
保育施設型アクティブラーニング～楽習保育® ～公開研修

２０１９年度研修のお知らせ
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【法 人 用】



テーマ型
ベーシック研修

総 合 研 修

２０１９年度に開催を予定しております、公開研修のご案内です。

開催時期 研修名 内 容 定員 研修日数

８月 ２日(金)
初 級
（概要）

アクティブラーニングを取り入れた「楽習保育®」の基礎

（概要）である、子どもが主体的に楽しむために必要な援助方
法や保護者伝達方法を習得できる研修です。

３０名 １日間

８月 ２日(金)
３日(土) 初 級

アクティブラーニングを取り入れた「楽習保育®」の基礎と、

３つのあそびの実践（コミュニケーションあそび・かすかたち
あそび・うんどうあそび）を実際に体験しながら学び、子ども
が主体的に楽しむために必要な援助方法や保護者への伝達方法
を習得できる研修です。

３０名 ２日間

８月３０日(金)
３１日(土) 中 級

楽習保育®の重要性と、子どもの主体性を高める援助方法を

学びます。
あそびの実践と園内研修の組み立て方、進め方を学び、園内
でのファシリテーターを目指す研修です。

３０名 ２日間

新人から中堅クラスの保育者、保育士を目指す学生さんなど、子どもに関わる皆さまを対象としていま
す。子ども主体の保育を実践型で楽しくまなびます。

発達心理学に基づいた、理論と実践を組み合わせた研修です。保育実践・保護者への伝達のポイント
など、すぐに実践したくなるノウハウが詰まった研修です。初級・中級・上級と段階を踏んで保育力の
向上が期待できます。

開催時期 研修名 内 容 定員 研修時間

８月 ３日(土)

１月２８日(火)

コミュニケーション
あそび

子どもの「ことば」は、人と一緒に過ごすことで育ちます。
子どもが主体的に「ことば」や「もじ」のあそびに親しんで、
発話と会話を増やすことや、文字や形を読む・書くことへの興味
を広げる活動を保育者が習得できる研修です。

３０名 １.５時間

８月 ３日(土)

２月１８日(火)

かずかたち
あそび

乳幼児期から、かずやかたちへの興味を楽しく高めていく必然性
を学びます。
かずやかたちに楽しく触れるあそびを体験しながら、日常保育に
活かすポイントが習得できる研修です。

３０名 １.５時間

８月 ３日(土)

１月３０日(木)
うんどうあそび

乳幼児期の運動や体育の基礎となるバランス・移動・力試しの
３つのポイントとあそびを紹介します。あそびの実践を通して、
子どもが主体的に体を動かすことを楽しむ活動を習得する研修
です。

３０名 １.５時間

６月１２日(水)
９月２６日(木)

しぜんりか
あそび

植物や小動物との関わりのほか、自然現象や天体など、目に見え
ないエネルギーへの興味を高めるあそびです。子どもが主体的に
発見したり、感じたりできるあそびやポイントを習得できる研修
です。

３０名 ２時間

５月１５日(水)
１１月１３日(水)

本育®あそび

保育者の読み聞かせを通して子どもの心を育て、言葉を学び
イメージを膨らませるあそびです。読み聞かせのスキルと選書の
ポイントや子どもが主体的に語彙力・想像力を広げる活動を習得
できる研修です。

３０名 ２時間

７月１７日(水)
１１月２８日(木)

リズミック®

あそび

歌唱や合奏、リズムあそびへの興味を高めるものです。オリジナ
ル楽曲を通して、子どもが中心となって正しくリズムや音に反応
できるあそびを習得できる研修です。

３０名 ２時間

７月３１日(水)

２月１２日(水)
ぞうけいあそび

多様な素材や用具に触れて、子ども自身が「かんじる」「かんが
える」「たのしむ」ことを大切にするあそびです。絵が上手にな
る指導ではなく、子どもが楽しんで「描く」ことや「つくる」こ
とがなぜ大切なのか、概要と実践を通して習得できる研修です。

３０名 ２時間

５月３０日(木)
９月１７日(火)

入学準備
プログラム

小学校就学に向けて子どもがグループ内での活動や個人での活動
を体験、経験するプログラムです。学びの土台となる生活習慣、
文字、数、思考につながる力、学びに向かう力を高め興味を
ひろげる活動を習得できる研修です。

３０名 ２時間
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テーマ型
アドバンス研修

ベーシック研修の理解を深め、子どもの成長にふさわしいあそびと活動を計画できるようになる
だけでなく、保育者に対して、あそびの披露/助言/支援ができるスキルを身につけることがで
きます。

新入社員向け研修

開催時期 研修名 内 容 定員 研修時間

４月２４日(水) 社会人力

保育のシーンを例に保育職員の仕事への取り組み方を学び、
仕事への意欲向上につなげます。社会人としての基礎や
「報告」「連絡」「相談」の定義などを学びます。明日の保育
に活かせる研修です。

３０名 １.５時間

４月２４日(水)
危機管理
〔初 級〕

内閣府公表の「教育・保育施設等における事故防止及び事故
発生時の対応のためのガイドライン」を学び、自施設で予防・
実践・分析ができるように学びます。明日の保育に活かせる
研修です。

３０名 １.５時間

新入社員向け研修です。教育・保育施設で必要な基礎を学びます。

子ども主体の保育「保育施設型アクティブラーニング」をまなびませんか。

開催時期 研修名 内 容 定員 研修時間

７月１０日(水)
コミュニケーション

あそび

「ことばあそび」と「もじあそび」の理解を深め、子どもの成長
にふさわしい「きく・はなすあそび」や「よむ準備・かく準備の
あそび」を考え、保育者にあそびの披露／助言／支援するスキル
を身につけられます。

３０名 ４.５時間

５月２１日(火)
かずかたち
あそび

子どもにとって必要な「数の概念」や「数の感覚」の理解を深め
ます。「かずあそび」や「かたちあそび」を考え、保育者に
あそびの披露／助言／支援するスキルを身につけられます。

３０名 ４.５時間

７月 ３日(水) うんどうあそび
「うんどうあそび」の重要性と、指示から始めるのではない
子ども主体の「うんどうあそび」の実践を考え、保育者にあそび
の披露／助言／支援するスキルを身につけられます。

３０名 ４.５時間

１１月１９日(火)
しぜんりか
あそび

子どもにとって必要な「生命の不思議（動物・植物）」や「目に
見えない力（身の回りの自然現象など）」への理解を深め、
保育者にあそびの披露／助言／支援するスキルを身につけられま
す。

３０名 ４.５時間

６月 ５日(水) 本育®あそび

「本育®あそび」の理解を深め、「読み聞かせ」の基礎から、「お
話あそび」への発展、まなびへの基礎づくりをするあそびを学ぶ
ことで、保育者に読み聞かせの実践/助言/支援ができる スキ
ルを身につけられます。

３０名 ４.５時間

６月２５日(火)
リズミック®

あそび

「リズミック®あそび」の理解を深め、子どもの成長にふさわしい
「からだあそび」「楽器あそび」「歌あそび」の活動を考え、保
育者にあそびの実践／助言／支援するスキルを身につけ ら
れます。

３０名 ４.５時間

１２月１７日(火) ぞうけいあそび

子どもが感じて楽しむことのできるぞうけいあそびへの理解を
深め、子どもの成長にふさわしい「つくるあそび」や「描くあそ
び」を考え、保育者にあそびの披露／助言／支援するスキルを
身につけられます。

３０名 ４.５時間

１１月 ６日(水)
入学準備
プログラム

就学の接続期に必要な学習の基礎への理解を深め、子どもが自ら
考える力を高める援助方法を学びます。保育者にあそびの披露／
助言／支援するスキルを身につけられます。

３０名 ４.５時間
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研修お申し込み方法について

■研修のお申し込みは、ホームページかFAXで研修日の7日前まで申し込みを受け付けます。
（先着順・定員になり次第締め切らせていただきます）
■定員になり締め切りになった場合、ホームページで適時ご案内いたします。
但し、実際のお申し込み状況とホームページ上での掲示には多少の時間的誤差がありますことをご了承ください。

■電話でのお申し込みは受け付けしておりませんのでご了承ください。

受講料について
■各研修の受講料は、価格表をご確認ください。
■価格は、税抜価格です。消費税分は別途請求させていただきます。

受講料のお支払いについて

■申込受け付け後3～10日を目途に、当方より｢請求書｣をメール添付またはご郵送いたします。｢請求書｣に記載
されている口座にお支払いをお願いいたします。（郵便事情その他の理由により前後する場合があります）

■振込み手数料のご負担をお願いいたします。
■請求書に記載されている期日までにご入金ください。（ご入金確認を持って、受講確定とさせていただきます）

お申し込み
お支払いに関するご注意

■ご入金後にキャンセルされる場合は、メールまたは電話にてご連絡ください。
ご入金～開催日の7日前まで：受講料の50％、６日前から当日キャンセル：受講料の100％

（ご連絡がないままの欠席については当日キャンセルといたします）
■講師の急病など当方事情により研修が中止になった場合、その他研修振替のご案内または、受講料を全額ご返金
いたします。

｢受講票｣について

■ご入金確認後、｢受講票｣をメール添付または郵送いたします。
■｢受講票｣に記載されている研修名とお名前をご確認ください。
■会場の地図は｢受講票｣にてご案内いたします。
■当日、受講票を確認させていただきます。

｢領収書｣について
■金融機関が発行する振込証明書をもって当社の領収書に代えさせていただきます。
■別途、領収書が必要な場合はご連絡ください。
（領収書の宛名をご連絡ください。但書は研修名と研修日を記載いたします）

【研修会場】 東京都千代田区神田神保町2-18 ＳＰ神保町第3ビル多目的ルーム

地図ＱＲコード→

アクセス：東京メトロ半蔵門線・都営新宿線・都営三田線神保町駅(出口Ａ４)徒歩約４分

株式会社小学館集英社プロダクション

子ども教育センター 楽習保育®研修担当

【お問合せ】

03-3515-6925
［受付時間］平日10：00～17：00

kodomo-learning@shopro.co.jp

03-3515-6890FAX

Web https://www.shopro.co.jp/kodomokyoiku/hoiku/

保育施設型アクティブラーニング 検索

東京都千代田区神田神保町2-20 SP神保町第2ビル2F

ホームページもご覧ください
QRコード

ここをクリック

Web https://www.shopro.co.jp/kodomokyoiku/hoiku/ 保育施設型アクティブラーニング 検索

【価格表】

研修名 受講料（税抜） テキスト代（税抜） 合計金額（税抜）

総合研修
（初級）￥ 7,000

（中級）￥11,000
（上級） 未 定

（初級）￥5,000/4冊
（中級）￥5,000/4冊

（初級）￥12,000
（中級）￥16,000
（上級） 未 定

テーマ型ベーシック研修 1講座 ￥5,000 1講座 ￥1,000 1講座 ￥ 6,000

テーマ型アドバンス研修 1講座 ￥7,000 1講座 ￥1,000 1講座 ￥ 8,000

新入社員向け研修社会人力 1講座 ￥4,000 1講座 ￥1,000 1講座 ￥ 5,000

危機管理研修
（初級）￥4,000

（中級） 未 定
（上級） 未 定

1講座 ￥1,000

（初級）￥ 5,000
（中級） 未 定
（上級） 未 定

※会場は変更する場合がございます。ホームページでご確認ください。

（上級） 未 定
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※価格は全て税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。


