
 令和元年度　社会福祉法人日本保育協会研修予定一覧表 令和元年7月29日現在
日本保育協会　研修部

◆自主事業◆

№ 事業名 研修会名 開催地 会場 開催日 定員

1 自主事業 保育施設長研修会（保育内容編） 大阪開催 ホテルモントレ グラスミア大阪 令和元年10月9日（水）～11日（金） 250

2 自主事業 保育施設長研修会（保育内容編） 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年10月29日（火）～31日（木） 250

3 自主事業 保育施設長研修会（運営管理編） 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和2年1月8日（水）～10日（金） 250

4 自主事業 保育施設長研修会（運営管理編） 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和2年1月15日（水）～17日（金） 250

5 自主事業 保育施設長研修会（運営管理編） 大阪開催 ホテルモントレ グラスミア大阪 令和2年1月22日（水）～24日（金） 250

6 自主事業 主任保育士・主幹保育教諭研修会（中堅対象） 大阪開催 ホテルモントレ グラスミア大阪 令和元年10月16日（水）～18日（金） 250

7 自主事業 主任保育士・主幹保育教諭研修会（中堅対象） 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年11月13日（水）～15日（金） 250

8 自主事業 主任保育士・主幹保育教諭研修会（初任対象） 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年11月27日（水）～29日（金） 250

9 自主事業 主任保育士・主幹保育教諭研修会（初任対象） 大阪開催 ホテルモントレ グラスミア大阪 令和2年1月29日（水）～31日（金） 250

10 自主事業 実習指導者研修会 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年10月24日（木）～25日（金） 250

11 自主事業 認定こども園セミナー 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年7月10日（水）～11日（木） 250

12 自主事業 保育所保育指針実践セミナー 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年8月2日（金） 250

13 自主事業 事故予防セミナー（施設長・管理職対象） 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和2年2月19日（水）～21日（金） 250

14 自主事業 保育所等マネジメント研修会（施設長対象） 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和2年2月12日（水）～14日（金） 250

15 自主事業 保育所等マネジメント研修会（主任保育士対象） 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和2年2月25日（火）～27日（木） 250

◆保育士等キャリアアップ研修◆

№ 事業名 研修会名 開催地 会場 開催日 定員

1 保育士等キャリアアップ研修 障害児保育担当者研修会 大阪開催 ホテルモントレグラスミア大阪 令和元年5月14日（火）～16日（木） 250

2 保育士等キャリアアップ研修 障害児保育担当者研修会 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年5月29日（水）～31日（金） 250

3 保育士等キャリアアップ研修 乳児保育担当者研修会 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年6月5日（水）～7日（金） 250

4 保育士等キャリアアップ研修 乳児保育担当者研修会 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年7月1日（月）～3日（水） 250

5 保育士等キャリアアップ研修 乳児保育担当者研修会 大阪開催 ホテルモントレグラスミア大阪 令和元年7月3日（水）～5日（金） 250

6 保育士等キャリアアップ研修 乳児保育担当者研修会 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年7月17日（水）～19日（金） 250

7 保育士等キャリアアップ研修 乳児保育担当者研修会 大阪開催 ホテルモントレグラスミア大阪 令和元年7月22日（月）～24日（水） 250

8 保育士等キャリアアップ研修 保育所等マネジメント研修会（副主任対象） 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年7月24日（水）～26日（金） 250

9 保育士等キャリアアップ研修 保育所等マネジメント研修会（副主任対象） 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年9月9日（月）～11日（水） 250

10 保育士等キャリアアップ研修 保育所等マネジメント研修会（副主任対象） 大阪開催 ホテルモントレ グラスミア大阪 令和元年9月18日（水）～20日（金） 250

11 保育士等キャリアアップ研修 幼児教育担当者研修会 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年7月30日（火）～8月1日（木） 250

12 保育士等キャリアアップ研修 幼児教育担当者研修会 大阪開催 ホテルモントレグラスミア大阪 令和元年8月28日（水）～30日（金） 250

13 保育士等キャリアアップ研修 幼児教育担当者研修会 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年11月18日（月）～20日（水） 250

14 保育士等キャリアアップ研修 保護者支援・子育て支援研修会 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年8月21日（水）～23日（金） 250

15 保育士等キャリアアップ研修 保護者支援・子育て支援研修会 大阪開催 ホテルモントレグラスミア大阪 令和元年9月4日（水）～6日（金） 250

16 保育士等キャリアアップ研修 食育・アレルギー対応研修会（保育士対象） 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年9月24日（火）～26日（木） 250

17 保育士等キャリアアップ研修 食育・アレルギー対応研修会（保育士対象）　※大阪府へ申請中 大阪開催 ホテルモントレ グラスミア大阪 令和元年10月2日（水）～4日（金） 250

18 保育士等キャリアアップ研修 食育・アレルギー対応研修会（栄養士対象） 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年12月16日（月）～18日（水） 250

19 保育士等キャリアアップ研修 保健衛生・安全対策研修会 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年12月3日（火）～5日（木） 250

20 保育士等キャリアアップ研修 保健衛生・安全対策研修会　※大阪府へ申請中 大阪開催 ホテルモントレ グラスミア大阪 令和元年12月10日（火）～12日（木） 250

◆委託事業◆

№ 事業名 研修会名 開催地 会場 開催日 定員

1 児童育成協会委託事業 企業主導型保育施設長等研修会 大阪開催 アートホテル大阪ベイタワー 令和元年8月18日（日）～20日（火） 350

2 児童育成協会委託事業 企業主導型保育施設長等研修会 東京開催 大崎ブライトコアホール 令和元年8月25日（日）～27日（火） 350

3 厚生労働省委託事業 【仮称】保育所におけるアレルギー対応ガイドライン周知・広報事業 東京開催 未定 令和元年11月～令和2年1月頃を予定 500

4 厚生労働省委託事業 【仮称】保育所におけるアレルギー対応ガイドライン周知・広報事業 東京開催 未定 令和元年11月～令和2年1月頃を予定 500

5 厚生労働省委託事業 【仮称】保育所におけるアレルギー対応ガイドライン周知・広報事業 大阪開催 未定 令和元年11月～令和2年1月頃を予定 500

6 厚生労働省委託事業 【仮称】保育所におけるアレルギー対応ガイドライン周知・広報事業 福岡開催 未定 令和元年11月～令和2年1月頃を予定 500

◆研修・大会◆

№ 事業名 研修会名 開催地 会場 開催日 定員

1 社会福祉事業 第33回保育を高める研究集会 愛知開催 名古屋東急ホテル 令和元年6月26日（水）～28日（金） 700

2 社会福祉事業 全国理事長・所長研修会 茨城開催 ホテルレイクビュー水戸 令和元年11月6日（水）～8日（金） 500


