(4) 放課後児童支援員認定資格研修（詳細）
※ 株式会社東京リーガルマインドに委託して実施（４日間×４回）
【仙台会場①】

修了者：６４人

実施日・会場

内

容

・

講

師

令和2年10月22日(木)

「放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容」

仙台市戦災復興記念館

「放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護」
「子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ」
「放課後児童クラブに通う子どもの育成支援」
児童福祉施設経営コンサルタント

令和2年10月29日(木)

「子どもの発達理解」

仙台市戦災復興記念館

「児童期（６歳～１２歳）の生活と発達」

楚山 和司 氏

「障害のある子どもの理解」
「特に配慮を必要とする子どもの理解」
東京未来大学こどもみらい園

講師

大塚 聡子 氏

館長

羽賀 崇子 氏

仙台市南材木町児童館

館長

今野 明美 氏

仙台市立町マイスクール児童館

館長

小泉 節子 氏

令和2年11月3日(火)

「子どもの遊びの理解と支援」

仙台市戦災復興記念館

「障害のある子どもの育成支援」
仙台市岩切児童館
「保護者との連携・協力と相談支援」

「学校・地域との連携」

令和2年11月6日(金)

「子どもの生活面における対応」

仙台市戦災復興記念館

「放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守」
仙台市立町マイスクール児童館

館長

小泉 節子 氏

館長

今野 明美 氏

理事長

齋藤 勇介 氏

「安全対策・緊急時対応」
仙台市南材木町児童館
「放課後児童支援員の仕事内容」
特定非営利活動法人子育て応援団ゆうわ
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【仙台会場②】

修了者：６４人

実施日・会場
令和3年1月9日(土)
仙台市戦災復興記念館

内

容

・

講

師

「放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容」
宮城県保健福祉部

子ども・子育て支援専門監

鎌田 ひろみ

「放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護」
「子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ」
「放課後児童クラブに通う子どもの育成支援」
社会福祉法人みんなぎ
令和3年1月11日(月)

「子どもの発達理解」

仙台市戦災復興記念館

「児童期（６歳～１２歳）の生活と発達」

理事長

木村 和孝 氏

臨床心理士

露木 友子 氏

「障害のある子どもの理解」
「特に配慮を必要とする子どもの理解」

令和3年1月16日(土)
仙台市戦災復興記念館

「子どもの遊びの理解と支援」
特定非営利活動法人子育て応援団ゆうわ

理事長

齋藤 勇介 氏

館長

小泉 節子 氏

館長

今野 明美 氏

特定非営利活動法人みやぎ・せんだい子どもの丘

志賀 善之 氏

「障害のある子どもの育成支援」
仙台市立町マイスクール児童館
「保護者との連携・協力と相談支援」
仙台市南材木町児童館
「学校・地域との連携」

令和3年1月19日(火)
仙台市戦災復興記念館

「子どもの生活面における対応」
名取市那智が丘児童センター

館長

齊藤 寿一郎 氏

「安全対策・緊急時対応」
仙台市南材木町児童館

館長

今野 明美 氏

理事長

齋藤 勇介 氏

「放課後児童支援員の仕事内容」
特定非営利活動法人子育て応援団ゆうわ

「放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守」
特定非営利活動法人みやぎ・せんだい子どもの丘
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志賀 善之 氏

【大崎会場】

修了者：４８人

実施日・会場
令和2年11月7日(土)
大崎市中央公民館

内

容

・

講

師

「放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容」
宮城県保健福祉部

子ども・子育て支援専門監

鎌田 ひろみ

「放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護」
「子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ」
「放課後児童クラブに通う子どもの育成支援」
東京都立学校

特別支援教育心理士

令和2年11月8日(日)

「子どもの発達理解」

大崎市中央公民館

「児童期（６歳～１２歳）の生活と発達」

神戸 威行 氏

「障害のある子どもの理解」
「特に配慮を必要とする子どもの理解」
社会福祉士
令和2年11月13日(金)
大崎市中央公民館

三宅 美紀 氏

「子どもの遊びの理解と支援」
特定非営利活動法人子育て応援団ゆうわ

理事長

齋藤 勇介 氏

館長

羽賀 崇子 氏

館長

今野 明美 氏

「障害のある子どもの育成支援」
「学校・地域との連携」
仙台市岩切児童館
「保護者との連携・協力と相談支援」
仙台市南材木町児童館
令和2年11月18日(水)

「子どもの生活面における対応」

大崎市中央公民館

「安全対策・緊急時対応」
「放課後児童支援員の仕事内容」
仙台市北中山児童センター

所長

去田 ゆかり 氏

「放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守」
名取市那智が丘児童センター
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館長

齊藤 寿一郎 氏

【登米会場】

修了者：５１人

実施日・会場
令和2年12月4日(金)
登米祝祭劇場

内

容

・

講

一部修了者：５人

師

「放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容」
宮城県保健福祉部

子ども・子育て支援専門監

鎌田 ひろみ

「放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護」
「子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ」
「放課後児童クラブに通う子どもの育成支援」
元自治体児童福祉課職員
令和3年1月23日(土)

「子どもの発達理解」

登米祝祭劇場

「児童期（６歳～１２歳）の生活と発達」

廣田 恵美子 氏

「障害のある子どもの理解」
「特に配慮を必要とする子どもの理解」
石巻専修大学
令和3年1月24日(日)
登米祝祭劇場

特命教授

松好 伸一 氏

理事長

齋藤 勇介 氏

館長

羽賀 崇子 氏

「子どもの遊びの理解と支援」
特定非営利活動法人子育て応援団ゆうわ
「障害のある子どもの育成支援」
仙台市岩切児童館
「保護者との連携・協力と相談支援」
名取市那智が丘児童センター

館長

齊藤 寿一郎 氏

「学校・地域との連携」
仙台市立町マイスクール児童館
令和3年1月31日(日)

「子どもの生活面における対応」

登米祝祭劇場

「安全対策・緊急時対応」

館長

小泉 節子 氏

理事長

齋藤 勇介 氏

「放課後児童支援員の仕事内容」
特定非営利活動法人子育て応援団ゆうわ

「放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守」
名取市那智が丘児童センター
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館長

齊藤 寿一郎 氏

