
 

２０１９年度発達が気になる子の保育実践研修  開催要綱  
 

 

１ 目 的 

   所沢市内の保育士等を対象に支援方法の実践トレーニングを行う。 

   発達障害の特性を理解し、発達障害児支援を勉強するきっかけとしてもらう。 

 
２ 主 催 

   国立障害者リハビリテーションセンター   自立支援局 秩父学園 

 

３ 場 所 

   秩父学園 地域療育支援室 たんぽぽ：   埼玉県所沢市北原町８６０ 

   ※会場は国立障害者リハビリテーションセンターではありません。ご注意ください。 

 

４ 受講対象者 

所沢市内にある保育園、幼稚園及び認定こども園に勤務されている方。 

 

５ 研修プログラム  

別紙プログラム（案）参照 

 

６ コース 

   ７月コース（17 日、24 日、31 日）  ８月コース（16 日、23 日、30 日） 

   10 月コース（16 日、23 日、30 日）  11 月コース（6 日、13 日、20 日） 

12 月コース（４日、11 日、18 日）  １月コース（15 日、22 日、29 日） 

                       ※一部聴講は受付をしておりません。 

７ 受入定員 

各コース２名ずつ 

 

８ 研修費用 

   無料 

 

９ 受講手続 

   受講希望者は受講申込書により、希望される研修の初日から数えて１ヶ月前までに

「秩父学園 地域療育支援室」宛に郵送で申し込んで下さい。受講の可否決定後に勤

務保育園あてにご連絡いたします。 

例：７月を希望される場合には、６月１７日までにお申し込みください。 

 

                   
 

【本件照会先】 

〒359-0004 埼玉県所沢市北原町８６０ 

         秩父学園 地域療育支援室  真壁 大野 

TEL/FAX  04-2992-2859 
E-mail   chiikiryoiku-chichibu@rehab.go.jp 

 



保育実践研修プログラム 
 

１日目  
時 間 スケジュール        内容 使用する書式 

8:30~ 9:30 説明（ＤＶＤ含む） 目的・概要・スケジュールの説明  

9:30~12:15 療育見学等 担当児の観察及びきゅうけい時対応 
集団活動見学 
支援（構造化）評価シートの記入 

支援（構造化）評価シート 

12:15~13:15 休憩  

13:15~15:00 反省会 反省会に参加 
支援（構造化）評価シートの振り返り 

支援（構造化）評価シート 

15:00~17:00 準備 園での困り事の共有 
集団活動検討（所属園での活動を基に次回に 
担当する活動の内容を設定する） 
次回活動のシミュレーション 

 
 

17:00~17:15 質疑  
 
２日目 
時 間 スケジュール 内容 使用する書式 

8:30~ 9:30 当日活動のシミュレーション  

9:30~12:15 実習 担当児のきゅうけい時対応 
集団活動のリーダー 

 

12:15~13:15 休憩  

13:15~15:00 反省会 活動ごとの目的・様子・評価について報告  
15:00~15:30 シート記入 支援シート３・４の説明、検討及び記入 支援シート３・４ 

15:30~15:45 準備 集団活動の変更点の再確認  
15:45~16:40 再構造化作業  

16:40~17:00 シミュレーション  
17:00~17:15 質疑  
 
３日目  
時 間 スケジュール 内  容 使用する書式 

8:30~ 9:30 当日活動のシミュレーション   

9:30~12:15 実習 担当児のきゅうけい時対応 
集団活動のリーダー 

 

12:15~13:15 休憩 

13:15~15:00 反省会 活動ごとの目的・様子・評価について報告  
15:00~16:15 まとめ 各シートの記入 支援シート４ 

まとめシート 
アンケート   16:15~17:15 質疑 記入したシートに沿って発表 

質疑応答 
園での困り事について必要に応じて相談対応 

 
※プログラムの内容は変更になることがあります。 

                           参加される際には、改めてプログラムをお送りします。 
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普段の保育で
困っていること

研修で
学びたいこと

希望月

２０１９年度　発達が気になる子の保育実践研修　申込書

　　　　　歳児クラス　　（　　担任　　加配　　）　　　その他（　　　　　　　　　　　　）　

第１希望　（　　　）月　　　第２希望　（　　　　）月　　　第３希望　（　　　）月



 発達が気になる子の 
保育実践研修 

秩父学園の幼児療育に参加し、発達が気になる子どもの気持ちの探り方や

具体的な対応方法について学びます。 
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生活の切り替えが難しい子 見えたもの聞こえたものに飛びつく子 ボーッとしている子 

研修は 3 回シリーズで全て水曜日に実施します。ご都合の良いコースにお申し込みください。 

日程：7 月（17 日、24 日、31 日） 8 月（14 日、21 日、28 日） 10 月（1６ 日、23 日、30 日） 

11 月（6 日、13 日、20 日） 12 月（4 日、11 日、18 日）  1 月（15 日、22 日、29 日） 

対象：所沢市内の保育園、幼稚園及び認定こども園に勤務されている方   定員：各コース 2 名       

参加費：無料 

プログラム： 

 8:30～10:00 10:00～12:00 13:00～14:30 14:30～17:15 

1 日目 説明      療育見学 振り返り 次回の実習準備・     

シミュレーション 

 8:30～9:30 9:30～12:00 13:00～14:30 14:30～17:15 

2 日目 打ち合わせ・準備 療育実習       振り返り 次回の実習準備・教材作成・

シミュレーション 

3 日目 打ち合わせ・準備 療育実習       振り返り まとめ       

 

「２０１９年度 発達が気になる子の保育実践研修 申込書」にご記入の上、郵送またはＦＡＸで 

お申し込みください。 

国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 秩父学園 地域支援課 地域療育支援室たんぽぽ 

 〒359－0004 所沢市北原町 860       

 

 (平日 9:00~12:00／13:00~17:00） 

 

TEL・FAX 04－2992－2859 

お申し込み・お問い合わせ 
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