
Co基本情報

氏名 安家　周一

所属 あけぼの幼稚園

役職 園長

認定年度 平成25年度

認定番号 EH25270032

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00097 東北文教大学付属幼稚園 山形県 メイン

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1



Co基本情報

氏名 安達　譲

所属
せんりひじり幼稚園
・ひじりにじいろ保育園
ひじりひがし幼稚園

役職 園長

認定年度 平成25年度

認定番号 EH25270033

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00001 武蔵野東第一幼稚園 東京都 サブ

2 00002 武蔵野東第二幼稚園 東京都 サブ

3 00010 新光明池幼稚園 大阪府 メイン

4 00014 東幼稚園 宮崎県 メイン

5 00016 コスモス幼稚園 千葉県 メイン

6 00031 はまようちえん 兵庫県 メイン

7 00033 ひまわり幼稚園 大分県 メイン

8 00038 野崎幼稚園 和歌山県 メイン

9 00069 木の花幼稚園 石川県 メイン

10 00073 高須第二幼稚園 高知県 メイン

11 00100 札幌ゆたか幼稚園 北海道 メイン

12 00120 いづみ中央幼稚園 岐阜県 メイン

13 00126 早岐幼稚園 長崎県 メイン

14 00134 湯浅幼稚園 和歌山県 メイン

15 00136 恩田幼稚園 山口県 サブ

16 00145 ちぐさこども園 群馬県 メイン

17 00177 第二さくら幼稚園 三重県 メイン

18 00197 天竜幼稚園 宮崎県 メイン

19 00212 アサンプション国際幼稚園 大阪府 サブ

20 00238 住之江幼稚園 大阪府 メイン

21 2021年度 あけぼの幼稚園 大阪府 STEP4のみ

22 2021年度 聖光幼稚園 大阪府 STEP4のみ

23 2022年度 追手門学院幼稚園 大阪府 サブ

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2017 機構 ECEQ®コーディネーター養成講座 フォローアップ研修 参加

2 2021 大私幼 ECEQ®　メインCo手続き研修 参加

3 2021 大私幼 ECEQ®　STEP2ネタ研修 参加

4 2022 大私幼 ECEQ®コーディネーターふりかえり研修 参加



Co基本情報

氏名 西岡　真希
所属 新光明池幼稚園
役職 園長

認定年度 平成25年度

認定番号 EH25270034

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00113 常磐会短期大学附属いずみがおか幼稚園 大阪府 メイン

2 00129 芽生え幼稚園 京都府 サブ

3 00154 高槻双葉幼稚園 大阪府 サブ

4 00176 金田幼稚園 大阪府 サブ

5 00204 聖マリア幼稚園 京都府 メイン

6 00235 鳳幼稚園 大阪府 メイン

7 00239 喜連幼稚園 大阪府 サブ

8 2022年度 追手門学院幼稚園 大阪府 サブ

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2017 機構 ECEQ®コーディネーター養成講座 フォローアップ研修 参加

2 2020 大私幼 保育ファシリテーター養成講座 運営

3 2020 大私幼 保育ファシリテーター養成講座　フォローアップ研修 運営

4 2021 大私幼 保育ファシリテーター養成講座 運営

5 2021 大私幼 保育ファシリテーター養成講座　フォローアップ研修 運営



Co基本情報

氏名 平林　祥
所属 ひかり幼稚園
役職 主事

認定年度 平成25年度

認定番号 EH25270035

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00001 武蔵野東第一幼稚園 東京都 STEP4のみ

2 00002 武蔵野東第二幼稚園 東京都 STEP4のみ

3 00010 新光明池幼稚園 大阪府 STEP4のみ

4 00018 庄内こどもの杜幼稚園 大阪府 メイン

5 00031 はまようちえん 兵庫県 STEP4のみ

6 00081 せんりひじり幼稚園 大阪府 サブ

7 00083 むつみ幼稚園 大阪府 サブ

8 00104 帝釈天附属ルンビニー幼稚園 東京都 STEP4のみ

9 00129 芽生え幼稚園 京都府 メイン

10 00139 ひじりひがし幼稚園 大阪府 サブ

11 00140 池田すみれこども園 大阪府 メイン

12 00151 嵯峨幼稚園 京都府 メイン

13 00176 金田幼稚園 大阪府 サブ

14 00178 広野幼稚園 京都府 サブ

15 00196 ななこども園 大阪府 メイン

16 00213 念法幼稚園 大阪府 サブ

17 00214 みさきようちえん 大阪府 サブ

18 00237 ながいけ認定こども園 大阪府 サブ

19 2021年度 聖光幼稚園 大阪府 メイン

20 2021年度 あけぼの幼稚園 大阪府 メイン

21 2022年度 日吉幼稚園 大阪府 メイン

22 2022年度 ひじり幼稚園 大阪府 メイン

23 2022年度 アルテ子どもと木幼保園 東京都 メイン

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2012 阪私幼 保育ファシリテーター養成講座 運営

2 2013 阪私幼 保育ファシリテーター養成講座 運営

3 2014 阪私幼 保育ファシリテーター養成講座　フォローアップ研修 運営

4 2014 機構 ECEQ®コーディネーター養成講座 フォローアップ研修 参加

5 2015 阪私幼 保育ファシリテーター養成講座 運営

6 2015 機構 ECEQ®コーディネーター養成講座 フォローアップ研修 参加

7 2016 阪私幼 保育ファシリテーター養成講座 運営

8 2017 機構 ECEQ®コーディネーター養成講座 フォローアップ研修 参加

9 2017 阪私幼 保育ファシリテーター養成講座 運営

10 2018 阪私幼 保育ファシリテーター養成講座　フォローアップ研修 運営

11 2019 機構 ECEQ®コーディネーター養成講座 フォローアップ研修 運営・講師

12 2021 大私幼 ECEQ®　サブCo研修 運営・講師

13 2021 大私幼 ECEQ®　メインCo手続き研修 運営・Co

14 2021 大私幼 ECEQ®　STEP2ネタ研修 参加

15 2022 大私幼 ECEQ®-Coふりかえり研修 参加

16 2022 機構 ECEQ実施要項説明会 参加



Co基本情報

氏名 杉本　圭隆
所属 むつみこども園
役職 園長

認定年度 平成26年度

認定番号 EH26270091

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00062 いぶき幼稚園 兵庫県 サブ

2 00080 泉山幼稚園 京都府 サブ

3 00081 せんりひじり幼稚園 大阪府 サブ

4 00091 あけぼの幼稚園 大阪府 サブ

5 00108 菊の花幼稚園 京都府 サブ

6 00113 常磐会短期大学附属いずみがおか幼稚園 大阪府 サブ

7 00139 ひじりひがし幼稚園 大阪府 サブ

8 00140 池田すみれこども園 大阪府 サブ

9 00151 嵯峨幼稚園 京都府 サブ

10 00154 高槻双葉幼稚園 大阪府 メイン

11 00176 金田幼稚園 大阪府 サブ

12 00182 新光明池幼稚園 大阪府 メイン

13 00213 念法幼稚園 大阪府 メイン

14 00214 みさきようちえん 大阪府 メイン

15 00237 ながいけ認定こども園 大阪府 メイン

16 00238 住之江幼稚園 大阪府 サブ

17 2022年度 ひじり幼稚園 大阪府 STEP4のみ

18 2022年度 愛児幼稚園 大阪府 メイン

19 2022年度 あけぼのほりえこども園 大阪府 メイン

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2019 機構 ECEQ®コーディネーター養成講座 フォローアップ研修 参加

2 2021 大私幼 ECEQ®　メインCo手続き研修 参加

3 2021 大私幼 ECEQ®　STEP2ネタ研修 参加

4 2022 大私幼 ECEQ®-Coふりかえり研修 参加

5 2022 機構 ECEQ実施要項説明会 進行



Co基本情報

氏名 北島　孝通
所属 庄内こどもの杜幼稚園
役職 園長

認定年度 平成27年度

認定番号 EH27270156

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00062 いぶき幼稚園 兵庫県 サブ

2 00080 泉山幼稚園 京都府 サブ

3 00083 むつみ幼稚園 大阪府 サブ

4 00091 あけぼの幼稚園 大阪府 サブ

5 00108 菊の花幼稚園 京都府 サブ

6 00125 彩都敬愛幼稚園 大阪府 メイン

7 00139 ひじりひがし幼稚園 大阪府 サブ

8 00151 嵯峨幼稚園 京都府 サブ

9 00154 高槻双葉幼稚園 大阪府 STEP4のみ

10 00161 東豊中幼稚園 大阪府 メイン

11 00182 新光明池幼稚園 大阪府 サブ

12 00184 千代川幼稚園 京都府 メイン

13 00212 アサンプション国際幼稚園 大阪府 メイン

14 00216 認定こども園七松幼稚園 兵庫府 STEP4のみ

15 00239 喜連幼稚園 大阪府 メイン

16 2021年度 みくにひじり幼稚園 大阪府 メイン

17 2022年度 日吉幼稚園 大阪府 STEP4のみ

18 2022年度 喜連東幼稚園 大阪府 メイン

19 2022年度 追手門学院幼稚園 大阪府 メイン

… 中止

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2016 機構 公開保育コーディネーター養成講座　フォローアップ研修 参加

2 2018 機構 ECEQ®コーディネーター養成講座 フォローアップ研修 参加

3 2019 大私幼 保育ファシリテーター養成講座 運営

4 2020 大私幼 保育ファシリテーター養成講座　フォローアップ研修 運営

5 2021 大私幼 メインCo手続き研修 参加

6 2021 大私幼 ECEQ®　STEP2ネタ研修 参加

7 2022 大私幼 ECEQ®-Coふりかえり研修 参加

8 2022 機構 ECEQ実施要項説明会 参加



Co基本情報

氏名 山田　悟史
所属 金田幼稚園
役職 園長

認定年度 平成28年度

認定番号 EH28270210

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00091 あけぼの幼稚園 大阪府 サブ

2 00113 常磐会短期大学附属いずみがおか幼稚園 大阪府 サブ

3 00125 彩都敬愛幼稚園 大阪府 サブ

4 00151 嵯峨幼稚園 京都府 サブ

5 00154 高槻双葉幼稚園 大阪府 サブ

6 00185 三田あさひ幼稚園 兵庫県 サブ

7 00213 念法幼稚園 大阪府 サブ

8 2021年度 聖光幼稚園 大阪府 サブ

9 2021年度 みくにひじり幼稚園 大阪府 サブ

10 2022年度 大宮幼稚園 大阪府 サブ

11 2022年度 追手門学院幼稚園 大阪府 サブ

… 中止

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2021 大私幼 サブCo研修 講師

2 2021 大私幼 ECEQ®　STEP2ネタ研修 参加

3 2022 大私幼 ECEQ®-Coふりかえり研修 参加



Co基本情報

氏名 中村　妙子
所属 常磐会短期大学
役職 准教授

認定年度 平成29年度

認定番号 EH29270245

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00161 東豊中幼稚園 大阪府 サブ

2 00182 新光明池幼稚園 大阪府 サブ

3 00188 畿央大学付属幼稚園 奈良県 メイン

4 00235 鳳幼稚園 大阪府 サブ

5 2022年度 文の里幼稚園 大阪府 メイン

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1



Co基本情報

氏名 岡部　祐輝
所属 高槻双葉幼稚園
役職 教頭

認定年度 平成30年度

認定番号 EH30270286

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00176 金田幼稚園 大阪府 サブ

2 00182 新光明池幼稚園 大阪府 サブ

3 00184 千代川幼稚園 京都府 サブ

4 00213 念法幼稚園 大阪府 サブ

5 00228 いまむらこどもえん 大阪府 メイン

6 00238 住之江幼稚園 大阪府 サブ

7 2022年度 ひじり幼稚園 大阪府 STEP4のみ

8 2022年度 あけぼのほりえこども園 大阪府 STEP4のみ

9 2022年度 大宮幼稚園 大阪府 メイン

10 2022年度 愛児幼稚園 大阪府 サブ

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2021 大私幼 サブCo研修 講師

2 2021 大私幼 メインCo手続き研修 参加

3 2021 大私幼 ECEQ®　STEP2ネタ研修 参加

4 2022 大私幼 ECEQ®-Coふりかえり研修 参加



Co基本情報

氏名 安達　かえで

所属
せんりひじり幼稚園
・ひじりにじいろ保育園

役職 副園長
認定年度 令和元年度

認定番号 ER01270302

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00212 アサンプション国際幼稚園 大阪府 サブ

2 2021年度 あけぼの幼稚園 大阪府 サブ

3 2022年度 ひじり幼稚園 大阪府 サブ

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2019 大私幼 保育ファシリテーター養成講座 参加

2 2021 大私幼 サブCo研修 参加

3 2021 大私幼 ECEQ®　STEP2ネタ研修 参加



Co基本情報

氏名 伊東　桃代
所属 いずみがおか幼稚園
役職 教頭
認定年度 令和元年度

認定番号 ER01270303

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 2022年度 文の里幼稚園 大阪府 STEP4のみ

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1



Co基本情報

氏名 岩﨑　巧
所属 庄内こどもの杜幼稚園
役職 教頭
認定年度 令和元年度

認定番号 ER01270304

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00228 いまむらこどもえん 大阪府 サブ

2 00239 喜連幼稚園 大阪府 サブ

3 2022年度 日吉幼稚園 大阪府 サブ

4 2022年度 あけぼのほりえこども園 大阪府 サブ

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2020 大私幼 保育ファシリテーター養成講座 参加

2 2021 大私幼 サブCo研修 参加

3 2021 大私幼 ECEQ®　STEP2ネタ研修 参加



Co基本情報

氏名 小野寺　敦子
所属 ひじりにじいろ保育園
役職 副園長
認定年度 令和元年度

認定番号 ER01270305

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00228 いまむらこどもえん 大阪府 サブ

2 2022年度 ひじり幼稚園 大阪府 サブ

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2019 大私幼 保育ファシリテーター養成講座 参加

2 2021 大私幼 サブCo研修 参加

3 2021 大私幼 ECEQ®　STEP2ネタ研修 参加



Co基本情報

氏名 田盛 智子

所属 新光明池幼稚園
役職 副園長
認定年度 令和元年度

認定番号 ER01270306

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 2021年度 みくにひじり幼稚園 大阪府 サブ

2 00235 鳳幼稚園 大阪府 STEP4のみ

3 00239 喜連幼稚園 大阪府 サブ

4 2022年度 喜連東幼稚園 大阪府 サブ

… 中止

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2019 大私幼 保育ファシリテーター養成講座 参加

2 2019 機構 ECEQ®コーディネーター養成講座 フォローアップ研修 参加



Co基本情報

氏名 藤原　晴子

所属
せんりひじり幼稚園
・ひじりにじいろ保育園

役職 主任
認定年度 令和元年度

認定番号 ER01270307

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00212 アサンプション国際幼稚園 大阪府 サブ

2 00238 住之江幼稚園 大阪府 サブ

3 2022年度 あけぼのほりえこども園 大阪府 サブ

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2020 大私幼 保育ファシリテーター養成講座 参加

2 2021 大私幼 サブCo研修 参加

3 2021 大私幼 ECEQ®　STEP2ネタ研修 参加



Co基本情報

氏名 背尾　康裕
所属 念法幼稚園
役職 副園長

認定年度 令和2年度

認定番号 ER01270312

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00239 喜連幼稚園 大阪府 サブ

2 2021年度 あけぼの幼稚園 大阪府 サブ

3 2021年度 ながいけ認定こども園 大阪府 STEP4のみ

4 2022年度 ひじり幼稚園 大阪府 サブ

5 2022年度 大宮幼稚園 大阪府 サブ

6 2022年度 追手門学院幼稚園 大阪府 サブ

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2019 大私幼 保育ファシリテーター養成講座 参加

2 2020 大私幼 保育ファシリテーター養成講座　フォローアップ研修 参加

3 2021 大私幼 保育ファシリテーター養成講座　フォローアップ研修 参加

4 2021 大私幼 サブCo研修 参加

5 2021 大私幼 ECEQ®　STEP2ネタ研修 参加

6 2022 大私幼 ECEQ®-Coふりかえり研修 参加

7 2022 機構 ECEQ実施要項説明会 参加



Co基本情報

氏名 花畑　直子
所属 念法幼稚園
役職 主任

認定年度 令和2年度

認定番号 ER01270313

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 00237 ながいけ認定こども園 大阪府 STEP4のみ

2 2022年度 喜連東幼稚園 大阪府 サブ

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2021 大私幼 サブCo研修 参加

2 2021 大私幼 ECEQ®　STEP2ネタ研修 参加

3 2022 大私幼 ECEQ®-Coふりかえり研修 参加

4 2022 大私幼 保育ファシリテーター養成講座 参加



Co基本情報

氏名 久保　葉子
所属 常磐会短期大学
役職 准教授

認定年度 令和3年度

認定番号 ER01270324

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 2022年度 喜連東幼稚園 大阪府 サブ

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別



Co基本情報

氏名 佐々木　友美
所属 鳳幼稚園
役職 主幹教諭

認定年度 令和3年度

認定番号 ER01270325

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 2021年度 聖光幼稚園 大阪府 STEP4のみ

2 2022年度 文の里幼稚園 大阪府 STEP4のみ

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2021 大私幼 ECEQ®　STEP2ネタ研修 参加

2 2022 大私幼 ECEQ®-Coふりかえり研修 参加



Co基本情報

氏名 辰巳　昇嗣
所属 ながいけ認定こども園
役職 園長

認定年度 令和3年度

認定番号 ER01270326

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 2022年度 日吉幼稚園 大阪府 サブ

2 2022年度 あけぼのほりえこども園 大阪府 サブ

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2022 機構 ECEQ実施要項説明会 参加



Co基本情報

氏名 中谷 恵美子

所属
いまむらこどもえん
小規模保育園necco

役職 施設長

認定年度 令和3年度

認定番号 ER01270327

Co活動履歴

認定証番号 園名 都道府県 役割

1 2022年度 文の里幼稚園 大阪府 サブ

Co研修履歴

年度 主催 研修会 参加種別

1 2021 大私幼 ECEQ®　STEP2ネタ研修 参加

2 2022 大私幼 ECEQ®-Coふりかえり研修 参加

3 2022 機構 ECEQ実施要項説明会 参加


