
初任者・新規採用者研修一覧（12月～4月）　　（９月１日版）

12月

区分 変更内容等

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

11月

区分 変更内容等

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（府立洛西高校）

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）

17 火 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

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、福祉科は11月26日から日程を変更をして実施

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）

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
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19 木

26 木

月日
初任期
育成
研修

講座
番号

研修・講座名 会場
対　　応

月日
初任期
育成
研修

講座
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研修・講座名 会場
対　　応

12 8 火



10月

区分 変更内容等

〇 160 初任者研修「高等学校教科教育４」講座（センター） 総教センター 実施
一部教科は、府立高校を会場にする場合があります。別途通知します。
農業科・工業科・商業科・水産科・情報科は10月８日に変更して実施

〇 161 初任者研修「高等学校教科教育４」講座（北部） 北部研修所 実施
保健体育科は京都トレーニングセンターで実施
家庭科・福祉科は10月８日に変更して実施

〇 113 初任者・新規採用者研修共通「コミュニケーション」講座ｃ 総教センター 実施 変更なし

〇 160 初任者研修「高等学校教科教育４」講座（センター）
京都府立

工業高等学校
振替実施 10月１日から変更　（農業科・工業科・商業科・水産科のみ） ※１

〇 160 初任者研修「高等学校教科教育４」講座（センター）
京都府立

城南菱創高等学
校

振替実施 10月１日から変更　（情報科のみ） ※１

〇 161 初任者研修「高等学校教科教育４」講座（北部）
京都府立

城南菱創高等学
校

振替実施 10月１日から変更　（家庭科・福祉科のみ） ※１

〇 152 初任者研修「中学校授業参観」講座（技術）
京都府立

工業高等学校
振替実施 10月22日から変更　高校工業科と合同で実施 ※１

〇 136 初任者研修「小学校授業参観」講座Ａ
総教センター
北部研修所

実施 会場を総合教育センターと北部研修所に変更 ※２

〇 176 初任者研修「特別支援学校総合的な学習の時間・総合的な探究
の時間、外国語教育、情報教育」講座

総教センター 代替 6月にWebで実施済

〇 173 初任者研修「特別支援学校５」講座 総教センター 振替実施 11月19日から変更

〇 189 新規採用者研修「養護教諭６」講座 北部研修所 実施 変更なし

20 火 〇 195 新規採用者研修「栄養教諭５」講座
京丹波町立
瑞穂小学校

振替実施 ９月15日から変更　会場を京丹波町立瑞穂小学校に変更

22 木 〇 152 初任者研修「中学校授業参観」講座
総教センター
北部研修所

実施 会場を総合教育センターと北部研修所に変更（技術のみ10/８に実施済） ※３

〇 114 初任者・新規採用者研修共通「コミュニケーション」講座ｄ 総教センター 実施 変更なし

〇 143 初任者研修「中学校教科教育２」講座（保健体育科）（北部） 城陽市民体育館 振替実施 保健体育科のみ、６月４日から変更　会場を城陽市民体育館に変更 ※４

９月

区分 変更内容等

3 木 〇 111 初任者・新規採用者研修共通「コミュニケーション」講座ａ 総教センター 実施 変更なし

8 火 〇 188 新規採用者研修「養護教諭５」講座 総教センター 実施 変更なし

〇 153 初任者研修「中学校総合的な学習の時間、キャリア教育」講座 総教センター 実施

〇 153 初任者研修「中学校総合的な学習の時間、キャリア教育」講座 北部研修所 実施

〇 168 初任者研修「高等学校総合的な探究の時間、キャリア教育」講座 総教センター 実施

〇 168 初任者研修「高等学校総合的な探究の時間、キャリア教育」講座 北部研修所 実施

〇 172 初任者研修「特別支援学校４」講座 北部研修所 実施 変更なし

15 火 〇 195 新規採用者研修「栄養教諭５」講座
京都府公立学校
又は学校給食セ

ンター
延期 10月20日に延期

15 火 〇 192 新規採用者研修「栄養教諭２」講座 北部研修所 振替実施 ６月９日から変更

17 木 〇 112 初任者・新規採用者研修共通「コミュニケーション」講座ｂ 総教センター 実施 変更なし

〇 146 初任者研修「中学校教科教育４」講座（センター） 総教センター 実施 変更なし

〇 147 初任者研修「中学校教科教育４」講座（北部） 北部研修所 実施 変更なし

〇 160 初任者研修「高等学校教科教育４」講座（センター） 総教センター 実施 変更なし（地歴科・公民科）

〇 204 新規採用者研修「学校事務職員１」講座 総教センター 振替実施 ４月21日から変更

〇 209 新規採用者研修「学校施設管理職員１」講座 総教センター 振替実施 ４月21日から変更

9

10 木

24 木

29 火

10

1 木

15 木

29 木

8 木

月日

会場を総教センターと北部研修所の２会場で実施
北部研修所での受講対象者の勤務校へは別途通知済み
詳細はＩＴＥＣ掲載の実施要項を参照

会場を総教センターと北部研修所の２会場で実施
北部研修所での受講対象者の勤務校へは別途通知済み
詳細はＩＴＥＣ掲載の実施要項を参照

※３
　総合教育センター
　国語科、社会科、数学科、外国語科担当教諭(中・義）
　北部研修所
　理科、音楽科、美術科、保健体育科、技術・家庭科（家庭分野）
　担当教諭(中・義）

初任期
育成
研修

講座
番号

研修・講座名 会場

※２

　総合教育センター
　乙訓・山城・南丹教育局管内の小・義務教育学校教諭

　北部研修所
　中丹・丹後教育局管内の小学校教諭

※１
　113講座　初任者・新規採用者研修共通「コミュニケーション」
　講座cを受講予定であった者は、同講座ａ、ｂ、dのいずれかを
　受講すること。
　所属校の管理職からセンター研修・支援部へ電話で変更連絡
　をしてください。

月日
初任期
育成
研修

講座
番号

研修・講座名 会場

※４
　114講座　初任者・新規採用者研修共通「コミュニケーション」
　講座ｄを受講予定であった者は、同講座ａ、ｂ、ｃのいずれかを
　受講すること。
　所属校の管理職からセンター研修・支援部へ電話で変更連絡
　をしてください。

対　　　応

対　　　応



８月

区分 変更内容等

〇 115 初任者・新規採用者研修共通「人権教育」講座（センター） 総教センター 代替 Web実施 ※１

〇 117 初任者研修「生徒指導」講座（センター） 総教センター 代替 Web実施 ※１

〇 132 初任者研修「小学校教科教育４」講座 北部研修所 振替代替 Web実施　（7月3１日から変更）

〇 131 初任者研修「小学校教科教育３」講座Ａ 北部研修所 振替実施 7月30日から変更 ※２

〇 116 初任者・新規採用者研修共通「人権教育」講座（北部） 北部研修所 代替 Web実施 ※１

〇 118 初任者研修「生徒指導」講座（北部） 北部研修所 代替 Web実施 ※１

〇 131 初任者研修「小学校教科教育３」講座Ｂ 北部研修所 振替実施 7月30日から変更 ※２

〇 187 新規採用者研修「養護教諭４」講座 総教センター 実施 一部内容を変更して実施

〇 194 新規採用者研修「栄養教諭４」講座 総教センター 実施 変更なし

〇 145
初任者研修「中学校教科教育３」講座（北部）【技術・家庭科（技
術分野）】

総教センター 実施 変更なし

〇 223 ２年目教員「ステップアップ２」講座ａ（センター） 総教センター 実施 変更なし

〇 224 ２年目教員「ステップアップ２」講座ａ（北部） 北部研修所 実施 変更なし

〇 144 初任者研修「中学校教科教育３」講座（センター） 総教センター 実施 変更なし

〇 145 初任者研修「中学校教科教育３」講座（北部） 北部研修所 実施 変更なし

〇 159
初任者研修「高等学校教科教育３」講座（北部）【音楽・美術・家
庭・福祉】

北部研修所 実施 変更なし

〇 225 ２年目教員「ステップアップ２」講座ｂ（センター） 総教センター 実施 変更なし

18 火 〇 121 初任者研修「道徳教育・特別支援教育」講座（センター） 総教センター 実施 変更なし

19 水 〇 122 初任者研修「道徳教育・特別支援教育」講座（北部） 北部研修所 実施 変更なし

20 木 〇 133 初任者研修「小学校教科教育５」講座 総教センター 実施 変更なし

21 金 〇 208 新規採用者研修「学校図書館司書２」講座 府立図書館 実施 変更なし

７月

区分 変更内容等

〇 129 初任者研修「小学校教科教育２」講座Ｂ（センター） 総教センター 延期 ７月22日に延期

〇 130 初任者研修「小学校教科教育２」講座Ｂ（北部） 総教センター 延期 ７月22日に延期　会場を総教センターに変更

〇 170 初任者研修「特別支援学校２」講座 総教センター 実施 変更なし

〇 144 初任者研修「中学校教科教育３」講座（センター）【外国語】 総教センター 実施 変更なし

〇 158 初任者研修「高等学校教科教育３」講座（センター） 総教センター 実施 変更なし

〇 159 初任者研修「高等学校教科教育３」講座（北部） 北部研修所 実施 変更なし

〇 206 新規採用者研修「学校事務職員３」講座 総教センター 実施 変更なし

〇 211 新規採用者研修「学校施設管理職員３」講座 総教センター 実施 変更なし

13 月 〇 212 新規採用者研修「学校施設管理職員４」講座 北部研修所 実施 会場を北部研修所に変更

〇 138 初任者研修「小学校総合的な学習の時間、外国語教育、情報教
育」講座Ａ

総教センター 代替 Web実施 ※１

〇 127 初任者研修「小学校教科教育２」講座Ａ（センター） 総教センター 振替実施 ６月25日から変更 ※２

〇 128 初任者研修「小学校教科教育２」講座Ａ（北部） 総教センター 振替実施 ６月25日から変更　会場を総教センターに変更 ※２

〇 139
初任者研修「小学校総合的な学習の時間、外国語教育、情報教
育」講座Ｂ

総教センター 代替 Web実施 ※１

〇 129 初任者研修「小学校教科教育２」講座Ｂ（センター） 総教センター 振替実施 ７月２日から変更 ※３

〇 130 初任者研修「小学校教科教育２」講座Ｂ（北部） 総教センター 振替実施 ７月２日から変更　会場を総教センターに変更 ※３

〇 104 初任者・新規採用者研修共通「京の伝統文化体験」講座ａ 伝統工芸大学校 代替 Web実施

〇 182 新規採用者研修「幼稚園教諭２」講座 北部研修所 実施 変更なし

〇 186 新規採用者研修「養護教諭３」講座 総教センター 実施 変更なし

〇 193 新規採用者研修「栄養教諭３」講座 総教センター 実施 変更なし

〇 105 初任者・新規採用者研修共通「京の伝統文化体験」講座ｂ 伝統工芸大学校 代替 Web実施

〇 222 ２年目教員「ステップアップ１」講座（北部） 北部研修所 代替 Web実施

〇 106 初任者・新規採用者研修共通「京の伝統文化体験」講座ｃ 伝統工芸大学校 代替 Web実施

〇 221 ２年目教員「ステップアップ１」講座（センター） 総教センター 代替 Web実施

〇 107 初任者・新規採用者研修共通「京の伝統文化体験」講座ｄ 伝統工芸大学校 代替 Web実施

〇 131 初任者研修「小学校教科教育３」講座 北部研修所 延期 小A：８月３日　小B：８月４日　にそれぞれ日程を変更して実施 ※４

〇 171 初任者研修「特別支援学校３」講座 北部研修所 実施 変更なし

〇 183 新規採用者研修「幼稚園教諭３」講座 総教センター 実施 変更なし

31 金 〇 132 初任者研修「小学校教科教育４」講座 北部研修所 延期 Web実施 ※４

※１

  ８月３日・４日実施予定の講座番号　115・116・117・118 の
　初任者・新規採用者研修はすべてWeb実施に変更します。

※４

　講座番号 131・132 は、延期して実施します。

　教諭（小A）　８月３日（月）　会場：北部研修所

　教諭（小B）　８月４日（火）　会場：北部研修所

　８月３日・４日実施予定の講座番号　115・116・117・118 の

　初任者・新規採用者研修はすべてWeb実施に変更します。

30 木

7

28

※１

　講座番号 138・139 については以下のことに注意してください。

　動画視聴期間：令和２年６月18日（木）～令和２年７月２日（木）

　受講報告提出期限：令和２年７月10日（金）

21 火 ※２

　講座番号 127・128 は、６月25日から日程を変更して実施
　します。

　128講座は、会場を総教センターに変更しています。

22 水

※３

　講座番号 129・130 は、７月２日から日程を変更して実施
　します。

　130講座は、会場を総教センターに変更しています。

27 月

9 木

木

対　　　応

火

29 水

7 金

月日
初任期
育成
研修

講座
番号

8

3 月

4 火

6

対　　　応
研修・講座名 会場

2 木

※２

　講座番号 131

　教諭（小A）　８月３日（月）　会場：北部研修所

　教諭（小B）　８月４日（火）　会場：北部研修所5 水

月日 初任者
研修

講座
番号

研修・講座名 会場



６月

区分 変更内容等

〇 125 初任者研修「小学校教科教育１」講座Ｂ（センター） 総教センター 代替 Web実施

〇 126 初任者研修「小学校教科教育１」講座Ｂ（北部） 北部研修所 代替 Web実施

〇 142 初任者研修「中学校教科教育２」講座（センター） 総教センター 代替 Web実施

〇 143 初任者研修「中学校教科教育２」講座（北部） 北部研修所 代替 Web実施　※保健体育科は10月29日に延期して実施

〇 169 初任者研修「特別支援学校１」講座 総教センター 代替 Web実施

〇 202 新規採用者研修「寄宿舎指導員２」講座 総教センター 代替 Web実施

9 火 〇 192 新規採用者研修「栄養教諭２」講座 北部研修所 延期 9月15日に延期

〇 156 初任者研修「高等学校教科教育２」講座（センター） 総教センター 代替 Web実施

〇 157 初任者研修「高等学校教科教育２」講座（北部） 北部研修所 代替 Web実施

〇 109 初任者・新規採用者研修共通「健康安全教育・地域連携」講座ｂ 総教センター 代替 Web実施

〇 175 初任者研修「特別支援学校授業参観」講座
京都府立

南山城支援学校
延期 11月19日(木)に延期

〇 176 初任者研修「特別支援学校総合的な学習の時間・総合的な探究
の時間、外国語教育、情報教育」講座

総教センター 振替代替 10月15日から変更　Webで実施

〇 127 初任者研修「小学校教科教育２」講座Ａ（センター） 総教センター 延期 ７月21日に延期

〇 128 初任者研修「小学校教科教育２」講座Ａ（北部） 総教センター 延期 ７月21日に延期　会場を総教センターに変更

〇 205 新規採用者研修「学校事務職員２」講座 北部研修所 代替 Web実施

〇 207 新規採用者研修「学校図書館司書１」講座 北部研修所 代替 Web実施

〇 210 新規採用者研修「学校施設管理職員２」講座 北部研修所 代替 Web実施

30 火 〇 185 新規採用者研修「養護教諭２」講座 北部研修所 実施 変更なし

５月

区分 変更内容等

〇 120
初任者研修
　「生徒指導・教育相談」講座B

総教センター 代替 Web実施

〇 184 新規採用者研修
　「養護教諭１」講座

総教センター 代替 Web実施

〇 191 新規採用者研修
　「栄養教諭１」講座

総教センター 代替 Web実施

〇 198 新規採用者研修
　「実習助手１」講座

総教センター 代替 Web実施

〇 201 新規採用者研修
　「寄宿舎指導員１」講座

総教センター 代替 Web実施

〇 123 初任者研修　「小学校教科教育１」講座A（センター） 総教センター 代替 Web実施

〇 124 初任者研修　「小学校教科教育１」講座A（北部） 北部研修所 代替 Web実施

〇 140 初任者研修　「中学校教科教育１」講座（センター） 総教センター 代替 Web実施

〇 141 初任者研修　「中学校教科教育１」講座（北部） 北部研修所 代替 Web実施

〇 108 初任者・新規採用者研修共通「健康安全教育・地域連携」講座a 総教センター 代替 Web実施

〇 154 初任者研修「高等学校教科教育１」講座（センター） 総教センター 代替 Web実施

〇 155 初任者研修「高等学校教科教育１」講座（北部） 北部研修所 代替 Web実施

〇 181 新規採用者研修「幼稚園教諭１」講座 北部研修所 代替 Web実施

〇 199 新規採用者研修「実習助手２」講座
総教センター
北部研修所

代替 Web実施

４月

区分 変更内容等

1 水 〇 101 初任者・新規採用者研修共通
　「開講式等」講座

総教センター 代替 Web実施

16 木 〇 102
初任者・新規採用者研修共通
　「初任期スタート」講座ａ

総教センター 代替 Web実施

〇 204
新規採用者研修
　「学校事務職員１」講座

総教センター 延期 ９月29日に延期

〇 209 新規採用者研修
　「学校施設管理職員１」講座

総教センター 延期 ９月29日に延期

23 木 〇 103 初任者・新規採用者研修共通
　「初任期スタート」講座ｂ

総教センター 代替 Web実施

30 木 〇 119
初任者研修
　「生徒指導・教育相談」講座Ａ

総教センター 代替 Web実施
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育成
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