
平成３１年度・令和元年度認定研修一覧（高校）

受講予定
者

参集範囲 学校種 職名

016 福島県高等学校商業教育研究大会 県高等学校教育研究会商業部会・県高等学校商業教育協会 県 高 校長、教頭、教諭、講師、実習助手等

017 マーケティング・ビジネス経済科目指導者講習会 県高等学校教育研究会商業部会・県高等学校商業教育協会 県 高 教諭、講師、実習助手等

018 会計科目指導者講習会 県高等学校教育研究会商業部会・県高等学校商業教育協会 県 高 教諭、講師、実習助手等

019 ビジネス情報科目指導者講習会 県高等学校教育研究会商業部会・県高等学校商業教育協会 県 高 教諭、講師、実習助手等

020 福島県高等学校教育研究会定通部会研究協議会 県高等学校教育研究会定通部会 県 高 校長、教頭、教諭

021 福島県高等学校教育研究会農業部会研究協議会 県高等学校教育研究会農業部会 県 高 校長・教諭・実習助手

022 福島県高等学校書道教育研究大会 県高等学校書道教育研究会 県 高 教諭、講師

023 福島県高等学校進路指導協議会総会・研究協議会 県高等学校進路指導協議会 県 高 教諭

024 福島県高等学校体育連盟登山専門部顧問研修会 県高等学校体育連盟登山専門部 県 高 教諭

025 福島県産業教育振興会家庭部会研修会 県産業教育振興会家庭部会 県 高 家庭科教員

026 東北高等学校体育連盟登山専門部研修会 県高等学校体育連盟登山専門部 県 高 教諭

027 福島県高等学校教育研究会音楽部会研究大会 県高等学校教育研究会音楽部会 県 高 校長、教頭、教諭、講師

028 福島県高等学校教育研究会保健体育部会研究大会 県高等学校教育研究会保健体育部会 県 高 教諭、常勤講師

029 福島県高等学校国語教育研究会総会・研究協議会 県高等学校国語教育研究会 県 高 教諭等

030 福島県高等学校生活指導協議会第１回事務担当者研修会 県高等学校生活指導協議会 県 高 教諭

031 福島県高等学校生活指導協議会第２回事務担当者研修会 県高等学校生活指導協議会 県 高 教諭

032 福島県高等学校生徒指導担当者研修会 県高等学校生活指導協議会 県 高 教諭

033 大学進学対策実務担当者会議 県高等学校長協会　大学入試対策委員会 県 高 校長、教頭、進路指導主事等

034 福島県高等学校英語教育研究大会 県高等学校教育研究会英語部会 県 高 校長・教頭・教諭・講師

主催者名
H31年度
認定番号

研修の名称
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035 福島県高等学校教育研究会数学部会総会並びに研究大会 県高等学校教育研究会数学部会 県 高 校長、教頭、教諭、常勤講師

036 福島県高等学校教育研究会農業部会農業教育実習担当教員研修会 県高等学校教育研究会農業部会 県 高 実習助手

037 福島県高等学校教育研究会農業部会教科研究会 県高等学校教育研究会農業部会 県 高 教諭・実習助手

038 福島県高等学校教頭会普通部会総会並びに研究協議会 県高等学校教頭会普通部会 県 高 教頭

039 福島県高等学校長協会普通部会総会・研究協議会 県高等学校長協会普通部会 県 高 校長

040 福島県高等学校家庭科実技講習会ならびに技術検定評価研究大会 福島県高等学校家庭科技術検定委員会 県 高 家庭科教諭、講師

045 福島県高等学校野球連盟指導者講習会 県高等学校野球連盟 県 中・高 教諭

046 福島県高等学校教育研究会理科部会　総会並びに研究協議会 県高等学校教育研究会理科部会 県 高・特 教諭・講師・実習教員等

047 福島県高等学校教頭会通常総会並びに研究協議会 県高等学校教頭会 県 高・特 教頭

048 福島県高等学校教育研究会美術工芸部会県大会 県高等学校教育研究会美術工芸部会 県 高・特 校長、教諭、常勤講師

049 福島県高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会　総会並びに研究
大会

県高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会 県 高・特 教諭、講師、教頭

050 福島県高等学校教育研究会家庭部会研究大会ならびに総会 県高等学校教育研究会家庭部会 県 高・特 教諭、講師

051 福島県高等学校教育研究会養護教諭部会研究大会 県高等学校教育研究会養護教諭部会 県 高・特 養護教諭等

052 福島県高等学校図書館研究会総会並びに研究協議会 県高等学校図書館研究会 県 高・特 教諭、講師

053 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

054 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

055 第67回東北音楽教育研究大会福島大会 福島県音楽教育研究会　東北音楽教育研究会 県
小・
中・高

校長、教頭、教諭

056 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

057 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
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058 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

059 福島県特別支援教育振興会会津支部教育講演会 特別支援教育振興会会津支部 県
小・
中・
高・特

教諭、講師

063 福島県高等学校教育研究会工業部会機械系専門部講習会 県高等学校教育研究会工業部会 県(地区) 高 校長、教頭、教諭、実習教諭、実習講師、実習助手

064 福島県高等学校教育研究会工業部会電気系専門部（電気）講習会 県高等学校教育研究会工業部会 県(地区) 高 校長、教頭、教諭、実習教諭、実習講師、実習助手

065 福島県高等学校教育研究会工業部会電気系専門部（電子・情報）講習
会

県高等学校教育研究会工業部会 県(地区) 高 校長、教頭、教諭、実習教諭、実習講師、実習助手

066 福島県高等学校教育研究会工業部会建築系専門部（建築）講習会 県高等学校教育研究会工業部会 県(地区) 高 校長、教頭、教諭、実習教諭、実習講師、実習助手

067 福島県高等学校教育研究会工業部会建築系専門部（土木）講習会 県高等学校教育研究会工業部会 県(地区) 高 校長、教頭、教諭、実習教諭、実習講師、実習助手

068 福島県高等学校教育研究会工業部会化学系専門部講習会 県高等学校教育研究会工業部会 県(地区) 高 校長、教頭、教諭、実習教諭、実習講師、実習助手

069 福島県情報教育研究会制御技術講習会 県高等学校教育研究会工業部会 県(地区) 高 校長、教頭、教諭、実習教諭、実習講師、実習助手

070 福島県情報教育研究会研究大会 県高等学校教育研究会工業部会 県(地区) 高 校長、教頭、教諭、実習教諭、実習講師、実習助手

071 福島県高等学校教育研究会農業部会農場長会第２回研究協議会 県高等学校教育研究会農業部会 県(地区) 高 教諭

072 福島県高等学校教育研究会農業部会農場長会第３回研究協議会 県高等学校教育研究会農業部会 県(地区) 高 教諭

073 福島県高等学校教頭会商業部会研究協議会 県高等学校教頭会商業部会 県(地区) 高 教頭

074 福島県高等学校教頭会分校長会総会並びに研究協議会 県高等学校教頭会分校長会 県(地区) 高 分校長

075 総合学科研究協議会 県高等学校長協会総合学科部会 県(地区) 高 校長、教頭、教諭等

076 福島県高等学校長協会校長研修会 県高等学校長協会総合学科部会 県(地区) 高 校長

077 福島県高等学校長協会定通部会研究協議会 県高等学校長協会定通部会 県(地区) 高 校長

078 福島県高等学校長協会定通部会研究協議会 県高等学校長協会定通部会 県(地区) 高 校長

079 福島県高等学校教頭会農業水産部会研究協議会 県高等学校教頭会農業水産部会 県(地区) 高 教頭
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080 福島県高等学校教育研究会商業部会相双支部研究協議会 県高等学校教育研究会商業部会相双支部 県(地区) 高 教諭、講師、実習助手

094 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

099 福島県高等学校教育研究会商業部会県北支部研究協議会 県高等学校教育研究会商業部会県北支部 県北 高 校長、教頭、教諭、講師、実習助手等

100 福島県県北高等学校国語科主任研修会 県北高等学校国語教育研究会 県北 高 教諭

101 福島県県北高等学校国語教育研究会　総会・研究会 県北高等学校国語教育研究会 県北 高 教諭、常勤講師、時間講師

102 福島県県北高等学校進路指導協議会総会 県北高等学校進路指導協議会 県北 高 教諭

103 福島県県北高等学校地歴・公民科（社会科）研究会総会並びに春季研
究大会

県北高等学校地歴・公民科（社会科）研究会 県北 高 教諭、講師、教頭

104 福島県県北高等学校地歴・公民科（社会科）研究会秋季研究大会 県北高等学校地歴・公民科（社会科）研究会 県北 高 教諭、講師、教頭

105 福島県県北地区高等学校図書館研究会総会及び第１回研修会 県北地区高等学校図書館研究会 県北 高 図書部担当者

106 福島県県北地区高等学校図書館研究会総会及び第２回研修会 県北地区高等学校図書館研究会 県北 高 図書部担当者

107 高教研理科部会県北支部総会並びに研究大会 高教研理科部会県北支部 県北 高 教諭・講師・実習担当教職員

108 高教研理科部会物理分科会 高教研理科部会県北支部 県北 高 教諭・講師・実習担当教職員

109 高教研理科部会化学分科会 高教研理科部会県北支部 県北 高 教諭・講師・実習担当教職員

110 高教研理科部会生物分科会 高教研理科部会県北支部 県北 高 教諭・講師・実習担当教職員

111 高教研理科部会地学分科会 高教研理科部会県北支部 県北 高 教諭・講師・実習担当教職員

112 高教研理科部会実習分科会（第１回） 高教研理科部会県北支部 県北 高 教諭・講師・実習担当教職員

113 高教研理科部会実習分科会（第２回） 高教研理科部会県北支部 県北 高 教諭・講師・実習担当教職員

114 福島県学校保健会県北支部総会及び第１回研修会 県学校保健会県北支部 県北 高
学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健主事、養護
教諭

115 福島県学校保健会県北支部第２回研修会 県学校保健会県北支部 県北 高
学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保健主事、養護
教諭
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116 福島県高教研音楽部会県地区部指導法研修会・実技講習会 県高校教育研究会音楽部会県北支部 県北 高 指導主事・教諭・講師

117 福島県高教研音楽部会県地区部指導法研修会・実技講習会 県高校教育研究会音楽部会県北支部 県北 高 指導主事・教諭・講師

118 福島県高等学校教育研究会家庭部会県北支部実技講習会並びに技術検
定研究会

県高等学校教育研究会家庭部会県北支部 県北 高 教諭又は講師

119 福島県高等学校教育研究会数学部会県北支部第１回研修会 県高等学校教育研究会数学部会県北支部 県北 高 校長・教頭・教諭・講師

120 福島県高等学校教育研究会英語部会県北方部総会・研究会 福島県高等学校教育研究会英語部会県北方部会 県北 高 教諭・講師

121 福島県高等学校教育研究会家庭部会県北支部総会並びに研究協議会 県高等学校教育研究会家庭部会県北支部 県北 高・特 教諭又は講師

122 福島県高等教育研究会養護教諭部会第１回県北支部研究会 県高等学校教育研究会養護教諭部会県北支部 県北 高・特 養護教諭

123 福島県高等教育研究会養護教諭部会第２回県北支部研究会 県高等学校教育研究会養護教諭部会県北支部 県北 高・特 養護教諭

124 福島県高等学校教頭会県北支部　第１回総会並びに研究協議会 県高等学校教頭会県北支部 県北 高・特 教頭・特別支援学校分校長・教頭

125 福島県高等学校教育研究会保健体育部会県北支部研究大会 福島県高等学校教育研究会保健体育部会県北支部
県又は県

北
高 教諭、常勤講師

174 福島県南高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会春季総会並びに
研究大会

県南高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会
県中・県

南
高 教頭・教諭・講師

175 福島県南高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会秋季総会並びに
研究大会

県南高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会
県中・県

南
高 教頭・教諭・講師

176 福島県南高等学校教育研究会保健体育部会研修会 県南高等学校教育研究会保健体育部会
県中・県

南
高・特 教諭、講師

177 福島県南高等学校教育研究会保健体育部会女子体育指導者研修会 県南高等学校教育研究会保健体育部会
県中・県

南
高・特 教諭、講師

178 福島県高等学校教頭会県南支部春季研究協議会 県高等学校教頭会県南支部
県中・県

南
高・特 教頭

179 福島県高等学校教頭会県南支部秋季研究協議会 県高等学校教頭会県南支部
県中・県

南
高・特 教頭

180 福島県南高等学校図書館研究会　総会並びに研究協議会 県南高等学校図書館研究会 県南 高 教諭、講師、学校司書

181 福島県高等学校教育研究会英語部会県南方部会総会及び研究会 県高等学校教育研究会英語部会県南方部会 県南 高 教員

182 福島県高等学校教育研究会商業部会県南支部総会ならびに研修会 県高等学校教育研究会商業部会県南支部 県南 高 教頭、教諭、講師、実習助手等
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183 福島県高等学校教育研究会農業部会県南支部研究協議会 県高等学校教育研究会農業部会県南支部 県南 高 指導主事、校長、教諭、実習助手

184 福島県高等学校教育研究会数学部会県南支部総会並びに研修会 福島県高等学校教育研究会数学部会 県南 高 数学科教諭

185 福島県高等学校教育研究会数学部会県南支部教員研修会 福島県高等学校教育研究会数学部会 県南 高 数学科教諭

186 福島県学校給食研究会高等学校部会夏季研究協議会 福島県学校給食研究会高校部会 県南 高 校長、教頭、教諭、常勤講師、栄養士、調理員

187 福島県学校保健会県南支部学校保健講習会
県学校保健会県南支部
(財)福島県保健衛生協会

県南 高・特 保健主事、養護教諭

188 福島県学校保健会県南支部保健主事部会研修会 県学校保健会県南支部保健主事部会 県南 高・特 保健主事

189 福島県高等学校教育研究会養護教諭部会県南支部夏期研修会 県高等学校教育研究会養護教諭部会県南支部 県南 高・特 養護教諭

190 福島県高等学校教育研究会養護教諭部会県南支部春期研修会 県高等学校教育研究会養護教諭部会県南支部 県南 高・特 養護教諭

191 福島県高等学校教育研究会音楽部会県南地区指導法研修会・実技講習
会並びに総会

県高等学校教育研究会音楽部会県南支部 県南 高・特 教諭、講師

192 福島県高等学校教育研究会音楽部会県南地区指導法研修会・実技講習
会

県高等学校教育研究会音楽部会県南支部 県南 高・特 教諭、講師

193 福島県高等学校教育研究会養護教諭部会県南支部及び福島県学校保健
会県南支部養護教諭部会総会・研修会

学校保健会県南支部 県南 高・特 養護教諭

194 春季研究会（並びに総会） 県高等学校教育研究会理科部会県南支部 県南 高・特 校長、教頭、教諭、実習教諭、実習助手、講師

195 秋季研究会（並びに総会） 県高等学校教育研究会理科部会県南支部 県南 高・特 校長、教頭、教諭、実習教諭、実習助手、講師

196 第１回理科教育研修会（実習分野その１） 県高等学校教育研究会理科部会県南支部 県南 高・特 教諭、実習教諭、実習助手、講師

197 第２回理科教育研修会（地学分野） 県高等学校教育研究会理科部会県南支部 県南 高・特 教諭、実習教諭、実習助手、講師

198 第３回理科教育研修会（生物分野） 県高等学校教育研究会理科部会県南支部 県南 高・特 教諭、実習教諭、実習助手、講師

199 第４回理科教育研修会（化学分野） 県高等学校教育研究会理科部会県南支部 県南 高・特 教諭、実習教諭、実習助手、講師

200 第５回理科教育研修会（実習分野その２） 県高等学校教育研究会理科部会県南支部 県南 高・特 教諭、実習教諭、実習助手、講師

201 第６回理科教育研修会（物理分野） 県高等学校教育研究会理科部会県南支部 県南 高・特 教諭、実習教諭、実習助手、講師
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202 福島県南高等学校国語教育研究会　学校委員会 県南高等学校国語教育研究会 県南 高・特 教諭、常勤講師

203 福島県南高等学校国語教育研究会総会並びに研究会 県南高等学校国語教育研究会 県南 高・特 教諭、常勤講師

204 福島県高等学校教育研究会家庭部会県南支部研究会　研修会並びに総
会

県高等学校教育研究会家庭部会県南支部研究会 県南 高・特 教諭・講師

205 福島県高等学校教育研究会家庭部会県南支部研究会　実技講習会並び
に技術検定評価講習会

県高等学校教育研究会家庭部会県南支部研究会 県南 高・特 教諭・講師

206 福島県学校保健会県南支部保健主事部会研修会 福島県学校保健会県南支部 県南 高・特 保健主事

207 福島県学校保健会県南支部学校保健講習会 福島県学校保健会県南支部 県南 高・特 保健主事　養護教諭

208 郡山市内高等学校体育研究会 郡山市内高等学校体育研究会 郡山 高 教諭・講師

235 石川・東西しらかわ中高連絡協議会 石川・東西しらかわ中高連絡協議会
東西しら
かわ、東
石地区

中・
高・特

校長、教諭

288 第２回会津地区生活指導協議会 会津地区高等学校生活指導協議会 会津 高 教諭(生徒指導主事)

289 会津方部高等学校国語教育研究会春季研修会 会津方部高等学校国語教育研究会 会津 高 教諭等

290 会津方部高等学校国語教育研究会総会・研究協議会 会津方部高等学校国語教育研究会 会津 高 教諭等

291 会津方部高等学校進路指導協議会総会 会津方部高等学校進路指導協議会 会津 高 教諭

292 会津方部高等学校進路指導協議会 会津方部高等学校進路指導協議会 会津 高 教諭

293 福島県高等学校教育研究会農業部会会津支部総会並びに研究協議会 県高等学校教育研究会農業部会会津支部 会津 高 農業科を担当する教職員

294 福島県高等学校教育研究会農業部会会津支部教科研究会 県高等学校教育研究会農業部会会津支部 会津 高 農業科を担当する教職員

295 福島県高等学校教頭会会津支部第1回研究協議会及び総会 県高等学校教頭会会津支部 会津 高 教頭

296 福島県高等学校教頭会会津支部第2回研究協議会及び総会 県高等学校教頭会会津支部 会津 高 教頭

297 福島県高等学校教育研究会英語部会会津方部研究会・総会 県高等学校教育研究会英語部会会津方部 会津 高 教諭、講師

298 総会及び研修会 県高等学校教育研究会商業部会会津支部 会津 高 校長、教頭、教諭、講師、実習助手等
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299 福島県高等学校教育研究会数学部会会津支部総会並びに研究会 県高等学校教育研究会数学部会会津支部 会津 高 校長、教頭、教諭、常勤講師

300 福島県高等学校教育研究会理科部会会津支部総会並びに研究大会 県高等学校教育研究会理科部会会津支部 会津 高 教育職員

301 福島県高等学校教育研究会理科部会会津支部物理・化学・生物・実習
専門部会研修会

県高等学校教育研究会理科部会会津支部 会津 高 教育職員

302 福島県高教研保健体育部会会津支部総会及び体育実技講習会 福島県高教研保健体育部会　会津支部 会津 高 教諭、常勤講師

303 福島県高教研保健体育部会会津支部保健体育研究会 福島県高教研保健体育部会　会津支部 会津 高 教諭、常勤講師

304 会津地区女子体育指導者研修会 福島県高教研保健体育部会　会津支部 会津 高 教諭、常勤講師

305 第３回会津地区生活指導協議会 会津地区生活指導協議会 会津 高 教諭

306 福島県高等学校教育研究会英語部会会津方部総会・研究会 福島県高等学校教育研究会英語部会会津方部会 会津 高 教諭・講師

308 耶麻地区高等学校説明研修会 耶麻地区中学校長会 会津 中・高 校長、教諭

309 第１回中高数学教育連絡協議会研修会 県高等学校教育研究会数学部会会津支部 会津 中・高 校長、教頭、教諭、常勤講師

310 福島県会津地区高等学校図書館研究協議会並びに総会 会津地区高等学校図書館研究会 会津 高・特 教諭、講師、学校司書

311 福島県学校保健会養護教諭部会会津支部研修会 県学校保健会養護教諭部会会津支部 会津 高・特 養護教諭

312 福島県学校保健会保健主事部会会津支部及び養護教諭合同研修会 県学校保健会養護教諭部会会津支部 会津 高・特 教諭、養護教諭

313 福島県学校保健会保健主事部会会津支部　研究協議会及び総会 県学校保健会保健主事部会会津支部 会津 高・特 教諭、養護教諭

314 福島県学校保健会保健主事部会会津支部及び養護教諭合同研修会 県学校保健会保健主事部会会津支部(財)県保健衛生協会 会津 高・特 教諭、養護教諭

315 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

316 会津方部高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会総会並びに研究
大会

会津方部高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会
会津・南
会津

高 教諭、講師

317 会津方部高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会秋の研究大会 会津方部高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会
会津・南
会津

高 教諭、講師

318 福島県高等学校教育研究会音楽部会会津支部第１回指導法研修会・実
技講習会

県高等学校教育研究会音楽部会会津支部
会津・南
会津

高 教頭、教諭、講師
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319 福島県高等学校教育研究会音楽部会会津支部第２回指導法研修会・実
技講習会

県高等学校教育研究会音楽部会会津支部
会津・南
会津

高 教頭、教諭、講師

320 福島県高等学校教育研究会家庭部会会津支部研修会並びに総会 県高等学校教育研究会家庭部会会津支部
会津・南
会津

高 教諭、講師

321 福島県高等学校教育研究会家庭部会会津支部実技研修会ならびに技術
検定研究会

県高等学校教育研究会家庭部会会津支部
会津・南
会津

高 教諭、講師

322 福島県高等学校教育研究会美術工芸部会会津支部　実技研修会 県高等学校教育研究会美術工芸部会会津支部
会津・南
会津

高 教諭・常勤講師

323 福島県高等学校教育研究会美術工芸部会会津支部研修会 県高等学校教育研究会美術工芸部会会津支部
会津・南
会津

高 教諭・常勤講師

324 全会津中・高校長連絡協議会 県中学校長会北会津支会
会津・南
会津

中・高 校長

325 福島県高等学校教育研究会養護教諭部会会津支部夏季研修会 県高等学校教育研究会養護教諭部会会津支部
会津・南
会津

高・特 養護教諭

326 福島県高等学校教育研究会養護教諭部会会津支部研修会 県高等学校教育研究会養護教諭部会会津支部
会津・南
会津

高・特 養護教諭

327 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

357 耶麻地区中・高生徒指導担当者研修会 耶麻地区中学校長会 耶麻 中・高 校長、教諭

358 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

359 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

360 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

384 福島県高等学校教育研究会音楽部会指導法研修会 県高等学校教育研究会音楽部会相双支部 相双 高 教諭・講師

385 福島県高等学校教育研究会音楽部会指導法研修会 県高等学校教育研究会音楽部会相双支部 相双 高 教諭・講師

386 相双地区高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会総会・研修会 相双地区高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会 相双 高 教諭・講師

387 相双地区高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会研修会 相双地区高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会 相双 高 教諭・講師

388 福島県高等学校教育研究会家庭部会相双支部研修会 県高等学校教育研究会家庭部会相双支部 相双 高 教諭又は常勤講師

389 高教研理科部会相双支部総会並びに研修会 県高等学校教育研究会理科部会相双支部 相双 高 教諭・講師・実習助手等
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390 高教研理科部会相双支部実習研修会 県高等学校教育研究会理科部会相双支部 相双 高 実習助手・実習講師・実習教諭
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391 福島県高等学校教育研究会養護教諭部会相双支部研修会 県高等学校教育研究会養護教諭部会相双支部 相双 高 養護教諭

392 福島県高等学校教育研究会養護教諭部会相双支部研修会 県高等学校教育研究会養護教諭部会相双支部 相双 高 養護教諭

393 相双地区高等学校国語教育研究会総会及び研修会 相双地区高等学校国語教育研究会 相双 高 校長・教頭・教諭・常勤講師

394 相双地区高等学校図書館研究協議会第1回 相双地区高等学校図書館研究会 相双 高 教諭、司書、講師

395 相双地区高等学校図書館研究協議会第2回 相双地区高等学校図書館研究会 相双 高 教諭、司書、講師

400 相双中・高等学校長連絡協議会 相双中・高等学校長連絡協議会 相双 中・高 校長

401 福島県学校保健会相双支部養護教諭部会研修会 県学校保健会相双支部 相双 高・特 養護教諭

402 福島県学校保健会相双支部　総会及び保健主事部会・養護教諭部会 県学校保健会相双支部 相双 高・特
学校医・学校歯科医・学校薬剤師・保健主事・養護
教諭・学校保健関係職員

403 福島県学校保健会相双支部研究大会 県学校保健会相双支部 相双 高・特 保健主事・養護教諭・学校保健関係職員

404 福島県高等学校教頭会相双支部第１回研究協議会・総会 県高等学校教頭会相双支部 相双 高・特 教頭

405 福島県高等学校教頭会相双支部第２回研究協議会 県高等学校教頭会相双支部 相双 高・特 教頭

434 いわき地区高等学校図書館研究会前期総会並びに研修会 いわき地区高等学校図書館研究会 いわき 高 教諭、司書教諭、常勤講師、司書

435 いわき地区高等学校図書館研究会後期総会並びに研修会 いわき地区高等学校図書館研究会 いわき 高 教諭、司書教諭、常勤講師、司書

436 福島県高等学校教育研究会商業部会いわき支部総会 県高等学校教育研究会商業部会いわき支部 いわき 高 校長・教頭・教諭・講師・実習助手

437 第１回研究協議会 県高等学校教育研究会美術・工芸部会いわき支部 いわき 高 教諭

438 夏季実技研修会 県高等学校教育研究会美術・工芸部会いわき支部 いわき 高 教諭

439 福島県いわき地区高等学校国語研究会　総会・研修会 いわき地区高等学校国語教育研究会 いわき 高 校長、教頭、教諭、常勤講師

440 いわき地区高等学校進路指導協議会総会 いわき地区高等学校進路指導協議会 いわき 高 教員

441 いわき地区高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会春季総会並び
に研究大会

いわき地区高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会 いわき 高 教員

11/13



平成３１年度・令和元年度認定研修一覧（高校）

受講予定
者

参集範囲 学校種 職名

主催者名
H31年度
認定番号

研修の名称

442 いわき地区高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会秋季総会並び
に巡検

いわき地区高等学校地理歴史・公民科（社会科）研究会 いわき 高 教員

443 いわき地区高教研保健体育部会研究大会① いわき地区高教研保健体育部会 いわき 高 教諭

444 いわき地区高教研保健体育部会研究大会② いわき地区高教研保健体育部会 いわき 高 教諭

445 福島県高等学校教育研究会音楽部会いわき支部指導法研修会・実技講
習会

県高等学校教育研究会音楽部会いわき支部 いわき 高 音楽科の教諭、講師

446 福島県高等学校教頭会いわき支部総会並びに第１回研究協議会 県高等学校教頭会いわき支部 いわき 高 教頭

447 福島県高等学校教育研究会英語部会いわき方部英語教育研究大会 県高等学校教育研究会英語部会いわき方部会 いわき 高 教頭、教諭、講師

448 福島県高等学校教育研究会音楽部会いわき支部指導法研修会・実技講
習会

県高等学校教育研究会音楽部会いわき支部 いわき 高 音楽科の教諭、講師

449 福島県高等学校教育研究会家庭部会いわき支部研修会並びに総会 県高等学校教育研究会家庭部会いわき支部 いわき 高 教諭

450 福島県高等学校教育研究会家庭部会いわき支部実技講習会並びに技術
検定評価講習会

県高等学校教育研究会家庭部会いわき支部 いわき 高 教諭

451 高等学校教育研究会理科部会いわき支部総会並びに研修会 県高等学校教育研究会理科部会いわき支部 いわき 高 教諭、講師、実習助手等

452 高等学校教育研究会理科部会いわき支部物理分科会 県高等学校教育研究会理科部会いわき支部 いわき 高 教諭、講師、実習助手等

453 高等学校教育研究会理科部会いわき支部化学分科会 県高等学校教育研究会理科部会いわき支部 いわき 高 教諭、講師、実習助手等

454 高等学校教育研究会理科部会いわき支部生物分科会 県高等学校教育研究会理科部会いわき支部 いわき 高 教諭、講師、実習助手等

455 高等学校教育研究会理科部会いわき支部地学分科会 県高等学校教育研究会理科部会いわき支部 いわき 高 教諭、講師、実習助手等

456 高等学校教育研究会理科部会いわき支部実習分科会 県高等学校教育研究会理科部会いわき支部 いわき 高 教諭、講師、実習助手等

457 高等学校教育研究会理科部会いわき支部実習分科会 県高等学校教育研究会理科部会いわき支部 いわき 高 教諭、講師、実習助手等

458 高教研数学部会　いわき支部総会・講演会 高教研数学部会いわき支部 いわき 高 校長、教頭、教諭、講師

459 福島県高等学校教頭会いわき支部第２回研究協議会 県高等学校教頭会いわき支部 いわき 高 教頭

460 高教研数学部会　いわき地区中学・高校連絡協議会 高教研数学部会いわき支部 いわき 中・高 校長、教頭、教諭、講師

12/13



平成３１年度・令和元年度認定研修一覧（高校）

受講予定
者

参集範囲 学校種 職名

主催者名
H31年度
認定番号

研修の名称

461 福島県学校保健会いわき支部総会並びに第１回研修会 県学校保健会いわき支部 いわき 高・特 保健主事・養護教諭

462 福島県学校保健会いわき支部第２回研修会 県学校保健会いわき支部 いわき 高・特 保健主事・養護教諭

463 学校保健会いわき支部養護教諭部会研修会 県学校保健会いわき支部 いわき 高・特 養護教諭

464 福島県高等学校教育研究会養護教諭部会いわき支部総会及び研修会 県高等学校教育研究会養護教諭部会いわき支部 いわき 高・特 養護教諭

465 福島県高等学校教育研究会養護教諭部会いわき支部研修会 県高等学校教育研究会養護教諭部会いわき支部 いわき 高・特 養護教諭

466 福島県県北高等学校図書館研究会総会及び研修会 県北高等学校図書館研究会 県北 高 図書部担当者

467 第2回福島県高等学校長協会総合学科部会校長研修会 福島県高等学校長協会総合学科部会長 県 高 校長
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