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はじめに 

  

放課後児童支援員認定資格研修は、平成 28 年度で二年目になりました。 

平成 27 年度には、全国各地で延 155 回実施され、修了者は 13,737 人（厚労省調査）で

した。今年度はさらに多くの認定資格研修会が実施されましたので、相当数の認定資格保

持者が誕生していると思われます。ただ、認定資格研修の中味には多様性もみられ、研修

の成果等についての統一的な点検評価はまだ実施されていません。 

 尚、すでに 2 年間の認定資格研修を実施した都道府県等からは「現任研修と認定資格研

修の関係についての具体的な対応」や「5 年間の経過措置後のあり方についての検討の必

要性」等の意見と要望等が出ています。 

 「放課後児童支援員等の研修体系のあり方等に関する調査研究会」（平成 28 年度）では、

一の研究テーマとして、「放課後児童クラブにおける研修の実態と課題」を明らかにするた

めに、全国の放課後児童クラブを対象にしたアンケート調査（抽出調査）を実施し、その

結果を分析・検討しました。特に、認定資格研修をすでに受講した人とまだ受講していな

い人を対象に質問票を配布し、研修実態を総合的に把握しました。二の研究テーマでは、

放課後児童支援員認定資格研修に資するデジタル教材を作成し、その学習効果についての

検討・考察をしました。平成 28 年度に作成したのは、科目 8「放課後児童クラブに通う子

どもの育成支援」です。 

 本報告書の第一章では、研究目的と方法について述べています。第二章では、放課後児

童クラブにおける研修実態をアンケート調査結果から明らかにしました。第三章では、デ

ジタル教材の必要性と制作の留意点に関して、支援員を含めたグループヒアリングから明

らかにしました。さらに、科目 8 の映像化の経緯と評価及び学習効果等について述べてい

ます。第四章は、各研究員による「研究のまとめと提言」です。 

 1997 年に放課後健全育成事業が児童福祉法に法定化、翌年から施行されて 20 年経過し

た現在、「設備及び運営基準」、「放課後児童クラブ運営指針」等に基づく環境整備が進めら

れています。その中心となる放課後児童支援員の研修をテーマとする本報告書が広く読ま

れ、活用されるようにと願っています。 

                               平成 29 年 3 月 

  

放課後児童支援員等の研修体系のあり方等に関する調査研究会 

                            近喰晴子（事業責任者） 

                            松村祥子（主任研究員） 
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第一章 本研究の背景と研究目的・方法（事業要旨） 

 

第一節 放課後児童支援員等の研修についての課題 

平成 27 年 4 月施行の「放課後児童支援員認定資格研修」は、それ以前のさまざまな 

研修と異なり、国の省令で定められ、すべての支援員に適用されるものである。 

すなわち、「放課後児童支援員認定資格研修」は、全国すべての放課後児童クラブに従

事する者（補助員を除く）を対象とし、その研修を受けた者だけが有資格者として認めら

れる。全国でおよそ 9 万 5 千人（平成 26 年 5 月、厚生労働省）の放課後児童クラブに従

事する者のうち、一定の要件を満たす者は平成 27 年度から平成 32 年度までの 5 年の間に

認定資格研修を受講することによって、「放課後児童支援員」として全国どこの放課後児

童クラブでも勤務できるようになった。 

政策的には「子ども・子育て支援新制度」の理念と財政的保障があり、制度的には「放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（平成 26 年厚生労働省令第 63 号）

に依拠している。そこでは、1）放課後児童支援員を支援の単位ごとに 2 人以上配置する

こと（うち一人を除き、補助員の代替可）、2）放課後児童支援員は、保育士、社会福祉士、

教員免許を保有している者等（設備運営基準第 10 条 3 項）であって、都道府県知事が行

う研修（認定資格研修）を修了した者（平成 32 年 3 月 31 日までの修了予定者を含む）と

規定されている。 

放課後児童支援員認定資格研修制度の誕生は、放課後児童クラブの発展の礎として多様

な関係者からの期待を集めているが、同時にその実施にあたっての困難もある。特に小規

模の職員で構成される放課後児童クラブで職員を研修に派遣することの負担感があること

や、都道府県及び研修運営団体が認定資格研修の意図や求められる内容を十分理解されて

いないことからくる混乱も生じている。 

 

１．放課後児童支援員認定資格研修の実施状況 

平成 27 年度末の厚生労働省調査によると、全都道府県の内 95％は民間団体等に委託し

ており、年に 2～3 回の実施、おおむね 100～150 人規模の開催が最も多かった。受講者は

15,412 人あり、修了者数は 13,737 人であった。2 年目の今年度は、都道府県の始動も早

く、全国各地でさらに多くの支援員が認定資格研修を受講したようである（平成 29 年 3

月 1 日現在では調査結果は未発表）。 

全国各地で開催された平成 27 年度認定資格研修においては、初年度ということもあり、

地域や講師による研修方法・内容の違いも見られた。科目 1 を除く他の科目の担当講師は、

70％以上の都道府県では委託先の団体が決めている。各科目の講義内容については、講師

選定より都道府県の関与が多くみられ、科目 1 を除き、委託先による決定は 50％程度であ

る。 
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研修テキストとしては、およそ 70％の都道府県で『認定資格研修のポイントと講義概

要』を使用しているが、「講師が作成したもの」（8,7％）というところもあった。修了評価

の方法は、「科目ごとにレポートを提出」（56，5％）と「1 日単位でのレポート提出」（30，

4％）が多かった。 

実施状況調査結果だけでは適切な判断は難しいが、「都道府県担当者及び委託先が認定

資格研修の意義と内容を的確に把握しているかどうか」、「レポートを提出したものを誰が

どのように点検評価しているのか」等の疑問が出てきた。来年度以降、都道府県担当者及

び研修委託先が認定資格研修への不十分な理解の状態で研修が継続されると内容的な地域

差が拡大することにもなり、認定資格研修の質的低下につながる恐れがあることにも留意

されなければならないであろう。 

 

２．放課後児童支援員認定資格研修と現任研修等の関係 

放課後児童クラブに従事する者の研修体系については、「第一に認定資格研修と資質の

向上を図るための研修を併行して実施する状況においては、都道府県だけでなく、区市町

村がより身近な場所で効果的かつ効率的な研修を行う体制の整備が望まれる。第二に、事

業者の責務として、職員の資質の向上のための研修機会確保の義務がある。ここでは、OJT

のみならず、OFF-JT を含めた現任研修の機会が確保されなければならない。第三に、放

課後児童クラブに従事する者が備えるべき資質とそのための研修体系が構築されなければ

ならない。子どもの育成支援に必要な専門知識、学校・地域・保護者との連携及び運営管

理と職場倫理などについての研修を新任者、中堅者及びリーダーなどに対して実施してい

かねばならない。その他、電子的情報技術を研修に導入することや子育て支援専門研修（放

課後児童コース）を補助員研修として活用すること」等が示されている（厚生労働省「放

課後児童クラブに従事する者の研修体系整理―放課後児童クラブの質の向上のための研修

企画検討会まとめ」より抜粋、平成 27 年 3 月）。 

上記の記述から、都道府県が実施する「放課後児童支援員認定資格研修」を柱としなが

らも、それだけに集約し他を縮小するのではなく、認定資格研修と並行して、従来からの

現任研修も実施することで、放課後児童クラブの質の向上につなげることが目指されてい

ることが分かる。 

しかし、実際に認定資格研修が開始されると、これまで都道府県及び市町村、さらには

民間団体が主導して実施してきた多くの研修の重要性の理解が不十分な状況も発生してい

る。その背景には、小規模な放課後児童クラブや非常勤職の多い体制の下では複数の研修

に派遣するほどの人的余裕がないことや、認定資格研修は新たな基準や運営指針にかかる

共通認識を持つためのものという認識が不足しているために、現任研修と重複するところ

があると誤解されていること等があるのだろう。 

平成 27 年度に地方分権の立場から、「認定資格研修の一部を現任研修で振替可能と 
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したい」「子育て支援員研修科目と読み替えが可能ではないか」等の要望がでてきてい

るのは、認定資格研修、現任研修及び子育て支援員研修のそれぞれの意義と内容を十分に

把握していないことから生じている後ろ向きの反応である。 

 

３．放課後児童支援員等の研修体系についての課題 

平成 27 年度以降は、「放課後児童支援員認定資格研修」と「放課後児童支援員等資質向

上研修事業」（都道府県及び市町村が実施する現任の従事者向けの研修に国からの補助の継

続・拡充）を併行して実施することになっている。しかし、「認定資格研修」の実施体制と

研修内容は地方自治体によって格差があるし、従来からの現任研修との調整等についても

十分とはいえない。 

このような状況の中で、放課後児童支援員等の研修体系についての課題整理するために

は、次のようなことに留意しなければならない。 

「認定資格研修」では、「放課後児童クラブ運営指針」に基づいた共通の問題意識とそ

れを実践に移すための基礎知識を学び、放課後児童支援員としての基本的理念と技能が習

得されなければならない。これは全国共通資格であるので、地域にあった事例に基づいて

講義したとしても、その内容は普遍性のあるものでなければならない。他方、「資質の向上

のための現任研修」では安全・衛生等も含めて地域性を加味した課題への対応と技術を習

得することが目指される。また、「職務を通しての研修（OJT）」ではそれぞれの職場での

固有課題解決力や個人の能力・個性の伸長を促すことが期待される。 

放課後児童支援員の勤務する場所と対象とする子どもと保護者は、多様である。しかし、

多様性にばかり対応すると、放課後児童クラブが目指す育成支援の基本が揺らぐことにな

るだろう。放課後児童支援員等の研修は、放課後児童クラブで遂行されるべき育成支援の

基本と応用を実践するために、バランスのとれた研修体系の中で実施されなければならな

い。 
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第二節 本研究の目的と方法 

放課後児童支援員等の研修をどのように組み立てて推進していくかについては、政策・

制度面だけでなく実践面でも注目されているが、先行研究は多くない。そうした中で、平

成 26 年度及び平成 27 年度に続き、平成 28 年度も研究機会を得ることができたことは幸

いであった。 

 

１．先行研究をふまえて 

放課後児童支援員の研修に関して、職務を離れての研修（OFF-JT）と職務を通しての

研修（OJT）及びデジタル教材の活用という点から調査研究した平成２７年度の研究から

は主として次のような結論が得られた。 

・全体的な傾向として、放課後児童クラブの現場においては、これまで実施してきたさま

ざまな形態の研修と、今年度よりスタートした全国共通の放課後児童支援員認定資格研修

が未整理で混在する過渡的状況がみられた。 

・OJT は、職員の日常業務に直結する研修方法として受け入れられ実施されている所もあ

るが、方法・頻度は多様であり、行政の方でも十分に把握していない。放課後児童クラブ

分野における OJT は定着しておらず、OJT 実施後の効果測定・評価についての方法論等

も確立されていない。 

・デジタル教材の制作にあたっては、科目の選定、担当講師、利用するメディアの仕様、

映像素材の選定・取材・制作、ナレータ決定等を研究目的に添っておこなった。試写会を

実施し、そこでの意見も取り入れて完成版を作成した。デジタル教材による学習の双方向

性を担保するために、確認質問と応用質問等を含めた学習方法を提示した。また補助教材・

保管データを保存・管理することにした。 

平成 27 年度は上記の調査研究を経て、次のような結論と今後の課題を明らかにした。

放課後児童クラブに従事する者の研修は、運営主体、地方自治体及び設置形態等による大

きな相違があるが、認定資格研修の充実、OJT の普及さらにはデジタル教材の活用によっ

て、人材養成のあり方は大きく改善されるであろう。今後の研究課題としては、全国で実

施された認定資格研修の点検・評価、OJT と OFF-JT のプログラム・研修モデルの構築及

び効果的なデジタル教材の開発・推進等があげられる。 

 

２．平成 28 年度調査研究の目的 

 本研究は、放課後児童支援員等の研修の現状と課題を明らかにし、有効な研修体系の 

あり方について提言することを目的としている。特に、平成 27 年度以降実施されている

「放課後児童支援員認定資格研修」においては、全国共通の内容・水準の維持と地域独自

の問題への対応力の双方を含んだものでなければならない。 

 本研究においては、放課後児童支援員等の研修の現状と課題を明らかにし、有効な研 
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修システムのあり方について提言することを目的とする。その際、今後の研修にとって 

効果的であると考えられるデジタル教材開発や e ラーニングについての実証的モデルの 

検討も併せて行うものとする。 

 

３．研究方法 

 平成 27 年度に実施した「放課後児童クラブにおける研修実態―方法と課題―」に関す

るヒアリング調査結果を踏まえて、今年度は全国規模のアンケート調査を実施する。そこ

では、放課後児童支援員認定資格研修の既修者と未修者を対象にして、認定資格研修をは

じめとする職場外での研修（OFF-JT）と、職場内で行う研修（OJT）の現状とそれに対

する支援員の意見等を調査する。また、研修にデジタル教材を導入・活用する途を拓くた 

めに、昨年度制作した認定資格研修科目 1 に続き科目 8「放課後児童クラブに通う子ども

の育成支援」の DVD を制作し、関係者による試写・意見交換会等を開催する。尚、 

デジタル教材制作に先立ち、支援員を含む認定資格研修講師等のグループヒアリングを 

実施し、行政・研修運営団体・受講者にとって効果的な教材開発についての検討を行うこ

とにした。 

 

４．本研究の進め方 

研究の進め方としては、研究会とワーキング部会を設置し、先行事例・文献調査、研修

実態調査についての対象選定、調査方法確定（調査票作成、調査者、調査日などの決定等）

及びデジタル教材の設計・作成・評価等に係る業務を遂行した。 

平成 28 年 10 月から平成 28 年 2 月末までの間に、研究会は合計 4 回開催し、研究の方

向、役割分担、調査対象及び調査票についての検討をおこなった。ワーキング部会は、ア

ンケート調査班とデジタル教材開発及びその学習効果の検討班が併行して調査研究活動を

行った。 

本研究事業の実施体制は表 1-2-1 に示す通りである。 

 

表 1-2-1 研究事業の実施体制 

（事業責任者）             （事業担当者） 

秋草学園短期大学長         放送大学名誉教授 松村祥子 

近喰晴子              放送大学准教授  高橋秀明 

                     秋草学園短期大学准教授 加賀谷崇文 

                     秋草学園短期大学専任講師 秋山展子 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

研究テーマごとの研究方法と結果については、第二章と第三章で報告し、さらに 
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第四章では各研究員からのまとめと問題提起及び今後の研究課題等を示す。調査票、引用

文献、参考文献・資料等は各章・各節末に記載し、巻末には、ヒアリング調査対象一覧表

とデジタル教材に関する資料などを掲載している。 

 

５．倫理面への配慮 

本研究における倫理面への配慮は次の通り行った。 

アンケート調査にあたっては、調査対象は厚生労働省のリストから無作為抽出し調査の

趣旨等を記載した依頼文を送り承諾された対象にのみ実施した。デジタル教材制作にあた

っての撮影はすべての対象者と保護者に事前許可を得て実施した。報告書作成に際しては、

利用者データや事例などについて研究倫理上必要な手続きを経ること及び記述においてプ

ライバシーが侵害されないようにすることに留意した。 

 

引用文献 

・近喰晴子・松村祥子・高橋秀明・加賀谷崇文・秋山展子（2016）『平成 27 年度子ども・

子育て支援推進調査研究事業報告書』秋草学園短期大学 

 

参考文献 

・放課後児童支援員認定資格研修教材編集委員会編著（2015）『放課後児童支援員都道府

県認定資格研修教材―認定資格研修のポイントと講義概要』、中央法規 

 

参考資料 

・厚生労働省（2016）「平成 27 年度放課後児童支援員認定資格研修の実施状況」厚生労働

省総務課少子化総合対策室調査 



 

第二章  

放課後児童支援員等の研修の現状と課題 

～放課後児童支援員の研修に関する 

アンケート調査より～ 
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第二章 放課後児童支援員等の研修の現状と課題 

～放課後児童支援員の研修に関するアンケート調査より～ 

 

第一節 調査の概要  

本章では、放課後児童支援員の研修の現状と課題を探るために行った、アンケート調査

の結果と考察を行う。 

昨年度行われた平成27年度子ども･子育て支援推進調査研究「放課後児童支援員の人材

養成のあり方に関する調査研究」（以下前年度研究と表記する）において、放課後児童ク

ラブ職員の様々な研修状況についての聞き取り調査がなされた。その中で、放課後児童ク

ラブの職員や、それらを管轄する団体が、それぞれの地域の現状に合わせて様々な研修活

動を行っていることが明らかとなった。一方で、研修に出す側からは厳しい勤務体制の中

で職員の研修時間を確保することの難しさなどが指摘されていた。 

また、前年度研究では職場内で職員同士で行うOJT（職場内研修）に対する現状調査が

行われた。OJTは、概念としてはまだ広まってはいないが、放課後児童クラブの現場にお

いては、ある程度自然派生的に行われており、職務の中で現場のニーズに応え得る研修方

法として今後の活用が期待されるものである。 

さて、厚生労働省は平成27年度より、放課後児童クラブ職員に対して5年以内の放課後

児童支援員認定資格研修の受講を義務付けた。この動きの背景としては、放課後児童クラ

ブで働く職員はこれまで特に何かの資格を持っていることが必須とされていたわけではな

く、そのことから職員の資質に関してのばらつきがあることが指摘されていたことがある

だろう。また、前年度研究で明らかとなったように、各地域の放課後児童クラブは独自の

研修活動を行ってきた、このことは、様々に違う生活様式をもつ地域における子ども達の

放課後活動を支える放課後児童クラブという特色を考えれば尊重すべきことではあるが、

職員の最低限必要な知識や意識を身につけさせていくという意味では、スタンダードな研

修が存在していなかったという見方もできる。 

放課後児童支援員認定資格研修は16科目24時間の研修内容が定められており、これらの

科目内容がすべての職員に定着すれば、放課後児童クラブは一定以上の水準の職員によっ

て運営されていく、より高いレベルの組織としてさらに高い専門性と社会的役割を担うこ

とが期待できる。 

一方で、放課後児童支援員認定資格研修は前年度研究ではOFF-JTにあたる職場外研修

である。前年度研究でも放課後児童支援員認定資格研修に職員を派遣することへの人員配

置の困難さや、講師の質の確保などについて不安を訴える団体も多かった。 

また、職員数が多い自治体ではかなりの人数での研修を年間に何回も行って、ようやく

5年間で全員の研修を行うことができるなどの事情もあり、放課後児童支援員認定資格研

修は講師から受講生へと一方的な情報伝達の場となっている可能性も考えられる。 
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そこで、今回の調査では放課後児童支援員認定資格研修を既に受講した放課後児童クラ

ブの職員、これから受講する職員に対して研修への期待や効果に関するアンケート調査を

行い、現場の職員が放課後児童支援員認定資格研修をどのように認識・評価しているのか

その実情を探ることとした。同時に、その他の職場外研修、職場内研修への評価と比較す

ることで、現状における放課後児童支援員認定資格研修の位置づけを明確にし、今後の放

課後児童クラブ職員の研修にあり方を探ることも目的とした。 

 

１．方法 

対象： 放課後児童クラブに所属する職員。放課後児童支援員認定資格研修を平成28年度

12月までに受講済みあるいは受講中の職員（受講済み職員）と、平成28年度12月の時点で

まだ受講していない職員（未受講職員）。 

調査方法： 平成 28 年 12 月に郵送にて全国 47 都道府県それぞれ 5 放課後児童クラブ計

235 クラブに対して、郵送にて受講済み職員用と未受講職員用アンケート用紙を同封して

送付し、3 週間以内の返送を求めた。 

その結果、45都道府県 121クラブ 216名からの返送があった。回収率は 51.49％である。

内訳は受講済み職員分 115 クラブ 115 名（男性 5 名女性 110 名）、未受講職員分 100 クラ

ブ 101 名（男性 10 名女性 90 名不明 1 名）であった。 

また、回答のあった放課後児童クラブの運営携帯は表 2-1-1 に示した通りである。 

 

 なお、アンケート送付の際に研究の目的、得られた結果を研究以外の目的で使用しない

などデータの取り扱い方法などを明記した文章を送付した。 

調査内容： 受講済みの職員用の未受講の職員用で調査内容は異なっている。以下にその内

容を示す。 

 

受講済み職員用 

① 回答者と所属する放課後児童クラブに関する情報 

年齢、性別、放課後児童クラブ職員としての経験年数、勤務形態（常勤の責任者、常勤職、

非常勤職、その他から選択）、持っている資格（放課後児童支援員、保育士、社会福祉士、

教員免許、児童厚生員、特にない、その他の中から当てはまるものをすべて選択）、所属し

ている放課後児童クラブの運営形態（公設公営、公設民営、民設民営から選択）、放課後児

童クラブの所在地、放課後児童クラブの職員数、既放課後児童支援員認定資格研修受講終

了者数 

公設公営 18
公設民営 45
民設民営 28
不明 7

表2-1-1運営形態
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② 放課後児童支援員認定資格研修以外の職場外研修について 

・年間職場外研修受講回数 

・職場外研修を受けることは職務に役立っているか。（大変役に立っている、役に立ってい

る、どちらとも言えない、役に立っていない、全く役に立っていないから選択。集計の際

には順に 5 点から 1 点とした。以下同じ。） 

・特に役立ったと思われる研修内容。（自由記述） 

・それらの研修を受けることの職場への負担。（とても負担をかけている、負担をかけてい

る、どちらとも言えない、負担をかけていない、全く負担をかけていないから選択。） 

 

③ 職場内研修について 

・職場内研修の有無 

・職場内研修を受けることは職務に役立っているか。（大変役に立っている、役に立ってい

る、どちらとも言えない、役に立っていない、全く役に立っていないから選択。） 

・特に役立ったと思われる研修内容。（自由記述） 

・それらの研修を受けることの職場への負担。（とても負担をかけている、負担をかけてい

る、どちらとも言えない、負担をかけていない、全く負担をかけていないから選択。） 

 

④ 放課後児童支援員認定資格研修について 

・放課後児童支援員認定資格研修受講状況 

・放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容が仕事に役立つことを期待してい

たか、（非常に期待していた、期待していた、どちらとも言えない、期待していなかった、

全く期待していなかったから選択。）受講してどう感じたか。（非常に役に立った、役に立

った、どちらとも言えない、役に立たなかった、全く役に立たなかったから選択。） 

・放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容が放課後児童クラブ運営指針に基

づいた活動を理解することに役立つことを期待していたか、（非常に期待していた、期待し

ていた、どちらとも言えない、期待していなかった、全く期待していなかったから選択。）

受講してどう感じたか。（非常に役に立った、役に立った、どちらとも言えない、役に立た

なかった、全く役に立たなかったから選択。） 

・放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容が放課後児童クラブの社会的意義

を理解することに役立つことを期待していたか、（非常に期待していた、期待していた、ど

ちらとも言えない、期待していなかった、全く期待していなかったから選択。）受講してど

う感じたか。（非常に役に立った、役に立った、どちらとも言えない、役に立たなかった、

全く役に立たなかったから選択。） 

・放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容が放課後児童クラブの職員同士の
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連携や情報交換の促進に役立つことを期待していたか、（非常に期待していた、期待してい

た、どちらとも言えない、期待していなかった、全く期待していなかったから選択。）受講

してどう感じたか。（非常に役に立った、役に立った、どちらとも言えない、役に立たなか

った、全く役に立たなかったから選択。） 

・放課後児童支援員認定資格研修を受けることの職場への負担。（とても負担をかけている、

負担をかけている、どちらとも言えない、負担をかけていない、全く負担をかけていない

から選択。） 

・放課後児童支援員認定資格研修の内容を復習するための DVD などの映像活用への期待。 

（とてもそう思う、思う、どちらともいえない、思わない、全く思わないから選択） 

・特に役に立ったと思う科目。複数回等可。①放課後児童健全育成事業の目的及び制度内

容②放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護③子ども家庭福祉施策と放課後児童ク

ラブ④子どもの発達理解⑤児童期（6 歳～12 歳）の生活と発達⑥障害のある子どもの理解

⑦特に配慮を必要とする子どもの理解⑧放課後児童クラブに通う子どもの育成支援⑨子ど

もの遊びの理解と支援⑩障害のある子どもの育成支援⑪保護者との連携・協力と相談支援

⑫学校・地域との連携⑬子どもの基本的な生活面における対応⑭安全対策・緊急時対応⑮

放課後児童支援員の仕事内容⑯放課後児童クラブの運営管理と職場倫理 

・ その科目を選択した理由。（自由記述） 

・ 放課後児童支援員認定資格研修に関して。（自由記述） 

 

未受講職員用 

①②③に関しては同一の内容。ただし、同一クラブから受講済み職員、未受講の職員双

方の回答が得られた場合は、所属児童クラブの情報に関しては、受講済み職員の回答を集

計に用いた。 

④放課後児童支援員認定資格研修について 

・放課後児童支援員認定研修受講予定について 

・放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容が仕事に役立つことを期待してい

るか、（非常に期待している、期待している、どちらとも言えない、期待していない、全く

期待していないから選択。） 

・放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容が放課後児童クラブ運営指針に基

づいた活動を理解することに役立つことを期待しているか、（非常に期待している、期待し

ている、どちらとも言えない、期待していない、全く期待していないから選択。） 

・放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容が放課後児童クラブの社会的意義

を理解することに役立つことを期待しているか、（非常に期待している、期待している、ど

ちらとも言えない、期待していない、全く期待していないから選択。） 

・放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容が放課後児童クラブの職員同士の
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連携や情報交換の促進に役立つことを期待しているか、（非常に期待している、期待してい

る、どちらとも言えない、期待していない、全く期待していないから選択。） 

・放課後児童支援員認定資格研修を受けることの職場への負担。（とても負担をかけている、

負担をかけている、どちらとも言えない、負担をかけていない、全く負担をかけていない

から選択。） 

・放課後児童支援員認定資格研修の内容を予習するための DVD などの映像活用への期待。 

（とてもそう思う、思う、どちらともいえない、思わない、全く思わないから選択） 

・特に役に立つと期待する科目。複数回等可。①放課後児童健全育成事業の目的及び制度

内容②放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護③子ども家庭福祉施策と放課後児童

クラブ④子どもの発達理解⑤児童期（6 歳～12 歳）の生活と発達⑥障害のある子どもの理

解⑦特に配慮を必要とする子どもの理解⑧放課後児童クラブに通う子どもの育成支援⑨子

どもの遊びの理解と支援⑩障害のある子どもの育成支援⑪保護者との連携・協力と相談支

援⑫学校・地域との連携⑬子どもの基本的な生活面における対応⑭安全対策・緊急時対応

⑮放課後児童支援員の仕事内容⑯放課後児童クラブの運営管理と職場倫理 

・ その科目を選択した理由。（自由記述） 

・ 放課後児童支援員認定資格研修に関して。（自由記述） 
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第二節 調査結果と考察  

 次に本研究で得られた結果から今回の研究の目的に合致する結果について述べ考察を行

っていく。なお、結果については必要に応じて統計などを用いて分析した。 

 

１．放課後児童支援員認定資格研修受講済み職員と未受講職員の差について 

（１）結果 

受講済み職員と未受講職員の平均年齢は、受講済み職員は 49.23（±10.81）歳、未受講

職員は 46.07（±12.77）歳であった。次に年齢に関して、それぞれの平均の差についてｔ

検定を行ったところ、t(210)=1.94,p<.10 となり、受講済み職員の平均年齢は未受講職員よ

り有意に高い傾向がみられた。 

 受講済み職員と未受講職員の放課後児童クラブにおける平均経験年数は、受講済み職員

は 8.30（±5.15）年、未受講職員は 5.09（±4.74）年であった。次に経験年数に関して、そ

れぞれの平均の差についてｔ検定を行ったところ、t(214)=4.71,p<.01 となり、受講済み職

員の平均経験年数は未受講職員より有意に長かった。 

 次に受講済み職員・未受講職員の勤務形態について調べた。それぞれの結果を表 2-2-1、

表 2-2-2 に示す。 

 

  

 

 次に受講済み職員は放課後児童支援員以外に持っている資格について表 2-2-3 に示す。 

 

 同様に未受講職員が持っている資格について表 2-2-4 に示す 

 

常勤の責任者 46 40.00%
常勤職 45 39.13%
非常勤職 23 20.00%
その他 1 0.87%

表2-2-1受講済み職員の勤務形態

常勤の責任者 7 6.93%
常勤職 53 52.48%
非常勤職 38 37.62%
その他・不明 3 2.97%

表2-2-2未受講の職員の勤務形態

保育士 社会福祉士 教員免許 児童厚生員 なし その他
36 1 41 22 27 17

31.30% 0.87% 35.65% 19.13% 23.48% 14.78%

表2-2-3受講済み職員が放課後児童支援員以外に持っている資格

保育士 社会福祉士 教員免許 児童厚生員 なし その他
21 1 23 9 45 14

20.79% 0.99% 22.77% 8.91% 44.55% 13.86%

表2-2-4未受講の職員が持っている資格
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（２）考察 

 以上の結果から、今回の調査回答者における受講済み職員と未受講職員には明確な差が

あることが推測できる。受講済み職員はある程度年齢が高く、放課後児童クラブ職員とし

ての経験が長い。さらに、責任者の割合も高いことも特徴である。それに対して未受講職

員は年齢が若く経験が浅い。さらに、持っている関連資格がない職員の割合が高いことも

特徴である。 

 これらの結果は、現場の職員に対して 5 年という期間で行われる放課後児童支援員認定

資格研修において、特に責任者が最初の段階で研修を受講したことが反映されたと考えら

れる。自治体によっては、責任者の優先的な受講を義務付けている事情もある。 

一方で、今後は経験の浅い特に専門的な背景をもたない職員の受講が増えてくることが

予想され、研修の雰囲気や水準も変わってくることが予想される。 

 また、ここで明らかとなったいくつかの要素が、放課後児童支援員認定資格研修に対す

る意識とどう関係しているのかを明らかにしていくため、放課後児童クラブにおける職員

の研修の現状と意識に関するデータの分析へと進めていくこととする。 

 

２．各研修の状況 

（１）職場外研修の状況 

 全回答者の職場外研修の年間平均回数は 2.89 回であった。また、それらの職場外研修の

効果については 4.19 点（5 点満点）という評価であった。また、研修の負担感については

2.43 点（5 点満点）という評価であった。 

 

（２）職場内研修の状況 

 全回答者の中で職場内研修を受けていると回答した職員は 118 名であった。これは回答

者の 54.63％にあたる。受けていると回答した職員の職場内研修の効果については 4.28 点

（5 点満点）という評価であった。また、研修の負担感については 2.19 点（5 点満点）と

いう評価であった。 

 

（３）放課後児童支援員認定資格研修の状況 

 放課後児童支援員認定資格研修に関しては、研修への期待を「仕事に役立つことへの期

待」「指針に基づいた活動の理解への期待」「社会的意義の理解への期待」「連携・情報

交換への期待」の 4 つの側面から質問を行った。そのため、これを「期待種類要因」とし、

研修の受講済み・未受講を「受講要因」とし 4×2 の F 検定による分散分析を行った。その

結果、2 要因の交互作用が有意であった（F(3,621)=3.152 p<.05）。そこで、単純主効果

を調べたところ、受講済み職員における期待種類要因のみ単純主効果が有意であった

（F(3,621)=9.269 p<.01）。下位検定の結果、「仕事に役立つことへの期待」がその他の
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期待に比べ全て 5%水準で有意に高いという結果が得られた（図 2-2-1）。 

 

受講済み職員に関しては、研修に対する 4 つの「期待」と「実際の評価」（表 2-2-5）の

差を比較したが、そこに統計的な差は見出されなかった。 

 

放課後児童支援員認定資格研修の負担感については 2.98 点（5 点満点）という評価であ

った。この項目に関して、受講済み職員と未受講職員の間に統計的な差は見出せなかった。 

 

（４）DVD 教材の活用について 

 DVD 教材の活用への期待に関しては全体で 3.22 点（5 点満点）であった。 

 

（５）考察 

 本項では、職場外研修、職場内研修、放課後児童支援員認定資格研修への期待や効果、

負担感などについて分析した。それぞれの項目で、期待や効果が 5 点満点中 4 点前後の数

値を示しており、それぞれの研修に対して職員が概ね高い期待と手応えを感じていること

3.75 3.8 3.85 3.9 3.95 4 4.05 4.1 4.15 4.2

仕事に役立つことへの期待 

指針に基づいた活動の理解への期待 

社会的意義の理解への期待 

連携・情報交換への期待 

図2-2-1放課後児童支援員認定資格 

研修に対する期待 

未受講職員 受講済み職員 

仕事期待に役立った
か 4.10
指針理解期待に役
立ったか 3.95
社会的意義理解期待
に役立ったか 3.90
連携等期待に役立っ
たか 3.85

表2-2-5　受講済み職員の研修の
効果に対する評価
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が推測できる。また、既に放課後児童支援員認定資格研修を受講した職員の受講前の研修

に対する期待と実際受講しての評価には有意な差がみられず、研修が職員のほぼ期待した

通りの効果を上げていることが明らかとなった。 

また、受講済みの職員は元々放課後児童支援員認定資格研修に対して「仕事に役立つこ

とへの期待」が強いこともわかった。一方で「指針に基づいた活動の理解への期待」「社

会的意義の理解への期待」「連携・情報交換への期待」に関しては若干低い期待であり、

それらは受講しても変わっていない。このことから、前項で述べたようにある程度経験や

専門性を持っている職員であっても、この研修が自分たちの職業アイデンティティの向上

や意識の共有、情報交換の場としての意味合いを見つける意識がやや低いことが考えられ

る。このことについては次項にてさらに分析・考察を行う。 

 また、質問の形式の違いから統計処理は行っていないが、放課後児童支援員認定資格研

修の負担感がやや高いことも気になるところである。前年度調査ではこの研修により、よ

うやく全ての放課後児童クラブ職員への研修が義務付けられたことに対する肯定的な評価

が見られたが、逆に一部の職員に研修を受けることへの抵抗感があることも考えられる。

一方で、受講済み職員と未受講職員の負担感に関する数値に有意な差はなく、負担感が職

員の研修に対する出足の鈍さにつながっているという状況はないのではないかと推測され

る。 

 放課後児童支援員認定資格研修の予習復習などに DVD 教材を役立てることへの期待は

3 点第前半とやや低かった。DVD を役立てるためには、実際にそれらを用いた教育システ

ムを示す必要があると思われるが、そのことについては次章で述べていく。 

 

３．現場で期待・評価される研修 

（１）結果 

 職場外研修において役にたつと評価される研修内容（自由記述）について大まかな内容

でカテゴライズした結果を表 2-2-6 に示した。 
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 次に、職場内研修において役にたつと評価される研修内容（自由記述）について大まか

な内容でカテゴライズした結果を表 2-2-7 に示した。 

 更に、放課後児童支援員認定資格研修の 16 科目の中で受講済み職員が特に役立ったと

した科目を調べ、科目ごとに何人の職員が選んだかを表 2-2-8 に示した。同様に、未受講

職員期待している科目についても表 2-2-9 に示した。 

 

内容 人数 内容 人数

発達障害（気になる子） 10 発達障害（気になる子） 13

緊急・救急対応 6 緊急・救急対応 9

障害・障害児 4 障害・障害児 6

支援を要する児童 4 遊び・活動 6

アレルギー・食事 4 保護者対応・相談 4

保護者対応・相談 3 防災 2

子どもの対応・理解 3 支援を要する児童 2

発達支援 2 安全・衛生 2

配慮を要する児童 1 アレルギー・食事 2

遊び・活動 1 配慮を要する児童 1

安全・衛生 1 特に配慮を要する児童 1

特に配慮を要する児童 0 発達支援 1

グレーゾーン 0 子どもの対応・理解 1

防災 0 グレーゾーン 1

その他 16 その他 18

受講済み職員

表2-2-6　職場外研修で特に役立ったと評価された内容

未受講職員
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内容 人数 内容 人数

子どもの対応・理解 7 緊急・救急対応 7
保護者対応・相談 4 子どもの対応・理解 6
発達障害（気になる子） 2 保護者対応・相談 3
遊び・活動 2 発達障害（気になる子） 3
緊急・救急対応 1 支援を要する児童 3
障害・障害児 1 安全・衛生 3
支援を要する児童 1 障害・障害児 2
安全・衛生 1 アレルギー・食事 2
グレーゾーン 1 遊び・活動 1
アレルギー・食事 0 発達支援 1
発達支援 0 グレーゾーン 0
配慮を要する児童 0 配慮を要する児童 0
特に配慮を要する児童 0 特に配慮を要する児童 0
防災 0 防災 0
その他 8 その他 14

表2-2-7　職場内研修で特に役立ったと評価された内容

受講済み職員 未受講職員

⑥障害のある子どもの理解 63人 54.78%
⑦特に配慮を必要とする子どもの理解 53人 46.09%
⑩障害のある子どもの育成支援 51人 44.35%
⑪保護者との連携・協力と相談支援 42人 36.52%
⑤児童期（６歳～１２歳）の生活と発達 40人 34.78%
④子どもの発達理解 38人 33.04%
⑨子どもの遊びの理解と支援 38人 33.04%
⑭安全対策・緊急時対応 37人 32.17%
⑫学校・地域との連携 34人 29.57%
⑧放課後児童クラブに通う子どもの育成支援 33人 28.70%
①放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容 29人 25.22%
⑬子どもの基本的な生活面における対応 27人 23.48%
⑮放課後児童支援員の仕事内容 26人 22.61%
②放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護 23人 20.00%
⑯放課後児童クラブの運営管理と職場倫理 22人 19.13%
③子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ 16人 13.91%

表2-2-8　受講済み職員が特に役に立つとあげた科目
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 なお、これらの科目を選択した理由について自由記述を行ってもらったが、アンケート

の関係から対応がわかりづらかったため、その内容については章末に資料として掲載した。 

 

（２）考察 

 本項では、各研修における放課後児童クラブの職員が役に立ったと評価する内容と、放

課後児童支援員認定資格研修の 16 科目に対する期待と評価について調べた。 

 職場外研修に関しては、「発達障害（気になる子）」に関する研修が圧倒的に評価されて

おり、また、「支援を要する児童」などそれに類する内容を含めると、さらに評価した人数

が多かった。放課後児童支援員認定資格研修の 16 科目においても科目 6「障害のある子ど

もの理解」科目 10「障害のある子どもの育成支援」は 40％を超える受講済み職員から特

に役立ったと高く評価されており、また、科目 6「障害のある子どもの理解」は未受講職

員からも最も高い期待を持たれている科目でもある。このことから、現在の放課後児童ク

ラブの職員は発達障害を抱える子どもへの対応に関して特に高い関心を持っており、また

専門的な知識を学ぶことがそれらの子どもたちへの関わり方への向上につながって来ると

感じていることが明らかとなったといえる。また、保護者対応・相談についても同様に職

員が高い関心を持っていることが結果から見て取れる。 

 発達障害に次いで、職場外研修で高い評価を受けていたのは「緊急・救急対応」である。

緊急・救急対応は職場内研修においても、主に未受講職員から高い評価を得ており、また

放課後児童支援員認定資格研修では同内容を多く含むと思われる科目 14「安全対策・緊急

時対応」が未受講職員から高い期待を寄せられている。一方で、科目 14「安全対策・緊急

時対応」は未受講職員の期待に対して、受講済み職員の役に立ったという選択がやや低か

⑥障害のある子どもの理解 42人 41.58%
⑦特に配慮を必要とする子どもの理解 41人 40.59%
⑭安全対策・緊急時対応 41人 40.59%
⑨子どもの遊びの理解と支援 40人 39.60%
⑪保護者との連携・協力と相談支援 33人 32.67%
⑤児童期（６歳～１２歳）の生活と発達 30人 29.70%
⑩障害のある子どもの育成支援 30人 29.70%
④子どもの発達理解 29人 28.71%
⑬子どもの基本的な生活面における対応 25人 24.75%
⑧放課後児童クラブに通う子どもの育成支援 20人 19.80%
⑫学校・地域との連携 17人 16.83%
⑮放課後児童支援員の仕事内容 16人 15.84%
①放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容 9人 8.91%
⑯放課後児童クラブの運営管理と職場倫理 8人 7.92%
③子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ 5人 4.95%
②放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護 4人 3.96%

表2-2-9　未受講の職員が期待しているとあげた科目
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った。 

 このことについては以下の理由が推測される。 

まず、まだ放課後児童支援員認定資格研修を受けていない経験が浅く専門的な資格を持

たない職員にとって、子どもの安全を守る事への不安が強いことが挙げられるのではない

だろうか。 

また、放課後児童支援員認定資格研修の 16 科目中 13 科目は期待する未受講職員のパー

センテージよりも、役立ったと選択する受講済み職員のパーセンテージが上がっている。

しかしながら、科目 9「子どもの遊びの理解と支援」科目 13「子どもの基本的な生活面に

おける対応」科目 14「安全対策・緊急時対応」の 3 科目は期待する未受講職員のパーセン

テージよりも、役立ったと選択する受講済み職員のパーセンテージが下がっている。科目

14 が典型的な例であるが、科目 9・科目 13 についても近い内容と思われる「子どもの対

応・理解」「遊び・活動」が職場内研修で役立ったことがあげられている。これらのことか

ら、緊急・救急対応や、日常の子どもへの対応、遊びを通した活動というテーマに関して

は、座学における知識よりも、より具体的な方法や実習的な研修を求めており、そのこと

が先に述べた結果をもたらしたと考えられる。また、放課後児童支援員認定資格研修にお

いては、このような部分については研修後の職場あるいは自治体での積極的なフォローア

ップが求められる。 

放課後児童支援員認定資格研修においては、科目 1「放課後児童健全育成事業の目的及

び制度内容」科目 2「放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護」科目 3「子ども家

庭福祉施策と放課後児童クラブ」科目 15「放課後児童支援員の仕事内容」科目 16「放課

後児童クラブの運営管理と職場倫理」といった放課後児童支援員の専門性や放課後児童ク

ラブの役割についての包括的な科目に対する期待と評価が低かった。特に、科目 2、3、16

は未受講職員からの期待の低さが目立つ。上で述べてきた結果などと合わせて考えると、

放課後児童クラブの職員の研修に対する意識は、いま自分たちが日常の仕事において「困

っている状況」を打破するためのものと捉えており、放課後児童支援員認定資格研修もそ

の延長として意識づけられていると思われる。一方で、これらの科目は放課後児童クラブ

および放課後児童支援員が、社会的な役割を高い水準で保っていく上で必須となる内容を

含んでおり、ここに職員の意識を高めていく必要がある。これらの科目に関して未受講職

員の期待するパーセンテージよりも受講済み職員の役立ったパーセンテージは高くなって

おり、放課後児童支援員認定資格研修が現状として職員の専門性に対する意識向上をもた

らす役割を若干果たしているとはいえるが、その効果検証は今後の課題であろう。また、

これから受講する職員に対して、事前にモチベーションアップを働きかける関わり方も大

切といえる。 

今回の調査結果からは、放課後児童支援員認定資格研修をはじめとする様々な研修に対

して、放課後児童クラブの職員が比較的高い期待や評価をしていることがわかったが、一
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方で、「対症療法」的な研修を期待している側面があるのも事実である。そこで次節では、

放課後児童支援員認定資格研修に対する回答者の自由記述内容を分析し今後の放課後児童

クラブの研修に対する課題を考えていくこととする。 
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第三節 放課後児童支援員等の研修に関する今後の課題   

（１）放課後児童支援員認定資格研修に対する回答者の自由記述内容に関して 

放課後児童支援員認定資格研修に対する受講済み職員の自由記述内容を表 2-3-1 に示す。

また、未受講職員の自由記述内容を表 2-3-2 に示す。 
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フォローアップ研修を望みます。 アフターフォロー

児童の預かり時間帯に研修会が設定されると参加人数が限定されたり、見送ったりすることになるため研修時間
帯を考慮していただけるとありがたいです。 環境

全ての市町村レベルで行ってもらいたい。遠い、回数が多いなど困る。 環境

研修が午前で済むと助かる。 環境

今回は自分たちのクラブは研修に参加させてもらえないようなのですが毎年受講できないのでしょうか。時期も冬
ではなくゴールデンウィーク明け等だとありがたい。 環境
せっかくの研修ですので真剣に取り組んでいましたが周囲では私語や別のことをしている方、携帯の着信等で集
中力を乱す光景が度々見られました。少なくとも他人の勉強を妨害するような方には退出を促していただき、資格も
与えないでほしいです。同じ支援員として腹立たしかったです。

環境

研修を行う時期が１２月は個別懇談等半日日課で子どもの下校が早いので研修により支援員が手薄となる。また
１２月は行事が多いので行う時期を検討してください。１０月11月等。 環境

研修場所が遠かったのでもっと近いところで受講できたらと思った。 環境

児童クラブ開設時間の研修は避けてほしい。 環境

昨年は土日に研修を受講しました。平日の午前中に研修会を行ってほしかったです。 環境

開催場所がバラバラで通うのが大変だった。日曜日の研修は厳しい。 環境
当日のレポート用紙にも記入しましたが１２月は学校の個別懇談が予定されているところが多いと思いますので、
できれば１１月中には終了して欲しいと思います。グループワークも時間を割いてほしい。 環境・内容
大変でももう少し時間をかけて年間に渡り勉強していくことは出来ないものかと思います。(支援員認定資格研修は
支援員としての基本を学ぶために必要であると思いますので。) 制度

夏休み等の長期休暇の時期はやめてほしい。 制度

数日の研修であるが一回のみでは理解が難しい。各項目ごとにもっと研修の必要ありと思う。 制度
たくさんの講師の方のお話を聞きましたが現場とかけ離れている話が多く持論を話していると印象を受けました。
受け狙いの漫談のような講義もあり残念です。私たちの県は他県と比べて学童運営は遅れていると思います。公
設公営が多く市が運営していると担当が頻繁に変わりそのたびに崩れます。現場に足を運ぶことが少なく、話して
も理解を得られないことも多々あります。このような研修はまず、運営している人がしっかり受講し教室の支援員に
すべてを任せるのではなく、学校・地域との連携や教室同士の連携がうまくとれるようにしてほしいと思います。私
のところは常勤とはいえ全員が嘱託員で中途半端な雇用状況なので若い人が職業として来ないので年金を受給
しながらの方が多くいます。保育士がよく取り出されていますが学童支援員はもっと劣悪な状況だと思います。もっ
とも正式な職業となるよう変えていけないでしょうか。結局子供たちに影響があるような気がします。 内容・制度

他クラブとの交流がもっと多いほうがいいと思った。 内容
放課後児童支援員の認定資格なので放課後児童クラブに特化した研修がよかった。講師によっては養護施設のこ
とを話したりと参考にならないものがあった。 内容
認定研修はこの形でやるしかないのかもしれませんが、現場での実情など具体的な事例を多くいれた講義があっ
たらよかったと思います。 内容

実践に役立つことが学べる研修がうれしい。 内容
放課後児童クラブの在り方から子ども同士の支援まで幅広く学ぶことができたのでよかったと思う。でも、よく学ん
だことによりクラブと学校、地域の連携の無さや実際の支援員としての役割が思うように機能していないことが課題
であること等、求められているものと現場の違いが大きいことが分かった。それをどのように変えていくようにしたら
いいかを教えてほしいと思った。 内容

認定資格研修も、その開催主体(開催団体)によってかなりレベルが違うのではないかと思います。県主体の資格
研修はレベルも高くなく、講師陣も寄せ集めのような方も居られましたが自費で受けたある大学教授達の(NPOか
も？)による研修はレベルも高く自分達に足りないもの、不足している知識等大変すばらしい研修でした。せっかく
の研修なので有意義な研修にして頂けると幸いです。 内容

私の受けた研修カリキュラムでは各講義の後５分ほどの間(休憩時間)にレポート(アンケートのような)をさーっと書
かなければなりませんでした。一生懸命受講したのですからレポートもきちんとしたものを提出させてほしかったで
す。しかしながら今後の職務に活かせることばかりでとてもありがたい研修でした。 内容

大変有意義な研修ありがとうございました。 内容

研修での講師は科目によっては支援員以外の専門分野の講師がいいのではないかと思います。又、テーブルの
ない座ったままでのレポート書きは書くこと（レポート）ばかり気になり講師の話の内容が頭に入ってこなかった。
又、科目と科目の休憩１０分程度のため人が多いのもありレポートかきに時間がとられ我慢することがあり大変な
思いをした。 内容

学童保育の歴史についてもう少し言及した方が良い。先人達の努力と過した者達のおもいが私達のような豊かな
時代の下地になっている。参加者個々の持つ専門性はとても差が大きく議論が深まらなかったり講師の役にたつ
話が宙に浮くようなもったいない場面が多数あったが個人的には対話をし努力した。 内容
放課後児童の建物等の環境にも触れられてはいましたが、実際は狭い場所で遊ぶ場所もない有様。決していい環
境とは言えないところが多いのではないでしょうか。資格と同じ位大切なことと思います。同時進行でお願いしたい
と切に考えております。 その他
以前勤めていた学童のように支援員が主事となる学童だととても役に立ったとおもうが、今は保育園内の学童のた
め、正直理想は研修内容のような活動ができればいいが現実無理だなと思うものが多かった。 その他

表2-3-1　受講済み職員の放課後児童支援員認定資格研修に関する自由記述内容
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 前節で述べた、アンケートの数量的な結果からは放課後児童支援員認定資格研修に対す

る比較的肯定的な結果がみてとれたが、自由記述に関しては現状に対して批判的な内容も

多かった。 

それらをまとめると、第一に認定資格研修を受けることへの時間的負担に関する内容の

ものがあった。この件に関しては、未受講職員からの受講への制限に対する不満・不安も

あり現場の職員が通常の職務との兼ね合いで悩む様子が推測できた。 

第二に講師の質のばらつきに関する不満や、講義内容と現場の状況の不一致に関する不

満があった。前節で述べたように、放課後児童クラブの職員は研修が「仕事に役立つこと」

を求めており、講義内容がその期待通りではない場合があることを示唆している。 

第三に研修の内容を役立てるためには、認定資格研修を受けるだけでは不十分でありア

フターフォローが必要だとする意見であった。研修に対しては、時間の短さを不安視する

声と、上で述べた時間的負担の双方が述べられている。現実的には認定資格研修自体でこ

れ以上の時間を確保することは難しく、アフターフォローはその解決策として様々なレベ
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ルで行われることが大切である。 

 また、研修の際の運営・進行面に関する不満や、他の受講生の意識の低さなどに関する

不満もあった。今後は、放課後児童支援員認定資格研修の実施状況についてもさらなる調

査を行っていく必要がある。 

 

（２）放課後児童クラブに対する聞き取り調査について 

 ここまでアンケート調査で明らかとなった結果について述べてきたが、今後の展開に向

けて、一箇所の放課後児童クラブで放課後児童支援員認定資格研修についての聞き取り調

査を行った。 

 調査は平成 27 年度に研修を受けた支援員に対して行った。以下その内容をまとめる。

今回の聞き取り調査ではでアンケート調査で明らかとなった内容とほぼ一致した結果が得

られたといえる。 

 

 

（３）放課後児童支援員等の研修に関する今後への提言 

 本章でのここまでの結果と考察から、放課後児童支援員等の研修に関して以下のように

提言したい。 

・放課後児童クラブ職員は、特に子どもの発達障害や保護者相談、緊急時対応などへの意

識が高く、研修内容はその領域を網羅する必要がある。 

・放課後児童クラブ職員は、子どもの遊びや関わり方については具体的な内容を研修に求

めており、そのような内容に関しては OJT などの研修方法をより広く取り入れていく必要

がある。 

・放課後児童クラブの職員が求める内容を指導することができる研修担当講師を育成して

いく必要がある。 

・一方で、研修の内容が「対症療法」的なものに終始しないよう、職員が自らの専門性や

社会的役割などについて包括的視点を持てるよう意識づけていかなければならない。 

・放課後児童支援員認定資格研修に関しても、ここまで述べてきた提言がそのまま当ては

まると思われるが、時間的な制限や研修のスタイルの制限上から、アフターフォローを行

っていくことが重要である。このことについては、厚生労働省や自治体の担当部署が積極

的に推奨していく必要があるだろう。 

・今後、放課後児童支援員認定資格研修は、比較的経験が浅く専門的な資格を持たない責

自分は幼稚園免許を持っていたため免除科目もあったが全ての科目を受講した。最初は難
しく内容が理解できなかった。期待していたのは、いかに子どもと接するかという関わり方に
関する内容。児童憲章やクラブの運営に関する理論的なものはあまり期待していなかった。
児童の発達についてはクラブの子どもの様子が重なって考えられたのでよかった。この研修
を受けないと仕事ができなくなるので、自分を含めて皆必死で真剣だった。一日4単位4日間
という日程は厳しい。その後フォローアップ研修があり、それで認定資格研修の内容につい
てもフィードバックできた。
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任的立場にない職員の受講が増えてくる。また、これらの職員は放課後児童支援員認定資

格研修における自らの専門性や社会的役割などについて包括的視点を含む科目に対する期

待が低い。そのことに対して、事前にモチベーションアップを図る何らかの働きかけが必

要なのではないだろうか。 

・期間内での受講に対して不安を覚える職員も多い。今回の調査において回答のあった 101

名の未受講職員の 101 名のうち 70 名はまだ受講の予定が決まっていなかった。各自治体

が、平成 31 年度までの計画的な研修予定を提示していく必要もあるだろう。 
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資料 

 

 

発達に関する仕組みなどを学べた。 発達

子ども達の年齢別の発達を学んだことで、日常子どもと接するときの目安を見つけることができた。 発達

発達理解については何度聞いても振り返ることができて良い。安全対策緊急対応最新の情報が聞けて良い。危機感
も感じれた 発達 安全 緊急時対応

支援員として初めてのことなのですべてのことが勉強になります。子どもの考え方や行動についても「なるほど」と納
得することばかりでした。 発達

子どもの発育に合わせて理解していくこと、子どもの立場をフォローしていくきっかけが分かる。 発達

自分の子どもも児童期になるので子育てに役に立た。もちろんクラブでも実践してみるとうまくいくこともあった。 発達
目的や制度の内容を知るのはもちろんのことだが実際は子どもや親といった生身の人間を相手にする仕事なので、子
どものことを知っているのと知らないのでは対応の仕方が変わってくるから。 子どもの理解

児童の関わり支援を学び生活の中で役に立っています。 子どもの接し方

遊びが子どもたちが育ち合うのにとても大切だと思うから 遊び
○○で勤務している方が講師で、非常に楽しく講義を受講することができた。すぐ遊びの中に取り入れることもできて
有意義だった。 遊び
実際の保育の現場で欠かせないことだと思うから。特に近頃は「連携」ということの重要性について感じることが多々
ある。 連携
私たちが子育て支援という立場で様々な児童を指導し、見守り、育成していくうえで、保護者、学校、地域との連携や
信頼関係を築くことは重要で不可欠と感じる。 連携
対象となる子ども達への対応は日々悩みの種であります。職員同士話し合っても、手だてが分からず途方に暮れるこ
ともしばしば　詳しい事例等聞くことができたので。 支援の在り方
未だに子どもたちの接し方、叱り方はこれでよかったのかと自問自答しています。自分の自信の無さからくるものもあ
ると思うのでしっかり受講し資格を得て自信をつけたいとおもいます。 支援の在り方 自信がついた
大きな施設の方の講義でしたが常に一番大切だと思っている安全対策、緊急時対応について参考になる点がたくさ
んあり、現場に生かせると思った。 安全 緊急時対応

児童クラブでの実際の安全対策　緊急時対応など聞けたり、使っているものを見れたりして参考になった。 安全 緊急時対応

アレルギーをもつ子どもへの配慮等とても役に立った。 アレルギー
グレーゾーンの子ども達、保護者とのかかわり方、今一度勉強したい。今現在避難訓練、緊急時対応していないので
すぐ実行しなければと思う。 グレーゾーン 保護者対応 緊急時対応
障害のある子どもへの学習はよかったと思います。現在そういう子はおりませんが～。でも勉強したことはよかったと
思います。ただ普通と思われる児童でも色々な問題があります。(家庭も含め)割合としては多いので他方面にわたる
学習も～。 障害児対応

障害のある子どもは増えてきているような気がするので、そのための支援や接し方などが役に立った。 障害児対応

障がい児さんを多くお預かりしているので大変勉強になりました。 障害児対応
児童期に関することの内容が学生時より濃いものだったため。障害のある子、その家庭も葛藤を抱えているということ
が理解でき、支援に対する姿勢を考えることができた。 障害児対応

障害のある子どもについての正しい理解が深められました。 障害児対応
放課後児童支援員だからというよりも、今の子どもたちの生活全般について理解したいと思います。障害のある子、
配慮を必要とする子等家族全体を理解することがとても大事だと思いました。 障害児対応

障がい児に関わっているため。 障害児対応
教室内で特別支援学級の子どもの割合が多く、大変なことがたくさんあった中で、どのように支援を進めていくことが
必要かが知り得ることができたと思うから。 障害児対応
きちんと制度を学ぶのも大切だった。障害のある子どもに苦労をしているのでまずは知識として勉強するのは有意義
でした。 障害児対応
障がいのある子どもの理解については専門的な知識がないので大変役に立った。これまでにも障害のある子どもへ
の支援についての研修を受けたことがあるが何度受講しても大変役に立つと思う。 障害児対応
障がいのある子どもへの対応については毎日の課題です。認定のないグレーゾーンの子どもが複数いるため２人の
職員でクラブをうまくまとめていかなければならず、専門的な知識や実践例はとても役に立ちます。 障害児対応
現在、軽度の障害のある子どもを受け入れているので対応について学ぶことができた。 障害児対応

障害のある子どもとの関わりに特に役に立ちました。 障害児対応
育成事業の細かい内容や法的義務等についてはあまり知らなかったので詳しく学べてよかったです。発達障害につ
いての配慮する点等も詳しく教えてくださって大変役に立ちそうです。 発達障害
配慮を必要とする子どもが近年増えてきているので大変役に立ちました。保護者とのかかわり方の参考になりまし
た。 配慮を要する児童

今後増えてくる特に配慮を必要とする子どもの理解は具体例をあげて説明していて頂けたのでとても勉強になりまし
た。 配慮を要する児童

配慮が必要な子が年々増えてきているため。 配慮を要する児童

保護者への対応の仕方が分かった。 保護者対応

支援員という仕事が明確に示されていた。今まではどことなく見えない、分かりずらいという印象だった。 職務理解

分類

資料1　役立った科目を選んだ理由（受講済み職員）
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放課後児童クラブのあり方を改めて確認することでこの仕事の大切さをより感じることができた。また、様々な対応へ
の心構えができたため。 職務理解 対応の心構え

日々やっている仕事の見直しと振り返りに役に立った。 職務理解

学童の仕事内容をあらためて見直すことができた。 職務理解

普段の仕事を再確認することができた。 職務理解
研修時に学童は７時間目ではない。学校の延長ではなく、自主的に活動できる場所を提供し、遊びが大切で支援員
は遊びの知識を持ち、指導しなければいけないということを学んだ。それ以降、下校が早い時などインターネット等で
調べた遊びを子どもたちと楽しむことが多くなった。 職務理解

放課後児童クラブのあり方を詳しく知ることができる。 職務理解

児童クラブの必要性と子どもの育成支援育成事業の制度 職務理解 制度理解

国の制度が少し理解できた。 制度理解

「放課後児童クラブ」なるものの法的な位置づけ、制度内容など原点となるものをしっかり学べたので。 制度理解
放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容の中で基準と運営方針について正直、講義一日目から難しく戸惑い
ました。今回の研修のように運営に関する基準・指針について奥深く学ぶ機会も少なかったので受けることができてと
ても良かったです。また、数十年前に受けたこどもの基本的な生活面安全対策遊びの理解、そして学校地域保護者
との連携などこれまでの自分自身を省みる良い機会だと思いました。また、障害のあるこどもに対しての育成支援と
理解についても言葉かけだけではなく支援の仕方があると発見できてよかったです。 制度理解 障害児対応 連携
改めて法令制度について学ぶことができた。「遊び」の意味を良く理解できた。資格取得以外でも現場に生かせる内
容だと思う。 制度理解 遊び
育成事業の制度内容等は、理解しておくことが大事だと思う。児童を支援するうえでとても役に立つ内容であった。連
携の大切さを学んだ。 制度理解 連携

制度的なことや法的なこ、専門的なことは紙面で読むだけでは分かりにくいので講義していただき理解できた。現場
での活動等は参考になったが、それぞれの母体規模も違うのですぐかつようできるかというと難しい。 制度理解 課題

今後の児童館の運営がスムーズにできると思うので その他

そのような子どもが多く関心があった。 その他
しっかり教材を使って学び、文章化されていたので頭に入りやすかった。毎回振り返りシートを書いたのも頭を整理す
るうえではよかった。 その他

学童保育についての研修を以前から受けたいと思っていたので大変有意義な時間に感じたから。 その他

項目ごとに詳しく学ぶことができたから。 その他
学童を理解するために必要、毎年研修を重ねていくうえでの基本を学ぶには必要、これから先を考え行動するために
参考になると思う。 その他

講師の先生がとてもよかった。現場経験のある方の話は実態をよく知っているため、ためになった。 その他

日々の仕事に直結する内容のものは助かりました。 その他

仕事をしていく中で多くの子どもの中にいても気になることが多く支援も多く必要とするため その他
今回の研修はどの項目も自分が仕事していく上にとても役立つ事柄だったと思う。特に○○大学の先生の講義は経
験を踏まえての話が多かったので参考になりました。 その他

現在クラブで直面している問題に直結しているから。 その他

普段の過ごし方を充実させるうえで必要な知識と感じるため その他

より充実した放課後児童育成を行っていきたいと感じた。 その他

外部ではなかなか情報を得る機会がないので必然的にそういった機会を与えられたから。 その他

実際にいた。来なかったが心が乱れないよう気を付けたい。 その他

他の学童保育の現状を通して問題と感じていることは規模が小さくても同じかなと思った。 その他 課題

実際の現場で必要なことを細かく教えてもらった。 その他

子ども、保護者、職員など人に対する対応が一番大切だと思うので。 その他

普段と違う研修内容だったので。 その他

事例を聞き似たような子どもが来所していたので その他
こちらから(支援員)の指示ばかりではなく、子ども達自身が考え目標を達成していくということが大切。そのためには
色々な経験や体験をできるように私たちが支援していくことが大事。いろんな価値観があることを知れるよう、見守るこ
とも大事。 その他

すぐに実践できることが多い。 その他

講師の先生の話し方が分かりやすかった。 その他

上記の項目の理解や対応の仕方を深めクラブの運営をより円滑にしたい その他

資料1　役立った科目を選んだ理由（受講済み職員）続き
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学童期の発達を理解したい。年々保護者対応が難しくなってきている。 発達 保護者対応

子どもの発達などを理解したうえで支援していければと思うから。 発達

今の小学生の姿が分からず、児童発達、支援理解などが役に立った。 発達 支援方法

子どもの発達への理解が必要な仕事と思う。保護者へ話を伝える事も伝え方の工夫など知りたい。子どもが安全
に過ごせるために関わることを学びたい。 発達 保護者対応 安全の工夫

児童期の発達については、テキスト化したものがなく他クラブの実践や「日本の学童保育」誌で自主的に学ぶしか
手立てがなかった。支援者としての視点、目が磨かれ多様に思う。 発達

子どもの発達についてよく把握をしていないのである程度の知識がはいっていいと思う。 発達

年齢別による成長、必要とする支援の内容を知っておきたい。 発達

子ども一人一人を理解するために 子どもの理解

子どもについて理解したい。 子どもの理解

子どもの接し方に参考になると思うので。 子どもの接し方

私の職場(４月異動で来た)では子どもへの理解ができていない一部の強い人が大人中心の生活を子どもたちに強
いているのがとても気になる。もっと子どもについての理解を研修を通して深めてほしい。 子どもの接し方

子どもとの接し方について学びたい。 子どもの接し方

現場で子どもに対しての接し方。対応の仕方を知りたい。 子どもの接し方

接し方や声をかけるときに役に立つと思うので。 子どもの接し方

子どもに接するときの自分自身のありかた 子どもの接し方

年齢によっての遊び方理解、支援の対応についてよりよく学びたいです。 遊び
学童という短い時間の中で子ども達がより楽しめるよう遊びの種類も増やしていきたいし、一つの遊びをより深く工
夫などして充実した時間を過ごしてもらいたいから。 遊び
子どもは自分たちで遊びを考えて、また自分たちで遊びを作って遊んでいて感心させられることがたまにある。子ど
もの世界で遊びを理解し、関わり方を知ればもっと指導の幅も広がると思ったから。 遊び 子どもの接し方

学校地域とは切り離せないので。 連携
特に学校、地域との連携の取り方などとても参考になった。学校との交流ができていないのでグレーゾーンにいる
子ども達の理解と支援の在り方など。 連携
預かっている子ども同士でトラブルやケガが発生したとき、支援員はどこまでどう関われば良いのかケースバイ
ケースだとは思うが一般的な事例など知りたい。 子ども同士のトラ ブル対応

日常の子どもの姿の中で本来の在り方に理想を押し付けてしまっているのではないかと思い受講したい。 支援の在り方
子どもと日々接する中で得た経験的な視点とはまた別に学問的な視点から子どもの様子、環境、状況等を見て理
解し保育にあたれることができるように感じるから 支援の在り方

子ども達と関わって行くうえで実践的な支援につながる研修を受けたい。 支援の在り方

虐待事例の数の多さに驚かされた。親との関わりの大事さ。 虐待

緊急時スムーズに対応できるかどうかで命にも関わると思うので。 緊急時対応

実際に起こる緊急時、まず正しい知識を身に付けておきたい。 緊急時対応
近年施設内よりも外的要因(水害、地震等の天災や不審者の増加)による子どもへの影響が心配されると思う。特
に東北の大震災の後、強く感じた。 災害 不審者

社会的、気象的にも緊急時と思われる事件が多くなってきている中必要と感じる。 災害 緊急時対応

グレーの子への対応 グレーゾーン

グレーゾーンの子どもが増えているので。 グレーゾーン

様々な事情を抱えている子どもや支援の必要な子どもを少しでも理解し、支援するため 支援の要する児童

障害を持つ子ども達が多くいる中で日々どのように関わるべきか迷いがある為。 障害児対応

障害を持つ子どもが増えその障害も子どもによって内容が様々なのでその対応の仕方を学びたい。 障害児対応

障がい児が入るケースがあるので役に立った。 障害児対応

分類

資料2　期待している科目を選んだ理由（未受講職員）
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障がい児を預かっているので役にたつ内容だった。 障害児対応
障害のある子、配慮の必要な子が年々増えてきているので支援員の子ども理解のために専門的な知識や技能を
身につける必要があると思う。 障害児対応 配慮を要する児童

障がいのある子、発達障害の科目は色々な子がいるので必要だと思う。 障害児対応 発達障害

学校や学童で団体生活を送るのが難しい発達障害のあるお子さんのために少しでも力になりたいから。 発達障害
職場にちょっと気になる子どもが複数いるのでそのとらえ方受け止め方に非常に役に立ちました。又、職場倫理は
パワーハラスメントをどのように正していけばいいのか悩んでいたので。 発達障害 職場倫理

発達障害(グレーゾーン)の児童がいるのでいろいろ勉強になり実践できるのでとてもよかった。 発達障害

配慮が必要な子が年々増えてきているため。 配慮を要する児童

配慮が必要な児童を担当しているため 配慮を要する児童

特に１６の職場倫理は現在は保育士や児童厚生員等の有(資格)が多いが今後事後であってもこの資格があれば
大丈夫となるので全体的な下振れが少し不安です。 職場倫理

保護者との連絡はなかなか実情が伝えても理解してもらえられないもどかしさがある。 保護者対応

支援員の仕事を深く理解する上で非常に重要である為。 職務理解

放課後児童支援員としての明確な道しるべが見えた 職務理解
どの科目も仕事をする上で心得として頭の中に入れておくことが大切だと思うため、映像の方が頭に残りやすいと
思う。 その他

色々な面で自分が見落としている点について理解できればよいのではないかと思います。 その他

基礎から学びたいです。 その他

まだ経験も浅いため、様々な面から学びたいと思っているから その他

児童クラブの仕事に対して特に必要とされるであろうと思われる科目について役立つことを期待しています。 その他

すぐに現場で役にたてられそうな内容だから。 その他

実践に繋がる研修であったので役に立った その他
子どもの成長を支援する上で欠かせない科目であるから。放課後児童クラブについて最も基礎となる大切な部分
だと思うから。 その他

受講させていただいたものは全て必要なことであり、理解させて頂いた。大変勉強になりました。 その他

全体の概要を把握したい。 その他

現実的に必要とすることなので勉強したいです。 その他

本事業の根幹を認識するため。 その他

仕事に生かせる。 その他

実際に必要だから その他

知識が必要なことだと思うから。 その他

自分自身の知識の幅が広がるから。 その他

仕事をするうえで役立つ情報だから。 その他

現場ですぐに役立つ内容に興味がある。 その他

さらに勉強したいので その他

より詳しく学びたい その他　

資料2　期待している科目を選んだ理由（未受講職員）続き
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第三章 放課後児童支援員認定資格研修に資するデジタル教材制作と学習効果 

 

第一節 デジタル教材の必要性と制作上の留意点 

平成 27 年 4 月より施行された子ども・子育て支援制度の下で、都道府県に放課後児童支

援員の認定資格研修の実施が義務化されること等に伴い、これまで都道府県が実施してき

た現任研修の実施方法等の体系的な整理が必要となった。平成 26 年度に開催された研修

企画検討会では、「認定資格研修」と「現任研修（資質の向上を図るための研修）」は併行

して実施することや都道府県と市町村の役割分担等が整理された。さらに、職場内での研

修（OJT）と職場を離れての研修（OFF-JT）のあり方及び職場環境や時間的な制約から

OFF-JT などに参加できないものへの電子的情報技術（e ラーニングなど）の活用の可能

性についての検討の必要性についても記載されている（「放課後児童クラブに従事する者の

研修体系の整理～放課後児童クラブの質の向上のための研修企画検討会のまとめ～」平成

27 年 3 月、厚生労働省）。 

ここでは、平成 26 年度及び平成 27 年度の調査研究結果を確認し、平成 28 年度の研究事

業の一環として実施した「グループヒアリング」における議論を踏まえて、デジタル教材

の必要性と制作上の留意点について述べておきたい。 

 

１．先行調査研究からみたデジタル教材の必要性と成果 

 平成 26 年度「放課後児童健全育成事業に従事する者の研修システムに関する研究」に

おいては、「介護・保育分野に比べると放課後児童分野ではデジタル教材が限定的（特別支

援や安全対策など）にしか使用されていない。放課後児童クラブの職員は、生活、遊び、

教育など広範な活動を通して異年齢集団の中で成長する子どもたちの支援をしているが、 

その目的・方法が多岐にわたるために、介護・保育分野に比べると技能的・技術的研修

は少なく、研修主体や担当講師による裁量度が大きい。こうした中で対面による研修が好

まれ、デジタル教材への要望は高くない。しかし今後の資格認定や実践力の向上のために

はデジタル教材の普及・推進が必要である。そのためには、デジタル教材の持つ長所（場

所・時間に拘束されることなく、良く準備された教材によって多くの人が学べること等）

への理解を深めなければならない。また放課後児童クラブのための ICT 環境整備と情報リ

テラシー（情報処理能力）養成の機会が作られなければならない。特に、放課後児童支援

員研修にふさわしいデジタル教材の開発が必要であり、将来的には双方向的な学習環境が

求められるだろう」（「平成 26 年度児童福祉問題調査研究事業報告書」64 頁）という提言

がなされている。 

これを受けて、平成 27 年度の調査研究の一端として、放課後児童支援員認定資格研修科

目 1「放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容」の DVD 教材制作を行い、試写会を

実施して、学習効果についての検討を行った。「デジタル教材と学習法についての改良と普
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及が期待される。平成 27 年度に制作した DVD 教材は、妥当性や信頼性、利用可能性とい

う観点から高い評価を得ることができたが、本当に e ラーニングを実現するためには、シ

ステムの運用という実務上のさまざまな問題を解決する必要がある」（「平成 27 年度子ど

も・子育て支援推進調査研究事業報告書」48-49 頁）。 

平成 27 年度に制作した科目 1 の DVD は全都道府県に配布され、平成 28 年度健全育成

指導者養成研修の全国 8 会場で放映され、行政職員、研修運営団体、放課後児童支援員等

に視聴され好評であった。 

 

２．科目 8「放課後児童クラブに通う子どもの育成支援」の DVD 教材制作に関する「グ

ループヒアリング」における議論と検討課題 

 平成 28 年度は、放課後児童支援員認定資格研修科目 8「放課後児童クラブに通う子ども

の育成支援」の DVD を制作し、デジタル教材の学習効果についての検討をおこなった。

当該科目は、放課後児童クラブにおける支援員の業務の核となる「育成支援」をテーマに

していること及び担当講師の要件が「放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有

すると認められる放課後児童指導員」になっていること等が制作理由とされた。放課後児

童支援員認定資格研修の 16 科目の内、7 科目は放課後児童指導員が講師要件に入っている

ことが、本認定資格研修の一つの特色である。それは実践と理論・教育をつなぎ、主体的

な内発的発展を促す意図がある。  

今回の DVD 制作にあたり、実際に認定資格研修講師を務めた経験を持つ 3 名の支援員

と運営指針策定から講師養成までの指導的役割を果たしている野中賢治氏及びワーキング

部会の高橋研究員と松村研究員が一同に会し、DVD 教材制作に関する検討を行った。平

成 28 年 11 月に実施したグループヒアリングの概要は下記の通りである。 

 

① 開催日時：平成 28 年 11 月 21 日（月）10～12 時 

② 開催場所：放送大学東京文京学習センター東京オフィス会議室 

③ 出席者：野中賢治（児童健全育成推進財団企画室長） 

小野さとみ（町田市・わんぱく学童クラブ支援員） 

水野かおり（台東区・松が谷児童館館長・支援員） 

佐藤正美（さいたま市・東小学童保育支援員） 

高橋秀明（放送大学准教授） 

松村祥子（放送大学名誉教授） 

④ ヒアリングで出された意見等 

a)DVD の構成 

・導入の後に放課後児童クラブでの生活の中での活動や行為（一日、季節ごとなど）

を示す。 
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・「育成支援の基本」の説明の前に、「育成支援」という用語について柏女霊峰教授の 

話を入れる。 

・記録の所では、日本女子大学のみどりクラブの記録や埼玉県の交流会での事例検討

を紹介する。 

 

b)映像の必要性と作り方  

・撮影許可の難しいところや集団規模の大きいところは避ける（安定した 40 名規模

の所が良い）。 

・育成支援の内容については、映像がある方が分かりやすい。 

・支援員と子どもたちの係わり方（来所時、帰宅時など重要）がわかる映像がほしい。 

・失敗例や成功例を短い映像時間で出すのは難しいかもしれない（90 分の講義では 

有効であっても、いろいろな解釈がでてくる可能性がある。） 

 

c)講師の役割分担 

・一人の講師が全体を通して案内役的役割をする。 

・育成支援の内容については、撮影する場所で、二人の講師がやり取りして進める。 

・記録のところはスタジオで、一人が質問し、他の一人が応えるという形式にする。 

 

d)講義の評価 

・グループヒアリングに参加した者が係わった認定資格研修では質疑の時間はなかっ

た。レポートを講師がみることもなかった。 

・講師としては受講生の反応が知りたいと思っている。 

 

以上、グループヒアリングでの主な意見を示したが、これは科目 8 の制作にあたり 

大変有効な機会であった。グループヒアリングでの意見の多くを採用して映像を作

ったことは、DVD の内容を充実させただけでなく、今後の活用を推進していく上

にも大いに役立つであろう。 
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第二節 「放課後児童クラブに通う子どもの育成支援」の制作（経緯と評価等） 

 デジタル教材の開発にあたり、ワーキング部会（資料「ワーキング開催日等」参照）及

び電子メール・電話を利用した検討を重ね、その仕様を固めていきながら、制作を進めて

いった。教材制作の実務は（株）むげん企画に委託した。なお、担当講師とむげん企画と

の間でも検討が重ねられたが、本報告書ではその具体的な情報は割愛している。 

 

１．科目の選定と担当講師の決定 

 本研究では科目 8「放課後児童クラブに通う子どもの育成支援」を教材化したが、その

経緯や理由については、第一節を参照されたい。その際に、野中賢治氏（児童健全育成推

進財団）から多大なご協力・ご助言をいただいた。 

 担当講師は、グループヒアリングの参加者であった、わんぱく学童保育クラブの小野さ

とみ氏、松が谷児童館の水野かおり氏、東小学童保育の佐藤正美氏に依頼したところ快諾

を得て、担当講師が決定したものである。 

 

２．利用するメディアの仕様の決定 

 平成 27 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業報告書「放課後児童支援員の人材養

成のあり方に関する調査研究」（以下、「27 年度研究」と略す）において DVD 教材を開発

した結果、以下の仕様が適切であると評価されたので、本研究においても同様の仕様とし

た。 

・利用するメディア：DVD １枚  容量：4.7G 程度 

・ファイル形式：DVD-video 形式 

・時間：30 分 

 

３．映像素材の選定・取材・制作、ナレータの決定 

 DVD 教材を開発するにあたり、以下の映像素材を選択し取材を行った。取材先や取材

日については、資料「ワーキング開催日等」参照のこと。 

・放課後児童クラブ 

 担当講師と協議した結果、松が谷児童館において取材することとなった。 

・柏女霊峰教授インタビュー 

 キーワードである「育成支援」という概念の解説を依頼し、快諾を得たものである。 

・挿入画像の制作など 

 パターン（放送大学での用語、文字や図表などを含め、静止画像のこと）の制作も合わ

せて行った。子どもの一年間の生活の具体例を示すために、春夏秋冬で各１枚のイラスト

を用意した。 

・記録および事例検討の資料 



41 

 日本女子大 取材 資料提供 

 埼玉県 取材 資料提供 

・ナレータの決定 

 27 年度研究で開発した DVD 教材でナレーションを担当した、夏目真紀子氏（イーグル・

ベイ所属タレント）を、本年度も起用した。 

 

４．構成案の検討、ナレーション収録、試写版完成 

 映像素材の編集を進めながら、DVD 教材用の構成案ならびにナレーション原稿をブラ

ッシュアップしていき、教材構成案（いわゆる「台本」に相当するもの）を作成し、ナレ

ーション収録に臨んだ。ナレータが、仮編集済みの映像を見ながら、ナレーションを挿入

する方法で収録を進めた。その後、試写版を完成させた。 

 

５．試写会実施、教材完成 

 DVD 教材の試写版によって、試写会を実施した。その目的や結果については、本章第

３節にて述べる。 

 試写会において専門家による評価に基づいて、教材の修正などを加えて、DVD 教材の

完成をみた。教材構成案（最終版）は、保管データ（本節６項参照のこと）として制作し

ていることも付言しておく。 

 

６．保管・管理データについて 

 27 年度研究と同様に、将来の e ラーニングへの展開を見据えて、また、本年度までの本

研究プロジェクトの成果を、次年度以降にも繋げていけることができるように、DVD 教

材の制作過程で得られた、表 3-2-1 のような資料等を収集し保管、管理することも行った。

すべてデジタルデータであるので、ファイル容量に余裕のあるハードディスクに保存し、

厚生労働省、秋草学園短期大学、放送大学にて所蔵、管理することとした。 

 

７．e ラーニングの試作 

 27 年度研究ならびに本年度研究で開発された DVD 教材ならびに保管・管理データを参

考・利用して、e ラーニング教材・環境を試作した。詳しくは、本章第 3 節を参照のこと。 
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表 3-2-1 保管・管理している資料・データについて 

1.取材した映像素材（取材日）mov 形式 

 1.1.松が谷児童館（2017.1.25） 

 1.2.小野さとみ講師＆水野かおり講師による講義（2017.1.25） 

 1.3.小野さとみ講師＆佐藤正美講師による講義（2017.1.26） 

 1.4.小野さとみ講師による講義（2017.1.26） 

 1.5.資料接写（2017.1.26） 

 1.6.小野さとみ講師の職場雰囲気（2017.1.23） 

 1.7.柏女霊峰教授インタビュー（2017.1.5） 

 1.8.3 人の講師グループ（2017.1.25） 

2.収録した素材（収録日）wav 形式 

 2.1.音声ファイル_ナレーションのみ（2017.2.16） 

 2.2.音声ファイル_ナレーション抜き（2017.2.16） 

 2.3.音声ファイル_オールミックス（2017.2.16） 

3.制作した資料など 

 3.1.DVD 教材用パターン＆写真 jpeg,png 

 3.2.タイトルムービー mov 

4.DVD 本編映像（mov）及び構成案（pdf） 
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第三節 デジタル教材の活用と学習効果 

１．DVD 教材の評価 

 27 年度研究において開発した DVD 教材の評価は、一次ユーザである研修の受講生では

なく、研修の提供側や研究者によって、試写会形式で行った。その結果、DVD 教材の妥

当性・信頼性について、ならびに利用可能性について高い評価を得ることができた。 

 本年度研究において開発した DVD 教材の評価についても、27 年度研究と同様に研修の

提供側や研究者による試写会形式で行った。その結果、講師が支援員であり、主な映像資

料が実際の児童クラブでの児童の活動であるために、より具体的で理解しやすい内容にな

っているというコメントが得られた。このことから、本章第一節で述べられているように、

本教材制作の意図が十分に達成されていると言える。 

 また、資料映像としての価値があるというコメントも興味深い。具体的には、1960 年代

からの東京都の事例や、日本女子大学の取り組みの事例を、当時の記録日誌や写真で紹介

している点である。これらは、放課後児童クラブに関する歴史的な資料として意味がある

ばかりでなく、現在の活動（記録と事例検討）にも直接関連している点でも意義深いと言

えるだろう。 

 最後に、後述する e ラーニング教材・環境の試作版についても試聴会にて紹介した結果

であろうが、早くインターネットで視聴したいというコメントも寄せられた。放課後児童

クラブ支援員の研修において、e ラーニングの必要性が高まっていることを再認識できる

だろう。 

 

２．デジタル教材制作・運用の専門家 

 27 年度研究ならびに本年度研究において DVD 教材を開発したが、その開発にはどのよ

うな専門家が関与していたのか振り返っておこう。その上で、将来の e ラーニング教材の

開発や e ラーニング環境を構築し運用するためにはどのような専門家が関与する必要があ

るかをより明確にしておこう。 

 DVD 教材の制作にあたっては、放送大学におけるテレビ放送教材制作の方法を大いに

参考にしている。この制作に関与する専門家は以下の通りである。 

 講師：教材の内容に関する専門家、教師あるいは研究者 

 プロデューサ：教材制作の全般、主に予算管理 

 ディレクタ：映像制作の全般 

 技術スタッフ：テクニカルディレクター、カメラ、音声、編集などの各専門家 

 

 e ラーニング教材・環境の開発・構築・運用を行うためには、さらに別種の専門家が関

与することが必要となる。加藤(2013:149-150)によると、e ラーニングを実践している機

関や国の事情によって、専門家を体系的に整理することは困難であるが、おおよそ次の４



44 

つに分類できるとしている。 

（１）企画・管理系の職種：教育目標や費用対効果など全体の舵取りをする 

（２）教材開発系の職種：教材・コンテンツを具体的に設計・開発する 

（３）学習支援系の職種：直接学習者に接し助言や励ましをする 

（４）システム運用系の職種：e ラーニングのシステムや学習状況に関するデータを管理

する 

 

 従来の対面式の授業や研修においては、教師や研修担当者が一人で、授業や研修の設計、

教材作成、授業や研修の実施、評価というプロセスを一貫して行っていた。しかし、放送

大学のように遠隔学習の機関では、放送教材を制作するために、映像や音声を収録し編集

し完成させるための別種の専門家が必要となった。さらに、e ラーニングを実践するため

には、テレビ・ラジオという放送教材も一つのコンテンツとして見なして、他のコンテン

ツと有機的に関連づけて効果的な学習を提供するために必要な知識や技術を持った専門家

が必要となるわけである。 

 たとえば、27 年度研究ならびに本年度研究において開発した DVD 教材は完成した作品

ではあるが、映像コンテンツとして扱うことも容易である。作品の一部の映像のみを視聴

するために利用する、その後、受講生への課題として利用することも、e ラーニング環境

では容易に可能であるが、その利用を効果的に行うためには、さまざまな専門家との協同

作業が必要であるということである。 

 

３．e ラーニングの試作 

 e ラーニングの教材・環境を開発・運用するためには、さまざまな専門家との協同作業

が必須であるが、本報告書では、将来像を具体的に示すために、筆者単独で、e ラーニン

グの教材・環境を試作した。なお、筆者は、コンテンツ自体（放課後児童クラブ支援員研

修）の専門家ではないため、たとえば具体的なコンテンツ内容についてはその妥当性・信

頼性が担保されていないことは注意されたい。 

 平成 26 年度児童福祉問題調査研究事業報告書「放課後児童健全育成事業に従事する者

の研修システムに関する研究」（以下、「26 年度研究」と略す）ならびに 27 年度研究にお

いて、放送大学が利用している e ラーニングの LMS（Learning Management System）

である Moodle に基づいて e ラーニングの概要を説明した。本年度研究においても、e ラ

ーニングの教材・環境を試作するにあたり、Moodle 環境が用意されたレンタルサーバ

［LMS 標準サーバー］を利用した。 

 図 3-3-1 はトップページであり、筆者が管理者としてログインした様子である。サブド

メイン名は「gakudo」とした。コースとしては、「放課後児童支援員認定資格研修」「科目

1 補足資料」「科目 8 補足資料」を用意した。この内、「科目 1 補足資料」は 27 年度



45 

研究において保管している各種データのアーカイブとして、「科目 8 補足資料」は本年度

研究において保管する各種データのアーカイブとして、それぞれ利用することを想定して

用意したコースである（が、中身は空である）。 

 

 

図 3-3-1 トップページ 

 

 図 3-3-1 は、Moodle 環境でのデフォルト設定でのインタフェースとなっている、つまり、

「ナビゲーション」「管理」「カレンダー」を表示するようにしているが、これらを閉じた

状態で表示させることも可能である（図 3-3-2 参照）。 
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図 3-3-2 トップページ（タブ表示） 

 

 図 3-3-3 は、「放課後児童支援員認定資格研修」コースをクリックして内容を表示したも

のである。「ニュースフォーラム」は Moodle のデフォルトで設定されるモジュールで、教

師・研修担当者から受講生への連絡用に利用するフォーラムである（後述）。「交流フォー

ラム」は筆者が設定したモジュールで、受講生の自己紹介や、受講生同士、受講生と教師・

研修担当者との交流のために利用するフォーラムである（講述）。 

 これらのフォーラムの下に、「放課後児童支援員認定資格研修」コースの全 16 の科目を

配置している。なお「編集モードの開始」ボタンが表示されているが、管理者としてログ

インしているためであり、一般の受講生がログインする「学生」ロールでは、このような

「編集モードの開始」ボタンは表示されない。図 3-3-4 は、「学生」ロールでログインし、

全 16 の科目全てを示している状態である。 

 図 3-3-5 は、「放課後児童支援員認定資格研修」コースのトップページに、学生ロールで

ログインした際の状況を示している。いずれも Moodle のデフォルト設定であるが、「フォ

ーラムを検索する」「最新ニュース」「直近イベント」「最近の活動」が表示され、受講生に

とって役立つ情報や受講生の学習活動を、受講生自ら確認することができるようになって

いる。 
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図 3-3-3 コース・トップページ 
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図 3-3-4 コース・トップページ（16 科目を表示） 
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図 3-3-5 コース・トップページ（学生ロールで表示） 

 

 図 3-3-6 は「ニュースフォーラム」をクリックした状態を示している。教師・研修担当

者が「トピック追加する」ボタンを押して、投稿することができる。すでに投稿してある

トピックやディスカッションを見るためには、その項目をクリックすれば良い。たとえば、

「ディスカッション：研修の進め方」をクリックすると、図 3-3-7 のようになり、投稿の

内容を確認することができる。 

 図 3-3-8 は「交流フォーラム」である。受講生が（事前に投稿すると）「ディスカッショ

ントピックを追加する」ことが可能であるように設定されている。図 3-3-9 が一例であり、

この投稿に対して「返信」などの操作を行うことができるようになっている。 
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図 3-3-6 ニュースフォーラム 

 

 

図 3-3-7 ニュースフォーラム：トピック 
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図 3-3-8 交流フォーラム 

 

 

図 3-3-9 交流フォーラム：トピック 
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図 3-3-10 科目 1 の内容 

 

 さて図 3-3-3 の科目をクリックすると、各科目の内容に移動するようになっている。図

3-3-10 は「科目 1 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容」の内容の一覧である。

26 年度研究で開発した DVD 教材の構成を参考している。 
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 e ラーニングの本番の教材・環境を開発するためには、たとえば、どのようなモジュー

ルを利用して受講生に学習活動を課すか？などについて、教師・研修担当者と本章第 2 節

で述べた専門家、特に教材開発系の職種の専門家とが協同して検討して決定する必要があ

る。ここでは、e ラーニング教材・環境の試作であるので、一科目内の構成を示すために、

最も単純なモジュールである「ラベル」を利用しているが、「1-1 導入と講師紹介」に示

しているように、動画を表示することも可能である。 

 「1-2 放課後児童クラブの実際」には、「1-2 確認質問」と「1-2 応用質問」とを用

意した。確認質問と応用質問とは、27 年度研究において提示したものであり、学習・研修

内容についての単なる内容確認としての確認質問と、受講生自らの問題として再検討する

ことを求める応用問題とである。いずれも、教師・研究担当者から受講生に投げかける質

問によって、受講生の学習活動を統制することになり、Moodle の「小テスト」や「フォ

ーラム」などのモジュールを利用して実現することができる。 

 

 

図 3-3-11 確認質問 

 

 図 3-3-11 は「確認質問」をクリックした状態を示している。翻訳用語で分かりにくいが、

「受験を続ける」ボタンをクリックして、確認質問の 2つの問題に取り組みことができる。

図 3-3-12 は「確認質問：問題 1」で、この例では自由記述で回答する設定にしている。図

3-3-13 は「確認質問：問題 2」で、この例では択一式で回答するように設定している。な

お、小テストの回答は、図 3-3-14 の「すべてを送信して終了する」ボタンを押して完了す

る。 
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図 3-3-12 確認質問 1：小テスト（記述式） 

 

 

図 3-3-13 確認質問 2：小テスト（択一式） 
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図 3-3-14 確認質問：完了 

 

 

図 3-3-15 応用質問：フォーラム利用 

 

図 3-3-15 は「応用問題」をフォーラムで設定した例である。 

 図 3-3-10 の「1-8 まとめ」には「1-8 まとめの課題」を設定してみた。図 3-3-16 が

その例であり、ここでは、課題に対してレポートを書くことを求め、図の下にある「課題

を追加する」ボタンを押して、レポートのファイルをアップロードする形式にしている。 
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 なお、図 3-3-3 の「1-z リンク集」については、後述する。 

 

 

図 3-3-16 まとめの課題：レポートをアップロードする形式 

 

 さて図 3-3-3 の科目 8 をクリックしてその内容を確認すると、図 3-3-17 の「科目 8 放

課後児童クラブに通う子どもの健全育成」の一覧を見ることができる。その構成は本年度

研究で開発した DVD 教材を参考にしている。「8-0 DVD 映像（全編）」は文字通り開発

した DVD 教材全編である。DVD 教材の試作版を YouTube にアップして、ナレーション

収録に向けての確認作業を行ったが、外部サイトにある映像などのリソースを利用してい

る例として紹介している（図 3-3-18 参照）。 
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図 3-3-17 科目 8 の内容 
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図 3-3-18 科目 8：DVD 映像（全編） 外部サイトへのリンクによる 

 

 科目 8 でも、科目 1 と同様に「8-z リンク集」を用意した。図 3-3-19 はその一例とし

て、外部サイトへのリンクであり、たとえば「児童福祉法」を参照することが容易にでき

るように設定することも可能である。科目 1 の「1-z リンク集」でも、外部サイトである

YouTube にアップしてある関連映像へのリンクを貼ったものである。 

 

 

図 3-3-19 科目 8：「児童福祉法」へのリンク 

 

 27 年度研究ならびに本年度研究において開発した DVD 教材は、一つの作品として完成
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しており、メディアの可搬性も高く便利であるが、拡張性は乏しいと言わざるをえない。

そこで、「1-z リンク集」や「8-z リンク集」のような設定をすることによって、e ラー

ニング環境においては、著作権などの問題に対応することを前提にして、公開されている

情報を柔軟に利用することができる。DVD 教材という閉じた世界の限界を超える試みと

言えるだろう。 

 

 

引用文献 

加藤浩 2012（2013 第 2 刷）e ラーニングを支える専門家 青木久美子（編）e ラーニ

ングの理論と実践 放送大学教育振興会 pp.148-161. 

 

LMS 標準サーバー http://lms.ac/ （参照日：2017.3.15） 
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第四章 研究のまとめと提言 

 

第一節 放課後児童支援員等の研修の実態と課題 

今回の調査では放課後児童クラブの職員が放課後児童支援員認定資格研修をどのよう

に認識・評価しているのかその実情を探ること、また、その他の職場外研修、職場内研修

への評価等と比較することで、現状における放課後児童支援員認定資格研修の位置づけを

明確にし、今後の放課後児童クラブ職員の研修にあり方を探ることも目的として、放課後

児童支援員認定資格研修を既に受講した放課後児童クラブの職員とこれから受講する職員

に対して研修への期待や効果に関するアンケート調査を行った。 

アンケート調査の結果、放課後児童クラブの職員は今行われている研修に対して、概ね

よい評価をしていることが明らかとなった。また、研修の内容としては、発達障害に関す

るものや緊急・救急対応に関するものが評価されていた。一方で、職場外研修と職場内研

修ではやや違う傾向もみられ、方法論や実習的な内容については職場内研修でそれらが扱

われることが有効であると思われる。 

放課後児童支援員認定資格研修に関してもほぼ同様の傾向であった。具体的な方法論を

扱う一部の科目内容に関しては、講義形式で内容を受講するだけでは不十分であることや、

その他も含めて、研修内容を現場でアフターフォローしていく必要があることが明らかと

なった。 

また、現状では放課後児童クラブの職員は日常の仕事で困っていることについて扱う科

目を重視しているが、放課後児童クラブの社会的役割や放課後児童支援員の専門性・職業

アイデンティティを扱う科目は評価が低いことがわかった。この傾向は、比較的経験が浅

く関連するその他の資格をもっていないこれから研修を受講する職員ではさらに顕著とな

る。 

また、放課後児童支援員認定資格研修に関する自由記述においては、科目を担当する講

師や内容のばらつき、今後の受講体制への不安、研修の負担、研修を受講する際受講生の

雰囲気や運営方法などについて多くの提言があった。 

今後、放課後児童クラブの職員が放課後児童支援員として、高い専門性を発揮していく

ためにも、研修の中盤から後半にかけて更に質の高い研修を行っていく必要がある。また、

研修の内容が「対症療法」的なものに終始しないよう、職員が自らの専門性や社会的役割

などについて包括的視点を持てるよう意識づけるとともに、各自治体で積極的なアフター

フォローを行っていくことが重要である。このことについては、厚生労働省や自治体の担

当部署が積極的に推奨していく必要があると思われる。 
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第二節 放課後児童支援員認定資格研修に資するデジタル教材制作と学習効果 

１．まとめ 

 平成 26 年度児童福祉問題調査研究事業報告書「放課後児童健全育成事業に従事する者

の研修システムに関する研究」（以下、「26 年度研究」と略す）においては、放送大学のテ

レビ授業を基本形に机上の教材案を作成した。続いて、平成 27 年度子ども・子育て支援

推進調査研究事業報告書「放課後児童支援員の人材養成のあり方に関する調査研究」（以下、

「27 年度研究」と略す）においては、26 年度研究での机上の教材案を、DVD 教材として

具体的な形に示すために科目 1 を対象にして教材制作を行い、また、DVD 教材の試写版

による試写会を実施して、学習効果について検討した。本年度は、さらに、科目 8 を対象

にして DVD 教材の制作を行い、その試写版による試写会を実施して、学習効果について

検討すると同時に、レンタルサーバを用いて e ラーニング教材・環境の具体例を示す試み

も行った。 

 まず、開発した DVD 教材は、27 年度研究と同様に、DVD-video 形式で 30 分の作品と

して完成させた。また、DVD 教材の開発の過程で得られた各種の資料やデータなどを電

子ファイルの形式で保管し管理することとして、本年度の研究開発の成果を次年度以降に

も繋げて、e ラーニングのシステム開発に活用できるようにした。 

 26 年度研究においては、「e ラーニング」や「デジタル教材」など重要な概念について

の整理を行い、27 年度研究においては、学習評価の考え方についても整理し、総括的評価

ばかりでなく、形成的評価にも活用できることを示した。本年度はさらに、e ラーニング

教材を開発し運用するために協同作業を行うことが必要な専門家について整理した。 

 

２．提言 

 27 年度研究で指摘したが、DVD 教材という具体的な形を開発することで、26 年度研究

での「砂上の楼閣」ではないことを示すことができたであろうか？ 本年度はさらに、異

なる科目を対象にした DVD 教材を開発するばかりか、レンタルサーバを利用していると

はいえ、将来の e ラーニング教材・環境の具体例やその開発・運用に必要なことも示すこ

とができたであろうか？ 

 27 年度研究の提言においても触れたが、インターネットの世界では「オープン・ソース」

という思想を受け入れると、e ラーニングであれば、いわば自動運動的に、より効果的な

教材を利用できる環境に入りやすい、ということは言える。また、ICT を利用して、受講

生個人の実績・経験や必要に応じて研修内容を個人毎にカスタマイズしていくことも可能

である。このような提言は、性善説に過ぎるであろうか？ 

 やはり 27 年度研究の提言においても触れたが、本当に e ラーニングを実現するために

は、「システム運用」という実務上のさまざまな問題を解決する必要があることを再度指摘

しておきたい。 
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第三節 今後の研究課題と謝辞 

１．今後の研究課題 

 平成 27 年 4 月以降、放課後児童支援員の研修の中心は、放課後児童支援員認定資格研

修である。初年度の研修修了者は 13,737 人であったが、5 年間ですべての研修候補者が受

講するためには、2～5 年目の研修が受けやすい時間と場所で提供されることが必要である。

何よりも重要なことは、研修内容の充実が大きな課題となる。認定資格研修は運営指針に

そって遂行されることで、はじめて新制度下の放課後児童クラブと放課後児童支援員の任

務が明確になる。放課後児童支援員認定資格研修は従来からの現任研修とは異なるもので

あることが一層周知徹底されなければならない。そのことによって、認定資格研修以外の

現任研修等の職務を離れての研修（OFF-JT）や職務を通しての研修（OJT）との連携が

整序化され、研修全体の整合性と効果が高まることなる。 

本研究で明らかになったように、認定資格研修のあり方は、放課後児童支援員にとって

大きな関心事であると同時に時間的な負担ともなっている。“いつでもどこでも学びやすい”

という特性をもつデジタル教材への意識や要望は年々高くなっている。「育成支援」をテー

マとした今年度のデジタル教材が多くの支援員等に視聴され、視聴者から認定資格研修の

内容と方法の改善提案が出てくることも期待される。 

今後の研究課題としては、第一に全国で実施されている認定資格研修の実態（実施状況

及の点検・評価等）についての調査研究、第二にデジタル教材を活用した e ラーニングの

方法等についての調査研究、第三に、認定資格研修を柱とする研修体系の効果的なプログ

ラムと履修モデルについての調査研究が必要である。放課後児童支援員の研修に関する調

査研究の充実・推進は、放課後児童クラブの発展の鍵となるだろう。 

 

 

 

２．謝辞 

本研究にご協力頂いた多くの方に感謝致します。お忙しい中、アンケート調査、映像制

作へのご協力及び試写会での意見交換に快く熱意をもって応じて下さった皆様から、大変

多くのことを学ばせて頂きました。 

また、本研究の機会を与えて頂いた厚生労働省、特に毎回研究会に参加し、貴重な資料

提供と有意義なご助言を下さった総務課少子化総合対策室大津昭夫室長補佐に心より御礼

申し上げます。     研究員一同 
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添付資料１ 

本研究で実施したアンケート 

（調査対象一覧、調査票） 
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本研究で実施したアンケート調査対象一覧 

 

番号 都道府県 市区町村
設置
主体

運営
主体

番号 都道府県 市区町村
設置
主体

運営
主体

1 北海道 函館市 公 民 64 東京都 葛飾区 民 民
2 北海道 札幌市 公 民 65 東京都 青梅市 民 民
3 北海道 旭川市 公 公 66 神奈川県 横浜市 民 民
4 北海道 北見市 民 民 67 神奈川県 相模原市 民 民
5 北海道 江別市 民 民 68 神奈川県 平塚市 公 民
6 青森県 青森市 公 公 69 神奈川県 小田原市 公 民
7 青森県 弘前市 公 民 70 神奈川県 大和市 民 民
8 青森県 八戸市 公 公 71 新潟県 長岡市 公 民
9 青森県 十和田市 公 民 72 新潟県 上越市 公 公

10 青森県 大鰐町 公 民 73 新潟県 阿賀野市 民 民
11 岩手県 盛岡市 民 民 74 新潟県 魚沼市 公 公
12 岩手県 宮古市 公 民 75 新潟県 湯沢町 公 民
13 岩手県 北上市 民 民 76 富山県 富山市 公 民
14 岩手県 一関市 民 民 77 富山県 高岡市 公 民
15 岩手県 二戸市 公 民 78 富山県 立山町 公 民
16 宮城県 仙台市 公 民 79 富山県 入善町 公 民
17 宮城県 石巻市 公 公 80 富山県 朝日町 公 公
18 宮城県 多賀城市 公 民 81 石川県 金沢市 民 民
19 宮城県 大崎市 公 民 82 石川県 七尾市 公 民
20 宮城県 亘理町 公 公 83 石川県 白山市 公 民
21 秋田県 横手市 公 公 84 石川県 津幡町 公 民
22 秋田県 大仙市 公 公 85 石川県 中能登町 公 公
23 秋田県 にかほ市 民 民 86 福井県 福井市 公 民
24 秋田県 秋田市 民 民 87 福井県 大野市 公 公
25 秋田県 秋田市 民 民 88 福井県 越前市 民 民
26 山形県 山形市 公 民 89 福井県 おおい町 公 民
27 山形県 上山市 公 公 90 福井県 若狭町 公 公
28 山形県 東根市 公 民 91 山梨県 甲府市 公 公
29 山形県 新庄市 民 民 92 山梨県 笛吹市 公 民
30 山形県 庄内町 公 民 93 山梨県 上野原市 公 民
31 福島県 いわき市 公 民 94 山梨県 中央市 公 公
32 福島県 郡山市 公 公 95 山梨県 山中湖村 公 民
33 福島県 会津若松市 公 公 96 長野県 長野市 公 民
34 福島県 喜多方市 公 公 97 長野県 松本市 公 民
35 福島県 下郷町 公 公 98 長野県 岡谷市 公 公
36 茨城県 水戸市 公 公 99 長野県 大町市 公 公
37 茨城県 古河市 公 民 100 長野県 高山村 公 公
38 茨城県 石岡市 民 民 101 岐阜県 岐阜市 公 民
39 茨城県 北茨城市 民 民 102 岐阜県 高山市 公 民
40 茨城県 常陸大宮市 公 民 103 岐阜県 多治見市 公 民
41 栃木県 足利市 民 民 104 岐阜県 羽島市 公 公
42 栃木県 栃木市 民 民 105 岐阜県 各務原市 公 公
43 栃木県 日光市 公 民 106 静岡県 浜松市 公 民
44 栃木県 真岡市 民 民 107 静岡県 静岡市 公 民
45 栃木県 那須烏山市 公 民 108 静岡県 三島市 公 公
46 群馬県 前橋市 民 民 109 静岡県 富士市 公 民
47 群馬県 高崎市 公 民 110 静岡県 湖西市 公 民
48 群馬県 高崎市 民 民 111 愛知県 岡崎市 公 公
49 群馬県 伊勢崎市 民 民 112 愛知県 名古屋市 民 民
50 群馬県 沼田市 民 民 113 愛知県 豊田市 公 公
51 埼玉県 川越市 公 公 114 愛知県 豊橋市 民 民
52 埼玉県 川口市 公 民 115 愛知県 春日井市 公 民
53 埼玉県 所沢市 公 民 116 三重県 津市 公 民
54 埼玉県 狭山市 公 民 117 三重県 松阪市 公 民
55 埼玉県 小川町 公 民 118 三重県 名張市 公 民
56 千葉県 千葉市 公 民 119 三重県 川越町 民 民
57 千葉県 船橋市 公 公 120 三重県 大台町 公 民
58 千葉県 我孫子市 公 公 121 滋賀県 大津市 公 公
59 千葉県 木更津市 民 民 122 滋賀県 長浜市 民 民
60 千葉県 松戸市 民 民 123 滋賀県 近江八幡市 公 民
61 東京都 港区 公 民 124 滋賀県 草津市 公 民
62 東京都 品川区 公 公 125 滋賀県 栗東市 公 民
63 東京都 世田谷区 公 公 126 京都府 京都市 公 民                 
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番号 都道府県 市区町村
設置
主体

運営
主体

番号 都道府県 市区町村
設置
主体

運営
主体

127 京都府 福知山市 民 民 189 愛媛県 西予市 民 民
128 京都府 綾部市 公 公 190 愛媛県 愛南町 公 公
129 京都府 宇治市 民 民 191 高知県 高知市 公 公
130 京都府 八幡市 公 公 192 高知県 土佐市 民 民
131 大阪府 大阪市 民 民 193 高知県 須崎市 公 民
132 大阪府 高槻市 民 民 194 高知県 四万十市 公 民
133 大阪府 東大阪市 民 民 195 高知県 香南市 公 民
134 大阪府 岸和田市 公 公 196 福岡県 久留米市 公 民
135 大阪府 茨木市 公 公 197 福岡県 北九州市 公 民
136 兵庫県 尼崎市 公 公 198 福岡県 福岡市 公 公
137 兵庫県 神戸市 民 民 199 福岡県 大牟田市 公 民
138 兵庫県 神戸市 民 民 200 福岡県 八女市 公 民
139 兵庫県 西宮市 公 民 201 佐賀県 佐賀市 公 公
140 兵庫県 伊丹市 公 公 202 佐賀県 唐津市 公 民
141 奈良県 奈良市 公 公 203 佐賀県 鳥栖市 公 民
142 奈良県 橿原市 公 民 204 佐賀県 鹿島市 公 公
143 奈良県 五條市 公 民 205 佐賀県 嬉野市 民 民
144 奈良県 御所市 公 公 206 長崎県 佐世保市 公 民
145 奈良県 生駒市 民 民 207 長崎県 長崎市 民 民
146 和歌山県 和歌山市 公 公 208 長崎県 諫早市 民 民
147 和歌山県 海南市 公 民 209 長崎県 大村市 民 民
148 和歌山県 御坊市 公 民 210 長崎県 五島市 民 民
149 和歌山県 有田川町 公 民 211 熊本県 熊本市 公 公
150 和歌山県 古座川町 公 公 212 熊本県 八代市 民 民
151 鳥取県 鳥取市 公 民 213 熊本県 天草市 民 民
152 鳥取県 米子市 民 民 214 熊本県 山鹿市 公 民
153 鳥取県 倉吉市 公 民 215 熊本県 阿蘇市 公 民
154 鳥取県 境港市 民 民 216 大分県 大分市 公 民
155 鳥取県 琴浦町 公 公 217 大分県 佐伯市 公 民
156 島根県 松江市 公 民 218 大分県 竹田市 公 民
157 島根県 松江市 公 民 219 大分県 国東市 公 民
158 島根県 出雲市 公 民 220 大分県 日出町 民 民
159 島根県 江津市 公 公 221 宮崎県 都城市 公 民
160 島根県 邑南町 公 民 222 宮崎県 小林市 公 民
161 岡山県 岡山市 公 民 223 宮崎県 西都市 公 公
162 岡山県 倉敷市 公 民 224 宮崎県 宮崎市 公 民
163 岡山県 玉野市 公 公 225 宮崎県 宮崎市 公 民
164 岡山県 笠岡市 民 民 226 鹿児島県 鹿児島市 公 民
165 岡山県 高梁市 公 民 227 鹿児島県 鹿屋市 民 民
166 広島県 呉市 公 公 228 鹿児島県 阿久根市 公 民
167 広島県 福山市 民 民 229 鹿児島県 曽於市 民 民
168 広島県 広島市 民 民 230 鹿児島県 姶良市 公 公
169 広島県 三原市 公 民 231 沖縄県 那覇市 民 民
170 広島県 三次市 公 民 232 沖縄県 宜野湾市 民 民
171 山口県 下関市 民 公 233 沖縄県 浦添市 民 民
172 山口県 宇部市 公 民 234 沖縄県 沖縄市 公 公
173 山口県 山口市 公 民 235 沖縄県 読谷村 公 民
174 山口県 防府市 公 公
175 山口県 柳井市 民 民
176 徳島県 徳　島　市 公 民
177 徳島県 鳴　門　市 公 民
178 徳島県 小 松 島 市 公 民
179 徳島県 阿　波　市 公 民
180 徳島県 つ る ぎ 町 公 公
181 香川県 丸亀市 公 民
182 香川県 坂出市 公 公
183 香川県 観音寺市 民 民
184 香川県 三豊市 公 民
185 香川県 多度津町 民 民
186 愛媛県 松山市 公 民
187 愛媛県 今治市 公 民
188 愛媛県 西条市 公 公
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放課後児童支援員研修に関する調査票（すでに認定資格研修を受けた方へ）  
 

１．あなた自身と放課後児童クラブについてお聞きします。以下の設問に回答をご記入、 

もしくは当てはまる選択肢に○をつけてください。 
 

１−１ 年齢（     ）歳 

 

１−２ 性別  ①男    ②女 

 

１−３ 放課後児童クラブ職員としての経験年数  （      ）年 

 

１−４ あなたの勤務形態について当てはまる選択肢に○をつけてください。 

 

①常勤の責任者   ②常勤職   ③非常勤職    ④その他（     ） 

 

 

１−５ あなたの持っている資格についてお聞きします。当てはまる選択肢全てに○をつけてください。 

 

①放課後児童支援員  ②保育士  ③社会福祉士  ④教員免許  ⑤児童厚生員  

 

⑥特にない  ⑦その他（            ） 

 

 

１−６ あなたの所属している放課後児童クラブの運営形態についてお聞きします。当てはまる選択肢 

に○をつけてください。               

 

  ①公設公営     ②公設民営     ③民設民営     

 

１−７ あなたの所属している放課後児童クラブの所在地を都道府県名のみ ご記入ください。 

 

  （          ）都 道 府 県 

 

 

１−８ あなたの所属している放課後児童クラブの職員数をご記入ください。 

 

常勤（      ）名    非常勤など（      ）名 

 

 

１−９ あなたの所属している放課後児童クラブで、すでに放課後児童支援員認定資格研修を 

受講し終わった方は全部で何人いらっしゃいますか？ 

 

   （      ）名 

 

２．あなたが、放課後児童クラブの職員として普段受けている放課後児童支援員認定資格研修以外

の研修についてお聞きします。以下の設問にお答えください。 

 

２−１ あなたは平均して年間に何回くらい「職場外」での研修を受けていますか？ここでいう職場外

の研修とは、複数の職場の職員が主に外部の講師からの研修を受けることを指しています。 

  

年に（      ）回 
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２−２ それらの研修を受けることはあなたの職務に役立っていますか？当てはまる選択肢に○をつ

けてください。 

 

   ①大変役に立っている   ②役に立っている   ③どちらとも言えない 

 

   ④役に立っていない    ⑤全く役に立っていない 

 

２−３ 特に役立ったと思われる研修内容を簡単にお書きください。（ない場合は空欄で結構です。） 

 

 

 

２−４ それらの研修を受けることは職場に負担をかけていると感じますか？ 

 

   ①とても負担をかけている  ②負担をかけている  ③どちらとも言えない 

 

   ④負担をかけていない    ⑤全く負担をかけていない 

 

 

２−５ あなたは「職場内」での研修を受けていますか？ここでいう職場内の研修とは、職場で上司 

あるいは職員同士が実際の職務を通して、その内容について指導するような形態を指しています。 

 

   ①受けている    ②受けていない 

 

 

２−６ それらの研修を受けることはあなたの職務に役立っていますか？当てはまる選択肢に○を 

つけてください。 

 

   ①大変役に立っている   ②役に立っている   ③どちらとも言えない 

 

   ④役に立っていない    ⑤全く役に立っていない 

 

 

２−７ 特に役立ったと思われる研修内容を簡単にお書きください。（ない場合は空欄で結構です。） 

 

 

 

２−８ それらの研修を受けることは職場に負担をかけていると感じますか？当てはまる選択肢に○

をつけてください。 

 

   ①とても負担をかけている  ②負担をかけている  ③どちらとも言えない 

 

   ④負担をかけていない    ⑤全く負担をかけていない 

 

３. 放課後児童支援員認定資格研修についてお聞きします。以下の設問に回答をご記入もしくは当

てはまる選択肢に○をつけてください。 

 

３—１ あなたはすでに放課後児童支援員認定資格研修を全て受講しましたか？ 

 

①昨年全て受講した   ②今年全て受講した    ③昨年免除科目以外全て受講した     

 

 ④今年免除科目以外全て受講した     ⑤受講中である。 

裏面にお進みください。↓ 
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３−２−１ あなたは放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容がご自身の仕事に役立つ 

ことを期待していましたか？ 

 

①非常に期待していた    ②期待していた   ③どちらとも言えない  

 

 ④期待していなかった    ⑤全く期待していなかった 

 

 

３−２–２ 実際に受講されてどう感じましたか？ 

 

①非常に役に立った    ②役に立った   ③どちらとも言えない  

 

 ④役に立たなかった    ⑤全く役に立たなかった 

 

 

３−３−１ あなたは放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容が放課後児童クラブ運営 

指針に基づいた活動を理解することに役立つことを期待していましたか？ 

 

①非常に期待していた    ②期待していた   ③どちらとも言えない  

  

 ④期待していなかった    ⑤全く期待していなかった 

 

 

３−３–２ 実際に受講されてどう感じましたか？ 

 

①非常に役に立った     ②役に立った    ③どちらとも言えない  

 

 ④役に立たなかった     ⑤全く役に立たなかった 

 

 

３−４−１ あなたは放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容が放課後児童クラブの 

社会的意義を理解することに役立つことを期待していましたか？ 

 

①非常に期待していた    ②期待していた   ③どちらとも言えない  

 

 ④期待していなかった    ⑤全く期待していなかった 

 

 

３—４–２ 実際に受講されてどう感じましたか？ 

 

①非常に役に立った     ②役に立った   ③どちらとも言えない  

 

 ④役に立たなかった     ⑤全く役に立たなかった 

 

 

３−５−１ あなたは放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容が放課後児童クラブの職員同

士の連携や情報交換の促進に役立つことを期待していましたか？ 

 

①非常に期待していた    ②期待していた   ③どちらとも言えない  

 

 ④期待していなかった    ⑤全く期待していなかった 
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３–５–２ 実際に受講されてどう感じましたか？ 

 

①非常に役に立った     ②役に立った    ③どちらとも言えない  

 

 ④役に立たなかった     ⑤全く役に立たなかった 

 

 

３−６ 放課後児童支援員認定資格研修を受けることは職場に負担をかけていると感じますか？ 

 

   ①とても負担をかけている   ②負担をかけている   ③どちらとも言えない 

 

   ④負担をかけていない     ⑤全く負担をかけていない 

 

 

３−７ 放課後児童支援員認定資格研修の内容を復習するために DVD などの映像を活用してみたいと

思いますか？ 

 

①とてもそう思う  ②思う   ③どちらともいえない  ④思わない  ⑤全く思わない 

 

 

３−８ 特に役に立ったと思う科目に○をつけてください。複数でも構いません。またその理由を簡単   

   に挙げてください。 

 

① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容  

② 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護  

③ 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ   

④ 子どもの発達理解  

⑤ 児童期（６歳～１２歳）の生活と発達  

⑥ 障害のある子どもの理解  

⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解   

⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援  

⑨ 子どもの遊びの理解と支援  

⑩ 障害のある子どもの育成支援   

⑪ 保護者との連携・協力と相談支援  

⑫ 学校・地域との連携   

⑬ 子どもの基本的な生活面における対応  

⑭ 安全対策・緊急時対応   

⑮ 放課後児童支援員の仕事内容  

⑯ 放課後児童クラブの運営管理と職場倫理 

 

理由： 

 

 

 

 

 

 

３−９ 放課後児童支援員認定資格研修に関して何かありましたらご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご協力ありがとうございました） 
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放課後児童支援員研修に関する調査票（まだ認定資格研修を受けていない方へ）  
 

 

１． あなた自身と放課後児童クラブについてお聞きします。以下の設問に回答をご記入、 

もしくは当てはまる選択肢に○をつけてください。 

 

１−１ 年齢（     ）歳 

 

１−２ 性別  ①男    ②女 

 

１−３ 放課後児童クラブ職員としての経験年数  （      ）年 

 

１−４ あなたの勤務形態について当てはまる選択肢に○をつけてください。 

 

①常勤の責任者   ②常勤職   ③非常勤職    ④その他（     ） 

 

 

１−５ あなたの持っている資格についてお聞きします。当てはまる選択肢全てに○をつけてください。 

 

 ①保育士     ②社会福祉士     ③教員免許    ④児童厚生員  

 

 ⑤特にない   ⑥その他（                           ） 

 

 

１−６ あなたの所属している放課後児童クラブの運営形態についてお聞きします。当てはまる選択肢 

に○をつけてください。               

 

  ①公設公営     ②公設民営     ③民設民営     

 

 

１−７ あなたの所属している放課後児童クラブの所在地を都道府県名のみ ご記入ください。 

 

  （          ）都 道 府 県 

 

 

１−８ あなたの所属している放課後児童クラブの職員数をご記入ください。 

 

常勤（      ）名    非常勤など（      ）名 

 

 

１−９ あなたの所属している放課後児童クラブで、すでに放課後児童支援員認定資格研修を 

受講し終わった方は全部で何人いらっしゃいますか？ 

 

   （      ）名 

 

２．あなたが、放課後児童クラブの職員として普段受けている放課後児童支援員認定資格研修以外の

研修についてお聞きします。以下の設問にお答えください。 

 

２−１ あなたは平均して年間に何回くらい「職場外」での研修を受けていますか？ここでいう職場外の

研修とは、複数の職場の職員が主に外部の講師からの研修を受けることを指しています。 

  

年に（      ）回 
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２−２ それらの研修を受けることはあなたの職務に役立っていますか？当てはまる選択肢に○をつけ

てください。 

 

   ①大変役に立っている   ②役に立っている   ③どちらとも言えない 

 

   ④役に立っていない    ⑤全く役に立っていない 

 

 

２−３ 特に役立ったと思われる研修内容を簡単にお書きください。（ない場合は空欄で結構です。） 

 

 

 

 

 

 

 

２−４ それらの研修を受けることは職場に負担をかけていると感じますか？ 

 

   ①とても負担をかけている  ②負担をかけている  ③どちらとも言えない 

 

   ④負担をかけていない    ⑤全く負担をかけていない 

 

 

２−５ あなたは「職場内」での研修を受けていますか？ここでいう職場内の研修とは、職場で上司 

あるいは職員同士が実際の職務を通して、その内容について指導するような形態を指しています。 

  

   ①受けている    ②受けていない 

 

 

２−６ それらの研修を受けることはあなたの職務に役立っていますか？当てはまる選択肢に○を 

つけてください。 

 

   ①大変役に立っている   ②役に立っている   ③どちらとも言えない 

 

   ④役に立っていない    ⑤全く役に立っていない 

 

 

２−７ 特に役立ったと思われる研修内容を簡単にお書きください。（ない場合は空欄で結構です。） 

 

 

 

 

 

 

 

２−８ それらの研修を受けることは職場に負担をかけていると感じますか？当てはまる選択肢に○を

つけてください。 

 

   ①とても負担をかけている  ②負担をかけている  ③どちらとも言えない 

 

   ④負担をかけていない    ⑤全く負担をかけていない 

 

裏面へお進みください↓ 
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３. 放課後児童支援員認定資格研修についてお聞きします。以下の設問に回答をご記入もしくは当

てはまる選択肢に○をつけてください。 

 

３−１ あなたは放課後児童支援員認定研修をいつ受講する予定ですか？ 

 

平成（     ）年度（未定の場合は空欄にしてください） 

 

 

３−２ あなたは放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容がご自身の仕事に役立つことを

期待していますか？ 

 

①非常に期待している    ②期待している   ③どちらとも言えない  

 

④期待していない      ⑤全く期待していない 

 

 

３−３ あなたは放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容が放課後児童クラブ運営指針に

基づいた活動を理解することに役立つことを期待していますか？ 

 

①非常に期待している    ②期待している   ③どちらとも言えない  

 

④期待していない      ⑤全く期待していない 

 

 

３−４ あなたは放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容が放課後児童クラブの社会的意

義を理解することに役立つことを期待していましたか？ 

 

①非常に期待している    ②期待している   ③どちらとも言えない  

 

④期待していない      ⑤全く期待していない 

 

 

３−５ あなたは放課後児童支援員認定資格研修の受講前に研修の内容が放課後児童クラブの職員 

同士の連携や情報交換の促進に役立つことを期待していますか？ 

 

①非常に期待している    ②期待している   ③どちらとも言えない  

 

④期待していない      ⑤全く期待していない 

 

 

３−６ 放課後児童支援員認定資格研修を受けることは職場に負担をかけていると感じますか？ 

 

   ①とても負担をかけている  ②負担をかけている  ③どちらとも言えない 

 

   ④負担をかけていない    ⑤全く負担をかけていない 

 

 

３−７ 放課後児童支援員認定資格研修の内容を予習するために DVD などの映像を活用してみたいと

思いますか？ 

 

①とてもそう思う  ②思う   ③どちらともいえない  ④思わない  ⑤全く思わない 
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３−８ 特に役に立つと期待している科目に○をつけてください。複数でも構いません。またその

理由を簡単に挙げてください。 

     

① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容  

② 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護  

③ 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ   

④ 子どもの発達理解  

⑤ 児童期（６歳～１２歳）の生活と発達  

⑥ 障害のある子どもの理解  

⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解   

⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援  

⑨ 子どもの遊びの理解と支援  

⑩ 障害のある子どもの育成支援   

⑪ 保護者との連携・協力と相談支援  

⑫ 学校・地域との連携   

⑬ 子どもの基本的な生活面における対応  

⑭ 安全対策・緊急時対応   

⑮ 放課後児童支援員の仕事内容  

⑯ 放課後児童クラブの運営管理と職場倫理 

 

理由： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３−９ 放課後児童支援員認定資格研修に関して何かありましたらご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご協力ありがとうございました。）  
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【研究会・ワーキンググループの開催概要】 

 

【研究会】 

 日時 場所 出席委員 

第 1 回 平成 28 年 10 月 25 日(火) 

16：00～18:00 

 

秋草学園短期大学学長室 近喰、松村、高橋、 

加賀谷、秋山 

第 2 回 平成 28 年 11 月 25 日(金) 

18：00～20:00 

放送大学東京文京学習セ

ンター 演習室 1 

近喰、松村、高橋、 

加賀谷、秋山 

第 3 回 平成 29 年 1 月 24 日(火) 

16：00～18:00 

秋草学園短期大学学長室 近喰、松村、高橋、 

加賀谷、秋山 

第 4 回 平成 29 年 2 月 21 日(火) 

15：00～17:00 

放送大学東京文京学習

センター講義室 5 

近喰、松村、高橋、 

加賀谷、秋山 
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【ワーキング】 

日時 主な内容（場所） 出席委員 

2016 年 11 月 8 日（火）

13：00～17：00 

研究計画とスケジュールの検討（放送

大学東京文京学習センター） 

 

松村、高橋 

2016 年 11 月 21 日（月）

10：00～12：00  

グループヒアリング（放送大学東京文

京学習センター） 

松村、高橋     

2016 年 12 月 3 日（土）

14：00～16：00  

アンケート調査に関する打ち合わせ

（秋草学園短期大学  加賀谷研究

室 ） 

加賀谷、秋山 

2016 年 12 月 13 日（火）

10：00～12：00 

デジタル教材の構成・内容等に関する

打ち合わせ（放送大学東京文京学習セ

ンター） 

松村、高橋 

2017 年１月 5 日（木）

13：00～14：00 

柏女霊峰淑徳大学教授のインタビュー

収録（淑徳大学 柏女研究室）   

松村、高橋 

 

2017 年 1 月 6 日（金）

13：30～15：00  

みどり学童クラブに関する写真・資料

収集（日本女子大学 黒岩研究室） 

松村 

2017 年 1 月 14 日（土）

10：00～11：00 

デジタル教材「５．記録と事例検討」

の映像化の打ち合わせ（むげん企画） 

松村 

2017 年 1 月 20 日（金）

15：00～19：00 

アンケート調査の集計に関する打ち合

わせ（秋草学園短期大学 学長室） 

近喰、加賀谷、

秋山 

2017 年 1 月 24 日（火）

10：00～12：00 

台本の完成及び今後のスジュールの検

討（放送大学東京文京学習センター） 

松村、高橋 

2017 年 1 月 25 日（水）

終日 

放課後児童クラブ撮影と小野講師と水

野講師の講義収録（松が谷児童館） 

松村、高橋 

2017 年 1 月 26 日（木）

終日 

小野講師ならびに小野講師と佐藤講師

の講義収録（渋谷のスタジオ） 

松村、高橋 

2017 年 1 月 27 日（金） 

15：00～19：00 

アンケート調査の集計及び分析の打ち

合わせ（秋草学園短期大学 学長室） 

近喰、加賀谷、

秋山 

2017 年 2 月 16 日（木）

午後  

ナレーション収録（東中野のスタジオ） 松村、高橋 
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日時 主な内容（場所） 出席委員 

2017 年 2 月 17 日（金） 

15：00～18：00 

アンケート調査分析に関する打ち合わ

せ（秋草学園短期大学 学長室） 

近喰、加賀谷、

秋山 

2017 年 2 月 21 日（火） 

13：00～15：00 

DVD 試写と検討会（放送大学文京学習

センター） 

近喰、松村、高橋、

加賀谷、秋山 

2017 年 3 月 3 日（金） 

15：00～17：00 

報告書作成に関する打ち合わせ（秋草

学園短期大学 学長室） 

近喰、加賀谷、

秋山 

 

 

 

 

【ヒアリング調査先一覧】 

 

日程 調査内容・調査先 担当委員 

平成 29 年 3 月 8 日(水)  認定講習に関する事例収集 

けやきの子クラブ（福島県） 

近喰 

平成 29 年 3 月 9 日(木)  認定講習に関する事例収集 

桃山児童館（京都府） 

近喰 

 

平成 29 年 3 月 10日(金)  認定講習に関する事例収集 

所沢市立すみれ児童館（埼玉県） 

近喰 
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