
都道府県名 氏名 勤務先 教科
渥美　清孝 浜中町教育委員会
朝倉　一民 札幌市立発寒南小学校
池田　圭子 本別町立勇足小学校 小学校
髙橋　恒雄 小樽市立高島小学校 社会
冨樫　忠浩 夕張市立ゆうばり小学校 国語
矢島 　　勲 苫小牧市立日新小学校
飯田　雄士 別海町立野付中学校
池田　泰弘 釧路市立北中学校 中学校社会
川端　裕介 函館市立亀田中学校 中学社会
佐藤　雅輝 上川町立上川中学校 中学社会
武井 　　翔 遠軽町立丸瀬布中学校 国語
盛永　美樹 日高町立厚賀中学校 中学社会科
山田　耕平 札幌市立真駒内中学校 中学校社会科
志田　淳哉 北海道札幌南高等学校 地歴・公民
熊谷　泰彦 青森市立浪岡南小学校
今別　幸司 青森市立西中学校 社会科
大室　昌樹 青森市立油川中学校 社会科
三浦　博英 外ヶ浜町立蟹田中学校 社会
平野　博文 青森県立百石高等学校 商業
女鹿　芳文 岩手県立総合教育センター研修部 中学校社会科
及川　敏彦 一戸町立奥中山小学校
大竹　博行 一関市立一関小学校
佐藤　直志 花巻市立矢沢小学校
関戸 　　裕 岩手大学教育学部附属小学校 小学校　社会
髙橋　和江 盛岡市立好摩小学校
田村 　　勝 八幡平市立柏台小学校 社会
中嶋　一良 盛岡市立見前小学校
川﨑美希子 盛岡市立松園中学校 中学社会科
城内千賀子 花巻市立石鳥谷中学校 国語(中学校）
長根いずみ 盛岡市立仙北中学校 国語
尾形　真也 岩手県立宮古商工高等学校 高校公民（政治経済・現代社会）
鈴木　紗季 岩手県立大槌高等学校 英語
茂庭　隆彦 岩手県立一関第一高等学校 理科（地学）
山下　佳子 岩手県立沼宮内高等学校 国語
菅野 　　亨 岩手大学大学院教育学研究科
坂本 　　謙 宮城県図書館 研究主任、少人数指導（算数）
中辻　正樹 福室市民センター・福室児童館
阿部 　　謙 仙台市立岡田小学校
木下　晴子 仙台市立高森中学校 国語
齋藤　美佳 大崎市立岩出山中学校 英語
菅原　久美 仙台市立折立中学校 社会
大槻　欣史 宮城県仙台二華高等学校 英語
赤川美和子 横手市教育委員会教育指導課 小学校（国語）
小川 　　康 秋田県立大曲高等学校 国語科（高校）
佐藤 　　香 秋田県立六郷高等学校 国語
東海林みゑ 元西川町立西川中学校
松田圭一郎 山形県立鶴岡工業高等学校 社会
大橋　淳子 会津若松市生涯学習総合センター 国語
増子　春夫 福島県中教育事務所 国語
榊原　康夫 小野町立小野中学校 国語
高橋　泰史 桜の聖母学院中学校・高等学校 国語
直井　俊行 筑西市立五所小学校 国語
坂場　安男 元茨城町立石崎小学校 社会科
折本　正巳 茨城町立青葉中学校 社会
小岩　泰規 牛久市立ひたち野うしく中学校 社会
小野瀬容子 元常陸大宮市立緒川中学校 社会
堀内　多恵 宇都宮市立豊郷中央小学校 国語
芳賀　智一 日光市立湯西川中学校 社会
松橋美智子 元太田市立東中学校 国語

関野　利男 館林市立第二小学校
教員免許状（小学校専修・中学校国語専修・高等
学校国語専修）

田中　克彦 高崎市立倉渕小学校 国語
田沼　正一 伊勢崎市立境剛志小学校 小学校全科 （社会科）
大津　幸信 群馬県立大泉高等学校 地理歴史・公民、総合的な学習の時間
林 　　昭紘 群馬県立高崎商業高等学校 高校商業
白幡　貴弘 吉川市教育委員会学校教育課 小学校、中学校全般
菊池　健一 さいたま市立海老沼小学校
澁谷　将司 三郷市立高州小学校 小学校
中山　正則 越谷市立城ノ上小学校
萩原　信一 足立区立花畑小学校 算数・国語
小谷野弘子 鴻巣市立川里中学校 国語
坂庭　千絵 埼玉県立久喜工業高等学校 数学
佐藤　弥生 埼玉県立川越女子高等学校 国語
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都道府県名 氏名 勤務先 教科
菅井　和生 江戸川区立下鎌田小学校
竹泉 　　稔 国分寺市立第五小学校
浅岡志津子 世田谷区立緑丘中学校 国語
菅野　茂男 世田谷区立船橋希望中学校
木野村雅子 渋谷区立代々木中学校 音楽
小林　豊茂 豊島区立千登世橋中学校 社会科
石山　智典 東京都立板橋有徳高等学校 商業
代田　有紀 東京都立荻窪高等学校 公民科（政治・経済）
本杉　宏志 東京都立青山高等学校 地理歴史科（日本史）
村山　正子 神奈川県ＮＩＥ推進協議会 国語
守屋　明美 大和市教育委員会教育部指導室
梅田比奈子 横浜市立瀬ヶ崎小学校 社会
金子　幹夫 神奈川県立三浦初声高等学校 公民科
杉山　美佳 川崎市立橘高等学校 国語
星野　智也 神奈川県立座間総合高等学校 国語
石川　剛士 浦安市立日の出小学校 小学校全科
神尾　啓子 元柏市立富勢小学校
松井　初美 香取市立新島中学校 国語
武藤　和彦 市川市立第二中学校
磯貝真規子 千葉県立匝瑳高等学校 高校（外国語・英語）
大塚　功祐 千葉県立国府台高等学校 地歴公民科（高校）
木村　早苗 茂原北陵高等学校 国語（高校）
瀬和真一郎 松戸市立松戸高等学校 保健体育（高校）
芳賀　裕美 市川市立須和田の丘支援学校 小学校
石田　一元 元甲府市立東小学校 国語（中学）
末木　良一 元甲府市立千代田小学校 国語（中学）
佐藤喜美子 山梨学院短期大学 保育科（中学校教諭時代は国語科）
中村 　　都 静岡市立井宮小学校
伊藤　大介 静岡聖光学院中学校・高等学校 社会科（中学・高校）
塚本 　　学 常葉大学附属常葉中学・高等学校 中学・社会、高校・地歴公民
實石　克巳 静岡県立静岡高等学校 国語
吉川　契子 静岡県立清水西高等学校 理科
鈴木　伸幸 南信教育事務所
青木　一男 長野市立松代小学校 社会科
中澤　美和 上田市立武石小学校 小、中（英）、養
秋山 　　昇 上松町立上松中学校 社会、国語
黒岩理恵子 安曇野市立堀金中学校 国語
中村　和彦 東御市立東部中学校 社会科
春日 雅博 長野県伊那弥生ヶ丘高等学校 地歴・公民
平林　洋一 長野県箕輪進修高等学校 社会
小野　浩史 豊橋市立松山小学校
中井　敏勝 名古屋市立西味鋺小学校 社会
野田　恵美 尾張旭市立城山小学校
脇田 　　恵 一宮市立神山小学校
河村　智美 刈谷市立朝日中学校
岡 　　充彦 名城大学附属高等学校 社会
奥田　宣子 山県市立高富中学校
原田　結花 山県市立高富中学校
細江　隆一 川辺町立川辺中学校 国語
佐藤　宏欣 新潟市教育委員会教育総務課教育政策室 社会
生田　恵子 新潟市立小針小学校
川合　紀子 糸魚川市立西海小学校
古井丸裕三 新潟市立巻北小学校
牛膓　昌克 新潟市立上所小学校
須山　哲也 糸魚川市立糸魚川小学校
関　慎太郎 新潟大学附属長岡小学校
中村 　　康 新潟市立両川小学校 研究主任、総合学習
柳澤　一輝 上越市立宮嶋小学校 社会
山之内朋子 柏崎市立柏崎小学校
津野庄一郎 新潟市立東新潟中学校 社会
若林　靖人 小千谷市立小千谷中学校 社会
蟻塚　宰子 新潟県立新発田商業高等学校
中 　　英美 富山県東部教育事務所 小学校、中学校（国語）
能瀬 　　明 富山県東部教育事務所 中学校（国語）
犀川　敏朗 南砺市立福光南部小学校 小学校、中学校（社会科）
高川　芳昭 南砺市立井波小学校 小学校、中学校（数学科）
多田　敏明 芦原青年の家 理科
笈田　美香 坂井市立磯部小学校 国語
加畑　里奈 福井市安居小学校 小学校
古家　博美 勝山市立村岡小学校 小学校
駒野　俊美 越前町立四ヶ浦小学校 書写、理科、図画工作、保健体育、（中学社会科）
竹内恵美子 福井市殿下小学校
道関　直哉 勝山市立荒土小学校 社会、英語
中谷　幸子 福井市木田小学校
平城　慶彦 美浜町立美浜西小学校
無量小路宗洋 池田町立池田小学校 小学
岡本　浩之 福井市足羽中学校 中学　社会
小林　義尚 越前市万葉中学校 理科
靍野　寛男 敦賀市立東浦中学校
富士　健一 小浜市立小浜第二中学校 社会科
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都道府県名 氏名 勤務先 教科
尾関　一夫 桑名市立修徳小学校
武久　隆弘 伊勢市立早修小学校
田中　基之 玉城町立有田小学校
森田 　　久 四日市市立海蔵小学校
椹木 　　稔 京都市子ども体育館
神﨑　友子 京都教育大学附属桃山中学校 国語
伊吹侑希子 京都学園中学高等学校 国語
橋本　祥夫 京都文教大学こども教育学部
中島　順子 大阪市立海老江東小学校 全教科
吉田　裕紀 大阪府立かわち野高等学校 地歴・公民
植田　恭子 都留文科大学 国語
德永　加代 帝塚山大学教育学部こども教育学科
徳永　祥子 元花園大学 数学
蓮尾　真一 明石市立二見小学校
万壽本寛之 姫路市立青山小学校
吉田　裕美 姫路市立花田小学校
若生　佳久 明石市立大久保小学校
荒木　浩輔 神戸市立山田中学校 中学校
佐伯奈津子 姫路市立朝日中学校 国語（中学）
髙井　浩子 姫路市立大的中学校 社会
近藤　隆郎 神戸山手女子中学校高等学校 社会科
佐々木浩二 兵庫県立網干高等学校 地歴・公民
瀧口 　　梓 兵庫県立川西明峰高等学校 高校　国語
桝田　安史 兵庫県立鳴尾高等学校 高校　国語
高橋　一博 奈良市立六条小学校
谷口　隆紀 奈良市立大安寺小学校
中村　友弥 奈良市立朱雀小学校
挽地　一代 元奈良市立二名小学校
辻村　浩子 奈良市立伏見中学校 国語
二田　貴広 奈良女子大学附属中等教育学校 国語
矢野　佳津 奈良県立奈良養護学校高等部 国語

滋賀県 玉井　　 正 元甲賀市立甲南中学校 社会、数学、教務
西川　厚子 和歌山市教育委員会教育研究所 小学校教育（国語科など）
今田　一里 紀の川市立西貴志小学校 社会
中山　博文 田辺市立鮎川小学校 小学校教育
矢出　大介 ニュージャージー日本人学校 小学校教育
須佐 　　宏 和歌山大学教育学部教職大学院 国語
廣田　巨史 倉敷市立大高小学校
大塚　康広 津山市立北陵中学校 中学校国語
髙橋　恵子 倉敷市立真備中学校 国語
畝岡　睦実 岡山県立岡山南高等学校 国語
辻田　詔子 岡山県立笠岡高等学校 国語（高校）
長野　由知 東広島市教育委員会学校教育部指導課
古谷　修一 広島市立深川小学校
宮里　洋司 三原市立糸崎小学校
坂口　直美 熊野町立熊野中学校 社会
為重　慎一 広島国際学院中学校・高等学校 中学校社会・地歴公民
八松　泰子 元広島市立庚午中学校 社会
堤　隆一郎 安田女子高等学校 地歴・公民
鶴田　輝樹 広島大学附属中・高等学校 社会科　地理歴史科(世界史)
藤田 　　豊 広島県立松永高等学校 国語
山﨑　敏夫 元広陵高等学校 地歴・公民

鳥取県 岩井　克之 元鳥取市立稲葉山小学校
野津　孝明 国立三瓶青少年交流の家 地歴・公民
松浦　和之 出雲市教育委員会教育部
伊藤　雅美 松江市立中央小学校 全教科（音楽、家庭科除く）
孝忠　康裕 松江市立雑賀小学校
陶山　　 昇 大田市立朝波小学校 小学校全般（社会科）
和田　倫寛 松江市立持田小学校
山本　悦生 津和野町立津和野中学校 社会
福間　敏之 島根大学大学院教育学研究科教育実践開発専攻 社会（小学校全科）
岡田　志麻 阿波市立柿原小学校 国語
岩浅 　　牧 阿南市立椿町中学校 国語
藤川　由香 坂出市立東部中学校 国語
前野　勝彦 高松市立香東中学校 数学
今井　互郎 松山市立小野小学校
日野　和子 元西条市立庄内小学校
津吉　優樹 今治市立菊間中学校 中学校社会科
久保　宏樹 愛媛県立新居浜西高等学校 地歴・公民
平井 慎太郎 愛媛県立吉田高等学校
梶原　和美 香南市立佐古小学校
中野こずえ 三原村立三原中学校 国語
安岡　正輝 高知県立高岡高等学校 国語
木村　宏之 飯塚日新館小学校 社会
中野まどか 北九州市立西門司小学校 国語科
森 　　祐洋 那珂川市立那珂川中学校 社会
弓削　淳一 福岡市立香椎第２中学校 社会科
藤野　嘉久 福岡県立宇美商業高等学校 情報、社会、商業
岩﨑　達義 佐賀市立東与賀小学校 小学校
田中　裕子 神埼市立西郷小学校 小学校
光武　正夫 唐津市立肥前中学校 社会
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都道府県名 氏名 勤務先 教科
草野十四朗 活水中学校・高等学校 高校国語
城 　　美博 長崎県立西彼杵高等学校 国語
安井　秀隆 長崎県立長崎南高等学校 地歴・公民
書川　欣也 熊本市教育センター
田中慎一朗 熊本市教育委員会総合支援課 理科
笹原　信二 熊本市立龍田小学校
島田　美彦 苓北町立富岡小学校
廣松　正景 菊陽町立武蔵ヶ丘小学校
濵 　　久人 宇土市立網田中学校
岩﨑　隆尋 熊本県立菊池高等学校
浦崎　勇一 熊本学園大学付属高等学校 公民、情報
白石　学嗣 尚絅高等学校 地歴・公民
佐田　香織 大分県教育庁佐伯教育事務所 小・中学校英語
田辺　玲子 大分県教育センター 中学校国語
永松　芳恵 臼杵市立佐志生小学校 美術
平山　立哉 大分市立津留小学校
塩川　美紀 元日田市立若宮小学校
安東　浩子 豊後高田市立田染中学校 国語
佐藤美登里 竹田市立緑ヶ丘中学校 国語（中学校）
佐藤由美子 大分市立戸次中学校 国語
小坂　吏香 大分県立佐伯豊南高等学校 国語
馬原　祐介 宮崎県教育庁義務教育課 中学社会科
宮本　和典 宮崎県教育庁北部教育事務所 社会科
栗栖　健治 延岡市立南小学校
田﨑　香織 高千穂町立上野小学校 小学校(国語）
伊東　泰彦 日之影町立日之影中学校 社会科
木幡　佳子 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 中学社会
田上　幸雅 宮崎市立赤江東中学校 国語
猪野 　　滋 宮崎第一中学高等学校 社会
永田　清文 鹿児島市教育委員会喜入公民館
尾辻　孝徳 奄美市立手花部小学校
矢野　正浩 志學館中等部・高等部 社会、地歴・公民
池之上博秋 鹿児島県立大島高等学校 地歴公民科
甲斐 　　崇 西原町教育委員会教育総務課指導係 理科
佐久間　洋 恩納村立恩納小学校
宮城　英誉 名護市立大宮小学校 小学校
松田美奈子 沖縄市立コザ中学校 社会科
石川　美穂 興南中学校・高等学校 国語
宮城　通就 沖縄県立辺土名高等学校 社会（高校）
比嘉　美保 沖縄県立桜野特別支援学校 国語科（中学・高校）
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