
東京都保育士等キャリアアップ研修事業指定研修

●ごあんない
保育プラザJAPANでは、2019年度もキャリアアップ研修を実施します。
各講座、講義だけでなくグループ討議や交流での主体的な学びを大切に、
全15時間の内容を構成します。園長・主任の下で
ミドルリーダーの役割を担われる方
各分野のリーダー的役割を担われる方
ぜひ、ご参加ください。

【講座の種類と受講料】　＊詳細は次頁以降をご確認ください。

研　修　種　別 講座
記号

Ｂ
Ｅ
Ｇ

6月15日（土）、16日（日）
９月12日（木）、13日（金）
12月12日（木）、13日（金）

6月1日（土）、2日（日）
12月20日（金）、21日（土）

＊2月開催を計画中…（6月以降、受付開始の予定）

11月23日（土）、24日（日）

9月6日（金）13：00～18：00　＊昼食休憩なし
7日（土） 9：30～18：00
8日（日） 9：30～13：15　＊昼食休憩なし

8月26日（月）、27日（火）
12月14日（土）、15日（日）

＊2月開催を計画中…（6月以降、受付開始の予定）

Ａ
Ｉ
Ｋ

Ｆ

Ｊ

D
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日　程 ＊講座Ｄ以外は、各日 9:30～18:３0、
２日間で全15時間の内容

乳児保育
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別
研
修

主催：一般社団法人保育プラザJAPAN　　協賛：全国保育団体連絡会

受講料

幼児教育

障害児保育

食育・アレルギー対応

マネジメント研修

〒162-0837　東京都新宿区納戸町 26-3 保育プラザ　　TEL：03-6265-3239　FAX：03-6265-3230

ht tp：//www.hoikuplaza.or.jpht tp：//www.hoikuplaza.or.jp

★受付状況はこちらよりご確認ください
hoikuplazacareerup.blogspot.jp

2019年度

保育プラザキャリアアップ研修

【会　場】保育プラザ　２階研修室　（東京都新宿区納戸町26-3）
＊昼食は必ずご持参ください（昼食休憩は45分を予定しています）。

各講座
20,000円

※東京都が実施する
研修費補助の対象
者は、受講料負担
はありません

保健衛生・安全対策
＊９／６～8の３日間で
　全15時間の内容



２０１9年度 保育プラザ キャリアアップ研修 実施要領
　この研修は、保育現場におけるリーダー的職員の育成のために必要な専門性の向上を目的とするもの
で、「東京都保育士等キャリアアップ研修事業」の指定研修です。2017年度より実施されている、施設
型給付における技能・経験に応じた処遇改善のための加算（処遇改善等加算Ⅱ）の要件である研修にあ
たります。2019年度、保育プラザでは、専門分野別研修（乳児保育、幼児教育、障害児保育、保健衛生・
安全対策、食育・アレルギー対応）にマネジメント研修を加えた、６分野・11講座を実施する予定です。

【ねらい】
　本研修は国のガイドラインにそった研修です。保育現場で各分野のリーダー的な役割を担う受講者が、
当該分野について理解を深め、子どものゆたかな発達を保障する保育を行う力を養い、他の保育士等に適
切な助言ができるための実践的な力を身に付けられるよう、内容を構成しています。また、保育プラザならで
はの大切にしたい視点も加えて、演習やグループ討議など自園の課題に引きつけながらともに考えるなか
での学びも大切に、より実践的な研修内容をめざします。

【対象者】
●専門分野別研修　　経験年数：4年以上
保育所等（認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、東京都認証保育所も含む）の保育現場に
おいて、それぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う者（当該役割を担うことが見込まれる者を
含む）。

●マネジメント研修　　経験年数：6年以上
乳児保育、幼児教育、障害児保育、食育・アレルギー対応、保健衛生・安全対策、保護者支援・子育て支
援のいずれかの分野におけるリーダー的な役割を担う者としての経験があり、主任保育士の下でミドル
リーダーの役割を担う者（当該役割を担うことが見込まれる者を含む）。

【日　程】　各講座、2日間または3日間全体で、休憩時間をのぞいて全15時間の内容です。
・講座 A～ C、Ｅ～Kは、９：30 ～18：30×２日間
・講座Ｄは、1日目13：00 ～18：00、2日目9：30 ～18：00、3日目9：30 ～13：15
※昼食休憩は45分です。会場近くにお店がないので、昼食は必ずご持参ください。

【場　所】　保育プラザ　2階研修室

【定　員】　各講座　60名

【受講料】　各講座　20,000 円
※東京都内の民間が運営する保育所等（認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、
東京都認証保育所を含む）に勤務している方（本年度より公設民営園も対象となります）に
は、東京都より研修費補助が出ますので、受講料の負担はありません。
　ただし、所長および「主任保育士専任加算」の対象になっている主任保育士は、東京都の研
修費補助の対象外となりますので、受講料（20,000 円）をお支払いいただきます。

【修了証の発行】
各講座、15 時間の内容を全て受講し、所定のレポートの提出をした受講者には、修了証を交付いたします
（なお、修了証及びその修了証番号は、施設型給付における処遇改善等加算Ⅱの申請等に関わり必要になり
ますので、大切に保管してください）。
※15分以上の遅刻や、途中退室、居眠りがあった場合、修了が認められません。

講座J、Kについては、決まり次第HPでご案内します。



6月1日（土）
9：30～18：30

6月2日（日）
9：30～18：30

各講座概要
＊各講座2または３日間で全15時間の内容です。全日程を通して必ず本人がご参加ください。
＊15分以上の遅刻や、早退、居眠りなどがあった場合には、修了を認められません。
＊各日、開始時間の30分前に受付を始めます。受付時に確認いたしますので、申込み手続き完
了後に郵送する「受講証」を忘れずにお持ちください。
＊昼食休憩は45分と短いので、昼食は必ずご持参ください（会場の近くには、飲料の自動販売
機はありますが、コンビニまでは距離があります）。

受
講
上
の
注
意

※内容に若干の変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※講師の所属は、2019年３月現在のものです。

長瀬 美子
（大阪大谷大学）

内　　　　　　　容 形　　式時　　　間日　　時 講　　　師

幼児教育の環境

幼児教育の指導計画、
記録及び評価

幼児の発達に応じた
保育内容

小学校との接続

幼児教育の意義

長瀬 美子
（大阪大谷大学）

長瀬 美子
（大阪大谷大学）

多田 純也
（ただじゅん企画・
表現あそび風光舎）

●なかまとの主体的な生活、夢中になってあそぶなかで育まれる大切な力
A．幼児教育　６月１日（土）・２日（日）

●発達をふまえ、保護者と連携しながら子ども一人ひとりの心地よい生活をつくる
B．乳児保育　６月15日（土）・16日（日）

14：00～18：30

11：15～13：15

9：30～11：00

9：30～13：15

講義
グループ討議

講義
グループ討議

講義

講義
演習

講義
演習

講義
演習

14：00～18：30

6月15日（土）
9：30～18：30

6月16日（日）
9：30～18：30

清水 玲子
（保育実践研究会、元帝京大学）

吉田 真理子
（三重大学）

内　　　　　　　容 形　　式時　　　間日　　時 講　　　師

乳児の発達に応じた保育内容

乳児保育の環境

乳児への適切な関わり①

乳児への適切な関わり②

乳児保育の意義

吉田 真理子
（三重大学）

菊地 知子
（お茶の水女子大学いずみナーサリー）

伊藤 洋子
（（福）新瑞福祉会）

14：00～18：30

11：45～13：15

9：30～11：30

9：30～11：00

講義

講義
グループ討議

講義

講義

乳児保育の指導計画、
記録及び評価

吉田 真理子
（三重大学）

15：15～18：30 講義
グループ討議

11：15～15：00



●職員一人ひとりが主体的になれる園運営を実現するために
Ｃ．マネジメント　８月26日（月）・27日（火）

●子どもの思いを大切にしながら考える、安心・安全な保育
Ｄ．保健衛生・安全対策　９月６日（金）・7日（土）・8日（日）

●発達をふまえ、保護者と連携しながら子ども一人ひとりの心地よい生活をつくる
Ｅ．乳児保育　9月12日（木）・13日（金）

清水 玲子
（保育実践研究会、元帝京大学）

吉田 真理子
（三重大学）

内　　　　　　　容 形　　式時　　　間日　　時 講　　　師

乳児の発達に応じた保育内容

乳児保育の指導計画、
記録及び評価

乳児への適切な関わり①
乳児保育の意義

菊地 知子
（お茶の水女子大学いずみナーサリー）

伊藤 洋子
（（福）新瑞福祉会）

14：00～18：30

11：45～13：15
9：30～11：30

講義

講義
グループ討議

吉田 真理子
（三重大学）

吉田 真理子
（三重大学）

乳児への適切な関わり② 9：30～11：00 講義

乳児保育の環境 11：15～15：00 講義
演習

講義

15：15～18：30 講義
グループ討議

8月26日（月）
9：30～18：30

8月27日（火）
9：30～18：30

村山 祐一
（保育研究所、（福）加須福祉会）

石井 一由記
（（福）新瑞福祉会）

内　　　　　　　容 形　　式時　　　間日　　時 講　　　師

働きやすい環境づくり②

組織目標の設定
働きやすい環境づくり①

マネジメントの理解

小尾 晴美
（名寄市立大学）

14：00～18：30

9：30～13：15

9：30～13：15

講義
グループ討議

講義
グループ討議

講義

人材育成
平松 知子

（愛知・けやきの木保育園）

14：00～15：30 講義

リーダーシップ 15：45～18：30 講義
グループ討議

9月6日（金）
13：00～18：00
＊昼食休憩なし

9月8日（日）
9：30～13：15
＊昼食休憩なし

9月7日（土）
9：30～18：00

9月12日（木）
9：30～18：30

9月13日（金）
9：30～18：30

寺町 東子
（（一社）子ども安全計画研究所）

和田 浩
（健和会病院 小児科医）

内　　　　　　　容 形　　式時　　　間日　　時 講　　　師

保健計画の作成と活用①

事故防止及び健康安全管理
教育・保育施設等における事故防止及び
事故発生時の対応のためのガイドライン

保育所における感染症ガイドライン
保育の場において血液を介して感染する
病気を防止するためのガイドライン

9：30～12：10

13：00～18：00

13：00～14：15

講義
グループ討議

保健計画の作成と活用② 14：25～18：00 講義
グループ討議

保健計画の作成と活用③ 9：30～13：15 演習

和田 浩
（健和会病院 小児科医）

宮前 尚子
（東京・丸子ベビー保育園

看護師）

講義
グループ討議

講義
グループ討議



●子どものねがいによりそいながら、なかまのなかでの育ちあいを支える
Ｆ．障害児保育　11月23日（土）・24日（日）

●発達をふまえ、保護者と連携しながら子ども一人ひとりの心地よい生活をつくる
Ｇ．乳児保育　12月12日（木）・１3日（金）

●職員一人ひとりが主体的になれる園運営を実現するために

Ｈ．マネジメント　12月14日（土）・15日（日）

菊地 知子
（お茶の水女子大学いずみナーサリー）

伊藤 洋子
（（福）新瑞福祉会）

11月23日（土）
9：30～18：30

11月24日（日）
9：30～18：30

木下 孝司
（神戸大学大学院）

内　　　　　　　容 形　　式時　　　間日　　時 講　　　師

障害児保育の環境

障害児の発達の援助
障害児の指導計画、記録及び評価

障害の理解

浜谷 直人
（首都大学東京）

13：00～18：30

9：30～12：15

9：30～13：15

講義
グループ討議

講義

講義

家庭及び関係機関との連携
荒井 聡

（豊島区立東部子ども
家庭支援センター）

14：00～18：30 講義
グループ討議

12月12日（木）
9：30～18：30

12月13日（金）
9：30～18：30

清水 玲子
（保育実践研究会、元帝京大学）

内　　　　　　　容 形　　式時　　　間日　　時 講　　　師

乳児への適切な関わり①

乳児の発達に応じた保育内容

乳児保育の意義

吉田 真理子
（三重大学）

吉田 真理子
（三重大学）

11：45～13：15

9：30～11：30

講義

乳児への適切な関わり② 9：30～11：00 講義

吉田 真理子
（三重大学）

乳児保育の指導計画、
記録及び評価 15：15～18：30 講義

乳児保育の環境 11：15～15：00 講義
演習

14：00～18：30 講義
グループ討議

講義

12月14日（土）
9：30～18：30

12月15日（日）
9：30～18：30

村山 祐一
（保育研究所、（福）加須福祉会）

石井 一由記
（（福）新瑞福祉会）

内　　　　　　　容 形　　式時　　　間日　　時 講　　　師

働きやすい環境づくり②

組織目標の設定
働きやすい環境づくり①

マネジメントの理解

小尾 晴美
（名寄市立大学）

14：00～18：30

9：30～13：15

9：30～13：15

講義
グループ討議

講義
グループ討議

講義

人材育成
平松 知子

（愛知・けやきの木保育園）

14：00～15：30 講義

リーダーシップ 15：45～18：30 講義
グループ討議



保育プラザＪＡＰＡＮとは

アクセスマップ

●3階・研修室（貸出）…18名規模の研究会・会議などに
●２階・研修室（貸出）…100名規模の研修会・会議などに
●1階・交流室…保育関係図書の展示・販売
●Ｂ１階・資料室…保育関係資料等の展示に向け準備中

●なかまとの主体的な生活、夢中になってあそぶなかで育まれる大切な力
I．幼児教育　12月20日（金）・21日（土）

12月20日（金）
9：30～18：30

12月21日（土）
9：30～18：30

田中 浩司
（首都大学東京）

多田 純也
（ただじゅん企画・
表現あそび風光舎）

内　　　　　　　容 形　　式時　　　間日　　時 講　　　師

幼児教育の指導計画、
記録及び評価

幼児教育の環境

幼児教育の意義

河原 紀子
（共立女子大学）

11：45～15：30

9：30～11：30

9：30～15：30

講義
グループ討議

講義

幼児の発達に応じた
保育内容 15：45～18：30 講義

演習

講義
グループ討議

小学校との接続 布施 光代
（明星大学）

15：45～18：30 講義
グループ討議

　一般社団法人保育プラザJAPANは、保育関係者の募金等
によって設立された会館・保育プラザを管理し、保育に関わる
研修・研究活動を推進するために、2011年に結成されました。
　設立時から実施している保育プラザ研修は、首都圏を中心
に全国の方に受講していただいており、その受講者の総計は、
2017年度を終えた時点で約1万人にのぼっています。

　2018年度、法人内に共同研修センター部門を立ち上げ、これ
まで行ってきたプラザ研修と並行して、東京都の指定を受けて、
この保育プラザキャリアアップ研修を行うことになりました。
　そのほか保育プラザでは、保育・子育てに関わる方々の実
践交流・研究のために、研修室の貸し出しも行っています。

施設
案内



申込み方法
※各講座、定員に達した時点で受付を締め切ります。お早目にお申込みください。

【申込み手順】
下記ウェブサイトで受講したい講座の受付が締め切られていないことをご確認ください。

キャリアアップ研修受付状況確認ページ
hoikuplazacareerup.blogspot.jp
⬇

参加申込書を FAX 送信してください。
⬇

FAX受信後、勤務先へ必要書類と振込用紙を郵送します（振込用紙は受講料の支払いが必要
な方のみ）。２週間以内に、受講料のお振込みと記入済み必要書類のFAX送信をお願いいたし
ます。

⬇
お振込みと書類の確認ができしだい、受講証を郵送します。
これにより申込み手続きが完了します。

＊当日は受講証を忘れずにお持ちください。
＊講座によっては、グループ討議や演習に向けて、必要な資料等をご持参いただくことがあります。
　その際は、文書でお知らせいたします。

【変更・キャンセル】
申込み内容に変更・キャンセルがある場合は、なるべく早くご連絡ください（演習やグループ討議に向
けての準備が必要なため）。受講日７日前の午後５時までに連絡があった場合に限り、対応いたします

（キャンセルの場合、手数料1,000 円を差引いて返金いたします）。

【個人情報の取扱】
研修申込みに関する個人情報は、次の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
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個人情報の利用目的について
研修申込みに関する個人情報は、研修の実施・運営、研修等のご案内の際に利用します。
また、氏名・生年月日・住所・保育士登録番号・勤務先施設名は、当研修の修了情報とともに東
京都に提供します。なお、これらの情報は、都以外の道府県で勤務する研修修了者や、研修終了後
に他の道府県の施設へと異動する研修修了者の情報について、他の道府県と共有することから、
他の道府県及び区市町村に提供されます。

　利用に際しては、個人情報保護の重要性を十分に認識し、一般社団法人 保育プラザJAPANが定め
る「プライバシーポリシー」に基づいて、細心の注意を払って適切な取扱いをいたします（詳細は、一般
社団法人 保育プラザJAPANホームページの「プライバシーポリシー」をご参照ください）。

●申込み先・問い合わせ先
一般社団法人 保育プラザJAPAN　　キャリアアップ研修担当
〒162-0837　東京都新宿区納戸町 26-3　保育プラザ
TEL 03-6265-3239   FAX 03-6265-3230
ホームページ http：//www.hoikuplaza.or.jp



保育プラザ キャリアアップ研修講座
 参加申込書

＊＊＊＊＊コピーをとってＦＡＸ送信してください【FAX.０３-６２６５-３２３０】＊＊＊＊＊

Ａ．幼児教育 ─────── ６／1，2
Ｂ．乳児保育 ─────── 6／１5，16
Ｃ．マネジメント ───── ８／26，27
Ｄ．保健衛生・安全対策─── 9／6，7，8
Ｅ．乳児保育 ───────9／12，13

２０１9年度　保育プラザ キャリアアップ研修講座　一覧

Ｆ．障害児保育 ──────１1／2３，2４
Ｇ．乳児保育 ───────１２／１2，１3
Ｈ．マネジメント ─────12／14，15
Ｉ．幼児教育 ───────12／20，21
＊J、Kは６月以降のお申し込みとなります。

＊太枠内は必ず記入してください（個人情報の取扱同意のチェック欄も含め、
　記入漏れがある場合は受付けられません）。

申込み講座

フリガナ

氏　名

保育士
登録番号
保育士の方のみ

性別 保育者歴

都道府県 ６桁の番号

年生年月日 Ｓ・Ｈ　　年　　　月　　　日

自宅住所

勤務先
施設名

施設の
設置形態

認可保育所・認定こども園・認証保育所
小規模保育所・家庭的保育所・事業所内保育所
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

個人情報の
取扱に同意します

〒

〒

TEL　　　　（　　　　　）　　　　　FAX　　　　（　　　　　）　　　　　

職種
役職

対象年齢
定員

歳児　～　　　歳児

名東京都の補助の対象者です。　　＊チェック欄□

＊必ずチェックを入れてください。

勤務先
所在地等

個人情報の
取扱について

特記事項

講座記号（　　　　） 　 　 講座名                      

上記情報は、研修の実施・運営、研修等のご案内の際に利用します。
また、氏名・生年月日・住所・保育士登録番号・勤務先施設名は、当研修の修了
情報とともに東京都に提供します。なお、都以外の道府県で勤務する研修修了者
や、研修修了後に他の道府県の施設へと異動する研修修了者の情報について、他
の道府県と共有することから、他の道府県及び区市町村に提供されます。


