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1. 目的 

地域において子育て支援の仕事に関心を持ち、子育て支援分野の各事業等に従事することを希
望する方や、すでに子育て支援の担い手として従事されている方に対して、必要となる知識や技
能等を修得するための研修を実施し、子育て支援の担い手となる子育て支援員の資質の確保を図
ることを目的としています。 
受講修了者には「子育て支援員」として全国で有効な修了証書を発行します。 
 
 

2. 対象者  

神奈川県内に在住、在勤、在学の方で、下記事業の職務に現に従事する方、及び従事することを

希望する方。 

・小規模保育事業Ｂ型の保育従事者（保育士以外） 

・小規模保育事業Ｃ型・家庭的保育事業の家庭的保育補助者 

・小規模保育事業Ｃ型・家庭的保育事業の家庭的保育者（保育士のみ） 

・事業所内保育事業の保育従事者(保育士以外)                     等 

 

3. 実施主体 

神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市 

※株式会社 ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します。 

  

受講のご案内 

 地域保育コース＜地域型保育＞ 

 

2022 年度 神奈川県子育て支援員研修 
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4. 研修申込みから認定までの流れ  

2022 年度は、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、多くのコースで①インターネ

ット経由での録画講義の視聴（以下、オンデマンド配信）、②インターネット経由での講義のライ

ブ受講（以下、ライブ配信）を含むカリキュラム(オンライン受講を含むコース)となります。 

 

<<オンライン受講を含むコース>>（保 K2213以外） 

 

※1 オンライン受講の方法については、集合研修にてご案内します。 

    集合研修の実施科目：「心肺蘇生法」 

※2 地域保育コース・共通科目「グループ討議」は、地域型保育選択科目②と同日にライブ配信で実施

します。 

※3 地域型保育選択科目①の後に 2日間の見学実習を実施していましたが、今年度は、ライブ配信に代

替します。受講までに、免除科目を除き、すべての科目の受講を終了している必要があります。 

 

<<全日程研修会場で実施するコース（保 K2213）>> 

 
※地域型保育・選択科目①の後に 2日間の見学実習を実施していましたが、今年度は、講義・演習に

代替します。受講までに、免除科目を除き、すべての科目の受講を終了している必要があります。 
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5. 募集期間・受講決定通知・日程・会場 

※オンライン受講を含むコース（保 K2213以外）は、お持ちのパソコン・タブレット等で、インターネ

ット経由での受講が可能な方のみお申込みください。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、予定が変更になることがありますので、最新の情報は研

修ホームページでご確認ください 

【定員】各回 60名 

  
  

申込み
コース

研修種別 日　程 会場/実施方法
募集期間/

受講決定通知
予定時期

専門研修
＜共通科目＞

2022年07月26日(火) カルッツかわさき

2022年07月26日(火) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年08月22日(月)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

専門研修
＜共通科目＞

2022年07月26日(火) カルッツかわさき

2022年07月26日(火) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年08月22日(月)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

専門研修
＜共通科目＞

2022年08月02日(火) 神奈川県総合薬事保健センター

2022年08月02日(火) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年08月29日(月)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

専門研修
＜共通科目＞

2022年08月02日(火) 神奈川県総合薬事保健センター

2022年08月02日(火) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年08月29日(月)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

保K2201
(川崎・

オンライン)

09時40分～ 10時00分～12時30分

基本研修
2022年08月15日(月)

2022年08月15日(月)

　受講期間：

オンライン受講・
オンデマンド配信

オンライン受講・
オンデマンド配信専門研修

＜共通科目＞

保K2202
(川崎・

オンライン)

13時10分～ 13時30分～16時00分

基本研修

専門研修
＜選択科目＞

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞

08時50分～ 09時10分～16時40分

08時50分～ 09時10分～16時40分

　受講期間：

08時50分～ 09時10分～16時40分

受付時間 講義時間

2022年08月22日(月)

専門研修
＜共通科目＞

2022年08月22日(月)

専門研修
＜共通科目＞

　受講期間：

オンライン受講・
オンデマンド配信

専門研修
＜選択科目＞

保K2203
(横浜・

オンライン)

09時40分～ 10時00分～12時30分

基本研修

専門研修
＜選択科目＞

　受講期間：

オンライン受講・
オンデマンド配信

08時50分～ 09時10分～16時40分

保K2204
(横浜・

オンライン)

13時10分～ 13時30分～16時00分

基本研修

＜募集期間＞
2022年06月06日(月)10:00

～2022年06月24日(金)15:00

＜受講決定通知予定時期＞
2022年07月05日(火)
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申込み
コース

研修種別 日　程 会場/実施方法
募集期間/

受講決定通知
予定時期

専門研修
＜共通科目＞

2022年08月03日(水) 神奈川県総合薬事保健センター

2022年08月03日(水) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年09月02日(金)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

専門研修
＜共通科目＞

2022年08月03日(水) 神奈川県総合薬事保健センター

2022年08月03日(水) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年09月02日(金)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

専門研修
＜共通科目＞

2022年09月07日(水)
横須賀市立勤労福祉会館
（ヴェルクよこすか）

2022年09月07日(水) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年10月06日(木)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

専門研修
＜共通科目＞

2022年09月07日(水)
横須賀市立勤労福祉会館
（ヴェルクよこすか）

2022年09月07日(水) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年10月06日(木)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

専門研修
＜共通科目＞

2022年09月14日(水) 神奈川県総合薬事保健センター

2022年09月14日(水) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年10月12日(水)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

専門研修
＜共通科目＞

2022年09月14日(水) 神奈川県総合薬事保健センター

2022年09月14日(水) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年10月12日(水)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

保K2206
(横浜・

オンライン)

13時10分～ 13時30分～16時00分

基本研修

専門研修
＜選択科目＞

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞

保K2205
(横浜・

オンライン)

10時00分～12時30分

基本研修
2022年08月23日(火)

08時50分～ 09時10分～16時40分

　受講期間：

08時50分～ 09時10分～16時40分

　受講期間：

オンライン受講・
オンデマンド配信

09時40分～

オンライン受講・
オンデマンド配信

2022年09月27日(火)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 08時50分～ 09時10分～16時40分

2022年08月23日(火)

専門研修
＜共通科目＞

オンライン受講・
オンデマンド配信

保K2207
(横須賀・

オンライン)

09時40分～ 10時00分～12時30分

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・
オンデマンド配信

2022年09月27日(火)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 08時50分～ 09時10分～16時40分

保K2208
(横須賀・

オンライン)

13時10分～ 13時30分～16時00分

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・
オンデマンド配信

2022年10月04日(火)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 08時50分～ 09時10分～16時40分

保K2209
(横浜・

オンライン)

09時40分～ 10時00分～12時30分

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・
オンデマンド配信

2022年10月04日(火)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 08時50分～ 09時10分～16時40分

保K2210
(横浜・

オンライン)

13時10分～ 13時30分～16時00分

基本研修
　受講期間：

受付時間 講義時間

＜募集期間＞
2022年06月06日(月)10:00

～2022年06月24日(金)15:00

＜受講決定通知予定時期＞
2022年07月05日(火)

＜募集期間＞
2022年07月01日(金)10:00

～2022年07月29日(金)15:00

＜受講決定通知予定時期＞
2022年08月15日(月)
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申込み
コース

研修種別 日　程 会場/実施方法
募集期間/

受講決定通知
予定時期

専門研修
＜共通科目＞

2022年11月10日(木) 相模原市立産業会館

2022年11月10日(木) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年12月05日(月)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

専門研修
＜共通科目＞

2022年11月10日(木) 相模原市立産業会館

2022年11月10日(木) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年12月05日(月)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

2022年11月07日(月)

2022年11月08日(火)

2022年11月09日(水)

2022年11月14日(月)

2022年11月28日(月)

2022年11月29日(火)

2022年11月30日(水)

専門研修
＜共通科目＞

2022年12月07日(水) 厚木商工会議所

2022年12月07日(水) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2023年01月11日(水)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

専門研修
＜共通科目＞

2022年12月07日(水) 厚木商工会議所

2022年12月07日(水) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2023年01月11日(水)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

専門研修
＜共通科目＞

2022年12月12日(月) 平塚プレジール

2022年12月12日(月) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2023年01月12日(木)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

専門研修
＜共通科目＞

2022年12月12日(月) 平塚プレジール

2022年12月12日(月) ～
基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2023年01月12日(木)
オンライン受講・
ライブ配信(Zoom)

09時55分～16時25分

09時30分～ 10時00分～15時45分

09時30分～ 10時00分～15時55分

専門研修
＜選択科目＞

09時30分～ 10時00分～16時55分

カルッツかわさき

基本研修
09時30分～ 09時55分～15時25分

09時30分～ 10時00分～15時25分

専門研修
＜共通科目＞

09時30分～

専門研修
＜選択科目＞ 08時50分～ 09時10分～16時40分

川崎市役所第４庁舎

2022年11月30日(水)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 08時50分～ 09時10分～16時40分

保K2211
(相模原・

オンライン)

09時40分～ 10時00分～12時30分

基本研修
　受講期間：

保K2214
(厚木・

オンライン)

09時40分～ 10時00分～12時30分

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・
オンデマンド配信

オンライン受講・
オンデマンド配信

2022年11月30日(水)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 08時50分～ 09時10分～16時40分

保K2212
(相模原・

オンライン)

13時10分～ 13時30分～16時00分

基本研修
　受講期間：

保K2213
(川崎)

2022年12月27日(火)

専門研修
＜共通科目＞

保K2215
(厚木・

オンライン)

13時10分～ 13時30分～16時00分

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・
オンデマンド配信

2023年01月08日(日)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 08時50分～ 09時10分～16時40分

保K2216
(平塚・

オンライン)

09時40分～ 10時00分～12時30分

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・
オンデマンド配信

2022年12月27日(火)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 08時50分～ 09時10分～16時40分

保K2217
(平塚・

オンライン)

13時10分～ 13時30分～16時00分

基本研修
　受講期間：

受付時間 講義時間

＜募集期間＞
2022年09月01日(木)10:00

～2022年09月30日(金)15:00

＜受講決定通知予定時期＞
2022年10月14日(金)

＜募集期間＞
2022年10月03日(月)10:00

～2022年10月31日(月)15:00

＜受講決定通知予定時期＞
2022年11月15日(火)

オンライン受講・
オンデマンド配信

2023年01月08日(日)

09時30分～ 10時00分～16時40分

08時50分～ 09時10分～16時40分

オンライン受講・
オンデマンド配信
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※各日程の時間割・会場の詳細につきましては、各コース「開催要項」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オンライン受講・オンデマンド配信について】※保 K2213以外 

・オンライン受講・オンデマンド配信の研修は、指定された受講期間中のご都合のよい時間に、お持ち

のパソコン・タブレット等（以下デバイス）で、インターネット経由で講義を視聴（受講）いただく

方法（以下オンデマンド受講）での実施となります。 

・視聴期間内にすべての科目（免除科目を除く）を受講する必要があります。未修了科目がある場合、

地域型保育・選択科目②に進むことができません。 

・具体的な受講方法については、集合研修の初日オリエンテーションにてご案内いたします。 

（集合研修初日が免除の方については、受講決定通知送付時にご案内いたします。） 

 

【オンライン受講・ライブ配信について】※保 K2213以外 

・オンライン受講・ライブ配信の研修は、指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経

由で講義を受講いただく方法（以下ライブ配信）での実施となります。ライブ配信には、オンライン

会議システム「Zoom」を使用します。 

・研修中に、何度かグループワークを実施します。画面上にご自身のお顔を映しての参加が必要です。

カメラが内蔵されていないデバイスで受講する場合は、別途 Webカメラを接続する必要があります。 

・研修への参加 URLは事前にメールでお送りします。 

・研修日までに接続テストの日を数日（参加任意）設けます。また、Zoomの操作方法は各コースのライ

ブ配信研修 1日目のオリエンテーションで詳しくご案内いたします。 

・研修終了後、翌日までにオンラインでレポート・アンケートを提出していただきます。レポート記入

の所要時間は約 30分です。レポート、アンケートの提出がない場合、出席扱いとはなりませんので

ご注意ください。 

  

【研修講師（予定）】  

久保隼人  ：  植草学園大学 非常勤講師 

小規模保育ひまわりえん  園長 

合同会社 CUE-SIGN 代表 

鈴木敦子  ： 神奈川県私立幼稚園連合会 教育相談員 

桐朋学園芸術短期大学 非常勤講師/臨床発達心理士              

彦坂康朗  ： L.S.F.A.インストラクタートレーナー Office On代表 

田中秀子  ： 横浜実践看護専門学校 教務 

前嶋元     ：  東京立正短期大学 現代コミュニケーション学科 教授 

宮田倫子  ： 株式会社ポピンズプロフェッショナル 主任研究員 

村山久美  ： 東京立正短期大学 非常勤講師 

松田こずえ ： 武蔵野大学 教育学部 幼児教育学科 専任講師 

山本妙子  ： 前 文京学院大学 非常勤講師 

                                         他 
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6. 申込方法  

募集期間中に、申込みフォームよりお申込みください。 

全日程集合研修の保 K2213のみ、受講申込書に必要事項をご記入の上、FAX、郵送での申込みも

可能です。 

 

  申込みフォーム 

・オンライン受講を含むコース（保 K2213以外のすべてのコース）の受講を希望する方は、 

こちらの申込みフォームからお申込みください（第 3希望まで選択可能です）。 

・免除科目がある場合は、申込みフォームに必要書類をデータ（PDFまたは写真）添付して 

ください。 

 

URL: https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/ 

または 神奈川県子育て支援員研修 

  

 FAX/郵送申込み (保 K2213のみ) 

 

 

 

【申込みに関する注意事項】 

※受講者は募集期間終了後、抽選にて決定いたします。受講の可否は受講決定通知予定時期の期間に、 

Web申込みの方にはメールで、FAX・郵送申込み（保 K2213のみ）の方には郵送にて通知します。 

その後、受講決定者には必要書類を郵送にてお送りいたします。 

 

※募集定員に達しなかった場合、コース開始日の 1週間前まで募集を受付けます。 

ただし定員に達し次第募集終了となります。（先着順） 

募集期間後の空き状況につきましては、研修ホームページをご確認ください。 

 

※基本研修の受講免除について 

以下に該当する方は基本研修の免除が可能です。申込時に保有資格をご記入の上、その資格を証明する

書類の写しを提出してください。氏名変更がある場合は戸籍抄本の写しも併せてご提出ください。 

なお、下記の③に該当する場合、従事先、従事期間についてもご記入ください。 

①保育士 ②社会福祉士 ③幼稚園教諭、看護師、保健師の資格を有し、日々子どもと関わる業務 

(保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなど)に 1年以上の業務 

経験を有する方。 

  

【FAX宛先(FAX番号)】03-6704-5060 

【郵送宛先】 

〒150-0012 

東京都渋谷区広尾 5-6-6  

株式会社ポピンズプロフェッショナル 企画営業部 神奈川県子育て支援員研修係宛て 
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※一部科目受講済みによる受講免除について 

全国で実施している子育て支援員研修において基本研修または専門研修の一部科目を修了してい

る方は、修了している科目についての受講の免除が可能です。申込時に一部科目受講免除希望の旨明

記の上、修了証書、一部科目修了証書または基本研修修了証明書の写しを提出してください。氏名変

更がある場合は、戸籍抄本の写しも併せてご提出ください。 

 

※申込時のご入力内容に関して 

申込時のご入力・ご記載内容に関して確認の連絡をする場合があります。（株式会社ポピンズプロ

フェッショナル 企画営業部 神奈川県子育て支援員担当 TEL：03-3447-5826） 申込受付期間中に連

絡が取れない場合は受付ができず、申込みを無効とさせていただく場合があります。また、申込時に

受領した個人情報については、適正な管理を行い、同意いただいた目的以外に利用することはありま

せん。なお、申込時にいただいた書類（申込書、資格証の写し・戸籍抄本の写し等）は返却しません

ので、予めご了承ください。 

また、内容について従事先等に確認させていただく場合があります。 

 

※募集定員を超えた場合、従事者・従事予定者を優先します。 

 

※今年度受講できるコースは、1つのみとなります。 

 申込みにあたっては、同じ募集期間内で、第 1希望から第 3希望まで選択可能です。 

 

7. 研修費用 

研修受講料は無料となります。 

ただし、テキスト代（基本研修 500円、専門研修 1,000円）、会場までの交通費および昼食代等の実費、

オンライン受講時のインターネットを使用する際に通信費等が発生する場合の費用については自己負

担となります。 

テキスト代支払方法等の詳細は、受講決定の際にお知らせします。 

 

8. その他 

【受講にあたっての注意事項】 

①（オンライン受講・オンデマンド配信） 

視聴期間内に最後まで受講が完了しなかった科目は修了と認められません。 

 

② ①以外 

15分以上の遅刻、離席、早退をされた科目は修了と認められません。 
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【会場での研修実施について】 

・自然災害発生時、または発生が予想される場合の研修の開催の有無については、研修ホームページにて

ご確認ください。 

・新型コロナウイルス感染症感染防止のため、今年度は、会場での研修受講時には、マスクの着用をお願

いいたします。コースの定員を会場定員の半分以下とし、受付での手指の消毒の実施、非接触型体温計

での体温測定、受講者同士の着席間隔を広く取る等の措置を取りますが、研修カリキュラムの性質上、

他の受講生と対面しての演習等が含まれます。ご理解の上のお申込み、研修へのご参加をお願いいたし

ます。また、集合研修時に、いつもと体調が異なったり、周囲に新型コロナウイルス感染症含む感染症

に罹患した方がいた場合、受講を見合わせていただくようお願いいたします。 

 

【オンライン受講について】 

・オンライン受講を含むコース（保 K2213 以外のコース）へのお申込みはお持ちのパソコン・タブレッ

ト・スマートフォン等で、インターネット経由での受講が可能な方のみお申込みください。 

・オンライン受講方法の詳細については、集合研修のオリエンテーション（各コースの初日）にご案内い

たします。集合研修の科目が免除の方には、受講決定通知送付時に受講方法のご案内文書を同封いたし

ます。詳しくお聞きになりたい方は、初日に会場にお越しいただきオリエンテーションにご参加いただ

くことも可能です。参加を希望される場合は事前にご連絡の上ご参加ください。 

・選択科目②の受講には、受講前までに免除科目を除くすべての科目の受講を完了している必要があり

ます。完了していない場合、受講確認のため、所定のレポートを提出いただいた上で一部科目修了扱い

となります。選択科目②に出席せず、所定のレポートを提出いただけない場合は、オンライン受講の科

目を全て受講した場合でも受講修了扱いとはなりません。 

 

【その他受講に関する注意事項】 

・受講申込者本人から事前連絡がなく、研修を無断欠席した場合、次回の受講決定に影響する場合があり

ます。  

・研修実施者の指示に従わないなど、研修の実施等に支障がある場合受講及び修了の認定を行わない場

合があります。 

・申込書の記入内容が事実と異なる場合、受講及び修了の認定が取消となる場合があります。 

 

【子育て支援員研修修了後について】 

本研修は『子育て支援員』として認定するものであり、修了後の雇用先を紹介及び保証するものではあ

りません。保育や福祉の求人求職の情報や相談は、「社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 かながわ

福祉人材センター」で行っています。子育て支援員の相談にも応じています。 

（かながわ福祉人材センターTEL：045-312-4816、かながわ保育士・保育所支援センター 

  TEL：045-320-0505） 

 

【保育士配置に係る特例について】 

 保育士配置に係る特例適用に関しては各自治体にお問合せください。 
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■研修申込先・お問い合わせ先■ 

株式会社ポピンズプロフェッショナル 企画営業部 神奈川県子育て支援員研修係 
研修ホームページ： https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/ 

問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/ 

TEL： 03-3447-5826（平日 9:00～17:00）  

 

 

 

 

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、 

株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します 

 

 

研修ホームページ          お問い合わせフォーム 

https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/


【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年07月26日(火)
カルッツかわさき
第1～3大会議室

2022年07月26日(火) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年08月22日(月)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年07月26日(火) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年07月26日(火) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

2022年08月15日(月)

2022年08月15日(月)
専門研修

<共通科目>

専門研修
<共通科目>

基本研修

地域保育の環境整備

10時30分～12時30分
2022年07月26日(火)

10時00分～10時20分 オリエンテーション

2022年08月15日(月)

　受講期間：

講義時間（分） 科目名

09時10分～16時40分8時50分～

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2201(川崎・オンライン)】

基本研修

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

受付時間 講義時間

9時40分～ 10時00分～12時30分

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2201(川崎・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年07月26日(火) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス

JR「川崎駅」北口東より徒歩約15分

京急線 「京急川崎駅」より徒歩約15分

「川崎駅」東口バスターミナルより乗車5
分、「教育文化会館前」下車すぐ
　主なバスのりば…11･12･13･14･15
　・川崎市営バス
　（系統番号：川04･川05･川07･川10･
　　　　　　　川13･川15）
　・臨港バス
　（系統番号：川02･川03）

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

2022年08月15日(月)

09時30分～11時00分

14時30分～16時00分

13時10分～14時20分

11時10分～12時20分

09時10分～09時30分

地域型保育における保護者への対応

講義時間（分） 科目名

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)1階　第1～3大会議室

〒210-0011 川崎市川崎区富士見1-1-4

2022年08月22日(月)

専門研修
<選択科目>

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2201(川崎・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年07月26日(火)
カルッツかわさき
第1～3大会議室

2022年07月26日(火) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年08月22日(月)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年07月26日(火) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年07月26日(火) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

2022年07月26日(火)
13時30分～13時50分 オリエンテーション

14時00分～16時00分

基本研修
2022年08月15日(月)

専門研修
<共通科目>

2022年08月15日(月)

地域保育の環境整備

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

2022年08月15日(月)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2202(川崎・オンライン)】

受付時間 講義時間

13時10分～ 13時30分～16時00分

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2202(川崎・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年07月26日(火) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス

JR「川崎駅」北口東より徒歩約15分

京急線 「京急川崎駅」より徒歩約15分

「川崎駅」東口バスターミナルより乗車5
分、「教育文化会館前」下車すぐ
　主なバスのりば…11･12･13･14･15
　・川崎市営バス
　（系統番号：川04･川05･川07･川10･
　　　　　　　川13･川15）
　・臨港バス
　（系統番号：川02･川03）

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2022年08月15日(月)

地域型保育における保護者への対応

2022年08月22日(月)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)1階　第1～3大会議室

〒210-0011 川崎市川崎区富士見1-1-4

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2202(川崎・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年08月02日(火)
神奈川県総合薬事保健センター

多目的ホール

2022年08月02日(火) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年08月29日(月)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年08月02日(火) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年08月02日(火) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

2022年08月02日(火)
10時00分～10時20分 オリエンテーション

10時30分～12時30分

基本研修
2022年08月22日(月)

専門研修
<共通科目>

2022年08月22日(月)

地域保育の環境整備

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

2022年08月22日(月)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2203(横浜・オンライン)】

受付時間 講義時間

9時40分～ 10時00分～12時30分

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2203(横浜・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年08月02日(火) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス
ＪＲ京浜東北線・根岸線
「根岸駅」徒歩2分

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2022年08月22日(月)

地域型保育における保護者への対応

2022年08月29日(月)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

神奈川県総合薬事保健センター　１階　多目的ホール

〒235-0007　横浜市磯子区西町14-11

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2203(横浜・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年08月02日(火)
神奈川県総合薬事保健センター

多目的ホール

2022年08月02日(火) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年08月29日(月)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年08月02日(火) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年08月02日(火) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

2022年08月02日(火)
13時30分～13時50分 オリエンテーション

14時00分～16時00分

基本研修
2022年08月22日(月)

専門研修
<共通科目>

2022年08月22日(月)

地域保育の環境整備

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

2022年08月22日(月)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2204(横浜・オンライン)】

受付時間 講義時間

13時10分～ 13時30分～16時00分

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2204(横浜・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年08月02日(火) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス
ＪＲ京浜東北線・根岸線
「根岸駅」徒歩2分

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2022年08月22日(月)

地域型保育における保護者への対応

2022年08月29日(月)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

神奈川県総合薬事保健センター　１階　多目的ホール

〒235-0007　横浜市磯子区西町14-11

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2204(横浜・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年08月03日(水)
神奈川県総合薬事保健センター

多目的ホール

2022年08月03日(水) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年09月02日(金)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年08月03日(水) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年08月03日(水) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

2022年08月03日(水)
10時00分～10時20分 オリエンテーション

10時30分～12時30分

基本研修
2022年08月23日(火)

専門研修
<共通科目>

2022年08月23日(火)

地域保育の環境整備

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

2022年08月23日(火)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2205(横浜・オンライン)】

受付時間 講義時間

9時40分～ 10時00分～12時30分

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2205(横浜・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年08月03日(水) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス
ＪＲ京浜東北線・根岸線
「根岸駅」徒歩2分

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2022年08月23日(火)

地域型保育における保護者への対応

2022年09月02日(金)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

神奈川県総合薬事保健センター　１階　多目的ホール

〒235-0007　横浜市磯子区西町14-11

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2205(横浜・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年08月03日(水)
神奈川県総合薬事保健センター

多目的ホール

2022年08月03日(水) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年09月02日(金)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年08月03日(水) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年08月03日(水) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

2022年08月03日(水)
13時30分～13時50分 オリエンテーション

14時00分～16時00分

基本研修
2022年08月23日(火)

専門研修
<共通科目>

2022年08月23日(火)

地域保育の環境整備

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

2022年08月23日(火)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2206(横浜・オンライン)】

受付時間 講義時間

13時10分～ 13時30分～16時00分

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2206(横浜・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年08月03日(水) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス
ＪＲ京浜東北線・根岸線
「根岸駅」徒歩2分

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2022年08月23日(火)

地域型保育における保護者への対応

2022年09月02日(金)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

神奈川県総合薬事保健センター　１階　多目的ホール

〒235-0007　横浜市磯子区西町14-11

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2206(横浜・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年09月07日(水)
横須賀市立勤労福祉会館

（ヴェルクよこすか）　6階ホール

2022年09月07日(水) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年10月06日(木)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年09月07日(水) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年09月07日(水) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

2022年09月07日(水)
10時00分～10時20分 オリエンテーション

10時30分～12時30分

基本研修
2022年09月27日(火)

専門研修
<共通科目>

2022年09月27日(火)

地域保育の環境整備

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

2022年09月27日(火)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2207(横須賀・オンライン)】

受付時間 講義時間

9時40分～ 10時00分～12時30分

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2207(横須賀・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年09月07日(水) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス 京急「横須賀中央駅」から徒歩5分

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2022年09月27日(火)

地域型保育における保護者への対応

2022年10月06日(木)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

横須賀市立勤労福祉会館（ヴェルクよこすか）　6階ホール

〒238-0006　横須賀市日の出町1-5

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2207(横須賀・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年09月07日(水)
横須賀市立勤労福祉会館

（ヴェルクよこすか）　6階ホール

2022年09月07日(水) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年10月06日(木)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年09月07日(水) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年09月07日(水) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

2022年09月07日(水)
13時30分～13時50分 オリエンテーション

14時00分～16時00分

基本研修
2022年09月27日(火)

専門研修
<共通科目>

2022年09月27日(火)

地域保育の環境整備

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

2022年09月27日(火)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2208(横須賀・オンライン)】

受付時間 講義時間

13時10分～ 13時30分～16時00分

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2208(横須賀・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年09月07日(水) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス 京急「横須賀中央駅」から徒歩5分

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2022年09月27日(火)

地域型保育における保護者への対応

2022年10月06日(木)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

横須賀市立勤労福祉会館（ヴェルクよこすか）　6階ホール

〒238-0006　横須賀市日の出町1-5

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2208(横須賀・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年09月14日(水)
神奈川県総合薬事保健センター

多目的ホール

2022年09月14日(水) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年10月12日(水)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年09月14日(水) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年09月14日(水) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

2022年09月14日(水)
10時00分～10時20分 オリエンテーション

10時30分～12時30分

基本研修
2022年10月04日(火)

専門研修
<共通科目>

2022年10月04日(火)

地域保育の環境整備

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

2022年10月04日(火)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2209(横浜・オンライン)】

受付時間 講義時間

9時40分～ 10時00分～12時30分

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2209(横浜・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年09月14日(水) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス
ＪＲ京浜東北線・根岸線
「根岸駅」徒歩2分

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2022年10月04日(火)

地域型保育における保護者への対応

2022年10月12日(水)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

神奈川県総合薬事保健センター　１階　多目的ホール

〒235-0007　横浜市磯子区西町14-11

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2209(横浜・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年09月14日(水)
神奈川県総合薬事保健センター

多目的ホール

2022年09月14日(水) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年10月12日(水)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年09月14日(水) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年09月14日(水) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

2022年09月14日(水)
13時30分～13時50分 オリエンテーション

14時00分～16時00分

基本研修
2022年10月04日(火)

専門研修
<共通科目>

2022年10月04日(火)

地域保育の環境整備

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

2022年10月04日(火)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2210(横浜・オンライン)】

受付時間 講義時間

13時10分～ 13時30分～16時00分

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2210(横浜・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年09月14日(水) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス
ＪＲ京浜東北線・根岸線
「根岸駅」徒歩2分

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2022年10月04日(火)

地域型保育における保護者への対応

2022年10月12日(水)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

神奈川県総合薬事保健センター　１階　多目的ホール

〒235-0007　横浜市磯子区西町14-11

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2210(横浜・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年11月10日(木)
相模原市立産業会館

大研修室

2022年11月10日(木) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年12月05日(月)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年11月10日(木) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年11月10日(木) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

専門研修
<共通科目>

2022年11月30日(水)

地域保育の環境整備

2022年11月10日(木)
10時00分～10時20分 オリエンテーション

10時30分～12時30分

基本研修
2022年11月30日(水)

2022年11月30日(水)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2211(相模原・オンライン)】

受付時間 講義時間

9時40分～ 10時00分～12時30分

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2211(相模原・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年11月10日(木) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

〒252-0239　相模原市中央区中央3-12-1

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2022年11月30日(水)

地域型保育における保護者への対応

2022年12月05日(月)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

相模原市立産業会館　大研修室

JR横浜線「相模原駅」南口下車
◆徒歩約20分
◆バス利用
　乗り場1→系統番号：相05「市民会館前」下車
　乗り場6→系統番号：相12「市民会館前」下車
　乗り場2→系統番号：相21･相25･相27･相28･相29
　　　　　　　　　　「市役所前」下車

小田急線「相模大野駅」北口下車
◆バス利用
　乗り場5→系統番号：相02
　　　　　　　　　　「相模原警察署前」下車
　乗り場2→系統番号：相05「市民会館前」下車
　乗り場1→系統番号：相25「市役所前」下車

※ 各バス停からの目安
「市民会館前」より徒歩約３分
「市役所前」より徒歩約５分
「相模原警察署」より徒歩約８分

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2211(相模原・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年11月10日(木)
相模原市立産業会館

大研修室

2022年11月10日(木) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2022年12月05日(月)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年11月10日(木) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年11月10日(木) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

専門研修
<共通科目>

2022年11月30日(水)

地域保育の環境整備

2022年11月10日(木)
13時30分～13時50分 オリエンテーション

14時00分～16時00分

基本研修
2022年11月30日(水)

2022年11月30日(水)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2212(相模原・オンライン)】

受付時間 講義時間

13時10分～ 13時30分～16時00分

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2212(相模原・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年11月10日(木) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

〒252-0239　相模原市中央区中央3-12-1

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2022年11月30日(水)

地域型保育における保護者への対応

2022年12月05日(月)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

相模原市立産業会館　大研修室

JR横浜線「相模原駅」南口下車
◆徒歩約20分
◆バス利用
　乗り場1→系統番号：相05「市民会館前」下車
　乗り場6→系統番号：相12「市民会館前」下車
　乗り場2→系統番号：相21･相25･相27･相28･相29
　　　　　　　　　　「市役所前」下車

小田急線「相模大野駅」北口下車
◆バス利用
　乗り場5→系統番号：相02
　　　　　　　　　　「相模原警察署前」下車
　乗り場2→系統番号：相05「市民会館前」下車
　乗り場1→系統番号：相25「市役所前」下車

※ 各バス停からの目安
「市民会館前」より徒歩約３分
「市役所前」より徒歩約５分
「相模原警察署」より徒歩約８分

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2212(相模原・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

2022年11月07日(月)

2022年11月08日(火)

2022年11月09日(水)

2022年11月14日(月)

2022年11月28日(月)

2022年11月29日(火)

2022年11月30日(水)

【研修スケジュール】

集合研修 日程

5 オリエンテーション

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子どもの発達

60 保育の原理

60 対人援助の価値と倫理

15 修了確認テスト

60 子ども家庭福祉

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

15 修了確認テスト

5 オリエンテーション

60 小児保健Ⅰ

60 小児保健Ⅱ

60 安全の確保とリスクマネジメント

120 心肺蘇生法

15 修了確認テスト

60 乳幼児の生活と遊び

60 地域保育の環境整備

90 保育者の職業倫理と配慮事項

60 乳幼児の食事と栄養

15 修了確認テスト

90 乳幼児の発達と心理

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

90 グループ討議

15 修了確認テスト

14時40分～15時40分

10時00分～11時30分

11時40分～13時10分

14時00分～15時30分

15時30分～15時45分

09時30分～

09時30分～

09時30分～

09時30分～

2022年11月09日(水)

10時00分～11時00分

11時10分～12時10分

14時10分～15時10分

15時10分～15時25分

13時00分～14時00分

2022年11月28日(月)

14時10分～16時10分

16時10分～16時25分

10時00分～11時00分

11時10分～12時10分

15時40分～15時55分

専門研修
<共通科目>

15時10分～15時25分

11時10分～12時10分

13時00分～14時00分

2022年11月07日(月)

2022年11月08日(火)

09時55分～10時00分

10時00分～11時00分

11時10分～12時10分

13時00分～14時00分

14時10分～15時10分

10時00分～11時00分

13時00分～14時30分

09時55分～10時00分

専門研修
＜選択科目＞

09時30分～

基本研修

カルッツかわさき
第1～3大会議室

川崎市役所第４庁舎
2階ホール

09時55分～15時25分

10時00分～15時25分

09時55分～16時25分

10時00分～15時55分

講義時間（分） 科目名

10時00分～15時45分

10時00分～16時55分

10時00分～16時40分

2022年11月14日(月)

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2213(川崎)】

受付時間 講義時間

基本研修
09時30分～

09時30分～

専門研修
＜共通科目＞

保K2213(川崎)



集合研修 日程

60 地域型保育の概要

60 地域型保育の運営

120 地域型保育の保育内容

90 地域型保育における保護者への対応

15 修了確認テスト

90 保育の1日

90 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30 事例検討・まとめ

30 レポート記入

【会場アクセス】※日程により会場が異なりますので、ご注意ください。

会場名

住所

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

11時10分～12時10分

〒210-0011 川崎市川崎区富士見1-1-4

川崎市役所第４庁舎
2階ホール

〒210-0004　川崎区宮本町3番地3

JR「川崎駅」北口東より　徒歩7分
京急線 「京急川崎駅」中央口より　徒歩5分

10時00分～11時00分

    株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

15時40分～16時10分

15時10分～16時40分

16時40分～16時55分

10時00分～11時30分

12時20分～13時50分

14時00分～15時30分

16時10分～16時40分

アクセス

2022年11月30日(水)

13時00分～15時00分

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・カルッツかわさき会場は、会場内での飲食が可能です。周辺に飲食店や売店等が少ない為昼食はご持参
   いただくことを強くおすすめいたします。　※ゴミは各自でお持ち帰りください。
・川崎市役所会場では飲食はできません。昼食は近隣施設でお取りください。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

JR「川崎駅」北口東より徒歩約15分
京急線 「京急川崎駅」より徒歩約15分
「川崎駅」東口バスターミナルより乗車5分、「教育文化
会館前」下車すぐ（主なバスのりば…11･12･13･14･15）
　・川崎市営バス
　　（系統番号：川04･川05･川07･川10･川13･川15）
　・臨港バス　　（系統番号：川02･川03）

カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)
1階　第1～3大会議室

講義時間（分） 科目名

2022年11月29日(火)

研修ホームページ お問い合わせフォーム

川崎市役所第4庁舎

保K2213(川崎)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年12月07日(水)
厚木商工会議所

5階501号室（大会議室）

2022年12月07日(水) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2023年01月11日(水)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年12月07日(水) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年12月07日(水) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

2022年12月07日(水)
10時00分～10時20分 オリエンテーション

10時30分～12時30分

基本研修
2022年12月27日(火)

専門研修
<共通科目>

2022年12月27日(火)

地域保育の環境整備

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

2022年12月27日(火)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2214（厚木・オンライン)】

受付時間 講義時間

9時40分～ 10時00分～12時30分

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2214（厚木・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年12月07日(水) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス
小田急小田原線
「本厚木駅」北口改札より徒歩10分

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2022年12月27日(火)

地域型保育における保護者への対応

2023年01月11日(水)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

厚木商工会議所　5階501号室（大会議室）

〒243-0017　厚木市栄町1-16-15

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2214（厚木・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年12月07日(水)
厚木商工会議所

5階501号室（大会議室）

2022年12月07日(水) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2023年01月11日(水)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年12月07日(水) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年12月07日(水) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

2022年12月07日(水)
13時30分～13時50分 オリエンテーション

14時00分～16時00分

基本研修
2022年12月27日(火)

専門研修
<共通科目>

2022年12月27日(火)

地域保育の環境整備

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

2022年12月27日(火)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2215(厚木・オンライン)】

受付時間 講義時間

13時10分～ 13時30分～16時00分

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2215(厚木・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年12月07日(水) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス
小田急小田原線
「本厚木駅」北口改札より徒歩10分

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2022年12月27日(火)

地域型保育における保護者への対応

2023年01月11日(水)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

厚木商工会議所　5階501号室（大会議室）

〒243-0017　厚木市栄町1-16-15

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2215(厚木・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年12月12日(月)
平塚プレジール

若松（６F）

2022年12月12日(月) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2023年01月12日(木)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年12月12日(月) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年12月12日(月) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

2022年12月12日(月)
10時00分～10時20分 オリエンテーション

10時30分～12時30分

基本研修
2023年01月08日(日)

専門研修
<共通科目>

2023年01月08日(日)

地域保育の環境整備

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

2023年01月08日(日)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2216(平塚・オンライン)】

受付時間 講義時間

9時40分～ 10時00分～12時30分

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2216(平塚・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年12月12日(月) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス

JR東海道線「平塚駅」下車
東口改札口→南口階段を下りてください。
 ロータリーの信号（平塚駅南口出口の信
号）を一つ渡ります。
 まっすぐ海岸方面へ向かい、角から三つ目
のビルが平塚プレジールです。

※東京方面よりお越しの場合
後方車両に乗っていただくと便利です。

※小田原方面よりお越しの場合
前方車両に乗っていただくと便利です。

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2023年01月08日(日)

地域型保育における保護者への対応

2023年01月12日(木)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

平塚プレジール　若松（６F）

〒254-0811 平塚市八重咲町3-8

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2216(平塚・オンライン)



【日時・会場】

研修種別 日程 会場/実施方法

専門研修
＜共通科目＞

2022年12月12日(月)
平塚プレジール

若松（６F）

2022年12月12日(月) ～

基本研修：全8科目/8時間

専門研修<共通科目>全9科目/10.5時間

専門研修<選択科目>全4科目/5.5時間 

2023年01月12日(木)
オンライン受講・ライブ配信(Zoom)

※2　※3

【研修スケジュール】

集合研修 日程

20

120 心肺蘇生法

60 子ども・子育て家庭の現状

60 子ども家庭福祉

オンライン受講・オンデマンド配信 60 子どもの発達

【受講期間】 60 保育の原理

2022年12月12日(月) ～ 60 対人援助の価値と倫理

60 児童虐待と社会的養護

60 子どもの障害

60 総合演習

60 乳幼児の生活と遊び

90 乳幼児の発達と心理

オンライン受講・オンデマンド配信 60 乳幼児の食事と栄養

【受講期間】 60 小児保健Ⅰ

2022年12月12日(月) ～ 60 小児保健Ⅱ

60

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 60 安全の確保とリスクマネジメント

90 保育者の職業倫理と配慮事項

90 特別に配慮を要する子どもへの対応

講義時間（分） 科目名

専門研修
<共通科目>

2022年12月12日(月)
13時30分～13時50分 オリエンテーション

14時00分～16時00分

基本研修
2023年01月08日(日)

専門研修
<共通科目>

2023年01月08日(日)

地域保育の環境整備

基本研修
　受講期間：

オンライン受講・オンデマンド配信
※1

2023年01月08日(日)

専門研修
＜共通科目＞

専門研修
＜選択科目＞ 8時50分～ 09時10分～16時40分

2022年度　神奈川県子育て支援員研修　開催要項

地域保育コース<地域型保育>　【申込みコース：保K2217(平塚・オンライン)】

受付時間 講義時間

13時10分～ 13時30分～16時00分

※１ オンライン受講・オンデマンド配信は、お持ちのパソコン、タブレット等（以下、デバイス）より

インターネット経由で、視聴期間内のご都合のよい時間に録画講義を視聴いただく方法です。

※２ オンライン受講・ライブ配信は指定された日時に、お持ちのデバイスで、インターネット経由で

講義を受講いただく方法です。ライブ配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用します。

※３ 最終日の受講には、免除科目を除くすべての科目の受講を終えている必要があります。

ご受講後、レポートを提出していただきます。

保K2217(平塚・オンライン)



集合研修 日程

オンライン受講・オンデマンド配信 60 地域型保育の概要

【受講期間】 120 地域型保育の保育内容

2022年12月12日(月) ～ 60 地域型保育の運営

※基本研修のすべての科目（免除科目を除く）を受講後に受講 90

20 オリエンテーション

90 グループ討議

70 保育の1日

70 保護者対応とコミュニケーションの実践

90 遊びの技術（手遊び・読み聞かせ）

30

【会場アクセス】

会場名

住所

アクセス

JR東海道線「平塚駅」下車
東口改札口→南口階段を下りてください。
 ロータリーの信号（平塚駅南口出口の信
号）を一つ渡ります。
 まっすぐ海岸方面へ向かい、角から三つ目
のビルが平塚プレジールです。

※東京方面よりお越しの場合
後方車両に乗っていただくと便利です。

※小田原方面よりお越しの場合
前方車両に乗っていただくと便利です。

注意事項

【研修申込先・お問い合わせ先】

  株式会社ポピンズプロフェッショナル
　企画営業部　神奈川県子育て支援員研修係
 　TEL : 03-3447-5826 (受付：平日9:00～17:00)  　FAX: 03-6704-5060
　研修ホームページ　　：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
　お問い合わせフォーム：https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa_contact/

＊本研修は、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の共同事業であり、
　株式会社ポピンズプロフェッショナルが委託を受けて実施します

専門研修
<選択科目>

2023年01月08日(日)

地域型保育における保護者への対応

2023年01月12日(木)

09時10分～09時30分

09時30分～11時00分

11時10分～12時20分

13時10分～14時20分

14時30分～16時00分

16時10分～16時40分 事例検討・まとめ

平塚プレジール　若松（６F）

〒254-0811 平塚市八重咲町3-8

・研修会場では、感染予防対策のため必ずマスクの着用をお願いいたします。
・公共の交通機関でお越しください。
・冷暖房等の空調に関しては微調整が困難なため必要に応じて上着等を持参してください。
・心肺蘇生法の実技ではパンツスタイル、脱ぎ履きしやすい靴でお願いします。

講義時間（分） 科目名

研修ホームページ お問い合わせフォーム

保K2217(平塚・オンライン)
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