
 

 

２０２３年度 講師依頼実績 

 

 

月 日 主催者 企画名 講 師 

4/19（水） 学校法人 吉田学園 

       視能訓練学科 

保育の実際Ⅰ 

 ガイダンス・親や子どもと接する時に心がけること 
加藤・鴨田 

4/26（水） 学校法人 吉田学園 

 視能訓練学科 

保育総論Ⅰ 

             保育とは？保育を学ぶ意義 
鴨田 

5/10（水） 学校法人 吉田学園 

       視能訓練学科 

保育総論Ⅱ 

        乳幼児の発達①（身体の成長発達） 
鴨田 

5/15（月） 札幌市 こども緊急 

サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

                      子どもの遊び 
木場 

5/17（水） 学校法人 吉田学園 

       視能訓練学科 

保育総論Ⅱ 

乳幼児の発達②（心の発達） 
鴨田 

5/19（金） 学校法人 吉田学園 

       視能訓練学科 

保育の実際Ⅱ        子どもの育ちを考える 

わらべうたから見える子どもの育ち 
加藤 

5/24（水） 学校法人 吉田学園 

       視能訓練学科 

保育の実際Ⅱ        子どもの育ちを考える 

         わらべうたから見える子どもの育ち 
加藤 

5/29（月） 札幌市 こども緊急 

サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

                      子どもの世話 
加藤 

5/31（水） 学校法人 吉田学園 

       視能訓練学科 

保育の実際Ⅱ        子どもの育ちを考える 

         わらべうたから見える子どもの育ち 
加藤 

6/2（金） 学校法人 吉田学園 

       視能訓練学科 

保育の実際Ⅲ 

コミュニケーションワークショップ 
加藤・鴨田 

6/5（月） 札幌市 こども緊急 

サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

保育の心 
岡田 

6/7（水） 学校法人 吉田学園 

 視能訓練学科 

保育総論Ⅱ 

               乳幼児の発達③（生活） 
鴨田 

6/13（木） 学校法人 吉田学園 

       視能訓練学科 

保育の実際Ⅳ 

子どもの成長とおもちゃとの関係性 
加藤 

6/15（木） 千歳市緊急サポート 

ネットワーク 

スタッフ会員研修 

子どもの遊び 
鴨田 

6/21（水） 学校法人 吉田学園 

       視能訓練学科 

保育の実際Ⅳ    子どもをひきつけるおもちゃ 

簡単な手作りおもちゃ 
加藤 

6/21（水） いしかりファミリー・ 

サポート・センター 

サポート会員養成講座 

子どもの生活へのケアと援助 
岡田 

6/22（木） 幌延町 子育て支援研修会            職員研修 加藤・鴨田 

6/23（金） 江別市緊急サポート 

ネットワーク 

提供会員研修 

子どもの遊び 
前田 

6/28（水） 北広島市こども緊急 

サポートネットワーク 

協力会員研修 

                       子どもの遊び 
二ッ森 

6/28（水） 学校法人 吉田学園 保育の実際Ⅳ 加藤 



       視能訓練学科 手作りおもちゃのプレゼンテーション 

6/28（水） いしかりファミリー・ 

サポート・センター 

サポート会員養成講座 

子どもの栄養と食生活 
石澤 

6/29（木） 江別市緊急サポート 

ネットワーク 

協力会員研修 

                      子どもの世話 
岡田 

7/4（火） おたるファミリー 

サポートセンター 

提供会員研修 

子どもの遊び 
二ッ森 

7/6（木） 北広島市こども緊急 

サポートネットワーク 

協力会員研修 

                      子どもの世話 
加藤 

7/12（水） 江別市緊急サポート 

ネットワーク 

協力会員研修 

                    子どもの食と栄養 
石澤 

7/12（水） いしかりファミリー・ 

サポート・センター 

サポート会員養成講座 

小児看護の基礎知識 
鴨田 

7/19（水） 学校法人 吉田学園 

       視能訓練学科 

保育と環境Ⅰ 

子育てと地域の役割 
鴨田 

7/21（金） 札幌市 こども緊急 

サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

子どもの遊び 
加藤 

7/24（月） 札幌市 こども緊急 

サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

子どもの世話 
岡田 

8/3（木） 札幌市 こども緊急 

サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

保育の心 
鴨田 

8/23（水） 学校法人 吉田学園 

       視能訓練学科 

保育と環境Ⅰ   子育て・子育ちを支援する環境 

             NPO と構成団体の活動紹介 
加藤・鴨田 

8/30（水） 学校法人 吉田学園 

       視能訓練学科 

保育の実際Ⅴ  

おもちゃフォーラムの振り返りからミニ版を考える 

保育学のまとめ 

加藤・鴨田 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

２０２２年度 講師依頼実績 

 

月 日 主催者 企画名 講 師 

4/28（木） 学校法人吉田学園 

視能訓練学科 

視能訓練学科（保育学）      保育の実際Ⅰ 
加藤・鴨田 

5/10（火） 学校法人吉田学園 

視能訓練学科 

視能訓練学科（保育学）      保育総論Ⅰ 
鴨田 

5/12（木） 札幌市こども 

緊急サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

                     子どもの遊び 
木場 

5/13（金） 学校法人吉田学園 

視能訓練学科 

視能訓練学科（保育学）    保育の実際Ⅱ－① 

わらべうたから見える子どもの育ち① 
加藤 

5/20（金） 学校法人吉田学園 

視能訓練学科 

視能訓練学科（保育学）    保育の実際Ⅱ－② 

わらべうたから見える子どもの育ち② 
加藤 

5/24（火） 学校法人吉田学園 

視能訓練学科 

視能訓練学科（保育学）    保育の実際Ⅱ－③ 

わらべうたから見える子どもの育ち③ 
加藤 

5/30（月） 札幌市こども 

緊急サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

                     子どもの世話 
鴨田 

6/2（木） 学校法人吉田学園 

視能訓練学科 

視能訓練学科（保育学）     保育総論Ⅱ－① 

乳幼児の発達①（からだ） 
鴨田 

6/7（火） 学校法人吉田学園 

視能訓練学科 

視能訓練学科（保育学）     保育総論Ⅱ－② 

乳幼児の発達②（心） 
鴨田 

6/8（水） 札幌市こども 

緊急サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

                     保育の心 
鴨田 

6/10（金） 学校法人吉田学園 

視能訓練学科 

視能訓練学科（保育学）     保育総論Ⅱ－③ 

乳幼児の発達③（まとめ） 
鴨田 

6/16（木） 千歳市緊急サポート 

        ネットワーク 

スタッフ会員研 

                     子どもの遊び 
二ッ森 

6/24（金） 江別市緊急サポート 

        ネットワーク 

提供会員研修 

                     子どもの遊び 
前田 

6/24（金） 学校法人吉田学園 

視能訓練学科 

視能訓練学科（保育学）    保育の実際Ⅲ－① 

        子どもの成長とおもちゃの関係性 
加藤 

6/28（火） 学校法人吉田学園 

視能訓練学科 

視能訓練学科（保育学）    保育の実際Ⅲ－② 

子どもをひきつけるおもちゃ（手作り） 
加藤 

6/29（水） 北広島市こども 

緊急サポートネットワーク 

協力会員研修 

                     子どもの遊び 
二ッ森 

7/4（月）～7（木） 株式会社 ニチイ学館 旭川市子育て支援員研修  基本研修・専門研修 岡田 

7/4（月） おたるファミリー 

サポートセンター 

提供会員研修 

                     子どもの遊び 
加藤 

7/5（火） 学校法人吉田学園 

視能訓練学科 

視能訓練学科（保育学）    保育の実際Ⅲ－③ 

               手作りおもちゃプレゼン 
加藤 

7/8（金） 北広島市こども 協力会員研修 岡田 



緊急サポートネットワーク                      子どもの世話 

7/11（月） 江別市緊急サポート 

        ネットワーク 

提供会員研修 

                   子どもの食と栄養 
石澤 

7/19（火） 学校法人吉田学園 

視能訓練学科 

視能訓練学科（保育学）       保育と環境Ⅰ 

子育てと地域の役割 
鴨田 

7/21（木） 札幌市こども 

緊急サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

                     子どもの遊び 
小川 

7/22（金） 学校法人吉田学園 

視能訓練学科 

視能訓練学科（保育学）       保育の実際Ⅳ 

        おもちゃフォーラム過去からの考察 
加藤・鴨田 

8/1（月） 札幌市こども 

緊急サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

                     子どもの世話 
岡田 

8/22（月）23（火） 

9/15（木）16（金） 

株式会社 ニチイ学館 江別市子育て支援員研修  基本研修・地域保育 
岡田 

8/25（木） 札幌市こども 

緊急サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

                       保育の心 
岡田 

8/25（木） 学校法人吉田学園 

視能訓練学科 

視能訓練学科（保育学）   保育と環境Ⅱ－①② 

子育て支援環境とまとめ 
加藤・鴨田 

8/31（水） いしかりファミリー・ 

サポート・センター 

サポート会員研修 

             子どもの生活へのケアと援助 
岡田 

8/31（水） 生活クラブ 

福祉担当理事会 

エッコロケアサポーター向け学習会 

安心して・気軽に預け・預かるために 
木場・前田 

9/14（水） いしかりファミリー・ 

サポート・センター 

サポート会員研修 

                子どもの栄養と食生活 
石澤 

9/28（木） いしかりファミリー・ 

サポート・センター 

サポート会員研修 

                小児看護の基礎知識 
鴨田 

10/6（木） おたるファミリー 

サポートセンター 

提供会員研修 

寄り添う援助とは… 
豊田 

10/20（木） 札幌市こども 

緊急サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

                     子どもの遊び 
木場 

10/27（木）28（金） 株式会社 ニチイ学館 苫小牧市 R4潜在保育士研修会 

                復職に向けての研修 
岡田 

11/7（月） 札幌市こども 

緊急サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

                     子どもの世話 
加藤 

11/7（月） おたるファミリー 

サポートセンター 

提供会員研修 

                     子どもの遊び 
小川 

11/14（月） 札幌市こども 

緊急サポートネットワーク 

スタッフ会員研修 

                      保育の心 
鴨田 

11/14（月） 株式会社ニチイ学館 旭川市子育て支援員フォローアップ研修 

               課題解決とワークショップ 
岡田 

2023年 

1/16（月） 

～19（木） 

株式会社ニチイ学館 旭川市子育て支援員研修   

基本研修・専門研修 岡田 

2/1（水）3（金） 

3/6（月）7（火） 

株式会社ニチイ学館 江別市子育て支援員研修 

              基本研修・地域保育コース 
岡田 

 



 

 


