
平成２６年度 子育てサポーター養成講座 研修日程

期 日 時 間 場 所 内 容

１ ６月２４日 10:00～ 大河原 開講式 大河原教育事務所
（火） 合同庁舎

大 10:15 講義【領域１】家庭教育支援の理解「家庭教育支援とは」
河 ～11:45 宮城県地域活動（母親クラブ）連絡協議会会長
原 佐々木とし子氏

実技〔早寝早起き朝ごはん体操〕幼児体育研究所

13:00 講義【領域２】子どもの理解「CAP(子どもへの暴力防止)
～14:30 について」 CAPみやぎ 佐々礼子氏，田中亮子氏
14:40 演習【グループワーク】
～15:30 「親の学びのプログラム」から 生涯学習課

７月 １日 10:15 大河原 講義【領域４】親の理解「現在の親が抱えているもの」
（火） ～11:45 合同庁舎 ～相談の事例から～ 富谷町教育委員会スクール

カウンセラー 新沼喜久子氏

13:00 講義【領域３】子どもとの関わり方の理解
～14:30 「本によって子どもの心が育ち，力が引き出される」
14:40 だいちゃん文庫 主宰 佐々木博美氏
～15:30 演習【グループワーク】

「親の学びのプログラム」から 生涯学習課

７月 ８日 10:15 大河原 講義【領域５】総合的な理解「父親の育児，地域参加」
（火） ～11:45 合同庁舎 仙台市子育てふれあいプラザのびすく泉中央館長 出雲洋一氏

13:00 講義【領域６】親と関わるための技術修得
～14:30 「傾聴」仙台傾聴の会 代表 森山英子氏

14:40～ 閉講式 大河原教育事務所

２ ８月２７日 10:00～ 仙台 開講式 仙台教育事務所
（水） 合同庁舎

仙 10:15 講義【領域１】家庭教育支援の理解「家庭教育支援とは」
台 ～11:45 宮城県地域活動（母親クラブ）連絡協議会会長

佐々木とし子氏
実技〔早寝早起き朝ごはん体操〕幼児体育研究所

13:00 講義【領域２】子どもの理解「読書は心を育てる」
～14:30 東松島市立矢本中央幼稚園園長 津田眞一氏
14:40 演習【グループワーク】
～15:30 「親の学びのプログラム」から 生涯学習課

９月１８日 10:15 仙台 講義【領域３】子どもとの関わり方の理解
（木） ～11:45 合同庁舎 「子どもの心の叫びに耳を傾ける」～電話相談の

事例から～ 特定非営利活動法人チャイルドラインみやぎ
代表 小林純子氏

13:00 講義【領域４】親の理解「現在の親が抱えているもの」
～14:30 ～相談の事例から～ 家族相談士 須藤憲枝氏
14:40 演習【グループワーク】
～15:30 「親の学びのプログラム」から 生涯学習課

１０月２８日 10:15 仙台 講義【領域５】総合的な理解「父親の育児，地域参加」
（火） ～11:45 合同庁舎 東北大学准教授 坂口清敏氏

13:00 講義【領域６】親と関わるための技術修得「傾聴」
～14:30 ニューエイジカウンセリング研究所 代表 今野廣子氏

14:40～ 閉講式 仙台教育事務所

３ ６月１０日 10:00～ 大崎 開講式 北部教育事務所,北部教育事務所栗原地域事務所
北 （火） 合同庁舎
部 10:20 講義【領域１】家庭教育支援の理解「家庭教育支援とは」
・ ～11:50 特定非営利活動法人子育て応援団ひよこ 理事 中保良子氏
栗 実技〔早寝早起き朝ごはん体操〕幼児体育研究所
原

13:00 講義【領域２】子どもの理解「発達障がいについて」
～14:30 ティーチみやぎ 鈴木久一郎氏
14:40 演習【グループワーク】
～15:30 「親の学びのプログラム」から 生涯学習課

６月２４日 10:15 栗原合同庁舎 講義【領域３】子どもとの関わり方の理解
（火） ～11:45 「本によって子どもの心が育ち，力が引き出される」

だいちゃん文庫 主宰 佐々木 博美氏



３ ６月２４日 13:00 講義【領域４】親の理解「現在の親が抱えているもの」
北 （火） ～14:30 ～相談の事例から～ 富谷町教育委員会スクール
部 カウンセラー 新沼 喜久子氏
・ 14:40 演習【グループワーク】
栗 ～15:30 「親の学びのプログラム」から 生涯学習課
原

７月 ２日 10:15 大崎合同庁舎 講義【領域５】総合的な理解「父親の育児，地域参加」
（水） ～11:45 東北大学大学院講師，お父さんたちのネットワーク世話人 石垣政裕氏

13:00 講義【領域６】親と関わるための技術修得「傾聴」
～14:30 親業インストラクター 波多野ゆか氏

14:40～ 閉講式 北部教育事務所,北部教育事務所栗原地域事務所

４ ６月１８日 10:00～ 石巻市 開講式 東部教育事務所
（水） 中央公民館

東 10:20 （半日） 講義【領域２】子どもの理解「CAP(子どもへの暴力防止)
部 ～11:50 について」CAPみやぎ 佐々礼子氏，田中亮子氏

６月２５日 10:00 石巻市 講義【領域３】 子どもとの関わり方の理解
（水） ～11:30 中央公民館 「本によって子どもの心が育ち，力が引き出される」

11:35～正午 （半日） 東松島市立矢本中央幼稚園園長 津田眞一氏
演習【グループワーク】「親の学びのプログラム」から

７月 ９日 10:00 石巻市 講義【領域４】親の理解「現在の親が抱えているもの」
（水） ～11:30 中央公民館 ～相談の事例から～ 富谷町教育委員会スクール

（半日） カウンセラー 新沼喜久子氏
11:35～正午 演習【グループワーク】「親の学びのプログラム」から

７月２３日 10:00 石巻市 講義【領域５】総合的な理解「父親の育児，地域参加」
（水） ～11:30 中央公民館 東北大学大学院講師，お父さんたちのネットワーク世話人 石垣政裕氏

11:35～正午 （半日） 演習【グループワーク】「親の学びのプログラム」から

７月３０日 10:00 石巻市 講義【領域１】家庭教育支援の理解「家庭教育支援とは」
（水） ～11:30 中央公民館 気仙沼市家庭教育推進協議会 星美保氏

（半日） 実技〔早寝早起き朝ごはん体操〕幼児体育研究所
11:35～正午 演習【グループワーク】「親の学びのプログラム」から

８月 ６日 10:00 石巻市 講義【領域６】親と関わるための技術修得「傾聴」
（水） ～11:30 中央公民館 仙台傾聴の会代表 森山英子氏

（半日）
11:40～ 閉講式 東部教育事務所

５ ６月 ５日 10:00～ 登米合同庁舎 開講式 東部教育事務所登米地域事務所，南三陸教育事務所

（木）
登 10:15 講義【領域１】家庭教育支援の理解「家庭教育支援とは」
米 ～11:45 特定非営利活動法人子育て応援団ひよこ理事 中保良子氏
・ 実技〔早寝早起き朝ごはん体操〕幼児体育研究所
南
三 13:00 講義【領域２】子どもの理解「読書は心を育てる」
陸 ～14:30 東松島市立矢本中央幼稚園園長 津田眞一氏

14:40 演習【グループワーク】
合 ～15:30 「親の学びのプログラム」から 生涯学習課
同
開 ７月１６日 10:15 気仙沼市本吉公 講義【領域３】子どもとの関わり方の理解「子どもの
催 （水） ～11:45 民館 心の叫びに耳を傾ける」～電話相談の事例から～

特定非営利活動法人チャイルドラインみやぎ代表 小林純子氏

13:00 講義【領域４】親の理解「現在の親が抱えているもの」
～14:30 ～相談の事例から～ 富谷町教育委員会スクール
14:40 カウンセラー 新沼喜久子氏
～15:30 演習【グループワーク】「親の学びのプログラム」から

８月２８日 10:15 登米合同庁舎 講義【領域５】総合的な理解「父親の育児，地域参加」
（木） ～11:45 特定非営利活動法人子育て応援団ひよこ理事長，那智が丘児童

センター施設管理者 齋藤勇介氏

13:00 講義【領域６】親と関わるための技術の修得「傾聴」
～14:30 ニューエイジカウンセリング研究所 代表 今野 廣子氏閉講式

14:40～ 閉講式 東部教育事務所登米地域事務所，南三陸教育事務所

【 現場研修（自主研修）について 】
・各市町村教育委員会等が実施する家庭教育・子育て支援事業や避難場所等での震災支援に関わるボラン
ティアに参加し，レポート（A４で１枚 様式あり）を作成して，本課担当宛FAX又は郵送で提出する。

・申し込み方法 受講者自らが研修依頼を行う。
※本課から，各市町村教育委員会及び保健福祉部局に協力依頼の文書を事前に送付する。



 
平成２６年度 子育てサポーターリーダー養成講座 実施要項 

 
 
１ 趣 旨   家庭教育支援の充実を図るため，子育てサポーターの中心的な役割を果たすリーダー 
         の養成をする。 
 
２ 期 日   平成２６年５月２７日（火）から平成２６年１１月２６日（水）までの間で４日間 
                （１６時間程度の研修） 
 
３ 会 場   自治会館会議室，本町分庁舎（漁信基ビル）会議室 
 
４ 対象者   ・市町村で家庭教育・子育て支援者として現在活動し，教育委員会から推薦された者。 
              ・協働教育プラットフォーム事業家庭教育支援チーム員及びコーディネーター（原則と 

して県主催の子育てサポーター養成講座等を修了し４回受講できる方） 
       ・市町村行政担当者（教育委員会及び保健福祉部局） 
       ・派遣社会教育主事  

・『親のみちしるべ』ファシリテーター（進行）技術研修希望者 等 ３０人程度 
        （各教育事務所・教育事務所地域事務所担当者の方の参加もぜひお願いします。） 
               （既に，子育てサポーターリーダー養成講座を修了した方も『親のみちしるべ』進行 

技術を身に付けていただくためにも，ぜひお申し込みください。） 
 
５ 研修内容    講義・演習・情報交換（日程・内容表参照） 
 
６ その他 
  ①  受講料は無料とする。ただし，交通費・昼食代等は個人負担とする。 
 ② 修了者は子育てサポーターリーダー及び，『親のみちしるべ』ファシリテーターとして委嘱する。     
 ③ 子育てサポーターリーダー及び，『親のみちしるべ』ファシリテーター委嘱状（カード）については， 

裏面を参照。 
                            

 ※日程・内容表                                   
  

期    日 
 

 
内    容 

 
講   師 

  
 
 
１ 
 
 
 

５月２７日
   （火）
  自治会館 

２００ 
２０１
会議室 

 
 
 

10:00～ 開講式 
10:15～11:45  講義，演習 
「子育てサポーターリーダーの役割」 
～今，求められている家庭教育支援～ 

13:00～14:30 演習  
宮城県版親の学びのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ全体的な紹介 
『親のみちしるべ』 
～早寝早起き朝ごはん紙芝居と体操～ 
～子育てカフェを体験しよう～ 

14:40～15:00 活動紹介，情報交換 

教育庁生涯学習課 
講義，演習 
・親の学びのプログラム作成委員 
宮城県地域活動（母親ｸﾗﾌﾞ）連絡 
協議会会長 佐々木とし子氏 

 
・親の学びのプログラム作成委員 
お父さんたちのﾈｯﾄﾜｰｸ世話人 
東北大学講師 石垣政裕氏 

 
 
２ 
 
 

７月２３日 
      （水） 
本町分庁舎 
(漁信基ビル) 

７０２ 
 

10:00～11:50 実技， 講義，演習 
・「早寝早起き朝ごはん体操」実技 
・「ｱｲｽﾌﾞﾚｲｸの引き出し」～わくわく発想 
が笑顔を生む～講義，演習 

・「大型紙芝居」実演 
13:00～15:00 講義，演習 
・親の学びのプログラム演習（情報交換） 
ステージ⑥「子どもが小学校へ」 

・大河原小学校での実践～現場での留意点 

実技，講義，演習 
・幼児体育研究所 山本 彰氏 
・親の学びのプログラム作成委員 

佐々木とし子氏 
・実演 亘理町家庭教育支援チーム 
・親の学びのプログラム作成委員 

 佐々木とし子氏 
・親の学びのプログラム作成委員 
 逢隈小学校教頭 杉山義隆氏 

 
 
３ 
 

９月２５日 
      （木） 

自治会館 
２０２
２０３ 

10:00～12:00 演習，講義 
『親のみちしるべ』～ステージ⑨「子ど
もたちの未来に寄り添っていこう」 
・プログラム進行上の留意点 
・ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰとしての心得 

13:00～15:00 事例発表，情報交換 

講義，演習 
・親の学びのプログラム作成委員 
東北福祉大学准教授 志村祐子氏 

・親の学びのプログラム作成委員 
子育て応援団ひよこ理事 中保良子氏

事例発表 鹿島台家庭教育推進協議会 
 
 
４ 
 
 

１１月２６日
   （水）
  自治会館 

２０２ 
２０３ 

10:00～12:00 講義，演習 
『親のみちしるべ』第２弾～ステージ① 
「ゆれる心の子どもに向かい合おう」 

13:00～14:30  事例発表，助言 
「学校現場で生かされる家庭教育支援」
みどり台中学校（親プロ「こんにちは
！あかちゃん」），柴田町の実践から 

14:40～閉講式 委任状，カード授与 

講義，演習 
・親の学びのプログラム作成委員 
宮城教育大学准教授 越中康治氏 

・親の学びのプログラム作成委員 
子育て応援団ひよこ理事 中保良子氏

・事例発表 柴田町家庭教育支援チーム 
 
教育庁生涯学習課 

現場

研修 

5月～12月 
 
 

※家庭教育支援に関わる地域の行事や家庭
教育支援を行っている団体等の活動に参
加し，レポートを作成・提出。 

 
自主研修 

 
 



               子育てサポーターリーダー委嘱カード （表）                              
       （裏） 
                 登録番号【 H26-1 】 

子育てサポーターリーダー 

 
市町村名 ： ○○町 

氏  名 ： ○○ ○○○ 

あなたを子育てサポーターリーダーに委嘱します。 

      平成 26 年 11 月 26 日 

宮城県教育委員会 

  

 

 

【 主な活動 】 

 

○家庭・地域・学校が協働して子どもを 

育てる環境づくりを推進する。 

○市町村の枠を越えた家庭教育への支援 

活動を行う。 

○県及び市町村で実施する事業や行事の 

企画や運営にあたる。 

 教 育 長  髙 橋 仁
     

印 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   『親のみちしるべ』ファシリテーター委嘱カード 
（表）                                    （裏） 

     登録番号【 H26-1 】 

「親のみちしるべ」ファシリテーター 

市町村名 ： ○○町 

氏  名 ： ○○ ○○○ 

あなたを宮城県版親の学びのプログラム 

『親のみちしるべ』ファシリテーターに委嘱します。 

 

平成 26 年 11 月 26 日 

宮城県教育委員会  

  

 

【 親のみちしるべ 】 

 
 
 

 

      教 育 長  髙 橋 仁 印 
 

 

 
 

 
 

子育てサポーターリーダー委嘱状 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

委嘱状 

 

宮城県『子育てサポーターリーダー』殿 

 

あなたを宮城県『子育てサポーター 
リーダー』に委嘱します 
地域の家庭教育支援の充実を図る 
ため子育てサポーターの中心的な 
役割を果たし地域の元気と笑顔を 
支えていただきますようお願いいた 
します 

 
平成２６年１１月２６日 
宮城県教育委員会 
 
教育長 髙橋 仁 印 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


