
（都道府県別公私立学校内訳）

性　　　別 都道府県

男 18 (2) 376 (48) 21 (2) 415 (52) 51.9% (6.5%) 北 海 道 32 (10) 0

女 4 (1) 367 (21) 13 (2) 384 (24) 48.1% (3.0%) 青 森 県 6 0

合　　　計 22 (3) 743 (69) 34 (4) 799 (76) 100% (9.5%) 岩 手 県 4 (1) 0

宮 城 県 12 0

種　　別 秋 田 県 8 1

幼幼稚園・幼保連携型認定こども園 0 4 (1) 5 (1) 9 (2) 1.1% (0.3%) 山 形 県 9 (2) 0

小 小　学　校 7 (2) 295 (20) 3 305 (22) 38.2% (2.8%) 福 島 県 12 (2) 0

中 中　学　校 9 (1) 203 (18) 5 (1) 217 (20) 27.2% (2.5%) 茨 城 県 23 (2) 1

義 義務教育学校 0 5 0 5 0.6% 栃 木 県 17 0

高 高　等　学　校 1 181 (24) 20 (2) 202 (26) 25.3% (3.3%) 群 馬 県 16 0

中 中等教育学校 0 3 1 4 0.5% 埼 玉 県 36 0

特 特別支援学校 5 52 (6) 0 57 (6) 7.1% (0.8%) 千 葉 県 17 (2) 0

教教育委員会（スクールカウンセラー） 0 0 0 0 0.0% 東 京 都 33 (13) 10 (2)

合　　　計 22 (3) 743 (69) 34 (4) 799 (76) 100% (9.5%) 神 奈 川 県 27 (11) 1

新 潟 県 13 (2) 0

実践分野 富 山 県 9 0

一一　学習指導 12 (2) 361 (37) 12 (1) 385 (40) 48.2% (5.0%) 石 川 県 10 1

二二　生徒指導、進路指導 1 64 (5) 3 68 (5) 8.5% (0.6%) 福 井 県 7 0

三三　体育、保健、給食指導 0 68 (5) 3 71 (5) 8.9% (0.6%) 山 梨 県 8 1 (1)

四四　特別活動指導、部活動指導 0 55 (6) 6 (2) 61 (8) 7.6% (1.0%) 長 野 県 18 (1) 0

五五　特別支援教育 5 71 (6) 0 76 (6) 9.5% (0.8%) 岐 阜 県 19 0

六六　地域連携 0 19 (1) 0 19 (1) 2.4% (0.1%) 静 岡 県 20 2

七七　ユネスコ活動、国際交流 1 2 1 4 0.5% 愛 知 県 42 (2) 5

八八　学校運営改善 1 42 (2) 0 43 (2) 5.4% (0.3%) 三 重 県 6 (2) 1

九九　その他 2 (1) 61 (7) 9 (1) 72 (9) 9.0% (1.1%) 滋 賀 県 7 (1) 0

合　　　計 22 (3) 743 (69) 34 (4) 799 (76) 100% (9.5%) 京 都 府 10 0

大 阪 府 5 (1) 4

年　　　齢 兵 庫 県 10 2 (1)

20代 0 23 (22) 2 (2) 25 (24) 3.1% (3.0%) 奈 良 県 7 (3) 1

30代 9 (3) 122 (40) 4 (2) 135 (45) 16.9% (5.6%) 和 歌 山 県 10 0

40代 11 506 (7) 23 540 (7) 67.6% (0.9%) 鳥 取 県 6 0

50代以上 2 92 5 99 12.4% 島 根 県 7 0

合計 22 (3) 743 (69) 34 (4) 799 (76) 100.0% (9.5%) 岡 山 県 11 0

平均年齢 広 島 県 15 0

山 口 県 12 1

徳 島 県 7 1

【教職員組織表彰】 香 川 県 9 (1) 1

愛 媛 県 10 0

実践分野 割　合 高 知 県 8 0

一　学習指導 1 27 0 28 51.9% 福 岡 県 24 0

二　生徒指導、進路指導 0 1 0 1 1.9% 佐 賀 県 9 0

三　体育、保健、給食指導 0 3 0 3 5.6% 長 崎 県 14 (1) 0

四　特別活動指導、部活動指導 0 3 0 3 5.6% 熊 本 県 10 (1) 1

五　特別支援教育 0 5 0 5 9.3% 大 分 県 9 0

六　地域連携 0 8 0 8 14.8% 宮 崎 県 11 (2) 0

七　ユネスコ活動、国際交流 0 1 0 1 1.9% 鹿 児 島 県 16 0

八　学校運営改善 0 1 0 1 1.9% 沖 縄 県 15 (1) 0

九　その他 0 4 0 4 7.4% 札 幌 市 3 -

合　　　計 1 53 0 54 仙 台 市 6 -

さ い た ま 市 5 (1) -

千 葉 市 5 -

横 浜 市 14 -

川 崎 市 2 -

相 模 原 市 3 -

新 潟 市 4 (1) -

静 岡 市 3 -

浜 松 市 4 -

名 古 屋 市 12 -

京 都 市 7 -

大 阪 市 2 -

堺 市 2 (1) -

神 戸 市 0 -

岡 山 市 4 -

広 島 市 7 (3) -

北 九 州 市 3 (1) -

福 岡 市 8 (1) -

熊 本 市 3 -

合 計 743 (69) 34 (4)

一
二
三
四
五
六
七
八
九

令和４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

割　合

私　立

国　立 公　立 私　立 合　計 割　合

41.7 44.2 44.6 44.1

国　立 公　立 私　立 合　計

国　立 公　立 私　立 合　計 割　合



※一部常用漢字で標記しております。

No. 都道府県 種別 学校名 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

1 秋田県 中学校 秋田大学教育文化学部附属中学校 菊地　智則 きくち　とものり 一

2 福島県 中学校 福島大学附属中学校 平　　千絵 たいら　ちえ 一 ○

3 茨城県 小学校 茨城大学教育学部附属小学校 直井　裕紀 なおい　ひろのり 九 ○

4 栃木県 特別支援学校 宇都宮大学共同教育学部附属特別支援学校 齊藤　祥平 さいとう　しょうへい 五

5 埼玉県 小学校 埼玉大学教育学部附属小学校 肥田　幸則 ひだ　ゆきのり 一

6 東京都 中学校 国立大学法人お茶の水女子大学附属中学校 寺本　誠 てらもと　まこと 一

7 神奈川県 中学校 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校 和田　真紀 わだ　まき 八

8 新潟県 中学校 新潟大学附属新潟中学校 和田　麻友美 わだ　あゆみ 九

9 新潟県 小学校 上越教育大学附属小学校 岡田　啓吾 おかだ　けいご 一

10 石川県 中学校 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 関野　尋理 せきの　まさとし 二

11 山梨県 特別支援学校 山梨大学教育学部附属特別支援学校 武藤　宏子 むとう　ひろこ 五

12 静岡県 中学校 静岡大学教育学部附属島田中学校 神谷　昭吾 かみや　しょうご 一

13 愛知県 小学校 愛知教育大学附属岡崎小学校 大久保　輝聡 おおくぼ　てるあき 一

14 三重県 小学校 三重大学教育学部附属小学校 前田　昌志 まえだ　まさし 一 ○

15 奈良県 中学校 奈良教育大学附属中学校 吉田　寛 よしだ　ひろし 七

16 奈良県 小学校 奈良女子大学附属小学校 西田　淳 にしだ　あつし 一

17 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 小畑　伸五 こばた　しんご 五

18 広島県 高等学校 広島大学附属高等学校 井上　純一 いのうえ　じゅんいち 一

19 徳島県 特別支援学校 鳴門教育大学附属特別支援学校 前林　宏典 まえばやし　ひろのり 五

20 香川県 小学校 香川大学教育学部附属高松小学校 前場　裕平 まえば　ゆうへい 一

21 愛媛県 特別支援学校 愛媛大学教育学部附属特別支援学校 石川　圭 いしかわ　けい 五

22 福岡県 中学校 福岡教育大学附属久留米中学校 石河　誠 いしかわ　まこと 一

令和４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。



※一部常用漢字で標記しております。

No. 都道府県 種別 学校名 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

1 北海道 小学校 滝川市立滝川第二小学校 板本　諒 いたもと　りょう 一 ○

2 北海道 中学校 岩見沢市立光陵中学校 深川　智史 ふかがわ　ともふみ 一 ○

3 北海道 高等学校 北海道深川西高等学校 樋口　知久 ひぐち　ともひさ 一

4 北海道 小学校 江別市立江別第一小学校 成田　一之慎 なりた　いちのしん 一

5 北海道 小学校 恵庭市立恵み野小学校 濵田　泰考 はまだ　やすたか 九

6 北海道 高等学校 北海道札幌南高等学校 神田　大介 かんだ　だいすけ 八

7 北海道 小学校 小樽市立桂岡小学校 渡邉　大二郎 わたなべ　だいじろう 一

8 北海道 小学校 余市町立黒川小学校 石﨑　惠子 いしざき　けいこ 三 ○

9 北海道 中学校 蘭越町立蘭越中学校 菊地　洋平 きくち　ようへい 一

10 北海道 小学校 登別市立幌別小学校 柳瀬　珠美 やなせ　たまみ 九

11 北海道 小学校 苫小牧市立明野小学校 根岸　清人 ねぎし　きよと 一

12 北海道 小学校 苫小牧市立拓勇小学校 白﨑　健策 しらさき　けんさく 一

13 北海道 高等学校 北海道富川高等学校 伊藤　亜希 いとう　あき 一

14 北海道 特別支援学校 北海道函館高等支援学校 辰野　忠輝 たつの　ただてる 五

15 北海道 小学校 厚沢部町立厚沢部小学校 渡邉　真理 わたなべ　まり 一

16 北海道 中学校 江差町立江差中学校 長谷川　吐夢 はせがわ　とむ 一 ○

17 北海道 中学校 下川町立下川中学校 鶴田　翔 つるた　しょう 一 ○

18 北海道 中学校 留萌市立港南中学校 工藤　琴子 くどう　ことこ 一

19 北海道 中学校 幌延町立幌延中学校 佐々木　亮 ささき　りょう 一

20 北海道 小学校 小清水町立小清水小学校 大島　拓見 おおしま　たくみ 一 ○

21 北海道 小学校 湧別町立上湧別小学校 南　貴博 みなみ　たかひろ 一 ○

22 北海道 中学校 北見市立北中学校 高口　正紀 こうぐち　まさき 一

23 北海道 高等学校 北海道北見北斗高等学校 山﨑　辰也 やまざき　たつや 一

24 北海道 高等学校 北海道紋別高等学校 笹木　克己 ささき　かつみ 一 ○

25 北海道 小学校 音更町立音更小学校 高田　三十三 たかだ　さとみ 一

26 北海道 小学校 鹿追町立鹿追小学校 中山　竜太 なかやま　りゅうた 一

27 北海道 小学校 幕別町立札内南小学校 金谷　智皓 かなや　ともひろ 一 ○

28 北海道 高等学校 北海道釧路北陽高等学校 長野　翔太 ながの　しょうた 一

29 北海道 特別支援学校 北海道白糠養護学校 犬養　幸恵 いぬかい　ゆきえ 五

30 北海道 中学校 別海町立上西春別中学校 早瀬　香織 はやせ　かおり 一

31 北海道 高等学校 北海道中標津高等学校 伊藤　航 いとう　わたる 一 ○

32 北海道 高等学校 北海道中標津農業高等学校 加瀬　利憲 かせ　としのり 一

33 青森県 高等学校 青森県立青森高等学校 金子　勇太 かねこ　ゆうた 一

34 青森県 高等学校 青森県立木造高等学校 中畑　歩美 なかはた　あゆみ 九

35 青森県 高等学校 青森県立鰺ヶ沢高等学校 奈良　靖宏 なら　やすひろ 四

令和４年度被表彰教職員名簿（公立学校）



※一部常用漢字で標記しております。

No. 都道府県 種別 学校名 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

令和４年度被表彰教職員名簿（公立学校）

36 青森県 高等学校 青森県立弘前工業高等学校 米田　文彦 よねた　ふみひこ 四

37 青森県 高等学校 青森県立八戸中央高等学校 村井　喜代子 むらい　きよこ 五

38 青森県 特別支援学校 青森県立森田養護学校 板垣　ひさこ いたがき　ひさこ 三

39 岩手県 中学校 洋野町立中野中学校 村松　康司 むらまつ　こうじ 四

40 岩手県 中学校 洋野町立中野中学校 西川　欣孝 にしかわ　よしたか 四 ○

41 岩手県 高等学校 岩手県立盛岡第四高等学校 佐藤　文子 さとう　ふみこ 四

42 岩手県 特別支援学校 岩手県立盛岡ひがし支援学校 佐藤　浩子 さとう　ひろこ 三

43 宮城県 中学校 七ヶ浜町立向洋中学校 半澤　律子 はんざわ　りつこ 一

44 宮城県 高等学校 宮城県気仙沼高等学校 岸　貴司 きし　たかし 六

45 宮城県 小学校 大崎市立古川第四小学校 有泉　和子 ありいずみ　かずこ 五

46 宮城県 高等学校 宮城県農業高等学校 佐藤　孝志 さとう　たかし 九

47 宮城県 小学校 大崎市立古川第一小学校 福原　江梨子 ふくはら　えりこ 一

48 宮城県 高等学校 宮城県志津川高等学校 千葉　奈津 ちば　なつ 四

49 宮城県 小学校 気仙沼市立気仙沼小学校 村上　峻 むらかみ　しゅん 一

50 宮城県 小学校 大河原町立大河原小学校 笠間　順一 かさま　じゅんいち 九

51 宮城県 中学校 角田市立角田中学校 保科　優子 ほしな　ゆうこ 四

52 宮城県 小学校 名取市立下増田小学校 高橋　心 たかはし　しん 二

53 宮城県 小学校 石巻市立石巻小学校 遠藤　智弥 えんどう　ともや 一

54 宮城県 小学校 登米市立石森小学校 髙橋　幸恵 たかはし　さちえ 一

55 秋田県 小学校 由利本荘市立鶴舞小学校 佐々木　真智子 ささき　まちこ 一

56 秋田県 小学校 大館市立長木小学校 松岡　幹子 まつおか　みきこ 一

57 秋田県 小学校 大仙市立大曲小学校 藤本　圭 ふじもと　けい 一

58 秋田県 小学校 能代市立浅内小学校 佐々木　大 ささき　だい 一

59 秋田県 中学校 湯沢市立湯沢南中学校 柿﨑　渉 かきざき　わたる 一

60 秋田県 小学校 五城目町立五城目小学校 椎名　大智 しいな　だいち 一

61 秋田県 高等学校 秋田県立大館桂桜高等学校 佐々木　裕幸 ささき　ひろゆき 一

62 秋田県 高等学校 秋田県立大館国際情報学院高等学校 伊藤　健吾 いとう　けんご 一

63 山形県 小学校 真室川町立真室川小学校 佐藤　暢子 さとう　のぶこ 三

64 山形県 小学校 新庄市立日新小学校 齋藤　志穂 さいとう　しほ 三

65 山形県 中学校 鶴岡市立鶴岡第一中学校 大友  竜人 おおとも りゅうと 九 ○

66 山形県 中学校 酒田市立第二中学校 嵐田　美貴 あらしだ　みゆき 二

67 山形県 中学校 酒田市立第三中学校 芳賀  千春 はが　ちはる 一

68 山形県 中学校 寒河江市立陵南中学校 鈴木　聖太 すずき　しょうた 一 ○

69 山形県 高等学校 山形県立酒田光陵高等学校 湯澤　一 ゆざわ　はじめ 九

70 山形県 高等学校 山形県立山形中央高等学校 井上　敦夫 いのうえ　あつお 六

71 山形県 特別支援学校 山形県立ゆきわり養護学校 田所　弘美 たどころ　ひろみ 五



※一部常用漢字で標記しております。

No. 都道府県 種別 学校名 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

令和４年度被表彰教職員名簿（公立学校）

72 福島県 高等学校 福島県立会津学鳳高等学校 菅家　奈未 かんけ　なみ 一

73 福島県 小学校 棚倉町立棚倉小学校 小松　光恵 こまつ　みつえ 一

74 福島県 小学校 会津若松市立謹教小学校 遠藤　奈緒美 えんどう　なおみ 一

75 福島県 小学校 いわき市立小名浜第一小学校 渡邊　佳子 わたなべ　よしこ 三

76 福島県 中学校 田村市立船引中学校 大東　ゆかり だいとう　ゆかり 四

77 福島県 中学校 二本松市立二本松第一中学校 佐藤　祐子 さとう　ゆうこ 一

78 福島県 中学校 伊達市立梁川中学校 北　藍 きた　あい 四

79 福島県 中学校 いわき市立内郷第一中学校 宮﨑　美穂 みやざき　みほ 一

80 福島県 小学校 福島市立飯野小学校 蒲倉　藍 かばくら　あい 一

81 福島県 高等学校 福島県立会津学鳳高等学校 武藤　小夜子 むとう　さよこ 四

82 福島県 高等学校 福島県立喜多方桐桜高等学校 鈴木　將仁 すずき　まさひと 一 ○

83 福島県 小学校 相馬市立日立木小学校 大田　洋平 おおた　ようへい 一 ○

84 茨城県 中学校 常陸太田市立瑞竜中学校 細川　雅行 ほそかわ　まさゆき 一

85 茨城県 小学校 つくば市立沼崎小学校 鈴木　はる代 すずき　はるよ 一

86 茨城県 小学校 桜川市立雨引小学校 口町　紀子 くちまち　のりこ 一

87 茨城県 小学校 水戸市立三の丸小学校 安藤　美樹 あんどう　みき 一

88 茨城県 小学校 日立市立大みか小学校 宮本　留美子 みやもと　るみこ 五

89 茨城県 小学校 北茨城市立精華小学校 野田　瑞穂 のだ　みずほ 三

90 茨城県 中学校 神栖市立神栖第二中学校 梅田　邦彦 うめた　くにひこ 一

91 茨城県 小学校 取手市立戸頭小学校 神社　裕子 かんじゃ　ゆうこ 五

92 茨城県 中学校 阿見町立竹来中学校 小野　静香 おの　しずか 五

93 茨城県 小学校 筑西市立竹島小学校 飯嶋　美由紀 いいじま　みゆき 一

94 茨城県 小学校 結城市立絹川小学校 大島　寛美 おおしま　ひろみ 三

95 茨城県 中学校 境町立境第一中学校 小泉　敦志 こいずみ　あつし 八

96 茨城県 高等学校 茨城県立小瀬高等学校 金子　容子 かねこ　ようこ 一

97 茨城県 高等学校 茨城県立水戸第一高等学校 太田　泰助 おおた　たいすけ 二

98 茨城県 高等学校 茨城県立笠間高等学校 武本　夏子 たけもと　なつこ 一 ○

99 茨城県 高等学校 茨城県立鉾田第一高等学校 土屋　和佳 つちや　わか 一

100 茨城県 高等学校 茨城県立石岡第二高等学校 岩﨑　啓子 いわさき　けいこ 一 ○

101 茨城県 高等学校 茨城県立取手第一高等学校 茂木　孝允 もぎ　たかよし 一

102 茨城県 高等学校 茨城県立下妻第二高等学校 北條　奈緒美 ほうじょう　なおみ 一

103 茨城県 中等教育学校 茨城県立並木中等教育学校 吉村　大介 よしむら　だいすけ 一

104 茨城県 特別支援学校 茨城県立伊奈特別支援学校 根崎　順子 ねさき　じゅんこ 三

105 茨城県 特別支援学校 茨城県立つくば特別支援学校 菅野　真吾 すがの　しんご 五
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106 栃木県 中学校 宇都宮市立城山中学校 椎名　貴子 しいな　たかこ 一

107 栃木県 中学校 鹿沼市立粟野中学校 伊奈川　正通 いながわ　まさみち 二

108 栃木県 小学校 日光市立下原小学校 太田　みどり おおた　みどり 一

109 栃木県 小学校 益子町立七井小学校 保坂　敦子 ほさか　あつこ 二

110 栃木県 小学校 壬生町立壬生東小学校 飯田　麻奈 いいだ　あさな 一

111 栃木県 中学校 小山市立間々田中学校 山ノ上　裕樹 やまのうえ　ひろき 八

112 栃木県 小学校 下野市立国分寺小学校 髙橋　真江 たかはし　まさえ 一

113 栃木県 義務教育学校 下野市立南河内小中学校 曽根　美幸 そね　みゆき 二

114 栃木県 中学校 さくら市立氏家中学校 西脇　紀子 にしわき　のりこ 一

115 栃木県 中学校 大田原市立金田北中学校 増渕　孝行 ますぶち　たかゆき 一

116 栃木県 小学校 那須塩原市立大原間小学校 加藤　雅明 かとう　まさあき 一

117 栃木県 義務教育学校 佐野市立あそ野学園義務教育学校 湯澤　美奈子 ゆざわ　みなこ 三

118 栃木県 高等学校 栃木県立宇都宮工業高等学校 倉持　正行 くらもち　まさゆき 一

119 栃木県 高等学校 栃木県立小山西高等学校 野口　章代 のぐち　あきよ 二

120 栃木県 高等学校 栃木県立那須高等学校 岩本　正弘 いわもと　まさひろ 二

121 栃木県 高等学校 栃木県立さくら清修高等学校 渡辺　正之 わたなべ　まさゆき 二

122 栃木県 特別支援学校 栃木県立聾学校 岸　守 きし　まもる 五

123 群馬県 特別支援学校 群馬県立前橋高等特別支援学校 山下　善史 やました　よしふみ 八

124 群馬県 特別支援学校 群馬県立聾学校 堀米　恵 ほりごめ　めぐみ 五

125 群馬県 高等学校 群馬県立伊勢崎清明高等学校 竹石　由子 たけいし　よしこ 三

126 群馬県 高等学校 群馬県立前橋東高等学校 田島　夕貴絵 たじま　ゆきえ 六

127 群馬県 高等学校 群馬県立西邑楽高等学校 針谷　豊 はりがい　ゆたか 九

128 群馬県 中等教育学校 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 三井　柳仁 みつい　りゅうじ 一

129 群馬県 中学校 南牧村立南牧中学校 新井　千鶴 あらい　ちづる 一

130 群馬県 中学校 沼田市立沼田中学校 須藤　陽介 すとう　ようすけ 一

131 群馬県 中学校 太田市立太田中学校 金井　律子 かない　りつこ 一

132 群馬県 小学校 前橋市立元総社小学校 板倉　美和 いたくら　みわ 五

133 群馬県 小学校 藤岡市立藤岡第一小学校 廣兼　雅子 ひろかね　まさこ 一

134 群馬県 小学校 高崎市立南小学校 戸澤　裕子 とざわ　ゆうこ 三

135 群馬県 小学校 藤岡市立神流小学校 関根　奈史 せきね　なふみ 一

136 群馬県 小学校 長野原町立応桑小学校 市村　宏美 いちむら　ひろみ 一

137 群馬県 小学校 館林市立第二小学校 川口　舞 かわぐち　まい 一

138 群馬県 小学校 太田市立太田小学校 二宮　圭映子 にのみや　けえこ 三

139 埼玉県 小学校 戸田市立喜沢小学校 相墨　恵 そうすみ　めぐみ 二

140 埼玉県 小学校 草加市立両新田小学校 江川　慶子 えがわ　けいこ 一
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141 埼玉県 小学校 伊奈町立小針北小学校 矢嶋　梨恵 やじま　りえ 一

142 埼玉県 小学校 蕨市立中央小学校 遠藤　雄也 えんどう　ゆうや 九

143 埼玉県 小学校 上尾市立上平小学校 飯島　幸司 いいじま　こうじ 一

144 埼玉県 小学校 川口市立並木小学校 諏訪　真宣 すわ　まさのぶ 三

145 埼玉県 小学校 滑川町立福田小学校 桧田　真理 ひだ　まり 一

146 埼玉県 小学校 狭山市立入間川小学校 荒幡　知絵 あらはた　ちえ 一

147 埼玉県 小学校 川島町立つばさ北小学校 小林　義知 こばやし　よしのり 九

148 埼玉県 小学校 富士見市立針ケ谷小学校 金子　純一 かねこ　じゅんいち 一

149 埼玉県 小学校 三芳町立竹間沢小学校 大山　裕也 おおやま　ゆうや 三

150 埼玉県 小学校 入間市立扇小学校 青木　真知子 あおき　まちこ 三

151 埼玉県 小学校 神川町立丹荘小学校 村　洋志 つじむら　ひろゆき 四

152 埼玉県 小学校 三郷市立幸房小学校 染谷　翼 そめや　つばさ 三

153 埼玉県 小学校 羽生市立羽生北小学校 石原　良介 いしはら　りょうすけ 四

154 埼玉県 小学校 八潮市立大原小学校 関根　紀子 せきね　のりこ 九

155 埼玉県 小学校 久喜市立菖蒲東小学校 星野　仁志 ほしの　ひとし 一

156 埼玉県 小学校 白岡市立白岡東小学校 和久　展大 わく　のぶひろ 四

157 埼玉県 小学校 三郷市立丹後小学校 柴井　智史 しばい　さとし 三

158 埼玉県 中学校 草加市立栄中学校 三浦　憲子 みうら　のりこ 一

159 埼玉県 中学校 新座市立第二中学校 大堀　由希 おおほり　ゆき 一

160 埼玉県 中学校 新座市立第四中学校 印南　佐代 いんなみ　さよ 一

161 埼玉県 中学校 和光市立大和中学校 森下　泰廉 もりした　やすゆき 一

162 埼玉県 中学校 所沢市立柳瀬中学校 東村　広子 ひがしむら　ひろこ 一

163 埼玉県 中学校 川越市立高階中学校 上原　克史 うえはら　かつし 八

164 埼玉県 中学校 ふじみ野市立大井中学校 庄司　秀人 しょうじ　ひでと 八

165 埼玉県 中学校 所沢市立所沢中学校 藤井　天 ふじい　たかし 一

166 埼玉県 中学校 秩父市立秩父第一中学校 横塚　雅美 よこづか　まさみ 八

167 埼玉県 中学校 深谷市立幡羅中学校 井上　雅彦 いのうえ　まさひこ 一

168 埼玉県 中学校 熊谷市立大幡中学校 島村　　勲 しまむら　いさお 一

169 埼玉県 中学校 越谷市立大相模中学校 髙見澤　里恵 たかみざわ　りえ 三

170 埼玉県 中学校 春日部市立飯沼中学校 一條　亜津子 いちじょう　あつこ 一

171 埼玉県 高等学校 埼玉県立杉戸高等学校 豊田　喜美子 とよだ　きみこ 八

172 埼玉県 高等学校 埼玉県立鳩ヶ谷高等学校 中山　淳子 なかやま　じゅんこ 九

173 埼玉県 高等学校 埼玉県立川越初雁高等学校 能㔟　正弘 のせ　まさひろ 二

174 埼玉県 特別支援学校 埼玉県立本庄特別支援学校 𡈽井　章一郎 どい　しょういちろう 八

175 千葉県 中学校 船橋市立七林中学校 増滿　ゆかり ますみつ　ゆかり 一
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176 千葉県 中学校 船橋市立三田中学校 渡邊　美紀 わたなべ　みき 八

177 千葉県 小学校 市川市立中山小学校 谷　　順子 たに　じゅんこ 五

178 千葉県 小学校 船橋市立芝山西小学校 土田　　礼 つちだ　あや 三

179 千葉県 小学校 八千代市立村上小学校 勝田　博美 かつた　ひろみ 一

180 千葉県 小学校 船橋市立船橋小学校 棚橋　寛子 たなはし　ひろこ 一

181 千葉県 中学校 柏市立酒井根中学校 板垣　優麻 いたがき　ゆうま 四 ○

182 千葉県 中学校 流山市立おおぐろの森中学校 根本　隼人 ねもと　はやと 八

183 千葉県 小学校 大網白里市立大網小学校 藤川　由美子 ふじかわ　ゆみこ 一

184 千葉県 小学校 睦沢町立睦沢小学校 常世田　伸吾 とこよだ　しんご 一

185 千葉県 中学校 いすみ市立国吉中学校 金綱　輝実 かねつな　てるみ 一

186 千葉県 小学校 茂原市立本納小学校 佐藤　範子 さとう　のりこ 一

187 千葉県 小学校 木更津市立真舟小学校 進藤　進 しんどう　すすむ 八

188 千葉県 中学校 市原市立双葉中学校 齋藤　義之 さいとう　よしゆき 一 ○

189 千葉県 高等学校 千葉県立千葉東高等学校 高橋　枝里子 たかはし　えりこ 一

190 千葉県 高等学校 千葉県立成東高等学校 古川　総一郎 ふるかわ　そういちろう 四

191 千葉県 特別支援学校 千葉県立四街道特別支援学校 預　智子 あずかり　さとこ 五

192 東京都 小学校 文京区立青柳小学校 高橋　励門 たかはし　れいと 一

193 東京都 小学校 江東区立小名木川小学校 長田　健太 おさだ　けんた 一

194 東京都 小学校 荒川区立赤土小学校 西村　伸也 にしむら　しんや 八

195 東京都 小学校 板橋区立成増ヶ丘小学校 川田　聡子 かわだ　さとこ 一

196 東京都 小学校 八王子市立元八王子小学校 大森　道久 おおもり　みちひさ 九

197 東京都 小学校 八王子市立横山第二小学校 古場　賢征 こば　けんせい 三

198 東京都 小学校 福生市立福生第六小学校 中島　惠大 なかじま　けいた 一

199 東京都 小学校 福生市立福生第一小学校 工藤　大典 くどう　だいすけ 一

200 東京都 小学校 杉並区立杉並第六小学校 浅利　絢子 あさり　あやこ 八

201 東京都 小学校 板橋区立上板橋第二小学校 永野　みゆき ながの　みゆき 一

202 東京都 小学校 福生市立福生第三小学校 佐藤　真琴 さとう　まこと 一

203 東京都 小学校 立川市立幸小学校 小泉　友 こいずみ　ゆう 一

204 東京都 中学校 文京区立第六中学校 木下　沙央里 きのした　さおり 三

205 東京都 中学校 杉並区立高円寺中学校 伊庭　義人 いば　よしひと 一

206 東京都 中学校 葛飾区立亀有中学校 千野　耕司 ちの　こうじ 八

207 東京都 中学校 武蔵村山市立第三中学校 石原　春彦 いしはら　はるひこ 一

208 東京都 中学校 台東区立柏葉中学校 元明　浩幸 がんみょう　ひろゆき 五

209 東京都 義務教育学校 八王子市立いずみの森義務教育学校 石田　龍雲 いしだ　りゅううん 八

210 東京都 高等学校 東京都立千早高等学校 早田　智洋 わさだ　ともひろ 一
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211 東京都 小学校 文京区立林町小学校 田端　真之 たばた　まさゆき 九 ○

212 東京都 小学校 福生市立福生第一小学校 平井　孝記 ひらい　こうき 一 ○

213 東京都 小学校 武蔵村山市立第十小学校 比留間　雄大 ひるま　ゆうだい 一 ○

214 東京都 中学校 世田谷区立桜丘中学校 太田　和花奈 おおた　わかな 一 ○

215 東京都 中学校 葛飾区立青葉中学校 松岡　龍秋 まつおか　たつあき 二 ○

216 東京都 高等学校 東京都立芦花高等学校 打田　孝一 うちだ　こういち 八 ○

217 東京都 高等学校 東京都立戸山高等学校 松岡　咲 まつおか　さき 一 ○

218 東京都 高等学校 東京都立第四商業高等学校 益田　昌味 ますだ　まさみ 一 ○

219 東京都 高等学校 東京都立科学技術高等学校 松本　大輝 まつもと　だいき 一 ○

220 東京都 高等学校 東京都立練馬高等学校 堀川　祐司 ほりかわ　ゆうじ 三 ○

221 東京都 高等学校 東京都立蔵前工業高等学校 鈴木　清太郎 すずき　せいたろう 一 ○

222 東京都 高等学校 東京都立立川高等学校 田仲　真菜 たなか　まな 九 ○

223 東京都 特別支援学校 東京都立大泉特別支援学校 石塚　由華 いしづか　ゆか 五 ○

224 神奈川県 小学校 逗子市立久木小学校 大原　照恵 おおはら　てるえ 五

225 神奈川県 小学校 綾瀬市立寺尾小学校 田垣　雅規 たがき　まさのり 一

226 神奈川県 小学校 大和市立渋谷小学校 津崎　洋輔 つさき　ようすけ 一

227 神奈川県 中学校 伊勢原市立中沢中学校 小澤　和美 おざわ　かずみ 一

228 神奈川県 小学校 小田原市立富士見小学校 長澤　孝江 ながさわ　たかえ 一

229 神奈川県 小学校 南足柄市立岡本小学校 小宮　創太 こみや　そうた 一

230 神奈川県 中学校 大井町立湘光中学校 重田　優 しげた　ゆう 一

231 神奈川県 小学校 横須賀市立森崎小学校 河野　琴絵 かわの　ことえ 五

232 神奈川県 小学校 横須賀市立浦賀小学校 村井　宏行 むらい　ひろゆき 一

233 神奈川県 高等学校 神奈川県立神奈川工業高等学校 入江　亮 いりえ　りょう 一

234 神奈川県 高等学校 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 臼井　浩人 うすい　ひろと 一

235 神奈川県 高等学校 神奈川県立新羽高等学校 片山　裕太 かたやま　ゆうた 三

236 神奈川県 高等学校 神奈川県立多摩高等学校 立川　公子 たちかわ　きみこ 一

237 神奈川県 高等学校 神奈川県立麻生総合高等学校 上島　礼子 かみじま　あやこ 一

238 神奈川県 高等学校 神奈川県立麻溝台高等学校 志方　大悟 しかた　だいご 一

239 神奈川県 高等学校 神奈川県立座間高等学校 大曽根　彰吾 おおそね　しょうご 一

240 神奈川県 中学校 厚木市立相川中学校 村上　賢人 むらかみ　けんと 一 ○

241 神奈川県 小学校 海老名市立杉本小学校 中山　裕紀 なかやま　ゆうき 一 ○

242 神奈川県 小学校 二宮町立一色小学校 齋藤　駿介 さいとう　しゅんすけ 一 ○

243 神奈川県 小学校 山北町立川村小学校 芦川　真由美 あしかわ　まゆみ 三 ○

244 神奈川県 高等学校 神奈川県立川和高等学校 福田　理奈 ふくだ　りな 一 ○

245 神奈川県 高等学校 神奈川県立柏陽高等学校 近江　一太 おおみ　かずた 一 ○
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246 神奈川県 特別支援学校 神奈川県立平塚養護学校 三﨑　実里 みさき　みさと 五 ○

247 神奈川県 特別支援学校 神奈川県立平塚養護学校 宮井　亮 みやい　りょう 五 ○

248 神奈川県 特別支援学校 神奈川県立金沢養護学校 石内　弥里 いしうち　みさと 五 ○

249 神奈川県 特別支援学校 神奈川県立えびな支援学校 松元　大樹 まつもと　だいき 五 ○

250 神奈川県 高等学校 神奈川県立市ケ尾高等学校 山口　太平 やまぐち　たいへい 四 ○

251 新潟県 小学校 糸魚川市立大野小学校 渥美　猛 あつみ　たけし 一

252 新潟県 小学校 長岡市立希望が丘小学校 久保　尚子 くぼ　なおこ 三

253 新潟県 小学校 三条市立一ノ木戸小学校 関谷　忠宏 せきや　ただひろ 一

254 新潟県 高等学校 新潟県立新潟高等学校 須貝　哲二 すがい　てつじ 五

255 新潟県 高等学校 新潟県立新潟江南高等学校 村田　幸子 むらた　さちこ 一

256 新潟県 小学校 見附市立見附小学校 瀬下　圭太郎 せじも　けいたろう 一

257 新潟県 小学校 阿賀町立津川小学校 渡部　公子 わたなべ　きみこ 五

258 新潟県 中学校 妙高市立新井中学校 三野　博治 みの　ひろじ 九

259 新潟県 中学校 長岡市立南中学校 元井　啓介 もとい　けいすけ 一

260 新潟県 高等学校 新潟県立海洋高等学校 増田　真之介 ますだ　しんのすけ 一 ○

261 新潟県 中学校 魚沼市立広神中学校 八木　大樹 やぎ　まさき 八

262 新潟県 中学校 関川村立関川中学校 伴田　寛明 はんだ　ひろあき 二

263 新潟県 特別支援学校 糸魚川市立ひすいの里総合学校 本間　彩子 ほんま　あやこ 五 ○

264 富山県 中学校 魚津市立西部中学校 廣川　平 ひろかわ　たいら 二

265 富山県 中学校 小矢部市立津沢中学校 松坂　成規 まつざか　しげのり 二

266 富山県 高等学校 富山中部高等学校 西尾　麻衣子 にしお　まいこ 一

267 富山県 高等学校 富山工業高等学校 藤井　和弥 ふじい　かずや 一

268 富山県 中学校 高岡市立高岡西部中学校 二俣　紀子 ふたまた　のりこ 一

269 富山県 中学校 射水市立新湊南部中学校 伊東　和美 いとう　かずみ 一

270 富山県 小学校 富山市立新庄北小学校 谷口　貴子 たにぐち　たかこ 一

271 富山県 小学校 高岡市立戸出西部小学校 辻　史子 つじ　ふみこ 一

272 富山県 中学校 富山市立南部中学校 尾畑　真紀 おばた　まき 二

273 石川県 小学校 小松市立芦城小学校 加藤　雅子 かとう　まさこ 一

274 石川県 小学校 金沢市立犀桜小学校 筑波　恵加 ちくば　けいか 一

275 石川県 小学校 金沢市立木曳野小学校 藏谷　京子 くらたに　きょうこ 一

276 石川県 小学校 中能登町立鹿島小学校 高木　宣維 たかぎ　のぶゆき 八

277 石川県 中学校 能美市立辰口中学校 仁地　裕介 にんち　ゆうすけ 八

278 石川県 中学校 金沢市立兼六中学校 中木　大進 なかぎ　だいしん 八

279 石川県 高等学校 石川県立小松工業高等学校 平沢　謙輔 ひらさわ　けんすけ 八

280 石川県 高等学校 石川県立金沢錦丘高等学校 宮下　香 みやした　かおり 八
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281 石川県 高等学校 石川県立金沢桜丘高等学校 桝藏　直子 ますくら　なおこ 一

282 石川県 高等学校 石川県立輪島高等学校 矢知　寛幸 やち　ひろゆき 一

283 福井県 小学校 福井市河合小学校 笹原　千枝 ささはら　ちえ 一

284 福井県 小学校 坂井市立磯部小学校 嶋田　曉子 しまだ　あきこ 一

285 福井県 小学校 鯖江市中河小学校 宮永　貴子 みやなが　たかこ 一

286 福井県 高等学校 福井県立若狭高等学校 兼松　かおり かねまつ　かおり 一

287 福井県 高等学校 福井県立武生高等学校 辻﨑　千尋 つじさき　ちひろ 一

288 福井県 高等学校 福井県立高志高等学校 橋本　将宏 はしもと　まさひろ 四

289 福井県 小学校 福井市中藤小学校 山本　哲也 やまもと　てつや 五

290 山梨県 高等学校 山梨県立甲府東高等学校 遠藤　祐也 えんどう　ゆうや 一

291 山梨県 高等学校 山梨県立塩山高等学校 矢崎　豊 やざき　ゆたか 二

292 山梨県 小学校 甲州市立勝沼小学校 雨宮　二葉 あめみや　ふたば 三

293 山梨県 小学校 富士川町立増穂小学校 成瀨　貢 なるせ　みつぎ 九

294 山梨県 小学校 南アルプス市立白根飯野小学校 八巻　一貴 やまき　かずたか 一

295 山梨県 小学校 山梨市立山梨小学校 岩下　城 いわした　きずく 四

296 山梨県 小学校 昭和町立西条小学校 有泉　武士 ありいずみ　たけし 一

297 山梨県 小学校 山梨市立加納岩小学校 藤木　真里佳 ふじき　まりか 一

298 長野県 小学校 辰野町立川島小学校 鈴木　宏平 すずき　こうへい 四

299 長野県 小学校 長野市立下氷鉋小学校 宮本　裕美子 みやもと　ゆみこ 二

300 長野県 中学校 長野市立東部中学校 小澤　佳代子 おざわ　かよこ 八

301 長野県 中学校 佐久市立東中学校 篠原　義光 しのはら　よしみつ 一

302 長野県 小学校 富士見町立富士見小学校 松倉　利和 まつくら　としかず 一

303 長野県 高等学校 長野県佐久平総合技術高等学校 丸山　ゆかり まるやま　ゆかり 六

304 長野県 中学校 飯田市立高陵中学校 大澤　幸弘 おおさわ　ゆきひろ 九

305 長野県 小学校 長野市立古里小学校 渡辺　貴美子 わたなべ　きみこ 四

306 長野県 中学校 松本市立丸ノ内中学校 牛田　佳伸 うしだ　よしのぶ 四

307 長野県 小学校 山形村立山形小学校 松田　歩 まつだ　あゆみ 九

308 長野県 小学校 王滝村立王滝小学校 三沢　敬正 みさわ　のりまさ 一

309 長野県 高等学校 長野県屋代南高等学校 柿﨑　史恵 かきざき　ふみえ 六

310 長野県 高等学校 長野県野沢北高等学校 清水　貴弘 しみず　たかひろ 一

311 長野県 特別支援学校 長野県稲荷山養護学校 深澤　美香 ふかざわ　みか 五

312 長野県 高等学校 長野県長野工業高等学校 生田　憲克 いくた　のりかつ 一

313 長野県 中学校 坂城町立坂城中学校 柳沢　健 やなぎさわ　たけし 一

314 長野県 小学校 安曇野市立穂高北小学校 小林　千里 こばやし　ちさと 五

315 長野県 小学校 上田市立北小学校 服部　直幸 はっとり　なおゆき 六 ○
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316 岐阜県 中学校 岐阜市立藍川中学校 勝野　陽介 かつの　ようすけ 一

317 岐阜県 小学校 岐阜市立柳津小学校 清水　恭子 しみず　きょうこ 三

318 岐阜県 小学校 羽島市立竹鼻小学校 大坪　多郁子 おおつぼ　たかこ 一

319 岐阜県 小学校 大垣市立江東小学校 岡田　由美子 おかだ　ゆみこ 三

320 岐阜県 中学校 関ケ原町立関ケ原中学校 古田　伸二 ふるた　しんじ 一

321 岐阜県 中学校 関市立旭ヶ丘中学校 加藤　晃子 かとう　あきこ 一

322 岐阜県 小学校 郡上市立大和北小学校 澤谷　真一 さわや　しんいち 一

323 岐阜県 小学校 美濃加茂市立山手小学校 中島　利奈 なかしま　りな 九

324 岐阜県 中学校 可児市立西可児中学校 古野　寿 ふるの　　ひさし 九

325 岐阜県 小学校 瑞浪市立明世小学校 水野　寛大 みずの　ひろし 一

326 岐阜県 中学校 中津川市立第一中学校 髙木  尚生 たかぎ なおき 二

327 岐阜県 小学校 高山市立荘川小学校 田原　幹也 たはら　みきや 一

328 岐阜県 中学校 飛騨市立神岡中学校 丸山　洋範 まるやま　ひろのり 一

329 岐阜県 高等学校 岐阜県立吉城高等学校 鈴木　泰輔 すずき　たいすけ 六

330 岐阜県 高等学校 岐阜県立飛騨高山高等学校 近藤　泰子 こんどう　やすこ 二

331 岐阜県 高等学校 岐阜県立東濃フロンティア高等学校 鈴木　美穂 すずき　みほ 二

332 岐阜県 高等学校 岐阜県立加納高等学校 小牧　由佳 こまき　ゆか 三

333 岐阜県 特別支援学校 岐阜県立可茂特別支援学校 片山　麻紀 かたやま　まき 五

334 岐阜県 特別支援学校 岐阜県立岐阜聾学校 今枝　みどり いまえだ　みどり 二

335 静岡県 幼稚園 袋井市立若葉こども園 鈴木　智代 すずき　ちよ 一

336 静岡県 小学校 焼津市立豊田小学校 増田　奈美子 ますだ　なみこ 九

337 静岡県 小学校 磐田市立磐田北小学校 池谷　剛 いけがや　ごう 九

338 静岡県 小学校 湖西市立新居小学校 宅見　真弓 たくみ　まゆみ 一

339 静岡県 中学校 牧之原市立相良中学校 飯野　清子 いいの　せいこ 一

340 静岡県 中学校 掛川市立東中学校 鈴木　晶子 すずき　あきこ 九

341 静岡県 小学校 熱海市立第一小学校 内田　真貴 うちだ　まき 七

342 静岡県 小学校 伊東市立南小学校 元矢　記代子 もとや　きよこ 一

343 静岡県 小学校 御殿場市立富士岡小学校 溝口　雅也 みぞぐち　まさなり 一

344 静岡県 小学校 裾野市立東小学校 住沢　孝治 すみざわ　たかはる 九

345 静岡県 中学校 三島市立北上中学校 津金澤　優子 つがねざわ　ゆうこ 二

346 静岡県 中学校 小山町立北郷中学校 小林　由実 こばやし　ゆみ 一

347 静岡県 高等学校 静岡県立天竜高等学校 袴田　貴満 はかまた　たかみつ 二

348 静岡県 高等学校 静岡県立三島北高等学校 中島　由美 なかじま　ゆみ 一

349 静岡県 高等学校 静岡県立静岡東高等学校 中上　明仁 なかうえ　あきひと 九

350 静岡県 高等学校 静岡県立相良高等学校 齋藤　智子 さいとう　ともこ 一
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351 静岡県 高等学校 静岡県立藤枝東高等学校 田中　加奈子 たなか　かなこ 九

352 静岡県 特別支援学校
静岡県立浜松みをつくし特別支援学
校

伊藤　昌明 いとう　まさあき 五

353 静岡県 特別支援学校 静岡県立浜松特別支援学校 町田　佐智子 まちだ　さちこ 五

354 静岡県 特別支援学校 静岡県立袋井特別支援学校 和泉　明子 いずみ　あきこ 八

355 愛知県 小学校 稲沢市立六輪小学校 市橋  美幸 いちはし　みゆき 五

356 愛知県 小学校 犬山市立楽田小学校 酒井　俊輔　 さかい　しゅんすけ 七

357 愛知県 小学校 春日井市立小野小学校 城山　祐樹 しろやま　ゆうき 一

358 愛知県 小学校 小牧市立一色小学校 和泉　秀典 いずみ　ひでのり 五

359 愛知県 小学校 日進市立西小学校 加藤　豊司 かとう　あつし 八

360 愛知県 小学校 愛西市立佐屋小学校 嶋　竜也 しま　たつや 九

361 愛知県 小学校 大治町立大治小学校 峯村　美帆子 みねむら　みほこ 一

362 愛知県 小学校 武豊町立緑丘小学校 北川　祥子 きたがわ　しょうこ 一

363 愛知県 小学校 常滑市立常滑東小学校 阪野　智洋 ばんの　ともひろ 二

364 愛知県 義務教育学校 西尾市立佐久島しおさい学校 江口　慎一 えぐち　しんいち 一

365 愛知県 小学校 豊田市立挙母小学校 脇本　正恵 わきもと　まさえ 一

366 愛知県 小学校 豊田市立東広瀬小学校 藤谷　千恵 ふじたに　ちえ 一

367 愛知県 小学校 豊橋市立汐田小学校 小笠原　麻美 おがさわら　あさみ 五

368 愛知県 小学校 豊川市立豊川小学校 野沢　和代 のざわ　かずよ 一

369 愛知県 中学校 一宮市立中部中学校 中田　勇人 なかだ　はやと 一

370 愛知県 中学校 清須市立新川中学校 臼ヶ谷　有美 うすがや　ともみ 三

371 愛知県 中学校 尾張旭市立西中学校 北山　晋也 きたやま　しんや 二

372 愛知県 中学校 阿久比町立阿久比中学校 花井　美和 はない　みわ 九

373 愛知県 中学校 豊田市立美里中学校 中村　和幸 なかむら　かずゆき 九

374 愛知県 中学校 岡崎市立城北中学校 淺川　晶紀 あさかわ　まさき 一

375 愛知県 中学校 幸田町立幸田中学校 小野良　琢也 おのら　たくや 一

376 愛知県 中学校 安城市立安城西中学校 杉浦　儀一 すぎうら　よしかず 一

377 愛知県 中学校 岡崎市立六ツ美北中学校 阿部　祐子 あべ　ゆうこ 一

378 愛知県 中学校 田原市立東部中学校 小林　巧治 こばやし　こうじ 一

379 愛知県 中学校 東栄町立東栄中学校 本村　健 もとむら　けん 一

380 愛知県 中学校 半田市立成岩中学校 寺澤　伸人 てらざわ　のぶと 六

381 愛知県 中学校 岡崎市立竜海中学校 尾山　香淑子 おやま　かよこ 八

382 愛知県 高等学校 愛知県立瀬戸西高等学校 新美　沙織 にいみ　さおり 一

383 愛知県 高等学校 愛知県立一宮高等学校 羽土　文彦 はど　ふみひこ 一

384 愛知県 高等学校 愛知県立一宮西高等学校 水谷　悟 みずたに　さとる 一

385 愛知県 高等学校 愛知県立半田高等学校 小澤　尭 おざわ　たかし 九 ○
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386 愛知県 高等学校 愛知県立大府高等学校 坂井　順香 さかい　のぶか 一

387 愛知県 高等学校 愛知県立豊田南高等学校 中島　浩平 なかしま　こうへい 一

388 愛知県 高等学校 愛知県立豊野高等学校 五反　彰 ごたん　あきら 二

389 愛知県 高等学校 愛知県立松平高等学校 香村　翔 こうむら　しょう 八 ○

390 愛知県 高等学校 愛知県立豊田工科高等学校 市原　康広 いちはら　やすひろ 一

391 愛知県 特別支援学校 愛知県立岡崎聾学校 柴田　麻里 しばた　まり 三

392 愛知県 特別支援学校 愛知県立一宮東特別支援学校 西島　久美子 にしじま　くみこ 五

393 愛知県 特別支援学校 愛知県立三好特別支援学校 井上　亘 いのうえ　わたる 二

394 愛知県 特別支援学校 愛知県立春日井高等特別支援学校 神谷　智史 かみや　さとし 二

395 愛知県 特別支援学校 愛知県立ひいらぎ特別支援学校 廣瀬　智美 ひろせ　ともみ 五

396 愛知県 特別支援学校 瀬戸市立瀬戸特別支援学校 鳥居　拓未 とりい　たくみ 五

397 三重県 小学校 三重県桑名市立多度中小学校 和田　雄斗 わだ　ゆうと 一 ○

398 三重県 小学校 三重県津市立みさとの丘学園 谷　理恵 たに　りえ 九

399 三重県 小学校 三重県度会郡大紀町立錦小学校 西村　洋 にしむら　よう 一

400 三重県 高等学校 三重県立四日市工業高等学校 寒作　一也 かんづくり　かずや 六

401 三重県 特別支援学校
三重県立特別支援学校北勢きらら学
園

毛利　磨紀 もうり　まき 五

402 三重県 高等学校 三重県立飯南高等学校 栗谷　英樹 くりたに　ひでき 二 ○

403 滋賀県 小学校 守山市立物部小学校 横山　勇一 よこやま　ゆういち 八

404 滋賀県 小学校 大津市立下阪本小学校 古川　幸司 ふるかわ　こうじ 一

405 滋賀県 中学校 彦根市立彦根中学校 田中　理恵 たなか　りえ 三

406 滋賀県 中学校 米原市立米原中学校 嶋田　義孝 しまだ　よしたか 二

407 滋賀県 中学校 大津市立皇子山中学校 北脇　泰江 きたわき　やすえ 二

408 滋賀県 小学校 野洲市立野洲小学校 角　憲幸 すみ　のりゆき 一 ○

409 滋賀県 幼稚園 大津市立坂本幼稚園 髙山　恵美子 たかやま　えみこ 一

410 京都府 中学校 向日市立勝山中学校 田中　真紀 たなか　まき 一

411 京都府 小学校 宇治市立槇島小学校 西本　真里 にしもと　まり 三

412 京都府 小学校 久御山町立佐山小学校 矢野　奈穂子 やの　なほこ 五

413 京都府 中学校 亀岡市立育親中学校 山下　修一郎 やました　しゅういちろう 四

414 京都府 中学校 舞鶴市立白糸中学校 前田　暁代 まえだ　あきよ 五

415 京都府 小学校 宮津市立吉津小学校 野坂　映里 のさか　えり 一

416 京都府 高等学校 京都府立清明高等学校 塩見　匠 しおみ　たくみ 五

417 京都府 高等学校 京都府立鳥羽高等学校 三上　都 みかみ　みやこ 八

418 京都府 高等学校 京都府立南陽高等学校 松本　光代 まつもと　みつよ 四

419 京都府 高等学校 京都府立峰山高等学校 林　　直宏 はやし　なおひろ 一

420 大阪府 高等学校 大阪府立泉北高等学校 池ノ上　大輔 いけのうえ　だいすけ 六
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421 大阪府 高等学校 大阪府立寝屋川高等学校 田頭　修 たがしら　おさむ 一

422 大阪府 高等学校 大阪府立泉鳥取高等学校 中山　輝彦 なかやま　てるひこ 六

423 大阪府 高等学校 大阪府立夕陽丘高等学校 勝山　衿佳 かつやま　えりか 九 ○

424 大阪府 小学校 大阪狭山市立第七小学校 平　未央子 たいら　みおこ 一

425 兵庫県 小学校 三田市立ゆりのき台小学校 三輪　三四郎 みわ　さんしろう 一

426 兵庫県 小学校 高砂市立中筋小学校 古門　宜泰 こかど　よしひろ 三

427 兵庫県 特別支援学校 兵庫県立東はりま特別支援学校 早瀨　確 はやせ　つよし 八

428 兵庫県 小学校 加西市立九会小学校 高見　裕子 たかみ　ひろこ 五

429 兵庫県 高等学校 兵庫県立神戸高等学校 澤田　一勝 さわだ　かずまさ 九

430 兵庫県 高等学校 兵庫県立阪神昆陽高等学校 宮本　隆史 みやもと　たかし 四

431 兵庫県 中学校 養父市立養父中学校 井口　留美 いぐち　るみ 三

432 兵庫県 高等学校 兵庫県立香住高等学校 小林　晋輔 こばやし　しんすけ 二

433 兵庫県 高等学校 兵庫県立明石清水高等学校 日置　貴之 ひおき　たかゆき 九

434 兵庫県 小学校 洲本市立洲本第三小学校 宮脇　祐子 みやわき　ゆうこ 一

435 奈良県 小学校 奈良市立都祁小学校 新子　慶行 あたらし　よしゆき 一

436 奈良県 小学校 生駒市立あすか野小学校 武田　昭二 たけだ　しょうじ 二

437 奈良県 中学校 上牧町立上牧中学校 江本　美帆 えもと　みほ 九

438 奈良県 中学校 吉野町立吉野中学校 車谷　泰典 くるまたに　やすのり 一

439 奈良県 小学校 天理市立福住小学校 車井　佳奈 くるまい　かな 三 ○

440 奈良県 高等学校 奈良県立十津川高等学校 阪口　剛 さかぐち　つよし 二

441 奈良県 高等学校 奈良県立国際高等学校 藤井　謙太郎 ふじい　けんたろう 四 ○

442 和歌山県 幼稚園 海南市立亀川幼稚園 川本　かおり かわもと　かおり 九

443 和歌山県 小学校 和歌山市立安原小学校 久保　純子 くぼ　じゅんこ 一

444 和歌山県 小学校 紀の川市立粉河小学校 寺田　好 てらだ　このみ 一

445 和歌山県 小学校 古座川町立高池小学校 寒川　智美 そうがわ　ともみ 一

446 和歌山県 中学校 田辺市立東陽中学校 井谷　有美 いたに　ゆみ 一

447 和歌山県 高等学校 和歌山県立向陽高等学校 坂本　修一 さかもと　しゅういち 九

448 和歌山県 高等学校 和歌山県立神島高等学校 惠納　崇 えな　たかし 四

449 和歌山県 高等学校 和歌山県立橋本高等学校 藤井　佳世 ふじい　かよ 一

450 和歌山県 特別支援学校 和歌山県立紀伊コスモス支援学校 黒江　純子 くろえ　じゅんこ 五

451 和歌山県 特別支援学校 和歌山県立はまゆう支援学校 山本　秀子 やまもと　ひでこ 五

452 鳥取県 中学校 米子市立美保中学校 隠樹　恭衣 おき　のりえ 一

453 鳥取県 高等学校 鳥取県立鳥取西高等学校 中村　秀司 なかむら　しゅうじ 一

454 鳥取県 特別支援学校 鳥取県立白兎養護学校 宮脇　弘樹 みやわき　ひろき 五

455 鳥取県 中学校 鳥取市立気高中学校 角田　弘枝 つのだ　ひろえ 一
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456 鳥取県 高等学校 鳥取県立境港総合技術高等学校 栩木　眞由美 とちぎ　まゆみ 一

457 鳥取県 中学校 岩美町立岩美中学校 黒岩　健太郎 くろいわ　けんたろう 一

458 島根県 高等学校 島根県立安来高等学校 岩田　将太郎 いわた　しょうたろう 四

459 島根県 高等学校 島根県立安来高等学校 玉木　史朗 たまき　しろう 四

460 島根県 高等学校 島根県立出雲農林高等学校 大畑　篤郎 おおはた　あつお 四

461 島根県 中学校 大田市立大田西中学校 濵岡　睦月 はまおか　むつき 四

462 島根県 高等学校 島根県立松江東高等学校 内藤　永嗣 ないとう　ひさつぐ 四

463 島根県 小学校 津和野町立津和野小学校 中村　徹 なかむら　とおる 一

464 島根県 高等学校 島根県立三刀屋高等学校 片岡　初美 かたおか　はつみ 一

465 岡山県 小学校 里庄町立里庄東小学校 山近　克彦 やまちか　かつひこ 一

466 岡山県 小学校 倉敷市立第五福田小学校 藤原　一志 ふじわら　かずし 一

467 岡山県 小学校 倉敷市立連島南小学校 氏本　雅子 うじもと　まさこ 一

468 岡山県 小学校 美作市立大原小学校 永井　由紀江 ながい　ゆきえ 一

469 岡山県 中学校 倉敷市立福田中学校 林　雅彦 はやし　まさひこ 二

470 岡山県 中学校 倉敷市立庄中学校 神﨑　敏江 かんざき　としえ 一

471 岡山県 中学校 岡山県立津山中学校 清水　利典 しみず　としのり 一

472 岡山県 高等学校 岡山県立倉敷商業高等学校 板持　裕子 いたもち　ゆうこ 一

473 岡山県 高等学校 岡山県立真庭高等学校 宮阪　淳司 みやさか　じゅんじ 一

474 岡山県 高等学校 岡山県立東岡山工業高等学校 小西　聡子 こにし　さとこ 一

475 岡山県 特別支援学校 岡山県立岡山瀬戸高等支援学校 亀山　純子 かめやま　じゅんこ 五

476 広島県 小学校 呉市立横路小学校 木村　千恵 きむら　ちえ 三

477 広島県 小学校 江田島市立大古小学校 住田　裕子 すみだ　ひろこ 一

478 広島県 中学校 福山市立新市中央中学校 世良　幸子 せら　ゆきこ 一

479 広島県 高等学校 広島県立三次高等学校  辻　尚実 つじ　なおみ 一

480 広島県 中学校 安芸高田市立高宮中学校 粟津　良子 あわづ　りょうこ 一

481 広島県 高等学校 広島県立総合技術高等学校 白井　寛子 しらい　ひろこ 一

482 広島県 中学校 呉市立吉浦中学校 𠮷本　かをり よしもと　かをり 二

483 広島県 特別支援学校 広島県立広島中央特別支援学校 増田　知美 ますだ　ともみ 五

484 広島県 高等学校 広島県立広島皆実高等学校 中島　章 なかしま　あきら 四

485 広島県 小学校 福山市立久松台小学校 坂中　聡美 さかなか　さとみ 一

486 広島県 高等学校 広島県立庄原実業高等学校 森　貴子 もり　たかこ 一

487 広島県 中学校 三原市立久井中学校 笠岡　美穂子 かさおか　みほこ 一

488 広島県 中学校 府中市立第一中学校 藤原　紀子 ふじわら　のりこ 一

489 広島県 小学校 安芸太田町立加計小学校 三宅　知英子 みやけ　ちえこ 一

490 広島県 小学校 廿日市市立廿日市小学校 伊藤　尚子 いとう　なおこ 一
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491 山口県 小学校 岩国市立東小学校 五郎丸　美穂 ごろうまる　みほ 五

492 山口県 小学校 下松市立下松小学校 榎木　道子 えのき　みちこ 四

493 山口県 小学校 防府市立右田小学校 栗原　雅恵 くりはら　まさえ 一

494 山口県 小学校 下関市立垢田小学校 荒川　正一 あらかわ　しょういち 二

495 山口県 中学校 田布施町立田布施中学校 中村　智明 なかむら　ともあき 一

496 山口県 中学校 光市立島田中学校 杉山　香織 すぎやま　かおり 一

497 山口県 中学校 美祢市立大嶺中学校 藤井　悦子 ふじい　えつこ 一

498 山口県 中学校 萩市立旭中学校 安部　恵子 あべ　けいこ 二

499 山口県 高等学校 山口県立宇部西高等学校 笹田　剛志 ささだ　つよし 一

500 山口県 高等学校 山口県立徳山商工高等学校 髙杉　奈津恵 たかすぎ　なつえ 四

501 山口県 高等学校 山口県立萩高等学校奈古分校 宝蔵　剛 ほうぞう　つよし 六

502 山口県 高等学校 山口県立田布施農工高等学校 田中　喜格 たなか　きかく 六

503 徳島県 小学校 小松島市和田島小学校 近藤　明子 こんどう　あきこ 八

504 徳島県 小学校 吉野川市立鴨島小学校 森本　健太 もりもと　けんた 八

505 徳島県 中学校 徳島市南部中学校 藤川　靖 ふじかわ　やすし 八

506 徳島県 中学校 鳴門市第二中学校 沖野　達哉 おきの　たつや 二

507 徳島県 高等学校 徳島県立名西高等学校 岩川　大助 いわかわ　だいすけ 二

508 徳島県 高等学校 徳島県立脇町高等学校 津川　大輔 つがわ　だいすけ 一

509 徳島県 特別支援学校 徳島県立徳島視覚支援学校 橋本　恵理子 はしもと　えりこ 五

510 香川県 中学校 高松市立木太中学校 白井　純子 しらい　じゅんこ 一

511 香川県 中学校 小豆島町立小豆島中学校 水本　雅恵 みずもと　まさえ 九 ○

512 香川県 小学校 高松市立国分寺北部小学校 石山　綾 いしやま　あや 一

513 香川県 中学校 坂出市立白峰中学校 藤川　由香 ふじかわ　ゆか 一

514 香川県 小学校 丸亀市立城東小学校 渡部　由美 わたなべ　ゆみ 一

515 香川県 中学校 丸亀市立飯山中学校 廣田　由希子 ひろた　ゆきこ 二

516 香川県 高等学校 香川県立丸亀高等学校 大森　絵美 おおもり　えみ 一

517 香川県 高等学校 香川県立高松商業高等学校 福村　珠美 ふくむら　たまみ 四

518 香川県 高等学校 香川県立小豆島中央高等学校 公文　洋 くもん　ひろし 九

519 愛媛県 小学校 西条市立田滝小学校 今井　真寿見 いまい　ますみ 一

520 愛媛県 小学校 今治市立乃万小学校 中下　有美 なかした　ゆみ 三

521 愛媛県 小学校 松山市立石井東小学校 藤枝　靖人 ふじえだ　やすひと 五

522 愛媛県 小学校 宇和島市立鶴島小学校 尾﨑　典子 おざき　のりこ 一

523 愛媛県 中学校 今治市立桜井中学校 近藤　忠浩 こんどう　ただひろ 五

524 愛媛県 中学校 松山市立雄新中学校 北川　雅士 きたがわ　まさし 一

525 愛媛県 中学校 西予市立野村中学校 宇都宮　美智子 うつのみや　みちこ 三
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526 愛媛県 高等学校 愛媛県立今治北高等学校 三好　千聖 みよし　ちさと 一

527 愛媛県 高等学校 愛媛県立宇和島水産高等学校 吉村　暢洋 よしむら　のぶひろ 一

528 愛媛県 中等教育学校 愛媛県立今治東中等教育学校 扇山　貴司 おおぎやま　たかし 四

529 高知県 小学校 四万十市立具同小学校 山﨑　千春 やまさき　ちはる 八

530 高知県 中学校 安芸市立清水ケ丘中学校 藤戸　広樹 ふじと　ひろき 九

531 高知県 中学校 いの町立伊野中学校 大野　あい子 おおの　あいこ 一

532 高知県 高等学校 高知県立山田高等学校 前田　賀代 まえだ　かよ 六

533 高知県 高等学校 高知県立高知農業高等学校 國枝　和也 くにえだ　かずや 九

534 高知県 高等学校 高知県立高知丸の内高等学校 渡邊　美江 わたなべ　よしえ 四

535 高知県 高等学校 高知県立幡多農業高等学校 三木　幸子 みき　さちこ 六

536 高知県 高等学校 高知県立高知農業高等学校 高野　真則 たかの　まさのり 六

537 福岡県 小学校 大野城市立大野南小学校 谷口　慎一郎 たにぐち　しんいちろう 二

538 福岡県 小学校 古賀市立舞の里小学校 岡田　征和 おかだ　まさかず 四

539 福岡県 小学校 福津市立福間南小学校 井内　昭子 いうち　あきこ 五

540 福岡県 小学校 糸島市立長糸小学校 野口　順也 のぐち　じゅんや 六

541 福岡県 小学校 那珂川市立安徳小学校 矢野　修 やの　おさむ 一

542 福岡県 小学校 朝倉市立甘木小学校 倉富　秀文 くらとみ　ひでふみ 四

543 福岡県 小学校 柳川市立垂見小学校 宮川　小百合 みやがわ　さゆり 一

544 福岡県 小学校 八女市立岡山小学校 木下　由美 きのした　ゆみ 九

545 福岡県 小学校 大川市立大川小学校 田毎　幸代 たごと　さちよ 一

546 福岡県 中学校 宗像市立城山中学校 片岡　勝信 かたおか　かつのぶ 二

547 福岡県 中学校 水巻町立水巻南中学校 溝口　充代 みぞぐち　みつよ 三

548 福岡県 中学校 うきは市立浮羽中学校 秋吉　由希子 あきよし　ゆきこ 九

549 福岡県 中学校 小郡市立三国中学校 和田　希 わだ　のぞみ 三

550 福岡県 中学校 田川市立田川中学校 小林　朋子 こばやし　ともこ 一

551 福岡県 中学校 飯塚市立二瀬中学校 渡部　禎之 わたなべ　よしゆき 二

552 福岡県 中学校 みやこ町立豊津中学校 中川　広教 なかがわ　ひろのり 一

553 福岡県 高等学校 福岡県立須恵高等学校 藤井　亙博 ふじい　のぶひろ 一

554 福岡県 高等学校 福岡県立大牟田北高等学校 平川　裕美子 ひらかわ　ゆみこ 二

555 福岡県 高等学校 福岡県立玄洋高等学校 濱野　貴司 はまの　たかし 一

556 福岡県 高等学校 福岡県立筑豊高等学校 佐々木　幹雄 ささき　みきお 二

557 福岡県 高等学校 福岡県立育徳館高等学校 恒成　卓哉 つねなり　たくや 一

558 福岡県 特別支援学校 福岡県立福岡高等視覚特別支援学校 岡田　富広 おかだ　とみひろ 五

559 福岡県 特別支援学校 福岡県立太宰府特別支援学校 宮城　亜樹 みやぎ　あき 五

560 福岡県 高等学校 福岡県立戸畑工業高等学校 梶野　哲広 かじの　てつひろ 八
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561 佐賀県 小学校 嬉野市立嬉野小学校 灰崎　紀子 はいさき　のりこ 一

562 佐賀県 小学校 唐津市立鬼塚小学校 岡本　ひとみ おかもと　ひとみ 一

563 佐賀県 小学校 伊万里市立伊万里小学校 青山　知佐子 あおやま　ちさこ 一

564 佐賀県 中学校 佐賀市立城西中学校 手島　将之 てしま　まさゆき 一

565 佐賀県 中学校 佐賀市立城東中学校 野中　裕恵 のなか　ひろえ 五

566 佐賀県 高等学校 佐賀県立三養基高等学校 河北　薫 かわきた　かおる 一

567 佐賀県 高等学校 佐賀県立伊万里高等学校 山口　哲也 やまぐち　てつや 二

568 佐賀県 高等学校 佐賀県立高志館高等学校 石橋　誠 いしばし　まこと 一

569 佐賀県 特別支援学校 佐賀県立うれしの特別支援学校 松丸　玲子 まつまる　れいこ 三

570 長崎県 中学校 大村市立郡中学校 平野　秀憲 ひらの　ひでかず 一

571 長崎県 中学校 長崎市立戸町中学校 内田　隆志 うちだ　たかし 二

572 長崎県 中学校 長崎市立福田中学校 池田　智子 いけだ　さとこ 一

573 長崎県 中学校 時津町立時津中学校 松本　公義 まつもと　きみよし 四

574 長崎県 中学校 長崎市立長崎中学校 野口　幸一 のぐち　こういち 一 ○

575 長崎県 中学校 南島原市立口之津中学校 池田　嘉章 いけだ　よしあき 二

576 長崎県 中学校 長崎市立大浦中学校 佐藤　俊介 さとう　しゅんすけ 一

577 長崎県 中学校 松浦市立今福中学校 大内　弘美 おおうち　ひろみ 二

578 長崎県 高等学校 長崎県立諫早高等学校 後田　康蔵 うしろだ　こうぞう 二

579 長崎県 高等学校 長崎県立鹿町工業高等学校 大塚　新治 おおつか　しんじ 一

580 長崎県 特別支援学校 長崎県立諫早特別支援学校 中溝　祐佳里 なかみぞ　ゆかり 五

581 長崎県 高等学校 長崎県立長崎西高等学校 田中　潤 たなか　じゅん 四

582 長崎県 高等学校 長崎県立大村高等学校 木村　泰 きむら　やすし 四

583 熊本県 小学校 菊池市立七城小学校 藤田　圭 ふじた　けい 一

584 熊本県 小学校 和水町立菊水小学校 松﨑　文子 まつざき　ふみこ 一

585 熊本県 小学校 荒尾市立万田小学校 坂本　藤子 さかもと　ふじこ 五

586 熊本県 小学校 天草市立本渡北小学校 櫻井　裕子 さくらい　ゆうこ 一

587 熊本県 中学校 八代市立第一中学校 與儀　拓哉 よぎ　たくや 二

588 熊本県 中学校 御船町立御船中学校 嶋津　貴子 しまづ　たかこ 三

589 熊本県 中学校 菊池市立菊池北中学校 緒方　晃市 おがた　こういち 四

590 熊本県 高等学校 熊本県立熊本北高等学校 溝上　広樹 みぞかみ　ひろき 一

591 熊本県 高等学校 熊本県立大津高等学校 髙原　良明 たかはら　よしあき 四

592 熊本県 高等学校 熊本県立南稜高等学校 中村　友行 なかむら　ともゆき 一 ○

593 大分県 小学校 国東市立国見小学校 吉松　真里子 よしまつ　まりこ 五

594 大分県 特別支援学校 大分県立さくらの杜高等支援学校 藥師寺　志保 やくしじ　しほ 三

595 大分県 高等学校 大分県立大分豊府高等学校 西　裕一郎 にし　ゆういちろう 四
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596 大分県 特別支援学校 大分県立南石垣支援学校 長野　倫世 ながの　みちよ 三

597 大分県 高等学校 大分県立別府翔青高等学校 山本　泰久 やまもと　やすひさ 四

598 大分県 中学校 国東市立安岐中学校 林　俊昭 はやし　としあき 四

599 大分県 高等学校 大分県立別府鶴見丘高等学校 武生　博幸 たけお　ひろゆき 四

600 大分県 小学校 大分市立高田小学校 葛城　優子 かつらぎ　ゆうこ 三

601 大分県 高等学校 大分県立大分舞鶴高等学校 門脇　秀文 かどわき　ひでふみ 一

602 宮崎県 小学校 宮崎市立住吉南小学校 新垣　敬子 あらかき　けいこ 一

603 宮崎県 小学校 都城市立明道小学校 肥後　裕二郎 ひご　ゆうじろう 一

604 宮崎県 小学校 えびの市立真幸小学校 福松　加菜 ふくまつ　かな 三

605 宮崎県 高等学校 宮崎県立宮崎北高等学校 藤﨑　正二 ふじさき　しょうじ 一

606 宮崎県 高等学校 宮崎県立飯野高等学校 梅北　瑞輝 うめきた　みずき 九

607 宮崎県 小学校 日南市立飫肥小学校 久保　文乃 くぼ　あやの 九 ○

608 宮崎県 高等学校 宮崎県立佐土原高等学校 島津　春夫 しまず　はるお 四 ○

609 宮崎県 中学校 都城市立妻ケ丘中学校 早﨑　聡美 はやさき　さとみ 一

610 宮崎県 小学校 宮崎市立赤江小学校 長沼　康孝 ながぬま　やすたか 四

611 宮崎県 特別支援学校 宮崎県立みなみのかぜ支援学校 後藤　哲也 ごとう　てつや 五

612 宮崎県 高等学校 宮崎県立宮崎西高等学校 中原　重弘 なかはら　しげひろ 一

613 鹿児島県 小学校 出水市立下水流小学校 橋元　泰幸 はしもと　やすゆき 一

614 鹿児島県 小学校 出水市立西出水小学校 吉野　真人 よしの　まさと 一

615 鹿児島県 小学校 錦江町立神川小学校 内満　綾子 うちみつ　あやこ 一

616 鹿児島県 小学校 志布志市立山重小学校 馬込　静枝 まごめ　しずえ 一

617 鹿児島県 小学校 龍郷町立龍郷小学校 福元　佳寿美 ふくもと　かすみ 一

618 鹿児島県 中学校 南九州市立川辺中学校 上床　理恵 うわとこ　りえ 一

619 鹿児島県 中学校 薩摩川内市立里中学校 池田　貴裕 いけだ　たかひろ 一

620 鹿児島県 中学校 曽於市立大隅中学校 和田　浩一 わだ　こういち 一

621 鹿児島県 中学校 鹿屋市立鹿屋中学校 石野　博行 いしの　ひろゆき 一

622 鹿児島県 中学校 知名町立知名中学校 芋高　純子 いもたか　じゅんこ 一

623 鹿児島県 中学校 出水市立鶴荘学園 中原　麻美 なかはら　あさみ 一

624 鹿児島県 高等学校 鹿児島県立垂水高等学校 田渕　由理 たぶち　ゆり 一

625 鹿児島県 中学校 鹿児島市立西紫原中学校 竹下　誠 たけした　まこと 二

626 鹿児島県 小学校 南種子町立島間小学校 鈴木　大地 すずき　だいち 三

627 鹿児島県 中学校 姶良市立帖佐中学校 三嶋　正登 みしま　まさと 四

628 鹿児島県 小学校 鹿児島市立武岡小学校 廣瀬　正一 ひろせ　まさかず 九

629 沖縄県 小学校 本部町立本部小学校 與那覇　優 よなは　まさる 八

630 沖縄県 小学校 那覇市立若狭小学校 喜久山　聰子 きくやま　さとこ 三
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631 沖縄県 小学校 豊見城市立豊崎小学校 野崎　俊輔 のざき　しゅんすけ 九

632 沖縄県 小学校 嘉手納町立屋良小学校 幸地　京子 こうち　きょうこ 九

633 沖縄県 小学校 那覇市立安謝小学校 上地　豪 うえち　つよし 一

634 沖縄県 中学校 名護市立名護中学校 久高　美奈子 くだか　みなこ 五

635 沖縄県 中学校 与那原町立与那原中学校 中澤　明子 なかざわ　あきこ 一

636 沖縄県 中学校 那覇市立安岡中学校 髙里　樹 たかざと　いつき 二 ○

637 沖縄県 中学校 浦添市立神森中学校 大川　哲史 おおかわ　てつし 一

638 沖縄県 中学校 宜野湾市立真志喜中学校 福里　圭吾 ふくざと　けいご 八

639 沖縄県 中学校 与那原町立与那原中学校 仲里　直美 なかざと　なおみ 二

640 沖縄県 高等学校 沖縄県立那覇西高等学校 平安山　良太 へんざん　りょうた 二

641 沖縄県 高等学校 沖縄県立宜野湾高等学校 宮腰　里美 みやこし　さとみ 一

642 沖縄県 高等学校 沖縄県立首里高等学校 比嘉　紀三子 ひが　きみこ 三

643 沖縄県 高等学校 沖縄県立首里東高等学校 小那覇 いずみ おなは　いずみ 二

644 札幌市 小学校 札幌市立信濃小学校 山田　透 やまだ　とおる 一

645 札幌市 中学校 札幌市立啓明中学校 丸山　未来 まるやま　みく 一

646 札幌市 高等学校 市立札幌新川高等学校 天野　将寿 あまの　まさとし 一

647 仙台市 小学校 仙台市立高砂小学校 岡﨑　博子 おかざき　ひろこ 三

648 仙台市 中学校 仙台市立袋原中学校 三浦　恵美 みうら　めぐみ 八

649 仙台市 小学校 仙台市立木町通小学校 齋藤　保裕 さいとう　やすひろ 八

650 仙台市 中学校 仙台市立寺岡中学校 齋藤　践太 さいとう　せんた 二

651 仙台市 小学校 仙台市立錦ケ丘小学校 赤間　早苗 あかま　さなえ 三

652 仙台市 小学校 仙台市立宮城野小学校 佐藤　真至 さとう　まさし 六

653 さいたま市 小学校 さいたま市立善前小学校 持木　沙和子 もちぎ　さわこ 四

654 さいたま市 小学校 さいたま市立中尾小学校 泉　正人 いずみ　まさと 一

655 さいたま市 中学校 さいたま市立片柳中学校 小杉　法照 こすぎ　のりてる 一

656 さいたま市 中学校 さいたま市立内谷中学校 髙島　温子 たかしま　あつこ 三

657 さいたま市 小学校 さいたま市立下落合小学校 有江　聖 ありえ　まさし 一 ○

658 千葉市 小学校 千葉市立登戸小学校 竹内　優子 たけうち　ゆうこ 五

659 千葉市 小学校 千葉市立打瀬小学校 前川　良平 まえかわ　りょうへい 一

660 千葉市 中学校 千葉市立加曽利中学校 矢内　美佳 やない　みか 一

661 千葉市 中学校 千葉市立稲毛高等学校附属中学校 土谷　匡 つちや　ただし 一

662 千葉市 中学校 千葉市立おゆみ野南中学校 中木　希 なかぎ　のぞみ 一

663 川崎市 小学校 川崎市立麻生小学校 清野　貴史 せいの　たかし 一

664 川崎市 高等学校 川崎市立高津高等学校 露木　律文 つゆき　のりふみ 八

665 横浜市 小学校 横浜市立六浦小学校 井野　洋子 いの　ようこ 五



※一部常用漢字で標記しております。

No. 都道府県 種別 学校名 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

令和４年度被表彰教職員名簿（公立学校）

666 横浜市 小学校 横浜市立箕輪小学校 大塚　美穂 おおつか　みほ 九

667 横浜市 中学校 横浜市立錦台中学校 池田　剛士 いけだ　つよし 二

668 横浜市 小学校 横浜市立平沼小学校 東　享子 ひがし　きょうこ 五

669 横浜市 小学校 横浜市立折本小学校 慶長　明代 けいちょう　あきよ 一

670 横浜市 小学校 横浜市立南吉田小学校 奥山　教子 おくやま　のりこ 一

671 横浜市 小学校 横浜市立つつじが丘小学校 杉山　典加 すぎやま　のりか 一

672 横浜市 小学校
横浜市立緑園義務教育学校（前期課
程）

坂田　泰美 さかた　ひろみ 一

673 横浜市 小学校 横浜市立寺尾小学校 白浜　詩織 しらはま　しおり 二

674 横浜市 小学校 横浜市立新治小学校 杉本　英嗣 すぎもと　ひでつぐ 六

675 横浜市 中学校 横浜市立洋光台第二中学校 関口　恵 せきぐち　けい 五

676 横浜市 小学校 横浜市立荏田南小学校 和田　敦志 わだ　あつし 三

677 横浜市 小学校 横浜市立大岡小学校 紺野　達也 こんの　たつや 一

678 横浜市 特別支援学校 横浜市立本郷特別支援学校 永野　実生 ながの　みお 五

679 相模原市 小学校 相模原市立中央小学校 片田　直樹 かただ　なおき 四

680 相模原市 小学校 相模原市立中野小学校 杉本　由紀子　 すぎもと　ゆきこ 三

681 相模原市 中学校 相模原市立東林中学校 鈴木　孝博 すずき　たかひろ 九

682 新潟市 小学校 新潟市立大通小学校 伊藤　隆之 いとう　たかゆき 一

683 新潟市 小学校 新潟市立小針小学校 小川　雅裕 おがわ　まさひろ 一

684 新潟市 小学校 新潟市立大野小学校 森田　直子 もりた　なおこ 三

685 新潟市 中学校 新潟市立大形中学校 髙尾　早彩 たかお　さあや 四 ○

686 静岡市 小学校 静岡市立清水江尻小学校 内山　純子 うちやま　じゅんこ 一

687 静岡市 中学校 静岡市立清水第一中学校 油井　幸美 ゆい　ゆきみ 九

688 静岡市 高等学校 静岡市立清水桜が丘高等学校 冨田　和子 とみた　かずこ 九

689 浜松市 小学校 浜松市立蒲小学校 平　章 たいら　あきら 一

690 浜松市 小学校 浜松市立与進小学校 磯部　志保 いそべ　しほ 九

691 浜松市 小学校 浜松市立内野小学校 吉田　知子 よしだ　ともこ 三

692 浜松市 中学校 浜松市立雄踏中学校 馬淵　元余 まぶち　もとよ 九

693 名古屋市 中学校 名古屋市立冨士中学校 髙橋直樹 たかはし　なおき 一

694 名古屋市 小学校 名古屋市立鶴舞小学校 溝口哲史 みぞぐち　さとし 一

695 名古屋市 小学校 名古屋市立桃山小学校 近藤慎介 こんどう　しんすけ 一

696 名古屋市 小学校 名古屋市立諏訪小学校 松本明美 まつもと　あけみ 一

697 名古屋市 小学校 名古屋市立白鳥小学校 村瀬啓亮 むらせ　けいすけ 三

698 名古屋市 小学校 名古屋市立苗代小学校 尾関基秀 おぜき　もとひで 四

699 名古屋市 小学校 名古屋市立愛知小学校 山田美代子 やまだ　みよこ 三

700 名古屋市 特別支援学校 名古屋市立天白養護学校 工藤高裕 くどう　たかひろ 五



※一部常用漢字で標記しております。

No. 都道府県 種別 学校名 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

令和４年度被表彰教職員名簿（公立学校）

701 名古屋市 小学校 名古屋市立矢田小学校 山内彰一 やまうち　しょういち 一

702 名古屋市 小学校 名古屋市立稲永小学校 菊池直 きくち　なおし 一

703 名古屋市 高等学校 名古屋市立中央高等学校 河村万里子 かわむら　まりこ 一

704 名古屋市 中学校 名古屋市立冨士中学校 小川雅裕 おがわ　まさひろ 八

705 京都市 小学校 京都市立石田小学校 鈴木　美香 すずき　みか 一

706 京都市 小学校 京都市立朱雀第二小学校 宮下　和久 みやした　かずひさ 一

707 京都市 中学校 京都市立向島東中学校 角田　千里 つのだ　ちさと 一

708 京都市 中学校 京都市立桂中学校 杉本　千恵 すぎもと　ちえ 一

709 京都市 高等学校 京都市立塔南高等学校 岩﨑　美佳 いわさき　みか 一

710 京都市 特別支援学校 京都市立西総合支援学校 下薗　英樹 しもぞの　ひでき 五

711 京都市 小学校 京都市立朱雀第四小学校 渋谷　友香 しぶたに　ゆか 三

712 大阪市 小学校 大阪府大阪市立大桐小学校 永松　和樹 ながまつ　かずき 九

713 堺市 小学校 堺市立南八下小学校 森田　博康 もりた　ひろやす 一

714 堺市 中学校 堺市立中百舌鳥中学校 渡邉　千晶 わたなべ　ちあき 一 ○

715 岡山市 義務教育学校 岡山市立山南学園 河原　大輔 かわはら　だいすけ 一

716 岡山市 中学校 岡山市立操山中学校 大島　國靖 おおしま　くにやす 二

717 岡山市 小学校 岡山市立高島小学校 熊谷　慶子 くまがい　けいこ 一

718 岡山市 中学校 岡山市立旭東中学校 安東　美香 あんどう　みか 一

719 広島市 小学校 広島市立五日市東小学校 小島　浩子 こじま　ひろこ 五

720 広島市 高等学校 広島市立広島工業高等学校 沢田　和則 さわだ　かずのり 一

721 広島市 小学校 広島市立宇品小学校 山本　早苗 やまもと　さなえ 三

722 広島市 中学校 広島市立三和中学校 堀　恵美子 ほり　えみこ 三

723 広島市 小学校 広島市立五日市観音西小学校 常安　智也 つねやす　ともや 一 ○

724 広島市 中学校 広島市立口田中学校 松田　一大 まつだ　かずひろ 一 ○

725 広島市 幼稚園 広島市立山本幼稚園 田宮　彩夏 たみや　あやか 一 ○

726 北九州市 小学校 北九州市立永犬丸西小学校 福島　理恵 ふくしま　りえ 九

727 北九州市 特別支援学校 北九州市立八幡西特別支援学校 田島　美穂 たしま　みほ 三

728 北九州市 小学校 北九州市立長尾小学校 菊竹　麻衣 きくたけ　まい 三 ○

729 福岡市 小学校 福岡市立平尾小学校 安河内　由美 やすこうち　ゆみ 九

730 福岡市 小学校 福岡市立三宅小学校 楢﨑　めぐみ ならざき　めぐみ 一

731 福岡市 小学校 福岡市立片江小学校 永島　牧子　　　　ながしま　まきこ 三

732 福岡市 小学校 福岡市立有住小学校 久連松　大輔　　　くれまつ　だいすけ 一

733 福岡市 中学校 福岡市立多々良中学校 糸長　雅俊 いとなが　まさとし 二 ○

734 福岡市 中学校 福岡市立城南中学校 小寺　聡　　　　　こでら　さとし 二



※一部常用漢字で標記しております。

No. 都道府県 種別 学校名 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

令和４年度被表彰教職員名簿（公立学校）

735 福岡市 特別支援学校 福岡市立東福岡特別支援学校 松岡　恭平 まつおか　きょうへい 五

736 福岡市 特別支援学校 福岡市立今津特別支援学校 仲間　梢 なかま　こずえ 五

737 熊本市 中学校 熊本市立富合中学校 山口　順司 やまぐち　じゅんじ 九

738 熊本市 中学校 熊本市立錦ヶ丘中学校 作本　亜子 さくもと　あこ 一

739 熊本市 小学校 熊本市立山ノ内小学校 上田　真也 うえだ　しんや 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。



※一部常用漢字で標記しております。

No. 都道府県 種別 学校名 氏名 ふりがな 実践分野 若手奨励賞

1 秋田県 高等学校 国学館高等学校 奥村　直哉 おくむら　なおや 九

2 茨城県 幼稚園 認定こども園栄幼稚園 飯島　涼子 いいじま　りょうこ 九

3 東京都 高等学校
女子美術大学付属高等学校・中学
校

小林　織江 こばやし　おりえ 三

4 東京都 高等学校 開成高等学校 高﨑　朋彦 たかさき　ともひこ 一

5 東京都 高等学校 麻布中学校・高等学校 中村　万里 なかむら　まり 一

6 東京都 中学校 八雲学園中学校 河東田　敦 かとうだ　あつし 一

7 東京都 高等学校 国学院高等学校 倉敷　栄治 くらしき　えいじ 二

8 東京都 中学校 法政大学中学高等学校 蛭田　絹子 ひるた　きぬこ 三

9 東京都 高等学校 広尾学園高等学校 徳永　剛 とくなが　ごう 一

10 東京都 中学校 開成中学校 藏内　雄大 くらうち　ゆうだい 一 ○

11 東京都 高等学校
日本大学豊山女子高等学校・中学
校

橋爪　望七 はしづめ　みな 四 ○

12 東京都 高等学校 ＮＨＫ学園高等学校 矢口　節子 やぐち　せつこ 九

13 神奈川県 高等学校 湘南学院高等学校 行方　昭二 なめかた　しょうじ 二

14 石川県 高等学校 金沢龍谷高等学校 中村　多克 なかむら　かずよし 二

15 山梨県 高等学校 駿台甲府中学校・高等学校 八田　政史 はった　まさふみ 四 ○

16 静岡県 高等学校 静岡学園中学校・高等学校 坂本  裕之 さかもと  ひろゆき 九

17 静岡県 高等学校
不二聖心女子学院中学校・高等学
校

中山  駿 なかやま  しゅん 七

18 愛知県 高等学校 学校法人愛知学院愛知高等学校 五十嵐　真人 いがらし　まさと 一

19 愛知県 高等学校
学校法人愛知享栄学園享栄高等学
校

中川　孝浩 なかがわ　たかひろ 四

20 愛知県 幼稚園 学校法人愛知享栄学園享栄幼稚園 関谷　京子 せきたに　きょうこ 九

21 愛知県 幼稚園 学校法人千代田学園松元幼稚園 三浦　好美 みうら　よしみ 九

22 愛知県 幼保連携型認定こども園
学校法人国風学園すくすくこども
園

山中　真巨 やまなか　まみ 九

23 三重県 高等学校 高田高等学校 藤田　正知 ふじた　まさとも 四

24 大阪府 小学校 追手門学院小学校 神田　孝央 かんだ　たかひさ 一

25 大阪府 中学校 常翔学園中学校・高等学校 中野　裕文 なかの　ひろふみ 一

26 大阪府 高等学校
四天王寺高等学校・四天王寺中学
校

濱本　有加 はまもと　ゆか 四

27 大阪府 中学校 金蘭千里中学校・高等学校 山内　敏雅 やまうち　としまさ 一

28 兵庫県 小学校 須磨浦小学校 福成　由紀子 ふくなり　ゆきこ 三

29 兵庫県 幼保連携型認定こども園 認定こども園七松幼稚園 横山　菜奈 よこやま　なな 九 ○

30 奈良県 中等教育学校 聖心学園中等教育学校 山下　圭 やました　けい 九

31 山口県 高等学校 野田学園中学・高等学校 國本　剛 くにもと　つよし 一

32 徳島県 小学校 徳島文理小学校 山口　佳孝 やまぐち　よしたか 一

33 香川県 高等学校 尽誠学園高等学校 色摩 拓也 しかま　たくや 四

34 熊本県 高等学校 尚絅中学校高等学校 佐藤　直美 さとう　なおみ 一

令和４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。



※一部常用漢字で標記しております。

No. 設立主体 都道府県 学校種 チーム名 活動内容 実践分野

1 国立 香川県 中学校 香川大学教育学部附属坂出中学校教員一同
予測できない未来に対応して生き抜く能力を育てるための，異
学年小集団による共創型探究学習ＣＡＮの開発

一

2 公立 北海道 小学校 名寄市立名寄南小学校教職員一同
令和元年度から「学校力向上に関する総合実践事業」の指定校
として，全教職員が一つのチームとなり，学力向上に向けた取
組において大きな成果を上げている。

一

3 公立 北海道 中学校 小樽市立北陵中学校教職員一同
令和２年度から「学園制加配活用事業」の指定校として，小学
校への乗り入れ指導を行い，学習指導の工夫・改善に向けた取
組において大きな成果を上げている。

一

4 公立 北海道 高等学校 北海道本別高等学校教職員一同

「地域の課題」や「魅力ある街づくり」をテーマに学習を深
め，地域の特産品を活用した「スパイスカレーの開発」や，レ
トルトカレーの商品化に取り組むなど，地域の将来を担う当事
者の育成を行い，大きな成果を上げている。

六

5 公立 北海道 特別支援学校 北海道釧路鶴野支援学校教職員一同
聴覚障がいのある乳幼児に対する早期療育の取組において大き
な成果を上げている。

五

6 公立 岩手県 小学校 宮古市立山口小学校教職員一同 特色ある図書室運営，地域人材を生かした読書活動の取組 六

7 公立 岩手県 特別支援学校
岩手県立盛岡みたけ支援学校
奥中山校教職員一同

地域と一体となった交流活動に取り組み，共生社会の実現と地
域の活性化に大きく貢献

五

8 公立 山形県 高等学校 山形県立小国高等学校教職員一同
全国の小規模高校の交流や各学校・地域が抱える課題解決策等
の意見交換を行う全国高等学校小規模校サミットを地域と連
携・協働し毎年主催している。

六

9 公立 福島県 義務教育学校 大熊町立学び舎ゆめの森教職員一同
震災以降，読書活動を中心に魅力ある学校教育を進めた。保幼
小中のシームレスな教育と個別最適な学びの実践を行い，ＡＩ
型算数・数学科の指導を先進的に進めた。

一

10 公立 福島県 小学校 棚倉町立棚倉小学校教職員一同
学習指導要領の趣旨を生かし，キャリア教育に基づいたカリ
キュラムマネジメントを行い，児童の自己マネジメント力や学
習意欲の向上を図り教育活動の質を向上させた。

一

11 公立 茨城県 小学校 行方市立玉造小学校教職員一同
学力向上に向け，授業改善のみならず生徒指導や特別支援教育
等の在り方についても並行して研修を進め，教員が学びに向か
う児童への支援の在り方を獲得し，学力向上が図れた。

一

12 公立 茨城県 特別支援学校 茨城県立水戸特別支援学校教職員一同
学習保障プロジェクトを立ち上げ，ICTを活用した様々な教育
実践で，児童生徒の主体的な活動を促し，自己肯定感を向上さ
せている。

五

13 公立 群馬県 中学校 高崎市立並榎中学校教職員一同
業務改善によってコロナ禍における多忙感・不安感を減らし，
生徒も教職員もゆとりを持って落ち着いた学校生活を過ごせる
体制を確立した。

八

14 公立 千葉県 中学校
特別研修部会
(旭市立干潟中学校)

ソニー子ども科学教育プログラムに，３年連続で実践論文を応
募し，令和２年度「最優秀校」を受賞した。また，令和３年度
にオンラインによる全国大会を実施し，理科教育の発展に努め
た。

一

15 公立 東京都 小学校 杉並区立杉並第二小学校
コロナ禍の中，子供とともに「自分たちができることを」考
え，全教職員で青少年赤十字活動を推進し，「やさしさ」を引
き出した。

四

16 公立 東京都 中学校 板橋区立西台中学校
2030年において，持続可能な社会を形成していくことのできる
人材の育成を図っていくため，SDGsを目指した教育を推進して
いる。

七

令和４年度被表彰教職員組織名簿（国公私共通）



※一部常用漢字で標記しております。

No. 設立主体 都道府県 学校種 チーム名 活動内容 実践分野

令和４年度被表彰教職員組織名簿（国公私共通）

17 公立 東京都 小学校 八王子市立散田小学校
理科教育の推進に取り組み，問題解決の活動を通して，４つの
散田チャレンジを実践し，自分の考えの根拠を明確にすると
いった論理的思考を高めた。

一

18 公立 東京都 小学校 福生市立福生第三小学校
学校教職員が一丸となってICTを活用した教育活動を推進し，
ICT教育の普及・啓発に寄与した。

一

19 公立 東京都 小学校 武蔵村山市立第八小学校
学校教職員が一丸となって特色ある教育の取組みを推進し，新
たな学校の在り方を示した。

一

20 公立 東京都 小学校 あきる野市立草花小学校
令和元年度より学校と地域とが連携協働し，自然，伝統・文
化，福祉，防災，暮らし等，体験を通した学習活動をSDGsの視
点も入れて実践した。

六

21 公立 東京都 高等学校 東京都立町田工業高等学校
安全教育の推進で①上級救命講習を毎年実施，災害活躍人材を
輩出，②令和２年安全教育校として，工業高校の特徴を生かし
た安全教育を推進した。

六

22 公立 神奈川県 高等学校
神奈川県立横浜修悠館高等学校
教職員一同

高等学校通級指導の一つの指導モデルを確立し発信すること
で，支援教育に携わる教職員を支え，高等学校の多様な生徒へ
の教育活動に大きく貢献した。

九

23 公立 新潟県 小学校
上組アオーレ長岡アートプロジェクト
（長岡市立上組小学校）

造形教育推進の担い手としての実績と新しい造形活動の創造 一

24 公立 新潟県 高等学校
日本建築科
（新潟県立新津工業高等学校）

３年間をとおして，生徒に日本建築の高度な伝統工法を身につ
けさせている。「若手ものづくり競技大会」をはじめ，全国大
会で連続優勝に導いた。

一

25 公立 福井県 中学校 勝山市立勝山南部中学校教職員一同 ポジティブ教育を通したお互いが支え合う学級づくり 二

26 公立 京都府 高等学校
分析化学部顧問団
（京都府立綾部高等学校）

由良川における継続的な化学的水質調査及び水生生物調査や河
川敷清掃活動に加え，近隣の保育園・小中学校での環境問題啓
発活動等も実施している。

六

27 公立 大阪府 中学校 高槻市教育研究会中学校保健体育部
新学習指導要領の趣旨を実現するための指導方法及び評価方法
等についての研究や，全中学校における男女共習の指導の研究
等を行った。

三

28 公立 大阪府 中学校区 東大阪市立柏田中学校区教職員一同
小中一貫教育を進める上で，小学校６年生の中学校登校や学期
ごとの定期テスト，一部教科担任制による，調査研究を行い実
践している。

一

29 公立 大阪府 小学校 寝屋川市立堀溝小学校
教職員が学び合うOJT研修を推進し，授業力改善に取り組む。
オンライン授業の様子は各メディアにも取り上げられるなど多
様な学びを実践した。

一

30 公立 岡山県 小学校 津山市立河辺小学校

自己肯定感を高めるため非認知能力の研修を繰り返し行い，全
職員による徹底した取組を継続した。また，表現力を高めるた
め，１日１回以上，自分の考えを書く時間を確保し，友だちの
考えを聞き，自分の考えと比較する場を設定した。こうした活
動を通して，児童同士，児童と教師とのつながりを広げた。
取組の結果，児童の居場所づくりが進み，目立った問題行動が
減少するとともに，自己肯定感が高まり，学習意欲も向上し
た。

一

31 公立 岡山県 高等学校 岡山県立岡山芳泉高等学校

思考力・判断力・表現力を育成する授業改善を先行的に実施
し，国際バカロレアの教育手法を取り入れた総合的な探究の時
間のカリキュラムを開発するなど，主体的・対話的に深く学べ
る生徒の育成に成果を上げた。
県内企業との交流事業に多数の生徒が参加するなど，キャリア
教育の充実にも尽力した。
また，台湾の高校と姉妹校提携し，交流を深めるなど，グロー
バル人材の育成にも尽力した。
こうした取組の結果が同校の進学実績に顕著に表れた。

一



※一部常用漢字で標記しております。

No. 設立主体 都道府県 学校種 チーム名 活動内容 実践分野

令和４年度被表彰教職員組織名簿（国公私共通）

32 公立 徳島県 高等学校
「通級による指導」推進チーム
（徳島県立徳島中央高等学校）

情報共有のためのツールの開発や指導内容等のデータベース化
を行い，他校への共有を図るなど，高等学校における「通級に
よる指導」の研究・実践・啓発に取り組み，特別支援教育の推
進に寄与した。

五

33 公立 愛媛県 中学校 西予市立宇和中学校教職員一同

文部科学省の道徳教育や人権教育の指定を受け，西予市の中核
校として研究推進を進め，先進的な取組を継続的に行うととも
にその実践や成果を県内に発信も行い，県内の道徳教育，人権
教育の推進に多大に貢献。

一

34 公立 愛媛県 高等学校 愛媛県立西条農業高等学校教職員一同
地域と連携した活動を通して，地域課題を自ら発見・解決し，
地域社会の発展に貢献しようとする人材の育成を図る農業科教
育を継続して実践。

六

35 公立 熊本県 小学校
山江村教育研究会学び部会
（山田小学校、万江小学校、山江中学校）

教育の情報化１０年の推進計画を立て，より先進的で先導的な
ＩＣＴ活用による授業改善や児童生徒の情報活用能力の育成に
継続的に取り組んでいる。

一

36 公立 熊本県 小学校 水俣市立水俣第一小学校教職員一同
県教育委員会指定「熊本の学び」研究指定校として，先行的な
研究と実践を行った。現在も授業改善に向けて継続的に取り組
んでいる。

一

37 公立 大分県 中学校 玖珠町立くす星翔中学校 ＩＣＴを活用した授業実践や学校マネジメント深化の取組 一

38 公立 大分県 高等学校 大分県立鶴崎工業高等学校工業部 部活動を通じた次世代を担う技術者の育成 四

39 公立 鹿児島県 小学校 西之表市立榕城小学校研修部
県指定やパナソニック教育財団実践研究校としての研究実践を
行い，ICT機器やデジタルコンテンツの使用法をまとめ，継続
的に活用できる体制を構築

一

40 公立 鹿児島県 高等学校 鹿児島県立市来農芸高等学校畜産部
育成牛や繁殖牛の世話を通して，畜産に関する知識や技術の習
得だけでなく，食のあり方についての理解を深め，将来の鹿児
島の畜産業を担う人材を育成

六

41 公立 鹿児島県 高等学校 指宿市立指宿商業高等学校教職員一同
平成２年から学校デパートを開始し，平成24年には
全国で初めて生徒が出資した株式会社を設立し，他校のモデル
となる商業教育の実践的な取組を推進

一

42 公立 沖縄県 小学校 糸満市立糸満小学校教職員一同
５年前よりICTを活用した授業改善に取り組んでおり，特に昨
年度当初のコロナ禍における臨時休校時には，他校に先駆け
て，市教委GIGAスクール構想先進実践校として取り組んだ。

九

43 公立 沖縄県 中学校 那覇市立城北中学校教職員一同
「総合的な学習の時間を核とした学校教育全体を通したキャリ
ア教育の推進」による元気な学校づくりを実践し，主体性のあ
る生徒の育成に取り組んでいる。

一

44 公立 札幌市 小学校 札幌市立中央小学校教職員一同
小中学校間の交流など１人１台端末活用の可能性について先行
研究を進め，ＩＣＴを活用した教育の推進に多大な貢献を果た
している。

一

45 公立 札幌市 中学校 札幌市立中央中学校教職員一同
不登校生徒支援や通級指導学級での活用など１人１台端末活用
の可能性について先行研究し，ＩＣＴを活用した教育の推進に
多大な貢献を果たしている。

一

46 公立 札幌市 高等学校 市立札幌新川高等学校教職員一同
新型コロナ感染拡大による休校時，学びを止めないためＩＣＴ
を活用した授業を展開・他校に事例を示し，ＩＣＴを活用した
教育を推進

一

47 公立 さいたま市 中学校 さいたま市立大原中学校教職員一同
「主権者教育」を核とした教育活動を通して，生徒主体の様々
な実践等，自信と誇り，目標を持って前向きに学校生活を送る
ことができる生徒（主権者）を育成した。

一



※一部常用漢字で標記しております。

No. 設立主体 都道府県 学校種 チーム名 活動内容 実践分野

令和４年度被表彰教職員組織名簿（国公私共通）

48 公立 京都市 中学校
神川中学校ブロック「どうとく」
研究チーム

 授業力向上や授業の質の向上に向け，生徒の心に響く道徳の
授業の研究を学校全体で長期にわたって進め，小中連携の観点
でも，小中９年間の地域連携が効果的に行われている。

九

49 公立 大阪市 中学校
大阪市立新巽中学校
令和２年度２学年教員団

ゲームが悪なのではなく，視点を変えると，持続的探究心の向
上等をもたらすとし，ｅ-Ｓｐｏｒｔｓの教育的実践を，本市
の学校園のみならず対外的に知らしめた。

九

50 公立 熊本市 小学校 熊本市立奥古閑小学校教職員一同
児童の「生活面」「運動面」での健康に対する意識向上とその
行動化に向けて，学校全体で組織的に取り組み，さらに保護者
や地域に広げていった。

三

※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 氏名 ふりがな 実践分野

1 茨城県 中学校 つくば市立手代木中学校 大坪　聡子 おおつぼ　さとこ 九

2 東京都 特別支援学校 東京都立青峰学園 菱　真衣 ひし　まい 九

3 長崎県 中学校 大村市立玖島中学校 佐田　マキ さた　まき 三

4 大阪市 小学校 大阪市立豊仁小学校 松下　隼司 まつした　じゅんじ 三

No. 都道府県 種別 学校名 実践分野

5 秋田県 特別支援学校 秋田県立比内支援学校たかのす校 五

6 静岡県 特別支援学校 静岡県立富士特別支援学校 三

7 熊本県 高等学校 東稜高等学校研究企画兼情報管理部 四

8 堺市 中学校 堺市立三原台中学校 一

令和４年度「社会に開かれた教育実践奨励賞」表彰者名簿

（教職員）

※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。

（教職員組織）
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