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埼玉県小学校教育課程編成要領改訂協力委員名簿
（◎印は部会長、○印は副部会長を示す。）

【総則】 【算数】
◎可知　良之 志木市立志木第三小学校長 ◎林　　義典 北本市立中丸東小学校長
○荻原　章 行田市立西小学校長 ○平田　富美代 三郷市立高州東小学校教頭
　田辺　鉄章 深谷市立川本南小学校長 　菊地　奈津子 戸田市立美谷本小学校教諭
　秋永　恵里 蓮田市立平野小学校教頭 　新井　雅代 川島町立八ッ保小学校教諭
　齋藤　博伸 埼玉大学教育学部附属小学校副校長 　金井　大典 熊谷市立熊谷西小学校教諭
　長岡　潤 蕨市立北小学校主幹教諭 　林　　圭二郎 幸手市立さかえ小学校教諭
　熊倉　秀幸 北本市立東小学校主幹教諭 　神谷　直典 埼玉大学教育学部附属小学校教諭
　荒川　統 嵐山町立菅谷小学校主幹教諭 　岸田　初美 川越市教育委員会指導主事
　工藤　泰輔 川越市立仙波小学校主幹教諭 　新井　章弘 県立総合教育センター指導主事
　中島　悠介 寄居町立寄居小学校主幹教諭 　和田　進 東部教育事務所指導主事
　加藤　浩 皆野町立皆野小学校主幹教諭
　稲毛　保典 白岡市立篠津小学校主幹教諭 【理科】
　山口　朋幸 八潮市立大瀬小学校主幹教諭 ◎竹田　聡 越生町立越生小学校長
　瀧沢　葉子 上尾市教育委員会副参事兼指導課長 ○大山　亨 越谷市立花田小学校教頭
　野口　高志 県立総合教育センター主任指導主事 　仲尾　健 戸田市立戸田第二小学校主幹教諭
　山﨑　紀子 生徒指導課主任指導主事 　林　　和彦 横瀬町立横瀬小学校主幹教諭
　小川　哲 保健体育課指導主事 　島田　広彦 滑川町立月の輪小学校教諭
　阿相　道子 特別支援教育課指導主事 　阿部　孝洋 吉川市立栄小学校教諭
　棚澤　大輔 人権教育課指導主事 　杉山　直樹 埼玉大学教育学部附属小学校教諭

　淺野　貴之 深谷市教育委員会課長補佐兼指導主事
　戸口　智雄 西部教育事務所指導主事
　小泉　貴寛 北部教育事務所指導主事

【国語】 【生活】
◎伊藤　秀一 狭山市立奥富小学校長 ◎小川　聖子 行田市立南河原小学校長
○吉野　富夫 熊谷市立石原小学校教頭 ○石橋　桂子 春日部市立豊春小学校長
　平野　裕子 川口市立柳崎小学校主幹教諭 　新原　秀典 越谷市立大袋東小学校主幹教諭
　池田　邦彦 入間市立藤沢東小学校主幹教諭 　黒田　智子 川口市立舟戸小学校教諭
　山田　英加 寄居町立鉢形小学校主幹教諭 　中田　泰志 所沢市立若狭小学校教諭
　阿部　慎一郎 春日部市立川辺小学校教諭 　関根　千保 熊谷市立妻沼南小学校教諭
　松下　洋介 埼玉大学教育学部附属小学校教諭 　若村　健一 埼玉大学教育学部附属小学校教諭
　淺井　大貴 熊谷市教育委員会指導主事 　藤田　恵子 所沢市教育委員会指導主事
　金野　泰久 行田市教育委員会指導主事兼主幹 　増田　貴光 県立総合教育センター指導主事
　山本　直人 東部教育事務所指導主事 　市川　篤史 北部教育事務所秩父支所指導主事

【社会】 【音楽】
◎穂村　憲久 久喜市立太田小学校長 ◎関口　景子 川口市立本町小学校長
○岡田　大助 川口市教育委員会指導主事 ○清水　乃理子 行田市立北河原小学校長
　新井　祐紀 所沢市立上新井小学校主幹教諭 　荻野　智子 坂戸市立桜小学校教頭
　飯塚　健太 深谷市立深谷小学校主幹教諭 　岡野　千暁 蕨市立東小学校教諭
　向井　隆盛 行田市立中央小学校主幹教諭 　蝦　真理子 日高市立高麗川小学校教諭
　渡部　健 蕨市立中央小学校教諭 　川上　行彦 熊谷市立吉見小学校教諭
　矢島　弘一 埼玉大学教育学部附属小学校教諭 　木下　喜子 宮代町立百間小学校教諭
　市川　宝生 本庄市教育委員会指導主事 　波多江　慶太 埼玉大学教育学部附属小学校教諭
　宮澤　忍 西部教育事務所指導主事 　橋本　慎也 滑川町教育委員会指導主事
　篠田　かなえ 北部教育事務所指導主事 　柳田　加代 東部教育事務所指導主事
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【図画工作】 【総合的な学習の時間】
◎山根　淳一 戸田市立新曽北小学校長 ◎竹森　努 三郷市立戸ヶ崎小学校長
○木村　浩 熊谷市立奈良小学校教頭 ○境野　仁 深谷市立明戸小学校教頭
　岡村　勝成 八潮市立八條北小学校教頭 　坂本　信之 幸手市立八代小学校教頭
　栗城　敦志 加須市立水深小学校主幹教諭 　片桐　雅人 新座市立野火止小学校教諭
　宮澤　直美 新座市立陣屋小学校教諭 　五月女　竜也 所沢市立安松小学校教諭
　新家子 美知子 ふじみ野市立元福小学校教諭 　茂木　孝之 上里町立神保原小学校教諭
　古屋　美恵子 深谷市立深谷西小学校教諭 　小檜山　佳代子 春日部市立桜川小学校教諭
　廣田　和人 埼玉大学教育学部附属小学校教諭 　横田　典久 埼玉大学教育学部附属小学校教諭
　興野　邦孝 上尾市教育委員会副主幹兼指導主事 　神田　美佐子 久喜市教育委員会指導主事
　中　　和馬 西部教育事務所指導主事 　安東　由美子 東部教育事務所指導主事

【家庭】 【特別活動】
◎小峯　由起子 羽生市立須影小学校長 ◎木場　真理 越谷市立蒲生南小学校長
○井上　千春 川口市立東本郷小学校長 ○野村　佐智夫 富士見市立関沢小学校教頭
　影山　葉子 新座市立新座中学校教頭 　山田　絵美 上尾市立原市南小学校主幹教諭
　井上　弘江 久喜市立青毛小学校教頭 　萩原　健司 久喜市立鷲宮小学校主幹教諭
　棚村　かおり 深谷市立幡羅小学校教頭 　山形　悟 富士見市立鶴瀬小学校教諭
　柴山　朋子 桶川市立桶川東小学校教諭 　篠原　剛 深谷市立豊里小学校教諭
　石川　陽子 鳩山町立今宿小学校教諭 　田島　昌子 越谷市教育委員会主任指導主事
　大山　方住 本庄市立旭小学校教諭 　村松　淳一 白岡市教育委員会指導主事
　奥　　知子 羽生市立羽生北小学校教諭 　渡邉　淳 加須市教育委員会主幹兼指導主事
　吉田　みゆき 埼玉大学教育学部附属小学校教諭 　添野　圭介 県立加須げんきプラザ担当課長

【体育】
◎中西　健二 三郷市立新和小学校長 なお、教育局においては、次の者が作成に当たった。
○大松　武晴 越谷市立南越谷小学校教頭
　河野　裕一 埼玉大学教育学部附属小学校主幹教諭 　大根田　頼尚 義務教育指導課長
　蛯原　康平 朝霞市立朝霞第三小学校教諭 　増田　正夫 義務教育指導課教育指導幹
　尾﨑　孝之 狭山市立南小学校教諭 　日詰　恵美子 義務教育指導課指導主事（総則）
　山中　崇 皆野町立三沢小学校教諭 　竹内　徳望 義務教育指導課指導主事（総則）
　亀山　友宏 行田市立星宮小学校教諭 　橋爪　優 義務教育指導課指導主事（国語）
　森　　奈緒子 鴻巣市教育委員会指導主事 　辻　　英一 義務教育指導課指導主事（社会）
　小林　亘 深谷市教育委員会課長補佐兼指導主事 　志村　憲一 義務教育指導課指導主事（算数）
　長岡　剛 県立総合教育センター指導主事 　下妻　淳志 義務教育指導課指導主事（理科）

　小峰　元 義務教育指導課指導主事
【外国語活動・外国語】  （生活・総合的な学習の時間）
◎小林　美音 所沢市立美原小学校長 　齋藤　直美 義務教育指導課指導主事（音楽）
○石川　光里 久喜市立江面第一小学校長 　武田　圭介 義務教育指導課主任指導主事
　川田　博樹 本庄市立本庄東中学校教頭  （図画工作）
　武井　勇紀 伊奈町立小室小学校教諭 　佐藤　朋子 義務教育指導課指導主事（家庭）
　中村　博 坂戸市立城山小学校教諭 　佐藤　泰弘 保健体育課指導主事（体育）
　深澤　信也 熊谷市立別府小学校教諭 　福沢　仁恵 義務教育指導課主任指導主事
　三村　綾子 春日部市立粕壁小学校教諭  （外国語活動・外国語）
　岡村　賢一 熊谷市教育委員会指導主事 　安元　信幸 義務教育指導課指導主事（道徳）
　須澤　美和子 県立総合教育センター指導主事 　渡邉　典孝 義務教育指導課指導主事（特別活動）
　内山　真二 東部教育事務所指導主事
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　道徳教育（「特別の教科　道徳」を含む。）については、平成28年
３月に改訂した「埼玉県小・中学校教育課程編成要領（道徳）」を
一部書き換え、本編成要領の第二部（総則及び各教科等編）に掲載
した。以下、その当時の改訂協力委員を示す。

【道徳】
◎土井　雅弘 坂戸市立入西小学校長
○浅見　哲也 深谷市立豊里小学校教頭
　船越　一英 和光市立白子小学校主幹教諭
　佐藤　香織 川島町立中山小学校教諭
　芳賀　一行 本庄市立中央小学校教諭
　瀧澤　美雪 三郷市立吹上小学校教諭
　原　　卓範 川口市教育委員会指導主事
　本多　斎士 深谷市教育委員会指導主事
　鈴木　孝雄 西部教育事務所指導主事
　磯山　貴則 東部教育事務所指導主事

【事務局】
　依田　英樹 生徒指導課長
　豊田　清明 生徒指導課副課長
　上松　寿明 生徒指導課主幹
　嘉藤　央 生徒指導課指導主事
　横張　亜希子 生徒指導課指導主事
　藤間　隆子 生徒指導課指導主事

参　考
　「小学校学習指導要領」（平成29年３月告示）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　総則編」（平成29年６月）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　国語編」（平成29年６月）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　社会編」（平成29年６月）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　算数編」（平成29年６月）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　理科編」（平成29年６月）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　生活編」（平成29年６月）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　音楽編」（平成29年６月）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　図画工作編」（平成29年６月）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　家庭編」（平成29年６月）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　体育編」（平成29年７月）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　外国語編」（平成29年７月）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　特別の教科　道徳編」（平成29年６月）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　外国語活動編」（平成29年７月）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　総合的な学習の時間編」（平成29年６月）文部科学省
　「小学校学習指導要領解説　特別活動編」（平成29年６月）文部科学省


