
 

令和２年度 優秀な教職員の表彰被表彰者 

 
Ｎｏ 学校名・職名・氏名・表彰部門 主 な 実 績 
 
1 
 
 
 

 
川口市立安行東小学校 

 
特別活動主任として全体計画、年間指導計画を見直し、
行事の精選に取り組むなど、組織的・機能的な運営を進
めるとともに、若手教員の指導力向上に貢献している。 
 

教諭   湯澤 竜太 
はつらつ教職員表彰 

2 
 
 
 

上尾市立鴨川小学校 研究主任として、プログラミング的思考を軸とした情報
活用能力の育成に取り組み、全体計画、年間計画、評価
規準を作成しプログラミング教育推進に尽力している。 

教諭   馬場 志保 
はつらつ教職員表彰 

3 
 
 
 

草加市立草加小学校 理科の専門的な知識を生かし指導計画の作成・実践・改
善・振返りを進めるとともに、研究発表会での実践発表
や研修会の指導者など理科教育の充実に貢献している。 

教諭   古卿   聡 
はつらつ教職員表彰 

4 
 
 
 

戸田市立戸田第二小学校 学校教育目標の具現化のため、産官学民と連携を図り、
児童の思考を促す発問と評価の見える化の研究等、アク
ティブ・ラーニングの視点から授業改善を進めている。 

教諭   花野 嘉則 
はつらつ教職員表彰 

5 
 
 
 

朝霞市立朝霞第六小学校 生徒指導主任として、児童の成長に何がベストかを考え
て指導するとともに、不登校ゼロに向けて教職員の共通
理解を図り、迅速で組織的な生徒指導を実践している。 

教諭   丹羽 俊輔 
はつらつ教職員表彰 

6 
 
 
 

志木市立宗岡第二小学校 学校の実態や地域の特性の把握に努め、学校が直面する
課題を明確にして計画的に改革に取り組むなど、職員の
実態に合わせた快適な職場環境づくりに貢献している。 

事務主任 村井 一成 
はつらつ教職員表彰 

7 
 
 
 

桶川市立日出谷小学校 国語科の指導力に優れ、授業のユニバーサルデザイン化
を実践し、他の教員の模範となる授業実践に取り組むと
ともに、校内外で指導的役割を果たしている。 

教諭   加藤 孝人 
はつらつ教職員表彰 

8 
 
 
 

所沢市立上新井小学校 道徳教育推進教師としてリーダーシップを発揮し、自ら
授業を公開したり、指導法や評価について提案したり、
他の教員の資質向上に大きな役割を果たしている。 

教諭   茂木 幸子 
はつらつ教職員表彰 

9 
 
 
 

富士見市立勝瀬小学校 研究主任として課題研究に取り組み、関係機関と連携す
るとともに、見通しを持った計画立案や組織を活かした
実践で同僚の模範となり、研究推進に貢献している。 

教諭   本間 章子 
はつらつ教職員表彰 

10 
 
 
 

坂戸市立城山小学校 道徳的価値について対話し、考えを深め、よりよい生き
方を求めていけるような道徳の特質を踏まえた授業を展
開するとともに、校内外で指導的役割を果たしている。 

教諭   土井 鉄平 
はつらつ教職員表彰 

11 
 
 
 

川島町立つばさ南小学校 
教諭   森田 大輔 
はつらつ教職員表彰 

生徒指導主任として、管理職へ報告・連絡・相談をしな
がら教職員間の連携を図り、共通理解・共通行動で将来
自らの力で人生を切り拓く児童の育成に尽力している。 
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12 
 
 

 
熊谷市立石原小学校 

 
算数主任として、校内研修を積極的に企画し率先垂範す
るとともに、年次研修の講師を務めるなど、若い教員を
育てることにも力を注ぎ、学校力向上に貢献している。 

教諭   淺野 千恵 
はつらつ教職員表彰 
 

13 
 
 
 

行田市立中央小学校 
教諭   柏崎 一男 
はつらつ教職員表彰 

音楽科教育に関して高い指導力を兼ね備えており、器楽
指導や合唱指導に優れ、吹奏楽クラブで県のコンクール
で金賞を受賞するなど音楽教育の発展に貢献している。 

14 加須市立三俣小学校 児童の道徳性を高め、道徳的価値の理解のもと考えを深
める道徳授業を実践し、率先した授業公開や研修会での
指導等を通して、道徳教育推進に貢献している。 

教諭   渡邉 純子 
はつらつ教職員表彰 
 

15 
 
 
 

羽生市立手子林小学校 学校図書館担当として、学校図書館司書と連携して、「児
童が自然と足を運ぶことができる図書館の運営」をテー
マに児童読書活動充実に尽力している。 

教諭   渡邉 千夏 
はつらつ教職員表彰 

16 
 
 
 

三郷市立彦成小学校 体育科において系統性を意識し授業規律を整え運動量
の多い授業を実践して体力向上を図るとともに、その指
導力で学力向上も図り学校の推進力の要となっている。 

教諭   染谷  翼 
はつらつ教職員表彰 

17 
 
 
 

幸手市立行幸小学校 道徳推進教師及び研究主任として、道徳教育を牽引し、 
教育活動全体の別様作成や「授業実践システム」を構築
するとともに、校外でも指導的役割を果たしている。 

教諭   田中 三三子 
はつらつ教職員表彰 

18 
 
 
 

松伏町立松伏第二小学校 ユニバーサルデザインの視点を踏まえた授業づくりや
日常生活における児童との関わり方のポイント等を教
職員に周知し、特別支援教育推進に貢献している。 

教諭   菅原 和佳子 
はつらつ教職員表彰 

19 
 
 

新座市立池田小学校 小中学校の系統性に基づく算数教育を展開し、児童にで
きる喜びを実感させる指導を実践するとともに、若手教
員に適切な指導助言をして人材育成に尽力している。 

教諭   今井 一寿 
れんたつ教職員表彰 
 

20 北本市立中丸小学校 教育相談的手法を生かし、認め合い高め合える学級集団
を育てるとともに、学校運営に参画して若手教員に適切
な指導助言を行うなど、学校力向上にも貢献している。 
 

教諭   輿水 令子 
れんたつ教職員表彰 

21 
 
 
 

東松山市立松山第一小学校 道徳主任として、「道徳だより」により今求められる授
業の在り方を示している。また、教材の共有化を進め、
授業を積極的に公開するなど指導力を発揮している。 

教諭   小林 典子 
れんたつ教職員表彰 

22 
 
 
 

日高市立高萩北小学校 
事務主幹 安藤 和広 
れんたつ教職員表彰 

事務職員として自校の校務運営に主体的・積極的に参画
するとともに、事務の共同実施のリーダーとして市の事
務を改革し、事務の共同処理を力強く推進している。 
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23 
 
 
 

 
越谷市立蒲生第二小学校 

 
学習指導及び学級経営に優れ、児童を伸ばす教育実践を
するとともに、学年経営において教員の特性を的確に把
握し、教員の力を引き出し、チームとしてまとめている。 
 

教諭   山田 敦子 
れんたつ教職員表彰 

24 
 
 
 

宮代町立百間小学校 難聴・言語の通級指導教室の担当として、研修や実践を
重ねて専門的な技術を身に付け、着実に児童の困難さを
改善するなど、特別支援教育の充実に貢献している。 

教諭   染谷 美弥子 
れんたつ教職員表彰 

25 
 
 
 

川口市立北中学校 保健体育科担当として、ねらいを明確にした授業を展開
するとともに、市体力向上推進委員や県中学校体育連盟
役員を務めるなど保健体育教育の推進に尽力している。 

教諭   佐野 秀行 
はつらつ教職員表彰 

26 
 
 
 

鴻巣市立吹上北中学校 英語教育に関する専門性と卓越した指導力を発揮して、
生徒の興味関心や学習意欲を高める授業を展開し、学力
調査が良好な成績となるなど学力向上に貢献している。 

教諭   髙橋 朋子 
はつらつ教職員表彰 

27 
 
 
 

草加市立草加中学校 道徳教育推進者として、道徳教育に対する教職員の意識
を高め、共通理解を深めるとともに、草加市全体の道徳
における授業改善と若手の指導力向上に貢献している。 

教諭   齋藤 紀子 
はつらつ教職員表彰 

28 
 
 
 

所沢市立北野中学校 文部科学省や県の各種委員に名前を連ねて活躍するな
ど英語教育の指導的役割を果たしており、温かい言葉で
指導助言する姿は校内外の教職員の模範となっている。 

教諭   東村 広子 
はつらつ教職員表彰 

29 
 
 
 

入間市立野田中学校 研究主任として、学校独自の学習支援サイトを立ち上
げ、多くの動画を配信するとともに、民間企業と連携し
てICT活用の提案をするなど、ICT教育に貢献している。 

教諭   浅見 浩佑 
はつらつ教職員表彰 

30 
 
 
 

毛呂山町立毛呂山中学校 教務主任として円滑に仕事ができるよう計画を立案し、
自らも率先して動き、真摯に努力する姿が若手教員の模
範となり、風通しの良い職場づくりに貢献している。 

教諭   柳井 孝二 
はつらつ教職員表彰 

31 
 
 
 

本庄市立本庄東中学校 英語科の指導に優れ全国学力・学習状況調査で全国平均
を大きく上回る実績をあげるなど生徒の学力向上を図
るとともに、若手教員の指導力向上にも尽力している。 

教諭   岡 真理子 
はつらつ教職員表彰 

32 
 
 
 

深谷市立幡羅中学校 陸上競技部を熱心に指導し、生徒の意欲を高め、能力を
伸ばし、県・全国レベルの選手を育成するとともに、強
化委員を務めるなど県の陸上競技を牽引している。 

教諭   田端 和輝 
はつらつ教職員表彰 

33 
 
 
 

久喜市立久喜東中学校 音楽科教員として、豊富な知識と技能を駆使した授業を
行い音楽好きな生徒の育成に取り組むとともに、吹奏楽
部では、演奏技術と豊かな心の育成にも尽力している。 

教諭   秀嶋 矩子 
はつらつ教職員表彰 
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34 
 
 

八潮市立八幡中学校 英語科担当として、４技能のバランスのとれたコミュ
ニケーション能力の育成を目標に県英語教育研究会主
催の授業をするなど英語教育の充実に尽力している。 
 

教諭   宇田 記子 
はつらつ教職員表彰 

35 
 
蓮田市立平野中学校 国語科の担当として学び合いの授業で学力を向上させ

るとともに、市国語学力向上推進委員として自身の取組
を毎年市内へ発信するなど校内外で活躍している。 

教諭   田村 智美 
はつらつ教職員表彰 
 

36 上尾市立東中学校 学年主任として学年教員に寄り添いながら指導助言を
するとともに、企画委員として学校運営にも積極的に
参画し、目指す学校像具現化の推進力となっている。 
 

教諭   石川 昭伸 
れんたつ教職員表彰 

37 
 
 
 

川越市立南古谷中学校 音楽科担当として、歌唱や器楽、創作のいずれにおいて
も生徒の力を伸ばすとともに、吹奏楽部の指導で県大会
や西関東大会等に出場するなど成果をあげている。 

教諭   阿部 洋子 
れんたつ教職員表彰 

38 
 
飯能市立美杉台中学校 学年経営・教科経営ともに、一人一人の生徒を大切にし、

一人一人を伸ばそうとする情熱が他の教職員の模範と
なっており、若手教員の育成に多大な貢献をしている。 

教諭   木下 智美 
れんたつ教職員表彰 
 

39 滑川町立滑川中学校 LGBT教育やがん教育など保健指導の今日的課題に積極
的に取り組むとともに、悩み事や健康に関する相談に
適切に対応するなど、学校経営の一翼を担っている。 

養護教諭 市川 優 
れんたつ教職員表彰 
 

40 
 
 
 

熊谷市立江南中学校 学校事務共同実施の推進役として地域の協働体制づく
りに大きく貢献するとともに、高い使命感を持って指導
助言をするなど地域の事務職員の育成に尽力している。 

事務主幹 長島 正浩 
れんたつ教職員表彰 

41 
 
 
 

小鹿野町立小鹿野中学校 国語科の担当として、主体的・対話的で深い学びを目指
した授業に積極的に取り組むとともに、研究主任として
研究実践をリードするなど指導的役割を果たしている。 

教諭   佐藤 典靖 
れんたつ教職員表彰 

42 
 
 
 

県立不動岡高等学校 分掌主任として「総合的な学習／探究の時間」を主導し、
多方面で成果をあげた。新教育課程編成や文部科学省の
指定事業においても校内の中心的な役割を果たした。 
 

教諭   松本 直樹 
はつらつ教職員表彰 

43 
 
 
 

県立草加西高等学校 将来構想を検討する「草西ビジョン検討チーム」のチー
フとして積極的に学校運営に関わり、部活動でも成果を
上げるなど、学校教育目標の具現化に大きく貢献した。 

教諭   蓮見 勇人 
はつらつ教職員表彰 

44 
 
 
 

県立八潮南高等学校 特別支援教育コーディネーターとして「県立高校通級指
導研究事業」モデル校の取組を牽引し、先行事例のほと
んどない研究の推進に大きく貢献し、成果をあげた。 

教諭   鈴木 久就 
はつらつ教職員表彰 
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45 
 
 
 

 
県立杉戸農業高等学校 

 
商品開発など多岐に渡る地域との協働により、生徒の活
躍の場を増やし、もって生徒の自己肯定感や学ぶ意欲を
高めた。地域に根ざした学校づくりに大きく貢献した。 

教諭   奧田 文子 
はつらつ教職員表彰 

46 
 
 
 

県立所沢西高等学校 主任司書として教科指導における図書館利用を推進、さ
らに生徒が主体的に利用できる図書館環境の整備や図
書委員会の活性化で生徒の能力を最大限に引き出した。 

主任司書 長部 育子 
はつらつ教職員表彰 

47 
 
 
 

県立不動岡高等学校 教育課程委員長として、新教科「リベラルアーツ」「未
来探究」を含む新教育課程の編成から実施に向けて教員
の意識改革に努め、学校教育目標の具現化に寄与した。 

教諭   小林 小百合 
れんたつ教職員表彰 

48 県立松山女子高等学校 教務主任として、教育課程編成、学力向上・授業改善、
若手育成等で学校全体の教育力を高め、常に職員間の共
通認識を図りながら積極的に教育課題に取り組んだ。  

教諭   江口 千佳子 
れんたつ教職員表彰 
 

49 県立所沢高等学校 化学の教員としての高い専門性と知識を活かし、地域活
動である「ＫＩＺＵＮＡ活動」における公開講座の実施
など、地域との協働、開かれた学校づくりに貢献した。 

教諭   榎元 俊介 
れんたつ教職員表彰 
 

50 
 
 
 

県立川越総合高等学校 学年主任・分掌主任として、若手の育成や中堅教員の職
能開発に努め、部活動においても成果を上げるなど、目
指す学校像や学校教育目標の具現化に大きく寄与した。 

教諭   山田 紀之 
れんたつ教職員表彰 

51 
 
 
 

県立熊谷西高等学校 書道の教員として高い指導力を有し、ＩＣＴ機器活用や
協調学習等の授業改善に積極的に取組み、生徒の技能と
創造性を伸ばし、本県書道教育に大きく貢献した。 

教諭   初雁 澄夫 
れんたつ教職員表彰 

52 
 
 
 

県立越谷特別支援学校 教務主任として、企画委員会の２部構成化・学部間交流
の実施・会議日程の効率化など、組織的な業務改善を推
進し、学校組織運営の中心的な担い手として活躍した。 

教諭   齊藤 可奈子 
はつらつ教職員表彰 

53 
 
 
 

県立越谷西特別支援学校 栄養教諭として、障害のある児童生徒のための調理方法
の工夫、調理体験学習やクイズ出題等で食育を推進し、
学校給食の観点からの学校経営に大きく貢献した。 

栄養教諭 冨永 ゆう 
はつらつ教職員表彰 

54 
 
 
 

県立越谷特別支援学校 教育実践に高い専門性を有し、地域のネットワーク研修
会や情報交換会等を主催、各校の課題解決のサポートも
行うなど、特別支援教育の質の向上に大いに貢献した。 

教諭   海老沢 ひとみ 
れんたつ教職員表彰 

55 
 
 
 

県立けやき特別支援学校 特別支援教育コーディネーターとして、病気療養児及び
保護者への支援のほかに、専門職への援助や病弱教育の
理解啓発など、特別支援教育の推進に大きく寄与した。 

教諭   竹村 由香理 
れんたつ教職員表彰 

56 
 
 
 

県立熊谷特別支援学校 特別支援教育コーディネーターとして、地域の教育・福
祉機関等からの要請を受け、適切な支援に導く相談や資
質向上の研修会を開催するなど、大きな成果を上げた。 

教諭   金澤 範明 
れんたつ教職員表彰 

 


