
 
社会福祉法人麦の穂 

保育士等キャリアアップ研修 受講案内 
 

１．目的 

  本研修は、「保育士等キャリアアップ研修の実施について」（平成２９年４月１日付

雇児保発０４０１第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）に基づいて、

実施するものです。 

 近年、子どもや子育てを取り巻く環境が変化し、保育所に求められる役割も多様化・

複雑化する中で、保育士には、より高度な専門性が求められるようになっており、その

専門性を向上させていくことが重要となっています。 

 本研修の受講者が、専門知識や技術の向上を果たし、リーダーとして活躍できる力を

育成することを目的としています。 

２．研修内容等 

 （１）研修実施科目 

    ア 「専門分野別研修」 

①乳児保育 

②幼児教育 

③障がい児保育 

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 

    ィ 「マネジメント研修」 

       ⑦マネジメント 

 （２）受講対象者 

    ア 専門分野別研修 

      ・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 

（当該役割を担うことが見込まれるものを含む） 

    ィ マネジメント研修 

      ・ア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

士等のもと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ものを含む） 

 （３）研修内容 

    ・別紙「保育士等キャリアアップ研修 内容・日程表」参照 

３．修了要件 

  ア １５時間の研修をすべて受講していること。 

  ィ 研修内容に関する知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や 

心得の認識を確認するため、研修受講後にレポートを提出すること。 

  ウ 受講の際、態度が不適切な者や研修内容の理解を著しく欠いている者等について

は、修了の評価を行うことが出来ません。 

４．募集定員 

  各研修科目 ６０名程度  4 階遊戯室にて対面受講   40 名程度 

               3 階保育室にてモニター受講 20 名程度 
 



 ５．費用（１分野につき）  

  受 講 料：１０，０００円（事務手数料含む）   

※研修により、テキストを使用する研修項目は、 

別途テキスト代が必要です。（持参いただく方は、テキスト代は必要ありません） 

６．申し込み 

 ・申込フォームよりお申し込みください。 

・受付後、「受付完了メール」を１週間以内にお送りいたします。 

１週間経過しても連絡がない場合は、正しく申し込みが出来ていない場合がありま

すので、社会福祉法人麦の穂（０６－６４４４－１２２５）までご連絡ください。 

 ・「受付完了メール」にて、その後の予定について記載しておりますので、ご確認ください。 

・研修日の２週間前を目途に、受講票及び受講料振込先をメールにて送信いたします。 

・受講料振込の確認を持って、受講決定と致します。研修当日１週間前の時点で振り込み

の確認が出来ない場合は、受講をお断りする場合がございますので、ご了承ください。 

７．その他 

 ・受講料振込後に受講できなくなった場合でも、原則返金は出来ません。 

ただし、やむを得ない事情がある場合、受講開始１週間前までにご連絡ください。 

  なお、返金の場合、振り込み手数料はご負担いただきます。 

 ・各研修科目修了者には、「保育士等キャリアアップ研修修了証」を発行いたします。 

  「保育士等キャリアアップ研修修了証」は、原則、研修が終了してから１か月以内に、 

受講者宛てに郵送いたします。 

８．コロナウイルス感染拡大防止の対策について 

  開講にあたり、感染拡大防止のため、以下の対策を行います。 

・研修時間中に窓・出入り口扉を開放し換気を行います。 

・入館前の手洗い、入口での手指消毒をお願いします。 

・マスク着用をお願いします。 

・受付時の検温をお願いします。 

・健康観察カードのご記入にご協力ください。 

※微熱、倦怠感、咽頭痛、咳などの症状がある方は、受講をご遠慮ください。 

※感染状況により、集合研修の開催が困難と判断をした場合、 

延期またはオンライン研修へ変更する場合があります。 

 

【本件に関する連絡先】 

  社会福祉法人麦の穂（研修事業部ラーク＆ラーク）「保育士等キャリアアップ研修」担当係 

〒５５３－０００４ 大阪市福島区玉川１丁目６－２（玉川ひばりこども園内） 

ＴＥＬ：０６－６４４４－１２２５  ＦＡＸ：０６－６４４４－１２２６ 

Ｅ－Ｍａｉｌ：ｍｕｇｉｎｏｈｏ＠ｍｕｇｉｎｏｈｏ－ｈｉｂａｒｉ．ｊｐ  



別紙 

社会福祉法人麦の穂 保育士等キャリアアップ研修 内容・日程表 

 
乳児保育  【講師：吉田直哉（大阪公立大学）】 
前期 

2023 年 7 月 8 日（土） 2023 年 7 月 9 日（日） 
9：00 ～ 10：3０ 

（吉田先生） 乳児保育の意義① 
9：00 ～ 10：30 

（吉田先生） 
乳児への適切な関わり② 

10：40 ～ 12：10 
（吉田先生） 乳児保育の意義② 

10：40 ～ 12：10 
（吉田先生） 

乳児の発達に応じた保育内容① 

13：10 ～ 14：40 
（吉田先生） 

乳児保育の環境① 
13：10 ～ 14：40 

（吉田先生） 
乳児の発達に応じた保育内容② 

14：50 ～ 16：20 
（吉田先生） 

乳児保育の環境② 14：50 ～ 16：20 
（吉田先生） 

乳児保育の指導計画、記録及び評価
① 

16：30 ～ 18：00 
(吉田先生) 

乳児への適切な関わり① 16：30 ～ 18：00 
（吉田先生） 

乳児保育の指導計画、記録及び評価
② 

 
後期 

2023 年 9 月 16 日（土） 2023 年９月 17 日（日） 
9：00 ～ 10：3０ 

（吉田先生） 乳児保育の意義① 
9：00 ～ 10：30 

（吉田先生） 
乳児への適切な関わり② 

10：40 ～ 12：10 
（吉田先生） 乳児保育の意義② 

10：40 ～ 12：10 
（吉田先生） 

乳児の発達に応じた保育内容① 

13：10 ～ 14：40 
（吉田先生） 

乳児保育の環境① 
13：10 ～ 14：40 

（吉田先生） 
乳児の発達に応じた保育内容② 

14：50 ～ 16：20 
（吉田先生） 

乳児保育の環境② 14：50 ～ 16：20 
（吉田先生） 

乳児保育の指導計画、記録及び評価
① 

16：30 ～ 18：00 
(吉田先生) 

乳児への適切な関わり① 16：30 ～ 18：00 
（吉田先生） 

乳児保育の指導計画、記録及び評価
② 

 

 幼児教育 【講師：吉田直哉（大阪公立大学）】 

前期 
2023 年８月５日（土） 2023 年８月６日（日） 

9：00 ～ 10：3０ 
（吉田先生） 幼児教育の意義①  

9：00 ～ 10：30 
（吉田先生） 

幼児の発達に応じた保育内容②
  

10：40 ～ 12：10 
（吉田先生） 幼児教育の意義②  

10：40 ～ 12：10 
（吉田先生） 

幼児教育の指導計画、記録及び評価
①  

13：10 ～ 14：40 
（吉田先生） 

幼児教育の環境①  
13：10 ～ 14：40 

（吉田先生） 
幼児教育の指導計画、記録及び評価②
  

14：50 ～ 16：20 
（吉田先生） 

幼児教育の環境②  14：50 ～ 16：20 
（吉田先生） 

小学校との接続①  

16：30 ～ 18：00 
(吉田先生) 

幼児の発達に応じた保育内

容①  

16：30 ～ 18：00 
（吉田先生） 

小学校との接続②  

 
後期 

2023 年 12 月 16 日（土） 2023 年 12 月 17 日（日） 
9：00 ～ 10：3０ 

（吉田先生） 
幼児教育の意義①  

9：00 ～ 10：30 
（吉田先生） 

幼児の発達に応じた保育内容②
  

10：40 ～ 12：10 
（吉田先生） 幼児教育の意義②  

10：40 ～ 12：10 
（吉田先生） 

幼児教育の指導計画、記録及び評価
①  

13：10 ～ 14：40 
（吉田先生） 幼児教育の環境①  

13：10 ～ 14：40 
（吉田先生） 

幼児教育の指導計画、記録及び評価②
  

14：50 ～ 16：20 
（吉田先生） 

幼児教育の環境②  14：50 ～ 16：20 
（吉田先生） 

小学校との接続①  

16：30 ～ 18：00 
(吉田先生) 

幼児の発達に応じた保育内

容①  

16：30 ～ 18：00 
（吉田先生） 

小学校との接続②  

 

障害児保育  【講師：伊丹昌一（梅花女子大学 教授）】 
 前期 

2023 年４月 29 日（土） → 6 月 3 日（土） 2023 年 4 月 30 日（日） → 6 月 4 日（日） 

９：００～１０：３０ 
（伊丹先生） 

障害の理解① 
９：００～１０：３０ 

（伊丹先生） 
障害児の発達の援助② 

１０：４０～１２：１０ 
（伊丹先生） 

障害の理解② 
１０：４０～１２：１０ 

（伊丹先生） 
家庭及び関係機関との連携
① 



１３：００～１４：３０ 
（伊丹先生） 

障害児保育の環境① 
１３：００～１４：３０ 

（伊丹先生） 
家庭及び関係機関との連携
② 

１４：４０～１６：１０ 
（伊丹先生） 

障害児保育の環境② 
１４：４０～１６：１０ 

（伊丹先生） 
障害児保育の指導計画、記録
及び評価① 

１６：２０～１７：５０ 
（伊丹先生） 

障害児の発達の援助① 
１６：２０～１７：５０ 

（伊丹先生） 
障害児保育の指導計画、記録
及び評価② 

 
後期 

2024 年 1 月 27 日（土） 2024 年 1 月 28 日（日） 

９：００～１０：３０ 
（伊丹先生） 

障害の理解① 
９：００～１０：３０ 

（伊丹先生） 
障害児の発達の援助② 

１０：４０～１２：１０ 
（伊丹先生） 

障害の理解② 
１０：４０～１２：１０ 

（伊丹先生） 
家庭及び関係機関との連携
① 

１３：００～１４：３０ 
（伊丹先生） 

障害児保育の環境① 
１３：００～１４：３０ 

（伊丹先生） 
家庭及び関係機関との連携
② 

１４：４０～１６：１０ 
（伊丹先生） 

障害児保育の環境② 
１４：４０～１６：１０ 

（伊丹先生） 
障害児保育の指導計画、記録
及び評価① 

１６：２０～１７：５０ 
（伊丹先生） 

障害児の発達の援助① 
１６：２０～１７：５０ 

（伊丹先生） 
障害児保育の指導計画、記録
及び評価② 

 

 
食育・アレルギー対応  【講師：阿川勇太（大阪総合保育大学）】 
 前期 

2023 年 5 月 13 日（土） →7 月 15 日 2023 年 5 月 14 日（日） →7 月１６日 

９：００～１０：３０ 
（阿川先生） 

食育計画の作成と活用① 
９：００～１０：３０ 

（阿川先生） 
栄養に関する基礎知識 

１０：４０～１２：１０ 
（阿川先生） 

食育計画の作成と活用② 
１０：４０～１２：１０ 

（阿川先生） 
アレルギー疾患をもつ子ど
もの理解と対応① 

１３：００～１４：３０ 
（阿川先生） 

保育所における食事の提供ガイ
ドラインの理解① 

１３：００～１４：３０ 
（阿川先生） 

アレルギー疾患をもつ子ど
もの理解と対応② 

１４：４０～１６：１０ 
（阿川先生） 

保育所における食事の提供ガイ
ドラインの理解② 

１４：４０～１６：１０ 
（阿川先生） 

保育所におけるアレルギー
対応ガイドラインの理解① 

１６：２０～１７：５０ 
（阿川先生） 

食育計画の作成と活用③ 
１６：２０～１７：５０ 

（阿川先生） 
保育所におけるアレルギー
対応ガイドラインの理解② 

 

  



後期 
2023 年 11 月 4 日（土） 2023 年 11 月 5 日（日） 

９：００～１０：３０ 
（阿川先生） 

食育計画の作成と活用① 
９：００～１０：３０ 

（阿川先生） 
栄養に関する基礎知識 

１０：４０～１２：１０ 
（阿川先生） 

食育計画の作成と活用② 
１０：４０～１２：１０ 

（阿川先生） 
アレルギー疾患をもつ子ど
もの理解と対応① 

１３：００～１４：３０ 
（阿川先生） 

保育所における食事の提供ガイ
ドラインの理解① 

１３：００～１４：３０ 
（阿川先生） 

アレルギー疾患をもつ子ど
もの理解と対応② 

１４：４０～１６：１０ 
（阿川先生） 

保育所における食事の提供ガイ
ドラインの理解② 

１４：４０～１６：１０ 
（阿川先生） 

保育所におけるアレルギー
対応ガイドラインの理解① 

１６：２０～１７：５０ 
（阿川先生） 

食育計画の作成と活用③ 
１６：２０～１７：５０ 

（阿川先生） 
保育所におけるアレルギー
対応ガイドラインの理解② 

 
 
保健衛生・安全対策  【講師：阿川勇太（大阪総合保育大学）】  
 前期 

2023 年 7 月 1 日（土） 2023 年 7 月 2 日（日） 

９：００～１０：３０ 
（阿川先生） 

保健計画の作成と活用① 
９：００～１０：３０ 

（阿川先生） 

教育・保育施設における事故
防止及び事故発生時の対応
のためのガイドライン② 

１０：４０～１２：１０ 
（阿川先生） 

保育所における感染症対策ガイ
ドライン① 

１０：４０～１２：１０ 
（阿川先生） 

教育・保育施設における事故
防止及び事故発生時の対応
のためのガイドライン 

１３：００～１４：３０ 
（阿川先生） 

保育所における感染症対策ガイ
ドライン① 

１３：００～１４：３０ 
（阿川先生） 

事故防止及び健康安全管理 

１４：４０～１６：１０ 
（阿川先生） 

保健計画の作成と活用① 
１４：４０～１６：１０ 

（阿川先生） 
事故防止及び健康安全管理 

１６：２０～１７：５０ 
（阿川先生） 

血液を介して感染する病気を防
止するための理解と実践 

１６：２０～１７：５０ 
（阿川先生） 

保育所における感染症対策
ガイドライン 

 
後期 

2023 年 11 月 25 日（土） 2023 年 11 月 26 日（日） 

９：００～１０：３０ 
（阿川先生） 

保健計画の作成と活用① 
９：００～１０：３０ 

（阿川先生） 

教育・保育施設における事故
防止及び事故発生時の対応
のためのガイドライン② 

１０：４０～１２：１０ 
（阿川先生） 

保育所における感染症対策ガイ
ドライン① 

１０：４０～１２：１０ 
（阿川先生） 

教育・保育施設における事故
防止及び事故発生時の対応
のためのガイドライン 

１３：００～１４：３０ 
（阿川先生） 

保育所における感染症対策ガイ
ドライン① 

１３：００～１４：３０ 
（阿川先生） 

事故防止及び健康安全管理 

１４：４０～１６：１０ 
（阿川先生） 

保健計画の作成と活用① 
１４：４０～１６：１０ 

（阿川先生） 
事故防止及び健康安全管理 

１６：２０～１７：５０ 
（阿川先生） 

血液を介して感染する病気を防
止するための理解と実践 

１６：２０～１７：５０ 
（阿川先生） 

保育所における感染症対策
ガイドライン 

 
 
保護者支援・子育て支援  【講師：小口将典（関西福祉科学大学 准教授）】 ※申請予定 
 前期 

2023 年 10 月 7 日（土） 2023 年 10 月 22 日（日） 

９：００～１０：３０ 
（小口先生） 

保護者支援・子育て支援の意義
① 

９：００～１０：３０ 
（小口先生） 

地域における子育て支援① 

１０：４０～１２：１０ 
（小口先生） 

保護者支援・子育て支援の意義
② 

１０：４０～１２：１０ 
（小口先生） 

地域における子育て支援② 

１３：００～１４：３０ 
（小口先生） 

保護者に対する相談援助① 
１３：００～１４：３０ 

（小口先生） 
虐待予防 

１４：４０～１６：１０ 
（小口先生） 

保護者に対する相談援助② 
１４：４０～１６：１０ 

（小口先生） 
関係機関との連携、地域資源
の活用① 

１６：２０～１７：５０ 
（小口先生） 

保護者に対する相談援助③ 
１６：２０～１７：５０ 

（小口先生） 
関係機関との連携、地域資源
の活用② 

 

  



 後期 
2024 年 2 月 3 日（土） 2024 年 2 月 4 日（日） 

９：００～１０：３０ 
（小口先生） 

保護者支援・子育て支援の意義
① 

９：００～１０：３０ 
（小口先生） 

地域における子育て支援① 

１０：４０～１２：１０ 
（小口先生） 

保護者支援・子育て支援の意義
② 

１０：４０～１２：１０ 
（小口先生） 

地域における子育て支援② 

１３：００～１４：３０ 
（小口先生） 

保護者に対する相談援助① 
１３：００～１４：３０ 

（小口先生） 
虐待予防 

１４：４０～１６：１０ 
（小口先生） 

保護者に対する相談援助② 
１４：４０～１６：１０ 

（小口先生） 
関係機関との連携、地域資源
の活用① 

１６：２０～１７：５０ 
（小口先生） 

保護者に対する相談援助③ 
１６：２０～１７：５０ 

（小口先生） 
関係機関との連携、地域資源
の活用② 

 
 
マネジメント  【講師：小口将典（関西福祉科学大学 准教授）】  
 前期 

2023 年 4 月 15 日（土） 2023 年 4 月 16 日（日） 

９：００～１０：３０ 
（小口先生） 

マネジメントの理解① 
９：００～１０：３０ 

（小口先生） 
組織目標の設定 

１０：４０～１２：１０ 
（小口先生） 

マネジメントの理解② 
１０：４０～１２：１０ 

（小口先生） 
人材養成① 

１３：００～１４：３０ 
（小口先生） 

マネジメントの理解③ 
１３：００～１４：３０ 

（小口先生） 
人材養成② 

１４：４０～１６：１０ 
（小口先生） 

リーダーシップ① 
１４：４０～１６：１０ 

（小口先生） 
働きやすい環境づくり① 

１６：２０～１７：５０ 
（小口先生） 

リーダーシップ② 
１６：２０～１７：５０ 

（小口先生） 
働きやすい環境づくり② 

 
後期 

2023 年 12 月 2 日（土） 2023 年 12 月 3 日（日） 

９：００～１０：３０ 
（小口先生） 

マネジメントの理解① 
９：００～１０：３０ 

（小口先生） 
組織目標の設定 

１０：４０～１２：１０ 
（小口先生） 

マネジメントの理解② 
１０：４０～１２：１０ 

（小口先生） 
人材養成① 

１３：００～１４：３０ 
（小口先生） 

マネジメントの理解③ 
１３：００～１４：３０ 

（小口先生） 
人材養成② 

１４：４０～１６：１０ 
（小口先生） 

リーダーシップ① 
１４：４０～１６：１０ 

（小口先生） 
働きやすい環境づくり① 

１６：２０～１７：５０ 
（小口先生） 

リーダーシップ② 
１６：２０～１７：５０ 

（小口先生） 
働きやすい環境づくり② 

 
 
受講受付開始予定日：前期研修分：随時受付中  後期研修分：2023 年 9 月 1 日～ 
研修会場：海老江ひばり保育園 ４階遊戯室、3 階保育室 
定員：6０名程度 


