
令和元年度東京都教育委員会職員表彰被表彰者名簿

番号 学校名 職名 氏名 主な取組

1 八王子市立松が谷小学校 教諭 古屋　俊貴 特別支援教育の推進

2 武蔵村山市立第七小学校 栄養教諭 吉村　康佑 食育の推進

番号 学校名 職名 氏名 主な取組

1 文京区立文林中学校 教諭 鶴山　裕有未 外国語教育の推進

2 葛飾区立亀有中学校 教諭 生井　晋太郎 学習・生徒指導及び校内研修の推進

番号 学校名 職名 氏名 主な取組

1 東京都立足立東高等学校 教諭 山田　琴美 理科教育及び生徒・部活動指導の推進

2 東京都立八丈高等学校 教諭 岸　愛乃 家庭科教育及び部活動指導の推進

3 東京都立千歳丘高等学校 教諭 中村　里津也 学校経営への参画及び生徒指導への貢献

4 東京都立稔ヶ丘高等学校 主任教諭 犬塚　奈保子 理科教育及び部活動指導の推進

5 東京都立町田総合高等学校 教諭 近　美咲 国語教育及び生徒・部活動指導の推進

6 東京都立農業高等学校 教諭 谷野　晴樹 家庭科教育及び教科研究の推進

7 東京都立秋留台高等学校 教諭 山田　修 学校運営の推進及び人材育成への貢献

番号 学校名 職名 氏名 主な取組

1 東京都立足立特別支援学校 教諭 中條　孝美 授業改善及び授業力向上への貢献

2 東京都立中野特別支援学校 教諭 原澤　良輔 学習指導及び地域連携の推進

3 東京都立志村学園 教諭 高橋　みちな 学校運営への貢献及び教科・部活動指導の推進

4 東京都立八王子東特別支援学校 教諭 山田　梨紗 読書活動の推進

（２）教職員

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 文京区立千駄木小学校 主幹教諭 田畑　朋恵 国語教育及び生活指導の充実

2 文京区立本郷小学校 主任教諭 伊沢　弘通 音楽科教育の推進

3 文京区立湯島小学校 主幹教諭 藤田　寛樹 情報モラル及びプログラミング教育の推進

4 台東区立千束小学校 主幹教諭 深澤　和比古 学校運営の推進

5 江東区立豊洲北小学校 主幹教諭 浅見　朝枝 算数科教育の推進

6 杉並区立桃井第五小学校 主幹教諭 田中　博司 特別支援教育の推進

7 荒川区立第一日暮里小学校 主幹教諭 石川　大輔 算数科教育の推進

8 板橋区立志村第一小学校 主任教諭 硲　充史 校内外の校内研究・授業改善の推進

9 葛飾区立上平井小学校 主幹教諭 小井土　円香 体育科教育の推進

10 葛飾区立上千葉小学校 主任教諭 加藤　みき子 新聞教育の推進

１　個人表彰

（１）教職員（立志賞）

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

小学校
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11 八王子市立七国小学校 主任教諭 今野　美穂子 英語教育の推進

12 小金井市立東小学校 指導教諭 田上　由紀子 道徳科教育の推進

13 清瀬市立清瀬第七小学校 主任養護教諭 須山　望 保健教育の推進

14 武蔵村山市立第八小学校 主幹教諭 椎野　祐史 算数科教育の推進を軸とした学校運営の充実

15 武蔵村山市立雷塚小学校 指導教諭 吉岡　明子
特別支援教育コーディネーターとしての学校経営
への貢献

16 西東京市立住吉小学校 主幹教諭 栗原　光世 特別支援教育の推進

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 文京区立第九中学校 主幹教諭 土屋　純一 数学科教育の推進

2 台東区立上野中学校 主幹教諭 横澤　康友 数学科教育の推進

3 台東区立御徒町台東中学校 主幹教諭 山川　幸伸 生徒指導・学校運営の推進

4 江東区立亀戸中学校 主幹教諭 児玉　聡 保健体育科教育の推進

5 渋谷区立上原中学校 主幹教諭 関　富美雄 ＩＣＴ教育の推進

6 杉並区立向陽中学校 主幹教諭 菅原　幸弘 教育課題研究の推進

7 豊島区立千登世橋中学校 指導教諭 伊地知　義信 英語科教育の推進

8 荒川区立南千住第二中学校 主任教諭 澤田　真樹子 防災教育の推進

9 板橋区立西台中学校 主任教諭 服部　智恵 英語科教育の推進

10 国分寺市立第一中学校 指導教諭 相沢　秀和 英語教育の充実

11 福生市立福生第二中学校 指導教諭 寺沢　陽子 英語教育の推進及び授業改善

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立両国高等学校 指導教諭 布村　奈緒子 英語教育の推進

2 東京都立千早高等学校 主幹教諭 親泊　寛昌 キャリア教育の推進

3 東京都立日比谷高等学校 指導教諭 荻野　大吾 数学科教育の推進

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立光明学園 主幹教諭 大山　衣絵 特別支援教育の推進

2 東京都立鹿本学園 主任教諭 小野寺　拓 持続可能な社会づくりに向けた教育の推進

3 東京都立大塚ろう学校 主任教諭 海保　和代 学校運営及び特別支援教育の推進

4 東京都立志村学園 指導教諭 夏目　理香 特別支援教育の推進

5 東京都立石神井特別支援学校 指導教諭 海老澤　穣 特別支援学校におけるICT教育の推進

6 東京都立町田の丘学園 主任教諭 菱沼　陽土女 人命救助（善行）

中学校

高等学校

特別支援学校
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（３）管理職

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 千代田区立お茶の水小学校 校長 太田　耕司 学校経営、教育の情報化の推進

2 港区立笄小学校 校長 石井　卓之 学校経営、生活指導の推進

3 新宿区立鶴巻小学校 校長 勝沼　康夫 学校経営

4 台東区立浅草小学校 校長 大石　京子 学校経営

5 墨田区立外手小学校 校長 新村　出 学校経営

6 品川区立城南小学校 校長 中嶋　英雄 学校経営

7 大田区立東調布第一小学校 校長 鳥居　洋子 学校経営

8 世田谷区立笹原小学校 校長 後藤　真司 学校経営

9 世田谷区立経堂小学校 校長 小宮　豊 学校経営、世田谷区立小学校長会会長

10 渋谷区立神南小学校 校長 染谷　由之 学校経営、道徳教育の推進

11 渋谷区立笹塚小学校 校長 荒木　憲秀 学校運営の推進

12 豊島区立仰高小学校 校長 新井　裕
学校経営、安全教育の推進、豊島区立小学校長会
会長

13 北区立王子小学校 校長 戸倉　務 学校経営

14 板橋区立金沢小学校 校長 赤木　勲 学校経営、教育会の改善と充実

15 足立区立大谷田小学校 校長 相澤　貞惠 学校経営

16 葛飾区立葛飾小学校 校長 牧野　昭太郎 学校経営、葛飾区立小学校長会会長

17 八王子市立第三小学校 校長 清水　俊幸 学校経営

18 武蔵野市立第五小学校 校長 嶋田　晶子 学校経営

19 三鷹市立第一小学校 校長 仲光　秀城 学校経営

20 昭島市立武蔵野小学校 校長 岡部　操 学校経営

21 国立市立国立第七小学校 校長 大山　紀子 学校経営

22 福生市立福生第五小学校 校長 松下　正代 学校経営

23 武蔵村山市立第三小学校 校長 前川　潤 学校経営

24 多摩市立多摩第一小学校
校長

（統括校長）
岡　芳弘

学校経営、持続可能な社会づくりに向けた教育の
推進

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 新宿区立新宿中学校 校長 片倉　元次 学校経営

2 文京区立音羽中学校 校長 本郷　光一 学校経営、スポーツ活動の推進

3 文京区立第六中学校 校長 小椋　孝 学校経営、教育行政、文京区立中学校長会会長

4 江東区立深川第三中学校 校長 武井　勝久
地域と連携した学校経営の推進、江東区立中学校
長会会長

5 大田区立田園調布中学校 校長 木﨑　正和 学校経営

6 中野区立中野東中学校 校長 田代　雅規 学校経営、中野区立中学校長会会長

7 北区立王子桜中学校
校長

（統括校長）
吉原　健 学校経営

8 板橋区立赤塚第二中学校
校長

（統括校長）
荒井　秀樹 学校経営

小学校

中学校
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9 練馬区立大泉第二中学校 校長 関　基雄 学校経営、人権教育の推進

10 葛飾区立立石中学校 校長 黒澤　晴男 学校経営、葛飾区立中学校長会会長

11 江戸川区立小松川第二中学校
校長

（統括校長）
横澤　広美 学校経営、江戸川区立中学校長会会長

12 八王子市立七国中学校 校長 川島　清美 学校経営、八王子市立中学校長会会長

13 立川市立立川第二中学校 校長 飯田　芳男 学校経営、立川市立中学校長会会長

14 青梅市立第一中学校
校長

（統括校長）
儘田　文雄 学校経営

15 府中市立府中第一中学校
校長

（統括校長）
森岡　耕平 学校経営

16 日野市立日野第二中学校 校長 石川　晴一 学校経営

17 日野市立三沢中学校
校長

（統括校長）
石村　康代 学校経営

18 狛江市立狛江第三中学校 校長 亀澤　信一 学校経営

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立昭和高等学校
校長

（統括校長）
奥秋　將史 学校経営

2 東京都立新宿高等学校
校長

（統括校長）
加藤　隆 学校経営

3 東京都立墨田川高等学校
校長

（統括校長）
坂　光司 学校経営

4 東京都立国分寺高等学校
校長

（統括校長）
糸井　一郎 学校経営

5 東京都立桐ヶ丘高等学校
校長

（統括校長）
川原　博義 学校経営

6 東京都立東村山高等学校
校長

（統括校長）
川瀬　徹 学校経営

7 東京都立田柄高等学校
校長

（統括校長）
栃倉　和則 学校経営

8 東京都立多摩科学技術高等学校 校長 白鳥　靖 学校経営

9 東京都立板橋高等学校 副校長 降幡　高志 学校運営（指導力向上）の推進

10 東京都立科学技術高等学校 校長 早川　信一 学校経営

11 東京都立本所高等学校 校長 堀切　哲弥 学校経営

12 東京都立戸山高等学校
校長

（統括校長）
布施　洋一 学校経営

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立永福学園 副校長 三谷　保 特別支援教育の推進

2 東京都立大塚ろう学校
校長

（統括校長）
朝日　滋也 学校経営、特別支援教育の推進

3 東京都立光明学園
校長

（統括校長）
田村　康二朗 学校経営、特別支援教育の推進

高等学校

特別支援学校
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1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

いじめ防止対策の推進

大田区立大森第六中学校 持続可能な社会づくりに向けた教育の推進

道徳科指導の推進

板橋区立成増ヶ丘小学校 プログラミング教育の推進

杉並区立天沼小学校 プログラミング教育の推進

荒川区立第二日暮里小学校 プログラミング教育の推進

学校・グループ名 主たる功績

文京区立文林中学校 「主体的・対話的で深い学び」に関する研究

目黒区立第八中学校

２　団体表彰

小学校

学校・グループ名 主たる功績

羽村市立松林小学校 人権教育の推進

中学校

狛江市立学校共同事務室 教員の働き方改革の実現

杉並区立久我山小学校

府中市立府中第四中学校合唱部 学校・地域に貢献する部活動の推進

武蔵村山市立第三中学校 ＮＩＥ教育の推進

八王子市立第六中学校 体力向上
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