
■平成 27 年度 青少年育成センター 講座・研修等 ＊すべて終了しています 

タイトル 日時 対象 等 内容 等 

◆【スキルアップ講座】“記録”から始める

チーム力 UP ～より良い支援につなげる

ために～（ユースワーカー基礎講習） 

6/15（金）9:30～12:00 
青少年に関わる施設や活動団体のス

タッフ、学生など<２０人> 

記録は、支援をするうえで大切な要素が多く含まれています。記録の

取り方・活用の仕方を学び、より良い支援につなげていけます。 

★詳細はこちら！※終了しました 

◆【合同フォローアップ研修】 

「実践から学ぶ青少年の居場所づくり」

「ユースコーディネーター養成研修」 

6/2(火) 9:30～12:00 
平成２６年度受講者と受講者 〈２０

人〉 

活動についての情報交換や課題の共有などを行います。 

★参加費：無料 ★詳細はコチラ※終了しました  

◆協賛事業【広報力 UP 講座 第 1 弾】 

広報のための新聞づくり講習会 
5/22（金）～6/4（木） 

広報紙づくりに関わっている方 どな

たでも歓迎！ 

豊富な具体例が満載のオリジナルテキストを使い、分かりやすくポイン

トをまとめました。★詳細はコチラ ※終了しました  

◆【スキルアップ講座】 

【広報力 UP 講座 第 2 弾】広報・記録の

ためのデジカメ写真入門講座 

6/23（火）9:30～12:30 

青少年に関わる活動などで、広報・PR

に携わっている人 他 〈３０人〉【満員

御礼】 

活動を第三者に理解してもらうために重要な写真を効果的に撮影する

方法を初歩から学びます。 

★講師：大向哲夫氏（写真家）★詳細はコチラ ※終了しました 

◆【スキルアップ講座】 

「発達障がいの子ども・青少年の理解と

支援～捉え方・特徴・支援のコツを学ぶ

～」 

6/30（火）9：30～12：30 

子ども・若者に関わる団体・施設の

方、放課後キッズ・はまっ子・学童関係

者、教職員、発達障害に関心のある方

など〈30 人〉【満員御礼】 

発達障がいは育て方の問題ではなく、脳の特徴といわれています。子

どもの生き辛さ、大人の育て辛さを軽減し、発達障の特徴を持つ子ど

も・青少年を支えるために、事例をもとに学びます。★講師：中本テリーさ

ん（臨床心理学博士、よこはまチャイルドラインスーパーバイザー）★詳細はコチラ 

※終了しました ■ 報告は⇒コチラ 

◆中高生との向き合い方～受入れ？排

除？地域の大人ができること～ 

導入：7/24（金） 

実践見学・研修： 

8/5（水）、8/27 日（木）

9/3（木）9/10 日（木） 

ふり返り：9/17 日（木） 

<全 5 回> 

青少年の居場所づくりに関心のある

人、施設・地域・NPO 等で青少年に関

わっている人  〈３０人〉 

中高生との関わり方を実践の話を通じて学びます。また、地域におけ

る「青少年の居場所」のあり方と地域の大人ができることを一緒に考え

る連続講座です。★詳細はこちら 

【導入の報告】 【特別編-1 の報告】 【テーマ研修①】 【特別編-2】 【テーマ研修

②】 【ふり返り講義】 ※終了しました 

◆ユースコーディネーター養成研修 

（全４回） 

第 1 回 10/15（木） 

第 2 回 10/29（木） 

第 3 回 11/13（金） 

施設や活動などで子ども・青少年と関

わりのある方、関心のある方など 

【満員御礼】子どもや家庭が出す気になるサイン“いじめ、不登校、虐

待、非行、貧困”などをキャッチし、受け止め、青少年と地域、相談・支

援機関をつなぐユースコーディネーターを目指して一緒に考え、学びま

http://yokohama-youth.jp/ikusei/?p=8087recording-up/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/?p=8287follow-up
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2015/05/07/%E3%80%90%E5%BA%83%E5%A0%B1%E5%8A%9Bup%E8%AC%9B%E5%BA%A7%EF%BC%81%E7%AC%AC1%E6%AE%B5%E3%80%91%E2%89%AA%E5%8D%94%E8%B3%9B%E2%89%AB%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%96%B0/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2015/05/13/digital-camera/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/?p=8271
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2015/07/03/reporthattatusyougai/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/?p=8376
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2015/07/28/chuukouseitono/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2015/08/13/ibasho-mondaikodo/


第 4 回 11/27（金） 

全回 9：30～12：00 

部分参加可能 

す。★詳細はこちら ※終了しました 

■第 1 回報告は⇒コチラ  ■第 2 回報告は⇒コチラ  ■第 3 回報告は⇒コチラ  

■第 4 回報告は⇒コチラ ※終了しました  

◆【スキルアップ講座】ヤル気を引き出す

コーチング入門講座（全 2 回） 

第 1 回 11/18 日（水） 

第 2 回 11/25 日（水） 

全回 19:00～21：00 

青少年育成活動に関わる人、コーチン

グに関心のある人など（高校生以上） 

〈３０人〉 

【満員御礼】相手の能力や可能性、ヤル気を引き出すコミュニケーショ

ンスキル“コーチング”を基礎から実践的に学びます。★詳細はこちら 

※終了しました■報告は⇒コチラ ※終了しました 

◆【スキルアップ講座】コーチング入門 

ステップアップ講座 

12/16（水） 

19：00～21：00 
コーチング入門講座参加者 

コーチング入門で学んだスキルの習熟と新しいコーチングスキルを学

びます。※終了しました■報告は⇒コチラ ※終了しました 

◆【スキルアップ講座】「魅力ある講座企

画の考え方を身につける～対話力から構

想力まで～」 

平成 28/1/27（水）9：30

～12：00 

青少年育成団体・施設職員、区民利

用施設職員、青少年育成活動に関わ

る人など 〈30 人〉 

「必要かつ魅力的な講座・事業」って何だろう？ニーズをつかむための

対話力（聞く・聴く・訊く）をトレーニングを通して体感し、講座や事業を

計画するための構想力（理想描写・現実直視・作戦）について学びま

す。※終了しました。■報告は⇒コチラ ※終了しました 

◆ユースシンポジウム 「思春期の心の声

を聴く～ＳＯＳに気づき、支えるために～」 

平成 28/1/30/（土）13：

30～16：30 

青少年活動、地域活動に関心をお持

ちの市民、ＰＴＡ、教職員など 〈70 人〉 

思春期特有の複雑な心の奥のＳＯＳに気づき、受け止め、どのように

支えていけばよいかを実際に思春期の子どもの課題、問題を受け止

め、支えている実践者の基調講演や事例報告、問題提起をもとに、一

緒に考えます。 ★詳細はこちら ■報告は⇒コチラ ※終了しました 

◆【スキルアップ講座】 「スーパーバイズ

の視点から 職員を育てる・チームを作

る」（ユースワーカー・リーダー研修） 

平成 28/2/16（火）10：

00～16：00 

子ども・若者に関わる方・学生など各

回のテーマに関心のある方<20 人> 

【満員御礼】青少年活動に関わる中堅者・マネージャーを対象に、考え

方や実務に必要なことを学ぶ ★詳細はこちら■報告は⇒コチラ※終

了しました 

◆よこはまユース・ゼミ（テーマ別） 

■第 1 回 12/17（木） 

ゲスト：西区寄り添い型学習等

支援事業 主任指導員 

■第 2 回 2/17(木)中止 

■第 3 回 3/9(水) 

■報告はこちら⇒報告 

時間：19:00～20：15 

子ども・若者に関わる方、各回のテー

マに関心のある方、学生など 

各回の子ども・若者のテーマについて、集まったメンバーで、ちょっと知

りたい・学びたい、話したい。そして・・・「わたしのとこ、こうなんだけど、

みんなはどう思う？」「うちでは、こんな活動してる」などお互いでシェア

し、明日へ向けて元気になる時間です。★詳細はこちら ※終了しました 

http://yokohama-youth.jp/ikusei/2015/08/30/youth-coordinator/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2015/10/20/youth-coordinator1/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2015/11/12/youth-coordinator-2/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2015/12/21/youth-coordinator-3/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2015/12/21/youth-coordinator-4/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/?p=8911
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2015/12/22/coaching-1/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2015/12/24/coaching-step-up/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2016/02/05/jigyoukikaku/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2016/01/16/youth-symposium/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2016/02/15/symposium-report/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/?p=9462
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2016/03/01/supervise/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2016/03/11/youth-seminer39/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/?p=9248


◆よこはまユース・ゼミ（second） 

◆第１回 2/24(水) 

“先輩教えて”子ども・若

者に関わる施設スタッフ

の勉強法 

◆第２回 3/15(火) 

子ども・若者から見える

“わたし”のギャップ 

時間：19:15～20：30 

子ども・若者に関わる仕事をしている

初任～5 年目までの方 

子ども・若者に関わる仕事って何から学ぶの？みんなが話している単

語が説明できないかも・・・。そんな疑問や不安が解消できます！ 

一足先に学んで４月を迎えられますよ。疑問や不安をシェアし、先輩・

講師の話を聞いて一緒に考え、青少年に向かう“パワー”を充電。  

※詳細はこちら  ■報告は⇒コチラ 

※終了しました 

◆馬車道カレッジ「社会人のためのマナ

ー教室」 

■第 1 回 2016/3/18

（金） 

■第 2 回 2016/3/25

日（金） 

※いずれも 19:00～

21:00 

20～30 歳代の社会人＜先着 20 人＞ 

※学生不可、4 月からの新社会人は

可 

『社会人は知っていて当たり前』と言われてしまうことが多いビジネス

や日常生活でのマナーについて勉強＆実践します！若手社会人なら

ではの不安なことや疑問を共有して、解決して、スッキリして 4 月を迎

えましょう！【講師】岩間 正子先生（日本作法会 師範）【参加費】

1,500 円（1 回のみ参加の倍は 1,000 円）＊詳細はこちら ※終了しまし

た 

 

http://yokohama-youth.jp/ikusei/?p=9510
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2016/02/28/report-youth-seminer/
http://yokohama-youth.jp/ikusei/2016/02/19/manners/

