
回 研　修　内　容 時間 会　場

1

2

3

【オンラインによる代替研修】

第１回　≪５月１２日（火）～５月２９日（金）≫
①基礎的指導研修Ⅰ「教育長講話」
②基礎的指導研修Ⅱ「人権教育の推進について」
③基礎的指導研修Ⅲ「教育公務員倫理」

第２回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫
④教科等指導研修Ⅰ「健康・安全、体力向上について」
　　　　　　　　　「体育：水泳指導における事故防止・安全確保につながる運動」
⑤基礎的指導研修Ⅳ「特別活動」
⑥基礎的指導研修Ⅴ「プログラミング教育」
⑦基礎的指導研修Ⅵ「熊本地震に学ぶ：防災教育と心のケア」

第３回　≪９月１５日（火）～１２月２８日（月）≫
⑧教科等指導研修Ⅱ・Ⅲ「教科等指導」
（事前指定による各教科に分かれての研修）
　Ａ、国語　Ｂ、算数　Ｃ、図画工作　Ｄ、外国語活動・外国語
　Ｅ、道徳　※Ｆ、特別支援学級
⑨教科等指導研修Ⅳ「教科等指導」（選択研修）
　Ｇ、社会　Ｈ、理科　Ｉ、生活　Ｊ、家庭　Ｋ、音楽 　Ｌ、体育
（注）
　※受講する教科等については、別途希望調査を行う。
　※⑧⑨については一部を教育センターにおける第５回研修（２月）で実施する。

各学校等

午前
開会行事
〈研修１〉基礎的指導研修Ⅶ「社会人としての自覚と責任」（講義・演習）
〈研修２〉基礎的指導研修Ⅷ「生徒指導・学級経営」（講義・協議）

10
50
80

午後
〈研修３〉基礎的指導研修Ⅸ「児童生徒理解・保護者対応」（講義・協議）
〈研修４〉基礎的指導研修Ⅹ「特別支援教育」（講義・協議）
※今後の研修についての説明

105
50
10

午前

〈研修１〉教科等指導研修Ⅱ「教科等指導」（事前指定による各教科に分かれての
　研修）
　Ａ、国語　Ｂ、算数　Ｃ、図画工作　Ｄ、外国語活動・外国語
　Ｅ、道徳　※Ｆ、特別支援学級
〈研修２〉教科等指導研修Ⅳ「教科等指導」（選択研修）
　Ｇ、社会　Ｈ、理科　Ｉ、生活　Ｊ、家庭　Ｋ、音楽 　Ｌ、体育

80

80

午後

〈研修３〉教科等指導研修Ⅲ「教科等指導」（事前指定による各教科に分かれての
　研修）
　Ａ、国語　Ｂ、算数　Ｃ、図画工作　Ｄ、外国語活動・外国語
　Ｅ、道徳  ※Ｆ、特別支援学級
〈研修４〉基礎的指導研修Ⅺ「コンプライアンス・働き方改革」（講義・協議）
閉会行事

80

60
10

6 未定 全日  幼稚園等保育体験研修 １日 各会場

7 夏季休業中 全日  地域理解研修 １日
各市町村

教育委員会

8 未定 全日  全体研修（課業期間中に２日、長期休業中に１日） ３日 教育事務所等

中止 全日  特別支援学校研修 特別支援学校

（注）

日程・研修内容・携行品等を十分に確認して、研修に臨むこと。

教育センター会場での昼食を希望する者は、研修当日の受付において、各自で申し込むこと。（６）

（１） 教育センター会場での研修は、受付を9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16：00とする。

（３） 教科等指導研修Ⅱ、Ⅲについては、事前指定による各教科に分かれての研修とし、次の要領で選択する。
・事前指定による教科等指導研修に関しては、３年目研修までに１回ずつ研修を受講する。なお、各自がどの教科をいつ受講するかに関しては、別途、通
知する。
・特別支援学校（学級）教諭等専願で採用された初任者については、事前指定による研修に関しては、特別支援学校（学級）を全て受講する。

（５）

教科等指導研修Ⅳについては、G・Ｈ・Ｉ・Ｊ・Ｋ・Lから１教科を選択する。（４）

右に指定する期間

（２） オンラインによる代替研修は、動画または提供資料による研修を基本に、その後オンライン上にて各自アンケートに学び等を記入する形とする。教育セン
ターにおける研修では、終了後にアンケート記入を15分行う。

期　日　等

基本研修Ⅰ（小学校・義務教育学校）

4 ９月１４日(月)
県立教育
センター

5 ２月２４日(水)
県立教育
センター

１　令和２年度（２０２０年度）小学校・義務教育学校｢初任者研修」実施計画【改訂版】



回 研　修　内　容 時間 会　場

午前

<研修１>教科等指導研修Ⅰ「教科等指導」（選択研修）
　　　　※　初任研で未受講の教科等
　Ａ、国語　Ｂ、社会　Ｃ、算数　Ｄ、理科　Ｅ、生活　Ｆ、外国語活動・外国語
　Ｇ、総合的な学習の時間　　※Ｈ、特別支援学級及び通級による指導

<研修２>教科等指導研修Ⅱ「教科等指導」（選択研修）
　　　　※　初任研で未受講の教科等
　Ｇ、総合的な学習の時間　Ｉ、音楽　Ｊ、体育　Ｋ、家庭　Ｌ、図画工作
　※Ｈ、特別支援学級及び通級による指導

80

80

午後
<研修３>基礎的指導研修Ⅱ「児童生徒理解・保護者対応」（講義・演習）
<研修４>基礎的指導研修Ⅲ「熊本地震に学ぶ防災教育」（講話）
閉会行事

70
70
10

日程・研修内容・携行品等を十分に確認して、研修に臨むこと。
教育センター会場での昼食を希望する者は、研修当日の受付において、各自で申し込むこと。

右に指定する期間

【オンラインによる代替研修】
第１回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫
①基礎的指導研修Ⅰ「教育の情報化・プログラミング教育」

第２回　≪９月１日（火）～１２月２８日（月）≫
②教科等指導研修Ⅰ「教科等指導」（選択研修）
　　　　※初任研で未受講の教科等
　Ａ、国語　Ｂ、社会　Ｃ、算数　Ｄ、理科　Ｅ、生活　Ｆ、外国語活動・外国語
　Ｇ、総合的な学習の時間　　　  ※Ｈ、特別支援学級及び通級による指導

③教科等指導研修Ⅱ「教科等指導」（選択研修）
　　　　※初任研で未受講の教科等
　Ｇ、総合的な学習の時間　　　  ※Ｈ、特別支援学級及び通級による指導
　Ｉ、音楽　Ｊ、体育　Ｋ、家庭　Ｌ、図画工作
※②・③については、一部を教育センターにおける第３回研修（１月）で実施す
る。

（２） オンラインによる代替研修は、動画または提供資料による研修を基本に、その後オンライン上にて各自アンケートに学び等を記入する形とする。教育
センターにおける研修では、終了後にアンケート記入を15分間行う。

（３） 教科等指導研修Ⅰ、Ⅱについては選択研修とし、次の要領で選択する。
　・初任者研修「選択研修」で受講していないものを選択すること。
　・Ⅰでは、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇから１教科を選択する。
　・Ⅱでは、Ｇ・Ｉ・Ｊ・Ｋ・Ｌから１教科を選択する。
　・特別支援学校（学級）教諭等専願で採用された研修者については、Ｈを受講することになり、特別支援学校（学級）教諭等専願で採用された研修
　　者以外はＨを受講できない。但し、本年度特別支援学級担任又は通級による指導担当である場合は受講すること。

１月19日(火)
県立教育
センター

（４）
（５）

２　令和２年度（２０２０年度）小学校・義務教育学校「２年目研修（令和元年度（２０１９年度）初任者対象）」実施
　　計画【改訂版】

1

2

各学校等

期　日　等

（注）

（１） 受付を9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16：00とする。

3



回 研　修　内　容 時間 会　場

午前

〈研修１〉教科等指導研修Ⅰ「教科等指導」（選択研修）
            ※　初任研及び２年目研で未受講の教科等
　Ａ、国語　Ｂ、社会　Ｃ、算数　Ｄ、理科　Ｅ、生活　Ｆ、外国語活動・外国語
　Ｇ、音楽　Ｈ、体育　Ｉ、家庭　Ｊ、図画工作　Ｋ、特別支援学級及び通級によ
  る指導

〈研修２〉教科等指導研修Ⅱ「教科等指導」（選択研修）
            ※　初任研及び２年目研で未受講の教科等
　Ａ、国語　Ｂ、社会　Ｃ、算数　Ｄ、理科　Ｅ、生活　Ｆ、外国語活動・外国語
　Ｇ、音楽　Ｈ、体育　Ｉ、家庭　Ｊ、図画工作　Ｋ、特別支援学級及び通級によ
  る指導

80

80

午後

開会行事
〈研修３〉基礎的指導研修Ⅰ
　「生徒指導・学級経営における課題解決に向けて」（協議・発表）

〈研修４〉基礎的指導研修Ⅱ「自己の資質向上に向けて」（講話）
　　　　　県立教育センター所長
閉会行事

10
80

50

10

日程・研修内容・携行品等を十分に確認して、研修に臨むこと。

教育センター会場での昼食を希望する者は、研修当日の受付において、各自で申し込むこと。

（３） 教科等指導研修Ⅰ、Ⅱについては選択研修とし、初任者研修及び２年目研修で受講していないものを選択すること。
特別支援学校（学級）教諭等専願で採用された研修者については、Ｋを受講し、特別支援学校（学級）教諭等専願で採用された研修者以外はＫを受講
できない。但し、本年度特別支援学級担任又は通級による指導担当である場合は受講すること。

（４）

（５）

期　日　等

右に指定する期間

【オンラインによる代替研修】

第１回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫
①基礎的指導研修Ⅰ「生徒指導・学級経営における課題解決に向けて」

第２回　≪９月１日（火）～１２月２８日（月）≫
②教科等指導研修Ⅰ・Ⅱ「教科等指導」（選択研修・２つを選択）
            ※　初任研及び２年目研で未受講の教科等
　Ａ、国語　Ｂ、社会　Ｃ、算数　Ｄ、理科　Ｅ、生活　Ｆ、外国語活動・外国語
　Ｇ、音楽　Ｈ、体育　Ｉ、家庭　Ｊ、図画工作　Ｋ、特別支援学級及び通級によ
  る指導
※①・②全てについて、一部を教育センターにおける第３回研修（２月）で実施す
る。

（注）

（１） 受付を9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16：00とする。

３　令和２年度（２０２０年度）小学校・義務教育学校「３年目研修（平成３０年度初任者対象）」実施計画【改訂版】

1

2

各学校等

（２） オンラインによる代替研修は、動画または提供資料による研修を基本に、その後オンライン上にて各自アンケートに学び等を記入する形とする。教育セン
ターにおける研修では、終了後にアンケート記入を15分間行う。

3 ２月３日(水)
県立教育
センター



回 研　修　内　容 時間 会　場

1

2

【オンラインによる代替研修】

第１回　≪７月１日（水）～７月３１日（金）≫
①基礎的指導研修Ⅰ「人権教育の推進について」
②基礎的指導研修Ⅱ「特別支援教育」

第２回　≪８月３日（月）～８月３１日（月）≫
③基礎的指導研修Ⅲ「防災教育と心のケア」
④コース別研修Ⅰ「教科等指導」
  国語／社会／算数／理科／生活／音楽／図画工作／家庭／体育／
  外国語活動・外国語／特別支援学級及び通級による指導

各学校等

午前
〈研修１〉コース別研修Ⅱ「教科等指導」
　国語／社会／算数／理科／生活／音楽／図画工作／家庭／体育／
  外国語活動・外国語／特別支援学級及び通級による指導

180

午後

開会行事
〈研修２〉基礎的指導研修Ⅳ「コンプライアンス・働き方改革」
                                              （講義・協議）
〈研修３〉教科等指導研修「道徳」（講義・演習）
閉会行事

5
70

60
5

（注）

受付を9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16:00とする。

日程・研修内容・携行品等を十分に確認して、研修に臨むこと。

期　日　等

４　令和２年度（２０２０年度）小学校・義務教育学校「５年経験者研修」実施計画【改訂版】

右に指定する期間

（５）

オンラインによる代替研修は、動画または提供資料による研修を基本に、その後オンライン上にて各自アンケートに学び等を
記入する形とする。教育センターにおける研修では、終了後にアンケート記入を15分間行う。

3 １０月８日(木)
県立教育
センター

（１）

（２）

（３）

（４） コース別研修「教科等指導」の（特別支援学級及び通級による指導）を選択できるのは、特別支援学級担任及び通級指導教室
担当者のみとする。また、これらの担当者は、他のコースの選択も可。

教育センター会場での昼食を希望する者は、研修当日の受付において、各自で申し込むこと。
 



回 研　修　内　容 時間 会　場

午前

開会行事
〈研修１〉基礎的指導研修Ⅵ「学校が目指すべき家庭や地域との連携・
                          協働の在り方」（講義・協議）
〈研修２〉基礎的指導研修Ⅶ「特別支援教育」（講義・協議）

10
90

60

午後
〈研修３〉基礎的指導研修Ⅷ「生徒指導」（講義・協議・演習）
〈研修４〉教科等指導研修「道徳」（講義・演習）

70
80

午前

〈研修１〉コース別研修Ⅱ
　Ａ、学校マネジメント　　Ｂ、特別支援教育
　Ｃ、教科等指導（国／社／算／理／音／図／体／家／生／外／総
　　　　　　　　  ／特別支援学級及び通級による指導）

180

午後
〈研修２〉基礎的指導研修Ⅸ「コンプライアンス・働き方改革」
                                              （講義・協議）
〈研修３〉基礎的指導研修Ⅹ「学校マネジメント」（講義・演習）

60
80

午前

〈研修１〉コース別研修Ⅲ
　Ａ、学校マネジメント　　Ｂ、特別支援教育
　Ｃ、教科等指導（国／社／算／理／音／図／体／家／生／外／総
　　　　　　　　  ／特別支援学級及び通級による指導）

180

午後
〈研修２〉基礎的指導研修Ⅺ「研修のまとめ」（講義・協議）
〈研修３〉基礎的指導研修Ⅻ「県立教育センター所長講話」（講話）
　閉会行事

70
60
5

中止 全日 社会体験研修 各事業所

中止 全日 特別支援学校における研修 特別支援学校

（注）

フードパル及び県立教育センターでの研修は、受付を9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16:00とする。

日程・研修内容・携行品等を十分確認して、研修に臨むこと。

5 ２月５日(金)
県立教育
センター

3 ９月９日(水)

　フードパル
（食品交流会館）
（予定）

※中学校・義務教
育学校中堅研と合
同開催

4 １０月１６日(金)

期　日　等

５　令和２年度（２０２０年度）小学校・義務教育学校「中堅教諭等資質向上研修」実施計画【改訂版】

県立教育
センター

（５）

（４）

（３）

（２）

（１）

オンラインによる代替研修は、動画または提供資料による研修を基本に、その後オンライン上にて各自アンケートに学び
等を記入する形とする。フードパル及び県立教育センターにおける研修では、終了後にアンケート記入を15分間行う。

コース別研修のＢコース「特別支援教育」を選択できるのは、通常の学級担当者のみとする。なお、「Ｃ、教科等指導」
の（特別支援学級及び通級による指導）を選択できるのは、特別支援学級担任及び通級指導教室担当者のみとする。ま
た、これらの担当者は、他のコースの選択も可。

教育センター会場での昼食を希望する者は、研修当日の受付において、各自で申し込むこと。なお、第３回研修の昼食
は、各自で用意すること。

1

2

右に指定する期間

【オンラインによる代替研修】

第１回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫
①基礎的指導研修Ⅰ「市町村教育局長講話～教育公務員として～」
②基礎的指導研修Ⅱ「人権教育の推進について」
③基礎的指導研修Ⅲ「学習指導要領　総則について」
④コース別研修Ⅰ
　Ａ、学校マネジメント　　Ｂ、特別支援教育
　Ｃ、教科等指導（国／社／算／理／音／図／体／家／生／外／総
　　　　　　　　  ／特別支援学級及び通級による指導）

第２回　≪１０月１９日（月）～１２月２８日（月）≫
⑤基礎的指導研修Ⅳ「防災教育と心のケア」
⑥基礎的指導研修Ⅴ「教育の情報化」

各学校等



回 研　修　内　容 時間 会　場

1

2

3

【オンラインによる代替研修】

第１回　≪５月１２日（火）～５月２９日（金）≫
①基礎的指導研修Ⅰ「教育長講話」
②基礎的指導研修Ⅱ「人権教育の推進について」
③基礎的指導研修Ⅲ「教育公務員倫理」

第２回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫
④教科等指導研修Ⅰ「教科等指導」
  国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭（技術分
　野）、技術・家庭（家庭分野）、外国語、特別支援学級
⑤教科等指導研修Ⅱ「道徳」
 (注)
　※⑤については一部を教育センターにおける第５回研修（２月）で実施
　　する。

第３回　≪９月８日（火）～１２月２８日（月）≫
⑥基礎的指導研修Ⅳ「健康・安全、体力向上・運動部活動の指導」
⑦基礎的指導研修Ⅴ「熊本地震に学ぶ：防災教育と心のケア」
⑧基礎的研修Ⅵ「教育の情報化」
⑨基礎的指導研修Ⅶ「特別活動」

各学校等

午前
 開会行事
〈研修１〉基礎的指導研修Ⅷ「社会人としての自覚と責任」（講義・演習）
〈研修２〉基礎的指導研修Ⅸ「学級経営」（講義・協議）

10
50
80

午後
〈研修３〉基礎的指導研修Ⅹ「特別支援教育」（講義・協議）
〈研修４〉基礎的指導研修Ⅺ「生徒指導」（講義・協議）
※今後の研修についての説明

50
105
10

午前
〈研修１〉教科等指導研修Ⅲ「教科等指導」
  国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭（技術分
　野）、技術・家庭（家庭分野）、外国語、特別支援学級

150

午後

〈研修２〉教科等指導研修Ⅳ「道徳」（講義・演習）
　※一部オンライン研修
〈研修３〉基礎的指導研修Ⅻ「コンプライアンス・働き方改革」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（講義・協議）
閉会行事

100

60

10

6 未定 全日  幼稚園等保育体験研修 １日 各会場

7 夏季休業中 全日  地域理解研修 １日
各市町村

教育委員会

8 未定 全日  全体研修（課業期間中に２日、長期休業中に１日） ３日 教育事務所等

中止 全日  特別支援学校研修 特別支援学校

日程・研修内容・携行品等を十分に確認して、研修に臨むこと。

教育センター会場での昼食を希望する者は、研修当日の受付において、各自で申し込むこと。

県立教育
センター

基本研修Ⅰ（中学校・義務教育学校）

期　日　等

5 ２月２５日（木）
県立教育
センター

１　令和２年度（２０２０年度）中学校・義務教育学校｢初任者研修」実施計画【改訂版】

右に指定する期間

4 ９月７日（月）

（５）

（注）

（１） 教育センター会場での研修は、受付を9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16：00とする。

（３） 特別支援学校（学級）教諭等専願で採用された初任者については、教科等指導研修Ⅰ、Ⅲは「特別支援学級」を受講する。

（４）

（２） オンラインによる代替研修は、動画または提供資料による研修を基本に、その後オンライン上にて各自アンケートに学び等を記入する形とする。教
育センターにおける研修では、終了後にアンケート記入を15分間行う。



回 研　修　内　容 時間 会　場

午前

<研修１>教科等指導研修Ⅲ「教科等指導」
　国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭（技術分野）、
　技術・家庭（家庭分野）、外国語、特別支援学級及び通級による指導
※中堅教諭等資質向上研修と合同

180

午後
<研修２>基礎的指導研修Ⅱ「児童生徒理解・保護者対応」（講義・演習）
<研修３>基礎的指導研修Ⅲ「熊本地震に学ぶ防災教育」（講話）
閉会行事

60
70
10

日程・研修内容・携行品等を十分に確認して、研修に臨むこと。

教育センター会場での昼食を希望する者は、研修当日の受付において、各自で申し込むこと。

（３） 特別支援学校（学級）教諭等専願で採用された研修者及び本年度特別支援学級担任又は通級による指導担当である場合は、教科等指導研修Ⅱ、Ⅲは
「特別支援学級及び通級による指導」を受講すること。

（４）

（５）

2 １０月１３日(火)
県立教育
センター

（注）

（１） 受付を9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16：00とする。

２　令和２年度（２０２０年度）中学校・義務教育学校「２年目研修（令和元年度（２０１９年度）初任者対象）」実施
　　計画【改訂版】

（２） オンラインによる代替研修は、動画または提供資料による研修を基本に、その後オンライン上にて各自アンケートに学び等を記入する形とする。教育セン
ターにおける研修では、終了後にアンケート記入を15分間行う。

期　日　等

1

右に指定する期間

【オンラインによる代替研修】
第１回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫
①基礎的指導研修Ⅰ「教育の情報化」

②教科等指導研修Ⅰ「総合的な学習の時間」

③教科等指導研修Ⅱ「教科等指導」
　　　　※自己の課題設定を含む
  国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭（技術分野）、
　技術・家庭（家庭分野）、外国語、特別支援学級及び通級による指導

各学校等



回 研　修　内　容 時間 会　場

午前
〈研修１〉教科等指導研修Ⅱ「教科等指導」
  国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭（技術分野）、
　技術・家庭（家庭分野）、外国語、特別支援学級及び通級による指導

170

午後

開会行事
〈研修２〉基礎的指導研修Ⅰ
「生徒指導・学級経営における課題解決に向けて」（協議・発表）

〈研修３〉基礎的指導研修Ⅱ「自己の資質向上に向けて」（講話）
　　　　　県立教育センター所長
閉会行事

10
80

50

10

日程・研修内容・携行品等を十分に確認して、研修に臨むこと。

教育センター会場での昼食を希望する者は、研修当日の受付において、各自で申し込むこと。

（注）

（１） 受付を9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16：00とする。

（２） オンラインによる代替研修は、動画または提供資料による研修を基本に、その後オンライン上にて各自アンケートに学び等を記入する形とする。教育セン
ターにおける研修では、終了後にアンケート記入を15分間行う。

（３） 特別支援学校（学級）教諭等専願で採用された研修者及び本年度特別支援学級担任又は通級による指導担当である場合は、教科等指導研修Ⅰ、Ⅱは
「特別支援学級及び通級による指導」を受講すること。

（４）

（５）

1

右に指定する期間

【オンラインによる代替研修】
第１回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫
①基礎的指導研修Ⅰ「生徒指導・学級経営における課題解決に向けて」

②教科等指導研修Ⅰ「教科等指導」
  国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭（技術分野）、
　技術・家庭（家庭分野）、外国語、特別支援学級及び通級による指導

※①について、一部を教育センターにおける第２回研修（２月）で実施する。

３　令和２年度（２０２０年度）中学校・義務教育学校「３年目研修（平成３０年度初任者対象）」実施計画【改訂版】

各学校等

2 ２月２日(火)
県立教育
センター

期　日　等



回 研　修　内　容 時間 会　場

1

2

【オンラインによる代替研修】

第１回　≪７月１日（水）～７月３１日（金）≫
①基礎的指導研修Ⅰ「人権教育の推進について」
②基礎的指導研修Ⅱ「特別支援教育」

第２回　≪８月３日（月）～８月３１日（月）≫
③基礎的指導研修Ⅲ「防災教育と心のケア」
④コース別研修Ⅰ「教科等指導」
  国語／社会／数学／理科／音楽／美術／保健体育／技術・家庭（技術
  分野）／技術・家庭（家庭分野）／外国語／特別支援学級及び通級に
 よる指導

各学校等

午前

〈研修１〉コース別研修Ⅱ「教科等指導」
　国語／社会／数学／理科／音楽／美術／保健体育／技術・家庭（技術
  分野）／技術・家庭（家庭分野）／外国語／特別支援学級及び通級に
  よる指導）

180

午後

開会行事
〈研修２〉基礎的指導研修Ⅳ「コンプライアンス・働き方改革」
                                              （講義・協議）
〈研修３〉教科等指導研修「道徳」（講義・演習）
閉会行事

5
70

60
5

（注）

受付を9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16:00とする。

日程・研修内容・携行品等を十分に確認して、研修に臨むこと。

期　日　等

４　令和２年度（２０２０年度）中学校・義務教育学校「５年経験者研修」実施計画【改訂版】

右に指定する期間

（５）

オンラインによる代替研修は、動画または提供資料による研修を基本に、その後オンライン上にて各自アンケートに学び等を
記入する形とする。教育センターにおける研修では、終了後にアンケート記入を15分間行う。

3 １０月６日(火)
県立教育
センター

（１）

（２）

（３）

（４） コース別研修「教科等指導」の（特別支援学級及び通級による指導）を選択できるのは、特別支援学級担任及び通級指導教室
担当者のみとする。また、これらの担当者は、他のコースの選択も可。

教育センター会場での昼食を希望する者は、研修当日の受付において、各自で申し込むこと。
 



回 研　修　内　容 時間 会　場

午前

開会行事
〈研修１〉基礎的指導研修Ⅵ「学校が目指すべき家庭や地域との連携・
　　　　　　　　　　　　　協働の在り方」　（講義・協議）
〈研修２〉基礎的指導研修Ⅶ「特別支援教育」（講義・協議）

10
90

60

午後
〈研修３〉基礎的指導研修Ⅷ「生徒指導」（講義・協議・演習）
〈研修４〉教科等指導研修「道徳」（講義・演習）

70
80

午前

〈研修１〉コース別研修Ⅱ
　Ａ、学校マネジメント　　Ｂ、特別支援教育
　Ｃ、教科等指導（国／社／数／理／音／美／保体／技／家／外
　　　　　　　　  ／特別支援学級及び通級による指導）
※２年目研修と合同

180

午後
〈研修２〉基礎的指導研修Ⅸ「コンプライアンス・働き方改革」
                           　　　　　　　　　 （講義・協議）
〈研修３〉基礎的指導研修Ⅹ「学校マネジメント」（講義・演習）

60
80

午前

〈研修１〉コース別研修Ⅲ
　Ａ、学校マネジメント　　Ｂ、特別支援教育
　Ｃ、教科等指導（国／社／数／理／音／美／保体／技／家／外
　　　　　　　　  ／特別支援学級及び通級による指導）

180

午後
〈研修２〉基礎的指導研修Ⅺ「研修のまとめ」（講義・協議）
〈研修３〉基礎的指導研修Ⅻ「県立教育センター所長講話」（講話）
　閉会行事

70
60
5

中止 全日 社会体験研修 各事業所

中止 全日 特別支援学校における研修 特別支援学校

（注）

フードパル及び県立教育センターでの研修は、受付を9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16:00とする。

日程・研修内容・携行品等を十分確認して、研修に臨むこと。

教育センター会場での昼食を希望する者は、研修当日の受付において、各自で申し込むこと。なお、第３回研修の昼食
は、各自で用意すること。

オンラインによる代替研修は、動画または提供資料による研修を基本に、その後オンライン上にて各自アンケートに学び
等を記入する形とする。フードパル及び県立教育センターにおける研修では、終了後にアンケート記入を15分間行う。

期　日　等

５　令和２年度（２０２０年度）中学校・義務教育学校「中堅教諭等資質向上研修」実施計画【改訂版】

1

2

右に指定する期間 各学校等

【オンラインによる代替研修】

第１回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫
①基礎的指導研修Ⅰ「市町村教育局長講話～教育公務員として～」
②基礎的指導研修Ⅱ「人権教育の推進について」
③基礎的指導研修Ⅲ「学習指導要領　総則について」
④コース別研修Ⅰ
　Ａ、学校マネジメント　　Ｂ、特別支援教育
　Ｃ、教科等指導（国／社／数／理／音／美／保体／技／家／外
　　　　　　　　  ／特別支援学級及び通級による指導）

第２回　≪１０月１４日（水）～１２月２８日（月）≫
⑤基礎的指導研修Ⅳ「防災教育と心のケア」
⑥基礎的指導研修Ⅴ「教育の情報化」

5 ２月９日(火)
県立教育
センター

（５）

（４）

（３）

（２）

コース別研修のＢコース「特別支援教育」を選択できるのは、通常の学級担当者のみとする。なお、「Ｃ、教科等指導」
の（特別支援学級及び通級による指導）を選択できるのは、特別支援学級担任及び通級指導教室担当者のみとする。ま
た、これらの担当者は、他のコースの選択も可。

3 ９月９日(水)

　フードパル
（食品交流会館）
（予定）

※小学校・義務教
育学校中堅研と合
同開催

4 １０月１３日(火)
県立教育
センター

（１）



回 研　修　内　容 時間 会　場

【オンラインによる代替研修】

1 第１回　≪５月１２日（火）～５月２９日（金）≫
①基礎的指導研修Ⅰ「教育長講話」
②基礎的指導研修Ⅱ「人権教育の推進について」
③基礎的指導研修Ⅲ「教育公務員倫理」

2 第２回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫
④専門的指導研修Ⅰ「保健管理の実際｣
⑤専門的指導研修Ⅱ「健康診断の実際｣
⑥専門的指導研修Ⅲ「学校における養護教諭の役割（コンプライアンス・
　　　　　　　　　　働き方改革含む）」
⑦専門的指導研修Ⅳ「歯、口腔の健康診断及び保健指導の実際」
                  （資料配付）

午前
〈研修１〉専門的指導研修Ⅴ
　　　　　「新学習指導要領と保健教育」(講義・演習)

150

〈研修２〉専門的指導研修Ⅵ
　　　　　「学校の危機管理における養護教諭の役割」(講義・協議)

80

〈研修３〉基礎的指導研修Ⅳ
　　　　　「防災教育と心のケア」(講義・演習)

90

課題等

〈研修１〉基礎的指導研修Ⅴ
　　　　　「特別支援教育」(講義・協議)

70

〈研修２〉専門的指導研Ⅶ
  　    　「健康相談の進め方 」(講義・協議)

70

〈研修３〉専門的指導研修Ⅷ
　        「保健室経営の実際」（講義・協議）

70

〈研修４〉専門的指導研修Ⅸ
          「救急処置の実際」（講義・演習）

100

課題等

　　　　

基本研修Ⅱ（養護教諭）

１　令和２年度（２０２０年度）新規採用養護教諭研修実施計画【改訂版】

期　日　等

右に指定する期間 各学校等

3

９月１７日(木)
※養護教諭中
堅教諭等資質
向上研修と合同

県立教育
センター

午後

◇「防災教育と心のケアハンドブック」（平成２９年１２月）を持参すること。

◇研修資料別紙様式（１）を作成の上、１０月１日（木）までに研修担当者まで
 （yougo@mail.bears.ed.jp)電子メールにて送信すること。

（注）

　（１）研修の受付は9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16:00とする。

　（２）オンラインによる代替研修は、動画または資料提供による研修を基本に、その後オンラ
　　　　イン上にて各自アンケートに学び等を記入する形とする。教育センターにおける研修では、
　　　　終了後にアンケート記入を15分間行う。

　（３）日程・研修内容・携行品等を十分確認して、研修に臨むこと。

　（４）県立教育センターを会場とする研修において昼食を希望する者は、研修当日の受付において、
      　各自で申し込むこと。

4 １０月１５日(木)

午前

県立教育
センター

午後

　（５）オンライン・資料配付による代替研修については、別途送付する通知等を確認すること。

mailto:yougo@mail.bears.ed.jp


回 研　修　内　容 時間 会　場

1
【オンラインによる代替研修】
第１回　≪７月２１日（火）～８月３１日（月）≫
①専門的指導研修Ⅰ「保健室経営計画について」
②専門的指導研修Ⅱ「学校におけるカウンセリング」
③専門的指導研修Ⅲ「学校環境衛生について」(資料配付）

各学校等

午前
〈研修１〉専門的指導研修Ⅳ
　　　　　「救急法」(講義・演習）

150

〈研修２〉専門的指導研修Ⅴ
　　　　　「保健室における救急処置」（講義・協議）

100

〈研修３〉専門的指導研修Ⅵ
　　　　　「感染症の予防と対応」 (講義・協議）

70

課題等

（３）日程・研修内容・携行品等を十分確認して、研修に臨むこと。

（４）昼食を希望する者は、研修当日の受付において、各自で申し込むこと。

（注）

（１）研修の受付は9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16:00とする。

２　令和２年度(２０２０年度)養護教諭「２年目研修（平成３１年度（２０１９年度）
    採用者対象）」計画【改訂版】

期　日　等

右に指定する期間

（２）オンラインによる代替研修は、動画または資料提供による研修を基本に、その後オンライン
　　　上にて各自アンケートに学び等を記入する形とする。教育センターにおける研修では、終了後に
　　　アンケート記入を15分間行う。

2 １０月２２日(木)

県立教育
センター

午後

◇研修資料別紙様式（１）を作成の上１０月８日（木）までに研修担当者まで
　（yougo@mail.bears.ed.jp)電子メールにて送信すること。

mailto:yougo@mail.bears.ed.jp


回 研　修　内　容 時間 会　場

午前
〈研修１〉専門的指導研修Ⅰ
          「保健教育の進め方」（講義・協議）

150

午後
〈研修２〉専門的指導研修Ⅱ
　　　　　「保健教育の進め方」(講義・演習)

180

課題等

３　令和２年度(２０２０年度)養護教諭「３年目研修（平成３０年度採用者対象）」実施
　　計画（内容変更なし）

期　日　等

1 １０月３０日(金)

県立教育
センター

◇これまで実践した保健教育の指導案（略案可）を作成の上１０月９日（金）までに研修
　担当者まで（yougo@mail.bears.ed.jp)電子メールにて送信すること。

（注）

（１）研修の受付は9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16:00とする。

（２）各回の研修終了後にアンケート記入を15分間行う。

（３）日程・研修内容・携行品等を十分確認して、研修に臨むこと。

（４）昼食を希望する者は、研修当日の受付において、各自で申し込むこと。

mailto:yougo@mail.bears.ed.jp


回 研　修　内　容 時間 会　場

1
【オンラインによる代替研修】
第１回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫
①専門的指導研修Ⅰ「新学習指導要領と保健教育」

各学校等

〈研修１〉専門的指導研修Ⅰ
　　　　　「養護教諭が行うフィジカルアセスメント」(講義・協議)

70

〈研修２〉専門的指導研Ⅱ
　　　　　「救急処置の実際」(講義・協議)

70

午後
〈研修３〉専門的指導研修Ⅲ
　　　　　「保健教育の進め方」(講義・演習)
〈研修４〉「コンプライアンス・働き方改革」（講義・演習）

160

20

課題
等

４　令和２年度(２０２０年度)養護教諭「５年経験者研修」実施計画【改訂版】

期　日　等

右に指定する期間

2 １１月１３日(金)

午前

県立教育
センター

◇これまでに実践した保健教育の指導案（略案可）と研修資料別紙様式（１）を作成の上
１０月３０日（金）までに研修担当者まで（yougo@mail.bears.ed.jp)電子メールにて送
信すること。

　（２）日程・研修内容・携行品等を十分確認して、研修に臨む。

（注）

　（１）研修の受付は、9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16:00とする。

　（３）教育センター会場での昼食を希望する者は、研修当日の受付において、各自で申し込む。

　（４）オンラインによる代替研修は、動画または資料提供による研修を基本に、その後オンライン上にて各自アンケートに
　　　学び等を記入する形とする。教育センターにおける研修では、終了後にアンケート記入を15分間行う。

　（５）オンラインによる代替研修については、別途送付する通知等を確認すること。

mailto:yougo@mail.bears.ed.jp


回 研　修　内　容 時間 会　場

1
【オンラインによる代替研修】
第１回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫
①基礎的指導研修Ⅰ「人権教育の推進について」
②基礎的指導研修Ⅱ「コンプライアンス・働き方改革」
③基礎的指導研修Ⅲ「教育指導局長講話～教育公務員として～」
④基礎的指導研修Ⅳ「特別支援教育」
⑤専門的指導研修Ⅰ「研究テーマ設定」

2 第２回　≪９月１７日（木）～１０月３０日（金）≫
①専門的指導研修Ⅱ「虐待の早期発見と対応」（資料配付）

午前
〈研修１〉専門的指導研修Ⅲ
　　　　　「新学習指導要領と保健教育」（講義・演習）

150

〈研修２〉専門的指導研修Ⅳ
　　　　　「学校の危機管理における養護教諭の役割」（講義・協議）

80

〈研修３〉専門的指導研修Ⅴ
　　　　　「防災教育と心のケア」（講義・協議）

90

課題等

午前
〈研修１〉専門的指導研修Ⅵ
  　　　　「効果的な学校保健委員会の企画と運営」（講義・協議）

150

〈研修２〉専門的指導研修Ⅶ
  　　　　「保健教育の進め方」（講義・協議）

80

〈研修３〉専門的指導研修Ⅷ
  　　　　「学校における救急処置の実際」（講義・演習）

90

課題等

５　令和２年度(２０２０年度)養護教諭「中堅教諭等資質向上研修」実施計画【改訂版】

期　日　等

各学校等右に指定する期間

3
９月１７日(木)
※新採養護
教諭研修と合

同

県立教育
センター

午後

◇「防災教育と心のケアハンドブック」（平成２９年１２月）を持参すること。

4 １１月２０日(金)

県立教育
センター

午後

◇研修資料別紙様式（２）を作成の上１１月６日（金）までに研修担当者まで
（yougo@mail.bears.ed.jp）電子メールにて送信すること。

（注）

　（１）教育センター会場での研修では、受付を9:00～9:20、研修開始を9:30、終了を16:00とする。

　（２）オンラインによる代替研修は、動画または資料提供による研修を基本に、その後オンラ
　　　　イン上にて各自アンケートに学び等を記入する形とする。教育センターにおける研修では、
　　　　終了後にアンケート記入を15分間行う。

　（３）日程・研修内容・携行品等を十分確認して、研修に臨むこと。

　（４）県立教育センターを会場とする研修において昼食を希望する者は、研修当日の受付において、
　　　  各自で申し込むこと。

mailto:yougo@mail.bears.ed.jp


（注）

（２）第５回、第６回については、受付を9:00～9：20、研修開始を9：30、終了を16：00とする。

（３）オンラインによる代替研修は、動画または資料提供による研修を基本に、その後オンライン上
　　にて各自アンケートに学び等を記入する形とする。教育センターにおける研修では、終了後にアン
　　ケート記入を15分間行う。

（４）オンラインによる代替研修については、別途送付する通知等を確認すること。

第２回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫
④基礎的指導研修Ⅳ「防災教育と心のケア」
⑤基礎的指導研修Ⅴ「児童生徒理解」

（１）第３回、第４回については、別途送付する実施要項等を確認すること。

各学校等

６月～１０月 １日

各市町村教育
委員会等

全日
実地研修「共同調理場（単独校）視察」
(夏季休業日を除く。他の研修とは一緒に行わない。)

4

1

2

【オンラインによる代替研修】

第１回　≪５月１２日（火）～５月２９日（金）≫
①基礎的指導研修Ⅰ「教育長講話」
②基礎的指導研修Ⅱ「人権教育の推進について」
③基礎的指導研修Ⅲ「教育公務員倫理」

午前

〈研修１〉専門的指導研修Ⅰ

右に指定する期間

「栄養管理等について」（講義）

〈研修２〉専門的指導研修Ⅱ

地域理解にかかる研修 １日

各教育事務所
等

県庁

3 ５月～１０月 全日

基本研修Ⅱ（栄養教諭）

１　令和２年度(２０２０年度)新規採用栄養教諭研修計画【改訂版】

回 期日等 研　修　内　容 会　場時間

課題等

○給食の時間における食に関する指導案（資料様式２）
○６～７月給食献立表（献立計画表１）
○学校給食衛生管理基準    ○学校給食調理従事者衛生管理マニュアル
○食に関する指導の手引－第二次改訂版－
○調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル
○栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育
○７月第３週調理作業工程表及び作業動線図

5

９月１５日（火） 「学校給食における衛生管理について」（講義）

午後

〈研修３〉専門的指導研修Ⅲ
60

「先輩栄養教諭による実践発表」（講義・協議）

〈研修４〉専門的指導研修Ⅳ
120

「給食の時間における食に関する指導」（講義・演習）

75

75

6
１月２８日（木）

午前
〈研修１〉専門的指導研修Ⅴ

150
「実践報告、研修のまとめ」（実践発表・協議）

午後
〈研修２〉専門的指導研修Ⅵ

180
「２年目に向けて」（講義・協議）

課題等 実践のまとめ（発表資料等）

県立教育
センター



時間

（注）

時間

5

（注）

２　令和２年度(２０２０年度)公立学校栄養教諭「２年目研修（平成３１年度
　　（２０１９年度）採用者対象）」実施計画【改訂版】

回 期日等 研　修　内　容 会　場

午後
1

１０月　日
（　）
【日程
調整中】

午前

県庁

〈研修１〉専門的指導研修Ⅰ
　　　　　「個別の相談指導について」（講義・協議）

150

〈研修２〉専門的指導研修Ⅱ
　　　　　「学校給食の管理等について」（講義・協議）

180

課題等

○９月給食献立表（献立計画表１）
○学校給食衛生管理基準    ○学校給食調理従事者衛生管理マニュアル
○食に関する指導の手引－第二次改訂版－
○栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育
○研修日の前月の調理作業工程表及び作業動線図（１日分）

各学校
等

３　令和２年度(２０２０年度)公立学校「栄養教諭３年目研修（平成３０年度
　　採用者対象）」実施計画【改訂版】

回 期日等 研　修　内　容 会　場

右に指定する期間

（３）オンラインによる代替研修については、別途送付する通知等を確認すること。

（４）ゴールの設定（レポート提出　2月）を行う。

（２）オンラインによる代替研修は、動画または資料提供による研修を基本に、その後オンライン
　　上に各自アンケートに学び等を記入する形とする。教育センターにおける研修では、終了後
　　にアンケート記入を15分間行う。

1

午後

課題等

〇学校給食衛生管理基準　　　〇学校給食調理従事者衛生管理マニュアル
〇調理場における衛生管理＆調理技術マニュアル
〇（新）熊本県版学校給食の手引き
〇実践レポート（8部印刷し、持参すること）

150

県立教
育セン
ター

閉会行事

　　　　　「自己の資質向上に向けて」（講話）
　　　　　　県立教育センター所長

90
〈研修２〉専門的指導研修Ⅱ

　　　　　「新採３年目を振り返って」（発表・講義）

50

【オンラインによる代替研修】

第１回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫
①基礎的指導研修Ⅰ
　　　　　「学級経営における課題解決に向けて」

（１）受付を9：00～9：20、研修開始を9：30、終了を16：00とする。

（２）「栄養教諭２年目の取組の振り返りと３年目に向けて」（レポート提出　２月）を行う。

（１）受付を9:00～9：20、研修開始を9：30、終了を16：00とする。

〈研修３〉基礎的指導研修Ⅱ
　　　　　　　　　※中学校・義務教育学校「３年目研修」と合同

〈研修１〉専門的指導研修Ⅰ

　　　　　「学校給食の管理について」（協議・発表）

2

午前

２月２日（火）



1

右に指定する期間

【オンラインによる代替研修】

第１回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫
　期間中に県立教育センターＨＰ上にあるオンライン研修「gacco(ガッコ)」
の【栄養教諭５年経験者研修】を開き、『学習する』ボタンをクリックし、動
画（「食に関する指導の現状と課題について（仮名）」）を視聴し、添付のレ
ポート(Word形式)に感想を、資料様式２に指導案を記入し、ＰＤＦにして返送
する。

４　令和２年度(２０２０年度)栄養教諭「５年経験者研修」実施計画【改訂版】

回 研修日時 　　　内　　　　　容



回

1

2

4

6

○研修時間

「幼児期における食育」（講義・演習）

県庁地下
大会議室

「保育相談に生かすカウンセリング」（講義・演習）
5

１１月７日
（土） 〈研修３〉

「防災教育と心のケア」（講義・演習）

〈研修１〉【外部講師】 90

〈研修４〉【外部講師】 100

義務教育課

９月～１１月

２月 発表園

オリエンテーション 5

〈研修２〉

保育参観（保育実践の参観及び事後研究会）

８月２１日（金）

近隣小学校

「特別支援教育の推進」（講義・演習）

〈研修３〉

「保育技術３（幼児期における音楽あそび）」（講義・演習）

〈研修４〉

「これからの教育・保育」「学校（園）評価」（講義・演習）

〈研修２〉

80

70

午後

閉会行事等

「保育技術４（幼児期の運動）」（講義・演習）

受付 研修 昼食 研修 研修のまとめ

9:20  9:30 12:00 16:009:00 13:00 16:15

県立教育
センター

基本研修Ⅱ（幼稚園教諭等）

担当

県立教育
センター

期日等 研　修　内　容 時間 会　場

各園
①「社会人としての自覚と責任」

③「人権教育の推進について」

④「子どものけがと応急処置」

右に指定する
期間

オリエンテーション

3

〈研修１〉【外部講師２名】

【資料配付による代替研修】

午前

5

９月１１日
(金)

１　令和２年度（２０２０年度)県立教育センターにおける「幼稚園等新規採用教員・保育士
　　研修」実施計画【改訂版】

県立教育
センター

第１回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫

②「コンプライアンス・働き方改革・不祥事防止」

義務教育課県庁地下大会議室認定こども園・幼稚園・保育所等熊本県研究協議会

午前

午後

50

80

50

閉会行事等

「虐待の早期発見と対応」（講義・演習）

義務教育課

県立教育
センター

近隣小学校訪問(授業参観及び意見交換等)

80



(注１)第２回の保育所体験研修は、関係市町村教育委員会が計画し、関係幼稚園に通知の上、実施する。

　　　国立及び私立の幼稚園は、各園で計画、実施する。

所属園
または
小学校

所属園○研究保育、課題研究(園長等の指導)

○小学校体験研修(近隣小学校の授業参観及びＴＴによる授業参加等)

各研修
会　場

④「教育指導局長講話～教育公務員として～」

第１回　≪７月１日（水）～８月３１日（月）≫

保育所

①「人権教育の推進について」

義務教育課

所属園

県庁地下大会議室

会　場 担　当

各園
県立教育
センター

②「中堅教諭等としての現状と課題、そしてこれから（コンプライア
ンス・働き方改革含む）」
（メールによる意見交換含む）

③「虐待の早期発見と対応」

【資料配付による代替研修】

保育所体験研修：近隣の保育所で保育実習

社会人や中堅教諭等として成長したことや課題になっていること等について、「様式５」によりＡ４判１～２枚程度に
まとめる。５月２８日（木）までに電子メールで県立教育センターまで提出する。

園で決定

園内研修(園で研修を計画・実施）園
内
研
修

市町村教委

　県立教育センター主催の研修における留意点

２　令和２年度(２０２０年度)県立教育センターにおける「幼稚園等中堅教諭等資質向上
　　研修」実施計画【改訂版】

選択研修(下記より選択)

①社会体験研修

認定こども園・幼稚園・保育所等熊本県研究協議会に参加（注２）８月２１日（金）

園で決定
(注３）

３日

回 期日等 研　修　内　容 時間

②研究発表会等への参加

③各種専門研修を受講

１日(注１）

実践レポート「中堅教諭等としての現状と課題、そしてこれから」

○資料送付による代替研修については、別途送付する通知等を確認すること。

レポート提出先　電子メール　hoiku@mail.bears.ed.jp

○第１回研修（資料配付による代替研修）の事前準備物

1

右に指定する期間

2

　　　ただし、連続３日、１日ずつの計３日、または１日と連続２日のいずれでも良い。

3 １日

８日

(注２)第３回の実施については、義務教育課より別途通知する。

4

(注３)第４回の選択研修については、三つの中から選択して関係幼稚園で計画、実施する。

mailto:hoiku@mail.bears.ed.jp

