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期日 分野 内容 講師 場所 参加者

2 マネジメントの理解 西澤（分リ）大木（分リ）

3 リーダーシップ 西澤（分リ）大木（分リ）

4 乳児保育・教育の環境 中田（園長）成田（専リ）高木（専リ）

5 乳児保育・教育の指導計画、記録及び評価 中田（園長）成田（専リ）高木（専リ）

6 組織目標の設定 西澤（専リ）大木（専リ）

7 人材育成 西澤（専リ）大木（専リ）

8 保育実践
保育における環境構成、子どもとの関わり方、物・自然
を使った遊び

竹井　史氏 中田（園長）峯田（分リ）大木（分リ）

9 幼児教育・保育 幼児教育・保育の意義・幼児の教育に応じた保育内容 大橋　喜美子氏 中田（園長）峯田（分リ）大木（分リ）

10 人材育成 白井（専リ）西澤（専リ）

11 働きやすい環境づくり 白井（専リ）西澤（専リ）

12
幼児教育・保育
乳児保育・教育

発達に応じた保育内容 中田（園長）成田（専リ）松村（専リ）

13 幼児教育・保育 幼児教育・保育の指導・計画・記録及び評価 中田（園長）成田（専リ）松村（専リ）

14 事故防止及び健康安全管理 中田（園長）齊藤（一般）大嶋（分リ）

15 教育・保育施設等における事故防止及び 中田（園長）齊藤（一般）大嶋（分リ）

16 幼児教育・保育の環境 中田（園長）子原（分リ）

17 小学校との接続 中田（園長）子原（分リ）

18 幼児教育・保育
幼児教育・保育の意義・関係機関との連携、地域資源
の活用

流石　智子氏 中田（園長）山本（専リ）山元（分リ）齊藤（一般）

19 マネジメント マネジメントの理解 小林　雄二郎氏 中田（園長）山本（専リ）山元（分リ）齊藤（一般）

20 マネジメント リーダーシップ 小林　雄二郎氏 峯田（分リ）小林（分リ）

21 人権 保育における人権 原　清治氏 峯田（分リ）小林（分リ）

22 栄養に関する基礎知識 松村（専リ）成田（専リ）植久保（一般）

23 食育計画の作成と活用 松村（専リ）成田（専リ）植久保（一般）

24 食育計画の作成と活用 成田（専リ）植久保（一般）

25 アレルギー疾患の理解 成田（専リ）植久保（一般）

26 障がいのある子どもの理解　等 山谷（専リ）平尾（分リ）

27 保護者や家庭に対する理解と支援　等 山谷（専リ）平尾（分リ）

28
障がい児保育における個々の発達を促す生活と遊び
の環境　等

石井（指導）山谷（専リ）吉田（分リ）

29 障がいのある子どもと他の子どもとの関わり 石井（指導）山谷（専リ）吉田（分リ）

30 障がいのある子どもの発達と援助 石井（指導）山谷（専リ）吉田（分リ）

31 全体な計画に基づく指導計画の・作成と観察・記録 石井（指導）山谷（専リ）吉田（分リ）

32 幼児教育・保育 幼児期にふさわしい生活 前橋　明氏 﨑谷（サブ）角川（初任）

33 保育実践 関係性を育む運動遊び 片山　喜章氏 﨑谷（サブ）角川（初任）

34 教育・保育施設等における食事の提供 植久保（一般）森岡（サブ）

35 教育・保育施設におけるアレルギー対応 植久保（一般）森岡（サブ）

噛めない子・食べることで気になる子への対応 伴 亜紀氏 京都文教短期大学 中田（園長）山元（分リ）高木（サブ）

献立作成・調理の基本 
佐井　かよ子氏
　伴　亜紀氏

京都文教短期大学 中田（園長）岡田（初任）

37 発達に応じた保育内容 中田（園長）藤村（分リ）廣瀬（分リ）

38 乳児保育・教育の指導計画、記録及び評価 中田（園長）藤村（分リ）廣瀬（分リ）

39 保健計画の作成と活用 廣瀬（分リ）崎谷（サブ）

40 事故防止及び健康安全管理 廣瀬（分リ）崎谷（サブ）

41 乳児保育・教育意義 中田（園長）齋藤（一般）藤村（分リ）

42 保育者の適切な関わり 中田（園長）齋藤（一般）藤村（分リ）

43 保護者支援・子育て支援の意義 中田（園長）吉田（分リ）

44 地域における子育て支援 中田（園長）吉田（分リ）

45 保護者支援・子育て支援保護者支援・子育て支援 浦田　雅夫氏　 中田（園長）小林（分リ）山本（専リ）

46 マネジメント 保育実習への対応
浦田　雅夫氏　杉本

一久氏
中田（園長）小林（分リ）山本（専リ）

１０月２９日（火） 登録会館

１０月７日（月） 保護者支援・子育て支援 小嶋　玲子氏 大谷ホール

松田　千都氏 大谷ホール

９月１７日（火） 保健衛生・安全対策 中村　洋子氏 登録会館

乳児保育・教育

ガレリア亀岡

８月２８日（水） 食育アレルギー対応 野口　孝則氏 大谷ホール

１０月３日（木） 乳児保育・教育 井桁　容子氏 大谷ホール

京都府保育協会

６月２４日（月） 幼児教育・保育 木下　光二氏 しんらん交流館

７月２４日（水） 食育アレルギー対応 野口　孝則氏 ホテルセントノーム

８月１日（木） 四方　あかね氏 登録会館

８月５日（月） 登録会館
支援を必要とする
子どもの保育

張　貞京氏

８月２２日（木）

36 ９月４日（火） 食育アレルギー対応

９月９日（月）

登録会館

８月２６日（月）

６月１８日（火）

小崎　恭弘氏 しんらん交流館

５月２０日（月） マネジメント 小崎　恭弘氏 しんらん交流館

５月２２日（水） しんらん交流館

保健衛生・安全対策 猪熊　弘子氏
京都府立総合福祉

会館

マネジメント

５月１３日（月） マネジメント 小崎　恭弘氏 しんらん交流館

５月１７日（金） 乳児保育・教育 今井　和子氏 しんらん交流館

５月３１日（金） 大方　美香氏 登録会館

７月２日（火）
京都府総合教育セ

ンター

７月５日（火） 登録会館

７月１６日（火） 食育アレルギー対応 野口　孝則氏 ホテルセントノーム

山下え（初任)角川（初任）1 ５月10日（金 ） 新規採用者研修
保育における環境構成
子どもとの関わり

大方　美香氏
京都府総合教育セ

ンター

５月２７日（月）



47 １１月２６日（火） 幼児教育・保育 幼児教育・保育の意義 鈴木　まひろ氏 千葉県和光保育園 中田（園長）長谷川（分リ）山本（専リ）

48 １１月２９日（金） 保護者支援・子育て支援
人権

虐待予防　保育における人権 倉石　哲也氏 登録会館 石井（指導）

49 １２月６日（金） 保護者支援・子育て支援保護者に対する相談援助 小嶋　玲子氏 大谷ホール 中田（園長）田村（専リ）長谷川（分リ）

51
１２月１３日（金）

全体研修会
保健衛生・安全対策

教育保育施設における事故防止及び
事故発生防止

猪熊　弘子氏他 聞法会館 中田（園長）岩岡（副園長）山元（分リ）

52 教育・保育施設における感染症対策 安井　良則氏 廣瀬（分リ）

53 事故防止及び健康安全管理 脇　貴志氏 廣瀬（分リ）

54 教育・保育施設等における食事の提供 伴 亜紀氏 成田（専リ）

55 教育・保育施設におけるアレルギー対応 近江園　善一氏 成田（専リ）羽渕（分リ）

56 人権 保育における人権 櫻井　慶一氏 中田（園長）大嶋（分リ）美藤（サブ）

57 乳児保育・教育 発達とそのメカニズム 明和　政子氏 中田（園長）大嶋（分リ）美藤（サブ）

58 保育士研修Ｄ 保育実践研究 中田（園長）

59 幼児教育・保育 幼児教育・保育の意義 中田（園長）

1 保育施設におけるマネジメント 田村（専リ）山下き（一般）大嶋（分リ）平尾（分リ）

2 求められるリーダーシップとは何か 山下き（一般）大嶋（分リ）平尾（分リ）

3 組織における目標のあり方とその設定 山下き（一般）大嶋（分リ）平尾（分リ）

4 保育施設における人材育成とは 山下き（一般）大嶋（分リ）平尾（分リ）

5 マネジメントを活かした実践 山下き（一般）大嶋（分リ）平尾（分リ）

6 働きやすい職場とは何か？ 山下き（一般）大嶋（分リ）平尾（分リ）

7 栄耀の基本的概念と栄養素の種類と機能 田中恵子氏 岡田（初任）山下え（初任）

8 食育の理解と計画及び評価 福田小百合氏 岡田（初任）山下え（初任）

9 保育所におけるアレルギー対応ガイドラインの理解 伴　亜紀氏 岡田（初任）山下え（初任）

10 アレルギー疾患の理解・アナフィラシキ―ショックの理解と対応 末廣　豊氏 岡田（初任）山下え（初任）

11 第三次食育推進基本計画 岡田（初任）山下え（初任）

12 保育所における食事の提供ガイドラインの理解 岡田（初任）山下え（初任）

1 ６月５日（水） 京都保育研究集会
すべての人が子どもと子育てに関わりを
持つ社会の実現を目指して

木下　光二氏 京都保育研究集会
実行委員会

中田（園長）

2 ６月６日（木） 衛生管理研修会 保育所給食調理における衛生管理について
京都府山城北
保健所衛生室

宇治市福祉こども部 岡田（初任）

3 ６月７日（金） 新規採用保育所職員研修会
乳幼児期の運動遊びの意義
社会人としての基礎

杉島　秀政氏
東城　大輔氏

京都府民間保育園協会 中島（園長）林（初任）髙橋（初任）岡田（初任）

4 ６月１１日（火）～
１３日（木）

全国私立保育園研究大会 山城教育局学校教育担当 山城教育局学校教育担当中田（園長）廣瀬（分リ）山元（分リ）

5 ６月１９日（水） 副園長・主任研修会 保育所保育指針、保育の内容と環境 石川　昭義氏 京都府民間保育園協会 杉浦（主幹）

6 ７月９日（火） 健康づくり提唱のつどい
健康寿命をのばすために
離乳・授乳の支援ガイド

柳沢　和彦氏
堤　ちはる氏

ホテルリガーレ春日野 羽渕（分リ）

7
７月１１日（木）～
１２日（金）

近畿ブロック保育研究集会 シェラトン都ホテル大阪 中田（園長）

8 ７月１３日（土） ポケットミーティングｉｎ京都
おもしろさのデザイン
プロジェクトアーチの今

実践発表、座談会 龍谷大学深草キャンパス丸田（分リ）森岡（サブ）

9 ７月２７日（土） 真鍋　穣氏 天満研修センター 羽渕（分リ）岡田（初任）

10 ８月２日（金）
ひかりのくに夏の講習会
幼児教育大講習会

こんなに楽しく、簡単にできる子ども主体の保育
大豆生田　啓友氏

尾木　直樹氏
新沢　としひこ氏

大阪市中央公会堂 小林（分リ）松村（専リ）

11
８月５日（月）～
６日（火）

食育推進研修会 グリーンタワー幕張 丸田（分リ）岡田（初任）

言葉・音楽を使った遊び 笠木英恵氏 崎谷（サブ）森岡（サブ）

物を使った遊び 中田　純子氏 崎谷（サブ）森岡（サブ）

13 １０月１７日（木)
乳幼児利用施設管理
者等感染症対応研修

乳幼児に多い感染症の特徴とその予防 近江園善一氏 宇治生涯学習センター馬場崎(一般）

14 10月24～25日 全国保育士会研究大会 保育の内容を深める「子どもの発達と環境（3歳未満児）」 島根県立産業会館 中田（園長）吉田（分リ）丸田（分リ）

15 １０月２４日（木） 感染症予防研修会 乳幼児における感染症対策 山城北保健所 林（初任）

16
１１月１３日（水）～
１５日（金）

全国保育研究大会 広島市文化交流会館 中田（園長）小林（分リ）高木（分リ）

17 １１月１５日（金）
PCDAマネジメントサイクルを活用した
食育推進の実践

森美奈子氏 京都テルサ 羽渕（分リ）

18
２月１日（土）～
２日（日）

第３１回保育園保健研究大会感染症対策の実際 京都府立京都学・歴彩館馬場崎(一般）・中田

1 ドイツ園づくり視察研修 白井・松村8月18日（日）～24日（土） ブレーメン・ハンブルグ

１月２７日（月） 大谷ホール

２月２１日（金） 石川　昭義氏 大谷ホール

１２月２０日（金） 保健衛生・安全対策 ホテルセントノーム

１月１４日（火） 食育アレルギー対応 登録会館

 他団体の研修

12 ８月７日（水） キャリアアップ研修会 本願寺聞法会館

　海外研修

堤　ちはる氏　貝沼　圭吾氏　野口　孝則氏

食物アレルギー・正しい理解と保育所における対応ガイドライン

宇治市

７月２０日（土）

マネジメント 小崎恭弘氏 宇治市職員会館９月２１日（土）

９月２８日（土）

１１月９日（土）

１２月１４日（土）

２月８日（土）

食育アレルギー対応

伴　亜紀氏

宇治市職員会館


