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◆第 62 回全国保育研究大会 参加受付中 

◆「すべての人が子どもと子育てに関わりをもつ社会の 

実現をめざして」 
 

全国保育協議会では、毎年「全国保育研究大会」を開催し、全国からおよそ 1,500 名の

参加者のもと、保育・子育て支援に関する実践者の姿勢を社会にアピールするとともに、

今日的な保育・子育て支援の実践ならびに制度等をめぐる課題について幅広く研究協議を

行っております。本年は「第 62 回全国保育研究大会」を、平成 30 年 10 月 24 日（水）～

26日（金）の 3日間、神奈川県川崎市で開催します。 

全国の保育関係者が集い、すべての子どもの最善の利益の保障にむけた私たち保育関係

者の姿勢を広く社会に発信できるよう、多様なテーマでの研究協議を深め、先駆的、効果

的な実践を学びあうことにより、全国的な保育・子育て支援の拡充につなぎ、保育実践の

一層の向上をめざすことを目的として本大会を開催します。 

2 日目は、11 の分科会にて全国の保育関係者とともに保育の研究を深めます。皆さまお

誘い合わせのうえ、この機会にぜひ川崎市へお越しください。 

 

≪研究大会の概要≫ 

（1）期日：平成 30 年 10 月 24日（水）～26 日（金） 

（2）会場：カルッツかわさき 他 （神奈川県川崎市川崎区富士見 1-1-4 他） 

（3）参加対象・定員：保育所・認定こども園等関係者、保育行政関係者、保育士養成関係者、社

会福祉協議会・保育協議会関係者 等／保育・子育て支援に関心のある皆さま（一般のかた
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もご参加いただけます） 

（4）参加費：会員 20,000 円  会員でない方 25,000円 

（5）締切：平成 30年 9月 7日（金） 

（6）主催：全国社会福祉協議会・全国保育協議会、全国保育士会／関東ブロック保育協議会、川

崎市社会福祉協議会 施設部会 保育協議会、川崎市社会福祉協議会 

（実施主体：全国保育協議会、川崎市社会福祉協議会 施設部会 保育協議会） 

※ 詳細は、全国保育協議会ホームページをご参照ください。 

全国保育協議会ホームページ（研修会・大会等案内のページ） 

http://www.zenhokyo.gr.jp/kensyu/kensyu.htm 

ウェブサイトからもお申し込みいただけます。 

 https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/zenkokuhoiku62/ 

 

 

◆第 62 回全国保育研究大会 

◆フリー発表分科会の研究発表の募集について 
 

全国保育協議会では「全国保育研究大会」の 2 日目において、保育・子育て支援関係者

が自由なテーマで研究発表し、協議・交流を深める場として「フリー発表分科会」を設け

ており、第 62回全国保育研究大会においても、下記のとおり実施することといたしました。 

この機会にぜひ、日頃の保育・子育て支援に関する研究活動の成果をご発表いただき、

子どもを主体とした実践にむけ、多くの参加者と情報共有をいただきたく存じます。多く

の皆さまのご参画をお待ち申しあげております。 

 

≪研究発表の概要≫ 

（1）発表日：平成 30 年 10月 25 日（木） ※第 62 回全国保育研究大会第 2日目 

（2）会場：カルッツかわさき、川崎日航ホテルまたは周辺施設 

※ 会場は後日ご案内いたします。 

（3）発表時間：25 分程度（研究発表：20 分、質疑応答：5 分） 

（4）募集内容：保育・子育て支援に関する研究発表 

（5）研究発表者の条件：全保協会則第 4 条に定める会員に所属する関係者または、保育・子育て

支援に係る行政関係者であること 

（6）応募締切：平成 30年 6月 29日（金） 

※ 詳細は、全国保育協議会ホームページの「フリー発表分科会の募集要項」をご参照ください。 

全国保育協議会ホームページ（研修会・大会等案内のページ） 

  http://www.zenhokyo.gr.jp/kensyu/kensyu.htm 
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◆2018（平成 30）年度 教育・保育施設長専門講座 

受講受付開始 
 

全保協では、本年度の「教育・保育施設長専門講座」の受講申込み受付を開始しました。 

平成 30年度のプログラムは、①「子ども・子育て支援新制度」のもとに策定される「子

ども・子育て支援事業計画」に基づく事業の実施にあたって、保育現場に求められる取り

組みについての情報提供をするとともにその実践を考える、②制度の変革に左右されない

現場の力や、すべての子どもと子育て家庭への支援を充実させる保育の役割についての講

義や、多彩なグループ演習の実施、③社会の要請と地域のニーズをしっかり見すえ、保育

の使命を的確に捉えつつ、子どもの最善の利益を中心として保育を発展・充実させていく

施設長の識見・力量を醸成等、現場実践を特色とした企画内容となっています。子どもの

育ちを支える現場リーダーの皆さまのご参加をお待ちしております。 

各プログラムの日程・会場等は以下のとおりです。お申込みにあたっては、全国保育協

議会ホームページ（研修会・大会等案内のページ）に掲載の受講案内をご参照ください。 

http://www.zenhokyo.gr.jp/kensyu/kensyu.htm 

 

≪講座の概要≫ 

専門講座 日 程 会 場 
受講料 

会員 会員でない方 

プログラム(1) 
平成 30年 9月 2日（日） 

～3日（月） 
新横浜プリンスホテル（横浜市） 30,000円 35,000円 

プログラム(2) 
平成 31年1月 29日（火） 

～31日（木） 
新横浜国際ホテル（横浜市） 35,000円 40,000円 

プログラム(3) 
平成 30年7月 18日(水) 

～20日(金） 
東京ベイ幕張ホール（千葉市） 35,000円 40,000円 

 

（1） 受講資格 ※次の①～③のいずれかに該当する方 

① 保育士資格または社会福祉主事任用資格を有し、現在、保育所長または保育所長に準ずる

職にある方 

② 保育士資格または幼稚園教諭免許状を有し、現在、認定こども園園長または園長に準ずる

職にある方 

③ 上記に準ずるとみなされる方 

（2） 受講申込み手続きおよび申込み期限 

「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、平成 30 年 6 月 8 日（金）までに、全国保

育協議会に郵送もしくは、FAX.03-3581-6509 に送信（添書不要）してください。 
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◆第 52 回全国保育士会研究大会 参加受付中 
「子どもの命を育み、学ぶ意欲を育てる保育の実現をめざして 

～子どもたちの笑顔！新たな時代へのステップ！～」 
 

全国保育士会では、「第 52回全国保育士会研究大会」を、平成 30年 11月 7日（水）～8

日（木）の 2日間にわたり、大分県大分市で開催します。 

今大会は、「子どもの命を育み、学ぶ意欲を育てる保育の実現をめざして～子どもたちの

笑顔！新たな時代へのステップ！～」をテーマに、全国の保育関係者が集い、保育者一人

ひとりが知識の研鑽を積むとともに、保育の研究を深めることを目的としています。 

1 日目の記念講演では、心理学者、臨床心理士の植木理恵氏にご講演いただきます。ま

た、開会に先立ち、オープニングアトラクションとして大分県警察音楽隊の演奏を予定し

ています。 

2 日目は、9 つの分科会にて 20 本以上の実践研究発表を受け、全国の保育関係者ととも

に保育の研究を深めます。皆さまお誘い合わせのうえ、この機会にぜひ大分県へお越しく

ださい。 

 

≪研究大会の概要≫ 

（1）期日：平成 30 年 11 月 7日（水）～8日（木） 

（2）会場：iichiko 総合文化センター 他 （大分県大分市高砂町 2 番 33 号 他） 

（3）参加対象・定員：保育関係者、学生等・1,500 人 

（4）参加費：会員 12,000 円  会員ではない方 13,000 円  学生 5,000円 

（5）締切：平成 30年 9月 7日（金） 

（6）主催：全国社会福祉協議会・全国保育士会／全国保育協議会、大分県保育士会 

※ 詳細は、全国保育士会ホームページをご参照ください。 

全国保育士会ホームページ（第 52回全国保育士会研究大会のページ） 

http://www.z-hoikushikai.com/kensyukai/year.php?year=2018&category=2 

ウェブサイトからのお申し込みいただけます。 

https://www.mwt-mice.com/events/2018hoikushikai52/login 
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