
 

フェリシアこども短期大学 

令和 4 年度 秋季「東京都保育士等キャリアアップ研修」募集要項 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知「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 日付雇児保発 0401 第 1 号）に基づき、フェリシアこども短期大学では東京都の指定を受け、当研修を下記の

要領で実施いたします。 

 

１．研修分野、日程時間、研修時間、定員 

※新型コロナウイルス感染拡大により、対面研修を ZOOＭ等オンラインへ変更、または開講を中止する場合が

あります。 

※今回募集する分野の中から、同時に複数分野受講することができます。日程をご確認の上、お申し込みくださ

い。  

分野 / 担当教員 日程 申し込み開始日（予定） 定員 

⑪幼児教育分野（オンデマンド研修と対面研修） 

フェリシアこども短期大学教授 山下晶子 

フェリシアこども短期大学講師 安田真紀子 

フェリシアこども短期大学非常勤講師 森下匡子 

青山学院大学教育人間科学部特任教授 久保寺節子 

オンデマンド受講期間（12 時間分視聴+課題） 

⇒9 月 20 日（火）～10 月 23 日（日） 

対面研修（3 時間） 

⇒10 月 22 日（土）12:50~16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 

8 月 22 日（月） 

    ～ 

9 月 2 日（金） 

 

20 名 

 

⑫保護者支援・子育て支援分野 

（オンデマンド研修と ZOOM 研修） 

フェリシアこども短期大学教授 中村麻衣子 

フェリシアこども短期大学准教授 横溝一浩 

武蔵野大学 専任講師 松田こずえ 

オンデマンド受講期間（12 時間分視聴+課題） 

⇒9 月 20 日（火）～10 月 23 日（日） 

ZOOM 研修（3 時間） 

⇒10 月 22 日（土）9:00~12:10 

20 名 

 

⑬障害児保育分野（オンデマンド研修と ZOOM 研修） 

フェリシアこども短期大学非常勤講師 森下匡子 

オンデマンド受講期間（12 時間分視聴+課題） 

⇒9 月 20 日（火）～10 月 30 日（日） 

ZOOM 研修（3 時間） 

⇒10 月 29 日（土）9:00~12:10 

20 名 

 

⑭乳児保育分野（オンデマンド研修と対面研修） 

フェリシアこども短期大学教授 山下晶子 

玉川大学大学院 准教授 佐治量哉 

オンデマンド受講期間（9 時間分視聴+課題） 

⇒9 月 20 日（火）～10 月 23 日（日） 

対面研修（6 時間） 

⇒10 月 22 日（土）9:00~16:00 

20 名 

 

⑮食育・アレルギー対応分野 

（オンデマンド研修と対面研修） 

フェリシアこども短期大学非常勤講師 三浦由美 

オンデマンド受講期間（9 時間分視聴+課題） 

⇒9 月 20 日（火）～10 月 30 日（日） 

対面研修（6 時間） 

⇒10 月 29 日（土）9:00~16:00 

20 名 

 



２．研修対象者 

以下の〔１〕で受講する研修の対象者で、かつ〔２〕のいずれかの施設・事業所に勤務する方が本研修の対

象者です。 

 

〔１〕①専門分野別研修 

（乳児保育分野、幼児教育分野、保護者支援・子育て支援分野、障害児保育分野、 

食育・アレルギー対応分野、保健衛生・安全対策分野） 

東京都に所在する保育所等（子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業並びに東京都認証保育所）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）。 

②マネジメント研修 

上記専門分野別研修対象者のうち、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者を含む）。 

 

〔２〕①東京都内に所在する子ども・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所 

・新制度に移行した私立幼稚園、認可保育園（公立を除く）、認定こども園（公立を除く）、地域型保育事

業「小規模保育事業」「家庭的保育事業」「居宅訪問型保育事業」「事業所内保育事業」 

   ②東京都認証保育所事業実施要綱（平成 13 年 5 月 7 日付 12 福子推第 1157 号）に規定する認証保育所 

 

３．申込期間、申込方法 

【申し込み期間】 

令和 4 年 8 月 22 日（月）9:00 ～ 令和 4 年 9 月 2 日（金）17:00 まで 

 

【申し込み方法】ホームページからの受付となります。（電話による受付はできません） 

※定員を超えてお申込みがあった場合には抽選とさせていただきます。先着順ではありません。 

申し込み時に受付完了のご連絡がいきますが、受講決定のご案内ではございません。 

締め切り後、ご受講いただける方には 9 月 5 日以降メールにて結果をお知らせいたします。連絡がこない場

合には申し訳ございませんが落選となりますのでご了承ください。 

※原則キャンセルはできません。やむを得ずキャンセルをする場合、必ず事務局(044-986-9111)までご連絡

をお願いします。 

 

４．研修費 

受講料は無料です。(指定テキストがある場合には別途) 

ただし、園長および「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（税込）をお支払いいただきます。 

 

④乳児保育分野については、テキストの購入が必要になります。（テキスト代は自己負担になります。） 

 会場での購入はできませんので、ご注意ください。 

テキスト：中央法規出版 著者：秋田喜代美、馬場耕一郎＝監修／阿部和子＝編集  

『保育士等キャリアアップ研修テキスト１ 乳児保育』 1,540 円（税込） 

 



５．研修修了証の発行 

分野毎に 15 時間の研修が定められており、その全てを受講し、レポートにより研修の理解度の評価をした

後に修了証を発行、郵送いたします。（約 1 か月後にご自宅に郵送致します。） 

 

６．研修会場 

フェリシアこども短期大学 （東京都町田市三輪町 1135） 詳しくは本学ホームページをご参照ください。 

 

＜電車・バス利用の場合＞ 

小田急線「鶴川駅」で下車。北口改札右側バス乗り場より 

神奈中バス 01 系統「フェリシアこども短期大学」行きに乗車（約 15 分）。終点にて下車、徒歩 1 分。 

神奈中バス 08 系統「鶴川緑山住宅環境」に乗車（約 10 分）。「けやき通り」バス停下車、徒歩 4 分。 

＜タクシー利用の場合＞ 

小田急線「鶴川駅」または「柿生駅」より 約 9 分 

   正門のみ出入りできます。 

 

７．オンデマンド研修の注意事項 

   オンデマンド研修の受講にあたり、受講者自身による受講環境の整備が必要になります。受講前には必ず

以下の環境を確保してください。 

 

1） インターネット接続環境  

有線 LAN ケーブルや安定したインターネット回線(Wi-Fi など)安定したインターネット回線をご用意

ください。スマートフォンでの受講は推奨しません。 

システムを使用する PC ＜Windows の場合＞ 

①OS ：Windows 10 / 8.1 

②ブラウザー：Internet Explorer11 以上 / Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 

2） 受講にあたっての禁止事項 

以下のような行為は禁止事項となりますので、注意してください。 

・講義資料を無断で SNS での共有や別のサイトにアップロードすること  

（著作権法による違法行為となります）  

 ・講師の許可なく講義内容を録音・録画しそれを公開すること 

 

８．受講上の注意 

・昼食は各自ご持参ください。 

・欠席及び遅刻、早退された科目は修了と認められません。 

・代替日による振替、補講は行いません。（天候等不測の事態を除く） 

・キャンパス内の駐車場には限りがございます。 

・新型コロナ感染症対策の為、当日の体温測定と構内滞在中のマスク着用は必須でお願いいたします。 

・今年度は、例年より受講定員を減らし、ソーシャルディスタンスをとって実施いたします。 

また、講師及びスタッフの健康チェック、マスク着用を徹底しております。 

 

学校法人明泉学園 フェリシアこども短期大学 

東京都保育士等キャリアアップ研修事務局 044-986-9111 


