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東京都指定研修
(申請中)

令和4年度
東京都保育⼠等キャリアアップ研修

開催要項
◆保育⼠等キャリアアップ研修◆
厚⽣労働省雇⽤均等・児童家庭局保育課⻑通知「 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
⽇付け雇児保発0401第１号）」 に基づき、実施する研修です。保育現場において技能・経験を積んだ保育⼠等に
対する処遇改善等加算Ⅱの要件となる研修に位置づけられています。

◎対象者 東京都内の保育所等（*1）で勤務している者とし、各研修の受講要件は以下の通りです。
【１】専⾨分野別研修

保育所等の保育現場において、それぞれの専⾨分野（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）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）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）

*1 ⼦ども・⼦育て⽀援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設（ただし、地⽅公共団体が
設置するものを除く）及び同法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業の施設並びに、
東京都認証保育所事業実施要項（平成13年5⽉7⽇付12福⼦推第1157号）に規定する
東京都認証保育所（公設⺠営の認可保育所と認定こども園も受講対象となります）

※上記条件に当てはまらない場合は受講対象となっておりません。ご注意ください。

本研修は東京都の定める受講対象者の⽅に、東京都指定研修の補助⾦を活⽤した受講料無料の研修です。
認可保育所、認定こども園、幼稚園、東京都認証保育所の園⻑や副園⻑、施設⻑等の管理職の⽅、
主任保育⼠、主幹教諭に相当される⽅は東京都における受講料無料対象外となりますので、
当財団における本受講料無料研修の対象となっておりません。
なお、⼩規模保育事業及び事業所内保育事業においては、施設⻑等（管理者）以外は処遇改善等加算Ⅱのなお、⼩規模保育事業及び事業所内保育事業においては、施設⻑等（管理者）以外は処遇改善等加算Ⅱの
主たる対象者となりうる場合があります。また、家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業は、施設⻑であっても、
処遇改善等加算Ⅱの主たる対象者となりうる場合がありますので、受講料無料の対象者かどうか、よくご確認の上
ご受講ください。
本研修は修了者を東京都に報告するものです。本件にあたり申込内容など虚偽が判明した場合は、今後の研修
受講などに影響する場合がありますので、内容をよく確認の上ご受講ください。何卒ご理解いただきますよう宜しく
お願い申し上げます。

◎受講料 無料 （研修資料代として1,000円〜2,500円程度がかかる場合があります）
※受講料有料の研修は⾏っておりません。 ※研修資料代の詳細については受講決定通知に記載します。

◎研修時間 1コース15時間 当財団の修了認定には各コース内の全研修15時間を受講する必要が
あります 他のコ スと合わせて15時間は認められませんので ご注意

不明な点のある⽅は必ず事前に当財団の本研修担当までお問合せください。

実施機関 ⼀般財団法⼈ 保健福祉振興財団

あります。他のコースと合わせて15時間は認められませんので、ご注意
ください。同⼀の講師であっても、違うコースの研修等と合わせて15時間は
できません。

◎研修形式、⽇時、会場、定員、募集開始時期は研修によって異なります。詳細は当財団ホームページをご確認ください。



令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

開催⽇時 会場 講師

A⽇程

定員36名

6⽉ 2⽇（⽊）
6⽉ 3⽇（⾦）

（9:30〜18:30）

HSB鐵砲洲 貸会議室
AB室
中央区湊⼀丁⽬1番12号
（最寄り駅 ⼋丁堀駅）

社会保険労務⼠事務所 こどものそら舎
代表
⼀般社団法⼈ こどものそら 代表理事
関⼭ 浩司 ⽒

5⽉ 受講者決定通知 発送予定

B⽇程

定員36名

6⽉ 8⽇（⽔）
6⽉15⽇（⽔）
6⽉29⽇（⽔）

（10:10〜16:30）

国⽴市商業協同組合
さくらホール
国⽴市東1-4-6 商協ビル2F
（最寄駅 国⽴駅）

合同会社ウメハナチャイルドケアコミュニ
ケーションズ 代表
松原 美⾥ ⽒

C⽇程 国⽴市商業協同組合 社会保険労務⼠事務所 こどものそら舎

5⽉ 受講者決定通知 発送予定

C⽇程

定員36名

6⽉ 9⽇（⽊）
6⽉10⽇（⾦）

（9:30〜18:30）

国⽴市商業協同組合
さくらホール
国⽴市東1-4-6 商協ビル2F
（最寄駅 国⽴駅）

社会保険労務⼠事務所 こどものそら舎
代表
⼀般社団法⼈ こどものそら 代表理事
関⼭ 浩司 ⽒

D⽇程 6⽉16⽇（⽊）
6⽉23⽇（⽊）

HSB鐵砲洲 貸会議室
AB室

合同会社ウメハナチャイルドケアコミュニ
ケ ションズ 代表

5⽉ 受講者決定通知 発送予定

定員36名

6⽉23⽇（⽊）
6⽉30⽇（⽊）

（10:10〜16:30）

AB室
中央区湊⼀丁⽬1番12号
（最寄り駅 ⼋丁堀駅）

ケーションズ 代表
松原 美⾥ ⽒

E⽇程

定員36名

7⽉ 6⽇（⽔）
7⽉ 8⽇（⾦）

（9:40〜18:30）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29

社会保険労務⼠事務所 こどものそら舎
代表
⼀般社団法⼈ こどものそら 代表理事

5⽉ 受講者決定通知 発送予定

定員36名 （9:40〜18:30） （最寄り駅 市ヶ⾕駅） 関⼭ 浩司 ⽒

F⽇程

7⽉ 7⽇（⽊）
7⽉13⽇（⽔）

（10:10〜16:30）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

合同会社ウメハナチャイルドケアコミュニ
ケーションズ 代表

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

定員36名
ケーションズ 代表
松原 美⾥ ⽒

7⽉20⽇（⽔）
（10:10〜16:30）

HSB鐵砲洲 貸会議室
AB室
中央区湊⼀丁⽬1番12号
（最寄り駅 ⼋丁堀駅）

G⽇程 HSB鐵砲洲 貸会議室 社会保険労務⼠事務所 こどものそら舎

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

G⽇程

定員36名

7⽉28⽇（⽊）
7⽉29⽇（⾦）

（9:30〜18:30）

HSB鐵砲洲 貸会議室
AB室
中央区湊⼀丁⽬1番12号
（最寄り駅 ⼋丁堀駅）

社会保険労務⼠事務所 こどものそら舎
代表
⼀般社団法⼈ こどものそら 代表理事
関⼭ 浩司 ⽒

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。
6⽉ 受講者決定通知 発送予定



令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

開催⽇時 会場 講師

H⽇程

定員36名

8⽉ 3⽇（⽔）
8⽉ 4⽇（⽊）
8⽉ 5⽇（⾦）

（10:10〜16:30）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

社会保険労務⼠事務所 こどものそら舎
代表
⼀般社団法⼈ こどものそら 代表理事
関⼭ 浩司 ⽒

S 鐵砲洲 貸会議室 室
6⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｉ⽇程

定員36名

9⽉ 6⽇（⽕）
（10:10〜16:30）

HSB鐵砲洲 貸会議室AB室
中央区湊⼀丁⽬1番12号
（最寄り駅 ⼋丁堀駅） 合同会社ウメハナチャイルドケアコミュニ

ケーションズ 代表
松原 美⾥ ⽒9⽉13⽇（⽕）

9⽉20⽇（⽕）
（10:10〜16:30）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）6⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｊ⽇程

定員36名

10⽉ 4⽇（⽕）
10⽉ 5⽇（⽔）
10⽉ 7⽇（⾦）
（10:10〜16:30）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

社会保険労務⼠事務所 こどものそら舎
代表
⼀般社団法⼈ こどものそら 代表理事
関⼭ 浩司 ⽒

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｋ⽇程

定員60名

10⽉12⽇（⽔）
10⽉19⽇（⽔）
10⽉27⽇（⽊）
（10:10〜16:30）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

合同会社ウメハナチャイルドケアコミュニ
ケーションズ 代表
松原 美⾥ ⽒

12⽉ 6⽇（⽕）
12⽉14⽇（⽔）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2 29

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｌ⽇程

定員36名

⽉ （⽔）
（10:10〜16:30）

新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅） 合同会社ウメハナチャイルドケアコミュニ

ケーションズ 代表
松原 美⾥ ⽒12⽉21⽇（⽔）

（10:10〜16:30）

HSB鐵砲洲 貸会議室AB室
中央区湊⼀丁⽬1番12号
（最寄り駅 ⼋丁堀駅）

（ ） 洗⾜こども短期⼤学幼児教育保育科
8⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｍ⽇程

定員36名

8⽉27⽇（⼟）
（10:10〜16:30）

ワイム貸会議室⾼⽥⾺場
3F Room 3B+3C
新宿区⾼⽥⾺場1-29-9 TDビル3F
（最寄駅 ⾼⽥⾺場駅）

洗⾜こども短期⼤学幼児教育保育科
教授
井上 眞理⼦ ⽒

8⽉28⽇（⽇）
10⽉29⽇（⼟）

洗⾜こども短期⼤学幼児教育保育科
教授
井上 眞理⼦ ⽒

10⽉29⽇（⼟）
（10:10〜16:30） RISSHO KID`Sきらりグループ

統括園⻑
坂本 喜⼀郎 ⽒

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。

6⽉ 受講者決定通知 発送予定



開催⽇時 会場 講師

令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

開催⽇時 会場 講師

A⽇程
定員36名

8⽉12⽇（⾦）
8⽉31⽇（⽔）

（10:10〜16:30）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

⽟川⼤学教育学部 乳幼児発達学科
講師
上⽥ よう⼦ ⽒

9⽉14⽇（⽔）
（10:10〜16:30）

HSB鐵砲洲 貸会議室AB室
中央区湊⼀丁⽬1番12号
（ ）

東京未来⼤学
⾮常勤講師（10:10〜16:30） （最寄り駅 ⼋丁堀駅） ⼩野崎 佳代 ⽒

B⽇程
定員60名

9⽉ 2⽇（⾦）
（10:10〜16:30） トヨタドライビングスクール東京

３階ホール
⽴川市⽻⾐町１丁⽬3-4
（最寄駅 ⻄国⽴駅）

東京未来⼤学
⾮常勤講師
⼩野崎 佳代 ⽒

9⽉ 9⽇（⾦）
9⽉12⽇（⽉）

⽟川⼤学教育学部 乳幼児発達学科
講師

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

9⽉12⽇（⽉）
（10:10〜16:30）

講師
上⽥ よう⼦ ⽒

C⽇程
定員60名

11⽉ 4⽇（⾦）
11⽉25⽇（⾦）
（10:10〜16:30）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

⽟川⼤学教育学部 乳幼児発達学科
講師
上⽥ よう⼦ ⽒

11⽉28⽇（⽉）
東京未来⼤学

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

（最寄り駅 市ヶ⾕駅）11⽉28⽇（⽉）
（10:10〜16:30） ⾮常勤講師

⼩野崎 佳代 ⽒

D⽇程

12⽉ 1⽇（⽊）
（10:10〜16:30）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
くほ ビル 階会議室

⼀般社団法⼈ 家族・保育デザイン
研究所
代表理事・所⻑
汐⾒ 和恵 ⽒
練⾺区⽴豊⽟保育園

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

D⽇程
定員60名

こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

12⽉12⽇（⽉）
（10:10〜16:30）

練⾺区⽴豊⽟保育園
園⻑
浅村 都⼦ ⽒

12⽉19⽇（⽉）
（10:10〜16:30）

千葉経済⼤学短期⼤学部 こども学科
准教授
波多野 名奈 ⽒8⽉ 受講者決定通知 発送予定

E⽇程
定員60名

未定 未定 未定

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。

⽇程などは決定次第、当財団ホームページに掲載します。

8⽉ 受講者決定通知 発送予定



令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

開催⽇時 会場 講師

8⽉ 1⽇（⽉）
（10:10〜16:30）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合

⽟川⼤学乳幼児発達学科 准教授
東⼀の江幼稚園 園⻑
⽥澤 ⾥喜 ⽒

洗⾜こども短期⼤学幼児教育保育科
教授

A⽇程
定員60名

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

教授
井上 眞理⼦ ⽒

8⽉ 2⽇（⽕）
（10:10〜16:30）

RISSHO KID`Sきらりグループ
統括園⻑
坂本 喜⼀郎 ⽒

8⽉10⽇（⽔） 和洋⼥⼦⼤学⼈⽂学部こども発達学科
助教

（10:10〜16:30）
助教
⽥島 ⼤輔 ⽒

B⽇程

9⽉ 3⽇（⼟）
（10:10〜16:30）

ワイム貸会議室⾼⽥⾺場
3F Room 3B+3C
新宿区⾼⽥⾺場1-29-9 TDビル3F
（最寄駅 ⾼⽥⾺場駅）

秋草学園短期⼤学幼児教育学科
准教授
浅井 拓久也⽒

9⽉ 6⽇（⽕） 和洋⼥⼦⼤学⼈⽂学部こども発達学科

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

B⽇程
定員60名

9⽉ 6⽇（⽕）
（10:10〜16:30） 全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合

こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

助教
⽥島 ⼤輔 ⽒

9⽉29⽇（⽊）
（10:10〜16:30）

RISSHO KID`Sきらりグループ
統括園⻑
坂本 喜⼀郎 ⽒

12⽉ 8⽇（⽊） 秋草学園短期⼤学幼児教育学科
准教授

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

C⽇程
定員60名

12⽉ 8⽇（⽊）
（10:10〜16:30）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

准教授
浅井 拓久也⽒

12⽉21⽇（⽔）
（10:10〜16:30）

RISSHO KID`Sきらりグループ
統括園⻑
坂本 喜⼀郎 ⽒

12⽉22⽇（⽊）
（10 10 16 30）

和洋⼥⼦⼤学⼈⽂学部こども発達学科
助教

（10:10〜16:30） ⽥島 ⼤輔 ⽒

D⽇程
定員60名

2023年
2⽉13⽇（⽉）

（10:10〜16:30）
トヨタドライビングスクール東京
３階ホール
⽴川市⽻⾐町１丁⽬3-4

和洋⼥⼦⼤学⼈⽂学部こども発達学科
助教
⽥島 ⼤輔 ⽒

2⽉16⽇（⽊）
（10:10〜16:30）

秋草学園短期⼤学幼児教育学科
准教授
浅井 拓久也⽒

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

定員60名 ⽴川市⽻⾐町１丁⽬3-4
（最寄駅 ⻄国⽴駅）

（10:10 16:30） 浅井 拓久也⽒

2⽉21⽇（⽕）
（10:10〜16:30）

RISSHO KID`Sきらりグループ
統括園⻑
坂本 喜⼀郎 ⽒

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。
8⽉ 受講者決定通知 発送予定



令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

開催⽇時 会場 講師

A⽇程
定員36名

8⽉ 3⽇（⽔）
8⽉ 6⽇（⼟）

トヨタドライビングスクール東京
３階ホール
⽴川市⽻⾐町１丁⽬3 4定員36名 8⽉ 6⽇（⼟）

（9:30〜18:30）
⽴川市⽻⾐町１丁⽬3-4
（最寄駅 ⻄国⽴駅）

B⽇程 8⽉ 4⽇（⽊） トヨタドライビングスクール東京
３階ホ ル

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

B⽇程
定員36名

⽉ ⽇（⽊）
8⽉19⽇（⾦）

（9:30〜18:30）

３階ホール
⽴川市⽻⾐町１丁⽬3-4
（最寄駅 ⻄国⽴駅）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

こども教育宝仙⼤学こども教育学部
教授
守 巧 ⽒

C⽇程
定員36名

11⽉ 7⽇（⽉）
11⽉14⽇（⽉）
（9:40〜18:30）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

D⽇程
定員36名

2023年
1⽉23⽇（⽉）
1⽉31⽇（⽕）

（9:40〜18:30）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

E⽇程
定員36名

2023年
2⽉28⽇（⽕）
3⽉ 6⽇（⽉）

（9:30〜18:30）

トヨタドライビングスクール東京
３階ホール
⽴川市⽻⾐町１丁⽬3-4
（最寄駅 ⻄国⽴駅）

⽉ 決定通 発送 定

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。

8⽉ 受講者決定通知 発送予定



令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

開催⽇時 会場 講師

A⽇程
定員60名

9⽉ 1⽇（⽊）
（9:40〜18:30） 全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合

こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

東洋⼤学ライフデザイン学部
⽣活⽀援学科⼦ども⽀援学専攻
⾮常勤講師 管理栄養⼠
太⽥ 百合⼦ ⽒

9⽉ 7⽇（⽔） さいたま市⺠医療センター
看護師 ⼩児アレルギーエデュケーター（9:40〜18:30） 看護師 ⼩児アレルギ エデュケ タ
森茂 亮⼀⽒

B⽇程
定員60名

10⽉ 6⽇（⽊）
（9:40〜18:30）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29

東洋⼤学ライフデザイン学部
⽣活⽀援学科⼦ども⽀援学専攻
⾮常勤講師 管理栄養⼠
太⽥ 百合⼦ ⽒
横浜市⽴みなと⾚⼗字病院
⼩児科 部⻑ 兼

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

定員60名 新宿区市⾕⽥町2 29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）10⽉13⽇（⽊）

（9:40〜18:30）

⼩児科 部⻑ 兼
アレルギーセンター アレルギー⼩児科
部⻑
磯崎 淳 ⽒

12⽉ 2⽇（⾦）

横浜市⽴みなと⾚⼗字病院
⼩児科 部⻑ 兼
アレルギーセンター アレルギー⼩児科

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

C⽇程
定員60名

（9:30〜18:30） トヨタドライビングスクール東京
３階ホール
⽴川市⽻⾐町１丁⽬3-4
（最寄駅 ⻄国⽴駅）

アレルギ センタ アレルギ ⼩児科
部⻑
磯崎 淳 ⽒

12⽉ 8⽇（⽊）
（9:30〜18:30）

東洋⼤学ライフデザイン学部
⽣活⽀援学科⼦ども⽀援学専攻
⾮常勤講師 管理栄養⼠
太⽥ 百合⼦ ⽒8⽉ 受講者決定通知 発送予定

D⽇程
定員60名

2023年
1⽉12⽇（⽊）

（9:30〜18:30） トヨタドライビングスクール東京
３階ホール
⽴川市⽻⾐町１丁⽬3-4
（最寄駅 ⻄国⽴駅）

さいたま市⺠医療センター
看護師 ⼩児アレルギーエデュケーター
森茂 亮⼀⽒

1⽉19⽇（⽊）
（9:30〜18:30）

東洋⼤学ライフデザイン学部
⽣活⽀援学科⼦ども⽀援学専攻
⾮常勤講師 管理栄養⼠
太⽥ 百合⼦ ⽒

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

E⽇程
定員60名

2023年
2⽉ 3⽇（⾦）

（9:40〜18:30） 全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

横浜市⽴みなと⾚⼗字病院
⼩児科 部⻑ 兼
アレルギーセンター アレルギー⼩児科
部⻑
磯崎 淳 ⽒
東洋⼤学ライフデザイン学部
⽣活⽀援学科⼦ども⽀援学専攻

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

2⽉ 9⽇（⽊）
（9:40〜18:30）

⽣活⽀援学科⼦ども⽀援学専攻
⾮常勤講師 管理栄養⼠
太⽥ 百合⼦ ⽒

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。
8⽉ 受講者決定通知 発送予定



令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

開催⽇時 会場 講師

8⽉ 8⽇（⽉）
（9:40〜17:00）

東京成徳短期⼤学幼児教育科
特任教授
⽥中 浩⼆ ⽒

A⽇程
定員36名

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

8⽉30⽇（⽕）
（9:40〜17:00）

昭和⼤学保健医療学部看護学科
准教授
⼤屋 晴⼦ ⽒

9⽉27⽇（⽕） BLS横浜
代表

（9:30〜12:40）
代表
秋場 研 ⽒

9⽉ 2⽇（⾦）
（9:40〜17:00）

昭和⼤学保健医療学部看護学科
准教授
⼤屋 晴⼦ ⽒

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

B⽇程
定員36名

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

9⽉26⽇（⽉）
（9:40〜17:00）

東京成徳短期⼤学幼児教育科
特任教授
⽥中 浩⼆ ⽒

9⽉27⽇（⽕） BLS横浜
代表9⽉27⽇（⽕）

（14:30〜17:40）
代表
秋場 研 ⽒

11⽉15⽇（⽕）
（9:30〜12:40）

BLS横浜
代表
秋場 研 ⽒

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

C⽇程
定員36名

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

11⽉21⽇（⽉）
（9:40〜17:00）

東京成徳短期⼤学幼児教育科
特任教授
⽥中 浩⼆ ⽒

12⽉13⽇（⽕） 昭和⼤学保健医療学部看護学科12⽉13⽇（⽕）
（9:40〜17:00）

准教授
⼤屋 晴⼦ ⽒

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。

8⽉ 受講者決定通知 発送予定



令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

開催⽇時 会場 講師

8⽉ 9⽇（⽕）
（10:10〜16:30）

NPO法⼈ せたがや⼦育てネット
代表理事
松⽥ 妙⼦ ⽒

A⽇程
定員60名

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

8⽉15⽇（⽉）
（10:10〜16:30）

⼀般社団法⼈ ⽇本保育者⽀援協会
巡回員・保育アドバイザー
岡本 京⼦ ⽒

8⽉22⽇（⽉）
（ ）

洗⾜こども短期⼤学幼児教育保育科
専任講師

（10:10〜16:30）
専任講師
伊藤 路⾹ ⽒

11⽉ 7⽇（⽉）
（10:10〜16:30）

洗⾜こども短期⼤学幼児教育保育科
専任講師
伊藤 路⾹ ⽒

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

B⽇程
定員60名

トヨタドライビングスクール東京
３階ホール
⽴川市⽻⾐町１丁⽬3-4
（最寄駅 ⻄国⽴駅）

11⽉8⽇（⽕）
（10:10〜16:30）

NPO法⼈ せたがや⼦育てネット
代表理事
松⽥ 妙⼦ ⽒

11⽉14⽇（⽉） ⼀般社団法⼈ ⽇本保育者⽀援協会
巡回員・保育アドバイザ11⽉14⽇（⽉）

（10:10〜16:30）
巡回員・保育アドバイザー
岡本 京⼦ ⽒

2023年
1⽉13⽇（⾦）

（10:10〜16:30）

⼀般社団法⼈ ⽇本保育者⽀援協会
巡回員・保育アドバイザー
岡本 京⼦ ⽒

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

C⽇程
定員60名

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

1⽉16⽇（⽉）
（10:10〜16:30）

洗⾜こども短期⼤学幼児教育保育科
専任講師
伊藤 路⾹ ⽒

1⽉25⽇（⽔） NPO法⼈ せたがや⼦育てネット1⽉25⽇（⽔）
（10:10〜16:30）

代表理事
松⽥ 妙⼦ ⽒

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。

8⽉ 受講者決定通知 発送予定



令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

グはイ タ ネ トによ 研修動画視聴を中⼼とす オ デ ド型研修 す
開催⽇時 会場 講師

N⽇程

e
ラーニング

【期間】
2022年
8⽉ 1⽇〜
8⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

◎eラーニングはインターネットによる研修動画視聴を中⼼とする、オンデマンド型研修です。

N⽇程

定員30名

8⽉31⽇

集合型
研修

10⽉28⽇（⾦）
（9:50〜13:00）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

【期間】
6⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｏ⽇程

定員30名

e
ラーニング

【期間】
2022年
9⽉ 1⽇〜
9⽉30⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

集合型
研修

10⽉28⽇（⾦）
（14:30〜17:40）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室

富⼭短期⼤学 幼児教育学科
講師
明柴 聰史 ⽒

研修 （14:30 17:40） 新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

Ｐ⽇程

e
ラーニング

【期間】
2022年
11⽉ 1⽇〜
11⽉30⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

定員30名 集合型
研修

2023年
1⽉ 6⽇（⾦）

（9:50〜13:00）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

【期間】
【12時間】

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｑ⽇程

定員30名

e
ラーニング

2022年
12⽉ 1⽇〜
12⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

集合型
研修

2023年
1⽉ 6⽇（⾦）

（14:30〜17:40）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2 29（14:30〜17:40） 新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。
※インターネット環境や端末は各⾃で設定、確保してください。通信料はご負担ください。

8⽉ 受講者決定通知 発送予定



令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

グはイ タ ネ トによ 研修動画視聴を中⼼とす オ デ ド型研修 す

開催⽇時 会場 講師

e
【期間】
2022年 【12時間】

ＰＣなどを利⽤したインタ ネットによる

◎eラーニングはインターネットによる研修動画視聴を中⼼とする、オンデマンド型研修です。
◎ZOOM研修はWEB会議システムを使ったインターネットによるリアルタイムの遠隔研修です。

Ｆ⽇程

定員30名

ラーニング 8⽉ 1⽇〜
8⽉31⽇

ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

ＺＯＯＭ
研修

10⽉23⽇（⽇）
（9:30〜12:40）

【3時間】
web 会議システムzoom による研修
を⾏います。

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｇ⽇程

定員30名

e
ラーニング

【期間】
2022年
9⽉ 1⽇〜
9⽉30⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

⼤阪⼤⾕⼤学 教育学部
教育学科
教授
⻑瀬 美⼦ ⽒

定員30名
ＺＯＯＭ

研修
10⽉23⽇（⽇）
（14:30〜17:40）

【3時間】
web 会議システムzoom による研修
を⾏います。

e
ラ ニング

【期間】
2022年
11⽉ 1⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｈ⽇程

定員30名

ラーニング 11⽉ 1⽇〜
11⽉30⽇ 研修です。

ＺＯＯＭ
研修

2023年
1⽉22⽇（⽇）

（9:30〜12:40）

【3時間】
web 会議システムzoom による研修
を⾏います。

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｉ⽇程

定員30名

e
ラーニング

【期間】
2022年
12⽉ 1⽇〜
12⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

2023年 【3時間】

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

定員30名
ＺＯＯＭ

研修
2023年
1⽉22⽇（⽇）

（14:30〜17:40）

【3時間】
web 会議システムzoom による研修
を⾏います。

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。
※インターネット環境や端末、マイク、カメラは各⾃で設定、確保してください。通信料はご負担ください。

8⽉ 受講者決定通知 発送予定



令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

グはイ タ ネ トによ 研修動画視聴を中⼼とす オ デ ド型研修 す

開催⽇時 会場 講師

e
【期間】
2022年 【12時間】

ＰＣなどを利⽤したインタ ネットによる

◎eラーニングはインターネットによる研修動画視聴を中⼼とする、オンデマンド型研修です。
◎ZOOM研修はWEB会議システムを使ったインターネットによるリアルタイムの遠隔研修です。

Ｅ⽇程

定員30名

ラーニング 9⽉ 1⽇〜
9⽉30⽇

ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

ＺＯＯＭ
研修

11⽉20⽇（⽇）
（9:30〜12:40）

【3時間】
web 会議システムzoom による研修
を⾏います。

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｆ⽇程

定員30名

e
ラーニング

【期間】
2022年
10⽉ 1⽇〜
10⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

【3時間】

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

⼤阪⼤⾕⼤学 教育学部
教育学科
教授
⻑瀬 美⼦ ⽒

定員30名
ＺＯＯＭ

研修
11⽉20⽇（⽇）
（14:30〜17:40）

【3時間】
web 会議システムzoom による研修
を⾏います。

程
e

ラーニング

【期間】
2022年
12⽉ 1⽇〜

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｇ⽇程

定員30名

12⽉31⽇ 研修です。

ＺＯＯＭ
研修

2023年
2⽉19⽇（⽇）

（9:30〜12:40）

【3時間】
web 会議システムzoom による研修
を⾏います。

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｈ⽇程

定員30名

e
ラーニング

【期間】
2023年
1⽉ 1⽇〜
1⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

ＺＯＯＭ 2023年
2⽉19⽇（⽇）

【3時間】
eb 会議システム oom による研修研修 2⽉19⽇（⽇）

（14:30〜17:40）
web 会議システムzoom による研修
を⾏います。

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。
※インターネット環境や端末、マイク、カメラは各⾃で設定、確保してください。通信料はご負担ください。

8⽉ 受講者決定通知 発送予定



令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

グはイ タ ネ トによ 研修動画視聴を中⼼とす オ デ ド型研修 す
開催⽇時 会場 講師

Ｆ⽇程
e

ラーニング

【期間】
2022年
8⽉ 1⽇〜
8⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

◎eラーニングはインターネットによる研修動画視聴を中⼼とする、オンデマンド型研修です。

定員30名

8⽉31⽇

集合型
研修

10⽉ 8⽇（⼟）
（9:50〜13:00）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
HSB鐵砲洲 貸会議室 AB室
中央区湊⼀丁⽬1番12号
（最寄り駅 ⼋丁堀駅）

【期間】
年 【12時間】

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

九州⼥ ⼤学 ⼈ 発達学部

Ｇ⽇程

定員30名

e
ラーニング

2022年
9⽉ 1⽇〜
9⽉30⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

集合型
研修

10⽉ 8⽇（⼟）
（14:30〜17:40）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
HSB鐵砲洲 貸会議室 AB室
中央区湊⼀丁⽬1番12号
（最寄り駅 ⼋丁堀駅） 九州⼥⼦⼤学 ⼈間発達学部

教授
鳴海 正也 ⽒

（最寄り駅 ⼋丁堀駅）

Ｈ⽇程
e

ラーニング

【期間】
2022年
11⽉ 1⽇〜
11⽉30⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

定員30名
集合型
研修 未定 【3時間】

会場での集合型研修を⾏います。

e
ラ ニング

【期間】
2022年
12⽉ 1⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｉ⽇程

定員30名

ラーニング 12⽉ 1⽇〜
12⽉31⽇

ＰＣなどを利⽤したインタ ネットによる
研修です。

集合型
研修 未定 【3時間】

会場での集合型研修を⾏います。
8⽉ 受講者決定通知 発送予定

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。
※インターネット環境や端末は各⾃で設定、確保してください。通信料はご負担ください。

⽇程などは決定次第、当財団ホームページに掲載します。



令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

グはイ タ ネ トによ 研修動画視聴を中⼼とす オ デ ド型研修 す

開催⽇時 会場 講師

Ｆ⽇程

e
ラーニング

【期間】
2022年
9⽉ 1⽇〜
9⽉30⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

◎eラーニングはインターネットによる研修動画視聴を中⼼とする、オンデマンド型研修です。

Ｆ⽇程

定員30名

9⽉30⽇

eラーニング

集合型
研修

11⽉10⽇（⽊）
（10:00〜13:15）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
ワイム貸会議室⾼⽥⾺場
3F Room 3A+3B
新宿区⾼⽥⾺場1-29-9 TDビル3F
（最寄駅 ⾼⽥⾺場駅）

【期間】
6⽉ 受講者決定通知 発送予定

帝塚⼭⼤学現代⽣活学部
⾷物栄養学科
准教授
岩橋 明⼦ ⽒

皇學館⼤学教育学部教育学科
教授

Ｇ⽇程

定員30名

e
ラーニング

【期間】
2022年
10⽉ 1⽇〜
10⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

集合型 11⽉10⽇（⽊）
【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
ワイム貸会議室⾼⽥⾺場
3F Room 3C 駒⽥ 聡⼦ ⽒

集合型研修

東洋⼤学ライフデザイン学部
⽣活⽀援学科⼦ども⽀援学専攻

研修 （10:00〜13:15） 3F Room 3C
新宿区⾼⽥⾺場1-29-9 TDビル3F
（最寄駅 ⾼⽥⾺場駅）

Ｈ⽇程

集合型
研修

11⽉10⽇（⽊）
（15:00〜18:15）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
ワイム貸会議室⾼⽥⾺場
3F Room 3A+3B
新宿区⾼⽥⾺場1-29-9 TDビル3F
（最寄駅 ⾼⽥⾺場駅）

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

⽣活⽀援学科⼦ども⽀援学専攻
⾮常勤講師 管理栄養⼠
太⽥ 百合⼦ ⽒

さいたま市⺠医療センター
看護師
⼩児アレルギーエデュケーター
森茂 亮 ⽒

Ｈ⽇程

定員30名

（最寄駅 ⾼⽥⾺場駅）

e
ラーニング

【期間】
2022年
12⽉ 1⽇〜
12⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
8⽉ 受講者決定通知 発送予定

森茂 亮⼀⽒

Ｉ⽇程

定員30名

集合型
研修

11⽉10⽇（⽊）
（15:00〜18:15）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
ワイム貸会議室⾼⽥⾺場
3F Room 3C
新宿区⾼⽥⾺場1-29-9 TDビル3F
（最寄駅 ⾼⽥⾺場駅）

e
グ

【期間】
2023年 【12時間】

ＰＣなどを利⽤したインターネットによるラーニング 1⽉ 1⽇〜
1⽉31⽇

ＰＣなどを利⽤したインタ ネットによる
研修です。

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。
※インターネット環境や端末は各⾃で設定、確保してください。通信料はご負担ください。

8⽉ 受講者決定通知 発送予定



令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

グはイ タ ネ トによ 研修動画視聴を中⼼とす オ デ ド型研修 す
開催⽇時 会場 講師

D⽇程
e

ラーニング

【期間】
2022年
8⽉ 1⽇〜
8⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

◎eラーニングはインターネットによる研修動画視聴を中⼼とする、オンデマンド型研修です。

定員30名 集合型
研修

11⽉15⽇（⽕）
（14:30〜17:40）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

程
e

ラーニング

【期間】
2022年
9⽉ 1⽇〜

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

eラーニング

皇學館⼤学教育学部教育学科
教授

E⽇程

定員30名

ラ ニング 9⽉ 1⽇〜
9⽉30⽇ 研修です。

集合型
研修

11⽉16⽇（⽔）
（9:50〜13:00）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

【期間】
年 【12時間】

6⽉ 受講者決定通知 発送予定

教授
駒⽥ 聡⼦ ⽒

集合型研修

BLS横浜

F⽇程

定員30名

e
ラーニング

2022年
10⽉ 1⽇〜
10⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

集合型
研修

11⽉16⽇（⽔）
（14:30〜17:40）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）8⽉ 受講者決定通知 発送予定 BLS横浜

代表
秋場 研 ⽒

（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

G⽇程

定員30名

e
ラーニング

【期間】
2022年
12⽉ 1⽇〜
12⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

集合型
研修

2023年
2⽉ 2⽇（⽊）

（ ）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2 29

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

研修 （9:50〜13:00） 新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

H⽇程

定員30名

e
ラーニング

【期間】
2023年
1⽉ 1⽇〜
1⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

2023年
【3時間】会場での集合型研修を⾏います。

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

定員30名 集合型
研修

2023年
2⽉ 2⽇（⽊）

（14:30〜17:40）

全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。
※インターネット環境や端末は各⾃で設定、確保してください。通信料はご負担ください。

8⽉ 受講者決定通知 発送予定



令和4年度 東京都保育⼠等キャリアアップ研修 開催⽇程 [当財団実施分］
※⽇程・会場・講師などは変更になる場合がございます。

グはイ タ ネ トによ 研修動画視聴を中⼼とす オ デ ド型研修 す
開催⽇時 会場 講師

Ｄ⽇程
e

ラーニング

【期間】
2022年
9⽉ 1⽇〜
9⽉30⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

◎eラーニングはインターネットによる研修動画視聴を中⼼とする、オンデマンド型研修です。

Ｄ⽇程

定員30名

9⽉30⽇

集合型
研修

11⽉11⽇（⾦）
（9:50〜13:00）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

【期間】
6⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｅ⽇程

定員30名

e
ラーニング

【期間】
2022年
10⽉ 1⽇〜
10⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

集合型 11⽉11⽇（⾦）
【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
全国左官タイル塗装業国⺠健康保険組合
こくほ21ビル 2階会議室

関⻄福祉科学⼤学
社会福祉学部 社会福祉学科
准教授
⼩⼝ 将典 ⽒

研修 （14:30〜17:40） こくほ21ビル 2階会議室
新宿区市⾕⽥町2-29
（最寄り駅 市ヶ⾕駅）

Ｆ⽇程

e
ラーニング

【期間】
2022年
12⽉ 1⽇〜
12⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

8⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｆ⽇程

定員30名

12⽉31⽇

集合型
研修

2023年
2⽉17⽇（⾦）

（9:30〜12:40）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
トヨタドライビングスクール東京
３階ホール
⽴川市⽻⾐町１丁⽬3-4
（最寄駅 ⻄国⽴駅）8⽉ 受講者決定通知 発送予定

Ｇ⽇程

定員30名

e
ラーニング

【期間】
2023年
1⽉ 1⽇〜
1⽉31⽇

【12時間】
ＰＣなどを利⽤したインターネットによる
研修です。

集合型 2023年
2⽉17⽇（⾦）

【3時間】会場での集合型研修を⾏います。
トヨタドライビングスクール東京

階
集合型
研修 2⽉17⽇（⾦）

（14:30〜17:40）
３階ホール
⽴川市⽻⾐町１丁⽬3-4
（最寄駅 ⻄国⽴駅）

※全ての⽇程ともに厚⽣労働省のガイドラインに基づいた内容の研修です。
※インターネット環境や端末は各⾃で設定、確保してください。通信料はご負担ください。

8⽉ 受講者決定通知 発送予定



◎申込⽅法 当財団ホームページにて必要事項をご⼊⼒いただきお申込みください。
ホームページＵＲＬ https://hokenfukushi.or.jp/

⼆次元バーコード → → → →

お申込みの流れ

①保健福祉振興財団のホームページにアクセスして トップページから「保育・⼦育てに関する研修」を
クリックし、 移動したページの「東京都保育⼠等キャリアアップ研修」をクリックします。

東京都保育⼠等キャリアアップ研修

②研修概要、開催要項をお読みいただき、開催⽇程表から募集を開始しているご希望の研修のコース
をお選びいただいて「申込」をクリックして必要事項を漏れの無いように正しくご⼊⼒いただき、
お申込みください

東京都保育士等キャリアアップ研修

保育・⼦育てに関する研修

お申込みください。

ご登録いただいた電話番号、FAX番号やメールアドレスへ研修に関するご案内をさせていただく
場合がございますので、確実に連絡の取れるものをご登録ください。連絡が取れない場合は受講や
修了が不可となる場合があります。また、誤情報の登録があった場合も受講や修了が不可となる
場合があります。

③お申し込みいただくとすぐに hk-tokyo@hokenfukushi.or.jp より 申込内容を確認する③お申し込みいただくとすぐに hk tokyo@hokenfukushi.or.jp より 申込内容を確認する
メールが登録されたメールアドレスに届きます。
このメールは受講決定メールではありません。 メールが届いていない場合は申込が成⽴していない
場合がありますので申し込み後の確認メールが届いたかご確認いただき、正しい情報が登録
されているかどうか、必ず受講者ご⾃⾝で登録内容を確認してください。
定員超過による落選の場合は、申し込み締め切り後、ご登録いただいたメールアドレスにご連絡
いたします。当⽅での登録内容確認後、改めて受講決定通知をお送りいたします。いたします。当⽅で 登録内容確認後、改めて受講決定通知をお送りいたします。

＊受講決定は先着順となります。申込内容に不備がある場合は受講決定できない場合があります。

＊受講枠の確保等の理由で、過⼤な受講申込みやキャンセルをすることはご遠慮ください。

＊申し込み後に他のコースに変更することはできません。誤って申込をした場合は、まず申込の取り消し
について すぐに事務局までご連絡いただき 改めて最初からお申込みをやり直してくださいについて、すぐに事務局までご連絡いただき、改めて最初からお申込みをやり直してください。

＊申込者が同⼀の研修分野に２コース以上申込をした場合、または同⼀のコースに2回以上申込
をした場合は、⾃動的にいずれかが申込取り消しされ⼀つに絞られます。⼀度に複数申し込んでから
ご希望のコースをお聞きして決定することはできません。ご了承ください。

＊申込は、事業所（保育所等）からのお申込みとなります。離職中の⽅はお申込みできません。

＊申込後のキャンセルはやむを得ない事情がある場合のみお受けします。

＊申込が上⼿くいかない等の不都合がある場合は、問合せ先まで事前に必ずご連絡をお願いします。

◆申込締め切り⽇は、各コースとも開催の「概ね2週間前」または「定員となり次第」締切とさせて
いただきます。詳細は開催⽇程⼀覧からご確認ください。



◎受講決定 申込締め切り後、申込内容を確認した上で受講決定者には決定通知をご所属の事業所宛に
お送りいたします。会場地図や研修資料代の振込案内等も併せてお送りしますのでご確認ください。
研修資料代の領収書については研修開催後に⽀払確認をさせていただく場合がございますので、
修了認定まで⼤切に保管してください。

受講決定・修了証・衛生管理について

受講決定通知が届いていない⽅は研修の受講ができません。また、研修実施⽇によっては受講決定
通知の発送までに時間がかかる場合があります。受講決定について不明な点のある⽅は、早めに
お問い合わせください。

◎修 了 証 本研修は修了試験はございませんが、研修終了時に研修レポートをご提出いただきます。
（研修レポート記⼊の時間は研修時間に含まれません）。（研修レポ ト記⼊の時間は研修時間に含まれません）。

各コース内の全研修15時間を受講し、受講後の研修レポートの提出と内容を確認した上で
受講状況を勘案し、修了認定を⾏い東京都に報告します。修了者には分野ごとの修了証を
ご所属の事業所宛に送付いたします。

＊本研修の修了認定は、各分野ともに15時間を受講していることが要件であり、確認テストを合格して
いない場合や研修レポ トの正しい提出がない場合 ⽋席 遅刻 途中退席等で受講時間が15時間いない場合や研修レポートの正しい提出がない場合、⽋席・遅刻・途中退席等で受講時間が15時間
に満たなかった場合、研修資料代等の未納、必要情報等の不⾜がみられる場合には修了証を発⾏
できませんので予めご了承ください。

◎衛⽣管理 集合型研修をご受講の際は、下記項⽬をお守りいただきますようお願いいたします。

受講決定通知に同封いたします受講票には、事前の健康状態に関する問診項⽬がございます。必ず
事前にご⾃宅でご記⼊の上、発熱や咳、のどの痛みなどの⾵邪の症状がある⽅、健康状態に不安の
ある⽅は、研修のご受講をお控えください。問診項⽬のご記⼊がない場合や記載内容によっては研修
のご受講をお断りさせていただく場合がございます。

受講にあたっては、原則、会場内ではマスク着⽤をお願いいたします。また、⼊場前のスタッフによる検温、
⼿指消毒などの感染対策にご協⼒お願いいたします。ご協⼒いただけない場合は研修のご受講をお断り
させていただく場合がございます。させていただく場合がございます。

⾃園やご家族等関係者で新型コロナウイルス感染症の陽性者及び濃厚接触者が発覚した場合は、
すぐに当財団事務局までご連絡のほど宜しくお願い申し上げます。

保健所等からの情報提供の要請があった場合には、保健所や⾏政など当該機関に個⼈情報を提供する
場合がありますのでご了承ください。

当財団職員は全員マスクを着⽤し、⼿指の消毒、⼿洗いを随時⾏います。

当財団職員の検温・⾵邪症状等の有無を確認しています。 ⾃宅での事前の検温にて発熱および⾵邪
症状のある者は⾃宅待機とし、健康管理を徹底しています。

座席、テーブル、使⽤備品、その他教室内の触れやすい所は研修実施前と実施後にすべて消毒いたし
ます 使⽤物品については適宜消毒いたします 座席は前後左右を空けた配置をしておりますます。使⽤物品については適宜消毒いたします。 座席は前後左右を空けた配置をしております。

換気扇の常時使⽤や会場⼊り⼝のドア等の定期開放で、室内換気に努めます。会場の空調機器の
配置や換気の関係上、座席によっては寒暖の差が発⽣します。ブランケットや⾐服などでご調整ください
ますようお願いします。

教室⼊り⼝周辺と各座席には⼿指消毒液を設置いたします。ご利⽤いただき、⼿指消毒をお願いします。



◎eラーニングコースの受講にあたっての推奨環境
※eラーニング研修はインターネット環境、インターネットに接続できる端末（パソコン、タブレットまたはスマートフォン

等）が必要です。Zoom研修は上記に加え、マイク、カメラが必要ですのでそれぞれご準備ください。準備ができ
ない場合は、ご受講いただくことはできません。

その他注意事項

ない場合は、ご受講いただくことはできません。
当財団によるインターネット環境設定及び調整、端末・機器類の貸出等は⾏いません。

※受講時等に発⽣するインターネットの通信料は、受講者のご負担となります。通信制限のない環境をご準備下さい。

推奨環境⼀覧（2021年2⽉時点）

デバイス ＯＳ ブラウザ

Windows PC
Windows10
※推奨環境OS10.14
※WindowsRTは⾮対応です

Chrome、Microsoft Edge
※推奨環境 Chrome

Mac OS10.13、 OS10.14
※推奨環境OS10.14

Safari、Chrome
※推奨環境：Safari14

iOS13 14 14 4 SafariiPhone iOS13、14、14.4
※推奨環境：iPadOS14.4

Safari
※推奨環境：Safari14

iPad iPadOS 14.4
※推奨環境：iPadOS14.4

Safari
※推奨環境：Safari14

Android端末 Android 8、9、10
※推奨環境Android10

Chrome
※推奨環境：Chrome

※OS/ブラウザの更新に伴う仕様変更等により、推奨環境が変わる場合がございます。
※推奨環境 d o d 0 ※推奨環境 C o e

◎注意事項 受講申込書に記載された個⼈情報については、当財団の個⼈情報管理規定に則り適正な管理を⾏い、
本事業の運営以外の⽬的に利⽤することはございません。

なお、受講申込書、公的書類・資格証の写しは返却しませんので、予めご了承ください。
また 研修終了後 東京都以外の都道府県間で研修修了者の情報を共有する場合がありますまた、研修終了後、東京都以外の都道府県間で研修修了者の情報を共有する場合があります。
同意される⽅のみお申込みください。

申込書の記載内容が事実と異なる場合、受講及び修了の認定が取り消しとなることがあります。

新型コロナウイルス感染拡⼤時や地震、台⾵などの⾃然災害発⽣時、または発⽣が予想される場合、
研修の開催を変更、延期、中⽌する場合がございます。その場合は、当財団のホームページにて情報を
掲載しますのでご確認ください

本案内や受講決定通知等に記載の事項をお守りいただき、新型コロナウイルス感染予防並びにスムーズな
研修運営にご協⼒下さい。
お守りいただけない場合は研修のご受講をお断りさせていただく場合があります。ご了承いただける⽅のみ
ご参加下さい。

掲載しますのでご確認ください。

【主催】 ⼀般財団法⼈ 保健福祉振興財団
〒102-0093
東京都千代⽥区平河町⼆丁⽬4番5号 平河町Kビル3F 

保健福祉振興財団

TEL：03-6261-0307／ FAX：03-6261-0308
MAIL : hk-tokyo@hokenfukushi.or.jp 

https://hokenfukushi.or.jp/
⼆次元バーコードはこちら → → →


