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埼玉県高等学校教育課程編成要領改訂協力委員名簿等 

◎は委員長，○は副委員長，部会長 

所属校及び職名は平成 31 年３月現在 

〈委  員〉 

１ 総則部会 

◎髙田 直芳  県立浦和第一女子高等学校長 

 鴨志田新一  県立蕨高等学校教頭 

 榎本 貴一  県立桶川西高等学校教頭 

 藤岡  修  県立八潮南高等学校教頭 

 小島 貴裕  県立浦和高等学校主幹教諭 

 舩津 忠正  県立川口工業高等学校主幹教諭 

 磯部 友喜  県立蕨高等学校教諭 

 平井 利久  県立本庄高等学校教諭 

 弘津 次久  県立朝霞高等学校教諭 

２ 国語部会 

○遠藤 修平  県立伊奈学園総合高等学校長 

 小秋元美弥子 県立久喜高等学校教頭 

 天野 拓也  県立羽生第一高等学校教諭 

 関  一樹  県立越谷西高等学校教諭 

 小菅 洋之  県立浦和第一女子高等学校教諭 

 浅見 和寿  県立松山高等学校教諭 

 東  知則  県立浦和高等学校教諭 

３ 地理歴史部会 

○浅海 純一  県立秩父高等学校長 

 中村 修二  県立伊奈学園総合高等学校教頭 

 多田万里子  県立熊谷西高等学校教諭 

 下川  隆  県立浦和第一女子高等学校教諭 

 文田 達也  県立桶川西高等学校教諭 

 福島  巌  県立蓮田松韻高等学校教諭 

 水村 晃輔  県立川越高等学校教諭 

 大野 直知  県立松山高等学校教諭 

４ 公民部会 

○関口 恭裕  県立川越女子高等学校長 

 遠藤 智久  県立所沢北高等学校教頭 

 長島 隆行  県立大宮高等学校教諭 

 豊岡 寛行  県立八潮南高等学校教諭 

 木下 真介  県立所沢北高等学校教諭 

 山中  明  県立浦和高等学校教諭 

５ 数学部会 

○鈴木 徹也  県立春日部女子高等学校長 

 斉藤 俊晃  県立狭山緑陽高等学校教頭 

 吉田 真弓  県立松山女子高等学校教諭 

 曽根  剛  県立浦和第一女子高等学校教諭 

 嶋村元太郎  県立吉川美南高等学校教諭 

 木戸 俊吾  県立浦和高等学校教諭 

 大島 和重  県立春日部高等学校教諭 

 

６ 理科部会 

○加藤 秀昭  県立秩父農工科学高等学校長 

 蓮見 法人  県立岩槻北陵高等学校教頭 

 荒木美菜子  県立川越女子高等学校教諭 

 長沢 博貴  県立寄居城北高等学校教諭 

 伊藤  良  県立上尾南高等学校教諭 

 佐藤 太基  県立久喜北陽高等学校教諭 

 飯田 和明  県立浦和東高等学校教諭 

７ 保健体育部会 

○加賀谷貴彦  県立大宮東高等学校長 

 相坂 賢将  県立川口青陵高等学校教頭 

 齋藤 優気  県立大宮東高等学校教諭 

 塚田 智宏  県立上尾高等学校教諭 

 益子 倫行  県立久喜高等学校教諭 

 福島 直史  県立羽生高等学校教諭 

８ 芸術部会 

○田中 洋安  県立大宮光陵高等学校長 

 金子 典之  県立川越工業高等学校副校長 

 櫻井  寛  県立熊谷高等学校教諭 

 松下  俊  県立大宮光陵高等学校教諭 

 原島 秀行  県立浦和高等学校教諭 

 山下  剛  県立志木高等学校教諭 

 半山 修平  県立所沢北高等学校教諭 

９ 外国語部会 

○小島 克也  県立浦和高等学校長 

 柴崎 隆史  県立川口北高等学校教頭 

 嶋津 昌吾  県立浦和商業高等学校教諭 

 野澤 澄子  県立熊谷高等学校教諭 

 世古口 淳  県立鶴ヶ島清風高等学校教諭 

 吉田 友樹  県立伊奈学園総合高等学校教諭 

10 家庭部会 

○宮  敦子  県立新座総合技術高等学校長 

 奥  千加  県立秩父農工科学高等学校副校長 

 原口真理子  県立北本高等学校教諭 

 平岩 浩子  県立春日部高等学校教諭 

 後藤亜理紗  さいたま市立浦和高等学校教諭 

11 情報部会 

○松本 英和  県立皆野高等学校長 

 山本 哲也  県立進修館高等学校教頭 

 平川 貴之  県立川越初雁高等学校教諭 

 春日井 優  県立川越南高等学校教諭 
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12 理数部会 

○武内 道郎  県立熊谷高等学校長 

 鈴木 雅道  県立不動岡高等学校教頭 

 武正健太郎  県立志木高等学校教諭 

 澤田 行弘  県立秩父高等学校教諭 

 大谷 奈央  県立浦和第一女子高等学校教諭 

 永井 良介  県立児玉高等学校教諭 

 富樫 民樹  県立浦和工業高等学校教諭 

13 農業部会 

○梅澤  仁  県立川越総合高等学校長 

 島田  泉  県立熊谷農業高等学校教頭 

 山本 裕夫  県立熊谷農業高等学校教諭 

 山﨑 友昭  県立杉戸農業高等学校教諭 

 福島 博喜  県立児玉白楊高等学校教諭 

 鈴木 美保  県立杉戸農業高等学校教諭 

14 工業部会 

○宮原  浩  県立大宮工業高等学校長 

 寺田 貢紀  県立狭山工業高等学校教頭 

 竹前 泰治  県立大宮工業高等学校主幹教諭 

 眞中 敦史  県立久喜工業高等学校主幹教諭 

 秋庭 英雄  県立新座総合技術高等学校教諭 

 大橋  亨  県立大宮工業高等学校教諭 

 高橋  彰  県立川越工業高等学校教諭 

15 商業部会 

○峰  稔浩  県立深谷商業高等学校長 

 野口 剛志  県立吉川美南高等学校副校長 

 德江 基季  県立岩槻商業高等学校主幹教諭 

 渡邉 義之  県立鴻巣高等学校教諭 

 松本 泰雅  県立吉川美南高等学校教諭 

16 専門家庭部会 

○市村 洋子  県立越谷総合技術高等学校長 

 須田 敦子  県立鴻巣女子高等学校教諭 

 小久保聡子  県立新座総合技術高等学校教諭 

 里見香代子  県立越谷総合技術高等学校教諭 

17 看護部会 

○島村 圭一  県立常盤高等学校長 

 大川 尚子  県立上尾特別支援学校教頭 

 高木 邦子  県立常盤高等学校主幹教諭 

 伊藤 栄子  県立常盤高等学校教諭 

18 専門情報部会 

○清水 雅己  県立川越工業高等学校長 

 田中 克典  県立新座総合技術高等学校教頭 

 高橋 秀夫  県立川口工業高等学校教諭 

 酒井 一英  県立久喜工業高等学校教諭 

 

 

 

 

19 福祉部会 

○中村  篤  県立誠和福祉高等学校長 

 塚原 昌代  県立誠和福祉高等学校教頭 

 中嶋 芳乃  県立誠和福祉高等学校教諭 

 安松 耕司  県立滑川総合高等学校教諭 

20 理数部会 

○𠮷岡 靖久  さいたま市立大宮北高等学校長 

 木村  真  県立浦和北高等学校教頭 

 木下 智文  県立大宮高等学校教諭 

 丹治 太郎  県立松山高等学校教諭 

 大橋健次郎  県立越谷北高等学校教諭 

 山本 英男  県立熊谷西高等学校教諭 

 渡辺 祐太  県立所沢北高等学校教諭 

 山﨑  崇  県立越谷北高等学校教諭 

21 体育部会 

 小村  純  県立所沢高等学校教頭 

 関口  衛  県立進修館高等学校教諭 

 松尾 恵理  県立庄和高等学校教諭 

22 音楽部会 

 小川  慎  県立松伏高等学校教頭 

 荒舩 睦美  県立松伏高等学校主幹教諭 

 國弘 雅也  県立川越高等学校教諭 

23 美術部会 

 矼  秀年  さいたま市立浦和高等学校教頭 

 関口  浩  県立芸術総合高等学校教諭 

 南島 和也  県立大宮光陵高等学校教諭 

24 書道部会 

○新井 和徳  県立川口青陵高等学校長 

 宮島 恭子  県立大宮光陵高等学校教諭 

 石田 裕也  県立大宮光陵高等学校教諭 

25 英語部会 

○桑原  浩  県立芸術総合高等学校長 

 関根 憲夫  県立進修館高等学校副校長 

 山田 芳夫  県立川口高等学校教諭 

 林  幸伸  県立越ヶ谷高等学校教諭 

 髙橋 晋一  県立春日部女子高等学校教諭 

26 総合的な探究の時間部会 

○小出 和重  県立川口東高等学校長 

 中山 厚志  県立北本高等学校教頭 

 野澤 優太  県立浦和高等学校教諭 

 佐藤美友貴  県立川越初雁高等学校教諭 

 田島真里奈  県立日高高等学校教諭 

27 特別活動部会 

○内田  靖  県立吉川美南高等学校長 

 堀口 利樹  県立小川高等学校教頭 

 筧 美和子  県立春日部女子高等学校教諭 

 金子 英希  県立越谷西高等学校教諭 
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〈幹  事〉 

高校教育指導課 

 課長          上原 一孝 

 教育指導幹       石川  薫 

 主幹兼主任指導主事   杉田 和明 

 指導主事        髙井  潤 

 指導主事        岡田 直人 

 指導主事        中村 美穂 

 指導主事        前田 雄太 

 指導主事        岡田 祐二 

 指導主事        大久保貴章 

 指導主事        若林  剛  

 指導主事        發智 祐助 

 指導主事        桒名裕美子 

 指導主事        渡部  剛 

 指導主事        古川 智大 

 指導主事        高相 恵美 

 指導主事        鈴木  誠 

 指導主事        神沢 隆男 

 指導主事        金田  智 

 指導主事        山盛 敦子 

 指導主事        髙橋 正行 

 指導主事        田島 慎吾 

 指導主事        田辺 浩規 

 指導主事        松下 史郎 

 指導主事        松下奈緒子 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立学校人事課 

 学校管理幹       青木 孝夫 

 学校評価幹       坂上  節 

 管理主事        重竹 雅行 

 管理主事        鯨井 智巳 

 

保健体育課 

 指導主事        田崎 雅大 

 

県立総合教育センター 

 指導主事兼所員     田辺  博 

 指導主事兼所員     飯塚 正美 

 指導主事兼所員     大屋 聡佐 

 指導主事兼所員     山村 宏幸 

 指導主事兼所員     柿澤 康明 

 指導主事兼所員     篠田 俊文 

 指導主事兼所員     福田 哲也 

 指導主事兼所員     野辺 純利 

 指導主事兼所員     木村 敏規 

 指導主事兼所員     大塚 幸誠 

 指導主事兼所員     山内 基弘 

 指導主事兼所員     中村 直央 


