
一覧表

小学校･民間教育機関等研修実績一覧　（2006年1月～2009年1月）

都道府県 依頼先 都道府県 依頼先 都道府県 依頼先 都道府県 依頼先 都道府県 依頼先

青森 鶴田町教育委員会 栃木 日光市立大沢小学校 千葉 富里市学校教育研究会 神奈川 南足柄市教育委員会 大阪 イーオンJ-SHINE講座　大阪

三沢市教育委員会 芳賀東小学校 富里市七栄小学校 相模原総合学習センター 高槻市教育センター
三戸郡校長会 北本市　北小学校 アドバンスイングリッシュイン成田 二の宮町一色小 ISA賢明学院
三戸市教育委員会 小山市間々田東小学校 千葉大学教育学部附属小学校 南足柄市福沢小 ISA国際教育研究社大阪
十和田市立深持小学校 小山市寒川小学校 松戸市英語研究会旭中学校 横浜市和泉小学校 （株）拓人　Winbe
十和田市立三本木小学校 小山市城北小学校 (株)拓人　Winbe 横浜市山下小学校 大阪地区研究会
青森県総合学校教育センター 小山市城南小学校 ウイング 津久井青野原小学校 三国小学校
弘前市立城西小学校 佐野市佐野小学校 船橋市教育委員会 津久井町中央小学校 J-SHINE講座　大阪

岩手 北上市立江釣子小学校 大田原市教育委員会 NPO教育支援協会　千葉支部 川崎市英語研究会 兵庫 小野市下東条小学校

北上市立黒沢尻北小学校 日光市教育委員会 八千代市教育委員会 足柄上郡大井町立上大井小学校 小野市教育委員会
宮城 J-SHINE仙台講座 栃木総合教育センター 東京 東京都教職員研修センター 相模原市立宮上小学校 宝塚市教育委員会

角田市　北郷小学校 芳賀町教育委員会 杉並区教育研究会英語活動部 横須賀市立鴨居小学校 J-SHINE主催　J-SHINE講座　神戸

仙台研究会 芳賀北小学校 杉並区教育委員会 横浜市英和女学校 岡山 イーオンJ-SHINE講座　岡山
山形 三川町立横山小学校 埼玉 新座市教育委員会 杉並区西田小学校 横浜市教育センター 津山市英語教育研究会
福島 会津若松ザべりオ学園 1 　東北小学校 杉並区済美教育センター 横須賀市大津中学校 中国学園主催J-SHINE講座

郡山市ザべりオ学園 2 　第四中学校 杉並区若杉小学校 神奈川県教育委員会 広島 安芸郡海田町立海田西小学校

福島研究会 3 　栗原小学校 杉並区幼小中合同研究会 神奈川県教育センター 安芸高田市教育委員会
双葉郡富岡第一中学校 4 　第二中学校 杉並区新泉小学校 川崎市総合教育センター 福山市服部小学校
福島教育委員会 5 　新座中学校 杉並区和泉中学校 西湘地区教職員組合 福山市神村小学校

石川 珠洲市直小学校 6 　石神小学校 杉並区和泉小学校 伊勢原市大山小学校 福山市（神辺町）道上小学校
新潟 佐渡市立後山小学校 7 　大和田小学校 杉並区英語活動ボランティア養成講座 川崎市西梶ヶ谷小 ISA国際教育研究社広島

魚沼市学習指導センター 8 　八石小学校 杉並区桃井第五小学校 横須賀市鴨居小学校 中国学園
田上町立羽生田小学校 9 　池田小学校 杉並区桃井第二小学校 NPO教育支援協会　横浜市 廿日市　英語研究会
十日町　佐藤教材店 10 　第五中学校 杉並区高井戸第二小学校 J-SHINE主催　J-SHINE横浜　　　 広島研究会
南蒲原郡上町田上小学校 11 　新堀小学校 杉並区東田中学校　幼小中合同研究会 静岡 静岡市教育センター 東広島市豊栄小学校
J-SHINE　新潟 12 　新開小学校 新宿区江戸川小 静岡市立井宮北小学校 J-SHINE講座　広島

長野 NPO教育支援協会　松本支部 13 　片山小学校 品川区教育会小中英語部会 富士宮市立黒田小学校 　甲立小学校
須坂市日滝小学校 14 　野火止小学校 品川区小中合同 袋井市立袋井東小学校 　可愛小学校

群馬 伊勢崎市教育委員会 15 　第三中学校 品川区浜川小学校 藤枝市志太地区教育研究会英語部 　美土里小学校
1 　境菜女小学校 16 　第四小学校 渋谷区教育センター 掛川市立中央小学校 　郷野小学校
2 　境剛志小学校 17 　東野小学校 世田谷区小学校研究会英語活動部会 浜松市西小学校 　向原小学校
3 　南小学校 18 　陣屋小学校 世田谷区松沢小学校 磐田市 　川根小学校
4 　茂呂小学校 19 　第六中学校 台東区教育委員会 常葉学園大学英語教育センター 　船佐小学校
5 　坂東小学校 20 　西堀小学校 昭島市立拝島第一小学校 オプネット英語学院 東広島中学校
6 　豊受小学校 21 　栄小学校 西東京市立柳沢小学校 愛知 名古屋市教育センター 廿日市　教育委員会宮島小学校
7 　境東小学校 22 　野寺小学校 府中市本宿小学校 NPO教育支援協会　安城市 高知県教育センター
8 　境島小学校 23 　新座小学校 利島村利島小 名古屋　キッズワールド 世羅町教育委員会
9 　境小学校 戸田市立新曽小 イーオンイーストジャパン ISA国際教育研究社名古屋 近畿大学付属東広島中学校
10 　殖蓮第二小学校 山手学院 町田市南大谷小学校 名古屋地区研究会 広島女学院大学
11 　殖蓮小学校 上尾市富士見小学校 エスリンク　ALT研修 春日井市立神屋小学校 呉市立奥内小学校
12 　広瀬小学校 南陵高校 玉川大学主催小学校英語教員研修講座 春日井市英語研究会 愛媛 今治越智支部国際理解教育部
13 　名和小学校 春日部市教育委員会 三鷹市第五小 愛知産業大学　三河中学校 中国・四国研究会
14 　北二小学校 蓮田市立蓮田南小学校 三鷹市高山小学校 椙山学園 山口 宇部市立厚東小学校
15 　北小学校 熊谷市立中条小学校 三鷹市第三中学校区小中合同研修会 名古屋J-SHINE講座 高知 高知県教育センター
16 　三郷小学校 熊谷市小島小学校 荒川区教育委員会 春日井市立玉川小学校 高知市教育研究所
17 　宮郷第二小学校 熊谷市立成田小学校 荒川区第六日暮里小 東海市立渡内小学校 福岡 イーオン主催J-SHINE講座　福岡

18 　宮郷小学校 川口市根岸小学校 荒川区第二日暮里小 イーオン主催J-SHINE　名古屋
イーオン・セントラルジャパン
九州本部　福岡

19 　あずま小学校 川口市十二月田小学校 稲城市若葉台小 京都 立命館中学校　 福岡女学院　堤小学校
20 　あずま南小学校 本庄市教育委員会　本庄東小学校 稲城市第六小学校 ISA立命館小学校アフタースクール　 福岡研究会
21 　あずま北小学校 比企郡鳩山町今宿小学校 稲城市城山小学校 福井 高浜小学校 J-SHINE　福岡
22 　赤堀小学校 富士見市立針ヶ谷小学校 稲城市長峰小学校 滋賀 近江兄弟社小学校 熊本 教育支援協会主催J-SHINE講座
23 　赤堀南小学校 飯能市教育委員会　名栗小学校 稲城市第三小学校 三重 津市立北南が丘小学校 鹿児島 志布市英語教育情報交換会
24 　赤堀東小学校 鷲宮町教育委員会 稲城市平尾小学校 津市立北立誠小学校

　赤堀公民館 三郷市立戸ヶ埼小学校 稲城市第四小学校 名張市桔梗が丘小学校
吉井町立入野小学校 白岡町教育委員会 稲城市第二小学校 名張市錦生小学校
群馬大学教育学部附属小学校 大利根町立東小学校 稲城市第七小学校 名張市立百合丘小学校
群馬県総合教育センター 新所沢幼稚園英語教室 稲城市向陽台小学校 亀山市教育研究会英語部
玉村町教育委員会 聖学院大学　 稲城市第一小学校 鳥羽市立安楽島小学校

群馬研究会 府中市武蔵台小
高崎市　英語研究会 アルク
ステラ主催　J-SHINE講座 十文字学園

東京朝鮮中高級学校
SEG
八王子市立第五中学校
聖学院大学
（株）拓人　Winbe
東京音楽大学附属幼稚園

株式会社　mpi


