
令和３年度認定研修一覧(特別支援)

040 特別支援学校専門部　実技講習会 県高等学校文化連盟　特別支援学校専門部 県 特 教諭・講師　・実習助手等

041 特別支援学校長研修会 県特別支援学校長会 県 特 校長・教頭・指導主事等

043 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

044 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

045 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

046 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

047 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

048 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

049 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

054 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

055 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

056 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

057 福島県公立小・中学校教頭会研究大会 県公立小・中学校教頭会 県
小・

中・特
教頭

058 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

078 福島県特別支援学校体育連盟第１回研修会及び総会 県特別支援学校体育連盟 県(地区) 特 校長、教頭、教諭、講師

079 福島県特別支援学校体育連盟第２回研修会 県特別支援学校体育連盟 県(地区) 特 校長、教頭、教諭、講師

080 指導者講習会 県特別支援学校体育連盟 県(地区) 特 校長、教頭、教諭、講師

081 指導者講習会 県特別支援学校体育連盟 県(地区) 特 校長、教頭、教諭、講師

082 第１回福島県特別支援学校教頭会研究協議会並びに通常総会 県特別支援学校教頭会 県(地区) 特 教頭

研修の名称 主催者名 受講予定者
令和３年度
認定番号
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083 福島県特別支援学校教頭会研修会 県特別支援学校教頭会 県(地区) 特 教頭

084 福島県特別支援教育研究会　病虚弱教育専門部研究会 県特別支援教育研究会 県(地区) 特 校長・教頭・教諭・講師・実習助手・介助員

085 福島県特別支援教育研究会　寄宿舎教育専門部研究会 県特別支援教育研究会 県(地区) 特 寄宿舎指導員、舎監教諭、校長、教頭

086 福島県特別支援教育研究会　訪問教育専門部研修会 県特別支援教育研究会 県(地区) 特 訪問教育担当者

087 福島県特別支援教育研究会　健康教育専門部研修会 県特別支援教育研究会 県(地区) 特 養護教諭

091 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

092 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

093 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

094 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

095 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

117 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

118 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

119 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

120 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

129 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)

130 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)

131 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

132 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

133 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

134 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
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135 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

136 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

137 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

138 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

139 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

140 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

171 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

172 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

173 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

174 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

182 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

183 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

184 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

185 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

186 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

187 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

188 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

189 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

190 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

191 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
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192 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

193 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

194 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

195 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

196 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

197 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

198 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

199 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

200 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

201 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

202 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

230 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

303 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

304 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

305 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

306 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

307 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

308 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

318 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

319 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
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320 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

397 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

398 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

399 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

400 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

401 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

413 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

414 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

458 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

459 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

460 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

461 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

462 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


