
別添１

11月

区分 変更内容等

2 月 504 生徒指導講座－生徒指導の機能を生かした学級づくり－ 北部研修所 実施 定員を７５名に変更

〇 137 初任者研修「小学校授業参観」講座Ｂ
総教センター
北部研修所

実施
会場を府内公立小学校から総教センター、北部研修所の２会場へ変更
・乙訓、山城、南丹教育局管内の初任者は総教センターにて実施
・中丹、丹後教育局管内の初任者は北部研修所にて実施

〇 162 初任者研修「高等学校教科教育５」講座（センター） 総教センター 実施 情報科、農業科、工業科、商業科、水産科、福祉科は府立大江高校を会場として実施

〇 163 初任者研修「高等学校教科教育５」講座（北部） 理科・保健体育のみ
北部研修所

洛西高等学校
実施 理科は変更なし（北部研修所）　保健体育科は授業参観実習（洛西高等学校）

516
教育相談＜中級＞講座Ⅱ
－ひきこもる心を考える－【領域②】

北部研修所 実施 定員を７５名に変更

6 金 436 道徳教育の推進講座 総教センター 実施 ６月12日から変更　定員を１００名に変更

〇 200 実習助手「ステップアップ」講座 北部研修所 実施 変更なし

〇 203 寄宿舎指導員「ステップアップ」講座 北部研修所 実施 会場を北部研修所に変更

510 京の教育「みやび」講座 総教センター 実施 変更なし

10 火 419 小中をつなぐ理科の見方・考え方講座（Ｗｅｂ＋） 北部研修所 実施 変更なし

〇 148 初任者研修「中学校教科教育５」講座（センター） 総教センター 実施 変更なし

〇 149 初任者研修「中学校教科教育５」講座（北部） 北部研修所 実施 変更なし

〇 163 初任者研修「高等学校教科教育５」講座（北部）　音楽、美術、家庭科のみ 北部研修所 実施 変更なし（中高合同実施）

410 小学校社会科教育講座－学ぶ楽しさを実感させる授業を構想する－ 総教センター 中止

704 地域の教育活性化とスクールリーダー講座 総教センター 実施
13:00～17:00 に変更して実施　オンラインでの講義を含む　事前課題あり
定員を38名に変更　【学校組織運営特別講座シリーズⅢとして実施のため】

16 月 518
教育相談＜上級＞講座Ⅰ
－子どもと保護者のこころに寄り添う－【領域①】

総教センター 中止

〇 196 新規採用者研修「栄養教諭６」講座 総教センター 実施 会場を総教センターに変更

810 学校事務職員パワーアップ講座 北部研修所 実施 変更なし

〇 173 初任者研修「特別支援学校５」講座 総教センター 日程変更 10月15日に実施

〇 175 初任者研修「特別支援学校授業参観」講座 総教センター 振替実施 ６月18日（府立南山城支援学校）から日程と会場を変更して実施

〇 164
初任者研修「高等学校教科教育６、ホームルーム経営」講座
（センター）　農業科、工業科、商業科、水産科、福祉科のみ

総教センター 振替実施 農業科、工業科、商業科、水産科、福祉科のみ11月26日から日程を変更をして実施

706 企業から学ぶマネジメント講座－経営哲学から学ぶ－（企業連携） 京都商工会議所 実施 変更なし

20 金 710 学校運営のためのカリキュラム・マネジメント講座 総教センター 実施 変更なし

〇 164 初任者研修「高等学校教科教育６、ホームルーム経営」講座（センター） 総教センター 実施 農業科、工業科、商業科、水産科、福祉科のみ11月19日に日程を変更して実施

〇 165 初任者研修「高等学校教科教育６、ホームルーム経営」講座（北部） 北部研修所 実施 変更なし

519
教育相談＜上級＞講座Ⅱ
－心と身体のつながりの理解と関わり－【領域②】

北部研修所 実施 定員を７５名に変更

513 博物館講座－京都文化博物館で学ぶ－
京都府京都文化

博物館
中止

306 学校組織マネジメント特別講座シリーズⅢ 総教センター 実施 変更なし

712 最新教育動向講座Ⅱ 北部研修所 実施 定員を７５名に変更

12月

区分 変更内容等

1 火 803 管理職「特別支援教育・メンタルヘルス」講座 総教センター 日程変更 ５月22日から変更

3 木 255 中堅教諭等資質向上研修「共通」講座Ⅳ 総教センター 振替実施 12月25日から変更　受講者番号が奇数の受講者

427 《新指対応！》中高美術講座－指導と評価を考える－ 総教センター 実施 変更なし

701 危機管理講座 総教センター 実施 会場を総教センターに変更して実施

〇 190 新規採用者研修「養護教諭７」講座 総教センター 実施 変更なし

〇 197 新規採用者研修「栄養教諭７」講座 北部研修所 実施 変更なし

303
小学校プログラミング教育指導者養成講座シリーズⅡ－情報活用能力育
成に向けた取組－

総教センター 実施 変更なし

11 金 802 副校長・教頭・事務長講座 総教センター 実施 受講対象を、原則として発令後２年目までの副校長・教頭・事務長に限定して実施

17 木 255 中堅教諭等資質向上研修「共通」講座Ⅳ 総教センター 振替実施 12月25日から変更　受講者番号が偶数の受講者

255 中堅教諭等資質向上研修「共通」講座Ⅳ 総教センター 日程変更 12月３日と12月17日に日程を変更　受講日は指定

〇 226 ２年目教員「ステップアップ３」講座（センター） 総教センター 実施

〇 227 ２年目教員「ステップアップ３」講座（北部） 北部研修所 実施

〇 226 ２年目教員「ステップアップ３」講座（センター） 総教センター 振替実施

〇 227 ２年目教員「ステップアップ３」講座（北部） 北部研修所 振替実施

※各講座の実施要項を、京都府総合教育センターホームページ（ＩＴＥＣ）に順次掲載しますので、御確認ください。

※初任者・新規採用者研修のみの一覧は、京都府総合教育センターホームページ（ＩＴＥＣ）に掲載しています。

小学校・義務教育学校前期課程　12月25日・１月５日の両日実施（受講日と会場は別途通知を
参照）

中学校・義務教育学校後期課程、高等学校　１月５日に日程を変更して実施（会場変更なし）

特別支援学校　12月25日に実施（会場変更なし）1 5 火
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