
新しい学びプロジェクト 研究推進員一覧

市町等 所属 氏 名 教科 年度

翼小学校 間瀬 智広 社会 Ｈ23
愛知県高浜市

南中学校 平岡 香澄 国語 Ｈ23

九会小学校 多田 俊朗 国語 Ｈ23
兵庫県加西市

泉小学校 高井 邦彰 算数数学 Ｈ23

初島中学校 髙垣 和生 社会 Ｈ22・23
和歌山県有田市

文成中学校 南畑 好伸 社会 Ｈ23

和歌山県湯浅町 湯浅小学校 南 紳也 国語 Ｈ23

和歌山県広川町 南広小学校 榎本 さち 国語 Ｈ23

石垣中学校 面矢 和弥 社会 Ｈ22・23
和歌山県有田川町

鳥屋城小学校 川口 勝寛 社会 Ｈ23

島根県浜田市 波佐小学校 佐々木 挙匡 算数数学 Ｈ23

津和野中学校 日野 晶子 国語 Ｈ23
島根県津和野町

日原中学校 大野 常馬 社会 Ｈ23

加計中学校 粟津 政夫 算数数学 Ｈ22・23

広島県安芸太田町 筒賀中学校 亀岡 圭太 理科 Ｈ22・23

修道小学校 萩原 英子 算数数学 H23

片島小学校 水谷 隆之 算数数学 H23
福岡県飯塚市

飯塚第一中学校 橋爪 英雄 算数数学 H23

勾金小学校 宮成 努 国語 H22・23
福岡県香春町

勾金小学校 高瀬 美智也 国語 H23

市原小学校 廣津 望都 国語 H22・23
熊本県南小国町

南小国中学校 原島 秀樹 社会 H22・23

久住中学校 堀 公彦 理科 H22・23
大分県竹田市

竹田小学校 渡邊 久美 算数数学 H23

高田中学校 財前 由紀子 国語 H23
大分県豊後高田市

高田小学校 時枝 博文 算数数学 H23

南山田小学校 恒任 珠美 国語 H23
大分県九重町

飯田中学校 吉住 聡 社会 H23

久峰中学校 甲斐 一陽 算数数学 H22・23
宮崎県宮崎市

赤江小学校 吉野 了太 算数数学 H23

木脇中学校 福園 祐基 理科 H22・23
宮崎県国富町

八代小学校 林田 恭二 理科 H23

鞍岡中学校 杉田 和代 算数数学 H22

三ヶ所小学校 津奈木 考嗣 国語 H22・23

上組小学校 大久保 朋広 社会 H22・23
宮崎県五ヶ瀬町

坂本小学校 加藤 裕邦 社会 H23

鞍岡小学校 堀 真朋 算数数学 H23

鞍岡中学校 村中田 学 算数数学 H23

県立都城泉ヶ丘高
等学校附属中学校

三重野 修 国語 H23
宮崎県立都城泉ヶ丘
高等学校附属中学校 県立都城泉ヶ丘高

等学校附属中学校
黒木 亨 理科 H23

平成22年度の勤務校は、保田中学校

平成22年度の勤務校は、住吉中学校

平成22年度の勤務校。平成23年度は町外へ異動
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研究指定校 研究推進委員 教科 年度

浦和高等学校 小河 園子 英語 Ｈ22・23

池野 智史 英語 Ｈ22・23

野崎 亮太 数学 Ｈ22・23

山野井 俊介 数学 Ｈ22・23

野澤 優太 理科 Ｈ23

山盛 敦子 家庭 Ｈ23

戸田翔陽高等学校 白石 佐利 理科 Ｈ22・23

飯島 健 国語 Ｈ22・23

倉成 恭代 公民 Ｈ23

長南 美菜子 地歴 Ｈ22・23

越谷北高等学校 癸生川 大 数学 Ｈ22・23

菅野 祥憲 公民 Ｈ23

吉川高等学校 藤井 嘉子 国語 Ｈ22・23

大久保 貴章 数学 Ｈ22・23

小林 建仁 理科 Ｈ22・23

富士見高等学校 畑 文子 国語 Ｈ22・23

水村 晃輔 公民 Ｈ23

矢嶋 渉 美術 Ｈ23

大宮光陵高等学校 高濱 均 美術 Ｈ22・23

岩崎 浩之 美術 Ｈ22・23

越ヶ谷高等学校 竹部 伸一 国語 Ｈ22・23

平山 努 英語 Ｈ22・23

結城 真央 数学 Ｈ22・23

福島 巖 地歴 Ｈ22・23

小林 昭文 理科 Ｈ22・23

秩父高等学校 小池 章 国語 Ｈ22・23

春日部女子高等学校 寺嶋 毅 国語 Ｈ22・23

安田 やよい 英語 Ｈ22・23

草加西高等学校 前田 雄太 理科 Ｈ23

上尾鷹の台高等学校 赤沼 佳幸 国語 Ｈ23

浅見 晃弘 地歴 Ｈ23

荒田 啓嗣 数学 Ｈ23

漆原 元博 理科 Ｈ23

笹田 直孝 英語 Ｈ23

小澤 祐介 英語 Ｈ23

熊谷西高等学校 吉田 健二 理科 Ｈ23

澤本 純一 理科 Ｈ23

庄和高等学校 横田 純一 英語 Ｈ23

協力校(指定校以外) 研究推進委員 教科 年度

浦和第一女子高等学校 城所 佳葉子 美術 Ｈ22・23

下川 隆 地歴 Ｈ22・23

板谷 大介 国語 Ｈ22・23

皆野高等学校 下山 尚久 理科 Ｈ22・23

熊谷女子高等学校 荻野 あつみ 国語 Ｈ23

鳩ヶ谷高等学校 近藤 隆行 地歴 Ｈ23

川口北高等学校 島村 睦 数学 Ｈ23

坂戸西高等学校 五十嵐 秀行 英語 Ｈ23

越谷東高等学校 工藤 久仁子 美術 Ｈ23

伊奈学園総合高等学校 松本 靖子 国語 Ｈ23

新井 真美 国語 Ｈ23

田中 育代 国語 Ｈ23

伊藤 由樹子 公民 Ｈ23

阿部 由香梨 英語 Ｈ23

白岡高等学校 朝見 浩和 数学 Ｈ23

南稜高等学校 千代 卓行 国語 Ｈ23

奥間 美穗 理科 Ｈ23

桶川西高等学校 大場 健之 地歴 Ｈ23

吹上秋桜高等学校 中村 茂樹 英語 Ｈ23

松山高等学校 谷野 浩人 英語 Ｈ23

川越女子高等学校 皆川 裕紀 国語 Ｈ23

本郷 洋子 公民 Ｈ23

川口青陵高等学校 佐藤 美穂 家庭 Ｈ23

狭山経済高等学校 木下 真介 公民 Ｈ23

松山女子高等学校 中山 厚志 英語 Ｈ23

茂木 尚美 理科 Ｈ23

狭山緑陽高等学校 小柴 雄三 数学 Ｈ23

越谷総合技術高等学校 白井 里佳子 家庭 Ｈ23

市立高校 調査研究協力員 教科 年度

川口市立川口高等学校 大野 圭一 地歴 Ｈ23

平成22年度の勤務校は、浦和高等学校

平成22年度の勤務校は、越ヶ谷高等学校

大野教諭は市立高校の教員であるが、県立総合教育セン

ターの調査研究協力員として、研究推進委員と同様の活

動に従事していただいた

巻末資料
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