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2021

（令和３年度）

【ソニー本社】※オンライン

加藤怜先生（附属小）

※オンライン

佐々木雄一郎先生（大森小）

金澤重之先生（滑津小）

渡辺航太先生（附属小）

大西博子先生（平二小）

柏谷啓友先生（表郷小）

※全国特別研修会は，令和

元年度をもって終了

【開催：青森】※オンライン

大西博子先生（平二小）

【開催：北海道南】※オンライン

古関百里恵先生（喜多方一小）

※ASTA派遣交流は，新型

コロナウイルスの影響で

中止

※新型コロナウイルスの影響

で中止

加藤怜先生（附属小）

2020

（令和２年度）
ー ー

※新型コロナウイルスの影

響で中止

※新型コロナウイルスの影響で

中止

※新型コロナウイルスの影響で中

止

※ASTA派遣交流は，新型

コロナウイルスの影響で

中止

※新型コロナウイルスの影響

で中止

加藤怜先生（附属小）

2019

（令和元年度）
ー ー

【丸紅多摩センター】

加藤怜先生（附属小）

【開催：北海道北】

佐藤正仁先生（泉小）

桑原由季先生（野田小）

【開催：宮城】

木村優花先生（須賀川二小）

【ASTA派遣交流】

野口卓也先生（附属小） ー

加藤怜先生（附属小）

2018

（平成30年度）
ー ー

【丸紅多摩センター】

加藤怜先生（附属小）

【開催：東京】 【開催：北海道北】

菅野元気先生（磐崎小）

新田幸奈先生（滝根小）

ー

桑原由季先生（野田小） 宍戸宏先生（中畑小）

2017

（平成29年度）
ー ー

【丸紅多摩センター】

菅野望先生（森合小）

【開催：埼玉】

加藤怜先生（附属小）

鴫原　卓先生（教育セ）

【開催：福島】

吉田尚弘先生 ー ー

宍戸宏先生（川俣小）

2016

（平成28年度）
ー ー

【丸紅多摩センター】

菅野望先生（教育セ）

【開催：北海道南】

小野　啓先生（川俣南小）

【開催：岩手】

植木忠佑先生（玉井小）

本間貴博先生

ー

佐藤由季先生（草野小） 宍戸宏先生（川俣小）

2015

（平成27年度）
ー ー

【JA全国教育センター】

村上宏先生（三河台小）

【開催：栃木】

白井孝拓先生（附属小）

野口卓也先生（附属小）

弓田一彰先生（白河中央中）

【開催：山形】

佐藤由季先生（草野小）

今泉真実先生（中央台東小）
ー ー

遠藤謙一先生（三春小）

2014

（平成26年度）
ー ー

【JA全国教育センター】

村上宏先生（三河台小）

【開催：宮城】

佐藤輝男先生（附属小）

山口弘先生（小泉小）

紺野　純先生（附属小）

【開催：秋田】

弓田一彰先生（白河中央中）

星恒光先生（小塩江中）
ー

佐々木雄一郎先生

（青生野小・福島大大学院）

遠藤謙一先生（教育セ）

2013

（平成25年度）
ー ー

【JA全国教育センター】

紺野稔先生（三河台小）

【開催：茨城】

佐藤輝男先生（附属小）

宍戸宏先生（川俣小）

【開催：青森】

五十嵐智美先生（熊町小）

本多路子先生（国見小）

※ハーバードでの研修は

平成24年度をもって終了

野口卓也先生（中央台東小） 遠藤謙一先生（教育セ）

2012

（平成24年度）
ー ー

【リコー東松山】

紺野稔先生（三河台小）

【開催：山形】

菅野潤先生（附属小）

青田雅子先生（桜丘小）

【開催：北海道北】

野口卓也先生（中央台東小）

佐々木雄一郎先生

　　　　　　（青生野小）

【ハーバード大学】

遠藤謙一先生（三春小）

佐藤裕昭先生（小国小） 鳴川哲也先生（教育セ）

2011

（平成23年度）
ー ー

【ポートプラザちば】

遠藤謙一先生（三春小）

【開催：千葉】

紺野稔先生（二本松北小）

村上宏先生（笹谷小）

【開催：北海道南】

栗原さゆり先生（杉妻小） ー

菅野潤先生（附属小） 鳴川哲也先生（附属小）
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2010

（平成22年度）
ー ー

【OVTA】

遠藤謙一先生（三春小）

【開催：秋田】

菅野望先生（福島一小）

穴澤嘉寛先生（蓬莱中）

紺野　稔先生（二本松北小）

【開催：福島】

栗原さゆり先生（杉妻小）

吉田朱里先生（三河台小）

根本彩香先生（白河三小）

佐々木雄一郎先生（白河二小）

板井千春先生（平二小）

力丸愛先生（高坂小）

佐々木千寿子先生（赤井中）

佐藤真貴先生（玉川中）

和田真一先生（小名浜二小）

【ハーバード大学】

武藤賢一郎先生（桑野小）

ー

鳴川哲也先生（附属小）

2009

（平成21年度）
ー ー

【OVTA】

渡辺尚子先生（小塩江小）

【開催：神奈川】 【開催：宮城】

金成由美子先生（森合小）
ー ー

鳴川哲也先生（附属小）

2008

（平成20年度）
ー ー

【OVTA】

渡辺尚子先生（小塩江小）

【開催：福島】

國井　博先生（附属小）

【開催：福島】

【開催：岩手】

福地理先生（二本松南小）

石井亮一先生（霊山中）

【NSTA南部大会】

鳴川哲也先生（附属小）
ー

鳴川哲也先生（附属小）

2007

（平成19年度）
ー ー

【OVTA】

武藤賢一郎先生（湖南小）

【開催：栃木】

遠藤謙一先生（附属小）

倉島陽子先生（矢野目小）

紺野　裕先生（安達中）

【開催：山形】

菅野望先生（福島一小）

村上宏先生（笹谷小）
ー

金子優子先生（瀬上小）

渡辺尚子先生（小塩江小）

鳴川哲也先生（附属小）

2006

（平成18年度）
ー ー

【OVTA】

武藤賢一郎先生（湖南小）

【開催：青森】

新家久永先生（附属小）

紺野　裕先生（安達中）

【開催：秋田】

門馬利子先生（旭小）

紺野稔先生（二本松北小）

渡部恵先生（只見小）

齋藤孝之先生（大久保小）

ー ー

鳴川哲也先生（附属小）

2005

（平成17年度）
ー ー

【OVTA】

山本　巌先生（岡山小）

【開催：青森】 【ハーバード大学】

浅野孝平先生（渡利小）

猪狩英究先生（庭塚小） 鳴川哲也先生（附属小）

2004

（平成16年度）
ー ー

【OVTA】

山本　巌先生（岡山小）

【開催：福島】 【ハーバード大学】

鳴川哲也先生（附属小）

2003

（平成15年度）
ー ー

【ビレッジ若あゆ】

猪狩英究先生（大久保小）

江尻陽子先生（平一小）

【ハーバード大学】

猪狩英究先生（大久保小）


