
１　通常実施

種別 講座番号 研修名 期日 受講者数 会場 対応 備考

1 経年研修（初任研） 1124
授業研修(高等学校の部)(Ａブロック①)
紀北工業高等学校

11月5日 13 紀北工業高等学校 実施 通常実施

2 経年研修（健康研） 1507 新規採用養護教諭研修⑦ 14

3 経年研修（健康研） 1513 中堅養護教諭資質向上研修③ 7

4 経年研修（健康研） 1707 新規採用学校栄養職員研修⑦ 5

5 ミドルリーダー育成研修② 11月10日 32 研修室１ 実施 通常実施

6 経年研修（初任研） 1124
授業研修(高等学校の部)(Ａブロック②)
粉河高等学校

11月12日 13 粉河高等学校 実施 通常実施

7 専門研修（選択） 3106 やさしい理科実験研修講座Ａ 11月12日 27 化学実験室 実施 通常実施

8 専門研修（選択） 3107 やさしい理科実験研修講座Ｂ 11月13日 32 化学実験室 実施 通常実施

9 専門研修（特定） 2105 新任教頭研修③ 11月17日 89 多目的ホール 実施 通常実施

10 専門研修（特定） 2303 特別支援学級担当教員研修②（紀北の部） 12月1日 65 和歌山市南コミュニティセンター 実施 通常実施

11 経年研修（初任研） 1129
授業研修(特別支援学校の部)
(紀南ブロック①)　たちばな支援学校

12月3日 12 たちばな支援学校 実施 通常実施

12 経年研修（初任研） 1121 高等学校学級経営研修 12月3日 51 研修室１ 実施 通常実施

13 経年研修（事務研） 1904 新規採用学校事務職員研修④ 12月8日 24 研修室２ 実施 通常実施

14 経年研修（初任研） 1128
授業研修(特別支援学校の部)
（紀北ブロック②）　きのかわ支援学校

12月10日 13 きのかわ支援学校 実施 通常実施

15 経年研修（幼稚園研） 1008 園外研修⑧ 12月25日 31 研修室１ 実施 通常実施

16 経年研修（初任研） 1301
３年次研修
教育課題研修②（紀南の部）

12月25日 90 多目的ホール 実施 通常実施

17 経年研修（初任研） 1302
３年次研修
教育課題研修②（紀北の部）

12月28日 102 和歌山市北コミュニティセンター 実施 通常実施

新型コロナウイルス感染症対策に係る令和２年度１１月から１２月期における研修の実施形態等について

11月6日 研修室１ 実施 通常実施

◎今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、研修会場の変更や研修の取りやめ等となる場合は別途連絡します。

◎教育センター学びの丘新型コロナウイルス感染症対策に係る特設ページの閲覧を適宜お願いします。

◎標記期間の研修に係る問合せ等は、市町村立学校については当該教育委員会を通じて、県立学校については管理職を通じて、学びの丘研修課まで連絡してください。
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２　実施形態を変更
種別 講座番号 研修名 期日 受講者数 会場 対応 備考

1 経年研修（初任研） 1113 教職基礎研修⑦（紀南の部） 11月5日 103 潮岬青少年の家 実施 密集を回避するため、実施形態を変更

2 専門研修（選択） 3112 道徳教育研修講座 11月9日 69 多目的ホール 実施 研修講師は遠隔により講義・演習を行う

3 経年研修（初任研） 1114 教職基礎研修⑦(紀中の部) 11月12日 72 白崎青少年の家 実施 密集を回避するため、実施形態を変更

4 経年研修（初任研） 1115 教職基礎研修⑦（紀北の部） 11月19日 96 紀北青少年の家 実施 密集を回避するため、実施形態を変更

5 専門研修（選択） 3406 複式教育研修講座 11月19日 20 日高川町立笠松小学校 実施 密集を回避するため、実施形態を変更

6 専門研修（選択） 3111
ＡＬＴとの効果的なＴＴのための
英語科研修講座

11月20日 31 多目的ホール 実施
密集を回避するため、実施形態を変更
＊「令和２年度JETプログラム外国語指導助手の指導力等向上研修」
と合同実施

7 専門研修（特定） 2202 新任主幹教諭研修② 16

8 マネジメント力向上研修② 40

9 専門研修（特定） 2304 特別支援学級担当教員研修②（紀南の部） 11月26日 56 研修室１ 実施 密集を回避するため、受付後、２会場に分散して実施

10 経年研修（中堅研） 1417
中堅教諭等資質向上研修
共通研修６【継続】

12月1日 201 多目的ホール 実施
密集を回避するため、実施形態を変更
＊詳細が決まり次第、受講者へ別途連絡

11 経年研修（幼稚園研） 1007 園外研修⑦ 12月2日 20 多目的ホール 実施 研修会場及び日程について総合的に判断し、実施形態を変更

12 専門研修（特定） 2207 ＩＣＴ活用のための実践研修② 12月2日 51 受講者所属校 実施
オンライン研修
＊詳細が決まり次第、受講者へ別途連絡

３　会場を変更
種別 講座番号 研修名 期日 受講者数 会場 対応 備考

1 専門研修（選択） 3102 中学校・高等学校国語科教育研修講座 12月10日 59 多目的ホール 実施
密集を回避するため、会場を「多目的ホール」に変更
＊6月16日(火)から期日を変更して実施

2 専門研修（選択） 3109 四季の星座研修講座 12月11日 28 研修室４ 実施 密集を回避するため、会場を「研修室４」に変更

※その他の研修講座
種別 講座番号 研修名 期日 受講者数 会場 対応 備考

1 専門研修（特定） 2208 キャリア教育研修 11月11日 153 － 取りやめ 取りやめに伴う対応について別途連絡

2 専門研修（選択） 3108 理科教育研修講座 12月17日 49 多目的ホール 実施
詳細が決まり次第、受講者へ別途連絡
＊6月19日(金)から期日を変更して実施

多目的ホール 実施 研修講師は遠隔により講義・演習を行う11月24日


