
愛媛県保育士等キャリアアップ研修 受講にあたっての注意事項 

愛媛県保育協議会  

１ 研修概要 

本研修は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知（平成２９年４月１日付雇児保発０４０１第１号）

で定める「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に基づき、愛媛県から委託を受け、愛媛県保育協議会が

実施するものです。 

 

２ 研修分野 

（１）専門分野別研修「①乳児保育」 

（２）専門分野別研修「②幼児教育」 

（３）専門分野別研修「③障がい児保育」 

（４）専門分野別研修「④食育・アレルギー対応」 

（５）専門分野別研修「⑤保健衛生・安全対策」 

（６）専門分野別研修「⑥保護者支援・子育て支援」 

（７）「⑦マネジメント研修」 

（８）「⑧保育実践研修」 

   

３ 実施概要 

（１）修了要件 

   下記全課程の受講を必須とします。 

 

 

 

                   

 

（２）視聴期間等 

研修名 
ｅラーニング 

視聴期間 

特設会場で受講する場合 

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場

合があります。 

レポート・受講報

告書提出期間 

※消印有効 

①乳児 

保育 

６月２８日（月） 

～ 

７月５日（月） 

１日目 

日程：６月２８日(月) 

会場：愛媛県県民文化会館「真珠の間」 

◇受付        ９：３０～ ９：５０ 

◇オリエンテーション ９：５０～１０：００ 

◇講義       １０：００～１８：００ 

※昼食休憩５０分を含む。 

６月２８日（月） 

～ 

７月２０日（火） 

２日目 

日程：６月２９日(火)   

会場：愛媛県県民文化会館「真珠の間」  

◇講義        ９：００～１８：００ 

※昼食休憩５０を含む。 

②幼児 

教育 

８月１０日（火） 

～ 

８月１７日（火） 

１日目 

日程：８月１０日(火)  

会場：愛媛県総合社会福祉会館２階「多目的ホール」 

◇受付        ９：３０～ ９：５０ 

◇オリエンテーション ９：５０～１０：００ 

◇講義       １０：００～１８：００ 

※昼食休憩５０を含む。 

８月１０日（火） 

～ 

９月１日（水） 

２日目 

日程：８月１１日(水)   

会場：愛媛県総合社会福祉会館２階「多目的ホール」 

◇講義        ９：００～１８：００ 

※昼食休憩５０分を含む。 

研修全日程受講 

（ｅラーニング） 

修了レポート・受講報告書の 

作成・提出 
＋ 

保育士等キャリアアップ研修全課程 
 

 

 



研修名 
ｅラーニング 

視聴期間 

特設会場で受講する場合 

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場

合があります。 

レポート・受講報

告書提出期間 

※消印有効 

③障がい

児保育 

８月２６日（木） 

～ 

９月２日（木） 

１日目 

日程：８月２６日(木)   

会場：愛媛県県民文化会館「真珠の間」 

◇受付        ９：３０～ ９：５０ 

◇オリエンテーション ９：５０～１０：００ 

◇講義       １０：００～１８：００ 

※昼食休憩５０分を含む。 

８月２６日（木） 

～ 

９月１７日（金） 

２日目 

日程：８月２７日(金)   

会場：愛媛県県民文化会館「真珠の間」  

◇講義        ９：００～１８：００ 

※昼食休憩５０分を含む。 

④食育・ 

アレル

ギー対

応 

９月１４日（火） 

～ 

９月２１日（火） 

１日目 

日程：９月１４日(火)   

会場：愛媛県総合社会福祉会館２階「多目的ホール」 

◇受付        ９：３０～ ９：５０ 

◇オリエンテーション ９：５０～１０：００ 

◇講義       １０：００～１８：００ 

※昼食休憩５０分を含む。 

９月１４日（火） 

～ 

１０月６日（水） 

２日目 

日程：９月１５日(水)   

会場：愛媛県総合社会福祉会館２階「多目的ホール」 

◇講義        ９：００～１８：００ 

※昼食休憩５０分を含む。 

⑤保健衛

生・安

全対策 

１０月４日（月） 

～ 

１０月１１日（月） 

１日目 

日程：１０月４日(月)  

会場：愛媛県総合社会福祉会館２階「多目的ホール」 

◇受付        ９：３０～ ９：５０ 

◇オリエンテーション ９：５０～１０：００ 

◇講義       １０：００～１８：００ 

※昼食休憩５０分を含む。 

１０月４日（月） 

～ 

１０月２６日（火） 

２日目 

日程：１０月５日(火)  

会場：愛媛県総合社会福祉会館２階「多目的ホール」 

◇講義        ９：００～１８：００ 

※昼食休憩５０分を含む。 

⑥保護者

支援・

子育て

支援 

１１月１１日（木） 

～ 

１１月１８日（木） 

１日目 

日程：１１月１１日(木)   

会場：愛媛県総合社会福祉会館２階「多目的ホール」 

◇受付        ９：３０～ ９：５０ 

◇オリエンテーション ９：５０～１０：００ 

◇講義       １０：００～１８：００ 

※昼食休憩５０分を含む。 

１１月１１日（木） 

～ 

１２月３日（金） 

２日目 

日程：１１月１２日(金)   

会場：愛媛県総合社会福祉会館２階「多目的ホール」 

◇講義        ９：００～１８：００ 

※昼食休憩５０分を含む。 

⑦マネジ

メント

研修 

１月２５日（火） 

～ 

２月１日（火） 

１日目 

日程：１月２５日(火)   

会場：愛媛県総合社会福祉会館２階「多目的ホール」 

◇受付        ９：３０～ ９：５０ 

◇オリエンテーション ９：５０～１０：００ 

◇講義       １０：００～１８：００ 

※昼食休憩５０分を含む。 

１月２５日（火） 

～ 

２月１６日（水） 

２日目 

日程：１月２６日(水)  

会場：愛媛県総合社会福祉会館２階「多目的ホール」 

◇講義        ９：００～１８：００ 

※昼食休憩５０分を含む。 

 

 
    

 



研修名 
ｅラーニング 

視聴期間 

特設会場で受講する場合 

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場

合があります。 

レポート・受講報

告書提出期間 

※消印有効 

⑧保育実

践研修 

２月９日（水） 

～ 

２月１６日（水） 

１日目 

日程：２月９日(水)   

会場：愛媛県総合社会福祉会館２階「多目的ホール」  

◇受付        ９：３０～ ９：５０ 

◇オリエンテーション ９：５０～１０：００ 

◇講義       １０：００～１８：００ 

※昼食休憩５０分を含む。 

２月９日（水） 

～ 

３月３日（木） 

２日目 

日程：２月１０日(木)   

会場：愛媛県総合社会福祉会館２階「多目的ホール」 

◇講義        ９：００～１８：００ 

※昼食休憩５０分を含む。 

 

（３）修了レポート 

①提  出：全員必須 

②文 章 量：各項目概ね７割以上の記入が必要です。 

③作成方法：手書き又はデータ入力 

④提出方法：提出期間中に、事務局へ提出してください。（メール・郵送・持参） 

※修了レポートの様式は、愛媛県保育協議会ホームページ（「http://www.ehime-hoiku.jp/」又は「えひ

めの保育」で検索）にデータを掲載します。 

 

（４）受講報告書 

①提  出：全員必須 

②作成方法：手書き又はデータ入力 

③提出方法：提出期間中に、事務局へ提出してください。（メール・郵送・持参） 

※様式は、愛媛県保育協議会ホームページ（「http://www.ehime-hoiku.jp/」又は「えひめの保育」で検

索）にデータを掲載します。また、回答例は、視聴期間終了後に愛媛県保育協議会ホームページ

（http://www.ehime-hoiku.jp/）に掲載します。 

 

（５）修了評価 

   ①受講確認  愛媛県保育協議会事務局が、管理画面で受講者ごとに取り組み状況を確認します。 

   ②留意事項  下記の方は、修了評価を行わない場合があります。 

●動画の早送り等、不正行為をした方 

●特設会場で受講する場合で、遅刻・早退・離席・欠席により、全日程の受講を確認でき

なかった方 

●愛媛県保育協議会の指示に従わないなど、受講態度が不適切な者や内容の理解を著しく

欠いていると判断した方 

   ③修 了 証  全日程を受講した方に修了証を郵送します。 

          

４ 事 務 局 

  愛媛県社会福祉協議会 福祉人材部 人材研修課内（担当：髙瀬・友澤） 

〒７９０－８５５３ 松山市持田町三丁目８番１５号 愛媛県総合社会福祉会館２階 

   ＴＥＬ ０８９－９２１－８５６６  ／ ＦＡＸ ０８９－９２１－３３９８ 

   Ｅメール jimukyoku@ehime-hoiku.jp  ／ ＵＲＬ http://www.ehime-hoiku.jp/ 

修了レポート・受講報告書提出先  

【メ ー ル で 提 出 す る 場 合 】jimukyoku@ehime-hoiku.jp 

【郵送又は持参で提出する場合】〒790-8553 松山市持田町三丁目８番１５号 愛媛県総合社会福祉会館２階 

愛媛県保育協議会事務局 宛 

※どちらの場合も、メールタイトル又は封筒表面に「研修レポート等提出（研修名）」と記入してください。 

http://www.ehime-hoiku.jp/
mailto:jimukyoku@ehime-hoiku.jp

