸地区

私立幼稚園協会

ＥＣＥＱ公開保育（三重県S幼稚園）～保育の

質の向上
安達譲先生（全日本私立幼稚園連合会副会長） 1

社会人としての自覚 社会人としての姿 2019/12/2 石川県私立幼稚園協会
ミドルリーダーの育成－個々の保育者が主体

性を発揮するにはー
田代幸代先生（共立女子大学） 2

配慮を必要とする子にあった支援とは 2019/10/8
石川県公開保育研究協

議会
新規採用幼稚園教員等研修 武居渡先生（金沢大学学校教育系教授　） 1

未満児保育を探る 2019/8/2
富山県幼稚園

認定こども園協会

東海北陸教育研究大会　富山大会　第三分科

会
嶋田容子先生（金沢学院短期大学） 2

制度の理解 幼児教育・保育の無償化 2019/5/24 石川県私立幼稚園協会 設置者・園長研修
坪井久也先生（全日本私立幼稚園連合会総務委

員長）
1

乳児期と自然との対話 6月22日 北陸学院大学
学びの接続をビデオトークで考える　赤ちゃ

ん期の学び

谷昌代・大井佳子・向出圭吾各先生（北陸学院

大学）
4

０～２歳児の発達の特性 2019/5/7 金沢市民芸術村 幼どこ全体研修会 嶋田容子先生（金沢学院短期大学） 2

道徳性や規範意識の芽生えを培う保育の在り方 2019/12/26 石川県庁 新規採用幼稚園教員等研修
山下文一先生（松陰大学コミュニケーション文

化部教授）
1

特別支援研修　教育指導計画を考える 2019/9/20 私立幼稚園協会
保護者との協働で子どもの育ちをどう支える

か
大井佳子先生（北陸学院大学） 2

 特別支援研修　 2019/11/7 私立幼稚園協会 育ちを見通した子ども理解と親支援とは 杉江哲治氏（石川県教育委員会学校指導課） 2

発達障害理解のための公開講座 2019/12/8 つくしの会 発達障害理解のための公開講座 日詰正文先生（国立　のぞみえん） 1

気になる子や障がいのある子の保育実践と家庭支援 2019.8/2
一般財団法人

私学研修福祉会

気になる子や障がいのある子の保育実践と家

庭支援
齋藤　義郎先生（椙山女学園大学 1

個別支援計画を考えるーこどものその後を見越

した子ども理解と個別指導とはー
2019/7/1 幼稚園協会 特別支援研修 大井佳子先生（北陸学院大学） 2

発達障害の理解と保育、保護者対応等 2019/7/13 石川県私立幼稚園協会 免許状更新講習（選択①） 武居渡（金沢大学） 2

3歳未満児のあそびをのぞいてみよう 2019/11/20 金沢支部研修委員会 振り返りの会 嶋田容子先生（金沢学院短期大学） 3

3歳未満児のあそびをのぞいてみよう 2019/10/30 金沢支部研修委員会 振り返りの会 嶋田容子先生（金沢学院短期大学） 2

金大付属幼稚園　保育観察　講演会 2019/10/30 石川県教育委員会 中堅者研修 1

幼稚園教育要領・認定子ども

園教育・保育要領と各園の教

育・保育家庭

幼児期の教育の特質を踏まえたカリキュラム・

マネジメント
2019/8/22

石川県幼稚園教育研究

協議会
新規採用幼稚園教員等研修

河合優子氏（文部科学省初等中等教育局幼児教

育課幼児教育調査官）
1

E

C
教育・保育

理論

発達理論

Ｄ
子ども

理解

育ちの理解（事例研究）

特別支援教育

保育の振り返りと評価

保育実践

B

子どもと共

に育つ保育

者

遊びの専門性

豊かな遊び

遊びを深める教材研究

子どもの理解
ＥＣＥＱ公開保育・・・公開を通じて保育の質

向上を図ろう

2019年度（令和元年度）　木の花幼稚園　スタッフ園外研修一覧                                   
カテゴリー

A
愛されて育

つ子ども

子どもの健康と安全

愛されていると感じる保育



手作りハンモックのワークショップ 2019/11/23 とりのなくぞう企画 手作りハンモックのワークショップ
木谷一人氏　（石川自然学校インストラクター

とりのなくぞう企画）
1

「幼稚園ってどんなとこ？2019」 2019/6/11 第一回打合せ 1

「幼稚園ってどんなとこ？2019」 2019/7/8 第二回打合せ 1

「幼稚園ってどんなとこ？2019」 2019/8/8 前日準備 1

「幼稚園ってどんなとこ？2019」 2019/8/9 当日 1

幼児にとっての音環境について 2020/2/2 日本音響学会 保育と音環境シンポジウム
嶋田容子先生（金沢学院大）　土田義郎先生

（金沢工業大）他
1

.１０の姿を学ぶ 2019/6/3 金沢支部研修
「子どもの成長を見越した学びを支える

       ～幼少連携のために～」みこし研①
岸野麻衣先生（福井大学） 2

.１０の姿を探る…事例をもとに 2019/9/30 金沢支部研修
「子どもの成長を見越した学びを支える

       ～幼少連携のために～」みこし研③
岸野麻衣先生（福井大学） 2

. 2019/6/12 石川県教育委員会 中堅者研修 1

指導、援助、見守り等の実践 保育見学 2019/8/1 のぞみ保育園1歳児見学 1

保育観察 2019/11/11 金沢支部研修委員会 済美幼稚園満3歳児見学 嶋田容子先生（金沢学院短期大学） 1

「3歳未満児を探ろう！！」　保育観察 2019/10/21 金沢支部研修委員会 みはる幼稚園満3歳児見学 嶋田容子先生（金沢学院短期大学） 2

未満児保育を探る 2019/5/29 金沢支部研修委員会 満三歳未満児を探ろう研究会① 嶋田容子先生（金沢学院短期大学） 2

未満児保育を探る 2019/6/26 金沢支部研修委員会 満三歳未満児を探ろう研究会② 嶋田容子先生（金沢学院短期大学） 2

未満児保育を探る 2019/7/17 金沢支部研修委員会 満三歳未満児を探ろう研究会③ 嶋田容子先生（金沢学院短期大学） 2

「遊びは学びにどう繋がるのか」 2019/9/27
石川県私立

幼稚園協会
園長・主任研修会

肥後功一先生（島根大学大学院教育学研究科教

授）
2

連携の視点 2019/7/4 金沢支部研修
「子どもの成長を見越した学びを支える

        ～幼少連携のために～」みこし研④
青木美恵先生（福井県幼児教育センター） 2

連携の視点 2019/10/15 金沢支部研修
「子どもの成長を見越した学びを支える

       ～幼少連携のために～」みこし研④
山岸哲学先生（金沢大学附属小学校） 1

連携の視点 2019/11/21 金沢支部研修
「子どもの成長を見越した学びを支える

        ～幼少連携のために～」みこし研⑤
鞍月小学校教諭 2

発達や学びをつなぐスタートカリキュラム 2019/7/31
石川県教員総合研修セ

ンター
新規採用幼稚園教員等研修

渋谷一典氏（文部科学省初等中等教育局教科調

査官）
1

Ｆ

子どもが育

つ家庭や地

域

幼小連携

環境の構成

E 保育実践

石川県私立

幼稚園協会

実践の為の知識

観察と記録

保育の実践


