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会　場　新潟市立内野中学校

新潟県中学校教育研究会
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1　日　軽

13：4014：00　　　　　14：5015：10　　　　　　　　　　　　　　　　16：3016：40

受付 �授業公開 �移動 �授業協議会・指導 �閉会 

2　公開授業　14：00～14：50

学年・組 �環　業　者 �．一単元・学習内容 

2年1線 �立花　泰志 �「ハードル」：FTを清かして課題を発見しよう 

3　協議会　15：10～16：30　　会場：1階ランチルーム

（1）開会の挨拶

県中教研保健体育　　　　　全県部長　　若　月　弘　久

（2）来賓紹介

（3）研究概要の説明・・新潟地区研究推進責任者　中山　智司

（4）協議（FT）…・司会：市中教研保健体育部副部長　平山　智康
・授業者より

・FTの進め方について

（5）指導・講評

新潟市立総合教育センター　指導主事　　　瀧　澤　　訓　様・

（6）閉会の挨拶

新潟市中教研保健体育部　　代表顧問校長　大　倉　　武

【授業参観と協議会について】

公開授業では、研究主題に迫る上で、『本時の「学び合う生徒の育成」、「わかる・できる授業」への

手立てが有効であったか』ご参観いただき、そのご意見・感想をもって協議会にて「教師の学び合い」を

進めていきます。

研究推進委員会では、これまでの実践の成果と課題、授業者の意図等を踏まえ、次の2つの協議の視点

を定めました。

【協議の視点1】

課題を持たせるための【手立て】は、‘有効だったか一

【協議の視点2】

FTの活用が生徒の思考を拡げ、深めるために有効であったか

玉



研究の概要

（1）研究主題

課題をもち、主体的に学び合う生徒の育成　～わかる・できる授業を目指して～

（2）′主題設定の理由

保健体育科の目標である「明るく豊かな生活を営む態度を育てる」を達成するには「生涯にわたって運動に

親しむ資質や能力の育成」が重要である。その資質や能力とは、それぞれの運動が有する特性や魅力に応じて、

その楽しさや喜びを味わおうとするとともに、公正、協力、責任、参画などの運動への意欲や健康・′安全への

態度、運動を合理的に実践するための運動の技能や知識、それらを運動実践に活用するなどの思考力や判断力

などを指している。

生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育成するためには、従来の一斉指導スタイルに見られる受動的な

学修スタイルでは限界があり、能動的な学修スタイルへの転換が求められている。単なる体力の向上、技能の

伸長が目的であってはならない。運動のもつ楽しさや喜びに十分にふれさせつつも、仲間とコミュニケーショ

ン能力を発揮し、筋道を立てて練習や作戦を考え、改善の方法などを互いに話し合う活動を通じて論理的思考

力をはぐくむことにも資することを踏まえたい。生徒が自らの運動の課題を発見し、解決するなどの学習をバ

ランスよく行うことで生徒の主体的な学びが広がっていくと考える。

これらのアクティブ・ラーニングの推進を通して学び合いの質を高め、′「わかる」と「できる」が一体とな

るような手立てを具現化していくことが、眼前の生徒の生涯にわたって運動やスポーツに親しむ資質や能力を

育むことになると考え、本研究主題を設定した。

（3）研究の方法と内容

教師側から提示された「学習課題」を解決するような一方向に流れる授業では、生徒自らの困り感や必要感

に迫ったものに成り得なった感がある。それゆえに課題の発見や課題解決に向けた話し合い活動も深まらず、

主体的な学び合いには至らないことが多く見られた。

そこで研究推進委員会では、アクティブ・ラーニングの推進を図るため、県中教研保健体育部から提案され

た「学び合い10」の視点を重視し、生徒同士で双方向に流れる学び合う場を設定する授業の創造を試みた。

より主体的な学修活動を促すために欠かせない必要感や困り感のある課題設定、その課題を生み出すための働

きかけはどうあるべきか。個人の課題やチームの課題を解決するための壷法としてのフアシリテーションの有

効な活用方法はどうあるべきか。これらの視点は「学び合う」授業を創造するための拠り所となっていくと考

える。モデル授業では、どんな場で、場面でフアシリテーションを手立てとして活用することが有効であるか、

生徒の表情や会話のやりとり、記述等の様相にも着目しながら改善を衰みてきた。

（4）これまでの研究とこれからの研究

研究推進校の協力を得ながら、フアシリテーシ●ヨンの活用モデルの捷案を積み上げっつ、協議会でもフア

シリテーションを活用、し、部員が代案を練ることで自校化が図られたと思われる。市中教研一斉研修会におい

て県中教研事務局長を講師に招き、全部員が「21世紀型能力をどのように高めるか」への理解を深め、保健

体育科における学び合う授業のイメージを共有できたことが一番の成果である∴講演およびフアシリテーショ

ンによる演習では、参加部員の96％以上が「大変参考になった」「参考になった」と肯定的な評価を得た。

今後は、会員による「教師の学び合い」の段階から授業にフアシリテーションを導入する「生徒の学び合う

授業」の段階に移行するための指針とモデル捷示の構築を推進していく。できるだけ多くの学校現場へ、多く

の生徒へ「学び合う」授業を拡げるため、今秋には3つの分科会発表を設置、さらなるFTを活用した提案性

のある公開授業を予定している。

望



新潟市立内野中学校

第2学年1組　保健体育科　学習指導案

平成28年6月15日（水）第5校時

（13：35～14：25）

授業者　教諭′立　花　泰　志

＜解決したい授業力の課題＞

これま－で、技能習得が中心となる授業を行う場合、教師側から「方法や手順・技のポイント」を「一

方的に説明」して学習課題への意識を十分高めることができないまま、生徒を「活動」させてしまい、

生徒にとって「学び」が少ない状態をつくってしまうことがあった。また、逆に話し合いの時間を多

く設定すると運動時間（運動量）が不足してしまうことがあった。

そこで、次の2・つを授業に取り入れることで、生徒自らが課題を意識し、主体的にその解決に向か

うよう授業を構成する。

①　フアシリテーション（以下FT）の手法を取り入れ、学習する技のポイントを仲間とともに見つけ

出す。（できている、できていないを比較し、できていない仲間へのアドバイスを仲間同士で行う。）

②　見つけ出したポイントを意識しながら、各自のコツを自分で見つける。

1　単元名 陸上競技（ハードル走）

2　単元目標

（1）運動に積極的に取り組むとともに次のことができる。
・勝敗や記録の結果を尊重し、ルールやマナーを守ろうとする。

・仲間と協力しながら自己の役割を果たそうとする。

・健康・安全に気を配ることができる。　　　　　　　　　　　　【関心・意欲・確度】

（2）自己の能力に応じた課題をもち、その解決を目指して効果的な練習の仕方を選択、工夫できる。

【思考・判断】

（3）リズミカルな走りから滑らかにハードルを越すことができる。　　　　　　　　　【技能】

（4）ハードル走の特性や学習の進め方、関連して高まる体力について理解したり、身に付けたりする

ことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【知識・理解】

3　単元の評価規準

と　関心・意欲・態度 �思考・判断 �技能 �知識・理解・ 
・学習に積極的に取り組‘ �．・学習する運動の合理的 �・リズミカルな走りから 

もうとしている。 �な動き方‾のポイントを �滑らかにハ十ドルを越 

・仲間の学習を援助しよ �見ろけている。 �すことができる。 

うとしている。 �・仲間と学習する場面 

†分担した役割を果たそ �で、仲間の皐い動きなど 

うとしている。 �を指摘している。 
・健康、安全に留意して �・課題に応じた練習方汝 

いる。■ �を選んでいろ。 

・ハードル走の特性や成

り立ちについて、学習し

た具体例を挙げて説明

できる。

・技術の名称や行い方に

ついて、学習した具体例

を挙げて説明できる。
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4　単元と指導の構想

（1）　単元と生徒

ハードル走を学習するときは、インターバルのリズミカルな走り方とスピードに乗った滑らかな

ハードリングを身につけることで、フラット走に近いタイムで走りきる爽快感を味わうことができ

るところにある。

本単元の学習においては、リズミカルな走りから滑らかにハー下ルを越すことを単元の目標とし、

そのためのポイントとして「振り上げ足→着地→次の1歩」の動きを高めることを中核に授業を展

開していきたい。

生徒にとっては、ハードル走は、中学校では初めて取り組む単元である。したがって、ハードル

に恐怖感をもつ生徒も少なくないと考えられる。また、生徒の実態として練習となれば、多くの生

徒は指示通りに活動に取り組むと思われるが、課題設定が十分に理解されないまま活動している場

合も多く見受けられる。生徒自らが課題を意識することなく与えられた技能や知識を使って、ただ

運動をこなしているだけにすぎない授業展開が繰り返されていたことが推測される。

このような学習の様子から、主体的に課題を解決する取り組みが行われるよう手立てを講じたい。

（2）　指導の構想

手立て1　　スモールステップで技能の向上を図る。

①ハードル走に必要な基礎感覚づくり運動を行う。※高いハードルで毎時間最初に行う。
・ハードル走の基礎・基本を習得する。

・ハードリング技術である「振り上げ足→着地→次の1歩」の動きを向上させる。

②第1ハードルについて決まった歩数、踏み切り足で越えられるための練習を行う。
・スタートから1台目を安定して跳ぶための練習を繰り返し行う。

・第1ハードルをスムーズに跳ぶことができれば、次のハードルにつながることを体感させる。

③高さを低くしたハードルを使って、インターバルを3歩で走る感覚をつかませる。
16．5mまたは7mのインターバルのリズムを習得させる。（0、1、2、3のリズム）

Jリズミカルに走るよさに気付かせつつ、技能向上を図る。

④高さを高くしたハードルを使って、インターバルを3歩で走る感覚をつかませる。
・ハードリング技術の向上を図る。

手立て2　　FTを活用し課題の共有化を図る。

本単元を通して、他者と協力し合いながら学び合い、参加生徒全員が生き生きと活動に取り組む

ような姿を引き出したい。そのために、技を習得させる学習過程でFTを有効に活用し、生徒一人
一人の考えを引き出す中で、問題意識を喚起し、課題が共有化できるように支援する。そして、生

徒自身が導き出した課題や技のポイント、コツを具体的かつ明確に意識させ、，主体的に運動にかか

わろうとする意欲を高めながら生徒が基本的な技能や知識の習得を目指せるようにする。

手立て3　　生徒の恐怖心を取り除く教具を使用し、学習環境の整備を図る。

中学校では初めて取り組む単元であるため、高さへの恐怖心や「足を引っかけて転んでしまう．

のではないか。」といった思いをもつ生徒が多いと予想できる。そこで、恐怖心を少しでも取り除け

る．よう、当たっても痛くない素材を使ったハードルを設置し、学習環境を工夫することで学ぶ意欲

を喚起する。　　　　　　　　　　　　　　　　，

・ソフトバーハードル　・フレキハードルを使用する
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5　単元の指導計画（全7時間　本時　4／7時間）

時 �○学習内容‾ ・．主な準動内容 �評議 

関 �考 �技 �，知 �評価基準（評価の観点） 
11 �○オリエンテーション1 �◎ � � �○ �・ハードル走に興味・関心をもち進ん 

，・学習カ⊥ドの使い方の理解 �����で学習しようとする。（関） 

・基礎感覚づくり運動のやり方の �����・学習カード、基礎感覚運動の内容を・ 

理解 �����理解し」学習の進め方に見通しをも 

・安全面の確認 �����って学習しよう■とする。（関） 

2 �○スタートから1台目を越える � � �＠ � �・スタートから1台目の歩数や踏み切 

練習、（プレキハードル） �����り‾足を決め、勢いよく跳ぶことがで 
・歩数や踏み切り足の確静 �����きる。（技） 

3 �06．5mまたは7mのインター � � �○ � �・インターバルを3歩のリズムで走る 

バ／レを3歩のリズムで走る練 習（フレキハードル） 」「0．1．2．∴3」のリズム ．＼ �����こ‾とがセきる。（技）1 

4 �○共通の課題学習を行う。 �○ �◎ �0． � �・FTで意見r・考えを出し合いながら 

太 �『ハードルが高くなってもイン �����課題の解決に向けた方法を見つけて 

時 �ターパルを3歩で走るにはど �����■　いる。（考） 

5 �うしたらいいか。』 �����・正しい動作で練習をすることができ 

・・FTを活用した課題設定、追求 �����る。（技）， 

活動 �����・進んで意見を出し、課題解決に向け 

一・個別の課題追求活動 �����1練習手取‾り組んでいる。（関） 

・■6 �○計測 � � �・◎・． �○ �・身につけた技を活かして、安全に計 

7 �・50mH計測 �����測することができる。－（疲） 

・まとめ �����・学習した具体例を挙げ、学習全体を 自己評価することができると（知） 

6　本時の学習（全6時間、本時3時間目）

（1）本時のねらい

○ハードルが高くなっても、リズミカルな走りから滑らかにハードルを越すためのポイントやコツ

を仲間と協力しながら見つけ出し、それを生かした練習をすることができ争。（思考・判断）

（2）本時の構想

前時までにインターバル3歩のリズム（0、1、2、3）はおおむね定着している。また、低い

ハードルを使用しており恐怖心をそれほど感じることなく、気持ちよくリズミカルにインターバル

を3歩で走ることができている。

しかし、前時の終末部でより高いハードルを跳んだことで恐怖心が生まれ、低いハードルのよう

にリズミカルに3歩で走ることができず、そのため滑らかにハードルを越すことができない生徒が

多いと思われる。



そこで、本時では手立て．2を主とした活動を積極的に取り入れる。

手立て2　　万、Tを活用し課題の共有化を図る。

本時では、 まず3歩で走れている生徒から低いハードルと高いハード／｝の両方を跳んでもらい、

「3歩の人のハードリングにはどんなポイントが見つけられるか0」を全体で考えるよう題材提示を

行う。その後、共通課題である『ハードルが高くなってもインターバルを3歩で走るにはどうした

らいいか。』について、町を活用することでさまざまなポイントやコツを引き出していきたい0最

終的には、本単元の技能ポイントである「着地→次の1歩」に着目させ、3歩のリズムである「0、

1、2、3」の特に「1」に意織を置かせるような発間を工夫していきたい。

終末部では、FTで出たさまざまなポイントやコツを自分自身の課題に置き換え、3歩のリズム

のrl」を意識しながら、各自の課題解決の活動を行い、次時へとつなげていくようにする0

（3）本時の展開と評価 

学習内容一・倍動l　教師の働きかけと生徒の反応　l指導上の留意点と評価 

1、ウオーミングアップ �Slペアでストレッチをする。 �・指導部位を意識させなが 

・ペア．ストレッチ �S2　基礎感覚づくり運動を行う。　　　　　ら基礎感覚づくり運動を 

・基礎感覚づくり運動を　・ノ十一・ドルウオーキング（抜き足） ��させるふ 

・行う：　　　　　　　・リズムハードル（抜き足） 

く10‾分＞・　　　・一歩ハードル（着地→次の1歩） 

・3歩のリズム走（ミニハードル使用）■ �� 

＜問題提示＞ � 

Tlモデルを見て自分と何が違うのか考 �� 

え‾てみましょう。 �1 ・モデルを観察させてポイ ントを探す。 ・班編制について 男女別4人班で行う。 合計8班 ・「なぜ？」イどうして？」 と巡回しながら思考を深 める発間をし、班での話 

S3‾高さの低いハードルと高いハ一幸ルの 
・ハードリングを観察する。 

＜発間1．＞ 

T2　3r歩の人のハ■－ドリングにはどんな 

ポイントが見つけられ享すか。・ 

＜学習課題＞ 
2、実際に跳んで試しな �〇　　　〇一L一　　　　　　　　　　　　　、　　　－　や 

がら、3歩で走るためのT3ハードルが向くなってもインタハ ボイン・トをたく・さん見ルを3歩で走るにはどこを意識するといい 霊【拡散】S竃薫蒸諾禁警芸文≡ 

ていく。 �7／し合いを活発にさせる。 

S5できる生徒とできない生徒とを比較し、 ・良いところのポイントを見つけ出す。 S6予想される生徒の意見（例） ・スピードを上げて踏み切るふ ・高く跳び越さないムー低く跳ぶとよい。 �・好ましし、助言は賞賛す る。 

・上体を倒すといい。 



抜き足は縦より横の方がいい。

着地の時ブレーキをかけない。

抜き足を素早くへそまでもってくる。

着地の次の1歩を大きくする。

腕振りでバランスを取るといい。など

＜評価基準＞

3歩で走るためのポイン

トをたくさん見つけ出す

ことができる。

AorB：自分なりのポイン

トが2つ程度言える。また

は書ける。

Cへの手立て

仲間の意見を選んで実

践することができる。

＜評価方法＞

観察・ホワイトボードの記

述

3各班で見つけ出した

ポイントを共有する。，

【収束】

＜12分＞

4各自の課題や出てき

たポイントを意織した

練習を行い、自分なりの
コツを見つけ出す。

＜12分＞

T4　それでは各班で見つけ出したボイン 

トをいくらかに絞り、．みんなで共有しま 

しょうこ（絞ったポイントは赤づンで記入 

させる） 

S7　他の班のポイントを見て、百分たちの班

があげたポイントを確認したり、新しいポ

イントに気付きを得たりする。

T5　積極的な発言を賞賛し、活発な助言をす

る。

＜まとめ＞

着地→次の1歩をスム」ズにする。3歩の 

リズム「0、1、213」の「1」を意識 

する＿。 

T6■出てきたポイントを参考にしながら、 

自分の課題を学習カサドに記入しなさい。 

S8　学習カードに3歩で走るために必要な

各自の課題を記入する。

＜指示2＞

T7　それでは、各自の課題や出てきたポ

イントや共通課題である3歩のリズムで

特に「1」を意識しながら、練習を行いな

さい。

S9　班の人に観察してもらいながら痍習を

行う。（予想される生徒のアドバイス）
・もっとスピードあげてきた方がいいよ

跳べない生徒もいること

を想定し、低いハードルも

準備しておく。



5学習の振り返り

学習カードに記入する

6後片付け＜4分＞

・次の1歩をもう少し大きくしたらいい

よ

・抜き足を素早くへその前にもってくる

といいよ。

・ま牢、高く跳んでいるよ　　・など

で8　できていない生徒を個別に指導する。

・より低いハードルで行うなど、場の設

定を工夫する。
・できたときには、賞賛し積極的な活動

を促す。

T9　好ましい学習モデルがあれば紹介する。

「○○がよかった」「○○の工夫が見られ

た」等

SlO学習を振り返り、学習カードに記入す

る。

・づまずきに気づかせ、示範

して改善のための練習の

仕方について助言する。

・自己評価および相互評価

が円滑に進められるように

支援する。

（4）本時の評価

ハードルが高くなっても、リズミカルな走りから滑らかにハードルを越すためのポイントやコ少

を仲間と協力しながら見つけ出すことができた。



八一椚軋学習椚一昨

＜昌樽蓼等＞

丸腰L遡
＜抒能才　スピードを落巴監軌3歩のりス血で走り漁蟹う。

＜脚叫＞　畠分功淵垣喝暗にし、伸拘伝教見合って紺野しきう。

（苫）50mペスト記録

●lヽ　　　　　　　　　　　　　　＞ ����m　のタイム 

髄 �IO �9 �‾超 �せ �a �5 �超 �3 �2 �！． 3．5秒 以上 

記録と の差 �1．1秒 �】‥　1・～ �1．4・～ �1。7～ �2．0～ �2．3～ �2．6～ �2．9′－ �3．2・－ 

以内 �1．3 �1．6 �1，9 �2．2 �2．5 �2．8 �3．1 �3．4 

※八一匹りンゲ単組適塾

（紛卦¢椚八一ドル昌辟タイム

（窒漁捗ス啓一トから7台巨歩で

億窮
～手工ヤクシート～

Jl一ドルドりル �I歩八一一ドル �イン智－JuL 3歩（催い） �イン唇－パル 3歩（遜弘り �Jヽ－ドりンケ �5台通して3歩 

なんとかできる �なんとかできる 低いのでできる できる �なんとかできる �なんとかできる �なんとか跳べる �2台日までは 3歩でいけ挙・ 

できる ��できる �できる �跳べる �4台日までは ．3歩でい‘ける 

スムーズに �スムーズに �スムーズに �スムーズに �スムーズに �最後まで3歩で 

できる �できる �できる �できる �跳べる �いける 

9



ポイントやコツを整理し占うJJ
＜インターバル＞

☆ポイントをまとめよう！！

☆自分の課題 ★自分のコツが見つかった！！

＜ハードノング＞

☆ポイントをまとめよう！！

☆自分の課題 ★自分のコツが見つかった日

～振り堰け～

日 付 �今日の目標 練習内容 �◎0AXで自 ��� � �本 

巻 雲 �意 欲 �協 力 �啓 の 工 夫 � 

① � � � � � � � 

② � � � � � � � 

⑨ � � � � � � � 

④ � � � � � � � 

⑥ � � � �」 � � � 

時の振り返りをしよう



てこLごへふ課題巻生み出す活動を仕組み、FTを活用して、問題意識を喚起し、

課題の共有化を図る。動きのコツやポイントを明確に持たせることで

よりアクティブ・ラーニングへ。

生徒にとって困り感や必要感のあまり感じ

られない課題では、技能定着が促されないこと

が多いゎどれだけ明確な課題意識を持つかが大

切ですの　FTを活用し、課題の共有化を進める

ことで次の3つのメリットが期待できます。

効果的な技能定着を促すには、生徒の実態と課額のマッチングがとても重要ですのできそうででき

ないレベルの課埴設定にならないと、課題の達成や克服にむけた意欲を卜分に喚起できないからで

す。また、FTで裸題の共有化を図る際に注意したいのは、発問の視点を明確にし、偉徒の　rなぜJ

rどうして」を生かしながら思考の深まりを促す必車があります。

ll



ハードルに必要と思われる「振り上げ足J r着地の仕カ」などの基礎感覚づくりの運動を穏み上げな

がらも、インターバル間のリズミカルな走りがおおむね定着してきた段階で、より高次の技能習得を期

待していますのインター′くル間は同じでも、ハードルの高さや歩数への制限を加えることで困り感や必

要感のある課題を設定していきますれ

ホワイトボ鵬ドを活用して「交

淀」の学び合いを進め、動きのコ

ツやポイントを可視化していきま

す。その視点を切り口にグループ

内での「教え合う」姿へと促され

フィードバックされていきます。

※写真は1年次のプレ発表「マット運動」のもの

動きのコツやポイントを確認　　　　班内での意見の交流

明確になった課題を達成にする

ために、より生徒が主体的に取り

組むための支援を試みますゎ

生徒の恐怖心を取り除く教具の

1二夫を図り、学習顔境の整備を進

めます。
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2016／6／15

1

湘フジ厨泉郷確定

離弼威細如率

H2書．．持 

靂捕県中細捕定帽脚柏軸 

研究発表会 

内野中・立花提案 

融点拝的－ドJほ＝：学ぶ 
鮪鵜制場合軟膏センター 

掛鏑′ 

二二‘．， � �ミデ■ � � � 

l �響雷監嘗遅鉾等 ���主謀窮ミさ拍た茄iG花成戎市扇ぎヨ－ 

掌習練超を生む働き掛け＿ 
－r3 ��歩で産れている草枕の低い八一． 

一・rドルと高い八丁ドルで伽＿トドリン 

：クをモデルとレて提示し．‾3歩で尭1 
るポイントを ����問う籍 �間1をうつJ 

学習課題　　　占 



2016／6／15

2

蕗面藩亨畜転廟衰画亮蚕‡蜃蜃頭i

すべての子ともたちが上目の色を変えて連
動における蹄題の解決に取り組む姿を只現：
したい。

すべての子ともたちに．保健体育科の学習1

毛過しも‥「生きる力jを育みたい。

t■■刑事l■Il陣′　ljヒEO刀J qJ三■王事■

rtかな事カj rlかな心J r鍵やかな♯jの

すべてを書むことができ手嶋一〇薮科

HZ●．l．Iき 

正拙・中棚掛軸 

御伽軌だJ 
断　市布　総合合庸センサー 

1薄れ 　′ 



27・28指定研究　県中教研保蝕体育科研究発表会

6月15日（水）

於：内野中学校

学校名　　【　　　　　　　　　　】

参加者氏名【　　　　　　　　　　】

問1　本研修の内容について　以下の視点から評価をお聞かせください。

（1）授業提案について　　　　　　　　参考になった

（2）研究協議会について

（3）運営について

参考にならなかった

A B C D

充実していた　　　　　　　　　　充実していなかった

A B C D

充実していた　　　　　　　　充実していなかった

A B C D

問2　本研究発表会の総合評価（充実度）をお聞かせください。

充実していた 充実していなかった

A B C D

問3　今回の研修で得たものは何ですか。

また、研修についての要望等がありましたら　お聞かせください。

ご協力ありがとうございました。


































