
研究推進員・開発員一覧

（1）平成 28年度「新しい学びプロジェクト」研究推進員等は以下の 452名である。
北海道　東神楽町

所　属 氏　　名 教科 役職
東聖小学校 飯田　茉衣 算数・数学 研
東聖小学校 鏡　　雄介 国語 研
東聖小学校 末永　　大 算数・数学 研
志比内小学校 石坂　優樹 国語 研
東神楽中学校 青田　京介 国語 研
東神楽中学校 青木　俊也 算数・数学 研
東聖小学校 古木　勉三 算数・数学 サ
東聖小学校 小野　茂樹 その他 サ
東聖小学校 阿部　遥香 算数・数学 サ
東聖小学校 飯嶋　祐也 算数・数学 サ
東神楽小学校 本田　　修 理科 サ
東神楽小学校 岸　　政継 国語 サ
東神楽小学校 吉澤　康伸 国語 サ
東神楽小学校 梅原麻由美 算数・数学 サ
東神楽小学校 倉持　依子 国語 サ
東神楽小学校 土崎　　健 国語 サ
東神楽小学校 成田　　翔 算数・数学 サ
忠栄小学校 山下　礼子 その他 サ
志比内小学校 内村めぐみ その他 サ
志比内小学校 福島　康文 その他 サ
志比内小学校 加藤　幸一 国語 サ
志比内小学校 盛永　枝里 算数・数学 サ
東神楽中学校 飯田　勝彦 理科 サ
東神楽中学校 千葉　憲史 その他 サ
東神楽中学校 桑内　寿則 国語 サ
東神楽中学校 中村　雅美 社会 サ
東神楽町教育委員会 水野　和男 その他 サ
東神楽町教育委員会 宮原　健太 その他 サ

青森県立黒石高等学校
所属 氏　　名 教科 役職

青森県立黒石高等学校 木村　智子 英語 サ
青森県立黒石高等学校 今　　剛志 社会 サ

青森県立三沢商業高等学校
所属 氏　　名 教科 役職

青森県立三沢商業高等学校 高坂　香子 理科 研
青森県立三沢商業高等学校 久保敬悦朗 その他 サ
青森県立三沢商業高等学校 中村　克子 国語 サ
青森県立三沢商業高等学校 品川　美博 算数・数学 サ
青森県立三沢商業高等学校 平野和香子 社会 サ
青森県立三沢商業高等学校 志田　晶子 理科 サ
青森県立三沢商業高等学校 小中　喜貴 その他 サ
青森県立三沢商業高等学校 小野　　侯 その他 サ
青森県立三沢商業高等学校 横濵和佳子 その他 サ
青森県立三沢商業高等学校 飯豊　明子 その他 サ

埼玉県
所属 氏　　名 教科 役職

久喜市立江面第二小学校 松本　千春 理科 研
川口市教育委員会 岡田　大助 社会 研
川口市教育委員会 加藤　智美 算数・数学 研
川口市教育委員会 佐久間章匡 その他 研
川口市教育委員会 鈴木真由美 算数・数学 研
川口市教育委員会 高村　周作 その他 研
川口市立元郷南小学校 齋藤　博之 その他 研
川口市立神根中学校 星野　清悟 算数・数学 研
越谷市立桜井小学校 羽鳥　香織 理科 研
越谷市立桜井小学校 江森　　友 国語 研
越谷市立桜井小学校 杉本　　功 理科 研
三郷市立彦成中学校 橋本　　敦 社会 研
三郷市立彦成中学校 加藤　明子 理科 研
三郷市立彦成中学校 小田川利彦 国語 研
春日部市立幸松小学校 佐藤　真晴 理科 研
蓮田市立蓮田中央小学校 茂見　知宏 算数・数学 研
久喜市立江面第二小学校 田村まどか 国語 サ
久喜市立江面第二小学校 己谷　麻未 その他 サ
久喜市立江面第二小学校 篠沢　　諒 社会 サ
久喜市立江面第二小学校 関田　知華 その他 サ
久喜市立江面第二小学校 岩上　　航 その他 サ
久喜市立江面第二小学校 岩舘　順子 その他 サ
久喜市立江面第二小学校 荒木　宏和 算数・数学 サ
川口市立元郷南小学校 菅原　京子 その他 サ
川口市立元郷南小学校 久保田真一 その他 サ
川口市立元郷南小学校 平野　雅代 その他 サ
川口市立元郷南小学校 工藤以津美 その他 サ
川口市立元郷南小学校 中山　智晶 その他 サ
川口市立元郷南小学校 南舘奈保子 その他 サ
川口市立元郷南小学校 服部こころ その他 サ
川口市立元郷南小学校 斉藤　宏憲 その他 サ
川口市立元郷南小学校 田中　亜季 その他 サ

川口市立元郷南小学校 阿部　貴子 その他 サ
川口市立元郷南小学校 羽根田佳弥 その他 サ
川口市立元郷南小学校 野呂　圭司 その他 サ
川口市立元郷南小学校 竪山　　円 その他 サ
川口市立元郷南小学校 川城　一平 その他 サ
川口市立元郷南小学校 清水　大輔 その他 サ
川口市立元郷南小学校 飯塚　美穂 その他 サ
川口市立元郷南小学校 野田　淳子 その他 サ
川口市立元郷南小学校 齋藤　雅之 その他 サ
川口市立元郷南小学校 黒丸　拓海 その他 サ
川口市立元郷南小学校 橋本　愛子 その他 サ
川口市立元郷南小学校 野田　朋子 その他 サ
川口市立元郷南小学校 長谷部里美 その他 サ
川口市立元郷南小学校 星　　佳佑 その他 サ
川口市立元郷南小学校 小島　輝久 その他 サ
川口市立元郷南小学校 橘　　智加 その他 サ
川口市立元郷南小学校 堀内　　翔 その他 サ
川口市立元郷南小学校 田村　祥子 その他 サ
川口市立元郷南小学校 瀬川　淳也 その他 サ
川口市立元郷南小学校 福澤めぐみ その他 サ
川口市立元郷南小学校 藤下真由美 その他 サ
川口市立元郷南小学校 井澤　澄子 その他 サ
川口市立元郷南小学校 池本　厚子 その他 サ
川口市立元郷南小学校 久住美智子 その他 サ
川口市立元郷南小学校 中楯　文子 その他 サ
川口市立元郷南小学校 金室　恭利 その他 サ
川口市立元郷南小学校 小松絵里奈 その他 サ
川口市立元郷南小学校 三ツ井有希 その他 サ
川口市立神根中学校 佐藤　芽衣 算数・数学 サ
川口市立神根中学校 浅井　勝之 算数・数学 サ
川口市立神根中学校 奴賀　康則 算数・数学 サ
川口市立神根中学校 谷口　正夫 理科 サ
越谷市立桜井小学校 大谷　啓孝 その他 サ
三郷市立彦成中学校 内田　弘志 英語 サ
朝霞市立朝霞第二小学校 加藤　美幸 国語 サ
朝霞市立朝霞第二小学校 川村　　巌 算数・数学 サ
鴻巣市立箕田小 諏訪　　健 社会 サ
鴻巣市立箕田小 松本　　学 算数・数学 サ
上尾市立瓦葺小学校 関根久美子 国語 サ
伊奈町立伊奈中学校 奥田　勇司 算数・数学 サ
熊谷市立大里中学校 大島　　徹 理科 サ
熊谷市立大里中学校 横川　和彦 社会 サ
熊谷市立大里中学校 亀山　洋介 算数・数学 サ
熊谷市立大里中学校 持田　智史 その他 サ
熊谷市立大里中学校 田中　裕理 社会 サ
熊谷市立大里中学校 中里　絢乃 理科 サ
熊谷市教育委員会 原口　政明 理科 サ
熊谷市教育委員会 中谷　　樹 算数・数学 サ
熊谷市教育委員会 笠井　洋佳 国語 サ
久喜市立久喜北小学校 植竹　　稔 算数・数学 サ
久喜市立栗橋南小学校 奥澤　史康 算数・数学 サ
久喜市立栗橋南小学校 田路　政義 算数・数学 サ
久喜市立栗橋南小学校 関口美重子 その他 サ
久喜市立上内小学校 蘒原　　孝 国語 サ

埼玉県　戸田市
所属 氏　　名 教科 役職

美女木小学校 水沼　美和 国語 研
戸田第一小学校 坂野　　武 社会 研
戸田第一小学校 狗飼　英典 算数・数学 研
戸田第二小学校 仲尾　　健 理科 研
戸田東小学校 越　吏泳子 その他 研
新曽中学校 矢作　有希 その他 研
戸田第二小学校 田中　泰貴 英語 研
笹目中学校 菊地　孝徳 その他 研
戸田第一小学校 土居　琢磨 その他 研
戸田第二小学校 佐野　一機 国語 サ
戸田第二小学校 笠原　三義 国語 サ
戸田第二小学校 青木　聡子 国語 サ
美谷本小学校 足立　　茜 国語 サ
美谷本小学校 保田　翔一 国語 サ
戸田東小学校 飯島　亜美 国語 サ
戸田東小学校 薄井　美里 国語 サ
戸田東小学校 岡田　恵美 国語 サ
笹目中学校 浅川　真澄 国語 サ
笹目中学校 白石　　光 国語 サ
新曽小学校 土橋　賢典 国語 サ
新曽小学校 宮田　菜央 国語 サ
戸田第一小学校 土方　友望 社会 サ
戸田第一小学校 荒井　克之 社会 サ
戸田第二小学校 大沢　知美 社会 サ

笹目小学校 遠山　周子 社会 サ
戸田東小学校 飯田　麻利 社会 サ
笹目東小学校 竹山　勇気 社会 サ
新曽北小学校 山中惇太郎 社会 サ
芦原小学校 栗本　健太 社会 サ
戸田中学校学校 武口　耕太 社会 サ
戸田東中学校 佐藤　秀美 社会 サ
新曽中学校 岡野谷啓介 社会 サ
笹目中学校 小松　裕人 社会 サ
戸田第二小学校 池邊　　寛 算数・数学 サ
戸田第二小学校 中村　香薫 算数・数学 サ
戸田第二小学校 新井　　陽 算数・数学 サ
戸田第二小学校 石井　佐知 算数・数学 サ
戸田第二小学校 布瀬川裕貴 算数・数学 サ
戸田第二小学校 花野　嘉則 算数・数学 サ
新曽小学校 加藤　寛子 算数・数学 サ
新曽小学校 松本　明子 算数・数学 サ
美谷本小学校 菊地奈津子 算数・数学 サ
戸田東小学校 工藤　辰也 算数・数学 サ
戸田南小学校 興津　直弥 算数・数学 サ
喜沢小学校 山田　大輔 算数・数学 サ
笹目東小学校 髙野　　萌 算数・数学 サ
笹目東小学校 相墨多計士 算数・数学 サ
笹目東小学校 島崎　祐美 算数・数学 サ
笹目東小学校 押田　敏行 算数・数学 サ
笹目東小学校 山崎　　真 算数・数学 サ
美女木小学校 浜端　大治 算数・数学 サ
美女木小学校 森　　亮輔 算数・数学 サ
芦原小学校 露﨑　達也 算数・数学 サ
芦原小学校 谷口　基徳 算数・数学 サ
戸田東中学校 曽我部大希 算数・数学 サ
戸田東中学校 岩崎　貴紘 算数・数学 サ
新曽中学校 阿久津直翔 算数・数学 サ
笹目中学校 矢作　浩章 算数・数学 サ
笹目中学校 坂　和磨 算数・数学 サ
笹目東小学校 松尾　晃宏 理科 サ
喜沢中学校 石渡　　遼 理科 サ
新曽中学校 目黒　　敦 理科 サ
笹目中学校 久保　　慶 理科 サ
笹目中学校 桒原　隼一 理科 サ
笹目中学校 岡本愛祐美 理科 サ
新曽小学校 野口　恵理 その他 サ
美谷本小学校 小梨　貴弘 その他 サ
美女木小学校 荒木　哲弥 その他 サ
芦原小学校 仲山　健太 その他 サ
笹目中学校 岡部敬太郎 その他 サ
戸田第二小学校 中里　直之 その他 サ
喜沢小学校 黒田　龍生 その他 サ
笹目東小学校 加藤　　剛 その他 サ
笹目東小学校 髙山　広基 その他 サ
新曽北小学校 荒川　祥輝 その他 サ
新曽小学校 山本　悠史 英語 サ
芦原小学校 杉﨑　美和 英語 サ
戸田東中学校 井上可奈子 英語 サ
笹目中学校 藤田保奈美 英語 サ
戸田第一小学校 髙谷　周作 その他 サ
新曽小学校 高橋　ゆり その他 サ
笹目東小学校 谷木　　瞳 その他 サ
美女木小学校 神部友季絵 その他 サ
芦原小学校 梶原　香理 その他 サ
戸田東中学校 島田　寛丈 その他 サ
戸田東中学校 小池　凌馬 その他 サ
戸田第一小学校 佐藤　淳美 その他 サ
戸田第二小学校 堀　芙美子 その他 サ
戸田第二小学校 和田　翔太 その他 サ
美谷本小学校 増田　　萌 その他 サ
喜沢小学校 小西　彩夏 その他 サ
笹目東小学校 鶴岡　　樹 その他 サ
美女木小学校 井村　早智 その他 サ
芦原小学校 川田裕香子 その他 サ

東京都市大学等々力中学校・高等学校
所属 氏　　名 教科 役職

東京都市大学等々力中学校・高等学校 飯田　公彦 社会 研
東京都市大学等々力中学校・高等学校 岩城　裕亮 社会 研
東京都市大学等々力中学校・高等学校 桒原規益子 国語 サ
東京都市大学等々力中学校・高等学校 樋口　久仁 国語 サ

文化学園長野中学・高等学校
所属 氏　　名 教科 役職

文化学園長野中学・高等学校 倉島　克実 国語 サ
文化学園長野中学・高等学校 長田　里恵 英語 サ
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文化学園長野中学・高等学校 前山まどか 算数・数学 サ
文化学園長野中学・高等学校 長野　　真 社会 サ
文化学園長野中学・高等学校 五味　龍作 理科 サ

和歌山県　有田川町
所属 氏　　名 教科 役職

藤並小学校 中原　昌史 その他 研
田殿小学校 生駒　真次 社会 研
御霊小学校 西川　恭矢 社会 研
吉備中学校 宮井　拓哉 理科 研
石垣中学校 上道　賢太 算数・数学 研
白馬中学校 川嶋　里枝 社会 研
八幡中学校 面矢　和弥 社会 サ

和歌山県　湯浅町
所属 氏　　名 教科 役職

湯浅小学校 南　　紳也 算数・数学 研
湯浅小学校 岡本　麻美 社会 研
湯浅小学校 生田　　敦 社会 研
湯浅小学校 小原　朋紀 社会 研
湯浅中学校 丸谷　健太 理科 研
湯浅中学校 鳥羽　雅士 社会 研
湯浅中学校 福田　真紀 国語 研
湯浅中学校 江川　侑也 国語 研

鳥取県日南町立日南小学校
所属 氏　　名 教科 役職

日南小学校 河上　英仁 算数・数学 研
日南小学校 澤田ゆうか 国語 サ
日南小学校 小川　真佳 算数・数学 サ
日南小学校 青砥　聡子 国語 サ

鳥取県日南町立日南中学校
所属 氏　　名 教科 役職

日南中学校 寺澤　孝司 理科 研
日南中学校 吉村　仁志 社会 サ

島根県　津和野町
所属 氏　　名 教科 役職

津和野中学校 佐々木紹夫 算数・数学 研
日原中学校 長谷田昌大 社会 研

島根県　浜田市
所属 氏　　名 教科 役職

三隅中学校 塩谷　　覚 社会 研
原井小学校 中尾　達也 社会 研

岡山県立倉敷南高等学校
所属 氏　　名 教科 役職

岡山県立倉敷南高等学校 絹田　昌代 国語 研
岡山県立倉敷南高等学校 作野　真二 社会 サ
岡山県立倉敷南高等学校 山田　裕次 理科 サ
岡山県立倉敷南高等学校 内藤　祐二 理科 サ
岡山県立倉敷南高等学校 内田　恵子 理科 サ
岡山県立倉敷南高等学校 奈須　遼渡 理科 サ
岡山県立倉敷南高等学校 芦田さやか 国語 サ
岡山県立倉敷南高等学校 中山　美加 国語 サ
岡山県立倉敷南高等学校 平松　玲子 国語 サ
岡山県立倉敷南高等学校 山本　旬子 国語 サ
岡山県立倉敷南高等学校 博田　悠子 国語 サ
岡山県立倉敷南高等学校 佐藤　恵美 国語 サ

広島県　安芸太田町
所属 氏　　名 教科 役職

加計小学校 清水　早苗 算数・数学 研
加計小学校 大前　美果 算数・数学 研
戸河内小学校 片桐　克敏 算数・数学 研
加計中学校 山本　康美 国語 研
加計中学校 上岡　涼太 社会 研
加計中学校 小笠原督子 英語 研
戸河内中学校 山根　　泉 国語 研
戸河内中学校 原田　優次 理科 研
戸河内中学校 岡崎　英雄 社会 研
筒賀中学校 福田　祐子 英語 研
加計小学校 佐々木滝子 算数・数学 サ
加計小学校 新谷　美紀 算数・数学 サ
上殿小学校 佐々木秀孝 算数・数学 サ
筒賀小学校 河本　聖志 算数・数学 サ
加計中学校 林　健太郎 理科 サ
加計中学校 岡村　修二 社会 サ
加計中学校 伊藤　靖子 算数・数学 サ
戸河内中学校 丸山　　智 算数・数学 サ
筒賀中学校 石井　芳直 算数・数学 サ
筒賀中学校 清住　秀久 理科 サ
加計小学校 佐々木　亮 その他 サ
筒賀小学校 津田　𣳾成 その他 サ
上殿小学校 栗栖さゆり その他 サ
戸河内小学校 大下　敏弘 その他 サ
加計中学校 羽村　昭彦 その他 サ
筒賀中学校 近藤　　毅 その他 サ
戸河内中学校 山田　祐樹 その他 サ

せらにし教育研究会
所属 氏　　名 教科 役職

世羅西中学校 宮岡　英明 算数・数学 研
せらにし小学校 山﨑　朋恵 算数・数学 研

世羅西中学校 信廣　正夫 算数・数学 サ
世羅西中学校 中和　洋之 理科 サ
世羅西中学校 助光　達也 国語 サ
世羅西中学校 伊藤　博之 理科 サ
せらにし小学校 清水　礼子 その他 サ
せらにし小学校 見藤　孝二 社会 サ
せらにし小学校 橘高　　伸 理科 サ
山口県新しい学びプロジェクト研究協議会
所属 氏　　名 教科 役職

岩国市立玖珂中学校 植野健二朗 社会 研
萩市立大井中学校 西村　和子 国語 研
防府市立華西中学校 田浦　禎士 理科 研
防府市立華西中学校 竹本　賢之 算数・数学 研
防府市立華西中学校 大沢圭一郎 社会 研
防府市立華西中学校 藤井　剛正 理科 サ
萩市立大井中学校 宇田　　仁 算数・数学 サ
萩市立大井中学校 松岡　美鈴 理科 サ
萩市立田万川中学校 幸田　洋一 算数・数学 サ
萩市立明木中学校 蒲　　　勉 その他 サ
萩市立須佐中学校 成松　裕昭 理科 サ
防府市立華西中学校 安尾　民江 国語 サ
防府市立華西中学校 田村　義明 その他 サ
防府市立華西中学校 松本　眞明 国語 サ
防府市立華西中学校 小林　玲子 理科 サ
防府市立華西中学校 村川　奈苗 社会 サ
防府市立牟礼中学校 藤井　節子 国語 サ
防府市立華西中学校 佐藤　昭子 その他 サ
防府市立華西中学校 中村　玲子 英語 サ

高知県教育センター
所属 氏　　名 教科 役職

高知県教育センター 小松　　博 国語 研
高知南高等学校 竹島　洋文 理科 サ
高知南高等学校 畠中　美穂 社会 サ
高知南高等学校 高橋　竜二 算数・数学 サ
高知南高等学校 池川　潤也 理科 サ
高知南高等学校 井上　大地 理科 サ
高知南中学校 大石　公美 英語 サ

福岡県　飯塚市
所属 氏　　名 教科 役職

鯰田小学校 小出　正子 その他 研
鯰田小学校 三浦　由梨 算数・数学 研
飯塚東小学校 松岡かおり その他 研
飯塚東小学校 平井　文子 その他 研
飯塚東小学校 中園佳代子 その他 研
飯塚小学校 金城　太郎 算数・数学 研
飯塚小学校 名富　朋美 算数・数学 研
飯塚小学校 森方　辰史 理科 研
飯塚第一中学校 安河内　隆 その他 研
飯塚第一中学校 長　　祐介 算数・数学 研
飯塚第一中学校 塩見　祐樹 理科 研
飯塚第一中学校 秋山　知子 国語 研
飯塚小学校 桑岡　貴志 社会 研
飯塚小学校 古賀　太祐 英語 研
片島小学校 三木　文香 算数・数学 研
片島小学校 髙野　裕美 国語 研
飯塚第二中学校 橋本　夏紀 理科 研
二瀬中学校 川野　清三 算数・数学 研
鎮西中学校 宮崎由美江 国語 研
幸袋小学校 古野久美子 算数・数学 研
頴田中学校 石川　直也 社会 研
潤野小学校 齊藤　雄慈 算数・数学 研
頴田中学校 柴田　康弘 社会 研
頴田小学校 児玉　正昌 算数・数学 研
穂波東中学校 芝田　博志 算数・数学 研
上穂波小学校 水谷　隆之 算数・数学 研
楽市小学校 溝端　真奈 理科 研
椋本小学校 松本　智美 算数・数学 研
飯塚東小学校 城戸　千秋 その他 サ
飯塚東小学校 宮本　義信 社会 サ
飯塚東小学校 上杉　直昭 社会 サ
飯塚東小学校 渡邊　貴治 社会 サ
飯塚東小学校 岩本　浩輝 その他 サ
飯塚東小学校 原　千重子 国語 サ
飯塚東小学校 古賀　智子 社会 サ
飯塚東小学校 大場　輝美 その他 サ
飯塚東小学校 藤川　美幸 算数・数学 サ
飯塚東小学校 花元　和代 国語 サ
飯塚東小学校 梶原美由紀 国語 サ
飯塚東小学校 堤　　早雪 その他 サ
飯塚東小学校 手嶋　展子 国語 サ
飯塚東小学校 西脇　美穂 国語 サ
飯塚東小学校 齊藤久美子 理科 サ
飯塚東小学校 竹田麻依子 その他 サ
飯塚東小学校 大隈　美央 理科 サ
飯塚東小学校 足立　恭子 その他 サ
飯塚東小学校 増永　純女 算数・数学 サ
飯塚東小学校 梶山　智恵 国語 サ

飯塚第一中学校 桑岡　健治 算数・数学 サ
飯塚第一中学校 藏本　　翔 理科 サ
飯塚第一中学校 白土　秀明 社会 サ
片島小学校 竹田　大地 算数・数学 サ
片島小学校 井上　久美 国語 サ
蓮台寺小学校 山下　紗世 算数・数学 サ
頴田中学校 大津　リサ 英語 サ
筑穂中学校 堤　千江子 その他 サ
頴田小学校 金城絵美子 国語 サ
頴田小学校 岸　　昌幸 国語 サ
頴田小学校 古野久美子 算数・数学 サ
穂波西中学校 山野　靖也 算数・数学 サ

大分県　竹田市
所属 氏　　名 教科 役職

竹田南部中学校 堀　　公彦 理科 研
竹田小学校 佐藤美由紀 国語 研
南部小学校 深田　由美 理科 研
久住中学校 坂本佐知子 国語 研
久住中学校 佐藤　博美 英語 サ
久住中学校 吉良　康平 算数・数学 サ
久住小学校 安東紀代美 算数・数学 サ
竹田南部中学校 髙知穂みどり 国語 サ
竹田南部中学校 河野　桂志 社会 サ
南部小学校 渡辺　竜也 その他 サ
南部小学校 島岡　純平 算数・数学 サ
久住小学校 伊藤貴久生 理科 サ
荻小学校 佐藤　陽子 国語 サ
竹田市教育委員会 和田　三成 その他 サ
竹田市教育委員会 渡邊　幸美 英語 サ

大分県　九重町
所属 氏　　名 教科 役職

南山田小学校 岩下　佳子 国語 研
ここのえ緑陽中学校 日野　唯八 理科 研
南山田小学校 安達　　恵 算数・数学 研
南山田小学校 恒任　珠美 国語 研
野矢小学校 鹿野　麻希 算数・数学 サ
飯田小学校 梶原　哲哉 算数・数学 サ
淮園小学校 甲斐　　忍 国語 サ
ここのえ緑陽中学校 大石　嘉浩 算数・数学 サ
ここのえ緑陽中学校 佐藤　慎治 国語 サ
ここのえ緑陽中学校 長野　有里 国語 サ
ここのえ緑陽中学校 後藤　峰征 算数・数学 サ
東飯田小学校 高橋　奈央 社会 サ
野上小学校 外山　裕三 その他 サ
野矢小学校 佐藤奈留美 算数・数学 サ
飯田小学校 竹内　妙子 その他 サ
淮園小学校 小西　尚史 理科 サ
淮園小学校 中村　誠一 社会 サ
東飯田小学校 中島　実香 国語 サ
淮園小学校 藤野　知恵 社会 サ

大分県　豊後高田市
所属 氏　　名 教科 役職

高田小学校 大西　慎二 算数・数学 研
真玉中学校 財前由起子 国語 研
桂陽小学校 木本　雄基 社会 研
桂陽小学校 坂本美佐子 国語 サ
桂陽小学校 近藤　哲司 算数・数学 サ
桂陽小学校 瀬々ひとみ 理科 サ
桂陽小学校 河野　雅子 国語 サ
桂陽小学校 榎本美奈子 社会 サ
桂陽小学校 藤重　博明 算数・数学 サ
桂陽小学校 森若　明徳 算数・数学 サ
桂陽小学校 桑原　正純 算数・数学 サ
桂陽小学校 土谷　静代 国語 サ
桂陽小学校 上家　誠夫 算数・数学 サ
桂陽小学校 平野　純香 国語 サ
桂陽小学校 小俣　恵庸 国語 サ
桂陽小学校 泥谷　理恵 国語 サ
桂陽小学校 吉良栄志郎 国語 サ
桂陽小学校 佐藤可奈子 国語 サ
桂陽小学校 恒松　真実 算数・数学 サ
桂陽小学校 吉村　美佳 理科 サ
桂陽小学校 渡邊　希美 算数・数学 サ
香々地中学校 大力　昭和 英語 サ
香々地中学校 次良丸　郁 理科 サ
香々地中学校 大塚　陽三 その他 サ
香々地中学校 河野　裕子 その他 サ
香々地中学校 柳　　有紀 算数・数学 サ
香々地中学校 小林麻紀子 国語 サ
香々地中学校 國見　清隆 社会 サ
宮崎県県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校
所属 氏　　名 教科 役職

県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校 三重野　修 国語 研
県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校 黒木　　亨 理科 研
＊ 「役職」欄の「研」は、研究推進員、「サ」は、「サ
ポートメンバー」を指す。
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（2）平成 28年度「未来を拓く『学び』プロジェクト」研究開発員は以下の 443名である。
研究開発校 研究開発員 教科部会

上尾高校 新井　優太 理科
上尾高校 藤野　元太 数学
上尾鷹の台高校 上野　裕也 地理歴史
上尾鷹の台高校 加藤　早織 国語
上尾鷹の台高校 末松　　洋 外国語
上尾鷹の台高校 山形　　風 外国語
上尾鷹の台高校 若林　　剛 理科
上尾橘高校 春日　里歩 国語
上尾橘高校 窪田　通夫 数学
上尾橘高校 松浦　聡太 地理歴史
上尾橘高校 山野井俊介 数学
上尾橘高校 横田　圭洋 数学
上尾南高校 新井　孝和 地理歴史
上尾南高校 橋本　和明 外国語
上尾南高校 溝口　政紀 数学
いずみ高校 谷　　貴美 農業
いずみ高校 華井　裕隆 公民
伊奈学園総合高校 新井　真美 国語
伊奈学園総合高校 伊藤由樹子 公民
伊奈学園総合高校 小野寺　求 国語
伊奈学園総合高校 加村　　孝 数学
伊奈学園総合高校 幸島　侑美 地理歴史
伊奈学園総合高校 関口紗央里 理科
伊奈学園総合高校 箱田恵梨香 国語
伊奈学園総合高校 松本　靖子 国語
伊奈学園総合高校 矢澤　知実 音楽
伊奈学園総合高校 山川　真樹 地理歴史
伊奈学園中学校 齋藤奈緒美 数学
伊奈学園中学校 深谷　直毅 理科
伊奈学園中学校 丸橋　直樹 地理歴史
入間向陽高校 伊藤　　彩 家庭
入間向陽高校 関根　和毅 国語
岩槻高校 久保由美子 外国語
岩槻高校 水石佐和子 外国語
岩槻高校 村松真由美 数学
浦和高校 新井　大翼 外国語
浦和高校 安藤　一博 理科
浦和高校 池野　智史 外国語
浦和高校 大浦　貴裕 国語
浦和高校 岡田　直也 数学
浦和高校 小河　園子 外国語
浦和高校 荻原　紹夫 数学
浦和高校 小野瀨照夫 音楽
浦和高校 金毛利加代子 家庭
浦和高校 菅野　治虫 理科
浦和高校 木戸　俊吾 数学
浦和高校 久保　隆貴 数学
浦和高校 小島　貴裕 数学
浦和高校 齋藤　教雄 数学
浦和高校 齋藤　優気 保健体育
浦和高校 高木　悠貴 数学
浦和高校 高橋　律夫 公民
浦和高校 谷　　直樹 数学
浦和高校 圓谷　修平 数学
浦和高校 直井　雅文 理科
浦和高校 長澤　昇一 情報
浦和高校 長瀨　義行 理科
浦和高校 奈良　繁範 理科
浦和高校 西村　紗菜 国語
浦和高校 野崎　亮太 数学
浦和高校 野澤　優太 理科
浦和高校 原島　秀行 美術
浦和高校 原田　優樹 国語
浦和高校 東　　知則 国語
浦和高校 發知　敏規 地理歴史
浦和高校 松本　　浩 理科
浦和高校 三宅　邦隆 地理歴史
浦和高校 武藤　和孝 数学
浦和高校 山中　　明 公民
浦和高校 湯口　秀敏 理科
浦和工業高校 石塚　和成 数学
浦和工業高校 幸島　大資 理科
浦和工業高校 中村　政和 工業

研究開発校 研究開発員 教科部会
浦和第一女子高校 板谷　大介 国語
浦和第一女子高校 大塚　幸誠 情報
浦和第一女子高校 下川　　隆 地理歴史
浦和第一女子高校 白石　紳一 数学
浦和第一女子高校 杉山　理志 外国語
浦和第一女子高校 芹川　明生 国語
浦和第一女子高校 髙相　恵美 地理歴史
浦和第一女子高校 吉田　絢香 理科
浦和西高校 小山　　諒 地理歴史
浦和西高校 瀬野　育美 保健体育
浦和西高校 花井　紀任 数学
大宮高校 大久保貴章 数学
大宮高校 畑　　文子 国語
大宮工業高校 大木　雄太 数学
大宮工業高校 大橋　　亨 工業
大宮工業高校 鈴木　　駿 数学
大宮光陵高校 日髙　　康 外国語
大宮光陵高校 細田　拓哉 情報
大宮南高校 酒匂　幸樹 地理歴史
大宮南高校 山﨑　康太 国語
大宮武蔵野高校 飯塚　哲也 理科
大宮武蔵野高校 桑原　　優 数学
大宮武蔵野高校 塚田　朋子 外国語
小鹿野高校 小泉　久美 国語
小鹿野高校 半澤　成泰 保健体育
桶川高校 鎌田　悠司 理科
桶川高校 德井　佑樹 外国語
桶川高校 横山祐太郎 数学
桶川西高校 内田　健太 国語
桶川西高校 大崎菜津子 国語
桶川西高校 大場　拓八 情報
桶川西高校 藤原明日美 国語
桶川西高校 松島　隼也 数学
春日部高校 老川　由香 数学
春日部高校 関　　一樹 国語
春日部高校 平岩　浩子 家庭
春日部高校 安田やよい 外国語
春日部工業高校 折原　弘義 工業
春日部工業高校 後藤　正憲 工業
春日部工業高校 竹内奈津美 国語
春日部女子高校 石山　博恵 地理歴史
春日部女子高校 筧　美和子 国語
春日部東高校 持木美貴子 外国語
春日部東高校 山田　千瑛 保健体育
川口高校 青柳　香里 国語
川口高校 安倍　孝司 情報
川口高校 神谷　俊徳 外国語
川口高校 巻島　俊雄 外国語
川口北高校 秋葉　陽香 国語
川口北高校 平賀　誠司 保健体育
川口北高校 辺田　洋文 公民
川口工業高校 大館　祐介 理科
川口工業高校 金田　政夫 工業
川口工業高校 庄司　泰造 保健体育
川口市立川口高校 新井　栄造 国語
川口市立川口高校 池田　一樹 数学
川口市立川口高校 中川久美子 外国語
川口市立川口総合高校 佐々木周平 数学
川口市立川口総合高校 長谷川えつこ 公民
川口市立川口総合高校 矢野　早苗 国語
川口市立県陽高校 青木　龍也 国語
川口市立県陽高校 五十嵐由子 商業
川口市立県陽高校 浴本　　徹 美術
川口市立県陽高校 川野　嘉一 書道
川口市立県陽高校 黒須　靖広 外国語
川口市立県陽高校 小池千栄子 音楽
川口市立県陽高校 田村　亮輔 数学
川口市立県陽高校 鶴田　京子 外国語
川口市立県陽高校 名取絵理子 地理歴史
川口市立県陽高校 野地　貴史 保健体育
川口市立県陽高校 長谷川　司 数学
川口市立県陽高校 星野　翔吾 数学
川口市立県陽高校 森永　真弘 理科
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川口市立県陽高校 山本　美和 理科
川口市立県陽高校 雪山　元貴 保健体育
川口青陵高校 市川　栄太 地理歴史
川口青陵高校 加藤　幸平 公民
川口青陵高校 矢野　武史 公民
川口東高校 浅野　幸子 国語
川口東高校 大熊　　翼 国語
川口東高校 大塚　一紀 理科
川口東高校 小野清一郎 地理歴史
川口東高校 定清由紀子 理科
川口東高校 田中　　栞 数学
川口東高校 德武　知征 外国語
川越高校 明戸　直紀 公民
川越高校 水村　晃輔 地理歴史
川越高校 吉澤　　悟 数学
川越工業高校 雨貝　健一 工業
川越工業高校 井山　朗典 理科
川越工業高校 小板橋駿介 工業
川越工業高校 篠塚　宗明 保健体育
川越工業高校 高野　大樹 保健体育
川越工業高校 高橋　弘樹 数学
川越工業高校 田中　　類 工業
川越工業高校 知念　順治 工業
川越工業高校 豊島　義範 外国語
川越工業高校 持田　真人 地理歴史
川越女子高校 川島　宏志 理科
川越女子高校 高沖　理恵 外国語
川越女子高校 渡邉　達也 保健体育
川越総合高校 小泉　庄司 外国語
川越総合高校 田中　秀幸 農業
川越西高校 荒木　崇斗 保健体育
川越西高校 後呂健太郎 地理歴史
川越西高校 宇田　敬子 国語
川越西高校 神谷　一彦 地理歴史
川越西高校 田島　雄太 数学
川越西高校 本橋　明子 外国語
川越初雁高校 飯塚　正美 家庭
川越初雁高校 河津謙太郎 地理歴史
川越初雁高校 相馬　貴彦 保健体育
川越初雁高校 中村　憲昭 数学
川越初雁高校 平川　貴之 情報
川越初雁高校 山田　真司 数学
川越初雁高校 渡邊　大地 地理歴史
川越南高校 井上　　尚 理科
川越南高校 依怙　亮太 数学
川越南高校 春日井　優 情報
川越南高校 藤元　琢也 理科
川越南高校 黛　　穂高 国語
川越南高校 持田　叔宏 地理歴史
北本高校 袖山　和博 保健体育
北本高校 高橋　沙絵 書道
北本高校 永井　直樹 外国語
北本高校 根岸　佳史 数学
北本高校 吉村　彩香 理科
久喜工業高校 竹田　幸徳 工業
久喜工業高校 谷口　貴信 工業
久喜工業高校 眞中　敦史 工業
熊谷高校 岩田　朋之 国語
熊谷高校 漆原　元博 理科
熊谷高校 加藤　大樹 外国語
熊谷高校 武正健太郎 数学
熊谷高校 長島　正剛 数学
熊谷高校 梨本　雄太 保健体育
熊谷高校 野澤　澄子 外国語
熊谷高校 原　　拓生 数学
熊谷高校 原田　倫史 数学
熊谷高校 柳　　優輝 地理歴史
熊谷高校 山田翔一郎 外国語
熊谷女子高校 小林　玲子 理科
熊谷女子高校 眞下　愛郁 書道
熊谷女子高校 丸木　和彦 数学
熊谷西高校 加藤美沙季 外国語
熊谷西高校 鈴木　英稔 理科
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熊谷西高校 林　　園子 国語
熊谷西高校 藤井　伸泰 地理歴史
熊谷農業高校 川村　　凌 数学
熊谷農業高校 宮﨑　由実 農業
鴻巣高校 荒木　　海 国語
鴻巣高校 金澤みなみ 公民
鴻巣女子高校 鈴木　君枝 書道
鴻巣女子高校 須田　敦子 家庭
鴻巣女子高校 関和　茉莉 数学
鴻巣女子高校 武石　寛子 国語
鴻巣女子高校 東條　　滋 数学
鴻巣女子高校 茂木　綾乃 家庭
越ヶ谷高校 飯田　勇人 外国語
越ヶ谷高校 大槻　幸脩 外国語
越ヶ谷高校 大野　圭一 地理歴史
越ヶ谷高校 尾澤里佳子 数学
越ヶ谷高校 郷司　雅子 外国語
越ヶ谷高校 髙橋　　靖 理科
越ヶ谷高校 豊岡　寛行 公民
越ヶ谷高校 武士田　透 地理歴史
越谷北高校 宇佐美倫子 国語
越谷北高校 塩野谷　淳 外国語
越谷西高校 工藤　恭右 外国語
越谷西高校 日沖奈保子 国語
越谷西高校 細谷　　俊 地理歴史
越谷東高校 今田　彩華 国語
越谷東高校 甲斐　未樹 美術
越谷東高校 佐藤　秀則 数学
越谷東高校 関澤　紀子 理科
越谷東高校 宮路　智美 国語
児玉高校 熊木　雅弥 保健体育
児玉高校 高橋　克幸 地理歴史
児玉高校 真下　広嗣 数学
さいたま市立浦和高校 大江　裕子 外国語
さいたま市立浦和高校 癸生川　大 数学
さいたま市立浦和高校 小泉　信介 音楽
坂戸高校 新井友加里 外国語
坂戸高校 岸口　脩司 理科
坂戸高校 熊谷　大樹 国語
坂戸高校 坂本　尚也 国語
坂戸高校 鈴木　崇広 理科
坂戸西高校 宇津木崇子 地理歴史
坂戸西高校 窪田　美樹 理科
坂戸西高校 関根　菜摘 外国語
坂戸西高校 中井　裕子 理科
坂戸西高校 深沢　恵美 国語
幸手桜高校 大澤　寛之 数学
幸手桜高校 田島　佑弥 地理歴史
幸手桜高校 廿樂　勝顯 数学
狭山経済高校 大野優紀子 国語
狭山経済高校 中里　まみ 外国語
狭山緑陽高校 青木　幹太 国語
狭山緑陽高校 江﨑　真奈 保健体育
狭山緑陽高校 佐藤　　勉 外国語
狭山緑陽高校 原　健太郎 数学
狭山緑陽高校 渡部　康詞 地理歴史
庄和高校 本庄　　悟 国語
庄和高校 横田　純一 外国語
白岡高校 朝見　浩和 数学
白岡高校 大熊　翔吾 公民
白岡高校 金子　章臣 国語
白岡高校 渋谷　亜弓 書道
白岡高校 根岸　佑樹 理科
進修館高校 岡本　貴行 数学
進修館高校 倉橋　紀子 理科
進修館高校 鈴木　菜摘 数学
進修館高校 関口　　衛 保健体育
進修館高校 中村　大哉 保健体育
杉戸農業高校 榎本　友介 農業
杉戸農業高校 髙野　知恵 農業
杉戸農業高校 中村　　誠 農業
誠和福祉高校 北出　拓也 福祉
誠和福祉高校 中嶋　芳乃 福祉
草加高校 石田　千郷 地理歴史
草加高校 千葉　淳裕 数学
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草加高校 奈良岡和樹 数学
草加西高校 亀井　　学 理科
草加西高校 中島　雄平 理科
草加南高校 三瓶　茂子 家庭
草加南高校 竹内　智大 数学
草加南高校 増田加奈子 外国語
草加南高校 渡邊　真美 国語
秩父高校 田嶋　康志 数学
秩父高校 永田　憲一 外国語
鶴ヶ島清風高校 星野　真吾 外国語
鶴ヶ島清風高校 牧島　孝則 国語
常盤高校 伊藤　玲子 看護
常盤高校 大川　尚子 看護
常盤高校 古場真理子 看護
常盤高校 庄子　　学 外国語
常盤高校 髙木　邦子 看護
常盤高校 中澤　瑞果 看護
常盤高校 守屋　有紀 看護
所沢高校 小柴　雄三 数学
所沢高校 中嶋　延広 地理歴史
所沢高校 森　みのり 外国語
所沢北高校 矼　　由香 外国語
所沢北高校 浦島　有希 国語
所沢北高校 大橋　雄一 地理歴史
所沢北高校 熊本　晃典 理科
所沢北高校 櫻　　泰樹 数学
所沢北高校 佐藤　　智 数学
所沢北高校 谷　　俊介 数学
所沢北高校 半山　修平 美術
所沢北高校 矢澤　直樹 数学
所沢北高校 渡邉　祐太 理科
所沢西高校 佐藤ひな子 理科
所沢西高校 松浦　孝則 理科
所沢西高校 山﨑　将史 数学
戸田翔陽高校 天野　拓也 国語
戸田翔陽高校 稲葉　和信 地理歴史
戸田翔陽高校 武井　寛太 地理歴史
戸田翔陽高校 山上　真吾 理科
滑川総合高校 今川未紅瑠 国語
滑川総合高校 羽田　知香 外国語
滑川総合高校 森田　　怜 国語
南稜高校 飯塚　友基 地理歴史
南稜高校 川﨑　千尋 国語
南稜高校 木村　哲郎 外国語
南稜高校 小島　千晶 地理歴史
南稜高校 村上　　健 理科
新座総合技術高校 秋庭　英雄 工業
新座総合技術高校 岡田　成司 理科
新座総合技術高校 坂田　希究 工業
新座総合技術高校 松村　　健 保健体育
新座総合技術高校 松本　優介 地理歴史
新座総合技術高校 宮部　節子 家庭
新座総合技術高校 横田　一弘 工業
新座栁瀬高校 菅原　勇太 国語
新座栁瀬高校 三島　拓也 数学
蓮田松韻高校 白井　聡子 地理歴史
蓮田松韻高校 谷川　宏平 公民
鳩ケ谷高校 金成有希子 国語
鳩ケ谷高校 関　三重子 商業
鳩山高校 石田　雅典 理科
鳩山高校 小木曽　匠 数学
鳩山高校 小澤　典子 国語
鳩山高校 加藤　　翔 数学
鳩山高校 中野　光太 数学
鳩山高校 服部　　剛 外国語
羽生高校 青柳　友樹 外国語
羽生高校 岡　　理恵 音楽
羽生高校 尾城　有美 国語
羽生高校 小山　純平 国語
羽生高校 二瓶　　樹 数学
羽生高校 東原　大地 数学
羽生高校 福嶋　慶子 家庭
羽生高校 福島　直史 保健体育
羽生高校 渡辺　健太 地理歴史
羽生実業高校 石田　大介 農業
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羽生実業高校 鈴木　勇希 理科
羽生実業高校 矢島　英和 農業
羽生第一高校 木村　有花 外国語
羽生第一高校 齋藤　明佳 国語
羽生第一高校 坂庭　千絵 数学
羽生第一高校 高橋凜太朗 数学
羽生第一高校 棚澤　美穂 外国語
羽生第一高校 中里　路子 国語
羽生第一高校 長谷部福一 数学
日高高校 新井　卓也 保健体育
日高高校 新井真里奈 地理歴史
日高高校 平岩　史子 外国語
日高高校 山岸　由実 数学
深谷高校 貫　　淳子 国語
深谷高校 福田　貴子 外国語
深谷第一高校 太田　　健 数学
深谷第一高校 湯浅　純一 外国語
吹上秋桜高校 井田　史亜 地理歴史
吹上秋桜高校 中村　祥吾 地理歴史
吹上秋桜高校 森川　大地 国語
富士見高校 坂本美沙紀 美術
富士見高校 中島　大気 外国語
富士見高校 長谷川　翠 理科
ふじみ野高校 岡部　裕樹 公民
ふじみ野高校 白石　浩隆 数学
ふじみ野高校 増田　　彬 外国語
不動岡高校 青木隆一郎 公民
不動岡高校 飯嶋　正徳 数学
不動岡高校 坪井　啓明 情報
本庄高校 飯森　達也 外国語
本庄高校 石田　智光 地理歴史
本庄高校 白井　　竣 理科
本庄高校 永井　良介 理科
本庄高校 平岡　星児 公民
松伏高校 会田　磨己 外国語
松伏高校 荒井　美里 音楽
松伏高校 新田目裕子 地理歴史
松伏高校 矢嶋　正悟 数学
松伏高校 山田　　朗 理科
松山高校 浅見　和寿 国語
松山高校 伊藤　博宣 国語
松山高校 大野　直知 地理歴史
松山高校 加藤　義文 地理歴史
松山高校 嶌田　矩晃 外国語
三郷高校 岩片　恭平 数学
三郷高校 大澤　正彦 外国語
三郷工業技術高校 秋元　亮佑 国語
三郷工業技術高校 飯田　佳未 工業
三郷工業技術高校 井上　　肇 地理歴史
三郷工業技術高校 甲斐　正樹 地理歴史
三郷工業技術高校 田代めぐみ 工業
三郷工業技術高校 前田　美穂 保健体育
三郷工業技術高校 渡邉　隼也 工業
皆野高校 下山　尚久 理科
皆野高校 髙山　智裕 保健体育
妻沼高校 黒澤　佑輔 国語
妻沼高校 関根　和宏 外国語
妻沼高校 平野　正人 理科
八潮南高校 本間　幸太 商業
八潮南高校 森田　義大 商業
吉川美南高校 工藤　弘晃 理科
吉川美南高校 嶋村元太郎 数学
吉川美南高校 菅原　　俊 国語
吉川美南高校 杉田　俊光 数学
吉川美南高校 多田羅　亮 保健体育
吉川美南高校 東　　陽花 国語
吉川美南高校 福田　健一 地理歴史
吉川美南高校 松本　泰雅 商業
吉川美南高校 米谷　祐太 理科
和光国際高校 三沢　　渉 外国語
和光国際高校 山崎　　勝 外国語
蕨高校 磯部　友喜 地理歴史
蕨高校 奥間　美穂 理科
蕨高校 逸見　峻介 地理歴史
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