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令和４年６月15日  

 

各私立幼稚園等設置者・園長 殿 
 

                              (一社)宮城県私立幼稚園連合会 
                            理 事 長  鎌 田 文 惠 

                                          （公印省略） 
                       仙台市私立幼稚園連合会   

                                     会   長    菊 池 正 隆 

                                  （会長印省略） 

 
令和４年度 宮私幼・仙私幼共催 

教員研修会受講のご案内 
 

標記の研修会につきましては、総会資料等にてすでに日程をお知らせしておりましたが、下記内容の

通り開催いたします。なお、今年度も新型コロナウイルス感染防止のため，すべてハイブリッド形式（対面と

リモート）での研修といたします。貴園教員の受講につきまして、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

記 

 

1. 令和4年度 研修会＜宮私幼・仙私幼共催事業＞ 一覧  ※別紙参照 

            標記の研修は受講終了後、「研修シール」が発行されます。 

 

２. 令和4年度 宮私幼・仙私幼共催研修会 受講申込みについて 

 

（１）申込期限   令和４年 ７月 １１ 日（月）  ※期日厳守 

 

（２）申込方法   令和４年度の研修について、研修事務負担軽減を図るべく 

幼稚園ナビから研修を申込みください。 

 

           宮私幼・仙私幼加盟園の皆さま ➡ 「幼稚園ナビ」より申し込んでください。 

   ○ 「幼稚園ナビ」での申し込み方法 

・「幼稚園ナビ」より希望する各研修会の「会場参加」か「リモート参加」いずれかを選びます。 

・ 申込フォーム画面より職員管理で登録された全職員が対象として表示されます。 

参加を希望する職員の「参加」の欄に☑にチェックを入れて下さい。 

    ・ 必要事項を全てチェックしたら最後に「申込決定」ボタンを押して申込が完了します。 

    後日，ZoomのID，パスワード，各資料を各園に送付いたします。(リモート参加の場合) 

 

           会場参加の場合は日程表を確認して会場にお越しください。(マスク・研修ハンドブック持参) 

○ 幼稚園ナビから申込をした場合、研修シールには受講者の園名・受講者名が印字されます。 

     さらに幼稚園ナビ「ＭＹページ」に研修履歴が自動的に管理されます。 

       (各園でプリントアウトを行い、受講者に配布して下さい) 

 

 ○ 「幼稚園ナビ」の使い方が分からない園は、次項 【幼稚園ナビ】まだ設定されていない方へ を 

     お読みください。 
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（３）その他 ・ 新型コロナウイルス感染防止のため、受講はできるだけリモートでお願いいたします。 

・ 受講後、レポートの提出をお願いします。 

「幼稚園ナビ」よりレポートを提出してください。 

レポートが確認された後に、各園で研修シールが幼稚園ナビからダウンロード可能となります。 

 

【定員について】 各会場とも定員があります。会場参加希望が定員を超える場合は、リモート参加にご協力下さい。 

 

【幼稚園ナビ】まだ設定されていない方へ 

   過去に、加盟園全園（保育園を除く）に対して全日本私立幼稚園連合会より「幼稚園ナビ導入セット」」が届いております。 

まだ設定されていない園向けにインターネットを使った設定のご案内をします。 

 

  1. インターネット で「幼稚園ナビ_設置者向け管理画面マニュアル」をダウンロードしてお読みください。 

      

      設置者管理画面から園の登録を行います 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  ○幼稚園ナビを使用せずに研修に参加したい園は、宮私幼ＨＰの研修申込書→各研修会名を変更し、

必要事項を記入し宮私幼までメールにて申込ください。 

必ず園単位で申し込みください。(姉妹園でも別々に申込をして下さい) 

  メール名：「令和４年度研修会申込 ○○研修会」としてください 

   ※送り先 宮城県私立幼稚園連合会 Ｅメールアドレス：miyasiyo@themis.ocn.ne.jp 

 

   *「幼稚園ナビ」を使用できない園は参加者分のレポートをまとめて，宮私幼事務局までＥメール添付ファイル 

で送付をして下さい。   

※件名を「○○研修会」と必ず明記して送ってください。 

              レポート送付先：（宮私幼Ｅメールアドレスmiyasiyo@themis.ocn.ne.jp） 

レポート提出を確認した後、「研修シール」を園宛に年内中に郵送いたします。 

             この場合、発行される研修シールには園名・受講者名の記載はありません 

 

管理画面にログインするには、以下の URL にアクセスしてください。  

 管理画面へのログイン https://navi.youchien.com/company/04 
           宮城県内の園用の画面に入れます。 

画面が表示されますのでログイン ID、パスワードを入力 して、[ログイン]ボタンを 

押して下さい。  

※ログイン ID、パスワードについてはすでに「幼稚園ナビ導入セット」で各園に送られています。 

☆各幼稚園の「ログイン ID」と「パスワード」がわからない場合は宮私幼事務局までお問い合わせください。 

                                          (宮私幼事務局 ＴＥＬ022-263-7040) 

  

 各園のログインIDとパスワードを入力して、それぞれの園用の「設置者管理画面」を設定します。

   マニュアルに合わせて設定を進めて行って下さい。 
  
   職員管理（管理者限定） ← 必ず作成して下さい。 

     管理画面にログインできる職員アカウントを作成できます。また、 職員の研修履歴管理が

できます。 
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令和4年度 宮私幼・仙私幼共催研修 一覧 

講座名 開催日・会場 時 間 研修テーマ 講 師 俯瞰図番号

新任教員 
研修会 

7 月 26 日 
（火） 

東京エレクトロ

ンホール宮城 

４０１会議室 

9:45~10:45 喜びはあとから 仙台バプテスト教会幼稚園 
 渡辺 かおり ⽒ 

（Ｂ６）

10:55~12:25 
「記録の重要性」 
保育記録の重要性、方法と 
活かし方 

福島めばえ幼稚園 

副園長 伊藤ちはる氏 （Ｅ６）

13:10~14:10 子どもの安全と健康 日本赤十字協会 （Ａ３）

14:20~15:50 
子どもの安全について(危険
予知・予防)  

東北福祉大学 
准教授 石森真由子氏  （Ａ３）

主任リーダー

研修会 
キャリアアップ 
「文科省分野」

対象研修 

7 月 27 日 
（水） 

東京エレクトロ

ンホール宮城 

４０１会議室 

9:50~10:50 

 
保育の振り返り・後輩を育て
る 

ふたばバンビ幼稚園 

認定こども園泉ヶ丘幼稚園･アル

ル保育園 

認定こども園福聚幼稚園・ 

ふくじゅ保育園  各園主任 

 

コーディネーター  
認定こども園 
福聚幼稚園･ふくじゅ保育園 

園長 関 澄子 氏 

（Ｅ７）

11:00~12:00 
「労務基礎知識」
働き方改革等労働に関す
る基礎知識を学ぶ 

AIG 損害保険㈱ 
担当者 

（Ｂ６）

12:50~14:20 
講話 
「組織マネジメントの理解
～基礎編～」 

東京家政大学 
教授 和田 明人 氏 （Ｂ６）

14:30~16:00 
「人材育成」 
職場の部下・後輩を育てるファ
シリテーション

（株）ブリリアント 
奈良 りか 氏 （Ｂ６）

保育 
研修会 1 

キャリアアップ 
「文科省分野」 
対象研修 

7月28日 
（木） 

旭ヶ丘市民 
センター 

４階 

10:00~12:00 
「幼稚園での特別支援教育」
具体的な支援方法 

仙台市北部発達相談 
支援センター 

主幹 奈良 千恵子 氏 
（Ｄ３）

13:00~14:30 
「気になる子どもの理解と 
援助」家庭の支援について

宮城学院女子大学 
教授 梅田 真理 氏 （Ｄ３）

14:40~15:40 
「幼児虐待」現状と対応 

について 仙台市児童相談所職員 （Ｆ２）

保育 
研修会 2 

キャリアアップ 
「文科省分野」

対象研修 
 ※一部除く 

8 月 2 日（火）
東京エレクトロ

ンホール宮城 

４０１会議室 

9:45~10:45 
「遊びについて」保育内容と遊
びの質的向上について 

認定向山こども園 
副園長 木村 創 氏 （Ｂ３）

10:55~12:25 
「表現遊び・造形表現」幼児の
発達と絵画指導 
 

東北生活文化短大 
前教授 横山 美喜子 氏 
東北生活文化短大 
特任教授 武田 早苗 氏 

（Ｂ３）

13:15~14:45 
「保育技術・環境構成」⾮認知
能⼒を育む環境 

宮城教育大学 
教授  佐藤 哲也 氏 （Ｅ４）

14:55~15:55 

「預かり保育の実践」 ※ 
預かり保育の具体的な活動発表・
交流  教育課程にどのように 
位置づけているか＜実践発表＞ 

ねのしろいし幼稚園 
緑ヶ丘第二幼稚園 
認定こども園泉ヶ丘幼稚園・アルル

保育園  各園教諭・保育教諭 

（Ｆ２）

保育 
研修会 3 

キャリアアップ 
「文科省文野」

対象研修 
※一部除く 

8 月４日 
(木) 

東京エレクトロ

ンホール宮城 

４０１会議室 

9:50~10:50 「乳幼児の安全」 宮城県立こども病院 
看護師長 吉本 裕子 氏 （Ａ３）

11:00~12:00 
「乳幼児の保育」乳幼児に対
する保育者の関わり ※ 

認定こども園やかまし村  
宮﨑 憲子 氏 （Ａ３）

12:45~14:15 
「ICT 活用」保育現場におけ
る ICT 活用，ICT を活用し
た保育の伝え合い  

聖和学園短期大学  
准教授 上村 裕樹 氏 （Ｅ６）

14:25~15:25 

「幼児の育ち理解」写真から 
幼児の育ちを読み取る     
ドキュメンテーションを活⽤ 
した幼児理解  

(一財)全日本私立幼稚園幼児教
育研究機構  

理事 安達 譲 氏 
（Ｅ６）
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【お知らせ】 

 宮城県主催の「幼稚園教育課程宮城県研究協議会」(令和４年８月１日 開催)ならびに宮城県総合教育センター(幼稚 

園等新規採用教員研修・幼稚園中堅教諭等資質向上研修)で開催される研修についても「研修シール」が発行されます。 

 

 

 宮城県総合教育センター研修 ※研修内容詳細は宮城県総合教育センターのHPで確認下さい  

    県総合研修センター「中堅教諭等資質向上研修」はセンターのご厚意により、宮私幼加盟園の受講者は 

    ８年経過に満たない場合でも、各園の実情に合わせて受講も可能になっております。 

     「専門研修」については研修センターでの対面研修となります。<会場へお越しください> 

     コロナ対応のため、会場の定員を制限しています。会場に入りきれない場合は別室にて 

     リモートで受講していただきます。 

 

これから申込を希望される場合は、幼稚園ナビから 6 月 30 日（厳守）までに、 

お申込ください。 

 

宮城県総合教育センター 
宮城県総合教育センター １・２研修室  

名取市美⽥園⼆丁⽬ 1 番 4 号 ℡022-784-3558 

研修名 期 ⽇ 内 訳 俯瞰図番号 

基本研修(リモート) 4/28~5/27 新規採⽤教員研修 
中堅教諭等資質向上研修 

E1, F3 

専⾨研修 1 (総合教育センター) 7/6(⽔) 新規採⽤教員研修 E6,B1,B5 

専⾨研修 1 (総合教育センター) 7/26(⽕) 中堅教諭等資質向上研修 B2,F1,E3 

専⾨研修 2 (総合教育センター) 7/29(⾦) 新規採⽤教員研修・中堅教諭 合同 A1,E7,E3 

専⾨研修 3 (総合教育センター) 8/4(⽊) 新規採⽤教員研修 B3,A2,Ｅ2 

専⾨研修 3 (総合教育センター) 8/23(⽕) 中堅教諭等資質向上研修 F2,A3,D2 

専⾨研修 4 (総合教育センター) 8/5(⾦) 新規採⽤教員研修 B3,B3 

専⾨研修 4 (総合教育センター) 1/18(⾦) 中堅教諭等資質向上研修 E7,B6 

宮城県総合教育センター 
〒981-1217 
宮城県名取市美⽥園 2 丁⽬ 1 番 4 号 
企画推進班 Tel：022-784-3548 


