【令和元年度のお知らせ】
【3/6 掲載】令和元年度の事業実施予定は、全て終了いたしました。
【2/18 掲載】
・公私幼保合同研修 3 月（事故防止） 参加申込書を公開しました。（締切 2/25 結果送信日 2/27）
【1/31 掲載】
・令和元年度 就学前カリキュラムパイロット園所研究発表会の実施は全て終了しました。
・令和元年度 保幼こ小連携・接続研究発表会の実施は全て終了しました。
【1/14 掲載】
・公私幼保合同研修 2 月（再募集） の受付を終了しました。（結果送信日 1/16）
・就学前児保健研修会 の受付期間を延長しました。（締切 1/31 先着順）
【1/6 掲載】
・公私幼保合同研修 2 月（再募集）参加申込書 を公開しました。（締切 1/13 先着順）
・就学前児保健研修会（再募集）参加申込書 を公開しました。
（締切 1/13

先着順）

【12/21 掲載】
・公私幼保合同研修 1 月（再募集） の受付を終了しました。（結果送信日 12/25）
・公私幼保合同研修 2 月 の受付を終了しました。
（結果送信日 12/26 再募集は 1/6 に公開します。）
・就学前児保健研修会 の受付を終了しました。
（結果送信日 12/26 再募集は 1/6 に公開します。
）
【12/11 掲載】
・公私幼保合同研修 2 月 参加申込書 を公開しました。（締切 12/20 先着順）
・就学前児保健研修会 参加申込書 を公開しました。
（締切 12/20 先着順）
・公私幼保合同研修 1 月（再募集） 参加申込書 を公開しました。
（締切 12/20 先着順）
【12/9 掲載】
・公私幼保合同研修 2 月実施予定一覧 を公開しました。（申込期間 12/11～12/20）
・就学前児保健研修会 について掲載しました。
（申込期間 12/11～12/20）
【12/6 掲載】公私幼保合同研修 1 月 の受付を終了しました。（結果送信日 12/10 再募集は 12/11 に公開しま
す。
）
【11/25 掲載】公私幼保合同研修 1 月参加申込書 を公開しました。（締切 12/5 先着順）
【11/22 掲載】公私幼保合同研修 1 月実施予定一覧 を公開しました。（申込期間 11/25～12/5）
【11/19 掲載】公私幼保合同研修 12 月（再募集） の受付を終了しました。（結果送信日 11/21）
【11/11 掲載】公私幼保合同研修 12 月（再募集）参加申込書 を公開しました。
（締切 11/18 先着順）
【11/6 掲載】
公私幼保合同研修 12 月の受付を終了しました。
（結果送信日 11/8

再募集は 11/11 に公開します。）

【10/25 掲載】公私幼保合同研修 12 月参加申込書 公開しました。
（締切 11/5 先着順）
【10/23 掲載】公私幼保合同研修 12 月実施予定一覧 公開しました。（申込期間 10/25～11/5）
【10/18 掲載】公私幼保合同研修 11 月（再募集） の受付を終了しました。（結果送信日 10/21）
【10/10 掲載】公私幼保合同研修 11 月（再募集）参加申込書 を公開しました。（締切 10/17 先着順）
【10/5 掲載】
・就学前施設教職員研修 の申込期間を延長しました。
（10/4 までの申込に対しては、10/9 までに申込結果を送
信します）
・公私幼保合同研修 11 月の受付を終了しました。
（結果送信日 10/9 再募集は 10/10 に公開します。
）
【9/25 掲載】
・事業実施予定一覧 を更新しました。
・就学前施設教職員研修 参加申込書 を公開しました。（締切 10/4 先着順 ）

・公私幼保合同研修 11 月実施 参加申込書 を公開しました。
（締切 10/4

先着順 ）

【9/20 掲載】
・事業実施予定一覧 を公開しました。
・就学前施設教職員研修について 掲載しました。
（申込期間 9/25～10/4 ）
・公私幼保合同研修 11 月実施一覧 を公開しました。
（申込期間 9/25～10/4 ）
【9/14 掲載】公私幼保合同研修 10 月（再募集）の受付を終了しました。
（結果送信日 9/19）
【9/6 掲載】公私幼保合同研修 10 月（再募集）申込書 を公開しました。
（締切 9/13 先着順）
【9/3 掲載】公私幼保合同研修 10 月の受付を終了しました。
（結果送信日 9/5

再募集は 9/6 に公開します。
）

【8/23 掲載】公私幼保合同研修 10 月 申込書 を公開しました。
（締切 9/2 先着順）
【8/21 掲載】公私幼保合同研修 10 月実施予定一覧 を公開しました。（申込期間 8/23～9/2）
【8/16 掲載】公私幼保合同研修 9 月（再募集）の受付を終了しました。（結果送信日 8/19）
【8/8 掲載】公私幼保合同研修 9 月（再募集）申込書 を公開しました。（締切 8/15 先着順）
【8/3 掲載】公私幼保合同研修 9 月実施の受付を終了しました。
（結果送信日 8/7

再募集がある場合は 8/8 に公

開します。
）
【7/25 掲載】公私幼保合同研修 9 月 申込書 を公開しました。
（締切 8/2 先着順）
【7/23 掲載】
・公私幼保合同研修 9 月実施予定 一覧 を公開しました。（申込期間 7/25～8/2）
・暴風警報や特別警報等の発表時における研修等の取扱いについて を追加しました。
【7/17 掲載】公私幼保合同研修 8 月（再募集）の受付を終了しました。（結果送信日 7/2
【7/10 掲載】公私幼保合同研修 8 月（再募集）申込書 を公開しました。
（締切 7/17 先着順）
【7/6 掲載】公私幼保合同研修 8 月実施の受付を終了しました。（結果送信日 7/9 再募集開始 7/10～）
【6/25 掲載】
・公私幼保合同研修 8 月 申込書 を公開しました。（締切 7/5 先着順）
・就学前教育カリキュラム研修会 申込書 を公開しました。（締切 7/12 先着順）
【6/21 掲載】
・公私幼保合同研修 8 月実施予定 一覧 を公開しました。（申込期間 6/25～7/5）
・就学前教育カリキュラム研修会 一覧 を公開しました。
（申込期間 6/25～7/12）
【6/18 掲載】公私幼保合同研修 7 月（再募集）の受付を終了しました。（結果送信日 6/20）
【6/10 掲載】公私幼保合同研修 7 月（再募集）申込書 を公開しました。
（締切 6/17 先着順）
【6/4 掲載】公私幼保合同研修 7 月実施の受付を終了しました。（結果送信日 6/7）
【5/24 掲載】公私幼保合同研修 7 月実施予定 申込書 を公開しました。
（締切 6/4 先着順）
【5/23 掲載】公私幼保合同研修 7 月実施予定 一覧 を公開しました。
（申込期間 5/24～6/4）
【5/16 掲載】公私幼保合同研修 6 月（再募集）申込書 を公開しました。
（締切 5/23 先着順）
【5/11 掲載】公私幼保合同研修 5 月（再募集） 受付を終了しました。
（結果送信日 5/14）
【5/8 掲載】公私幼保合同研修 5 月（再募集）申込書 を公開しました。
（締切 5/10 先着順）
【5/8 掲載】連続講座（わらべうた・コミュニケーション）の申込結果については 4 月 26 日に送信させていただ
きました。
【4/24 掲載】5 月・6 月実施分、連続講座（わらべうた・コミュニケーション）の申込期間は終了いたしました。
【4/17 掲載】5 月・6 月実施分、連続講座（わらべうた・コミュニケーション）の申込受付を開始しました。
（締
切 4/24）

