
認定する研修一覧 小学校関係

参集範囲 学校種 職名

1 1 福島県小学校教育研究協議会特別活動研究部 県小学校教育研究会 県 小 校長、教頭、教諭、助教諭、講師等

2 2 福島県小学校教育研究協議会算数研究部 県小学校教育研究会 県 小 校長、教頭、教諭、助教諭、講師等

3 3 福島県小学校教育研究協議会図画工作研究部 県小学校教育研究会 県 小 校長、教頭、教諭、助教諭、講師等

4 4 福島県小学校教育研究協議会生活・総合研究部 県小学校教育研究会 県 小 校長、教頭、教諭、助教諭、講師等

5 5 福島県小学校教育研究協議会家庭研究部 県小学校教育研究会 県 小 校長、教頭、教諭、助教諭、講師等

6 6 福島県小学校教育研究協議会国語研究部 県小学校教育研究会 県 小 校長、教頭、教諭、助教諭、講師等

7 7 福島県小学校教育研究協議会理科研究部 県小学校教育研究会 県 小 校長、教頭、教諭、助教諭、講師等

8 8 福島県小学校教育研究協議会体育研究部 県小学校教育研究会 県 小 校長、教頭、教諭、助教諭、講師等

9 9 福島県小学校教育研究協議会社会研究部 県小学校教育研究会 県 小 校長、教頭、教諭、助教諭、講師等

10 10 福島県小学校教育研究協議会道徳研究部 県小学校教育研究会 県 小 校長、教頭、教諭、助教諭、講師等

11 11 福島県小学校教育研究協議会音楽研究部 県小学校教育研究会 県 小 校長、教頭、教諭、助教諭、講師等

12 12 福島県小学校長会研究協議会(郡山)大会 県小学校長会 県 小 校長

13 13
第３２回北海道・東北地区小学校家庭科教育研究大会
福島大会

県小学校家庭科教育研究会
県

（全国）
小 校長、教頭、教諭、栄養教諭

14 42 福島県学校図書館研究大会(会津若松大会) 県学校図書館協議会 県 小・中 校長、教頭、教諭、学校司書

15 43 福島県書写書道教育研究会県大会 県書写書道教育研究会 県 小・中 校長、教頭、教諭、講師
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16 44 国語科書写オープン研修会 県書写書道教育研究会 県 小・中 校長・教頭・教諭・講師

17 45
第67回全国公立小・中学校女性校長会全国研究協議大会
福島大会

県公立小・中学校女性校長会
県

（全国）
小・中 校長

18 54 福島県学校給食研究会理事会・総会・研修会 県学校給食研究会 県
小・
中・高

教員、栄養士

19 55 福島県教職員弓道指導者講習会 県教職員弓道連盟 県
小・
中・高

教諭・常勤講師・非常勤講師

20 56 福島県養護教諭研究大会
県学校保健会（主管　県学校保
健会養護教諭部会）

県
小・
中・
高・特

養護教諭

21 57 相馬地方特別支援教育研修会 県特別支援教育振興会相双支部 県
小・
中・
高・特

教諭等

22 58 双葉地方特別支援教育研修会 県特別支援教育振興会相双支部 県
小・
中・
高・特

教諭等

23 59 福島県公立小・中学校教頭会研究大会(福島)大会 県公立小・中学校教頭会 県
小・
中・特

教頭

24 60 福島県学校給食研究会栄養士部会研修会 県学校給食研究会 県
小・
中・特

栄養教諭、栄養士

25 89 福島県難聴・言語障害教育研究会総会及び研修会 県難聴・言語障害教育研究会 県(地区) 小・中 教諭、講師

26 90
難聴・言語障害教育指導法（発達障害教育）研修会
（１）

県難聴・言語障害教育研究会 県(地区) 小・中 教諭、講師

27 91
難聴・言語障害教育指導法（発達障害教育）研修会
（２）

県難聴・言語障害教育研究会 県(地区) 小・中 教諭、講師

28 92
福島県特別支援教育研究会　肢体不自由教育専門部研修
会

県特別支援教育研究会 県(地区)
小・
中・
高・特

教諭、講師,養護教諭

29 93 福島県特別支援教育研究会 視覚障がい教育専門部研修会 県特別支援教育研究会 県(地区)
小・
中・特

教諭、講師、保育士等

30 94 福島県特別支援教育研究会研究主題研修会 県特別支援教育研究会 県(地区)
特・特別
支援学級
設置校

校長、教諭、養護教諭等
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31 95
福島県特別支援研究会　聴覚・言語障がい教育専門部研
修会

県特別支援教育研究会 県(地区)
特・難聴
言語学級
設置校

教諭等

32 96
福島県特別支援教育研究会　知的障がい教育専門部研修
会

県特別支援教育研究会 県(地区)
特・特別
支援学級
設置校

校長、教頭、教諭、講師

33 122 福島地区小学校教頭会第１回全体研修会 福島地区小学校教頭会 福島 小 教頭

34 123 福島地区小学校教頭会第２回全体研修会 福島地区小学校教頭会 福島 小 教頭

35 124 福島県小学校教育研究会福島地区春季研究協議会
福島県小学校教育研究会福島地
区会

福島 小 校長、教頭、教諭、講師

36 125 福島県小学校教育研究会福島地区秋季研究協議会
福島県小学校教育研究会福島地
区会

福島 小 校長、教頭、教諭、講師

37 130 福島地区小規模学校教育研究会複式担当者研修会 福島地区小規模学校教育研究会 福島 小・中 校長、教頭、教諭

38 131 夏季学校保健講習会
県学校保健会福島支部
(財)県保健衛生協会

福島
小・
中・特

養護教諭及び教諭(保健主事)

39 132 秋季学校保健講習会
県学校保健会福島支部
(財)県保健衛生協会

福島
小・
中・特

養護教諭及び教諭(保健主事)

40 133 福島地区小・中・特別支援学校教頭会連絡協議会研修会
福島地区小・中・特別支援学校
教頭会連絡協議会

福島
小・
中・特

教頭

41 134
福島地区小・中・特別支援学校教頭会連絡協議会研究報
告会・研修会

福島地区小・中・特別支援学校
教頭会連絡協議会

福島
小・
中・特

教頭

42 135 福島地区学校給食研究会栄養士部会授業研究会 福島地区学校給食研究会 福島
小・
中・特

教員、栄養士

43 136 福島地区学校給食研究会総会・研修会 福島地区学校給食研究会 福島
小・
中・特

教員、栄養士

44 137 福島地区学校給食主任研修会 福島地区学校給食研究会 福島
小・
中・特

教員、栄養士

45 138 福島地区特別支援教育研究会担当者研修会 福島地区特別支援教育研究会 福島
小・
中・特

校長・教諭・講師
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46 139 福島地区特別支援教育研究会第１回授業研究会 福島地区特別支援教育研究会 福島
小・
中・特

教諭・講師

47 140 福島地区特別支援教育研究会第２回授業研究会 福島地区特別支援教育研究会 福島
小・
中・特

教諭・講師

48 141 福島地区特別支援教育研究会担当者研修会 福島地区特別支援教育研究会 福島
小・
中・特

教諭・講師

49 142 福島地区特別支援教育学習指導法研究会研修会
福島地区特別支援教育研究会、
福島市特別支援学級設置校長会

福島
小・
中・特

校長・教諭・講師

50 143 伊達地区小学校教育研究会　夏季研究協議会 県小学校教育研究会伊達地区会 伊達 小 校長、教頭、教諭、講師など

51 144 伊達地区小学校教育研究会　秋季研究協議会 県小学校教育研究会伊達地区会 伊達 小 校長、教頭、教諭、講師など

52 147 伊達地区学校給食研究会第１回研究協議会
伊達地区小中校長協議会、伊達
地区学校給食研究会

伊達 小・中 給食主任・栄養教諭

53 148 伊達地区学校給食研究会第２回研究協議会
伊達地区小中校長協議会、伊達
地区学校給食研究会

伊達 小・中 給食主任・栄養教諭

54 149 養護教諭実務研修会
伊達地区小中校長協議会、県学
校保健会伊達支部

伊達 小・中 養護教諭

55 150 学校保健講習会
伊達地区小中校長協議会、県学
校保健会伊達支部

伊達 小・中 保健主事、養護教諭

56 151 保健主事・養護教諭研修会
伊達地区小中校長協議会、県学
校保健会伊達支部

伊達 小・中 保健主事、養護教諭

57 152 伊達地区特別支援教育研究会夏季研修会 伊達地区特別支援教育研究会 伊達 小・中 教諭、講師など

58 153 伊達地区特別支援教育研究会授業研究会 伊達地区特別支援教育研究会 伊達 小・中 教諭、講師など

59 154 福島県小学校教育研究会安達地区会前期研究協議会 県小学校教育研究会安達地区会 安達 小 校長・教頭・教諭・講師

60 155 福島県小学校教育研究会安達地区会後期研究協議会 県小学校教育研究会安達地区会 安達 小 校長・教頭・教諭・講師
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61 156 福島県小学校長会安達支会研修会② 県小学校長会安達支会 安達 小 校長

62 157 福島県小学校長会安達支部研修会③ 県小学校長会安達支会 安達 小 校長

63 162 安達地区読書活動推進講習会 安達地区学校図書館協議会 安達 小・中 校長、教諭、講師

64 163 特別支援学級設置校長・特別支援学級担当者研究協議会
安達地区小・中学校特別支援学
級設置校長会

安達 小・中 校長・教諭

65 164 安達地区小中学校教頭会研修会
安達地区小中学校教頭会連絡協
議会

安達 小・中 教頭

66 165 安達地区小中学校教頭会研修会
安達地区小中学校教頭会連絡協
議会

安達 小・中 教頭

67 166 学校保健会養護教諭研修会 学校保健会安達支部 安達 小・中 養護教諭

68 167 学校保健会講習会 学校保健会安達支部 安達 小・中 養護教諭・教諭（保健主事）

69 168 学校給食研究会役員会・研究協議会 県学校給食研究会安達支部 安達 小・中 教諭等

70 169 書写実技研修会 県書写書道教育研究会安達支部 安達 小・中 教諭・講師

71 170 書写実技研修会 県書写書道教育研究会安達支部 安達 小・中 教諭・講師

72 201 岩瀬地区小学校教育研究会地区研究協議会 岩瀬地区小学校教育研究会 岩瀬 小 校長、教頭、教諭、講師

73 202 岩瀬地区小学校教育研究会教科部会 岩瀬地区小学校教育研究会 岩瀬 小 校長、教頭、教諭、講師

74 205 福島県学校給食研究会岩瀬支部総会及び研修会 県学校給食研究会岩瀬支部 岩瀬 小・中
校長、教諭、養護教諭、栄養教諭、栄養技
師

75 206
福島県学校給食研究会岩瀬支部研修会（授業研究会・研
修会）

県学校給食研究会岩瀬支部 岩瀬 小・中
校長、教諭、養護教諭、栄養教諭、栄養技
師
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76 207 岩・小・中教研総会・教科外部会 岩瀬教育研究協議会 岩瀬 小・中 校長、教頭、教諭、養護教諭(事務職員)

77 208 岩教研教科外部会 岩瀬教育研究協議会 岩瀬 小・中 校長、教頭、教諭、養護教諭(事務職員)

78 209 第１回全体研修会 岩瀬地区小・中学校教頭会 岩瀬 小・中 教頭

79 210 第２回全体研修会 岩瀬地区小・中学校教頭会 岩瀬 小・中 教頭

80 211 第１回学校経営研究会 岩瀬地区小・中学校長協議会 岩瀬 小・中 校長

81 212 第２回学校経営研究会 岩瀬地区小・中学校長協議会 岩瀬 小・中 校長

82 213 福島県学校保健会岩瀬支部保健主事部会研修会 県学校保健会岩瀬支部 岩瀬 小・中 保健主事

83 214 福島県学校保健会岩瀬支部養護教諭部会第１回研修会 県学校保健会岩瀬支部 岩瀬 小・中 養護教諭

84 215 福島県学校保健会岩瀬支部養護教諭部会第２回研修会 県学校保健会岩瀬支部 岩瀬 小・中 養護教諭

85 216 福島県学校保健会岩瀬支部学校保健安全教育研究大会 県学校保健会岩瀬支部 岩瀬 小・中 学校医・校長・保健主事・養護教諭

86 221 石川地区学校保健研究会養護教諭部会研修会 県学校保健会石川支部 石川 小・中 養護教諭

87 222 福島県学校保健会石川支部学校保健講習会 県学校保健会石川支部 石川 小・中 養護教諭・保健主事

88 223 石川地区小中学校教頭会第１回研修会 石川地区小中学校教頭会 石川 小・中 教頭

89 224 石川地区小中学校教頭会第２回研修会 石川地区小中学校教頭会 石川 小・中 教頭

90 225 石川地区特別支援教育研究会 石川地区特別支援研究会 石川 小・中 校長・教頭・教諭・講師
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91 226 石川地区特別支援教育研究会 石川地区特別支援研究会 石川 小・中 校長・教頭・教諭・講師

92 228 地区小学校教育研究会学習指導法研究会 田村地区小学校教育研究会 田村 小 校長・教頭・教諭・講師

93 229 地区小学校教育研究会田村地区研究協議会 田村地区小学校教育研究会 田村 小 校長・教頭・教諭・講師

94 230 田村地区小学校長第１回研修会 田村地区小学校長会 田村 小 校長

95 231 田村地区小学校長第２回研修会 田村地区小学校長会 田村 小 校長

96 234 学校給食研修会 県学校給食研究会田村支部 田村 小・中 校長、栄養教諭、栄養技師、調理員

97 235 学校給食研修会田村支部　第２回栄養職員研修会 県学校給食研究会田村支部 田村 小・中 校長、栄養教諭、栄養技師

98 236 田村地区書写実技研修会 県書写書道教育研究会 田村 小・中 教諭、講師等

99 237 第１回特別支援教育研究会
田村地区特別支援教育推進協議
会

田村 小・中 校長、教頭、教諭、講師等

100 238 第２回特別支援教育研究会
田村地区特別支援教育推進協議
会

田村 小・中 校長、教頭、教諭、講師等

101 239 学校図書館協議会田村支会総会・第１回研修会 学校図書館協議会田村支会 田村 小・中
校長・教諭・講師　(学校図書館教育担当
者)

102 240 学校図書館協議会田村支会第２回研修会 学校図書館協議会田村支会 田村 小・中
校長・教諭・講師　(学校図書館教育担当
者)

103 241 学校緑化推進校研究発表会 県学校緑化推進委員会田村支部 田村 小・中 校長、教頭、教諭

104 242 学校保健研修会
県学校保健会田村支部
(財)福島県保健衛生協会

田村 小・中 養護教諭及び教諭(保健主事)

105 243 学校保健講習会
県学校保健会田村支部
(財)福島県保健衛生協会

田村 小・中 養護教諭及び教諭(保健主事)
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106 244 養護教諭研修会
県学校保健会田村支部養護教諭
部会(財)福島県保健衛生協会

田村 小・中 養護教諭

107 245 田村地区小中学校教頭会春季研修会 田村地区小中学校教頭会 田村 小・中 教頭

108 246 田村地区小中学校教頭会秋季研修会 田村地区小中学校教頭会 田村 小・中 教頭

109 247 田村地区小中学校長連絡会総会及び第１回研修会 田村地区小中学校長連絡会 田村 小・中 校長

110 248 田村地区小中学校長連絡会第２回研修会 田村地区小中学校長連絡会 田村 小・中 校長

111 249 田村地区中学校長会第１回研修会及び新任校長研修会 田村地区中学校長会 田村 小・中 校長

112 250 田村地区中学校長会第２回研修会 田村地区中学校長会 田村 小・中 校長

113 251 西白河地区小教研夏の一日研究協議会 西白河地区小学校教育研究会 西白河 小 校長、教頭、教諭、講師

114 252 西白河地区小教研秋の半日研究協議会 西白河地区小学校教育研究会 西白河 小 校長、教頭、教諭、講師

115 253 西白河小中学校教頭会第１回研修会 西白河小中学校教頭会 西白河 小・中 教頭

116 254 西白河小中学校教頭会第２回研修会 西白河小中学校教頭会 西白河 小・中 教頭

117 255 学校保健講習会 県学校保健会西白河支部 西白河 小・中 保健主事、養護教諭

118 256 西白河小中学校長連合協議会総会・研修会 西白河小中学校長連合協議会 西白河 小・中 校長

119 257 西白河地区特別支援教育研究会　総会・研修会 西白河地区特別支援教育研究会 西白河 小・中 教諭

120 258 西白河地区特別支援教育研究会夏の研修会 西白河地区特別支援教育研究会 西白河 小・中 教諭
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121 259 西白河地区学校給食研究会総会及び第１回研修会 西白河地区学校給食研究会 西白河
小・中・
給食セン

ター
教諭、養護教諭、栄養教諭、栄養技師等

122 260 西白河地区学校給食研究会第２回研修会 西白河地区学校給食研究会 西白河
小・中・
給食セン

ター
教諭、養護教諭、栄養教諭、栄養技師等

123 261 西白河小学校長会第１回研修会 西白河小学校長会
白河市・
西白河

小 校長

124 262 西白河小学校長会第２回研修会 西白河小学校長会
白河市・
西白河

小 校長

125 263
東白川小学校長会第３回研修会並びに東西小学校長会合
同研修会

東白川小学校長会
西白川郡小学校長会

東白川及
び西白河

小 校長

126 268 西白河学校図書館協議会研修会 西白河学校図書館協議会 西白河 小・中 教諭

127 269 西白河読書感想文指導者研修会 西白河学校図書館協議会 西白河 小・中 教諭

128 270 東白川教頭会総会・研修会 東白川教頭会 東白川 小 教頭

129 271 東白川教頭会第２回研修会 東白川教頭会 東白川 小 教頭

130 272 東白川郡小学校教育研究会夏の研究協議会 東白川郡小学校教育研究会 東白川 小 校長、教頭、教諭、講師

131 273 東白川郡小学校教育研究会秋の研究協議会 東白川郡小学校教育研究会 東白川 小 校長、教頭、教諭、講師

132 274 東白川小学校長会第２回研修会 東白川小学校長会 東白川 小 校長

133 275 東白川郡学校給食研究会研修会 東白川郡学校給食研究会 東白川 小・中 校長、栄養教諭、栄養技師､養護教諭

134 276
東白川郡学校図書館協議会理事会・東白川郡読書指導者
研修会

東白川郡学校図書館協議会 東白川 小・中 校長、教頭、教諭、講師

135 277 東白川郡読書感想文指導者研修会 東白川郡学校図書館協議会 東白川 小・中 校長、教頭、教諭、講師
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136 278 東白川郡校長協議会総会・研修会 東白川郡校長協議会 東白川 小・中 校長

137 279 東白川郡校長協議会研修会 東白川郡校長協議会 東白川 小・中 校長

138 280 東白川郡特別支援教育研究会第1回研修会 東白川郡特別支援教育研究会 東白川 小・中 教諭・講師

139 281 東白川郡特別支援教育研究会第2回研修会 東白川郡特別支援教育研究会 東白川 小・中 教諭・講師

140 282 福島県学校保健会東白川支部第２回研修会 県学校保健会東白川支部 東白川 小・中 保健主事・養護教諭

141 283 福島県学校保健会東白川支部第３回研修会 県学校保健会東白川支部 東白川 小・中 保健主事・養護教諭

142 299 全会津小中学校合唱指導法講習会
全会津小中学校音楽教育研究連
絡協議会

会津 小・中 教頭、教諭、講師

143 300 全会津特別支援教育セミナー 全会津特別支援教育研究会 会津
小・
中・
高・特

教諭、講師、保育士等

144 319
特別支援教育振興会会津支部　会津の特別支援教育を語
る会

特別支援教育振興会会津支部
会津・南
会津

小・
中・
高・特

教員、保育士

145 320
福島県小学校教育研究会北会地区研究会　第一次研究協
議会

県小学校教育研究会北会地区研
究会

北会津 小 校長、教頭、教諭、講師

146 321
福島県小学校教育研究会北会地区研究会　第二次研究協
議会

県小学校教育研究会北会地区研
究会

北会津 小 校長、教頭、教諭、講師

147 325 北会津学校給食研修会 北会津学校給食研究会 北会津 小・中
校長、教諭（給食主任）、学校給食セン
ター所長、学校栄養職員、調理員

148 326 食育研修会 北会津学校給食研究会 北会津 小・中 教諭(給食主任)、学校栄養職員

149 327
福島県学校保健会北会津支部総会、保健主事部会・養護
教諭部会研修会

県学校保健会北会津支部 北会津 小・中 養護教諭、保健主事

150 328
福島県学校保健会北会津支部養護教諭部会・保健主事部
会合同研修会

県学校保健会北会津支部 北会津 小・中 養護教諭、保健主事
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151 329 福島県学校保健会北会津支部保健講習会 県学校保健会北会津支部 北会津 小・中 養護教諭、保健主事

152 330 第1回北会津地区書写実技研修会 県書写書道教育研究会 北会津 小・中 教頭、教諭、講師

153 331 第2回北会津地区書写実技研修会 県書写書道教育研究会 北会津 小・中 教頭、教諭、講師

154 332 第一次研究協議会 県小学校教育研究会耶麻地区会 耶麻 小 校長・教頭・教諭・講師

155 333 第二次研究協議会 県小学校教育研究会耶麻地区会 耶麻 小 校長・教頭・教諭・講師

156 336 耶麻地区小・中学校長会連絡協議会研究集会
耶麻地区小・中学校長会連絡協
議会

耶麻 小・中 校長

157 337 第４回耶麻地区小・中学校長会連絡協議会研修会
耶麻地区小・中学校長会連絡協
議会

耶麻 小・中 校長

158 338 耶麻地区特別支援教育研究会　研修会 耶麻地区特別支援教育研究会 耶麻 小・中 校長、教頭、教諭、講師等

159 339 耶麻地区特別支援研究会交流会・講習会 耶麻地区特別支援教育研究会 耶麻 小・中 校長、教頭、教諭、講師等

160 340 学校保健会耶麻支部学校保健講習会 県学校保健会耶麻支部 耶麻 小・中 校長・教諭・養護教諭

161 341 第1回耶麻地区書写実技研修会 県書写書道教育研究会 耶麻 小・中 教頭、教諭、講師

162 342 第2回耶麻地区書写実技研修会 県書写書道教育研究会 耶麻 小・中 教頭、教諭、講師

163 343 耶麻地区学校給食研究会総会・研修会 耶麻地区学校給食研究会 耶麻 小・中
小・中校長、各市町村学校給食共同調理
場・給食センター長給食主任、栄養職員、
養護教諭、調理員

164 344 耶麻地区学校給食研究会研修会 耶麻地区学校給食研究会 耶麻 小・中
小・中校長、各市町村学校給食共同調理
場・給食センター長給食主任、栄養職員、
養護教諭、調理員

165 345 耶麻地区学校図書館教育研究会研修会・総会 耶麻地区学校図書館教育研究会 耶麻 小・中 校長・教諭
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166 346 耶麻地区学校図書館教育研究会研修会・審査会 耶麻地区学校図書館教育研究会 耶麻 小・中 校長・教諭

167 348
学校保健会耶麻支部養護教諭部会総会・保健主事部会総
会・評議員会・研修会

県学校保健会耶麻支部 耶麻
小・
中・高

校長・教諭、養護教諭

168 349 学校保健会耶麻支部学校保健講演会 県学校保健会耶麻支部 耶麻
小・
中・高

校長・教諭・養護教諭

169 350 学校保健会耶麻支部養護教諭部会研修会 県学校保健会耶麻支部 耶麻
小・
中・高

校長・養護教諭

170 351 福島県小学校教育研究会両沼地区会第一次研究協議会 県小学校教育研究会両沼地区会 両沼 小 校長、教頭、教諭、講師

171 352 福島県小学校教育研究会両沼地区会第二次研究協議会 県小学校教育研究会両沼地区会 両沼 小 校長、教頭、教諭、講師

172 355 支部総会並びに各部会及び研修会 県学校保健会両沼支部 両沼 小・中 校長・保健主事・養護教諭・保健担当教員

173 356 学校保健講習会 県学校保健会両沼支部 両沼 小・中 校長・保健主事・養護教諭・保健担当教員

174 357 第1回両沼地区書写実技研修会 県書写書道教育研究会 両沼 小・中 校長、教頭、教諭、講師

175 358 第2回両沼地区書写実技研修会 県書写書道教育研究会 両沼 小・中 校長、教頭、教諭、講師

176 359 両沼地区小中学校教頭会夏季全体研修会 両沼地区小中学校教頭会 両沼 小・中 教頭

177 360 両沼地区小中学校教頭会全体研修会 両沼地区小中学校教頭会 両沼 小・中 教頭

178 361 両沼小・中学校長会第１回研修会（夏季研修会） 両沼小・中学校長会連絡会 両沼 小・中 校長

179 362 両沼小・中学校長会第２回研修会（冬季研修会） 両沼小・中学校長会連絡会 両沼 小・中 校長

180 363 両沼地区学校図書館協議会研修会 両沼地区学校図書館協議会 両沼 小・中 校長・教頭・教諭・講師
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181 364 南会津地区小学校教育研究会　第一次研究協議会 南会津地区小学校教育研究会 南会津 小 校長、教頭、教諭、講師

182 365 南会津地区小学校教育研究会　第二次研究協議会 南会津地区小学校教育研究会 南会津 小 校長、教頭、教諭、講師

183 368 南会津地区書写実技研修会 県書写書道教育研究会 南会津 小・中 校長、教頭、教諭、講師

184 369 第１回研究協議会 南会津郡小中学校教頭会 南会津 小・中 教頭

185 370 第４回研究協議会 南会津郡小中学校教頭会 南会津 小・中 教頭

186 371 福島県学校保健会南会津支部総会並びに研修会 県学校保健会南会津支部 南会津 小・中 保健主事、養護教諭

187 372 福島県学校保健会南会津支部学校保健講習会 県学校保健会南会津支部 南会津 小・中 保健主事、養護教諭

188 383
福島県学校給食研究会栄養士部会相双方部総会・第１回
研修会

県学校給食研究会栄養士部会相
双支部

相双 小・中 栄養士・栄養教諭・栄養技師

189 384
福島県学校給食研究会栄養士部会相双方部・第２回研修
会

県学校給食研究会栄養士部会相
双支部

相双 小・中 栄養士・栄養教諭・栄養技師

190 385 第１回学校保健研究会 県学校保健会相馬支部 相双 小・中 教諭（保健主事）・養護教諭

191 386 第２回学校保健研究会 県学校保健会相馬支部 相双 小・中 教諭（保健主事）・養護教諭

192 392 相馬地方小学校教育研究会第一次研究協議会 相馬地方小学校教育研究会 相馬 小 校長・教頭・教諭・講師・指導助言者

193 447 相馬地方小学校教育研究会第二次研究協議会（Ａ群） 相馬地方小学校教育研究会 相馬 小 校長・教頭・教諭・講師

194 393 相馬地方小学校長会研修会 相馬地方小学校長会 相馬 小 校長

195 394 相馬地方小学校長会研修会 相馬地方小学校長会 相馬 小 校長
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196 399 福島県学校給食研究会相馬支部総会・第１回研修会 県学校給食研究会相馬支部 相馬 小・中 各校の学校給食担当者

197 400
福島県学校給食研究会相馬支部研究協議会・第２回研究
会

県学校給食研究会相馬支部 相馬 小・中 各校の学校給食担当者

198 401 相馬地方小中学校長協議会第２回協議会 相馬地方小中学校長協議会 相馬 小・中 校長

199 402 相馬地方特別支援教育研究会　第一次研究協議会 相馬地方特別支援教育研究会 相馬
小・
中・特

校長、教頭、教諭、養護教諭、講師

200 403 相馬地方特別支援教育研究会　第二次研究協議会 相馬地方特別支援教育研究会 相馬
小・
中・特

校長、教頭、教諭、養護教諭、講師

201 404 第１回双葉郡小学校長会研修会 双葉郡小学校長会 双葉 小 校長

202 407 福島県学校保健会双葉支部養護教諭部会研修会 県学校保健会双葉支部 双葉 小・中 養護教諭

203 408 福島県学校保健会双葉支部養護教諭部会研修会 県学校保健会双葉支部 双葉 小・中 養護教諭

204 409 第１回双葉郡小中学校長連絡協議会研修会 双葉郡小中学校長連絡協議会 双葉 小・中 校長

205 410 第２回双葉郡小中学校長連絡協議会研修会 双葉郡小中学校長連絡協議会 双葉 小・中 校長

206 411 第１回双葉郡小中学校教頭会研究協議会 双葉郡小中学校教頭会 双葉 小・中 教頭

207 412 第２回双葉郡小中学校教頭会研究協議会 双葉郡小中学校教頭会 双葉 小・中 教頭

208 413
福島県学校保健会双葉支部養護教諭部会並びに保健主事
部会研修会

県学校保健会双葉支部 双葉 小・中 養護教諭並びに保健主事
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