保育のデザイン研究所

《 on-line 研修申込書 《
申込日

年

スマホ・PC で受講できる！
月

保育のデザイン研究所

日

on-line 研修

【お申込み方法】
①保育のデザイン研究所の HP よりお申込みください。
※お申込み画面の備考欄に、「チャイルド本社紹介」と明記してください。

園内研修としても個人の学びとしてもご利用いただけます。

②併せて《on-line 研修申込書》( 本用紙 ) のお申込み園様記入欄をご記入の上、

無藤隆先生監修による質の高い内容、より使いやすい仕組みでスキルアップ！

チャイルドの営業マンにお渡しください。
③お申込み確認後、保育のデザイン研究所より請求書をお送りいたします。
④ご入金の確認後、保育のデザイン研究所より利用開始のご案内をメールにてお知らせいたします。

デ
保育の

ザイン研 究

o n - li n e 研

【お申込み園様記入欄】

所

修が 選ばれる5 つのポイント！

園 名

充実した講座内容

〒

園住所

「乳児保育」「マネジメント」
「安全対策」など、
様々な分野の研修を
約250本全て受講できます。

TEL.

メールアドレス

1講座は
「講義+ワーク」で30分程度
なので、
ご都合に合わせて
受講できます。

（2020.11現在）

研修ご担当者名
園児定員数

時間調整のしやすさ

19 名以下

ID 登録人数

or

20 名以上

※どちらか〇印をつけて下さい。

多様な受講スタイル
全職員・小グループ
（年齢担当、
経験年数）
・
個人など受講の方法は
自由に選べます。

名

受講管理のしやすさ
受講者一⼈ひとりにIDが
付与されるので、
個々の受講記録が残り、
園でも管理ができます。

【担当営業マン記入欄】

店

名

お手頃価格

担当者
※ご記入後、営業推進部宛に FAX をお願いいたします。
株式会社チャイルド本社
営業推進部 星野
FAX:03-3813-3971

外部研修や講師を招く
園内研修に比べて
とても安価です。

ご契約をいただいた園様に受講者分の

※チャイルド本社にお申し込み
いただいた場合に限ります。

公開動画講師一例
分野

保 育のデ ザイン研 究 所 o n - l i n e 研 修 価 格 表

講師名（敬称略）

井桁容子（非営利法人コドモノミカタ）

乳児保育

川辺尚子（保育のデザイン研究所）
和田美香（東京家政学院大学）
無藤隆（白梅学園大学）

幼児教育

宮里暁美（お茶の水女子大学）
松嵜洋子（千葉大学）
久保山茂樹（国立特別支援教育総合研究所）

障害児保育

三浦主博（仙台白百合女子大学）
若月芳浩（玉川大学）

加入単位

ベーシックコース
年会費

受講者ID1人につき
（年間）

園単位加入A
児童定員20人以上

50,000円

3,600円

園単位加入B
児童定員19人以下

30,000円

3,600円

個人加入

-

7,200円

長谷川美穂（昭和大学医学部小児科学講座）
細井香（東京家政大学）

保健衛生・安全対策

安心サポートコース

ベーシックコース
+60,000円

-

児童数70人、受講者15人の場合、年間104,000円（税別）ですべての講座を受講できます。
料 金 例

脇貴志（株式会社アイギス）

年会費

50,000円（Aプラン）

矢萩恭子（和洋女子大学）

保護者支援・子育て支援

ID

＋ 54,000円（3,600円×15人）

大方美香（大阪総合保育大学)
松田妙子（NPO法人せたがや子育てネット）
矢藤誠慈郎（和洋女子大学）

マネジメント

サポート内容

鈴木正敏（兵庫教育大学）

ベーシックコース

鈴木健史（東京立正短期大学）

・システム操作やIDを忘れた等のメールやお電話での対応

吉田伊津美（東京学芸大学）

保育実践

・新規講座追加のご案内等

久津摩英子（わらべうた実践家）
花原幹夫（白梅学園短期大学）

安心サポートコース

公開動画詳細一覧 はこちら！

https://hoiku-design.net/online_plan#start

あります。

（税別）

太田百合子（東洋大学）

食育・アレルギー対応

8分野249講座

ご利用料金は年単位で1園につき
「年会費+受講者(登録ID)数に応じた金額」をいただきます。

ベーシックサービス＋メールによる専門スタッフの

園内研修が初めてで不安な園様、
研修で学んだことを保育に活かす
アドバイスが欲しい方等にお奨めです。

アドバイスが受けられます。

会 員 様 の 声

「on-line研修」
監修者
講師

無藤 隆

・視聴講座内容についての質問に対するメールでの回答
・園の年間計画等の相談

全員で外部研修に行くことが
難しい。on-line だと園内で
職員全員が受けられるので良い。

（白梅学園大学名誉教授）

まずは

ご視聴ください

株式会社保育のデザイン研究所

https://hoiku-design.net/online#trial

他の職員たちと同じテーマで
研修ができるので、お互いの考えが

お問い合わせ

わかりとても勉強になる。

講師

井桁 容子

（非営利法人コドモノミカタ）

講義とワークを組み合わせることで、
保育⼒アップに繋がり、
スキルアップに活用出来る。

内容について

申込について

株式会社保育のデザイン研究所
TEL

0466-90-3952

mail

on@hoiku-design.net

営業推進部・星野
TEL

03-3813-2143
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