
 埼玉県優秀な教職員の表彰 

      はつらつ教職員表彰部門 

         れんたつ教職員表彰部門 

                  

 令和３年度 埼玉県優秀な教職員の表彰者が決定

しました。   

 今回は、１１８人が候補者として推薦され、選考

の結果、５５人(小学校２５人、中学校１５人、高等

学校１２人、特別支援学校３人)の教職員が埼玉県教

育委員会表彰を受けました。 

 

＜小学校＞ 

 

 

 ＜中学校＞ 

 

 

学校名 職名 氏名（表彰部門） 分野等 

川口・並木小 教諭 諏訪 真宣（は） 各教科（体育） 

蕨・中央小 教諭 遠藤 雄也（は） 校務分掌（研修主任） 

戸田・喜沢小 教諭 相墨  恵（は） 生徒指導 

草加・両新田小 教諭 江川 慶子（は） 各教科（算数） 

上尾・上平小 教諭 飯島 幸司（は） 各教科（外国語） 

伊奈・小室小 教諭 廿樂  博（は） 特別活動 

狭山・入間川小 教諭 荒幡 知絵（は） 特別の教科 道徳 

入間・扇小 養護教諭 青木真知子（は） 保健教育・保健管理、保健室経営 

富士見・針ヶ谷小 教諭 金子 純一（は） 各教科（社会） 

三芳・唐沢小 教諭 大山 裕也（は） 各教科（体育） 

川島・中山小 教諭 小林 義知（は） 学年・学級経営 

日高・高萩北小 教諭 武田 由里（は） 特別活動 

滑川・福田小 教諭 桧田 真理（は） 特別の教科 道徳 

深谷・本郷小 教諭 髙𣘺 尚希（は） 生徒指導 

神川・丹荘小 教諭 辻󠄀村 洋志（は） 特別活動 

羽生・羽生北小 教諭 石原 良介（は） 特別活動 

八潮・大原小 教諭 関根 紀子（は） 校務分掌（研修主任） 

久喜・菖蒲東小 教諭 星野 仁志（は） 各教科（音楽） 

白岡・白岡東小 教諭 和久 展大（は） 特別活動 

三郷・丹後小 教諭 柴井 智史（は） 各教科（体育） 

久喜・青毛小 教諭 西潟 諒介（は） 校務分掌（研修主任） 

川口・安行小 栄養教諭 駒崎由紀子（れ） 学校給食 

鴻巣・小谷小 事務主幹 柳瀬 朗子（れ） 学校事務 

蓮田・黒浜南小 養護教諭 田中亜紀子（れ） 保健教育・保健管理、保健室経営 

越谷・大袋東小 教諭 関根 啓明（れ） 校務分掌（教務主任） 

 

※氏名の後の 

（は）は「はつらつ教職員表彰部門」を 

（れ）は「れんたつ教職員表彰部門」を表します。 

 

学校名 職名 氏名（表彰部門） 分野等 

草加・両新田中 教諭 三浦 憲子（は） 各教科（家庭） 

新座・第四中 教諭 印南 佐代（は） 各教科（外国語） 

和光・第二中 教諭 森下 泰廉（は） 各教科（数学） 

新座・第二中 教諭 大堀 由希（は） 各教科（理科） 

川越・高階中 事務主幹 上原 克史（は） 学校事務 

所沢・所沢中 教諭 藤井  天（は） 各教科（数学） 

飯能・奥武蔵中 教諭 根岸 宏行（は） その他（ICT） 

ふじみ野・大井中 事務主査 庄司 秀人（は） 学校事務 

秩父・秩父第一中 事務主幹 横塚 雅美（は） 学校事務 

深谷・幡羅中 教諭 井上 雅彦（は） 各教科（数学） 

熊谷・大幡中 教諭 島村  勲（は） 各教科（社会） 

春日部・飯沼中 教諭 一條亜津子（は） 各教科（家庭） 

春日部・武里中 教諭 小谷 勇人（は） 各教科（社会） 

越谷・大袋中 教諭 新井 美智（は） 各教科（美術） 

川越・富士見中 養護教諭 今福 博子（れ） 保健教育・保健管理、保健室経営 

 

＜高等学校＞ 

学校名 職名 氏名（表彰部門） 分野等 

不動岡高校 教諭 山下 泰寛（は） 各教科（外国語） 

杉戸高校 教諭 豊田喜美子（は） 学校教育目標の具現化 

所沢高校 教諭 神谷 一彦（は） 地域との協働 

川越初雁高校 教諭 能㔟 正弘（は） 生徒指導 

大宮東高校 教諭 齋藤 優気（は） 各教科（保健体育） 

鳩ヶ谷高校 主任司書 中山 淳子（は） その他（図書室経営） 

春日部女子高校 教諭 筧 美和子（れ） 各教科（国語） 

不動岡高校 教諭 橋本 雅文（れ） 進路指導 

和光国際高校 教諭 山崎  勝（れ） 各教科（外国語） 

川越工業高校 教諭 市川 裕一（れ） その他(地域連携) 

川口北高校 教諭 福元 健二（れ） 校務分掌（教務主任） 

熊谷工業高校 教諭 和氣 政文（れ） そ の 他 （ 国 家 資 格 取 得 指 導 ） 

 

＜特別支援学校＞ 

学校名 職名 氏名（表彰部門） 分野等 

本庄特別支援学校 教諭 井章一郎（は） 校務分掌（学部主事） 

川 島 ひ ば り が 丘 特 別 支 援 学 校 教諭 和田喜代美（れ） 自立活動 

上 尾 か し の 木 特 別 支 援 学 校 教諭 大川 篤子（れ） 校務分掌（特別支援教育コーディネーター） 


