
 

平成 30年 3月 15日 

園 長・施設責任者 各位 

（公社）神戸市私立保育園連盟 

会長   黒 川  恭 眞 

普 及 

平成３０年度 神戸市保育士等キャリアアップ研修のご案内 

研修分野「幼児教育」「障害児保育」「食育・アレルギー対応」「保育実践」 

 

時下、皆様におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

 この度、兵庫県から指定を受けた神戸市より委託を受け、神戸市私立保育園連盟が保

育士等キャリアアップ研修を開催することになりました。つきましては、下記の４分野

についてご案内いたしますので、是非ご参加下さいますよう宜しくお願い致します。 

尚、他のキャリアアップ研修（４分野）につきましては、４月１６日（月）以降にご

案内させていただきます。 

 

記 

 

１ 研修実施内容・日時・場所 

◆研修分野（幼児教育）  研修定員 ２５０名 

 開 催 日 時 内  容 講  師 

第１回 

 

５月８日（火）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

①幼児教育の意義 神戸松蔭女子学院大学 

教授 寺見 陽子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第２回 

 

５月１５日（火）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

②幼児教育の環境 神戸松蔭女子学院大学 

教授 寺見 陽子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第３回 

 

５月２２日（火）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

③幼児の発達に 

応じた保育内容 

神戸松蔭女子学院大学 

教授 寺見 陽子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第４回 

 

５月２９日（火）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

④幼児教育の指導計画、 

記録及び評価 

神戸松蔭女子学院大学 

教授 寺見 陽子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第５回 

 

６月５日（火）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

⑤小学校との接続 神戸松蔭女子学院大学 

教授 寺見 陽子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

 

 

 

 

 



 

◆研修分野（障害児保育）  研修定員 １５０名 

 開 催 日 時 内  容 講  師 

第１回 

 

５月７日（月）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

①障害の理解 関西国際大学 

准教授 松本 恵美子氏 

研修会場 ANAクラウンプラザホテル神戸 10階 ザ・ボールルーム(3) 

第２回 

 

５月１８日（金）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

②障害児保育の環境 大阪樟蔭女子大学 

講師 田中 善大氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第３回 

 

６月１５日（金）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

③障害児の発達の援助 大阪樟蔭女子大学 

講師 田中 善大氏 

研修会場 エスタシオン・デ・神戸 6階 ヴィーナス 2 

第４回 

 

７月２日（月）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

④家庭及び関係機関 

との連携 

岡山大学 

講師 池谷 航介氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第５回 

 

８月８日（水）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

⑤障害児保育の指導計画、

記録及び評価 

神戸市事業課指導研修担当 

課長 内山 由美氏 

研修会場 エスタシオン・デ・神戸 6階 ヴィーナス 2 

 

 

 ◆研修分野（食育・アレルギー対応）  研修定員 ２００名 

 開 催 日 時 内  容 講  師 

第１回 

 

４月２７日（金）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

②食育計画の作成と活用 神戸女子大学 

准教授 安田 敬子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第２回 

 

６月１８日（月）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

①栄養に関する基礎知識 神戸女子大学 

准教授 安田 敬子氏 

研修会場 エスタシオン・デ・神戸 6階 グラン・ヴィーナス 

第３回 

 

６月１９日（火）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

③アレルギー疾患の理解 いたやどクリニック 

院長 木村 彰宏氏 

研修会場 エスタシオン・デ・神戸 6階 グラン・ヴィーナス 

第４回 

 

６月２０日（水）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

⑤保育所における 

アレルギー対応 

ガイドライン 

神戸市立医療センター 

中央市民病院  

小児科医長 岡藤 郁夫氏 

神戸市事業課栄養衛生指導担当

係長 林 和美氏 

研修会場 ラ・スイート神戸 オーシャンズガーデン  

１階 オーシャンズホール 

第５回 

 

７月３日（火）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

④保育所における食事の 

提供ガイドライン 

神戸市事業課栄養衛生指導担当 

係長 林 和美氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

 

 



 

◆研修分野（保育実践）  研修定員 ２００名 

 開 催 日 時 内  容 講  師 

第１回 

 

５月１７日（木）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

②子どもとの関わり方 元神戸松蔭女子学院大学 

教授 山口 照代氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第２回 

 

７月２３日（月）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

⑤物を使った遊び 子どもと育ち総合研究所 

主任研究員 宍戸 信子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第３回 

 

９月１９日（水）（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

③身体を使った遊び 児童心理学者・一軒家保育園 

キッズハウスぞうさん 

園長 小倉 げんき氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第４回 

 

１１月１３日(火)（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

④言葉・音楽を使った 

遊び 

神戸常盤大学 

非常勤講師 古木 登紀子氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

第５回 

 

１２月１８日(火)（受付１３：００～） 

１３：３０～１６：４５ 

①保育における環境構成 幼保連携型認定こども園 

日野の森こども園 

園長 瀧 薫氏 

研修会場 ラッセホール ２階 ローズサルーン 

 

２ 修了証の交付 

 （１）各分野 15時間（3時間×5日間）、実施内容 5項目全てを受講し、修了レポー

ト等を提出した後、必要な知識や技能のキャリアアップが図られた方に「キャ

リアアップ研修修了証」を交付します。 

 （２）未受講の内容（項目）がある場合には、修了証の交付はできません。        

今回のキャリアアップ研修は、兵庫県より指定を受けた神戸市から委託された

研修となり、受講修了者については神戸市が修了証を発行することとなります。 

 （３）各実施内容（項目）とも、１５分以上の遅刻や早退並びに離席をされた場合は

未受講として取り扱われます。 

 

３ 対 象 

  神戸市内の保育所・認定こども園等の保育現場におけるリーダー的職員 

 （１）専門分野別研修（①乳児保育、②幼児教育、③障害児保育、④食育・アレルギ

ー対応、⑤保健衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て支援） 

保育所等の現場において、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） 

 （２）マネジメント研修 

     （１）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） 

（３）可能な限り各分野 15時間（3時間×5日間）、実施内容 5項目全てを受講できる

方を優先してお申し込み下さい。 



 

４ 定 員 

  ・幼児教育       ２５０名    ・障害児保育      １５０名 

・食育・アレルギー対応 ２００名     ・保育実践       ２００名 

  ※申込み順に受講者を決定いたしますが、申込者数が定員を超える場合は、受講を 

お断りする場合があります。また定員に満たない場合は、後日２次募集をします。 

 

５ 申込み手続き 

 （１）申込み方法 

   受付はＦＡＸのみといたします。別添の「キャリアアップ研修受講申込書」に必

要事項をご記入の上、以下の番号にご返信ください。 

※キャリアアップ研修受付用 FAX 番号：０６－７６３６－６２３７ 

 （２）受付開始日時 

３月１５日（木）１７：００ ～ 

（３）申込み期限 

３月３１日（土）※原則として、定員になり次第終了します。 

 （４）受講の承認 

   ４月２０日(金)頃を目途にキャリアアップ研修受講申込書に受付印を押印し、各

所属の保育園等にＦＡＸで通知いたします。 

 

６ 会 場 

  ○ラッセホール  

   〒650‐0004 神戸市中央区中山手通４丁目１０‐８ 

ＴＥＬ：０７８‐２９１‐１１１７ 

 ○ANAクラウンプラザホテル神戸 

   〒650‐0002 神戸市中央区北野町１丁目１番 

          ＴＥＬ：０７８‐２９１‐１１２１ 

○エスタシオン・デ・神戸 

〒650‐0043 神戸市中央区弁天町２‐８ 

          ＴＥＬ：０７８‐３７１‐５１１１ 

○ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン 

〒650‐0041 神戸市中央区新港町１‐２ 

   ＴＥＬ：０７８‐３８１‐７７７７ 

 

７ 問合せ先 

 （公社）神戸市私立保育園連盟 事務局 

   〒650‐0016 神戸市中央区橘通３‐４‐１  

神戸市立総合福祉センター内 

          ＴＥＬ：０７８‐３６１‐３８８９ 


