
2020年度下半期の研修一覧   12月 9日現在 
 研 修 名 方法と期日 募集期間等 備考 定員 

9
月 下半期のオンライン研修準備のため、児童心理治療施設職員指導者研修と児童養護施設職員指導者研修を1月に変更 

10 
月 

児童相談所長研修＜後期＞ ○法 
参集 
10月6日（火）

～8日（木） 
募集終了 当初計画から変更なし 受付終了 

児童相談所児童福祉司   ○法 
スーパーバイザー義務研修A＜後期＞ 

参集 
10月20日（火） 
～22日（木） 

募集終了 当初計画から変更なし 受付終了 

11 
月 

児童相談所児童福祉司   ○法 
スーパーバイザー義務研修B＜後期＞ 

参集 
11月4日（水） 

～6日（金） 
募集終了 当初計画から変更なし 受付終了 

児童相談所職員合同研修 ライブ配信 
11月19日（木） 

要項発送：8/28(金) 

募集期間：9/28(月)～10/12(月) 
ライブ配信の1日のみ 50名程度 

12 
月 

児童相談所弁護士専門研修  ライブ配信 
12月11日（金） 

要項発送：9/4(金) 

募集期間：10/15（木）～10/29（木） 
ライブ配信の1日のみ 30名程度 

市区町村虐待対応指導者研修 ライブ配信 
12月24日（木） 

要項発送：9/18(金) 

募集期間：10/29(木)～11/12(木) 
ライブ配信の1日のみ 80名程度 

‘21
年 
1 
月 

児童心理治療施設職員指導者研修 ライブ配信日 
1月15日（金） 

要項発送：8/28(金) 

募集期間：9/25(金)～10/9(金) 

①動画を視聴しレポート提出 

②事例のまとめを提出 

③ライブ配信を1日受講 

50名程度 

児童養護施設職員指導者研修 ライブ配信日 
1月29日（金） 

要項発送：9/9(水) 

募集期間：10/16(金)～10/30(金) 

①動画を視聴しレポート提出 

②事例のまとめを提出 

③ライブ配信を1日受講 

50名程度 

2 
月 

乳児院職員指導者研修 ライブ配信日 
2月5日（金） 

要項発送：9/23(水) 

募集期間：10/23(金)～11/6(金) 

①動画を視聴しレポート提出 

②事例のまとめを提出 

③ライブ配信を1日受講 

50名程度 

母子生活支援施設職員指導者研修 ライブ配信日 
2月19日（金） 

要項発送：10/5(月) 

募集期間：11/5(木)～11/19(木) 

①動画を視聴しレポート提出 

②事例のまとめを提出 

③ライブ配信を1日受講 

50名程度 

3 
月 

児童相談所医師研修 
医師専門研修（午後の部のみ） 

ライブ配信 
3月3日（水） 

要項発送：10/16(金) 

募集期間：11/16(月)～12/14(月) 

ライブ配信の1日のみ 

午後の部は医師専門研修と併催 
80名程度 

テーマ別研修 
「親の精神疾患と子どもの育ち」 

ライブ配信日 
3月17日（水） 

要項発送：12/18(金) 

募集期間：1/25(月)～2/5(金) 

①動画視聴 

②ライブ配信を1日受講 
200名程度 

 ＊○法：法定研修。都道府県市との委託契約による研修 
 
※感染拡大防止のため、下半期はオンライン研修を基本とします。ただし、法定研修は参集して実施します。直前に中止になるこ

とがありますので、ご承知置きください。なお、参集時の3密の回避やオンライン研修におけるグループ編成のために、当初計

画から募集定員を減らしています。 
 
※「公開講座～英国の児童保護改革から学ぶ」、「児童福祉施設指導者合同研修」、「児童福祉施設心理担当職員合同研修」は開催を

取りやめました。 
 
※感染症の状況によって、急遽予定を変更する可能性があります。最新の情報は当センターホームページでご確認ください。 

  

子どもの虹情報研修センター  



 

2020 年度 研修計画変更状況   12 月 9 日現在  急遽変更する可能性があります。 
 研 修 名 当初計画 変更後の募集時期 変更後 定員 

4 
月 児童相談所長研修＜前期＞ ○法 4月21日（火）

～23日（木） 終了 8月25日（火）～27日（木） 80名程度 

5 
月 

講師等養成研修        5月13日（水）

～15日（金） － 中 止 － 

児童相談所児童福祉司   ○法 
スーパーバイザー義務研修A＜前期＞ 

5月26日（火）

～28日（木） 終了 7月28日(火)～30日(木) 60名程度 

6 
月 

児童相談所児童福祉司   ○法 
スーパーバイザー義務研修B＜前期＞ 

6月9日（火）～

11日（木） 終了 8月18日(火)～20日(木) 60名程度 

プレ･オンラインセミナー 
「しつけと体罰」     ○新 － 終了 【オンライン】 6月18日（木） 80名 

児童相談所医師研修 
＊ 医師専門研修と合同 6月24日（水） 要項発送︓10/16(金) 

募集期間︓11/16(月)～12/14(月) 【オンライン】 2021年3月3日(水) 80名程度 

7 
月 

児童虐待対応母子保健関係職員指導者研

修  
7月1日（水）～

3日（金） － 中 止 － 

オンラインセミナー    ○新 
「虐待対応における母子保健の役割」 － 終了 【オンライン】 7月3日（金） 80名 

児童相談所児童心理司指導者研修 7月15日（水）

～17日（金） － 中 止 － 

オンラインセミナー ［共催］ ○新 
「児童相談所における心理司の役割」 － 終了 【オンライン】 7月16日（木） 80名 

8 
月 

医師専門研修 
 ＊ 児相医師研修と合同 

8月6日（木）～

7日（金） 
要項発送︓10/16(金) 
募集期間︓11/16(月)～12/14(月) 【オンライン】 2021年3月3日(水) 80名程度 

教育機関・児童福祉関係職員合同研修 8月18日（火）

～19日（水） 終了 8月6日（木）～7日（金） 50名程度 

9 
月 

児童心理治療施設職員指導者研修 9月9日（水）～

11日（金） 
要項発送︓8/28(金) 
募集期間︓9/25(金)～10/9(金) 

【オンライン】 動画の事前視聴と 
ライブ配信2021年1月15日（金） 50名程度 

児童養護施設職員指導者研修 9月Ｂ23日（水）

～25日（金） 
要項発送︓9/9(水) 
募集期間︓10/16(金)～10/30(金) 

【オンライン】 動画の事前視聴と 
ライブ配信2021年1月29日（金） 50名程度 

10 
月 

児童相談所長研修＜後期＞ ○法 10月6日（火）

～8日（木） 募集終了 計画通り 80名程度 

児童相談所児童福祉司   ○法 
スーパーバイザー義務研修A＜後期＞   

10月20日（火）

～22日（木） 募集終了 計画通り 60名程度 

11 
月 

児童相談所児童福祉司   ○法 
スーパーバイザー義務研修B＜後期＞ 

11月4日（水）

～6日（金） 募集終了 計画通り 60名程度 

児童相談所職員合同研修 11月17日（火）

～19日（木） 
要項発送︓8/28(金) 
募集期間︓9/28(月)～10/12(月) 【オンライン】 11月19日（木） 50名程度 

公開講座「英国の児童保護改革から学ぶ」○新  11月24日（火） － 中 止 － 

12 
月 

母子生活支援施設職員指導者研修 12月9日（水）

～11日（金） 
要項発送︓10/5(月) 
募集期間︓11/5(木)～11/19(木) 

【オンライン】 動画の事前視聴と 
ライブ配信2021年2月19日（金） 50名程度 

市区町村虐待対応指導者研修 12月22日（火）

～24日（木） 
要項発送︓9/18(金) 
募集期間︓10/29(木)～11/12(木) 【オンライン】 12月24日（木） 80名程度 

‘21
年 
1 
月 

児童福祉施設指導者合同研修 1月13日（水）

～15日（金） － 中 止 50名程度 

児童相談所弁護士専門研修  1月26日（火）

～27日（水） 
要項発送︓9/4(金) 
募集期間︓10/15(木)～10/29(木) 【オンライン】 12月11日（金） 30名程度 

2 
月 

乳児院職員指導者研修 2月2日（火）～

5日（金） 
要項発送︓9/23(水) 
募集期間︓10/23(金)～11/6(金) 

【オンライン】 動画の事前視聴と 
ライブ配信2021年2月5日（金） 50名程度 

児童福祉施設心理担当職員合同研修 2月17日（水）

～19日（金） － 中 止 50名程度 

3 
月 

テーマ別研修 
「親の精神疾患と子どもの育ち」 

3月2日（火）～

3日（水） 
要項発送︓12/18(金) 
募集期間︓1/25(月)～2/5(金) 

【オンライン】動画の事前視聴と 
ライブ配信2021年3月17日(水) 200名程度 

年

間 児童福祉関係職員通年研修（Web研修）             6月4~5日，月1
回,3月11~12日 募集終了 【オンライン】  

6月4日(木)，月1回，3月12日(金) 
8名 

 ＊○法：法定研修。都道府県市との委託契約による研修   ○新：新規実施  ［共催］：西日本こども研修センターあかしとの共催 
 
※ 感染拡大防止のため、下半期はオンライン研修を基本とします。ただし、法定研修は参集により実施します。直前に中止になることがありますの

で、ご承知置きください。なお、参集時の3密の回避やオンライン研修におけるグループ編成のために、当初計画より募集定員を減らしています。 
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