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伊東　誠 大垣市立荒崎小学校 配架 b300101

丹羽　強 美濃市立美濃中学校 配架 b300102

小栗　祥吾 土岐市立泉中学校 配架 b300103

髙木　聡 高山市立中山中学校 配架 b300104

福井　敏彦 八百津町立和知小学校 配架 b300105

石原　由美 北方町立北方中学校 配架 b300106

菊田　岳生 岐阜商業高等学校 配架 b300107

浅見　和人 各務原高等学校 配架 b300108

中野　真吾 岐南町立北小学校 配架 b300201

林 博之 山県市立高富小学校 配架 b300202

宮原　慶介 関ケ原町立関ケ原小学校 配架 b300203

栗山　基 関市立倉知小学校 配架 b300204

山岡　貴英 中津川市立加子母小学校 配架 b300205

宮嶋　康代 飛騨市立古川小学校 配架 b300206

奥村　浩司 各務原市立川島中学校 配架 b300207

高見　和央 垂井町立不破中学校 配架 b300208

古川 雄貴 大野町立揖東中学校 配架 b300209

真野　純次 可児市立蘇南中学校 配架 b300210

松井　直也 大垣東高等学校 配架 b300211

河合　龍憲 大垣商業高等学校 配架 b300212

北川　百合 岐阜清流高等特別支援学校 配架 b300213

道村　徹 羽島特別支援学校 配架 b300214

白石　直矢 岐阜市立長良西小学校 配架 b300301

小川　茂樹 海津市立日新中学校 配架 b300302

和田 ゆかり 郡上市立白鳥小学校 配架 b300303

長尾　洋明 美濃加茂市立東中学校 配架 b300401

後藤　慎二 岐阜工業高等学校 配架 b300402

中村　透 瑞穂市立南小学校 配架 b300501

北川　真吾 関市立金竜小学校 配架 b300502

犾守　秀一 美濃加茂市立加茂野小学校 配架 b300503

勝川　秀樹 恵那市立恵那西中学校 配架 b300504

村上　宏俊 羽島北高等学校 配架 b300505

荒井　俊郎 可茂特別支援学校 配架 b300506

伊左治ちなみ 可児市立土田小学校 配架 b300601

内田　有美 土岐市立泉西小学校 配架 b300602

那須　大悟 岐阜市立徹明さくら小学校 配架 b300603

英語教育海外派遣研修 林　正幹 恵那高等学校 － －

濱　研二 郡上市立白鳥小学校 配架 b300801

廣島由美子 土岐市立泉小学校 配架 b300802

小澤　宏典 可児工業高等学校 配架 b300803

尾崎　友美 瑞穂市立生津小学校 配架 b300901

大坪　由美 養老町立高田中学校 配架 b300902

松浦　康孝 岐阜市立加納小学校 配架 b301001

田中　千緒 中津川市立坂下小学校 配架 b301002

塚原　和宏 関市立緑ヶ丘中学校 配架 b301003

山﨑　浩美 飛騨市立宮川小学校 配架 b301004

川本　裕基 羽島市立竹鼻中学校 配架 b301101

安藤　一太 岐阜県立郡上高等学校 配架 b301102

渡部　正実 岐阜県立加茂高等学校定時制 配架 b301103

産業・情報技術等指導者養成研修 野上　聖子 飛騨高山高等学校 配架 b301201

産業教育実習助手研修 柳原　大徳 岐阜農林高等学校 配架 b301301

所属

生徒指導指導者養成研修

いじめの問題に関する指導者養成研修

教職員等中央研修
事務職員研修

研修名称 受講者

道徳教育指導者養成研修
（中央指導者研修）

道徳教育指導者養成研修
（ブロック別指導者研修）

キャリア教育指導者養成研修

研修成果還元の実施報告書

外国人児童生徒等に対する日本語指導
指導者養成研修

・「配架」とあるものについては、岐阜県総合教育センターの図書・教育資料室で閲覧できます。

・文書ファイル名があるものは、クリックすると報告書へリンクします。（図書・教育資料室でも閲覧できます）

教職員等中央研修
校長・教頭等研修

教職員等中央研修
中堅教員研修

言語活動指導者養成研修
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