
令和２年１月７日

令和元年度 文部科学大臣優秀教職員表彰式の開催について

令和２年１月１４日（火）に、文部科学大臣優秀教職員表彰式を開催しますので

お知らせします。

１ 表彰制度の趣旨について

優れた成果を上げた教職員を表彰することは、教職員の意欲を高め、資質能力の向

上に資することから、全国の国公私立学校（大学、高等専門学校を除く。）の現職の

教職員（校長等の管理職を除く。）を対象に、平成１８年度から文部科学大臣による

優秀教職員表彰を実施してきました。

２ 表彰式の日時等について（別添１参照）

日時：令和２年１月１４日（火）１３：００～１７：００

場所：東京大学・安田講堂（文京区本郷７－３－１）（別添２参照）

８２５名の被表彰教職員、４８の被表彰教職員組織のうち、希望のあった７７２名

の教職員、４４の教職員組織（予定）に対して表彰状を贈呈します。

また、併せて羽生善治氏(将棋棋士 九段）による記念講演を実施します。

３ 令和元年度被表彰者の状況について（別添３参照）

令和元年度の被表彰教職員は８２５名（国立２１名、公立７７９名、私立２５名）、

被表彰教職員組織は４８組織（国立３組織、公立４４組織、私立１組織）です。

表彰の対象となる教職員及び教職員組織は、全国の国公私立学校の現職の教職員（教

職員経験１０年以上かつ原則として５０歳未満。今年度より、教職員経験年数１０年

未満を対象とする、若手教職員等奨励賞を新設。）又は全国の国公私立学校の教職員

組織（活動期間１年以上）で、学校教育における教育実践等に顕著な成果を挙げたと

して推薦のあった教職員及び教職員組織（推薦者は、附属学校を設置する国立大学の

学長、都道府県・指定都市教育委員会及び都道府県知事）について、文部科学省が審

査を行い決定しました。

＜担当＞ 初等中等教育局初等中等教育企画課

課長 浅野 敦行（2336）

課長補佐 出塩 進 （2337）

専門官 渡邉 賢晃（2340）

電話：03－5253－4111（代表）

03－6734－2341（直通）
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「令和元年度 文部科学大臣優秀教職員表彰」式次第

１．日 時

令和２年１月１４日(火) ＜１１：３０ 受付開始＞

２．会 場

東京大学・安田講堂（東京都文京区本郷７－３－１）

３．スケジュール

（１）表彰式(13：00～ 13：25)

開 式

国歌斉唱

表彰状授与（代表者）

萩生田文部科学大臣挨拶

来賓祝辞

代表者挨拶

閉 式

（２）記念講演(13：45 ～ 14：45)

羽生 善治 九段（将棋棋士）

（３）表彰状伝達式(15：00 ～ 16：00)

（４）記念写真撮影(16：15 ～ 17：00)

別添１



（都道府県別公私立学校内訳）

性　　　別 都道府県
男 14 388 (30) 12 414 (30) 50.2% (3.6%) 北 海 道 26 0
女 7 391 (17) 13 (1) 411 (18) 49.8% (2.2%) 青 森 県 4 (1) 0

合　　　計 21 779 (47) 25 (1) 825 (48) 100% (5.8%) 岩 手 県 8 (4) 0
宮 城 県 12 0

種　　別 秋 田 県 8 0
幼稚園幼稚園・幼保連携型認定こども園 2 4 3 9 1.1% 山 形 県 10 0
小学校 小　学　校 9 305 (15) 1 315 (15) 38.2% (1.8%) 福 島 県 16 0
中学校 中　学　校 3 212 (11) 4 (1) 219 (12) 26.5% (1.5%) 茨 城 県 23 0
義務教育学校義務教育学校 0 3 0 3 0.4% 栃 木 県 17 (1) 0
高等学校 高　等　学　校 3 189 (16) 17 209 (16) 25.3% (1.9%) 群 馬 県 16 0
中等教育学校中等教育学校 1 3 0 4 0.5% 埼 玉 県 24 (3) 0
特別支援学校特別支援学校 3 63 (5) 0 66 (5) 8.0% (0.6%) 千 葉 県 27 0
教育委員会教育委員会（スクールカウンセラー） 0 0 0 0 0.0% 東 京 都 40 (21) 9 (1)

合　　　計 21 779 (47) 25 (1) 825 (48) 100% (5.8%) 神 奈 川 県 28 (10) 2
新 潟 県 13 0

実践分野 富 山 県 9 0
一一　学習指導 13 389 (23) 15 (1) 417 (24) 50.5% (2.9%) 石 川 県 10 1
二二　生徒指導、進路指導 0 70 (2) 2 72 (2) 8.7% (0.2%) 福 井 県 7 0
三三　体育、保健、給食指導 1 57 0 58 7.0% 山 梨 県 8 1
四四　特別活動指導、部活動指導 0 67 (5) 3 70 (5) 8.5% (0.6%) 長 野 県 19 0
五五　特別支援教育 2 83 (5) 1 86 (5) 10.4% (0.6%) 岐 阜 県 19 (1) 1
六六　地域連携 2 17 1 20 2.4% 静 岡 県 21 2
七七　ユネスコ活動、国際交流 0 2 1 3 0.4% 愛 知 県 43 2
八八　学校運営改善 0 33 (1) 0 33 (1) 4.0% (0.1%) 三 重 県 8 (1) 1
九九　その他 3 61 (11) 2 66 (11) 8.0% (1.3%) 滋 賀 県 5 1

合　　　計 21 779 (47) 25 (1) 825 (48) 100% (5.8%) 京 都 府 11 0
大 阪 府 13 (3) 2

年　　　齢 兵 庫 県 30 0
26 歳 0 1 (1) 0 1 (1) 0.1% (0.1%) 奈 良 県 6 1
27 歳 0 4 (4) 0 4 (4) 0.5% (0.5%) 和 歌 山 県 9 0
28 歳 0 7 (7) 0 7 (7) 0.8% (0.8%) 鳥 取 県 7 0
29 歳 0 3 (3) 0 3 (3) 0.4% (0.4%) 島 根 県 8 0
30 歳 0 3 (3) 0 3 (3) 0.4% (0.4%) 岡 山 県 11 0
31 歳 0 5 (5) 0 5 (5) 0.6% (0.6%) 広 島 県 14 0
32 歳 0 6 (5) 0 6 (5) 0.7% (0.6%) 山 口 県 13 1
33 歳 0 8 (2) 0 8 (2) 1.0% (0.2%) 徳 島 県 7 1
34 歳 0 13 (5) 2 15 (5) 1.8% (0.6%) 香 川 県 9 0
35 歳 1 11 (4) 0 12 (4) 1.5% (0.5%) 愛 媛 県 10 0
36 歳 0 10 (1) 0 10 (1) 1.2% (0.1%) 高 知 県 8 0
37 歳 0 9 3 12 1.5% 福 岡 県 24 0
38 歳 0 14 (1) 1 15 (1) 1.8% (0.1%) 佐 賀 県 9 0
39 歳 1 17 0 18 2.2% 長 崎 県 13 0
40 歳 1 22 0 23 2.8% 熊 本 県 10 0
41 歳 3 31 (2) 1 (1) 35 (3) 4.2% (0.4%) 大 分 県 10 0
42 歳 2 32 (2) 0 34 (2) 4.1% (0.2%) 宮 崎 県 11 0
43 歳 4 39 2 45 5.5% 鹿 児 島 県 16 0
44 歳 1 55 1 57 6.9% 沖 縄 県 16 0
45 歳 1 47 (1) 0 48 (1) 5.8% (0.1%) 札 幌 市 1 -
46 歳 2 70 (1) 2 74 (1) 9.0% (0.1%) 仙 台 市 5 -
47 歳 3 67 2 72 8.7% さ い た ま 市 5 -
48 歳 1 67 1 69 8.4% 千 葉 市 4 -
49 歳 0 64 2 66 8.0% 横 浜 市 16 -
50 歳 1 29 0 30 3.6% 川 崎 市 2 -
51 歳 0 32 2 34 4.1% 相 模 原 市 3 -
52 歳 0 23 1 24 2.9% 新 潟 市 3 -
53 歳 0 22 3 25 3.0% 静 岡 市 3 -
54 歳 0 20 0 20 2.4% 浜 松 市 4 -
55 歳 0 12 0 12 1.5% 名 古 屋 市 11 -
56 歳 0 4 1 5 0.6% 京 都 市 6 -
57 歳 0 11 0 11 1.3% 大 阪 市 2 -
58 歳 0 11 0 11 1.3% 堺 市 4 -

59　歳以上 0 10 1 11 1.3% 神 戸 市 0 -
合計 21 779 (47) 25 (1) 825 (48) 100.0% (5.8%) 岡 山 市 4 -

平均年齢 43.5 45.6 45.9 45.6 広 島 市 5 -
北 九 州 市 4 (2) -
福 岡 市 8 -

【教職員組織表彰】 熊 本 市 3 -
合 計 779 (47) 25 (1)

実践分野 割　合
一一　学習指導 0 15 1 16 33.3%
二二　生徒指導、進路指導 0 2 0 2 4.2%
三三　体育、保健、給食指導 0 1 0 1 2.1%
四四　特別活動指導、部活動指導 0 4 0 4 8.3%
五五　特別支援教育 0 3 0 3 6.3%
六六　地域連携 1 11 0 12 25.0%
七七　ユネスコ活動、国際交流 0 0 0 0 0.0%
八八　学校運営改善 1 3 0 4 8.3%
九九　その他 1 5 0 6 12.5%

合　　　計 3 44 1 48

【職名内訳】

職名 割　合
教諭 16 579 (44) 20 (1) 615 (45) 74.5% (5.5%)
実習教諭 0 1 0 1 0.1%
指導教諭 2 20 0 22 2.7%
主幹教諭 3 93 1 97 11.8%
総括教諭 0 7 (1) 0 7 (1) 0.8% (0.1%)
教諭（実習担任） 0 1 0 1 0.1%
専任教諭 0 0 1 1 0.1%
助教諭 0 0 1 1 0.1%
実習助手 0 1 0 1 0.1%
学校主幹 0 1 0 1 0.1%
学校副主幹 0 1 0 1 0.1%
主幹 0 1 0 1 0.1%
主任 0 1 (1) 0 1 (1) 0.1% (0.1%)
主任教諭 0 4 0 4 0.5%
学年主任 0 0 1 1 0.1%
総主任 0 0 1 1 0.1%
園長 0 1 0 1 0.1%
首席 0 1 0 1 0.1%
副校長 0 0 0 0 0.0%
事務長 0 2 0 2 0.2%
主査兼事務長 0 1 0 1 0.1%
主査 0 5 0 5 0.6%
事務参事 0 1 0 1 0.1%
事務主幹 0 2 0 2 0.2%
事務主任 0 1 0 1 0.1%
事務ﾘｰﾀﾞｰ 0 1 0 1 0.1%
事務次長 0 1 0 1 0.1%
事務職員 0 2 0 2 0.2%
栄養主査 0 1 0 1 0.1%
栄養教諭 0 15 0 15 1.8%
栄養士 0 1 0 1 0.1%
養護教諭 0 29 (1) 0 29 (1) 3.5% (0.1%)
学校図書館司書 0 1 0 1 0.1%
スクールソーシャルワーカー 0 1 0 1 0.1%
スクールカウンセラー 0 1 0 1 0.1%
船長 0 1 0 1 0.1%
管理作業員 0 1 0 1 0.1%

合　　　計 21 779 (47) 25 (1) 825 (48) 100% (5.8%)

国立 公立 私立 合　計

令和元年度「文部科学大臣優秀教職員表彰」概要

【教職員表彰】 ()内は若手教職員等奨励賞

国立 公立 私立 合　計

国　立 公　立 私　立 合　計 割　合 公　立 私　立

国　立 公　立 私　立 合　計 割　合

国　立 公　立 私　立 合　計 割　合

国　立 公　立 私　立 合　計 割　合
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No. 都道府県 種別 学校名 ふりがな 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

1 青森県 特別支援学校 弘前大学教育学部附属特別支援学校 きょういくがくぶふぞく 中嶋　実樹 なかじま　みき 六

2 秋田県 小学校 秋田大学教育文化学部附属小学校 きょういくぶんかがくぶふぞく 菅野　宣衛 すがの　のぶえい 一

3 福島県 特別支援学校 福島大学附属特別支援学校 ふぞく 鈴木　直樹 すずき　なおき 五

4 茨城県 中学校 茨城大学教育学部附属中学校 きょういくがくぶふぞく 小林　伸彦 こばやし　のぶひこ 九

5 栃木県 中学校 宇都宮大学教育学部附属中学校 きょういくがくぶふぞく 吉田　茂興 よしだ　しげおき 一

6 埼玉県 小学校 埼玉大学教育学部附属小学校 きょういくがくぶふぞく 野　竜一 よしの　りゅういち 一

7 東京都 中等教育学校 東京大学教育学部附属中等教育学校 きょういくがくぶふぞく 小張　朝子 こばり　あさこ 一

8 東京都 高等学校 お茶の水女子大学附属高等学校 ふぞく 玉谷　直子 たまたに　なおこ 一

9 新潟県 小学校 新潟大学教育学部附属長岡小学校 きょういくがくぶふぞくながおか 平野　秀穂 ひらの　ひでお 一

10 新潟県 小学校 上越教育大学附属小学校 ふぞく 二上　昌基 ふたがみ　まさき 三

11 山梨県 小学校 山梨大学教育学部附属小学校 きょういくがくぶふぞく 岡里　秀和 おかり　ひでかず 六

12 静岡県 中学校 静岡大学教育学部附属静岡中学校 きょういくがくぶふぞくしずおか 尾﨑　弘剛 おざき　ひろたけ 一

13 愛知県 高等学校 愛知教育大学附属高等学校 ふぞく 増田　朋美 ますだ　ともみ 一

14 奈良県 幼稚園 奈良女子大学附属幼稚園 ふぞく 松田　登紀 まつだ　とき 一

15 和歌山県 特別支援学校 和歌山大学教育学部附属特別支援学校 きょういくがくぶふぞく 道上　里砂 みちうえ　りさ 五

16 広島県 高等学校 広島大学附属福山高等学校 ふぞくふくやま 見島　泰司 みるしま　たいじ 一

17 徳島県 小学校 鳴門教育大学附属小学校 ふぞく 濱田　実 はまだ　まこと 一

18 香川県 小学校 香川大学教育学部附属高松小学校 きょういくがくぶふぞくたかまつ 橘　慎二郎 たちばな　しんじろう 一

19 愛媛県 小学校 愛媛大学教育学部附属小学校 きょういくがくぶふぞく 古鎌　幸一 こがま　こういち 九

20 福岡県 小学校 福岡教育大学附属久留米小学校 ふぞくくるめ 深野　良介 ふかの　りょうすけ 一

21 鹿児島県 幼稚園 鹿児島大学教育学部附属幼稚園 きょういくがくぶふぞく 河津　花奈 かわづ　かな 九

令和元年度被表彰教職員名簿（国立学校）

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働の推進」「七　ユ
ネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。



※一部常用漢字で表記しております。

No. 都道府県 種別 学校名 ふりがな 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

1 北海道 高等学校 北海道函館商業高等学校 はこだてしょうぎょう 石塚　和久 いしづか　かずひさ 一

2 北海道 中学校 池田町立池田中学校 いけだ 柴田　真 しばた　まこと 一

3 北海道 幼稚園 東川町幼児センター ひがしかわちょう 得能　美津紀 とくのう　みつき 一

4 北海道 小学校 白糠町立白糠小学校 しらぬか 苗畑　秀美 なえはた　ひでみ 三

5 北海道 特別支援学校 北海道札幌あいの里高等支援学校 さっぽろあいのさと 渡部　一也 わたなべ　かずや 五

6 北海道 特別支援学校 北海道函館高等支援学校 はこだて 脇澤　敏美　 わきざわ　としみ 五

7 北海道 小学校 帯広市立大空小学校 おおぞら 飯島　恵美子 いいじま　えみこ 一

8 北海道 特別支援学校 北海道札幌伏見支援学校 さっぽろふしみ 道添　範大　 みちぞえ　のりひろ 五

9 北海道 高等学校 北海道札幌稲雲高等学校 さっぽろとううん 志田　光瑞　 しだ　こうずい 一

10 北海道 小学校 帯広市立豊成小学校 ほうせい 鈴木　美保　 すずき　みお 一

11 北海道 中学校 帯広市立南町中学校 みなみまち 野村　香織　 のむら　かおり 一

12 北海道 高等学校 北海道余市紅志高等学校 よいちこうし 千葉　和代　 ちば　かずよ 四

13 北海道 小学校 苫小牧市立日新小学校 にっしん 梅田　絵里子 うめだ　えりこ 一

14 北海道 高等学校 北海道函館水産高等学校 はこだてすいさん 星澤　克幸　 ほしざわ　かつゆき 一

15 北海道 小学校 北見市立中央小学校 ちゅうおう 大平　博司　 おおひら　ひろし 五

16 北海道 高等学校 北海道札幌西高等学校 さっぽろにし 新井　隆彰 あらい　たかあき 一

17 北海道 小学校 小樽市立稲穂小学校 いなほ 韮澤　滋一　 にらさわ　しげかず 九

18 北海道 小学校 釧路市立昭和小学校 しょうわ 田崎　博久　 たさき　ひろひさ 九

19 北海道 小学校 中標津町立丸山小学校 まるやま 奥村　康史　 おくむら　こうじ 一

20 北海道 小学校 倶知安町立倶知安小学校 くっちゃん 髙橋　健悟　 たかはし　けんご 九

21 北海道 小学校 稚内市立潮見が丘小学校 しおみがおか 菊池　大 きくち　だい 一

22 北海道 高等学校 北海道留辺蘂高等学校 るべしべ 後藤　幸洋　 ごとう　ゆきひろ 五

23 北海道 高等学校 北海道標茶高等学校 しべちゃ 河端　将史　 かわばた　まさし 六

24 北海道 特別支援学校 北海道札幌あいの里高等支援学校 さっぽろあいのさと 平口　莉菜　 ひらぐち　りな 五

25 北海道 高等学校 北海道置戸高等学校 おけと 水谷　愛 みずたに　あい 一

26 北海道 特別支援学校 北海道札幌伏見支援学校 さっぽろふしみ 日光　梓 にっこう　あずさ 五

27 青森県 高等学校 青森県立八戸高等学校 はちのへ 山本　智也 やまもと　ともや 二

28 青森県 小学校 大鰐町立大鰐小学校 おおわに 山口　三喜 やまぐち　みき 四

29 青森県 中学校 弘前市立第三中学校 だいさん 豊巻　裕二 とよまき　ゆうじ 二 ○

30 青森県 中学校 むつ市立田名部中学校 たなぶ 小島　一玄 こじま　かずはる 九

31 岩手県 中学校 北上市立上野中学校 うえの 柿沢　香織 かきさわ　かおり 四

32 岩手県 高等学校 岩手県立平舘高等学校 たいらだて 加藤　幸美 かとう　さちみ 四

33 岩手県 高等学校 岩手県立高田高等学校 たかた 日山　玲 ひやま　れい 四

34 岩手県 高等学校 岩手県立岩谷堂高等学校 いわやどう 佐藤　将太 さとう　しょうた 九 ○

35 岩手県 高等学校 岩手県立花巻南高等学校 はなまきみなみ 古舘　将 ふるだて　まさる 九 ○

36 岩手県 高等学校 岩手県立久慈工業高等学校 くじこうぎょう 内村　湧嬉 うちむら　ゆうき 九 ○

37 岩手県 高等学校 岩手県立福岡高等学校 ふくおか 菅野　隆介 かんの　りゅうすけ 九 ○

38 岩手県 特別支援学校 岩手県立盛岡視覚支援学校 もりおかしかくしえん 高村　和人 たかむら　かずと 九

39 宮城県 中学校 白石市立白石中学校 しろいし 雫石　知規 しずくいし　とものり 六

40 宮城県 高等学校 宮城第一高等学校 みやぎだいいち 三嶋　廣人 みしま　ひろと 一

41 宮城県 小学校 名取市立増田小学校 ますだ 菅野　清栄 かんの　きよえい 五

42 宮城県 特別支援学校 支援学校女川高等学園 おながわ 房間　一樹 ふさま　かずき 五

43 宮城県 中学校 柴田町立船迫中学校 ふなばさま 鎌田　百合子 かまた　ゆりこ 六

44 宮城県 高等学校 蔵王高等学校 ざおう 大越　貞人 おおこし　ただひと 一

45 宮城県 小学校 大崎市立古川第一小学校 ふるかわだいいち 菅原　啓士 すがわら　けいし 一

46 宮城県 中学校 登米市立南方中学校 みなみかた 高橋　利恵 たかはし　りえ 四

令和元年度被表彰教職員名簿（公立学校）

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。
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47 宮城県 小学校 柴田町立船迫小学校 ふなばさま 上岡　大希 うえおか　たいき 六

48 宮城県 中学校 塩竈市立第一中学校 だいいち 佐藤　秀樹 さとう　ひでき 六

49 宮城県 小学校 加美町立賀美石小学校 かみいし 宇和野　奈々 うわの　なな 一

50 宮城県 中学校 大河原町立大河原中学校 おおがわら 大槻　由紀子 おおつき　ゆきこ 一

51 秋田県 小学校 由利本荘市立新山小学校 しんざん 髙階　千明 たかがい　ちあき 一

52 秋田県 小学校 横手市立浅舞小学校 あさまい 太田　直子 おおた　なおこ 一

53 秋田県 小学校 鹿角市立花輪小学校 はなわ 本舘　千春 もとだて　ちはる 一

54 秋田県 中学校 能代市立能代第一中学校 のしろだいいち 田山　智治 たやま　ともはる 一

55 秋田県 中学校 五城目町立五城目第一中学校 ごじょうめだいいち 佐藤　高行 さとう　たかゆき 一

56 秋田県 中学校 大仙市立大曲中学校 おおまがり 物部　長秀 もののべ　ながひで 一

57 秋田県 高等学校 秋田県立大館国際情報学院高等学校
おおだてこくさいじょ
うほうがくいん

小野　耕右 おの　こうすけ 一

58 秋田県 高等学校 秋田県立秋田南高等学校 あきたみなみ 深沢　志保 ふかさわ　しほ 一

59 山形県 小学校 東根市立大森小学校 おおもり 沼澤　周一 ぬまざわ　しゅういち 九

60 山形県 小学校 新庄市立日新小学校 にっしん 半田　恵子 はんだ　けいこ 五

61 山形県 小学校 酒田市立松陵小学校 しょうりょう 近藤　さおり こんどう　さおり 一

62 山形県 高等学校 山形県立米沢商業高等学校 よねざわしょうぎょう 藤原　浩 ふじはら　ひろし 四

63 山形県 中学校 山形市立第五中学校 だいご 渡邊　信子 わたなべ　のぶこ 一

64 山形県 小学校 酒田市立浜田小学校 はまだ 加藤　ひとみ かとう　ひとみ 一

65 山形県 中学校 天童市立第三中学校 だいさん 五十嵐　由美子 いがらし　ゆみこ 一

66 山形県 中学校 酒田市立第二中学校 だいに 齋藤　博子 さいとう　ひろこ 一

67 山形県 小学校 山形市立高瀬小学校 たかせ 森谷　雅志 もりや　まさし 一

68 山形県 小学校 村山市立戸沢小学校 とざわ 豊後　恵美 ぶんご　えみ 一

69 福島県 中学校 只見町立只見中学校 ただみ 梁取　勝伸 やなとり　かつのぶ 八

70 福島県 高等学校 福島県立湯本高等学校 ゆもと 鈴木　美加子 すずき　みかこ 四

71 福島県 中学校 楢葉町立楢葉中学校 ならは 松本　涼一 まつもと　りょういち 一

72 福島県 小学校 郡山市立薫小学校 かおる 髙橋　久美子 たかはし　くみこ 一

73 福島県 高等学校 福島県立会津学鳳高等学校 あいづがくほう 雪下　良治 ゆきした　りょうじ 三

74 福島県 高等学校 福島県立安積黎明高等学校 あさかれいめい 遠藤　喜光 えんどう　よしみつ 一

75 福島県 小学校 喜多方市立塩川小学校 しおかわ 五ノ井　達也 ごのい　たつや 一

76 福島県 小学校 白河市立みさか小学校 みさか 鈴木　恵美子 すずき　えみこ 一

77 福島県 小学校 いわき市立平第五小学校 たいら 平子　真紀 ひらこ　まき 一

78 福島県 中学校 いわき市立平第三中学校 たいら 吉田　裕 よしだ　ゆたか 二

79 福島県 中学校 鏡石町立鏡石中学校 かがみいし 折笠　健二郎 おりかさ　けんじろう 一

80 福島県 小学校 国見町立国見小学校 くにみ 阿部　淳子 あべ　じゅんこ 一

81 福島県 特別支援学校 福島県立大笹生支援学校 おおざそう 二階堂　俊介 にかいどう　しゅんすけ 五

82 福島県 中学校 会津坂下町立坂下中学校 ばんげ 橋谷田　亨 はしやだ　とおる 一

83 福島県 中学校 南会津町立荒海中学校 あらかい 星　美和 ほし　みわ 一

84 福島県 小学校 白河市立白河第三小学校 しらかわ 江花　洋介 えばな　ようすけ 一

85 茨城県 中学校 下妻市立千代川中学校 ちよかわ 吉田　有紀子 よしだ　ゆきこ 一

86 茨城県 小学校 稲敷市立新利根小学校 しんとね 幸田　裕子 こうだ　ゆうこ 一

87 茨城県 特別支援学校 茨城県立常陸太田特別支援学校 ひたちおおた 小室　明子 こむろ　あきこ 五

88 茨城県 小学校 常陸太田市立郡戸小学校 ぐんど 根本　理香 ねもと　りか 一

89 茨城県 小学校 土浦市立東小学校 あずま 岩田　江理子 いわた　えりこ 一

90 茨城県 小学校 つくば市立葛城小学校 かつらぎ 佐々木　香織 ささき　かおり 一

91 茨城県 小学校 筑西市立下館小学校 しもだて 横田　信子 よこた　のぶこ 一

92 茨城県 中学校 ひたちなか市立勝田第一中学校 かつただいいち 飛田　暁美 とびた　あけみ 九

93 茨城県 中学校 潮来市立潮来第二中学校 いたこだいに 髙根澤　良一 たかねざわ　りょういち 二

94 茨城県 中学校 行方市立北浦中学校 きたうら 小沼　優子 おぬま　ゆうこ 一

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。
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95 茨城県 中学校 守谷市立けやき台中学校 けやきだい 笠井　博貴 かさい　ひろたか 九

96 茨城県 中学校 桜川市立桜川中学校 さくらがわ 宮山　理 みややま　おさむ 三

97 茨城県 義務教育学校 桜川市立桃山学園 ももやま 小倉　かつよ おぐら　かつよ 一

98 茨城県 高等学校 茨城県立高萩清松高等学校 たかはぎせいしょう 潮田　巧巳 うしおだ　たくみ 九

99 茨城県 高等学校 茨城県立水戸第一高等学校 みとだいいち 海老澤　恭子 えびさわ　きょうこ 三

100 茨城県 高等学校 茨城県立水戸農業高等学校 みとのうぎょう 池田　拓 いけだ　たく 一

101 茨城県 高等学校 茨城県立牛久高等学校 うしく 村上　洋紀 むらかみ　ひろのり 四

102 茨城県 高等学校 茨城県立岩瀬高等学校 いわせ 谷島　賢一 やじま　けんいち 九

103 茨城県 高等学校 茨城県立下妻第二高等学校 しもつまだいに 菅　和子 かん　かずこ 六

104 茨城県 高等学校 茨城県立水戸商業高等学校 みとしょうぎょう 棚谷　克彦 たなや　かつひこ 一

105 茨城県 中等教育学校 茨城県立並木中等教育学校 なみき 荻野　雄太 おぎの　ゆうた 一

106 茨城県 特別支援学校 茨城県立北茨城特別支援学校 きたいばらき 椎名　幸由紀 しいな　さゆき 五

107 茨城県 特別支援学校 茨城県立勝田特別支援学校 かつた 小岩　奈美 こいわ　なみ 三

108 栃木県 小学校 宇都宮市立桜小学校 さくら 細越　淳 ほそごし　じゅん 二

109 栃木県 中学校 宇都宮市立豊郷中学校 とよさと 松本　清美 まつもと　きよみ 四

110 栃木県 小学校 宇都宮市立今泉小学校 いまいずみ 黒須　陽子 くろす　ようこ 九

111 栃木県 小学校 鹿沼市立みどりが丘小学校 みどりがおか 飯野　明美 いいの　あけみ 九

112 栃木県 中学校 日光市立藤原中学校 ふじはら 櫻井　洋之 さくらい　ひろゆき 九

113 栃木県 小学校 茂木町立茂木小学校 もてぎ 箕輪　尚子 みのわ　なおこ 一

114 栃木県 中学校 下野市立南河内第二中学校 みなみかわちだいに 橋本　牧子 はしもと　まきこ 三

115 栃木県 小学校 壬生町立壬生小学校 みぶ 中田　智子 なかだ　ともこ 一

116 栃木県 小学校 小山市立小山城東小学校 おやまじょうとう 上田　純 うえだ　じゅん 八 ○

117 栃木県 小学校 塩谷町立船生小学校 ふにゅう 髙橋　里佳 たかはし　りか 一

118 栃木県 小学校 大田原市立西原小学校 にしはら 谷田貝　崇 やたがい　たかし 二

119 栃木県 小学校 足利市立筑波小学校 つくば 八木澤　創 やぎさわ　はじめ 二

120 栃木県 高等学校 栃木県立黒羽高等学校 くろばね 近藤　雅仁 こんどう　まさひと 九

121 栃木県 高等学校 栃木県立宇都宮南高等学校 うつのみやみなみ 遠井　努 とおい　つとむ 九

122 栃木県 高等学校 栃木県立足利女子高等学校 あしかがじょし 會田　利恵子 あいだ　りえこ 四

123 栃木県 高等学校 栃木県立佐野東高等学校 さのひがし 関　一登 せき　かずのり 四

124 栃木県 特別支援学校 栃木県立足利中央特別支援学校 あしかがちゅうおう 松澤　和則 まつざわ　かずのり 五

125 群馬県 高等学校 県立前橋工業高等学校 まえばしこうぎょう 今井　豊 いまい　ゆたか 八

126 群馬県 高等学校 県立沼田高等学校 ぬまた 真藤　克裕 しんどう　かつひろ 二

127 群馬県 高等学校 県立伊勢崎商業高等学校 いせさきしょうぎょう 住 　里恵 すみよし　りえ 一

128 群馬県 高等学校 県立吾妻中央高等学校 あがつまちゅうおう 大竹　真和 おおたけ　まさかず 一

129 群馬県 高等学校 県立高崎北高等学校 たかさききた 原　亜由美 はら　あゆみ 二

130 群馬県 中学校 吉岡町立吉岡中学校 よしおか 林　英一 はやし　えいいち 八

131 群馬県 中学校 中之条町立中之条中学校 なかのじょう 塩野谷　喜生 しおのや　よしお 二

132 群馬県 中学校 大泉町立北中学校 きた 西本　賢 にしもと　まさる 三

133 群馬県 小学校 前橋市立大胡小学校 おおご 山田　桂子 やまだ　けいこ 一

134 群馬県 小学校 沼田市立薄根小学校 うすね 鶴淵　ますみ つるぶち　ますみ 三

135 群馬県 小学校 藤岡市立神流小学校 かんな 宇津木　志緒 うつぎ　しお 一

136 群馬県 小学校 富岡市立西小学校 にし 清水　浩美 しみず　ひろみ 二

137 群馬県 小学校 高崎市立浜尻小学校 はまじり 藤巻　薫 ふじまき　かおる 一

138 群馬県 小学校 明和町立明和東小学校 めいわひがし 檀原　淳子 だんばら　じゅんこ 一

139 群馬県 小学校 沼田市立利南東小学校 となみひがし 林　めぐみ はやし　めぐみ 一

140 群馬県 小学校 前橋市立桃川小学校 ももかわ 吉田　主 よしだ　つかさ 五

141 埼玉県 中学校 北本市立西中学校 にし 渡邊　由美 わたなべ　ゆみ 三

142 埼玉県 小学校 草加市立清門小学校 せいもん 小川　睦子 おがわ　よしこ 九

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。
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143 埼玉県 小学校 和光市立第三小学校 だいさん 神田　康秀 かんだ　やすひで 一

144 埼玉県 中学校 朝霞市立朝霞第一中学校 あさかだいいち 外﨑　三吉 とざき　さんきち 一

145 埼玉県 小学校 草加市立栄小学校 さかえ 釜井　亮輔 かまい　りょうすけ 一

146 埼玉県 小学校 川口市立幸町小学校 さいわいちょう 磯貝　美貴 いそがい　みき 五

147 埼玉県 中学校 戸田市立笹目中学校 ささめ 矢作　浩章 やはぎ　ひろあき 一

148 埼玉県 小学校 川越市立川越西小学校 かわごえにし 関　茜 せき　あかね 一

149 埼玉県 小学校 川島町立中山小学校 なかやま 森田　淳子 もりた　じゅんこ 一

150 埼玉県 中学校 所沢市立三ケ島中学校 みかじま 佐藤　彩弥 さとう　あやみ 一

151 埼玉県 中学校 嵐山町立玉ノ岡中学校 たまのおか 不破　克人 ふわ　かつひと 一

152 埼玉県 中学校 嵐山町立玉ノ岡中学校 たまのおか 大谷　あすみ おおたに　あすみ 一 ○

153 埼玉県 中学校 寄居町立男衾中学校 おぶすま 内田　徳和 うちだ　のりかず 一

154 埼玉県 小学校 深谷市立花園小学校 はなぞの 古屋　美恵子 こや　みえこ 一

155 埼玉県 小学校 上里町立長幡小学校 ながはた 根岸　侑紀 ねぎし　ゆうき 一 ○

156 埼玉県 中学校 秩父市立秩父第一中学校 ちちぶだいいち 笠原　俊 かさはら　しゅん 一

157 埼玉県 小学校 三郷市立彦郷小学校 ひこさと 渡邊　由美子 わたなべ　ゆみこ 一

158 埼玉県 小学校 幸手市立八代小学校 やしろ 松村　洋彦 まつむら　ひろひこ 一

159 埼玉県 小学校 八潮市立大瀬小学校 おおぜ 秋山　千幸 あきやま　ちゆき 一

160 埼玉県 小学校 白岡市立西小学校 にし 佐々木　尚子 ささき　なおこ 四

161 埼玉県 高等学校 埼玉県立入間向陽高等学校 いるまこうよう 伊藤　彩 いとう　あや 一

162 埼玉県 高等学校 埼玉県立八潮南高等学校 やしおみなみ 岩本　淡路 いわもと　あわじ 三

163 埼玉県 高等学校 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 いながくえんそうごう 　香織 つじ　かおり 一 ○

164 埼玉県 特別支援学校 埼玉県立草加かがやき特別支援学校 そうかかがやき 木村　達 きむら　たつし 八

165 千葉県 小学校 船橋市立小室小学校 こむろ 三浦　順子 みうら　じゅんこ 一

166 千葉県 中学校 船橋市立習志野台中学校 ならしのだい 平石　弘 ひらいし　ひろし 五

167 千葉県 小学校 市川市立冨貴島小学校 ふきじま 小島　美恵 おじま　みえ 八

168 千葉県 小学校 市川市立冨貴島小学校 ふきじま 松本　邦宏 まつもと　くにひろ 一

169 千葉県 小学校 習志野市立実籾小学校 みもみ 黒田　みのり くろだ　みのり 一

170 千葉県 中学校 浦安市立浦安中学校 うらやす 長橋　英樹 ながはし　ひでき 三

171 千葉県 小学校 市川市立大町小学校 おおまち 植田　恵津子 うえだ　えつこ 三

172 千葉県 中学校 習志野市立第一中学校 だいいち 伊藤　将啓 いとう　のぶひろ 四

173 千葉県 中学校 浦安市立堀江中学校 ほりえ 小澤　知也 おざわ　ともや 一

174 千葉県 小学校 流山市立西深井小学校 にしふかい 山本　静香 やまもと　しずか 九

175 千葉県 中学校 鎌ケ谷市立第五中学校 だいご 榎本　貴子 えのもと　たかこ 八

176 千葉県 中学校 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 かまがや 大島　隆史 おおしま　たかし 六

177 千葉県 小学校 香取市立佐原小学校 さわら 高柳　美由紀 たかやなぎ　みゆき 三

178 千葉県 小学校 香取市立山田小学校 やまだ 柿澤　慎也 かきざわ　しんや 一

179 千葉県 小学校 長生村立一松小学校 ひとつまつ 長野　季子 ながの　ときこ 二

180 千葉県 小学校 山武市立南郷小学校 なんごう 藤田　真由美 ふじた　まゆみ 一

181 千葉県 小学校 御宿町立御宿小学校 おんじゅく 横山　宏子 よこやま　ひろこ 五

182 千葉県 小学校 茂原市立萩原小学校 はぎわら 段木　宏太 だんき　こうた 三

183 千葉県 小学校 横芝光町立横芝小学校 よこしば 廣瀨　恵美 ひろせ　えみ 一

184 千葉県 小学校 市原市立ちはら台桜小学校 ちはらだいさくら 山﨑　澄江 やまざき　すみえ 三

185 千葉県 小学校 木更津市立請西小学校 じょうざい 和田　賢一 わだ　けんいち 八

186 千葉県 小学校 館山市立館山小学校 たてやま 熊田　昭 くまだ　あきら 一

187 千葉県 高等学校 千葉県立小金高等学校 こがね 安達　正幸 あだち　まさゆき 二

188 千葉県 高等学校 千葉県立幕張総合高等学校 まくはりそうごう 保坂　弓子 ほさか　ゆみこ 八

189 千葉県 特別支援学校 千葉県立袖ケ浦特別支援学校 そでがうら 大原　七生 おおはら　なおみ 五

190 千葉県 特別支援学校 千葉県立つくし特別支援学校 つくし 淺利　邦子 あさり　くにこ 五

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。
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191 千葉県 特別支援学校 千葉県立八日市場特別支援学校 ようかいちば 青木　正志 あおき　まさし 五

192 東京都 中学校 千代田区立麹町中学校 こうじまち 駒澤　正人 こまざわ　まさと 一

193 東京都 中学校 文京区立第一中学校 だいいち 水町　周義 みずまち　ちかよし 二

194 東京都 小学校 台東区立富士小学校 ふじ 池田　直亮 いけだ　なおあき 一

195 東京都 中学校 台東区立浅草中学校 あさくさ 大島　明人 おおしま　あきと 二

196 東京都 中学校 江東区立第四砂町中学校 だいよんすなまち 飯田　憲史 いいだ　のりふみ 一

197 東京都 小学校 江東区立明治小学校 めいじ 長郷　友美 なごう　ともみ 一

198 東京都 中学校 杉並区立西宮中学校 にしみや 長尾　美津江 ながお　みつえ 三

199 東京都 小学校 荒川区立汐入小学校 しおいり 武田　梓 たけだ　あずさ 三

200 東京都 小学校 板橋区立板橋第四小学校 いたばしだいよん 大塚　重彬 おおつか　しげあき 一

201 東京都 小学校 練馬区立豊玉第二小学校 とよたまだいに 髙石　直貴 たかいし　なおき 五

202 東京都 小学校 八王子市立大和田小学校 おおわだ 村野　佳顕 むらの　よしあき 一

203 東京都 中学校 八王子市立第五中学校 だいご 中山　恵施 なかやま　けいし 二

204 東京都 小学校 八王子市立鑓水小学校 やりみず 吉田　裕介 よしだ　ゆうすけ 二

205 東京都 小学校 八王子市立上柚木小学校 かみゆぎ 槙田　紀子 まきた　のりこ 一

206 東京都 中学校 調布市立第五中学校 だいご 加藤　真由子 かとう　まゆこ 一

207 東京都 小学校 国立市立国立第二小学校 くにたちだいに 因藤　佳代 いんどう　かよ 一

208 東京都 中学校 武蔵村山市立第五中学校 だいご 佐野　貴宏 さの　たかひろ 一

209 東京都 小学校 多摩市立東落合小学校 ひがしおちあい 竹川　優子 たけかわ　ゆうこ 二

210 東京都 特別支援学校 東京都立白鷺特別支援学校 しらさぎ 伊藤　めぐみ いとう　めぐみ 九

211 東京都 小学校 文京区立駕籠町小学校 かごまち 伊勢田　美咲 いせだ　みさき 一 ○

212 東京都 小学校 江東区立小名木川小学校 おなぎがわ 河瀬　正和 かわせ　まさかず 一 ○

213 東京都 小学校 中野区立平和の森小学校 へいわのもり 三井　泰子 みつい　やすこ 一 ○

214 東京都 中学校 荒川区立第三中学校 だいさん 斉藤　隆薫 さいとう　たかしげ 九 ○

215 東京都 中学校 荒川区立諏訪台中学校 すわだい 宮里　翼 みやさと　つばさ 九 ○

216 東京都 小学校 葛飾区立柴原小学校 しばはら 植田　優也 うえだ　ゆうや 四 ○

217 東京都 中学校 江戸川区立葛西第三中学校 かさいだいさん 菅野　沙紀 かんの　さき 一 ○

218 東京都 中学校 八王子市立上柚木中学校 かみゆぎ 大西　貴也 おおにし　たかや 一 ○

219 東京都 小学校 東村山市立青葉小学校 あおば 渡邉　悠子 わたなべ　ゆうこ 五 ○

220 東京都 小学校 狛江市立狛江第三小学校 こまえだいさん 橋本　依純 はしもと　いずみ 一 ○

221 東京都 小学校 武蔵村山市立雷塚小学校 らいづか 新田　智也 にった　ともや 一 ○

222 東京都 小学校 武蔵村山市立雷塚小学校 らいづか 星野　亮平 ほしの　りょうへい 五 ○

223 東京都 中学校 八丈町立三原中学校 みはら 太田　健司 おおた　けんじ 一 ○

224 東京都 高等学校 都立町田高等学校 まちだ 久世　哲也 くせ　てつや 九 ○

225 東京都 高等学校 都立町田高等学校 まちだ 山口　聖未 やまぐち　さとみ 九 ○

226 東京都 高等学校 東京都立翔陽高等学校 しょうよう 青山　海人 あおやま　かいと 四 ○

227 東京都 特別支援学校 東京都立田無特別支援学校 たなし 小池　駿 こいけ　しゅん 五 ○

228 東京都 特別支援学校 東京都立八王子東特別支援学校 はちおうじひがし 藤井　麻由 ふじい　まゆ 九 ○

229 東京都 高等学校 東京都立青梅総合高等学校 おうめそうごう 播正　圭史 ばんしょう　けいし 四 ○

230 東京都 高等学校 東京都立町田工業高等学校 まちだこうぎょう 船山　隆夫 ふなやま　たかお 四 ○

231 東京都 特別支援学校 東京都立町田の丘学園 まちだのおかがくえん 知葉　真実 ちば　まみ 四 ○

232 神奈川県 小学校 逗子市立池子小学校 いけご 坂寄　雄哉 さかより　ゆうや 一

233 神奈川県 中学校 茅ヶ崎市立萩園中学校 はぎその 町山　智子 まちやま　ともこ 一

234 神奈川県 中学校 二宮町立二宮西中学校 にのみやにし 田中　明夫 たなか　あきお 一

235 神奈川県 小学校 小田原市立三の丸小学校 さんのまる 柴田　典子 しばた　のりこ 一

236 神奈川県 小学校 開成町立開成小学校 かいせい 志澤　明日香 しざわ　あすか 一

237 神奈川県 小学校 横須賀市立浦賀小学校 うらが 府中　高助 ふちゅう　こうすけ 一

238 神奈川県 高等学校 神奈川県立柏陽高等学校 はくよう 　昌子 つじ　まさこ 一

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。
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239 神奈川県 高等学校 神奈川県立七里ガ浜高等学校 しちりがはま 肥後　麗子 ひご　れいこ 一

240 神奈川県 高等学校 神奈川県立大船高等学校 おおふな 三戸　若菜 みと　わかな 一

241 神奈川県 高等学校 神奈川県立橋本高等学校 はしもと 鈴木　貴人 すずき　たかひと 一

242 神奈川県 中等教育学校 神奈川県立相模原中等教育学校 さがみはら 瀧澤　真弓 たきざわ　まゆみ 一

243 神奈川県 特別支援学校 神奈川県立みどり養護学校 みどり 白石　沙千代 しらいし　さちよ 五

244 神奈川県 特別支援学校 神奈川県立相模原中央支援学校 さがみはらちゅうおう 谷口　朋子 たにぐち　ともこ 五

245 神奈川県 小学校 厚木市立南毛利小学校 なんもうり 西川　加奈恵 にしかわ　かなえ 一

246 神奈川県 小学校 大和市立緑野小学校 みどりの 大林　圭佑 おおばやし　けいすけ 一

247 神奈川県 小学校 横須賀市立野比小学校 のび 大橋　幸史朗 おおはし　こうしろう 一

248 神奈川県 高等学校 神奈川県立瀬谷高等学校 せや 菊地　いずみ きくち　いずみ 一

249 神奈川県 特別支援学校 神奈川県立横浜ひなたやま支援学校 よこはまひなたやま 山道　卓也 やまみち　たくや 五

250 神奈川県 中学校 海老名市立海老名中学校 えびな 上髙原　拓也 かみたかはら　たくや 一 ○

251 神奈川県 小学校 伊勢原市立竹園小学校 たけぞの 廣田　千佳 ひろた　ちか 一 ○

252 神奈川県 小学校 箱根町立仙石原小学校 せんごくはら 東　仁美 あずま　ひとみ 一 ○

253 神奈川県 中学校 真鶴町立真鶴中学校 まなづる 塩田　朋広 しおた　ともひろ 一 ○

254 神奈川県 中学校 横須賀市立武山中学校 たけやま 松原　健明 まつばら　たけあき 一 ○

255 神奈川県 高等学校 神奈川県立白山高等学校 はくさん 今川　由季 いまがわ　ゆき 一 ○

256 神奈川県 高等学校 神奈川県立横浜栄高等学校 よこはまさかえ 坪井　真由美 つぼい　まゆみ 一 ○

257 神奈川県 高等学校 神奈川県立湘南台高等学校 しょうなんだい 二見　遼介 ふたみ　りょうすけ 一 ○

258 神奈川県 特別支援学校 神奈川県立相模原中央支援学校 さがみはらちゅうおう 亀田　友恵 かめだ　ともえ 五 ○

259 神奈川県 特別支援学校 神奈川県立えびな支援学校 えびな 河手　拓哉 かわて　たくや 五 ○

260 新潟県 小学校 妙高市立新井小学校 あらい 米岡　洋 よねおか　ひろし 一

261 新潟県 小学校 小千谷市立小千谷小学校 おぢや 上月　康弘 こうづき　やすひろ 一

262 新潟県 高等学校 新潟県立新潟中央高等学校 にいがたちゅうおう 渡邉　真紀子 わたなべ　まきこ 四

263 新潟県 小学校 長岡市立黒条小学校 くろじょう 山口　和之 やまぐち　かずゆき 一

264 新潟県 小学校 新発田市立御免町小学校 ごめんまち 伊藤　孝希 いとう　たかき 一

265 新潟県 中学校 糸魚川市立糸魚川東中学校 いといがわひがし 石田　良恵 いしだ　よしえ 一

266 新潟県 中学校 長岡市立南中学校 みなみ 岸　崇 きし　たかし 一

267 新潟県 高等学校 新潟県立新潟工業高等学校 にいがたこうぎょう 樋口　猛 ひぐち　たけし 四

268 新潟県 高等学校 新潟県立長岡大手高等学校 ながおかおおて 鈴木　春樹 すずき　はるき 二

269 新潟県 中学校 柏崎市立第五中学校 だいご 安中　美香 あんなか　みか 九

270 新潟県 中学校 村上市立第一中学校 だいいち 髙橋　一哉 たかはし　かずや 一

271 新潟県 特別支援学校 長岡市立総合支援学校 そうごうしえん 丸山　恵美子 まるやま　えみこ 五

272 新潟県 高等学校 新潟県立小出高等学校 こいで 行方　美幸 なめかた　みゆき 五

273 富山県 中学校 黒部市立宇奈月中学校 うなづき 大前　奈津子 おおまえ　なつこ 二

274 富山県 高等学校 富山県立福岡高等学校 ふくおか 出口　奈津子 でぐち　なつこ 一

275 富山県 特別支援学校 富山県立高志支援学校 こし 山崎　幸美 やまざき　ゆきみ 五

276 富山県 小学校 朝日町立さみさと小学校 さみさと 鍋島　朋子 なべしま　ともこ 五

277 富山県 小学校 黒部市立若栗小学校 わかぐり 富山　有紀子 とみやま　ゆきこ 一

278 富山県 中学校 小矢部市立蟹谷中学校 かんだ 松井　真一郎 まつい　しんいちろう 一

279 富山県 中学校 富山市立呉羽中学校 くれは 柴垣　真美子 しばがき　まみこ 一

280 富山県 中学校 魚津市立東部中学校 とうぶ 有澤　祐子 ありさわ　ゆうこ 一

281 富山県 小学校 富山市立光陽小学校 こうよう 道下　佐和子 みちした　さわこ 一

282 石川県 小学校 小松市立苗代小学校 のしろ 河上　泰輔 かわかみ　たいすけ 八

283 石川県 小学校 金沢市立小坂小学校 こさか 杉谷　恵子 すぎたに　けいこ 八

284 石川県 小学校 津幡町立津幡小学校 つばた 南谷　昇 みなみだに　のぼる 一

285 石川県 小学校 七尾市立田鶴浜小学校 たつるはま 羽石　奈美 はいし　なみ 八

286 石川県 小学校 穴水町立穴水小学校 あなみず 鳥井　幸代 とりい　さちよ 八

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。
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287 石川県 中学校 金沢市立高岡中学校 たかおか 貞廣　千佳子 さだひろ　ちかこ 一

288 石川県 中学校 内灘町立内灘中学校 うちなだ 石井　敬 いしい　たかし 二

289 石川県 高等学校 石川県立小松高等学校 こまつ 長田　幸代 おさだ　ゆきよ 一

290 石川県 高等学校 石川県立工業高等学校 こうぎょう 東　喜義 ひがし　きよし 八

291 石川県 高等学校 石川県立金沢桜丘高等学校 かなざわさくらがおか 小田　哲生 おだ　てつお 二

292 福井県 中学校 金津中学校 かなづ 村上　一美 むらかみ　かずみ 一

293 福井県 中学校 武生第一中学校 たけふだいいち 中村　香織 なかむら　かおり 一

294 福井県 小学校 本郷小学校 ほんごう 山内　智永 やまうち　ともなが　 一

295 福井県 高等学校 敦賀工業高等学校 つるがこうぎょう 山田　章央 やまだ　あきおう 一

296 福井県 高等学校 武生工業高等学校 たけふこうぎょう 西口　和代 にしぐち　かずよ 一

297 福井県 高等学校 鯖江高等学校 さばえ 田野辺　満 たのべ　みつる 四

298 福井県 小学校 小浜小学校 おばま 小坂　恵 こさか　めぐみ 五

299 山梨県 高等学校 山梨県立北杜高等学校 ほくと 坂井　護明 さかい　もりあき 六

300 山梨県 高等学校 山梨県立農林高等学校 のうりん 本多　哲也 ほんだ　てつや 一

301 山梨県 小学校 南アルプス市立八田小学校 はった 前橋　麻里子 まえばし　まりこ 一

302 山梨県 中学校 甲斐市立双葉中学校 ふたば 渡邊　亜希彦 わたなべ　あきひこ 一

303 山梨県 小学校 甲州市立塩山南小学校 えんざんみなみ 那須　栄樹 なす　えいき 一

304 山梨県 小学校 笛吹市立八代小学校 やつしろ 風間　千恵美 かざま　ちえみ 三

305 山梨県 中学校 富士川町立増穂中学校 ますほ 芦澤 稔也 あしざわ　としや 一

306 山梨県 中学校 上野原市立上野原中学校 うえのはら 久島　宏 くしま　ひろし 一

307 長野県 小学校 塩尻市立塩尻西小学校 しおじりにし 島村　優子 しまむら　ゆうこ 五

308 長野県 小学校 伊那市立高遠北小学校 たかとおきた 中島　元博 なかじま　もとひろ 六

309 長野県 小学校 筑北村立坂井小学校 さかい 待井　明 まちい　あきら 六

310 長野県 小学校 長野市立湯谷小学校 ゆや 松橋　淳 まつはし　じゅん 一

311 長野県 中学校 諏訪市立上諏訪中学校 かみすわ 吉澤　俊 よしざわ　しゅん 九

312 長野県 小学校 飯田市立伊賀良小学校 いがら 權田　美和子 ごんだ　みわこ 五

313 長野県 高等学校 長野県佐久平総合技術高等学校
さくだいらそうごうぎ
じゅつ

佐藤　正昭 さとう　まさあき 四

314 長野県 高等学校 長野県富士見高等学校 ふじみ 宮澤　正 みやざわ　ただし 六

315 長野県 中学校 千曲市立更埴西中学校 こうしょくにし 久保田　隆昭 くぼた　たかあき 四

316 長野県 特別支援学校 長野県松本養護学校 まつもと 長瀬　幸恵 ながせ　ゆきえ 五

317 長野県 高等学校 長野県上伊那農業高等学校 かみいなのうぎょう 山下　昌秀 やました　まさひで 一

318 長野県 中学校 安曇野市立明科中学校 あかしな 三枝　史明 みえだ　ふみあき 五

319 長野県 中学校 飯山市立城北中学校 じょうほく 千野　悟 ちの　さとる 四

320 長野県 小学校 佐久市立野沢小学校 のざわ 後藤　千鶴 ごとう　ちづる 四

321 長野県 中学校 上田市立第五中学校 だいご 宮下　聡 みやした　さとし 一

322 長野県 小学校 松本市立開明小学校 かいめい 山本　由貴美 やまもと　ゆきみ 五

323 長野県 特別支援学校 長野県飯山養護学校 いいやま 田中　利恵 たなか　りえ 五

324 長野県 小学校 木曽町立開田小学校 かいだ 清水　なるみ しみず　なるみ 一

325 長野県 高等学校 長野県佐久平総合技術高等学校
さくだいらそうごうぎ
じゅつ

江原　一幸 えばら　かずゆき 四

326 岐阜県 小学校 岐阜市立徹明さくら小学校 てつめいさくら 南谷　みどり なんや　みどり 五

327 岐阜県 小学校 山県市立富岡小学校 とみおか 吉田　隆 よしだ　たかし 八

328 岐阜県 小学校 本巣市立真桑小学校 まくわ 芳賀　智子 はが　ともこ 一

329 岐阜県 中学校 海津市立平田中学校 ひらた 曽根　章 そね　あきら 九 ○

330 岐阜県 小学校 養老町立日吉小学校 ひよし 西脇　美保 にしわき　みほ 一

331 岐阜県 中学校 郡上市立明宝中学校 めいほう 遠藤　智和 えんどう　ともかず 六

332 岐阜県 小学校 関市立倉知小学校 くらち 栗山　基 くりやま　はじめ 九

333 岐阜県 中学校 可児市立蘇南中学校 そなん 真野　純次 まの　じゅんじ 一

334 岐阜県 小学校 美濃加茂市立加茂野小学校 かもの 細川　純 ほそかわ　じゅん 一

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。



No. 都道府県 種別 学校名 ふりがな 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

335 岐阜県 中学校 瑞浪市立瑞浪中学校 みずなみ 髙橋　かおり たかはし　かおり 一

336 岐阜県 小学校 恵那市立大井小学校 おおい 遠山　意保子 とおやま　いほこ 五

337 岐阜県 小学校 高山市立清見小学校 きよみ 中木　いず美 なかき　いずみ 一

338 岐阜県 中学校 飛騨市立古川中学校 ふるかわ 橋本　浩典 はしもと　ひろのり 一

339 岐阜県 高等学校 岐阜県立岐阜高等学校 ぎふ 杉山　晴美 すぎやま　はるみ 二

340 岐阜県 高等学校 岐阜県立郡上高等学校 ぐじょう 髙橋　こう子 たかはし　こうこ 一

341 岐阜県 高等学校 岐阜県立恵那農業高等学校 えなのうぎょう 水野　歩 みずの　あゆみ 一

342 岐阜県 高等学校 岐阜県立斐太高等学校 ひだ 日比野　恭一 ひびの　きょういち 六

343 岐阜県 特別支援学校 岐阜県立岐阜盲学校 ぎふもう 伊藤　加奈子 いとう　かなこ 三

344 岐阜県 特別支援学校 岐阜県立恵那特別支援学校 えな 梅村　美奈子 うめむら　みなこ 五

345 静岡県 中学校 吉田町立吉田中学校 よしだ 杉山　恵 すぎやま　めぐみ 三

346 静岡県 小学校 湖西市立鷲津小学校 わしづ 宮﨑　幸治 みやざき　こうじ 一

347 静岡県 小学校 御前崎市立第一小学校 だいいち 淺羽　敦子 あさば　あつこ 一

348 静岡県 中学校 森町立泉陽中学校 せんよう 水上　伸治 みずかみ　しんじ 九

349 静岡県 小学校 島田市立金谷小学校 かなや 中村　延也 なかむら　のぶや 八

350 静岡県 小学校 伊東市立八幡野小学校 やわたの 後藤　亜希子 ごとう　あきこ 一

351 静岡県 小学校 富士宮市立東小学校 ひがし 村上　智美 むらかみ　ともみ 一

352 静岡県 小学校 御殿場市立玉穂小学校 たまほ 杉山　知太朗 すぎやま　ともたろう 二

353 静岡県 小学校 三島市立錦田小学校 にしきだ 宮下　厚子 みやした　あつこ 五

354 静岡県 中学校 富士市立岩松中学校 いわまつ 米山　奈津子 よねやま　なつこ 一

355 静岡県 中学校 富士宮市立富士宮第四中学校 ふじのみやだいよん 眞野　元気 まの　もとき 一

356 静岡県 幼稚園 清水町立清水南幼稚園 しみずみなみ 田代　幸子 たしろ　ゆきこ 九

357 静岡県 高等学校 韮山高等学校 にらやま 日吉　健久 ひよし　たけひさ 二

358 静岡県 高等学校 伊豆中央高等学校 いずちゅうおう 秋永　能宏 あきなが　よしひろ 九

359 静岡県 高等学校 静岡東高等学校 しずおかひがし 湯川　淑子 ゆかわ　としこ 一

360 静岡県 高等学校 榛原高等学校 はいばら 向井　稔 むかい　みのる 六

361 静岡県 高等学校 袋井商業高等学校 ふくろいしょうぎょう 寺田　久美子 てらだ　くみこ 一

362 静岡県 高等学校 浜北西高等学校 はまきたにし 竹井　嘉樹 たけい　よしき 二

363 静岡県 高等学校 伊豆総合高等学校 いずそうごう 佐々木　亮 ささき　まこと 一

364 静岡県 特別支援学校 浜松視覚特別支援学校 はままつしかく 谷山　和広 たにやま　かずひろ 五

365 静岡県 特別支援学校 御殿場特別支援学校 ごてんば 勝間田　ひな子 かつまた　ひなこ 五

366 愛知県 小学校 一宮市立今伊勢西小学校 いまいせにし 丸井　さち まるい　さち 一

367 愛知県 小学校 春日井市立松原小学校 まつばら 今西　亮　 いまにし　りょう 一

368 愛知県 小学校 犬山市立犬山南小学校 いぬやまみなみ 野口　和敬 のぐち　かずのり 一

369 愛知県 小学校 尾張旭市立三郷小学校 さんごう 中嶋　美典 なかしま　みのり 一

370 愛知県 小学校 東郷町立音貝小学校 おとがい 德田　耕一 とくだ　こういち 一

371 愛知県 小学校 蟹江町立新蟹江小学校 しんかにえ 佐古　亜希子 さこ　あきこ 一

372 愛知県 小学校 東海市立緑陽小学校 りょくよう 笠原　容子　 かさはら　ようこ 五

373 愛知県 小学校 知多市立佐布里小学校 そうり 荒尾　敏雄 あらお　としお 一

374 愛知県 小学校 美浜町立野間小学校 のま 志村　美知子 しむら　みちこ 一

375 愛知県 小学校 岡崎市立小豆坂小学校 あずきざか 髙原　美紀 たかはら　みき 三

376 愛知県 小学校 豊田市立西保見小学校 にしほみ 星野　幸司 ほしの　こうじ 二

377 愛知県 小学校 豊田市立中金小学校 なかがね 山田　有加 やまだ　ゆか 一

378 愛知県 小学校 西尾市立吉田小学校 よしだ 　範夫 さかきばら　のりお 三

379 愛知県 小学校 みよし市立緑丘小学校 みどりがおか 菅田　健 すがた　けん 一

380 愛知県 小学校 豊川市立御津北部小学校 みとほくぶ 大島　由美子 おおしま　ゆみこ 一

381 愛知県 小学校 新城市立東郷西小学校 とうごうにし 原田　健一 はらだ　けんいち 一

382 愛知県 中学校 小牧市立桃陵中学校 とうりょう 櫻井　郁代 さくらい　いくよ 一

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。
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383 愛知県 中学校 稲沢市立明治中学校 めいじ 松本　めぐみ まつもと　めぐみ 一

384 愛知県 中学校 北名古屋市立訓原中学校 くんぱら 吉金　裕之 よしかね　ひろゆき 一

385 愛知県 中学校 扶桑町立扶桑北中学校 ふそうきた 有馬　亜希　 ありま　あき 一

386 愛知県 中学校 大治町立大治中学校 おおはる 鈴木　準一郎 すずき　じゅんいちろう 二

387 愛知県 中学校 岡崎市立甲山中学校 こうざん 河澄　崇 かわすみ　たかし 一

388 愛知県 中学校 豊田市立浄水中学校 じょうすい 岩瀬　憲太郎 いわせ　けんたろう 一

389 愛知県 中学校 安城市立安城南中学校 あんじょうみなみ 長坂　祐一 ながさか　ゆういち 一

390 愛知県 中学校 豊橋市立豊岡中学校 とよおか 松波　良宏 まつなみ　よしひろ 一

391 愛知県 中学校 蒲郡市立西浦中学校 にしうら 藤井　克枝 ふじい　かつえ 一

392 愛知県 中学校 東浦町立東浦中学校 ひがしうら 西津　江美 にしつ　えみ 八

393 愛知県 高等学校 愛知県立愛知商業高等学校 あいちしょうぎょう 梶原　英彦 かじはら　ひでひこ 一

394 愛知県 高等学校 愛知県立熱田高等学校 あつた 三溝　裕司 さみぞ　ゆうじ 二

395 愛知県 高等学校 愛知県立瀬戸窯業高等学校 せとようぎょう 藤井　正剛 ふじい　せいごう 一

396 愛知県 高等学校 愛知県立杏和高等学校 きょうわ 林　高史 はやし　たかふみ 二

397 愛知県 高等学校 愛知県立豊田東高等学校 とよたひがし 成田　雅英 なりた　まさひで 一

398 愛知県 高等学校 愛知県立豊野高等学校 ゆたかの 谷口　明正 たにぐち　あきまさ 二

399 愛知県 高等学校 愛知県立足助高等学校 あすけ 浅尾　直宏 あさお　ただひろ 二

400 愛知県 高等学校 愛知県立三好高等学校 みよし 稲垣　知子 いながき　ともこ 二

401 愛知県 高等学校 愛知県立安城高等学校 あんじょう 仲島　三保子 なかしま　みほこ 一

402 愛知県 高等学校 愛知県立安城農林高等学校 あんじょうのうりん 内田　昭二 うちだ　しょうじ 一

403 愛知県 高等学校 愛知県立豊丘高等学校 ゆたかがおか 舩戸　純子 ふなと　じゅんこ 一

404 愛知県 特別支援学校 愛知県立みあい特別支援学校 みあい 岡田　拓也 おかだ　たくや 五

405 愛知県 特別支援学校 愛知県立半田特別支援学校 はんだ 池田　真悟 いけだ　しんご 五

406 愛知県 特別支援学校 愛知県立港特別支援学校 みなと 河合　健太郎 かわい　けんたろう 二

407 愛知県 特別支援学校 愛知県立一宮特別支援学校 いちのみや 伊藤　栄彦 いとう　まさひこ 五

408 愛知県 特別支援学校 刈谷市立刈谷特別支援学校 かりや 梶野　辰嗣 かじの　たつじ 八

409 三重県 小学校 三重県度会郡玉城町立有田小学校 うだ 樋口　健 ひぐち　けん 一

410 三重県 小学校 三重県伊勢市立有緝小学校 ゆうしゅう 東出　美帆 ひがしで　みほ 五

411 三重県 小学校 三重県員弁郡東員町立城山小学校 しろやま 武笠　主 たけがさ　つかさ 一 ○

412 三重県 中学校 三重県伊賀市立城東中学校 じょうとう 福岡　順子 ふくおか　じゅんこ 一

413 三重県 中学校 三重県伊勢市立厚生中学校 こうせい 中村　幸治 なかむら　こうじ 四

414 三重県 高等学校 三重県立松阪商業高等学校 まつさかしょうぎょう 福田　清徳 ふくだ　きよのり 四

415 三重県 高等学校 三重県立四日市西高等学校 よっかいちにし 丹下　浩 たんげ　ひろし 四

416 三重県 特別支援学校 三重県立度会特別支援学校 わたらい 北村　京子 きたむら　きょうこ 五

417 滋賀県 小学校 彦根市立高宮小学校 たかみや 五嶋　真美 ごしま　まみ 九

418 滋賀県 中学校 大津市立志賀中学校 しが 河野　卓也 かわの　たくや 一

419 滋賀県 中学校 守山市立守山南中学校 もりやまみなみ 鷲田　寛子 わしだ　ひろこ 三

420 滋賀県 小学校 大津市立坂本小学校 さかもと 栗田 隆司 くりた たかし 二

421 滋賀県 幼稚園 大津市立田上幼稚園 たなかみ 藤本　愛満 ふじもと　えま 一

422 京都府 中学校 向日市立勝山中学校 かつやま 佐藤　純 さとう　じゅん 一

423 京都府 中学校 宇治市立黄檗中学校 おうばく 福西　眞佐美 ふくにし　まさみ 九

424 京都府 小学校 精華町立精北小学校 せいほく 小西　菜穂子 こにし　なほこ 二

425 京都府 中学校 亀岡市立亀岡中学校 かめおか 吉見　正之 よしみ　まさゆき 二

426 京都府 小学校 舞鶴市立新舞鶴小学校 しんまいづる 岡安　洋子 おかやす　ようこ 八

427 京都府 中学校 福知山市立成和中学校 せいわ 赤淵　小百合 あかぶち　さゆり 二

428 京都府 中学校 京丹後市立峰山中学校 みねやま 伊東　裕子 いとう　ゆうこ 五

429 京都府 高等学校 京都府立園部高等学校 そのべ 倉ヶ市　裕美佳 くらがいち　ゆみか 三

430 京都府 高等学校 京都府立海洋高等学校 かいよう 川﨑　さと美 かわさき　さとみ 四

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。
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431 京都府 高等学校 京都府立久美浜高等学校 くみはま 伊達　深雪 だて　みゆき 四

432 京都府 特別支援学校 京都府立城陽支援学校 じょうよう 今田　三保 いまだ　みほ 五

433 大阪府 高等学校 大阪府立今宮高校 いまみや 網　真明 あみ　まさあき 一

434 大阪府 高等学校 大阪府立西野田工科高等学校 にしのだこうか 荒川　早苗 あらかわ　さなえ 一

435 大阪府 高等学校 大阪府立渋谷高等学校 しぶたに 榎原　佳江 えのきはら　よしえ 一

436 大阪府 高等学校 大阪府立桜塚高等学校 さくらづか 久谷　秀明 くや　ひであき 四

437 大阪府 特別支援学校 大阪府立むらの高等支援学校 むらの 森本　太一朗 もりもと　たいちろう 五

438 大阪府 高等学校 大阪府立大手前高等学校 おおてまえ 佐藤　妙 さとう　たえ 一 ○

439 大阪府 高等学校 大阪府立佐野工科高等学校 さのこうか 豊嶋　義隆 とよしま　よしたか 一 ○

440 大阪府 高等学校 大阪府立箕面東高等学校 みのおひがし 平井　綾子 ひらい　あやこ 一 ○

441 大阪府 中学校 富田林市立第一中学校 だいいち 木谷　充 きたに　みつる 五

442 大阪府 中学校 寝屋川市立第九中学校 だいく 小林　裕美子 こばやし　ゆみこ 二

443 大阪府 小学校 岸和田市立八木南小学校 やぎみなみ 髙 　知恵美 たかはし　ちえみ 一

444 大阪府 小学校 東大阪市立長瀬北小学校 ながせきた 千葉　伸朗 ちば　のぶお 二

445 大阪府 小学校 富田林市立寺池台小学校 てらいけだい 北條　由有子 ほうじょう　ゆうこ 一

446 兵庫県 中学校 多可町立八千代中学校 やちよ 有吉 研治 ありよし　けんじ 一

447 兵庫県 特別支援学校 加古川市立加古川養護学校 かこがわ 剱物 和弘 けんもつ　かずひろ 五

448 兵庫県 高等学校 兵庫県立三木東高等学校 みきひがし 小髙 正宏 こたか　まさひろ 四

449 兵庫県 高等学校 兵庫県立小野高等学校 おの 鳥井 美由紀 とりい　みゆき 三

450 兵庫県 小学校 上郡町立高田小学校 たかた 高橋 一行 たかはし　かずゆき 八

451 兵庫県 中学校 赤穂市立赤穂西中学校 あこうにし 上山 秀樹 うえやま　ひでき 八

452 兵庫県 小学校 尼崎市立尼崎北小学校 あまがさききた 青木 一朗 あおき　いちろう 九

453 兵庫県 小学校 伊丹市立瑞穂小学校 みずほ 太田 裕子 おおた　ゆうこ 一

454 兵庫県 小学校 姫路市立安室小学校 やすむろ 山本 直美 やまもと　なおみ 一

455 兵庫県 中学校 豊岡市立豊岡北中学校 とよおかきた 與田 聡 よだ　さとし 一

456 兵庫県 中学校 姫路市立東光中学校 とうこう 島谷 智美 しまたに　ともみ 八

457 兵庫県 特別支援学校 兵庫県立赤穂特別支援学校 あこう 大久保　圭子 おおくぼ　けいこ 五

458 兵庫県 高等学校 兵庫県立香寺高等学校 こうでら 北川 正志 きたがわ　まさし 四

459 兵庫県 高等学校 兵庫県立神戸甲北高等学校 こうべこうほく 松本 生 まつもと　よしお 九

460 兵庫県 特別支援学校 兵庫県立氷上特別支援学校 ひかみ 岡嶋 賢治 おかじま　けんじ 五

461 兵庫県 小学校 たつの市立新宮小学校 しんぐう 石堂 裕 いしどう　ひろし 一

462 兵庫県 小学校 加東市立滝野南小学校 たきのみなみ 大藤 由華 おおとう　ゆか 三

463 兵庫県 小学校 姫路市立津田小学校 つだ 白井 弘恵 しらい　ひろえ 九

464 兵庫県 高等学校 兵庫県立但馬農業高等学校 たじまのうぎょう 平山 剛士 ひらやま　つよし 二

465 兵庫県 小学校 新温泉町立温泉小学校 おんせん 株本 和則 かぶもと　かずのり 一

466 兵庫県 小学校 丹波篠山市立篠山中学校 ささやま 齋藤 弓絵 さいとう　ゆみえ 五

467 兵庫県 小学校 洲本市立安乎小学校 あいが 岡田 康孝 おかだ　やすたか 一

468 兵庫県 高等学校 兵庫県立伊丹高等学校 いたみ 佐藤 司 さとう　つかさ 九

469 兵庫県 高等学校 兵庫県立長田高等学校 ながた 永井 伸哉 ながい　しんや 四

470 兵庫県 高等学校 兵庫県立龍野高等学校 たつの 上岡 寛幸 うえおか　ひろゆき 四

471 兵庫県 高等学校 兵庫県立小野高等学校 おの 山本 美千代 やまもと　みちよ 四

472 兵庫県 高等学校 兵庫県立神戸高等学校 こうべ 西岡 大輔 にしおか　だいすけ 四

473 兵庫県 高等学校 兵庫県立尼崎西高等学校 あまがさきにし 大江 誠 おおえ　まこと 四

474 兵庫県 高等学校 兵庫県立姫路商業高等学校 ひめじしょうぎょう 秋山 徳人 あきやま　のりと 四

475 兵庫県 高等学校 兵庫県立西脇工業高等学校 にしわきこうぎょう 永井 宏明 ながい　ひろあき 四

476 奈良県 高等学校 奈良県立十津川高等学校 とつかわ 稲田　栄作 いなだ　えいさく 一

477 奈良県 高等学校 奈良県立吉野高等学校 よしの 中久保　孝徳 なかくぼ　たかのり 六

478 奈良県 中学校 橿原市立光陽中学校 こうよう 森岡　育代 もりおか　いくよ 二

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。
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479 奈良県 小学校 天理市立前栽小学校 せんざい 　雅代 にしつじ　まさよ 一

480 奈良県 小学校 大和高田市立片塩小学校 かたしお 二宮　美代子 にのみや　みよこ 三

481 奈良県 小学校 香芝市立志都美小学校 しずみ 熊田　晃子 くまだ　あきこ 三

482 和歌山県 小学校 紀の川市立池田小学校 いけだ 林　秀美 はやし　ひでみ 一

483 和歌山県 中学校 和歌山市立西和中学校 せいわ 水波　佳子 みずなみ　よしこ 一

484 和歌山県 中学校 田辺市立東陽中学校 とうよう 村山　典子 むらやま　のりこ 四

485 和歌山県 中学校 和歌山県立向陽中学校 こうよう 中山　拓 なかやま　ひろし 一

486 和歌山県 中学校 和歌山県立日高高等学校附属中学校
ひだかこうとうがっこ
うふぞく

出口　美樹 でぐち　みき 一

487 和歌山県 高等学校 和歌山県立神島高等学校 かしま 那須　正樹 なす　まさき 一

488 和歌山県 高等学校 和歌山県立那賀高等学校 なが 加藤　統久 かとう　のりひさ 一

489 和歌山県 高等学校 和歌山県立南部高等学校 みなべ 谷口　和久 たにぐち　かずひさ 一

490 和歌山県 特別支援学校 和歌山県立みはま支援学校 みはま 橋爪　巳希 はしづめ　みき 五

491 鳥取県 中学校 鳥取市立北中学校 きた 大広　晴美 おおひろ　はるみ 一

492 鳥取県 高等学校 鳥取県立米子西高等学校 よなごにし 秦　修一 はた　しゅういち 一

493 鳥取県 特別支援学校 鳥取県立琴の浦高等特別支援学校 ことのうら 山根　康代 やまね　やすよ 五

494 鳥取県 小学校 倉吉市立西郷小学校 さいごう 長田　美穂 ながた　みほ 一

495 鳥取県 高等学校 鳥取県立境港総合技術高等学校
さかいみなとそうごう
ぎじゅつ

磯田　暁延 いそだ　あきのぶ 一

496 鳥取県 小学校 米子市立箕蚊屋小学校 みのかや 谷田　孝之 たにだ　たかゆき 一

497 鳥取県 小学校 米子市立福米西小学校 ふくよねにし 吉田　温子 よしだ　あつこ 一

498 島根県 高等学校 島根県立松江商業高等学校 まつえしょうぎょう 永田　亮 ながた　あきら 一

499 島根県 小学校 浜田市立三隅小学校 みすみ 加藤　陽子 かとう　ようこ 三

500 島根県 高等学校 島根県立松江工業高等学校 まつえこうぎょう 野津　洋吉 のつ　ようきち 四

501 島根県 高等学校 島根県立出雲商業高等学校 いずもしょうぎょう 山﨑　孝之 やまさき　たかゆき 一

502 島根県 小学校 出雲市立多伎小学校 たき 錦織　紀子 にしこおり　のりこ 三

503 島根県 中学校 松江市立第一中学校 だいいち 神田　良佳 かんだ　よしか 三

504 島根県 高等学校 島根県立浜田高等学校 はまだ 福満　晋 ふくみつ　すすむ 四

505 島根県 中学校 安来市立第一中学校 だいいち 梶岡　純子 かじおか　じゅんこ 八

506 岡山県 小学校 倉敷市立庄小学校 しょう 橋本　久美 はしもと　くみ 四

507 岡山県 小学校 倉敷市立第五福田小学校 だいごふくだ 髙尾　基嗣 たかお　もとつぐ 二

508 岡山県 小学校 美作市立英田小学校 あいだ 山下　律子 やました　りつこ 一

509 岡山県 小学校 西粟倉村立西粟倉小学校 にしあわくら 藤原　弥生 ふじわら　やよい 三

510 岡山県 中学校 倉敷市立東陽中学校 とうよう 竹久　学 たけひさ　まなぶ 二

511 岡山県 中学校 岡山県立倉敷天城中学校 くらしきあまき 奥野　晃司 おくの　こうじ 一

512 岡山県 中学校 高梁市立川上中学校 かわかみ 平松　敬子 ひらまつ　けいこ 一

513 岡山県 高等学校 岡山県立岡山東商業高等学校
おかやまひがししょう
ぎょう

梶原　由紀子 かじはら　ゆきこ 一

514 岡山県 高等学校 岡山県立津山東高等学校 つやまひがし 河本　美喜 こうもと　みき 一

515 岡山県 高等学校 岡山県立岡山御津高等学校 おかやまみつ 郷原　宏章 ごうはら　ひろあき 一

516 岡山県 特別支援学校 岡山県立岡山支援学校 おかやましえん 江口　美恵子 えぐち　みえこ 五

517 広島県 中学校 東広島市立高屋中学校 たかや 鈴木　晶雄 すずき　まさお 四

518 広島県 高等学校 広島県立広島国泰寺高等学校 ひろしまこくたいじ 福本　伊都子 ふくもと　いつこ 一

519 広島県 特別支援学校 広島県立広島南特別支援学校 ひろしまみなみ 井上　奈穂子 いのうえ　なほこ 五

520 広島県 小学校 呉市立昭和北小学校 しょうわきた 細川　裕香 ほそかわ　ゆか 一

521 広島県 高等学校 広島県立賀茂高等学校 かも 松島　浩司 まつしま　こうじ 一

522 広島県 中学校 呉市立吉浦中学校 よしうら 姫宮　忍 ひめみや　しのぶ 一

523 広島県 中学校 福山市立城北中学校 じょうほく 菅　隆幸 すが　たかゆき 一

524 広島県 中学校 三次市立十日市中学校 とおかいち 桒原　知恵 くわはら　ちえ 一

525 広島県 高等学校 広島県立熊野高等学校 くまの 川崎　巧 かわさき　たくみ 一

526 広島県 高等学校 広島県立世羅高等学校 せら 齊藤　千文 さいとう　ちふみ 一

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。
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527 広島県 高等学校 広島県立高陽東高等学校 こうようひがし 藤本　典子 ふじもと　のりこ 一

528 広島県 小学校 北広島町立本地小学校 ほんじ 武本　圭子 たけもと　けいこ 一

529 広島県 小学校 呉市立警固屋小学校 けごや 黒小　朋子 くろこ　ともこ 一

530 広島県 小学校 庄原市立庄原小学校 しょうばら 高淵　千香子 たかぶち　ちかこ 一

531 山口県 小学校 岩国市立由宇小学校 ゆう 梶原　純子 かじわら　じゅんこ 五

532 山口県 小学校 下松市立公集小学校 こうしゅう 髙橋　ゆふ たかはし　ゆう 三

533 山口県 小学校 下松市立下松小学校 くだまつ 鎌田　潤一 かまだ　じゅんいち 一

534 山口県 小学校 防府市立大道小学校 だいどう 郡司　徳子 ぐんじ　のりこ 一

535 山口県 小学校 山陽小野田市立小野田小学校 おのだ 山崎　陽子 やまさき　ようこ 五

536 山口県 小学校 萩市立椿西小学校 ちんぜい 大野　康子 おおの　やすこ 五

537 山口県 中学校 岩国市立周東中学校 しゅうとう 平田　寛子 ひらた　ひろこ 一

538 山口県 中学校 山口市立湯田中学校 ゆだ 岩崎　知恵子 いわさき　ちえこ 一

539 山口県 中学校 美祢市立美東中学校 みとう 岡田　裕子 おかだ　ゆうこ 一

540 山口県 高等学校 山口県立徳山高等学校 とくやま 末谷　健志 すえたに　たけし 一

541 山口県 高等学校 山口県立長府高等学校 ちょうふ 橋本　智子 はしもと　ともこ 一

542 山口県 高等学校 山口県立下関中等教育学校 しものせき 青池　亘 あおいけ　わたる 一

543 山口県 高等学校 山口県立萩高等学校奈古分校 はぎ　なご 萩原　直子 はぎはら　なおこ 一

544 徳島県 小学校 吉野川市立西麻植小学校 にしおえ 長谷　美穂 はせ　みほ 一

545 徳島県 小学校 美馬市立美馬小学校 みま 上田　智香 うえた　ちか 八

546 徳島県 中学校 徳島市八万中学校 はちまん 梶原　秀文 かじはら　ひでふみ 二

547 徳島県 中学校 阿南市立羽ノ浦中学校 はのうら 坂部　佳孝 さかべ　よしたか 九

548 徳島県 高等学校 徳島県立徳島商業高等学校 とくしましょうぎょう 鈴鹿　剛 すずか　たけし 六

549 徳島県 高等学校 徳島県立池田高等学校 いけだ 岡久　展子 おかひさ　のぶこ 一

550 徳島県 特別支援学校 徳島県立みなと高等学園
みなとこうとうがくえ
ん

岡﨑　研吾 おかざき　けんご 八

551 香川県 小学校 東かがわ市立白鳥小学校 しろとり 菊本　嘉香 きくもと　よしか 一

552 香川県 小学校 丸亀市立城辰小学校 じょうしん 玉岡　優子 たまおか　ゆうこ 一

553 香川県 小学校 坂出市立金山小学校 かなやま 藤川　直人 ふじかわ　なおと 二

554 香川県 中学校 三木町立三木中学校 みき 西森　千鶴 にしもり　ちづる 三

555 香川県 中学校 高松市立香東中学校 こうとう 下地　千恵里 しもじ　ちえり 三

556 香川県 中学校 琴平町立琴平中学校 ことひら 氏家　智子 うじけ　ともこ 一

557 香川県 高等学校 香川県立石田高等学校 いしだ 加藤　千里 かとう　ちさと 二

558 香川県 高等学校 香川県立高瀬高等学校 たかせ 大西　亜紀 おおにし　あき 四

559 香川県 特別支援学校 香川県立高松養護学校 たかまつようご 谷口　公彦 たにぐち　きみひこ 五

560 愛媛県 小学校 四国中央市立川之江小学校 かわのえ 鈴木　宰紀 すずき　さいき 九

561 愛媛県 小学校 今治市立桜井小学校 さくらい 森　涼子 もり　りょうこ 三

562 愛媛県 小学校 松山市立東雲小学校 しののめ 西河　珠美 にしかわ　たまみ 一

563 愛媛県 小学校 大洲市立平野小学校 ひらの 冨永　英治 とみなが　えいじ 一

564 愛媛県 中学校 四国中央市立三島南中学校 みしまみなみ 合田　義教 ごうだ　よしのり 三

565 愛媛県 中学校 松山市立三津浜中学校 みつはま 向井　喜子 むかい　よしこ 一

566 愛媛県 中学校 愛南町立御荘中学校 みしょう 山川　富美夫 やまかわ　ふみお 三

567 愛媛県 高等学校 愛媛県立北条高等学校 ほうじょう 久門　美和 くもん　みわ 一

568 愛媛県 高等学校 愛媛県立松山商業高等学校 まつやましょうぎょう 濱田　定幸 はまだ　さだゆき 四

569 愛媛県 特別支援学校 愛媛県立松山聾学校 まつやまろう 一色　治恵 いっしき　はるえ 五

570 高知県 小学校 いの町立伊野小学校 いの 河本　勝一郎 かわもと　かついちろう 九

571 高知県 小学校 四万十町立窪川小学校 くぼかわ 市川　弥生 いちかわ　やよい 一

572 高知県 中学校 高知市立愛宕中学校 あたご 安達　諭香 あだち　ゆか 九

573 高知県 中学校 南国市立香長中学校 かちょう 水野　純一 みずの　じゅんいち 九

574 高知県 高等学校 高知県立高知小津高等学校 こうちおづ 朝倉　希代子 あさくら　きよこ 四

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。
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575 高知県 高等学校 高知県立高知工業高等学校 こうちこうぎょう 山崎　竜司 やまさき　りゅうじ 一

576 高知県 高等学校 高知県立中村高等学校 なかむら 小野　美和 おの　みわ 四

577 高知県 特別支援学校 高知県立日高特別支援学校 ひだか 藤田　和佐子 ふじた　わさこ 五

578 福岡県 中学校 大野城市立大利中学校 おおり 鬼木　恵美 おにき　えみ 九

579 福岡県 中学校 古賀市立古賀中学校 こが 井上　久子 いのうえ　ひさこ 一

580 福岡県 小学校 糸島市立前原小学校 まえばる 古川　明子 ふるかわ　あきこ 一

581 福岡県 小学校 篠栗町立勢門小学校 せと 冨永　展弘 とみなが　のぶひろ 一

582 福岡県 中学校 新宮町立新宮東中学校 しんぐうひがし 中西　美里 なかにし　みさと 三

583 福岡県 小学校 中間市立中間北小学校 なかまきた 三原　靖子 みはら　やすこ 五

584 福岡県 小学校 芦屋町立芦屋東小学校 あしやひがし 古井　崇 ふるい　たかし 一

585 福岡県 小学校 うきは市立大石小学校 おおいし 物部　由紀子 ものべ　ゆきこ 一

586 福岡県 小学校 筑前町立三輪小学校 みわ 床島　光 とこしま　みつる 一

587 福岡県 中学校 朝倉市立甘木中学校 あまぎ 三笘　五十鈴 みとま　いすず 三

588 福岡県 小学校 筑後市立西牟田小学校 にしむた 西江　順平 にしえ　じゅんぺい 一

589 福岡県 中学校 みやま市立山川中学校 やまかわ 田中　智美 たなか　ともみ 一

590 福岡県 小学校 飯塚市立飯塚鎮西小学校 いいづかちんぜい 桂　美智代 かつら　みちよ 一

591 福岡県 中学校 桂川町立桂川中学校 けいせん 林　鶴見 はやし　つるみ 一

592 福岡県 中学校 吉富町外一市中学校組合立吉富中学校 よしとみ 島津　博文 しまず　ひろふみ 一

593 福岡県 高等学校 福岡県立三池高等学校 みいけ 堤　隆広 つつみ　たかひろ 九

594 福岡県 高等学校 福岡県立太宰府高等学校 だざいふ 矢野　信一 やの　しんいち 九

595 福岡県 高等学校 福岡県立武蔵台高等学校 むさしだい 永田　俊一 ながた　しゅんいち 九

596 福岡県 高等学校 福岡県立宗像高等学校 むなかた 青栁　孝明 あおやぎ　たかあき 一

597 福岡県 高等学校 福岡県立嘉穂高等学校 かほ 佐藤　康枝 さとう　やすえ 一

598 福岡県 特別支援学校 福岡県立直方特別支援学校 のおがた 髙山　健一 たかやま　けんいち 五

599 福岡県 特別支援学校 福岡県立小倉聴覚特別支援学校 こくらちょうかく 村崎　聡子 むらさき　さとこ 五

600 福岡県 特別支援学校 福岡県立築城特別支援学校 ついき 磯邉　敬子 いそべ　けいこ 八

601 福岡県 中学校 太宰府市立太宰府中学校 だざいふ 高村　敬一 たかむら　けいいち 八

602 佐賀県 小学校 佐賀市立春日北小学校 かすがきた 川原　浩子 かわはら　ひろこ 一

603 佐賀県 小学校 武雄市立朝日小学校 あさひ 藤田　厚子 ふじた　あつこ 三

604 佐賀県 小学校 小城市立芦刈小学校 あしかり 川田　孝子 かわだ　たかこ 三

605 佐賀県 中学校 嬉野市立吉田中学校 よしだ 杉光　いづみ すぎみつ　いづみ 一

606 佐賀県 中学校 佐賀市立城西中学校 じょうさい 田﨑　信子 たさき　のぶこ 一

607 佐賀県 高等学校 佐賀県立佐賀東高等学校 さがひがし 彌冨　公成 いやどみ　こうせい 四

608 佐賀県 高等学校 佐賀県立致遠館高等学校 ちえんかん 戸上　信幸 とがみ　のぶゆき 一

609 佐賀県 高等学校 佐賀県立武雄高等学校 たけお 井手　崇裕 いで　たかひろ 一

610 佐賀県 高等学校 佐賀県立鳥栖工業高等学校 とすこうぎょう 古川　昌道 ふるかわ　まさみち 四

611 長崎県 中学校 佐世保市立日宇中学校 ひう 竹内　孝明 たけうち　たかあき 二

612 長崎県 中学校 南島原市立口之津中学校 くちのつ 林田　昭子 はやしだ　あきこ 二

613 長崎県 中学校 松浦市立志佐中学校 しさ 松延　美佳 まつのぶ　みか 一

614 長崎県 中学校 壱岐市立郷ノ浦中学校 ごうのうら 松永　功之助 まつなが　こうのすけ 二

615 長崎県 中学校 長崎市立淵中学校 ふち 深堀　ゆみえ ふかほり　ゆみえ 一

616 長崎県 高等学校 長崎県立島原高等学校 しまばら 片山　泰成 かたやま　やすなり 一

617 長崎県 高等学校 長崎県立大村工業高等学校 おおむらこうぎょう 山口　義男 やまぐち　よしお 四

618 長崎県 高等学校 長崎県立長崎南高等学校 ながさきみなみ 皆良田　憲明 かいらだ　のりあき 四

619 長崎県 高等学校 長崎県立五島高等学校 ごとう 荒木　雅義 あらき　まさよし 四

620 長崎県 高等学校 長崎県立西彼農業高等学校 せいひのうぎょう 梅﨑　昭夫 うめざき　あきお 四

621 長崎県 高等学校 長崎県立宇久高等学校 うく 近藤　孝司 こんどう　たかし 一

622 長崎県 特別支援学校 長崎県立虹の原特別支援学校 にじのはら 長田　祐子 ながた　ゆうこ 五

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。
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623 長崎県 中学校 長崎県立諫早高等学校附属中学校
いさはやこうとうがっ
こうふぞく

小野下　洋美 おのした　ひろみ 一

624 熊本県 特別支援学校 熊本県立熊本はばたき高等支援学校 くまもとはばたき 有田　信也 ありた　のぶや 五

625 熊本県 特別支援学校 熊本県立ひのくに高等支援学校 ひのくに 吉永　幸宏 よしなが　ゆきひろ 五

626 熊本県 高等学校 熊本県立東稜高等学校 とうりょう 竹中　京一 たけなか　きょういち 九

627 熊本県 中学校 和水町立三加和中学校 みかわ 池田　完治 いけだ　かんじ 一

628 熊本県 小学校 甲佐町立白旗小学校 しらはた 原口　順子 はらぐち　じゅんこ 一

629 熊本県 小学校 芦北町立湯浦小学校 ゆのうら 藪下　亜樹 やぶした　あき 一

630 熊本県 小学校 玉名市立築山小学校 つきやま 小栁　美穂子 こやなぎ　みほこ 一

631 熊本県 小学校 天草市立本渡南小学校 ほんどみなみ 猪口　由美 いのくち　ゆみ 四

632 熊本県 中学校 長洲町立腹栄中学校 ふくえい 土田　健史 つちだ　たけし 三

633 熊本県 高等学校 熊本県立球磨工業高等学校 くまこうぎょう 園田　和道 そのだ　かずみち 一

634 大分県 高等学校 大分県立情報科学高等学校 じょうほうかがく 佐藤　正男 さとう　まさお 一

635 大分県 高等学校 大分県立佐伯鶴城高等学校 さいきかくじょう 谷口　篤志 たにぐち　あつし 一

636 大分県 小学校 佐伯市立佐伯小学校 さいき 髙野　美幸 たかの　みゆき 三

637 大分県 中学校 杵築市立宗近中学校 むねちか 宮永　郁美 みやなが　いくみ 一

638 大分県 高等学校 大分県立大分豊府高等学校 おおいたほうふ 池邉　良介 いけべ　りょうすけ 一

639 大分県 小学校 大分市立城南小学校 じょうなん 髙橋　京子 たかはし　きょうこ 一

640 大分県 中学校 国東市立国見中学校 くにみ 鶴田　弘美 つるた　ひろみ 一

641 大分県 小学校 玖珠町立塚脇小学校 つかわき 合原　淳二 ごうばる　じゅんじ 一

642 大分県 小学校 日田市立咸宜小学校 かんぎ 矢野　治郎 やの　じろう 三

643 大分県 高等学校 大分県立由布高等学校 ゆふ 野畑　卓宏 のばた　たくひろ 四

644 宮崎県 小学校 延岡市立緑ヶ丘小学校 みどりがおか 瀧川　美和 たきがわ　みわ 一

645 宮崎県 小学校 高千穂町立上野小学校 かみの 田﨑　香織 たさき　かおり 一

646 宮崎県 中学校 宮崎市立大淀中学校 おおよど 田原　義雄 たわら　よしお 四

647 宮崎県 中学校 高鍋町立高鍋西中学校 たかなべにし 染矢　直樹 そめや　なおき 一

648 宮崎県 高等学校 宮崎商業高等学校 しょうぎょう 末安　純平 すえやす　じゅんぺい 四

649 宮崎県 高等学校 宮崎海洋高等学校 かいよう 小野　潔 おの　きよし 二

650 宮崎県 特別支援学校 都城さくら聴覚支援学校 さくらちょうかく 髙橋　直樹 たかはし　なおき 五

651 宮崎県 特別支援学校 みなみのかぜ支援学校 みなみのかぜ 田爪　昭宣 たづめ　あきのぶ 五

652 宮崎県 小学校 宮崎市立大宮小学校 おおみや 甲斐　美貴 かい　みき 一

653 宮崎県 高等学校 佐土原高等学校 さどわら 德永　浩三 とくなが　こうぞう 一

654 宮崎県 小学校 都城市立南小学校 みなみ 原　圭史 はら　けいし 九

655 鹿児島県 小学校 鹿児島市立和田小学校 わだ 岡村　聡 おかむら　さとし 一

656 鹿児島県 小学校 日置市立伊集院小学校 いじゅういん 中屋　友厚 なかや　ともあつ 一

657 鹿児島県 小学校 薩摩川内市立平佐西小学校 ひらさにし 水清田　大祐 みずせだ　だいすけ 一

658 鹿児島県 小学校 霧島市立牧之原小学校 まきのはら 美藤　康臣 みとう　やすおみ 一

659 鹿児島県 中学校 鹿児島市立吉田南中学校 よしだみなみ 古市　正直 ふるいち　まさなお 一

660 鹿児島県 中学校 薩摩川内市立川内北中学校 せんだいきた 水流　昌一 つる　しょういち 一

661 鹿児島県 中学校 姶良市立帖佐中学校 ちょうさ 髙橋　進一 たかはし　しんいち 一

662 鹿児島県 高等学校 鹿児島県立薩摩中央高等学校 さつまちゅうおう 高倉　秀樹 たかくら　ひでき 一

663 鹿児島県 中学校 鹿児島市立吉野中学校 よしの 大重　嘉孝 おおしげ　よしたか 二

664 鹿児島県 高等学校 鹿児島県立指宿高等学校 いぶすき 堤　裕之 つつみ　ひろゆき 二

665 鹿児島県 小学校 鹿児島市立武小学校 たけ 早田　ゆかり はやた　ゆかり 三

666 鹿児島県 中学校 出水市立高尾野中学校 たかおの 小田原　秀樹 おだはら　ひでき 四

667 鹿児島県 高等学校 鹿児島県立屋久島高等学校 やくしま 上田　美和 うえだ　みわ 四

668 鹿児島県 高等学校 鹿児島県立鶴翔高等学校 かくしょう 土器屋　浩信 どきや　ひろのぶ 六

669 鹿児島県 中学校 薩摩川内市立川内南中学校 せんだいみなみ 末永　文彦 すえなが　ふみひこ 八

670 鹿児島県 小学校 鹿児島市立田上小学校 たがみ 森薗　直也 もりぞの　なおや 九

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。



No. 都道府県 種別 学校名 ふりがな 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

671 沖縄県 小学校 宜野座村立宜野座小学校 ぎのざ 德山　章子 とくやま　しょうこ 一

672 沖縄県 小学校 那覇市立石嶺小学校 いしみね 工藤　かや くどう　かや 一

673 沖縄県 小学校 那覇市立城岳小学校 じょうがく 照屋　謙二 てるや　けんじ 一

674 沖縄県 小学校 豊見城市立豊崎小学校 とよさき 新垣　安隆 あらかき　やすたか 一

675 沖縄県 小学校 石垣市立石垣小学校 いしがき 崎山　美和 さきやま　みわ 一

676 沖縄県 小学校 宜野湾市立普天間小学校 ふてんま 宮里　道行 みやざと　みちゆき 八

677 沖縄県 中学校 那覇市立鏡原中学校 きょうはら 座安　美奈子 ざやす　みなこ 一

678 沖縄県 中学校 糸満市立糸満中学校 いとまん 上原　立誠 うえはら　たつなり 九

679 沖縄県 中学校 糸満市立西崎中学校 にしざき 玉城　匡人 たましろ　まさと 一

680 沖縄県 中学校 沖縄市立宮里中学校 みやざと 大沼　正行 おおぬま　まさゆき 一

681 沖縄県 中学校 沖縄市立安慶田中学校 あげだ 国吉　美智代 くによし　みちよ 八

682 沖縄県 高等学校 沖縄県立小禄高等学校 おろく グレイ　雅美 ぐれい　まさみ 一

683 沖縄県 高等学校 沖縄県立那覇国際高等学校 なはこくさい 宮城　靖 みやぎ　やすし 九

684 沖縄県 高等学校 沖縄県立前原高等学校 まえはら 宜保　昌子 ぎぼ　まさこ 七

685 沖縄県 特別支援学校 沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校 みさき　はなさき 榮門　史朗 えいもん　しろう 五

686 沖縄県 高等学校 沖縄県立浦添商業高等学校 うらそえしょうぎょう 仲本　美奈子 なかもと　みなこ 九

687 札幌市 小学校 札幌市立山鼻南小学校 やまはなみなみ 北浜　裕美 きたはま　ひろみ 三

688 仙台市 小学校 仙台市立将監西小学校 しょうげんにし 小松山　弥生 こまつやま　やよい 一

689 仙台市 小学校 仙台市立錦ケ丘小学校 にしきがおか 石井　里枝 いしい　りえ 一

690 仙台市 中等教育学校 仙台市立仙台青陵中等教育学校 せんだいせいりょう 柏葉　利重 かしば　としえ 八

691 仙台市 小学校 仙台市立大野田小学校 おおのだ 行本　忠司 ゆきもと　ただし 四

692 仙台市 中学校 仙台市立第二中学校 だいに 岡崎　ゆかり おかざき　ゆかり 三

693 さいたま市 小学校 さいたま市立本太小学校 もとぶと 上園　智恵子 かみぞの　ちえこ 一

694 さいたま市 小学校 さいたま市立上小小学校 かみこ 秋山　泰孝 あきやま　やすたか 一

695 さいたま市 中学校 さいたま市立常盤中学校 ときわ 長谷川　百合矢 はせがわ　ゆりや 一

696 さいたま市 中学校 さいたま市立土呂中学校 とろ 永瀬　友紀 ながせ　ゆき 三

697 さいたま市 中学校 さいたま市立浦和中学校 うらわ 中田　千穂 なかだ　ちほ 一

698 千葉市 中学校 千葉市立稲毛高等学校附属中学校
いなげこうとうがっこ
うふぞく

伊藤　祥子 いとう　しょうこ 一

699 千葉市 小学校 千葉市立小中台南小学校 こなかだいみなみ 窪田　美幸 くぼた　みゆき 一

700 千葉市 小学校 千葉市立寒川小学校 さむがわ 君島　啓徳 きみじま　ひろのり　 一

701 千葉市 中学校 千葉市立花園中学校 はなぞの 福永　真弓 ふくなが　まゆみ 一

702 横浜市 中学校 生麦中学校 なまむぎ 堂囿　泰広 どうぞの　やすひろ 二

703 横浜市 中学校 南希望が丘中学校 みなみきぼうがおか 土田　直美 つちだ　なおみ 三

704 横浜市 小学校 汐見台小学校 しおみだい 村田　健司 むらた　けんじ 一

705 横浜市 小学校 南本宿小学校 みなみほんじゅく 朝倉　慶顕 あさくら　よしあき 一

706 横浜市 義務教育学校 西金沢義務教育学校（後期課程） にしかなざわ 丸山　弘之 まるやま　ひろゆき 一

707 横浜市 中学校 南中学校 みなみ 上　隆文 かみ　たかふみ 二

708 横浜市 中学校 下瀬谷中学校 しもせや 塚本　渉 つかもと　わたる 四

709 横浜市 小学校 いぶき野小学校 いぶきの 嵐　由希 あらし　ゆき 三

710 横浜市 中学校 松本中学校 まつもと 小森　一樹 こもり　かずき 二

711 横浜市 小学校 中沢小学校 なかざわ 奥田　薫 おくだ　かおる 二

712 横浜市 小学校 西寺尾小学校 にしてらお 平本　真澄 ひらもと　ますみ 二

713 横浜市 小学校 西が岡小学校 にしがおか 川上　公美子 かわかみ　くみこ 一

714 横浜市 小学校 都田小学校 つだ 雨宮　端 あめみや　はじめ 一

715 横浜市 小学校 十日市場小学校 とおかいちば 宮﨑　孝治郎 みやざき　こうじろう 二

716 横浜市 小学校 すすき野小学校 すすきの 小嶋　亜矢子 こじま　あやこ 二

717 横浜市 中学校 六角橋中学校 ろっかくばし 米津　一豊 よねづ　かずとよ 一

718 川崎市 小学校 中野島小学校 なかのしま 小嶋　智加 こじま　ちか 二

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。
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719 川崎市 中学校 有馬中学校 ありま 住吉　幸代 すみよし　さちよ 二

720 相模原市 小学校 相模原市立上溝小学校 かみみぞ 根岸　淳 ねぎし　あつし 九

721 相模原市 小学校 相模原市立夢の丘小学校 ゆめのおか 鈴木　直子 すずき　なおこ 一

722 相模原市 中学校 相模原市立内出中学校 うちで 小泉　達也 こいずみ　たつや 九

723 新潟市 小学校 新潟市立笹山小学校 ささやま 津野　航 つの　わたる 一

724 新潟市 中学校 新潟市立小新中学校 こしん 金子　大 かねこ　だい 二

725 新潟市 小学校 新潟市立笹口小学校 ささぐち 圓山　玲子 まるやま　れいこ 三

726 静岡市 小学校 静岡市立森下小学校 もりした 鈴木　雅美 すずき　まさみ 一

727 静岡市 小学校 静岡市立由比小学校 ゆい 山村　里夏 やまむら　りか 九

728 静岡市 中学校 静岡市立清水飯田中学校 しみずいいだ 白石　佐緒里 しらいし　さおり 二

729 浜松市 小学校 浜松市立三方原小学校 みかたはら 岩崎　美日 いわざき　みか 一

730 浜松市 小学校 浜松市立内野小学校 うちの 藤社　美波 とうしゃ　みなみ 一

731 浜松市 中学校 浜松市立笠井中学校 かさい 小野田　珠実 おのだ　たまみ 三

732 浜松市 中学校 浜松市立庄内中学校 しょうない 太田　陽三 おおた　ようぞう 一

733 名古屋市 小学校 名古屋市立豊治小学校 とよはる 小塚　寛子 こづか　ひろこ 一

734 名古屋市 小学校 名古屋市立新栄小学校 しんさかえ 内田　真一 うちだ　しんいち 一

735 名古屋市 小学校 名古屋市立平針北小学校 ひらばりきた 野村　祐介 のむら　ゆうすけ 一

736 名古屋市 中学校 名古屋市立豊正中学校 ほうせい 佐々　孝 ささ　たかし 一

737 名古屋市 小学校 名古屋市立東築地小学校 ひがしつきじ 加藤　久仁夫 かとう　くにお 一

738 名古屋市 中学校 名古屋市立笹島中学校 ささしま 鈴木　宏之 すずき　ひろゆき 一

739 名古屋市 中学校 名古屋市立志段味中学校 しだみ 宮城　徹也 みやぎ　てつや 一

740 名古屋市 中学校 名古屋市立丸の内中学校 まるのうち 武市　昌貴依 ぶいち　まきえ 四

741 名古屋市 特別支援学校 名古屋市立西養護学校 にしようご 山口　真由美 やまぐち　まゆみ 五

742 名古屋市 高等学校 名古屋市立北高等学校 きた 鈴木　一憲 すずき　かずのり 二

743 名古屋市 幼稚園 名古屋市立高田幼稚園 たかだ 角屋　麻子 かどや　あさこ 一

744 京都市 小学校 京都市立下京雅小学校 しもぎょうみやび 西田　鉄平 にしだ　てっぺい 一

745 京都市 小学校 京都市立紫野小学校 むらさきの 髙橋　速比古 たかはし　はやひこ 一

746 京都市 小学校 京都市立久我の杜小学校 こがのもり 石原　純子 いしはら　じゅんこ 一

747 京都市 中学校 京都市立藤森中学校 ふじのもり 芦田　美香 あしだ　みか 一

748 京都市 特別支援学校 京都市立東山総合支援学校 ひがしやま 角　あすか すみ　あすか 五

749 京都市 義務教育学校 京都市立向島秀蓮小中学校 むかいじましゅうれん 伊藤　真里子 いとう　まりこ 三

750 大阪市 小学校 大阪市立大宮西小学校 おおみやにし 矢野　陽介 やの　ようすけ 九

751 大阪市 小学校 大阪市立大江小学校 おおえ 稲井　雅大 いない　まさひろ 一

752 堺市 小学校 堺市立東深井小学校 ひがしふかい 池田　恵介 いけだ けいすけ 七

753 堺市 小学校 堺市立市小学校 いち 木村　陽一 きむら　よういち 三

754 堺市 中学校 堺市立上野芝中学校 うえのしば 杉本　亜喜子 すぎもと　あきこ 一

755 堺市 小学校 堺市立登美丘西小学校 とみおかにし 姫野　涼子 ひめの　りょうこ 一

756 岡山市 小学校 岡山市立大元小学校 おおもと 吉房　一美 よしふさ　かずみ 一

757 岡山市 中学校 岡山市立中山中学校 ちゅうざん 和田　孝文 わだ　たかふみ 一

758 岡山市 小学校 岡山市立岡山中央小学校 おかやまちゅうおう 金田　典子 かねだ　のりこ 一

759 岡山市 小学校 岡山市立芳田小学校 よしだ 上田　征宏 うえだ　ゆきひろ 一

760 広島市 小学校 広島市立五日市小学校 いつかいち 川本　美佐子 かわもと　みさこ 五

761 広島市 高等学校 広島市立広島工業高等学校 ひろしまこうぎょう 新開　美和子 しんかい　みわこ 三

762 広島市 高等学校 広島市立広島商業高等学校 ひろしましょうぎょう 松尾　一俊 まつお　かずとし 一

763 広島市 小学校 広島市立大町小学校 おおまち 小松　司 こまつ　つかさ 一

764 広島市 中学校 広島市立伴中学校 とも 安藤　桂 あんどう　かつら 四

765 北九州市 小学校 北九州市立城野小学校 じょうの 小野　真子 おの　しんこ 二

766 北九州市 小学校 北九州市立長尾小学校 ながお 石川　しのぶ いしかわ　しのぶ 九

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。



No. 都道府県 種別 学校名 ふりがな 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

767 北九州市 小学校 北九州市立千代小学校 ちよ 伊達　広峰 だて　ひろみね 二 ○

768 北九州市 小学校 北九州市立門司海青小学校 もじかいせい 高﨑　匠 たかさき　たくみ 九 ○

769 福岡市 小学校 福岡市立若宮小学校 わかみや 古賀　純子 こが　じゅんこ 一

770 福岡市 小学校 福岡市立志賀島小学校 しかしま 甲斐　宝章 かい　とみあき 八

771 福岡市 小学校 福岡市立長丘小学校 ながおか 瀧澤　康介 たきざわ　こうすけ 一

772 福岡市 小学校 福岡市立弥生小学校 やよい 甲斐　絵美 かい　えみ 一

773 福岡市 小学校 福岡市立照葉小学校 てりは 梶谷　優子 かじたに　ゆうこ 二

774 福岡市 中学校 福岡市立西陵中学校 せいりょう 白川　耕次 しらかわ　こうじ 二

775 福岡市 中学校 福岡市立横手中学校 よこて 山口　久美子 やまぐち　くみこ 一

776 福岡市 高等学校 福岡市立福翔高等学校 ふくしょう 西村　修 にしむら　おさむ 二

777 熊本市 中学校 熊本市立桜木中学校 さくらぎ 粟田　佳代 あわた　かよ 一

778 熊本市 中学校 熊本市立長嶺中学校 ながみね 平野　郁代 ひらの　いくよ 三

779 熊本市 小学校 熊本市立力合西小学校 りきごうにし 松本　由紀子 まつもと　ゆきこ 八

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働
の推進」「七　ユネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。



No. 都道府県 種別 学校名 ふりがな 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

1 東京都 中学校 広尾学園中学校 ひろおがくえん 田邊　哲也 たなべ　てつや 一

2 東京都 高等学校 開成高等学校 かいせい 髙 　正也 たかはし　まさや 四

3 東京都 高等学校 麻布高等学校 あざぶ 戸叶　有紀子 とかのう　ゆきこ 七

4 東京都 高等学校 八雲学園高等学校 やくもがくえん 本多　良安 ほんだ　よしやす 一

5 東京都 中学校 開成中学校 かいせい 塚本　綾子 つかもと　あやこ 一 ○

6 東京都 高等学校 瀧野川女子学園高等学校 たきのがわじょしがくえん 芝辻　憲子 しばつじ　のりこ 一

7 東京都 高等学校 瀧野川女子学園高等学校 たきのがわじょしがくえん 前田　泰介 まえだ　たいすけ 二

8 東京都 中学校 瀧野川女子学園中学校 たきのがわじょしがくえん 岩城　恵 いわき　めぐみ 一

9 東京都 中学校 八雲学園中学校 やくもがくえん 元島　有香 もとじま　ゆか 一

10 神奈川県 高等学校 日本大学藤沢高等学校 にほんだいがくふじさわ 植村　弘 うえむら　ひろし 四

11 神奈川県 高等学校 公文国際学園中等部・高等部
くもんこくさいがくえんちゅう
とうぶ・こうとうぶ

中村　洋介 なかむら　ようすけ 一

12 石川県 高等学校 金沢高等学校 かなざわ 山本　絵美 やまもと　えみ 二

13 山梨県 幼稚園 学校法人聖愛幼稚園 せいあい 萩原　直子 はぎはら　なおこ 五

14 岐阜県 高等学校 中京学院大学附属中京高等学校 ふぞくちゅうきょう 宮島　あゆみ みやじま　あゆみ 一

15 静岡県 高等学校 沼津中央高等学校 ぬまづちゅうおう 深澤  園美 ふかさわ  そのみ 一

16 静岡県 高等学校 浜松開誠館中学校・高等学校 はままつかいせいかん 三島  正敬 みしま  まさたか 四

17 愛知県 幼稚園 学校法人春日井学院いとう幼稚園 いとう 稲垣　徳子 いながき　のりこ 九

18 愛知県 幼稚園 学校法人栄和学園栄和幼稚園 えいわ 原　和歌子 よしはら　わかこ 九

19 三重県 高等学校 私立高田高等学校 たかだ 伊藤　文貴 いとう　ふみたか 六

20 滋賀県 高等学校 立命館守山中学校・高等学校 りつめいかんもりやま 國領　正博 こくりょう　まさひろ 一

21 大阪府 小学校 追手門学院小学校 おうてもんがくいん 桂　薫 かつら　かおる 一

22 大阪府 高等学校 四天王寺高等学校 してんのうじ 大向　雅士 おおむかい　まさし 一

23 奈良県 高等学校 天理教校学園高等学校 てんりきょうこうがくえん 三国　スコット　健二 みくに　すこっと　けんじ 一

24 山口県 高等学校 中村女子高等学校 なかむらじょし 林　由里子 はやし　ゆりこ 一

25 徳島県 高等学校 徳島文理高等学校 とくしまぶんり 島田　洋二 しまだ　ようじ 一

令和元年度被表彰教職員名簿（私立学校）

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働の推進」「七　ユ
ネスコ、国際交流」「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。



No. 設立主体 都道府県 学校種 チーム名 ふりがな 活動内容 実践分野

1 公立 北海道 小学校 函館市立八幡小学校教職員一同 はちまん
平成２５年度から、授業の質の向上を図る方策を土台に、
日常的に研鑽を積むなど、組織的な授業改善に大きな成果
を上げている。

一

2 公立 北海道 中学校 新ひだか町立静内第三中学校教職員一同 しずないだいさん
平成２７年度から、組織的・計画的な校内研究を推進する
など、学習内容の確実な定着に向けた授業改善に大きな成
果を上げている。

一

3 公立 北海道 高等学校 北海道大樹高等学校教職員一同 たいき
発達障がいを有する生徒への指導方法の開発を進めるとと
もに、自己肯定感を育む教育や共生社会への理解教育を全
校的な体制で推進している。

五

4 公立 北海道 特別支援学校 北海道小樽高等支援学校教職員一同 おたるこうとうしえん
個別の教育支援計画と指導計画を包括したライフキャリア
プランを活用し、国際貢献などの地域活動を展開し、キャ
リア教育の成果を上げている。

五

5 公立 青森県 中学校 八戸市立島守中学校教職員一同 しまもり
同校が位置する地区西端の浅田山の清掃活動に、学校創立
当初から７３年間にわたって地域住民と連携しながら取り
組むなど、地域と密着した教育活動を展開した。

六

6 公立 岩手県 小学校  久慈市立小袖小学校教職員一同 こそで 教科・領域等と関連付けた環境美化教育の推進 一

7 公立 岩手県 高等学校  岩手県立西和賀高等学校教職員一同 にしわが
地元行政や住民と一体になり、人生百年を創る力を育む
キャリア教育

二

8 公立 福島県 小学校 只見町立朝日小学校教職員一同 あさひ
ESD教育に取り組み、総合学習でふるさと教育を展開し、郷
土への愛着や誇りを育み、地域社会に貢献できる人材を育
成している。

六

9 公立 茨城県 義務教育学校
つくば市立春日学園義務教育学校
職員一同

かすががくえん
ＩＣＴ機器の効果的な活用，論理的思考力のための研究を
行い，事例集としてまとめながら評価・改善を繰り返し，
児童生徒の学力の向上等に顕著な教育効果を上げている。

一

10 公立 茨城県 高等学校
茨城県立古河第二高等学校
福祉科　教職員一同

こがだいに

介護福祉士の資格取得に向けた指導を行うとともに，地域
福祉に貢献する強い意欲を持った人材を育てている。国家
試験においては，毎年高い合格率を維持し，就職者の約
80％が地域の介護実習施設に就職している。

一

11 公立 群馬県 高等学校
自然環境科
（群馬県立尾瀬高等学校）

しぜんかんきょうか
（おぜ）

地元諸団体等と連携して、地域の環境保全活動を展開する
とともに、その成果を積極的に発信して、地域から高い評
価を得ている。

六

12 公立 群馬県 小学校 富岡市立一ノ宮小学校教職員一同 いちのみや
教科担当制の実施や校内研修の改善、スクールサポートス
タッフの活用など、働き方改革を組織的に取り組み、成果
を上げている。

八

13 公立 千葉県 小学校 佐倉市立王子台小学校外国語活動研究部 おうじだい

平成２７年度から平成２９年度文部科学省教育課程特例校
として，独自の指導案や言語活動の開発，モジュール活用
による短時間学習の学習目標の焦点化，ＡＬＴの効果的活
用，学年に応じた言語材料の精選，工夫によるコミュニ
ケーションの意欲向上等を研究し，小学校外国語活動の推
進に取り組んだ。

一

14 公立 東京都 中学校 足立区立千寿桜堤中学校教職員一同 せんじゅさくらづつみ
オリンピック・パラリンピック教育プログラムの開発と実
践の継続的な推進

四

15 公立 東京都 中学校  狛江市立狛江第二中学校くすのき教室
こまえだいに
くすのききょうしつ

特別な支援を必要とする生徒のための
巡回指導システムの構築

五

16 公立 東京都 小学校 瑞穂町立瑞穂第一小学校 みずほだいいち 「ふるさと学習『みずほ学』」の推進 六

17 公立 東京都 高等学校 東京都立足立東高等学校 あだちひがし 校内支援体制の強化 九

18 公立 東京都 高等学校 東京都立町田高等学校 まちだ グランドデザインに基づいた先進的な教育活動の推進 九

19 公立 神奈川県 高等学校
インクルーシブ教育実践推進校パイロット
校（県立茅ケ崎高等学校、同厚木西高等学
校、同足柄高等学校）

いんくるーしぶきょういく
じっせんすいしんこうぱい
ろっとこう（ちがさき、あつ
ぎにし、あしがら）

知的障がいのある生徒に高校教育を受ける機会を拡大する
ことを目的として、学校が一体となったインクルーシブ教
育の推進をけん引している。

九

20 公立 新潟県 小学校 小千谷市立東山小学校教職員 ひがしやま
地域の伝統文化行事への参加を通じた連携・協働による地
域貢献

六

21 公立 新潟県 高等学校
グローバル部ＳＧＨ課及び推進委員会
（新潟県立国際情報高等学校）

ぐろーばるぶSGHかおよびす
いしんいいんかい
（こくさいじょうほう）

地域との連携・協働を進め、結果を伴う開かれた教育課程
を実現した

六

22 公立 福井県 中学校  福井市明倫中学校教職員一同 めいりん
研究指定をうけた「主体的・対話的で深い学び」の教育実
践を継続。「学びに向かう力」の育成を目指す組織的な研
究体制は、県内外の学校への指針となっている。

一

23 公立 三重県 中学校
三重県松阪市立鎌田中学校
三重県松阪市立第四小学校
三重県松阪市立港小学校

かまだ
だいよん
みなと

コミュニティ・スクールの推進により、地域との深い絆が
生まれ、児童生徒の学習意欲の向上及び落ち着いた学校生
活につながっている。

六

24 公立 京都府 高等学校
スーパーサイエンスネットワーク京都事務
局（京都府立嵯峨野高等学校）

すーぱーさいえんすねっと
わーくきょうとじむきょく
（さがの）

府立高校９校による探究活動成果の合同発表会を開催する
ほか、研究授業や関係校会議の開催など、府立高校の探究
活動の活性化を図っている。

九

25 公立 大阪府 支援学校 大阪府立中央聴覚支援学校教職員一同 ちゅうおうちょうかく

「子どもの命を守る以上に大切な取組みはない」理念のも
と、安全で安心な学校づくりに努め、平成30年5月24日に支
援学校として日本初となるセーフティプロモーションス
クールの認証を受け、「ゴール無き取り組み」を継続して
いる。

九

令和元年度被表彰教職員組織名簿（国公私共通）

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働の推進」「七　ユネスコ、国際交流」
「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。



No. 設立主体 都道府県 学校種 チーム名 ふりがな 活動内容 実践分野

26 公立 大阪府 中学校 交野市立第四中学校教職員一同 だいよん

『「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた実践研
究』の実践研究校として研究を進めた。昨年度の「全国学
力・学習状況調査」の正答率の向上も顕著。これらの取組
みを府内外の学校に広めた。

一

27 公立 大阪府 小学校 寝屋川市立明和小学校教職員一同 めいわ

ランチルームでの全校児童一斉給食活動、高学年による手
本指導など異学年交流を軸にした取組を実施。平成29年度
の朝食喫食率、全国体力・運動能力、運動主幹等調査にお
いて全国値を上回る成果を挙げた。

三

28 公立 奈良県 特別支援学校
支援教育部「つむぎ」
（奈良県立大淀養護学校）

しえんきょういくぶ つむぎ
（おおよど）

６名の特別支援教育コーディネーターが地域の学校・園に
出向き、特別な支援の必要な児童生徒の家庭や学校生活、
学習活動などの指導・支援を行っている。

六

29 公立 和歌山県 中学校 新宮市立城南中学校教職員一同 じょうなん
平成25・26年度文部科学省委託和歌山県人権教育推進事業
を受けており、生徒の自尊感情を高め、主体的な活動や学
習意欲の向上を目指す研究に取り組んでいる。

二

30 公立 岡山県 小学校 倉敷市立茶屋町小学校教職員一同 ちゃやまち
放課後に若手教員を中心に自主的な勉強会が実施され、教
員が力をつけている。その力が授業力の向上に繋がり、児
童の学力が向上している。

一

31 公立 岡山県 高等学校 岡山県立和気閑谷高等学校教職員一同 わけしずたに
地域と学校が一体となり地域の課題を通じて生徒を育てる
取り組みを実施するなど、地域のコミュニティ活性化にお
いても成果をあげた。

六

32 公立 広島県 中学校 呉市立広南中学校 ひろみなみ
「蚊が０（くう）研究PROJECT」を始め，地域や専門家と協
働して「課題発見・解決学習」及びその情報発信に取り組
んでいる。

六

33 公立 徳島県 小学校
徳島市佐古小学校
チームスマイル

さこ
ちーむすまいる

音楽集会「ｽﾏｲﾙﾀｲﾑ」を，20分間のｼｮｰﾄ集会，45分間のﾛﾝｸﾞ
集会，ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙでの参加型集会，幼稚園や県外との交流な
どで実施し，感動を分かち合い，認め合い，心をつなぐ児
童の育成に努める。

四

34 公立 愛媛県 中学校 砥部町立砥部中学校教職員一同 とべ
生徒の人権感覚、人権意識を育むため、人権・同和教育を
中心に全校体制で組織的に指導方法等の工夫、改善に取り
組み、仲間意識に支えられた集団づくりを進めている。

一

35 公立 愛媛県 高等学校 愛媛県立土居高等学校教職員一同 どい
産官学連携のもとで、紙のまち魅力化プロジェクトを展開
し、地域社会の中核として発展に貢献できる生徒を育成す
る教育活動を実践している。

六

36 公立 熊本県 特別支援学校 熊本県立ひのくに高等支援学校教職員一同 ひのくに

全職員が一丸となり、生徒が過ごす教育環境を安心で安全
且つ整然とした環境にするための環境美化活動を率先垂範
し取り組んでいる。また、地域での奉仕活動やボランティ
ア活動に生徒とともに取り組み、地域に根ざした学校づく
りを実践している。

四

37 公立 熊本県 中学校 玉名市立天水中学校教職員一同 てんすい

全職員が保護者や地域と連携・協働し、生徒の能力や可能
性を引き出す活動の場づくりを組織的に推進している。　
熊本県教育委員会指定「子どもたちによるいじめ防止推進
事業」を受け、生徒会を中心として生徒がいじめ問題の未
然防止と早期解決に主体的に取り組む「絆プロジェクト」
を推進し、現在でも取り組みが継続されている。

四

38 公立 鹿児島県 中学校 鹿児島市立伊敷中学校教職員一同 いしき
長年にわたり中学校学習指導についての先進的な実践研究
へ取り組み，その研究成果を還元することで，県下の学力
向上に大きく貢献

一

39 公立 鹿児島県 高等学校 鹿児島県立指宿高等学校数学科 いぶすき
アクティブ・ラーニングを先進的に導入し，研究と実践を
重ねたことで，学習意欲や国公立大学の現役合格率の向上
等に貢献

一

40 公立 札幌市 小学校 札幌市立福移小学校教職員一同 ふくい
小中連携・一貫教育推進事業におけるモデル研究校として
小中一貫９年間の学びのプログラムの構造化を図ることを
重点に本市の小中一貫教育の牽引役となっている。

一

41 公立 札幌市 中学校 札幌市立福移中学校教職員一同 ふくい
小中連携・一貫教育推進事業におけるモデル研究校として
小中一貫９年間の学びのプログラムの構造化を図ることを
重点に本市の小中一貫教育の牽引役となっている。

一

42 公立 さいたま市 小学校 さいたま市立神田小学校教職員一同 じんで

市の推進する「働き方改革」に先進的に着手し、地域や保
護者の理解を得ながら学校業務の縮減や効率化を確実に実
行し、教職員の意識改革や在校時間短縮で範たる成果をあ
げている。

八

43 公立 京都市 小学校
葵小学校業務効率を高め，
教育の質を上げ隊（たい！）

あおい　ぎょうむこうりつを
たかめ,きょういくのしつを
あげたい（たい！）

全教職員・保護者・地域が一体となり，「対話する学校」
の推進，とりわけ児童同士の「対話の時間」を核とした取
組により，主体的・対話的で深い学びにつながる子どもの
姿を実現する。

八

44 公立 熊本市 小学校 熊本市立楠小学校教職員一同 くすのき
熊本市教育委員会研究モデル校（小中一貫教育）として授
業改善で成果を挙げ、特にタブレット端末の活用は先進的
で功績が顕著である。

一

45 私立 兵庫県
中学校
高等学校

学びのデザイン・総合学習委員会
（百合学院中学校・高等学校）

まなびのでざいん・そうごう
がくしゅういいんかい（ゆり
がくいん）

キャリア教育、探究学習、4技能を身につけさせる英語教育
の検討・進化に取り組み、主体的・対話的で深い学びを推
進し、生徒の将来を見据えた教育活動を展開している。

一

46 国立 宮城県 小学校 宮城教育大学附属小学校 ふぞく
出前授業や県内・市内の教職員参加型の教育研修による地
域貢献事業

六

47 国立 茨城県

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

黒姫・三浦海岸共同生活実行委員会
（筑波大学附属学校教育局）

くろひめみうらかいがんきょ
うどうせいかつじっこういい
んかい（ふぞく）

筑波大学附属学校群（普通６校・特支５校）から約１００
名の児童生徒が参加し共同生活活動を企画運営している。
児童生徒主体で新しい共同生活を作り上げる共感と創造性
の場を組織する取組である。

九

48 国立 大分県 小学校
国立大学法人大分大学教育学部
附属小学校教職員一同

きょういくがくぶふぞく
従前の業務や研究方法について50項目以上の見直しを行う
とともに、スピーディな組織運営が可能な組織改革を行
い、徹底した業務の効率化を図った。

八

※実践分野の番号は、「一　学習指導」「二　生徒指導、進路指導」「三　体育、保健、給食指導」「四　特別活動、部活動指導による児童生徒の育成」「五　特別支援教育」「六　地域連携・協働の推進」「七　ユネスコ、国際交流」
「八　学校運営の改善」「九　その他」を示している。


