
講座番号

講座番号講座番号

講座番号

講　座　名

講　座　名講　座　名

講　座　名 タ　イ　ト　ル

タ　イ　ト　ルタ　イ　ト　ル

タ　イ　ト　ル 講師

講師講師

講師 日時

日時日時

日時 定員

定員定員

定員 会場

会場会場

会場

11080

1108011080

11080 医学-基礎　　　　

医学-基礎　　　　医学-基礎　　　　

医学-基礎　　　　 食物ｱﾚﾙｷﾞｰの基礎

食物ｱﾚﾙｷﾞｰの基礎食物ｱﾚﾙｷﾞｰの基礎

食物ｱﾚﾙｷﾞｰの基礎

森田慶紀
6/4（土） 9：30-11：00

50 第12 ○

11081

1108111081

11081 食品学-基礎　　

食品学-基礎　　食品学-基礎　　

食品学-基礎　　 食品学の基礎

食品学の基礎食品学の基礎

食品学の基礎

若林あや子
6/4（土）11：10-12：40

50 第12 ○

11086

1108611086

11086 発達とアレルギー-Ⅰ

発達とアレルギー-Ⅰ発達とアレルギー-Ⅰ

発達とアレルギー-Ⅰ 食育とアレルギー

食育とアレルギー食育とアレルギー

食育とアレルギー

増野弥生
6/4（土）13：30-15：15

50 第12 ○

11085

1108511085

11085 発達とｱﾚﾙｷﾞｰ-Ⅱ

発達とｱﾚﾙｷﾞｰ-Ⅱ発達とｱﾚﾙｷﾞｰ-Ⅱ

発達とｱﾚﾙｷﾞｰ-Ⅱ 赤ちゃんの口の機能の発達とアレルギー

赤ちゃんの口の機能の発達とアレルギー赤ちゃんの口の機能の発達とアレルギー

赤ちゃんの口の機能の発達とアレルギー

山本昌直
6/4（土）15：25-16：55

50 第12 ○

11082

1108211082

11082 医学-Ⅰ

医学-Ⅰ医学-Ⅰ

医学-Ⅰ 食物アレルギーの臨床

食物アレルギーの臨床食物アレルギーの臨床

食物アレルギーの臨床

加藤いづみ
6/25（土）9：30-11：00

50 第12 ○

11083

1108311083

11083 食品学-Ⅰ

食品学-Ⅰ食品学-Ⅰ

食品学-Ⅰ アレルゲンの基本

アレルゲンの基本アレルゲンの基本

アレルゲンの基本

足立はるよ 6/25（土）11：10-12：40

50 第12 ○

11084

1108411084

11084 栄養と献立-Ⅰ

栄養と献立-Ⅰ栄養と献立-Ⅰ

栄養と献立-Ⅰ 栄養と献立

栄養と献立栄養と献立

栄養と献立

林典子 6/25（土）13：30-15：15

50 第12 ○

11090

1109011090

11090 医学－Ⅱ

医学－Ⅱ医学－Ⅱ

医学－Ⅱ 食品別の診断と食事指導

食品別の診断と食事指導食品別の診断と食事指導

食品別の診断と食事指導

山出晶子

9/3（土）9:45-12:15

25 第１4 ○

11091

1109111091

11091 栄養と献立-Ⅱ

栄養と献立-Ⅱ栄養と献立-Ⅱ

栄養と献立-Ⅱ 園・学校でのアレルギー対応給食

園・学校でのアレルギー対応給食園・学校でのアレルギー対応給食

園・学校でのアレルギー対応給食

原正美

9/3（土）13:30-16:00

25 第14 ○

11092

1109211092

11092 保育学校管理-Ⅰ

保育学校管理-Ⅰ保育学校管理-Ⅰ

保育学校管理-Ⅰ

ひやりはっと事例から学ぶ

ひやりはっと事例から学ぶひやりはっと事例から学ぶ

ひやりはっと事例から学ぶ

（園、学校でのアレルギー対策）

（園、学校でのアレルギー対策）（園、学校でのアレルギー対策）

（園、学校でのアレルギー対策）

下条直樹

9/17（土）9:45-12:15

25 第14 ○

11094

1109411094

11094 医学-Ⅴ

医学-Ⅴ医学-Ⅴ

医学-Ⅴ 最新医療・食事指導

最新医療・食事指導最新医療・食事指導

最新医療・食事指導 ○

11095

1109511095

11095 保育学校管理-Ⅱ

保育学校管理-Ⅱ保育学校管理-Ⅱ

保育学校管理-Ⅱ グループディスカッション

グループディスカッショングループディスカッション

グループディスカッション ○

11096

1109611096

11096 食品表示

食品表示食品表示

食品表示 加工食品のアレルギー表示と検査技術

加工食品のアレルギー表示と検査技術加工食品のアレルギー表示と検査技術

加工食品のアレルギー表示と検査技術

渡邊裕子
11/5（土）13:30-16:00

25 第14 ○

11098

1109811098

11098 アレルギーと発達心理

アレルギーと発達心理アレルギーと発達心理

アレルギーと発達心理 働きかけの工夫

働きかけの工夫働きかけの工夫

働きかけの工夫

松嵜くみ子
9/17（土）13:30-16:00

25 第14 　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

基礎・初級講義　

基礎・初級講義　基礎・初級講義　

基礎・初級講義　　午前受付：9：15開始　　　午後受付：13：15開始 　　　　　　　　　　　　　　　　　

中級・上級講義　午前

中級・上級講義　午前中級・上級講義　午前

中級・上級講義　午前（9:45-12:15）  受付： 9:30開始　　午後

午後午後

午後（13:30-16:00） 受付：13:15 開始

離乳食実習　/調理実習　午前午後

離乳食実習　/調理実習　午前午後離乳食実習　/調理実習　午前午後

離乳食実習　/調理実習　午前午後(10:00-16:30)・・・一日通しの調理実習　受付： 9:45　開始

離乳食はA日程かB日程のいずれかをお選びください。

コース必須

コース必須コース必須

コース必須

単位

単位単位

単位

◎

◎

◎

特別講座

多種アレルゲンに対応した給食

多種アレルゲンに対応した給食多種アレルゲンに対応した給食

多種アレルゲンに対応した給食

原正美
11/19（土）10:00-16:30

30

第13

予定

上

級

講

義

鈴木修一

10/15（土）9：45-16：00 25 第14

中

級

講

義

実

習

実習-Ⅱ　　　　　　　　

実習-Ⅱ　　　　　　　　実習-Ⅱ　　　　　　　　

実習-Ⅱ　　　　　　　　

11097

1109711097

11097

原正美 10/8（土）10:00-16:30

30

第13

予定

実

習

実習－Ⅲ

実習－Ⅲ実習－Ⅲ

実習－Ⅲ

第13

予定

千葉市栄養士

7/23（土）10:00-16:30

20

第13　予

定

小川由佳 8/6（土）10:00-16:30

30

◎

  2016年度　第11期アレルギー大学受講科目・日程・会場　(千葉)  2016年度　第11期アレルギー大学受講科目・日程・会場　(千葉)  2016年度　第11期アレルギー大学受講科目・日程・会場　(千葉)  2016年度　第11期アレルギー大学受講科目・日程・会場　(千葉)

千葉県(千葉市)千葉県(千葉市)千葉県(千葉市)千葉県(千葉市)

基

礎

・

初

級

講

義

実

習

離乳食実習

離乳食実習離乳食実習

離乳食実習 離乳食のすすめ方（A日程）

離乳食のすすめ方（A日程）離乳食のすすめ方（A日程）

離乳食のすすめ方（A日程）

千葉市栄養士

7/9（土）10:00-16:30

20

第13

予定

◎

離乳食実習

離乳食実習離乳食実習

離乳食実習 離乳食のすすめ方（B日程）

離乳食のすすめ方（B日程）離乳食のすすめ方（B日程）

離乳食のすすめ方（B日程）

11087

1108711087

11087

11088

1108811088

11088

11089

1108911089

11089

11093

1109311093

11093

実習-Ⅰ

実習-Ⅰ実習-Ⅰ

実習-Ⅰ 卵・乳に対応した給食Ⅰ

卵・乳に対応した給食Ⅰ卵・乳に対応した給食Ⅰ

卵・乳に対応した給食Ⅰ

卵・乳・小麦その他に対応した給食

卵・乳・小麦その他に対応した給食卵・乳・小麦その他に対応した給食

卵・乳・小麦その他に対応した給食

<

<<

<注

注注

注>

>>

>日程及び会場は、天候不順、会場、講師などの都

合により変更する場合があります。 必ず事前に下記

ホームページにてご確認ください。

「千葉アレルギーネットワーク」

「千葉アレルギーネットワーク」「千葉アレルギーネットワーク」

「千葉アレルギーネットワーク」

http://www.chiba

http://www.chibahttp://www.chiba

http://www.chiba-

--

-allergynet.jp/

allergynet.jp/allergynet.jp/

allergynet.jp/

＊コースをお申し込みの方は、必須講座を講義はそれぞ

れ〇（1単位）、実習は一日通して◎（2単位）全て受講し

第

第第

第 1

11

12

22

2会場

会場会場

会場 千葉県立保健医療大学

千葉県立保健医療大学千葉県立保健医療大学

千葉県立保健医療大学

〒261-0014  千葉市美浜区若葉2-10-1

第

第第

第 14

1414

14会場

会場会場

会場 石井食品（株）本社１

石井食品（株）本社１石井食品（株）本社１

石井食品（株）本社１F

FF

F Viridian

ViridianViridian

Viridian

〒273-8601 千葉県船橋市本町2-7-7 

TEL:047-431-2673 JR船橋駅南口より徒歩約10分

【千葉会場 問い合わせ先】

NPO法人千葉アレルギーネットワーク

〒285-0845 佐倉市西志津８－１１－２

http://www.chiba-allergynet.jp/

Mail:info@chiba-allergynet.jp

０７０－５０１９－７４９２

【お申込み方法】

千葉アレルギーネットワーク

検索

主催

主催主催

主催

〒

〒〒

〒453-0042 名古屋市中村区大秋町二丁目

名古屋市中村区大秋町二丁目名古屋市中村区大秋町二丁目

名古屋市中村区大秋町二丁目45-6

TEL 052-485-5208  FAX 03-6893-5801

各会場、駐車場が狭いためご来館の際は電車等の交通

機関を利用ください。

第

第第

第 1

11

13

33

3会場

会場会場

会場 蘇我コミュニティセンター

蘇我コミュニティセンター蘇我コミュニティセンター

蘇我コミュニティセンター

〒260-0834  千葉県千葉市中央区今井1-14-43

TEL：043-264-8331

7/10（日）ベーシックプログラム

開催予定!!

詳しくはサイトをご覧ください。


