
＊令和３年４月１日現在の予定です。（数字は回数を示します。）

＊幼：幼稚園 ・ こ：認定こども園 ・ 保：保育園

研修講座名 期日 曜日 対象

認定こども園新規採用教員研修実施園　園長・研修指導員連絡協議会　※新卒用 4月2日 金曜日 こ

就学前中堅教諭等研修（保育士としての経験有）実施説明会 4月5日 月曜日 こ

新任保育園長説明会 4月6日 火曜日 保

就学前中堅教諭等研修実施説明会 4月6日 火曜日 こ幼

幼稚園新規採用教員研修実施園　園長・研修指導員連絡協議会 4月6日 火曜日 幼

認定こども園新規採用教員研修実施園　園長連絡協議会　※経験有り用 4月9日 金曜日 こ

幼稚園新規採用教員研修講座① （新任教員への期待，服務，情報セキュリティ，家庭との連携） 幼

認定こども園新規採用教員研修講座①（新任教員への期待，服務，情報セキュリティ，家庭との連携） こ

副園長・支援相談担当者研修講座 4月20日 火曜日 こ保

新規採用保育士研修講座① 4月22日 木曜日 保

会計年度任用職員研修講座（新規） 4月28日 水曜日 こ保幼

就学前２年目研修講座① 4月30日 金曜日 こ幼

障害児保育拠点園関係者会 5月6日 木曜日 こ保

特別支援教育コーディネーター研修講座(就学前）① 5月11日 火曜日 こ保幼

幼稚園新規採用教員研修講座②（接遇・保育に関する協議） 幼

認定こども園新規採用教員研修講座②（接遇，保育に関する協議） こ

人権教育担当者研修講座① 5月14日 金曜日 こ幼小中

園内研究担当者研修講座①（保育園） 5月17日 月曜日 保

幼稚園新任主任研修講座 5月18日 火曜日 幼

普通救命講習 5月18日 火曜日 こ保幼

就学前中堅教諭等研修講座① 5月19日 水曜日 こ幼

普通救命講習 5月21日 金曜日 こ保幼

調理員新規採用者研修講座 5月21日 金曜日 こ保

就学前中堅教諭等研修講座（保育士としての勤務経験有り）A 5月25日 火曜日 こ

幼稚園教育の情報化推進研修講座 5月26日 水曜日 幼（こ）

一次救命処置研修会 5月26日 水曜日 こ保幼

普通救命講習 6月2日 水曜日 こ保幼

就学前・小学校連携研修講座① 6月4日 金曜日 こ保幼小

会計年度任用職員研修講座（看護師）① 6月4日 金曜日 こ保

統括主任研修講座Ａ 6月8日 火曜日 こ保

園務員研修講座 6月9日 水曜日 こ保幼

5月12日 水曜日

【令和３年度　岡山市立幼稚園・認定こども園・保育園研修計画】

4月15日 木曜日



研修講座名 期日 曜日 対象

障害児保育拠点園関係者会 6月11日 金曜日 こ保

会計年度任用職員研修講座（障害児担当）Ａ 6月15日 火曜日 こ保

普通救命講習 6月16日 水曜日 こ保幼

公務災害防止研修講座 6月17日 木曜日 こ保

統括主任研修講座Ｂ 6月22日 火曜日 こ保

会計年度任用職員研修講座（３歳以上児担当） 6月23日 水曜日 こ保幼

幼稚園新規採用教員研修講座③（健康と安全，絵本） 幼

認定こども園新規採用教員研修講座③（健康と安全，絵本） こ

研究主任研修講座（就学前）① 6月28日 月曜日 こ幼

会計年度任用職員研修講座（障害児担当）Ｂ 6月28日 月曜日 こ保

幼稚園新規採用教員研修講座④（保育参観） 幼

認定こども園新規採用教員研修講座④（保育参観） こ

調理員研修講座 7月2日 金曜日 こ保幼

障害児保育拠点園関係者会 7月14日 水曜日 こ保

自然体験研修講座　　 7月20日 火曜日 こ幼小中高

就学前中堅教諭等研修講座② 7月20日 火曜日 こ幼

保育力アップ研修講座【主体的・対話的で深い学び】 7月20日 火曜日 こ保幼

教育相談研修講座【学校教育相談】 7月26日 月曜日 こ幼小中高

防災教育研修講座 7月27日 火曜日 こ幼小中高

歴史上の人権問題研修講座（人権問題研修講座４） 7月28日 水曜日 こ幼小中高

保育力アップ研修講座【乳幼児期の発達】 7月28日 水曜日 こ保幼

男女共同参画社会研修講座 7月28日 水曜日 こ幼小中高

人権問題研修講座２ 7月29日 木曜日 こ幼小中高

不登校児童生徒への支援に関する研修講座 8月4日 水曜日 こ幼小中高

性の多様性研修講座（人権問題研修講座５） 8月4日 水曜日 こ幼小中高

保育力アップ研修講座【指導計画の作成】 8月4日 水曜日 こ保幼

保育実技研修講座【絵画・造形遊び】 8月6日 金曜日 こ保幼

幼稚園新規採用教員研修講座⑤（環境教育，乳児保育の基本，子ども理解と援助） 幼

認定こども園新規採用教員研修講座⑤（環境教育，乳児保育の基本，子ども理解と援助） こ

人権問題研修講座１ 8月10日 火曜日 こ幼小中高

就学前中堅教諭等研修講座③ 8月11日 水曜日 こ幼

食育研修講座 8月18日 水曜日 こ幼小中高

人権教育実践研修講座 8月18日 水曜日 こ幼小中高

人権問題研修講座３ 8月19日 木曜日 こ幼小中高

6月24日 木曜日

8月6日 金曜日

6月30日 水曜日



研修講座名 期日 曜日 対象

幼稚園新規採用教員研修講座⑥（校外学習の実際に向けて） 幼

認定こども園新規採用教員研修講座⑥（校外学習の実際に向けて） こ

いじめ問題研修講座 8月23日 月曜日 こ幼小中高

幼稚園新規採用教員研修講座⑦（学級経営の基本と工夫，特別支援教育） 幼

認定こども園新規採用教員研修講座⑦（学級経営の基本と工夫，特別支援教育） こ

就学前学級経営研修講座 8月23日 月曜日 こ保幼

就学前特別支援教育研修講座 8月23日 月曜日 こ保幼

幼稚園新規採用教員研修実施園　園長連絡協議会 幼

認定こども園新規採用教員研修実施園　園長連絡協議会 こ

専任幼稚園長研修講座 8月24日 火曜日 幼（こ）

幼稚園新規採用教員研修講座⑧（保育に関する環境の構成，造形遊びの指導） 幼

認定こども園新規採用教員研修講座⑧（保育に関する環境の構成，造形遊びの指導） こ

幼稚園新規採用教員研修　研修指導員連絡協議会 幼

認定こども園新規採用教員研修　研修指導員連絡協議会・研修会 こ

令和４年度就学前中堅教諭等研修事前説明会 9月3日 金曜日 こ幼

７年目研修講座 9月3日 金曜日 保

普通救命講習 9月6日 月曜日 こ保幼

普通救命講習 9月7日 火曜日 こ保幼

保育実技研修講座【歌・楽器遊び】 9月8日 水曜日 こ保幼

園長人権教育研修講座 9月9日 木曜日 こ幼（小中高）

幼稚園新規採用教員研修講座⑨（校外学習の実際） 幼

認定こども園新規採用教員研修講座⑨（校外学習の実際） こ

１５年目研修講座 9月10日 金曜日 保

普通救命講習 9月15日 水曜日 こ保幼

普通救命講習 9月22日 水曜日 こ保幼

就学前・小学校連携研修講座② 10月5日 火曜日 こ保幼小

会計年度任用職員研修講座（３歳未満児担当） 10月13日 水曜日 こ保

特別支援教育・障害児保育研修講座①　 10月18日 月曜日 こ保幼

研究主任研修講座（就学前）② 10月20日 水曜日 こ幼

特別支援教育・障害児保育研修講座②　 10月25日 月曜日 こ保幼

保育実技研修講座【自然】 10月27日 水曜日 こ保幼

特別支援教育・障害児保育研修講座③　 10月28日 木曜日 こ保幼

調理員研修講座 11月2日 火曜日 こ保

障害児保育拠点園関係者会 11月4日 木曜日 こ保

8月26日 木曜日

8月30日 月曜日

9月9日 木曜日

8月20日 金曜日

8月23日 月曜日

8月24日 火曜日



研修講座名 期日 曜日 対象

就学前２年目研修講座②（保育参観） 11月9日 火曜日 こ幼

幼稚園新規採用教員研修講座⑩（福祉教育） 幼

認定こども園新規採用教員研修講座⑩（福祉教育） こ

合同職員研修講座 11月11日 木曜日 こ保幼

メンタルヘルス研修講座 12月13日 月曜日 こ保幼

障害児保育拠点園関係者会 1月14日 金曜日 こ保

人権教育担当者研修講座② 1月14日 金曜日 こ幼小中

特別支援教育コーディネーター研修講座(就学前）② 1月19日 水曜日 こ保幼

会計年度任用職員研修講座（看護師）② 1月20日 木曜日 こ保

就学前３年目研修講座 1月26日 水曜日 幼

新規採用保育士研修講座③ 1月27日 木曜日 保

幼稚園新規採用教員研修講座⑪（就学前教育における評価，２年目以降に向けて） 幼

認定こども園新規採用教員研修講座⑪（就学前教育における評価，２年目以降に向けて） こ

園内研究担当者研修講座②（保育園） 2月10日 木曜日 保

11月11日 木曜日

2月9日 水曜日


