
職員研修講師実績  

2020 年  

わらべ細谷戸保育園 園内研修 

東戸越保育園 子どもアニマシオン 

いづみ幼稚園 親子アニマシオン 

高輪幼稚園 子どもアニマシオン 

入船北保育園 子どもアニマシオン 

あかね保育園 子どもアニマシオン 

南柏幼稚園・風早幼稚園 合同法人研修 

横浜隼人幼稚園 法人研修 

江東区子ども家庭支援センター 職員研修 

田園調布幼稚園 

東京都聖華グループ法人研修  

岐阜県岐阜とも社共催 保育者向け研修会  

 

2019 年  

渋谷区社会福祉事業団研修  

日本保育協会沖縄青年部研修  

沖縄県こくら保育園  

沖縄県那覇市こども強雨育保育課研修  

東京都田柄幼稚園  

千葉県市原市保育実技研修  

横浜市瀬谷区こども課程支援課研修及び元年度瀬谷区保育・教育施設遊び実践研修  

玉成幼稚園 こどもの木かげ内部研修  

稲生沢保育園アトリエ研修  

石川県白山市とりごえ保育園  

認定こども園太閤山あおい園  

富山県呉西地区私立幼稚園 認定こども園夏期研修会  

野方保育園職員研修  

小城市社会福祉事業団研修  

佐賀県保育会青年部研修会  

渋谷区社会福祉事業団研修  

福音福祉会法人研修 ひかりの子保育園、合志中部保育園  

東京都公立保育園研究会中央区研修  

富山県民間保育連盟初認保育者研修会  

聖華グループ法人研修  



静岡県するがとも社共催 保育者向け研修会  

横浜高等教育専門学校保育課程 1 年生 2 年生合同授業  

2019 年度東社協保育士会春の研修会  

愛知県江南市こども未来部保育課・保育所研修会  

沖縄県社会福祉法人具志頭福祉会法人研修  

沖縄県かねぐすく保育園  

沖縄県長田保育園  

山形県寒河江市特別支援教育コーディネーター連絡協議会及び不登校予防担当者会及び幼

児教育連絡協議  

会合同研修会  

 

2018 年  

川村学園女子大学幼児教育学科 3 年生  

富山県こどもみらい館平成 30 年度おもちゃ講座  

大妻女子大学児童学科  

石川県金沢市認定こども園ミドリの杜法人研修  

千葉県流山市流山中央福祉会法人研修  

山形県寒河江市平成 30 年度寒河江市幼児教育連絡協議会研修会  

北海道札幌市社会福祉法人桃の花法人研修  

広島県広島市社会福祉法人微妙福祉会法人研修  

神奈川県横浜市幼保小連携事業・葛野地区  

全国私立保育園連盟研修大会分科会  

東京都清瀬市せせらぎ保育園  

神奈川県横浜市港南区こども家庭支援課・港南区保育教育施設職員研修  

神奈川県横浜市旭区こども家庭支援課・旭区保育所職員合同研修  

石川県金沢市泉の台幼稚舎  

富山県高岡市和田保育園  

 

2017 年  

日本保育協会沖縄県支部青年部  

沖縄県那覇市真栄原カトリック幼稚園  

沖縄県那覇市こくら保育園  

千葉県流山市流山中央福祉会法人研修  

神奈川県横浜市若葉台保育園  

平成 29 年度富山県委託研修事業・子どもの完成を育てる表現研修  

石川県白山市ふじ保育園  



日本保育協会富山県支部、富山県民間保育連盟  

石川県金沢市認定こども園ミドリの杜こども園  

日本保育協会石川県支部青年部  

石川県小松市認定こども園ひかりっこ  

石川県津幡町認定こども園住吉こども園  

石川県白山市認定こども園林中こども園  

広島県三次市子育て支援課・保育園職員  

広島県三次市子育て支援課・市立施設「森のポッケ」スタッフ研修  

神奈川県横浜市旭区こども家庭支援課・旭区保育所職員合同研修  

埼玉県浦和大学こども学部講座  

岩手県公開講座  

新潟県新潟市教育委員会地域教育推進課  

神奈川県横浜市港南区子育て支援課  

千葉県千葉市行徳第二保育園  

神奈川県横浜市杉之子幼稚園  

東京都文京区こころの保育園 

 

2016 年  

東京都世田谷区ふかさわミル保育園  

福岡県行橋市きらきら星幼稚園  

福島県郡山市岡ノ内幼稚園  

東京都稲城市矢の口幼稚園  

長野県長野市保育士会  

長野県長野市立柳町保育園  

岩手県公開講座  

日本保育協会石川県青年部研修会  

石川県金沢市ミドリ第二保育園  

石川県金沢市立三和児童館  

石川県加賀市聖光保育園  

東京都清瀬市せせらぎ保育園  

東京都板橋区やまと保育園  

秋田県児童館連絡協議会児童厚生員研修  

秋田県立児童館研修  

東京都羽村市太陽の子保育園  

静岡県森町ときわ保育園  

福岡県久留米市立ハイマート久留米  



埼玉県十文字女子大学人間福祉学科  

東京都板橋区やまと保育園  

東京都小平市よつぎ第三保育園  

神奈川県横浜市保土ヶ谷区幼保小連携事業  

日本保育協会石川県支部青年部  

神奈川県横浜市旭区こども家庭支援課  

東京都社会福祉協議会保育部会  

東京都中央区子育て支援課  

大阪府大阪市立大阪ｽﾎﾟｰﾂみどり財団  

愛知県豊橋市立こども未来館  

北海道石狩市 NPO こども・コムステーションいしかり  

東京都板橋区朝日保育園  

キリスト教保育連盟埼玉地区会  

新潟県ワーカーズコープ新潟  

埼玉県鶴ヶ島市保育研究会  

 

2015 年  

長野県長野市こども未来部保育・幼稚園課  

愛媛県大洲氏国立大洲青少年こどもの家  

愛知県名古屋市大の木保育園  

神奈川県横浜市旭区こども家庭支援課  

宮城県仙台市 NPO 法人きんにくーず  

児童健全育成推進財団平成 27 年度東日本大震災支援  

岩手県公開講座  

埼玉県浦和大学こども学部講座  

福島県福島市 NPO ビーンズふくしま  

愛知県立児童館 愛知県児童総合センター  

宮城県仙台市児童館  

東京都中央区研究会  

東京都練馬区光が丘第六保育園  

東京都大妻女子大学家政学部ライフデザイン学科  

千葉県和洋女子大学こども発達学科  

東京都目黒区てらこや学童いろは  

 

2014 年  

岩手県盛岡市社会福祉法人本宮福祉会  



東京都キリスト教保育連盟関東部会  

神奈川県千笠式なぎさ保育園  

岩手県公開講座  

東京都公立保育園研究会  

埼玉県浦和大学こども学部講座  

東京都目白大学学生相談室  

愛知県名古屋市児童館連絡協議会  

愛知県名古屋市守山幼稚園  

東京都葛飾区私立幼稚園連合会  

東京都多摩地区家庭福祉員の会  

埼玉県三郷市教育委員会  

福島県郡山市岡ノ内幼稚園  

佐賀県小城市社会福祉協議会  

佐賀県鳥栖市布津原幼稚園  

あしなが育英会東北事務所  

埼玉県埼玉大学教育学部家政専修課  

 

2013 年  

東京都武蔵野大学学生相談室  

東京都大田区児童養護施設聖フランチェスコ  

神奈川県足柄上郡栄光愛児園  

宮城県名取市健康福祉部子ども支援課  

岐阜県岐阜市黒野保育園  

岐阜県中部学院大学幼児教育課  

岩手県盛岡市わかば保育園  

神奈川県茅ケ崎市茅ヶ崎保育園  

埼玉県浦和大学こども学部  

静岡県静岡市経済局産業政策課  

東京都葛飾区本田保育園  

埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園  

東京都足立区保育課  

岩手県志波郡志波ブロック保育協議会  

神奈川県横浜市都筑区子ども家庭支援課  

福島県南相馬市幼児教育課  

茨城県筑波大学付属病院  

東京都小金井市子ども家庭部保育課  



北海道札幌市北都保育園  

神奈川県横浜市みなみマーノ保育園  

 

2012 年  

千葉県市川市民家児童福祉施設協議会  

東京都葛飾区私立保育園連盟  

新潟県小千谷市社会福祉協議会  

東京都江戸川区立保育園研究会  

秋田県児童館連絡協議会  

東京都幼少年教育研究所・リカレント講座  

千葉県市川市市川学園幼稚園  

青森県青森市八ッ橋保育園  

東京都大田区立小池保育園  

福島県福島こどものとも社セミナー  

千葉県市川市さかえ保育園  

東京都小平市小平学園幼稚園  

長野県伊那市子育て支援課  

東京都お茶の水女子大学大学院発達相談センター  

新潟県南魚沼市野の百合保育園  

熊本県荒尾市桜山保育園  

神奈川県横浜市キッズビレッジつくし保育園  

埼玉県浦和大学こども学部講座  

福岡県久留米大学文学部社会福祉学科  

東京都実践女子大学・保育表現技術講義  

神奈川県横浜市幼保小推進事業・戸部小ブロック  

富山県児童館こどもみらい館  

東京都淑徳短期大学こども学科  

福岡県北九州市私立保育園連盟青年部  

神奈川県横浜市港南台幼稚園  

埼玉県ふじみ野市ふじみ野幼稚園  

 

2011 年  

東京都江東区亀戸幼稚園  

北海道札幌市青少年女性活動協会  

北海道札幌第一とも社セミナー  

青森県青森市八ッ橋保育園  



神奈川県小田原市教育委員会・PTA  

神奈川県横浜市こども青少年局子育て支援課  

福島県全私立幼稚園連合会  

埼玉県浦和大学こども学部講座  

新潟県阿賀野市福祉課  

日本キリスト教保育所同盟 関東・東京・神奈川・東海四地区合同  

東京都社会福祉協議会保育部会  

静岡県下田市学校教育課  

鹿児島県鹿児島純心女子大学付属純真保育園  

新潟県新潟市児童センター  

宮城県宮城学院大学児童教育学科・特別授業  

 

2010 年  

東京都中央区少額学習課  

千葉県柏市生涯学習課  

東京都新宿区東京おもちゃ美術館  

長崎県活水女子大学こども学科  

長崎県諫早市こどもの城  

神奈川県横浜市みなみマーノ保育園  

静岡県森町ときわ保育園  

新潟県湯沢町湯沢保育園  

埼玉県浦和大学こども学部鋼材  

神奈川県横浜市四季の森幼稚園  

東京都昭和女子大学児童学科  

東京都大田区大森北六丁目保育園  

東京都清瀬市中清戸保育園  

東京都清瀬市清瀬すみれ保育園  

長崎県壱岐市壱岐子ども劇場  

 

2009 年  

長崎県壱岐市壱岐子ども劇場  

長崎県壱岐市立壱岐こどもセンター  

青森県青森市八ツ橋保育園  

東京都港区立高輪保育園  

東京都江戸川区立幼稚園教育研究会  

東京都葛飾区葛飾保育研究会  



北海道ちゃちゃワールド  

東京都府中市職員労働組合保育部  

東京都墨田区ひきふね保育園  

北海道札幌第一こどものとも社セミナー  

東京都昭和女子大学こども学科  

埼玉県浦和大学こども学部講座  

東京都大田区雪谷保育園  

埼玉県草加市子ども未来部子ども政策課  

福音館書店  

東京都港区インターナショナル SOS ジャパン・チームビルディング  

 

2008 年  

静岡県静岡市立静岡科学館  

キリスト教保育連盟関東部会西南地区  

北海道八雲町教育委員会  

北海道函館市亀田港保育園  

北海道函館市武田幼稚園  

山形県上山市立しらさぎ保育園  

東京都江東区豊洲保育園  

埼玉県浦和大学こども学部講座  

北海道函館市函館保育研究会  

東京都昭和女子大学初等教育学科  

長崎県長崎大学付属幼稚園  

鹿児島県鹿児島市御所保育園  

鹿児島県純真女子大学こども学科  

青森県おいらせ町谷戸あゆみ保育園  

埼玉県浦和大学こども学部講座  

東京都江東区豊洲保育園  

日本建築学会北陸支部新潟支所  

 

2007 年  

東京都墨田区立幼稚園長会  

栃木県高崎市榛名支所福祉課  

東京都教育庁生涯学習部社会教育課・東京都公立幼稚園 PTA・東京都国公立幼稚園長会  

千葉県柏市南部近隣センター  

日本保育協会北海道支部  



北海道札幌市なかのしま幼稚園  

長崎県壱岐市子ども劇場  

北海道芽室町トムテの家保育園  

北海道函館市函館共愛会  

静岡県焼津市青年会議所・チームビルディング  

長崎県佐世保市桜の聖母幼稚園  

千葉県市川市さかえ保育園  

埼玉県文京学院大学  

群馬県立ぐんまこどもの国児童会館  

埼玉県和光市しらこ保育園  

東京都大田区立志茂田保育園  

東京都板橋区朝日保育園  

東京都小平市小平姫百合幼稚園  

長野県青木村教育委員会  

 

2006 年  

千葉県柏市柏幼稚園  

東京都大田区大森双葉幼稚園  

東京都江戸川区江戸川私立保育園祭り  

福井県坂井市保育所研修会  

北海道札幌市美晴幼稚園  

北海道札幌市なかのしま幼稚園  

北海道札幌市札幌第一子どものとも社  

東京都府中市職員労働組合  

東京都杉並区観泉寺幼稚園  

静岡県浜松市立浜松こども館  

愛知県名古屋市おもちゃ図書館  

三重県四日市市ロータリー・チームビルディング  

東京都稲城市矢の口幼稚園  

東京都多摩六都科学館  

千葉県柏市  

千葉県千葉市幼稚園教育研究会  

東京都府中市職員労働組合  

東京都清瀬市すみれ保育園  

千葉県柏市柏幼稚園  

東京都墨田区立保育所  



島根県教育委員会  

新潟県新潟市有明児童センター  

東京都西東京市ひばりが丘幼稚園  

東京都府中市職員労働組合  

 

2005 年  

千葉県柏市市民活動推進課  

熊本県水俣市みなまたみどり保育園  

熊本県菊陽町立保育所  

熊本県熊本市私立保育園合同研修  

神奈川県横浜市立こども科学館  

東京都港区クレヨンハウス主催研修会  

香川県さぬき市石田保育園  

青森県青森市八ッ橋保育園  

東京都三鷹市立野崎保育園  

北海道札幌市ひばり幼稚園  

北海道札幌市札幌第一とも社  

北海道小樽市立幼稚園協会  

神奈川県横浜市おおつな保育園  

千葉県柏市市民が集う推進課  

千葉県千葉市幼稚園協会研修会  

東京都玉川大学夏期教育講座  

愛知県名古屋市子育ち・子育て応援フォーラム  

東京都港区クレヨンハウス  

愛知県おもちゃ図書館連絡協議会  

千葉県柏市柏幼稚園  

 

2004 年  

鹿児島県溝辺町心悦保育園  

鹿児島県鹿児島市鹿児島こばと幼稚園  

東京都児童会館・講座  

北海道 よいこのくに幼稚園  

北海道札幌市モエレはとぽっぽ保育園  

北海道夕張市夕張保育士会  

福岡県上陽町ふるさとわらべ館  

東京都目黒区公立保育園研究会  



埼玉県新座市男女共同参画推進プラザ  

千葉県柏市市民活動推進課  

東京都大田区立富士見橋保育園  

群馬県立ぐんまこどもの国児童会館  

北海道札幌市国際大学付属幼稚園  

北海道札幌市なかのしま幼稚園  

北海道札幌市札幌第一こどものとも社セミナー  

青森県青森市八ツ橋保育園  

千葉県東金私立保育所  

福岡県福岡市桧原こひつじ幼稚園  

埼玉県さいたま市双恵幼稚園  

東京都墨田区立太平保育園  

福岡県遠賀町やまびこ保育園  

静岡県浜北市浜北保育士会  

熊本県熊本市光輪保育園  

東京都稲城市矢の口幼稚園  

東京都港区立本村小学校  

愛知県碧南市へきなん保育園  

東京都品川区プリスクール西五反田  

 

2003 年  

福岡県福岡市神田杉の子保育園  

愛知県豊橋創造大学  

千葉県市川市ときわ保育園  

神奈川県國學院大學幼児教育専門学校  

三重県鈴鹿市高岡ほうりん保育園  

富山県立富山こどもみらい館  

東京都大田区立富士見橋保育園  

千葉県浦安市弁天保育園  

東京都杉並区佼成育子園  

東京都東京学芸大学付属竹早園舎  

神奈川県横浜市白百合愛児園  

神奈川県座間市座間こどもの家保育園  

静岡県静岡市あゆみ第二保育園  

東京都品川区行慶事ルンビニ幼稚園  

北海道旭川市旭川こどものとも社文化セミナー  



青森県青森市八ツ橋保育園  

神奈川県横浜市おおつな保育園  

 

2002 年  

東京都江戸川区私立保育園祭り  

愛知県名古屋市ひまわり幼稚園  

愛知県岩倉市曽野幼稚園  

愛知県名古屋市栗石みどり幼稚園  

青森県青森市八ッ橋保育園  

青森県八戸市たいなか保育園  

東京都大田区大森西第二保育園  

東京都江戸川区みづえ保育園  

岩手県千倉町カトリック清心幼稚園  

岩手県盛岡市風の子保育園  

北海道札幌市なかのしま幼稚園  

東京都大田区大森第二保育園  

神奈川県横浜市川和保育園  

東京都中野区芸術教育研究所  

広島県三次市三次中央幼稚園  

広島県広島市ともえ保育園  

広島県広島市第二みみょう保育園  

東京都江戸川区小岩みどり保育園  

静岡県富士市富士ふたば幼稚園  

東京都墨田区立長浦保育園  

神奈川県藤沢市湘南学園幼稚園  

神奈川県横浜市富士見幼稚園  

岐阜県高山市高山社会事業協会  

 

2001 年  

東京都中央区立勝どき児童館  

東京都墨田区立中川南保育園  

鹿児島県鹿児島市鹿児島こばと幼稚園  

埼玉県文京女子大学人間学部  

東京都墨田区江東橋保育園  

福岡県北九州市光沢寺保育園  

東京都品川区行慶寺ルンビニ幼稚園  



東京都日本グッドトイ  

東京都日本女子大学付属豊明幼稚園  

東京都文京区彰栄幼稚園  

 

2000 年  

千葉県成田市くすのき幼稚園  

神奈川県横浜市おおつな保育園  

神奈川県横浜市さゆり幼稚園  

東京都大田区立多摩川保育園  

静岡県浜北市天竜厚生会  

 

1999 年  

全国私立保育園連盟保育総合研修会  

愛媛県菊間町菊間保育園  

香川県善通寺のぞみ保育園  

香川県丸亀市立原田保育園  

東京都日本女子体育大学  

福岡県行橋市保育所  

九州私立幼稚園連盟  

鹿児島県鹿児島市めぐみ幼稚園  

静岡県森町ときわ保育園  

東京都大田区立保育所  

埼玉県さいたま市浦和母の会幼稚園  

 

1998 年  

東京都葛飾区私立保育園連盟葛飾保育展  

東京都新宿区わせだ幼稚園  

北海道札幌市札幌第一こどものとも社セミナー  

東京都江東区亀戸幼稚園  

千葉県柏市柏みどり幼稚園  

神奈川県横浜市富士見幼稚園  

東京都江東区神愛保育園  

東京都国立東京学芸大学付属竹早園舎  

福井県丸岡町つぼみ保育園  

東京都江東区まなべ幼稚園  

東京都江東区神明幼稚園  



神奈川県横浜市りんごの木幼児教室  

東京都江東区菊川保育園  

東京都小平市白梅学園附属幼稚園  

東京都葛飾区黎明保育園  

東京都葛飾区東光幼稚園  

東京都葛飾区日の丸保育園  

東京都葛飾区葛飾みどり幼稚園  

 

1997 年  

京都府民間保育園協会  

千葉県山武市日向保育園  

東京都世田谷区烏山杉の子保育園  

東京都世田谷区はとぽっぽ保育園  

東京都葛飾区太陽の子保育所  

京都府京田辺市そよ風幼稚園  

東京都葛飾区東江幼稚園  

 

1996 年  

KAPLA®ブロック日本総代理店営業および普及活動開始 


