
　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度放課後児童支援員の鹿児島県認定資格研修

日　時　令和４年９月２１日（水）～９月２４日（土），１０月３日（月）

会　場　鹿児島県民交流センター　大ホール（９月２１日～２４日），鹿児島市町村自治会館（１０月３日）

住　所　〒892-0816　鹿児島市山下町14-50，〒890-0064　鹿児島市鴨池新町7-4

９月２１日（水） ９月２２日（木） ９月２３日（金） ９月２４日（土） １０月３日（月）

8：50～9：15 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

9：20～9：25 ガイダンス ガイダンス ガイダンス ガイダンス ガイダンス

9：30
～11：00

④子どもの発達理解
⑥障害のある子どもの
理解

⑭安全対策・
緊急時対応

⑰　放課後児童クラブ
の感染症対策における
心構え

①放課後児童健全育
成事業の目的及び制度
内容

講師名 大坪　治彦　先生 松﨑　優　先生 石橋　裕子　先生 宇都　弘美　先生 真田　祐　先生

11：15
～12：45

⑤児童期（6歳～12歳）
の生活と発達

⑦特に配慮を必要とす
る子どもの理解

⑯放課後児童クラブの
運営管理と運営主体の
法令と遵守

⑱　感染症にかかった
児童への対応及び児童
クラブとしての対応につ
いて

②放課後児童健全育
成事業の一般原則と権
利擁護

講師名 大坪　治彦　先生 松﨑　優　先生 石橋　裕子　先生 宇都　弘美　先生 真田　祐　　先生

13：35
～15：05

⑮放課後児童支援員
の仕事内容

　⑩障害のある子ども
の育成支援

⑨子どもの遊びの理解
と支援

⑬子どもの生活面にお
ける対応

③子ども家庭福祉施策
と放課後児童クラブ

講師名 宝満　志保　先生 村岡　伸祥　先生 田間　美沙緒　先生 宇都　弘美　先生 真田　祐　先生

15：20
～16：50

⑪保護者との連携・協
力と相談支援

⑧放課後児童クラブに
通う子どもの育成支援

⑫学校・地域との連携

講師名 宝満　志保　先生 田中　壽美　先生 田間　美沙緒　先生



　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度放課後児童支援員の鹿児島県認定資格研修

日　時　令和４年９月２８日（水）～１０月２日（日）

会　場　鹿児島県民交流センター　大ホール

住　所　〒892-0816　鹿児島市山下町14-50

９月２８日（水） ９月２９日（木） ９月３０日（金） １０月１日（土） １０月２日（日）

8：50～9：15 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

9：20～9：25 ガイダンス ガイダンス ガイダンス ガイダンス ガイダンス

9：30
～11：00

①　放課後児童健全育
成事業の目的及び制度
内容

⑥障害のある子どもの
理解

④子どもの発達理解
⑬子どもの生活面にお
ける対応

⑨子どもの遊びの理解
と支援

講師名 真田　祐　　先生 松﨑　優　先生 大坪　治彦　先生 宇都　弘美　先生 田間　美沙緒　先生

11：15
～12：45

②　放課後児童健全育
成事業の一般原則と権
利擁護

⑦特に配慮を必要とす
る子どもの理解

⑤児童期（6歳～12歳）
の生活と発達

⑰　放課後児童クラブ
の感染症対策における
心構え

⑫学校・地域との連携

講師名 真田　祐　　先生 松﨑　優　先生 大坪　治彦　先生 宇都　弘美　先生 田間　美沙緒　先生

13：35
～15：05

③　子ども家庭福祉施
策と放課後児童クラブ

　⑩障害のある子ども
の育成支援

⑭安全対策・
緊急時対応

⑱　感染症にかかった
児童への対応及び児童
クラブとしての対応につ
いて

講師名 真田　祐　先生 村岡　伸祥　先生 石橋　裕子　先生 宇都　弘美　先生

15：20
～16：50

⑮放課後児童支援員
の仕事内容

⑧放課後児童クラブに
通う子どもの育成支援

⑯放課後児童クラブの
運営管理と運営主体の
法令と遵守

⑪保護者との連携・協
力と相談支援

講師名 宝満　志保　先生 田中　壽美　先生 石橋　裕子　先生 宝満　志保　先生



　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度放課後児童支援員の鹿児島県認定資格研修

日　時　令和４年１２月３日（土）～令和４年１２月７日（水）

会　場　薩摩川内市コンベンションセンター　SSプラザ301,302,303

住　所　〒895-0012　薩摩川内市平佐町1丁目18

１２月３日（土） １２月４日（日） １２月５日（月） １２月６日（火） １２月７日（水）

9：10～9：20 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

9：20～9：25 ガイダンス ガイダンス ガイダンス ガイダンス ガイダンス

9：30
～11：00

①　放課後児童健全育
成事業の目的及び制度
内容

⑬子どもの生活面にお
ける対応

④子どもの発達理解
⑧放課後児童クラブに
通う子どもの育成支援

⑮放課後児童支援員
の仕事内容

講師名 真田　祐　　先生 宇都　弘美　先生 大坪　治彦　先生 田中　壽美　先生 宝満　志保　先生

11：15
～12：45

②　放課後児童健全育
成事業の一般原則と権
利擁護

⑰　放課後児童クラブ
の感染症対策における
心構え

⑤児童期（6歳～12歳）
の生活と発達

　⑩障害のある子ども
の育成支援

⑨子どもの遊びの理解
と支援

講師名 真田　祐　　先生 宇都　弘美　先生 大坪　治彦　先生 村岡　伸祥　先生 田間　美沙緒　先生

13：35
～15：05

③　子ども家庭福祉施
策と放課後児童クラブ

⑱　感染症にかかった
児童への対応及び児童
クラブとしての対応につ
いて

⑥障害のある子どもの
理解

⑭安全対策・
緊急時対応

⑪保護者との連携・協
力と相談支援

講師名 真田　祐　　先生 宇都　弘美　先生 松﨑　優　先生 石橋　裕子　先生 宝満　志保　先生

15：20
～16：50

⑦特に配慮を必要とす
る子どもの理解

⑯放課後児童クラブの
運営管理と運営主体の
法令と遵守

⑫学校・地域との連携

講師名 松﨑　優　先生 石橋　裕子　先生 田間　美沙緒　先生



　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度放課後児童支援員の鹿児島県認定資格研修

日　時　令和５年１月１３日（金）～令和５年１月１７日（火）

会　場　国分シビックセンター多目的ホール

住　所　〒899-4332　霧島市国分中央3丁目45-1

１月１３日（金） １月１４日（土） １月１５日（日） １月１６日（月） １月１７日（火）

9：00～9：20 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

9：20～9：25 ガイダンス ガイダンス ガイダンス ガイダンス ガイダンス

9：30
～11：00

①　放課後児童健全育
成事業の目的及び制度
内容

⑭安全対策・
緊急時対応

⑬子どもの生活面にお
ける対応

④子どもの発達理解
　⑩障害のある子ども
の育成支援

講師名 真田　祐　　先生 石橋　裕子　先生 宇都　弘美　先生 大坪　治彦　先生 村岡　伸祥　先生

11：15
～12：45

②　放課後児童健全育
成事業の一般原則と権
利擁護

⑯放課後児童クラブの
運営管理と運営主体の
法令と遵守

⑰　放課後児童クラブ
の感染症対策における
心構え

⑤児童期（6歳～12歳）
の生活と発達

⑧放課後児童クラブに
通う子どもの育成支援

講師名 真田　祐　　先生 石橋　裕子　先生 宇都　弘美　先生 大坪　治彦　先生 田中　壽美　先生

13：35
～15：05

③　子ども家庭福祉施
策と放課後児童クラブ

⑨子どもの遊びの理解
と支援

⑱　感染症にかかった
児童への対応及び児童
クラブとしての対応につ
いて

⑥障害のある子どもの
理解

講師名 真田　祐　　先生 田間　美沙緒　先生 宇都　弘美　先生 松﨑　優　先生

15：20
～16：50

⑮放課後児童支援員
の仕事内容

⑪保護者との連携・協
力と相談支援

⑫学校・地域との連携
⑦特に配慮を必要とす
る子どもの理解

講師名 宝満　志保　先生 宝満　志保　先生 田間　美沙緒　先生 松﨑　優　先生



　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度放課後児童支援員の鹿児島県認定資格研修

日　時　令和５年１月２７日（金）～令和５年１月３１日（火）

会　場　鹿屋市中央公民館

住　所　〒893-0007　鹿屋市北田町11103

１月２７日（金） １月２８日（土） １月２９日（日） １月３０日（月） １月３１日（火）

9：00～9：20 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

9：20～9：25 ガイダンス ガイダンス ガイダンス ガイダンス ガイダンス

9：30
～11：00

①　放課後児童健全育
成事業の目的及び制度
内容

④子どもの発達理解
　⑩障害のある子ども
の育成支援

⑧放課後児童クラブに
通う子どもの育成支援

⑭安全対策・
緊急時対応

講師名 真田　祐　　先生 大坪　治彦　先生 村岡　伸祥　先生 田中　壽美　先生 石橋　裕子　先生

11：15
～12：45

②　放課後児童健全育
成事業の一般原則と権
利擁護

⑤児童期（6歳～12歳）
の生活と発達

⑬子どもの生活面にお
ける対応

⑨子どもの遊びの理解
と支援

⑯放課後児童クラブの
運営管理と運営主体の
法令と遵守

講師名 真田　祐　　先生 大坪　治彦　先生 宇都　弘美　先生 田間　美沙緒　先生 石橋　裕子　先生

13：35
～15：05

③　子ども家庭福祉施
策と放課後児童クラブ

⑪保護者との連携・協
力と相談支援

⑰　放課後児童クラブ
の感染症対策における
心構え

⑥障害のある子どもの
理解

講師名 真田　祐　　先生 宝満　志保　先生 宇都　弘美　先生 松﨑　優　先生

15：20
～16：50

⑮放課後児童支援員
の仕事内容

⑫学校・地域との連携

⑱　感染症にかかった
児童への対応及び児童
クラブとしての対応につ
いて

⑦特に配慮を必要とす
る子どもの理解

講師名 宝満　志保　先生 田間　美沙緒　先生 宇都　弘美先生 松﨑　優　先生



　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度放課後児童支援員の鹿児島県認定資格研修

日　時　令和５年２月２日（木）～令和５年２月６日（月）

会　場　姶良市中央公民館

住　所　〒899-5431　姶良市西餅田589

２月２日（木） ２月３日（金） ２月４日（土） ２月５日（日） ２月６日（月）

9：00～9：20 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間 受付時間

9：20～9：25 ガイダンス ガイダンス ガイダンス ガイダンス ガイダンス

9：30
～11：00

①　放課後児童健全育
成事業の目的及び制度
内容

④子どもの発達理解
⑮放課後児童支援員
の仕事内容

⑬子どもの生活面にお
ける対応

⑭安全対策・
緊急時対応

講師名 真田　祐　　先生 大坪　治彦　先生 宝満　志保　先生 宇都　弘美　先生 石橋　裕子　先生

11：15
～12：45

②　放課後児童健全育
成事業の一般原則と権
利擁護

⑤児童期（6歳～12歳）
の生活と発達

⑨子どもの遊びの理解
と支援

⑰　放課後児童クラブ
の感染症対策における
心構え

⑯放課後児童クラブの
運営管理と運営主体の
法令と遵守

講師名 真田　祐　　先生 大坪　治彦　先生 田間　美沙緒　先生 宇都　弘美　先生 石橋　裕子　先生

13：35
～15：05

③　子ども家庭福祉施
策と放課後児童クラブ

⑥障害のある子どもの
理解

⑪保護者との連携・協
力と相談支援

⑱　感染症にかかった
児童への対応及び児童
クラブとしての対応につ
いて

講師名 真田　祐　　先生 松﨑　優　先生 宝満　志保　先生 宇都　弘美　先生

15：20
～16：50

⑧放課後児童クラブに
通う子どもの育成支援

⑦特に配慮を必要とす
る子どもの理解

⑫学校・地域との連携
　⑩障害のある子ども
の育成支援

講師名 田中　壽美　先生 松﨑　優　先生 田間　美沙緒　先生 村岡　伸祥　先生


