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平成２９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 文京区立金富小学校 教諭 渡邉　悠子
特別支援教育の改善・充実、読書活動の推
進

2 江東区立小名木川小学校 教諭 河瀬　正和 理科教育の指導・研究

3 八王子市立陶鎔小学校 教諭 三井　泰子
ユニバーサルデザイン教育の視点を持った
学習指導

4 三鷹市立第六小学校 教諭 小林　靖隆 理科教育の研究

5 狛江市立狛江第三小学校 教諭 橋本　依純 外国語活動の活性化

6 武蔵村山市立雷塚小学校 教諭 新田　智也 基礎的学力の定着を目指した教科指導

番号 学校名 職名 氏名 主な取組

1 荒川区立第三中学校 教諭 斉藤　隆薫 ＩＣＴ機器を活用した授業改善

2 葛飾区立大道中学校 教諭 菅野　沙紀 協働学習を中心とした授業改善

3 国分寺市立第二中学校 教諭 太田　健司 ＩＣＴ機器を活用した学習指導

番号 学校名 職名 氏名 主な取組

1 東京都立拝島高等学校 教諭 若林　由季子
アクティブラーニングやＩＣＴ機器を活用
した授業改善

2 東京都立町田高等学校 教諭 久世　哲也 アクティブラーニング・法教育の推進

（２）教職員

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 文京区立駕籠町小学校 指導教諭 金田　美奈子 音楽科教育の推進

2 台東区立石浜小学校 主幹教諭 濱本　浩二 研究活動及び体育科教育の推進

3 墨田区立錦糸小学校 指導教諭 荒堀　崇子 国語科教育の推進

4 江東区立南陽小学校 主幹教諭 長塚　祐輔 学校運営（指導力向上）の推進

5 世田谷区立尾山台小学校 主幹教諭 福岡　久美子 保健指導の充実

6 杉並区立和田小学校 主幹教諭 中島　寛人 体育科教育・ＩＣＴ教育の推進

7 杉並区立天沼小学校 主幹教諭 山内　江美
学校運営（学力向上）の推進と学校経営課
題解決の取組

8 荒川区立第四峡田小学校 主幹教諭 曽田　真由美 特別支援教育の推進

9 荒川区立第二瑞光小学校 主任教諭 前田　多美子 学校運営（指導力向上）の推進

10 荒川区立第三峡田小学校 主任教諭 仲井　登志子 ＩＣＴ機器を活用した学習指導の推進

11 足立区立花保小学校 指導教諭 鈴木　好子 算数科教育の推進

12 葛飾区立末広小学校 主幹教諭 佐々　優子 研究活動の推進

（１）教職員（立志賞）

小学校

中学校

高等学校

小学校

１　個人表彰
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13 八王子市立横山第二小学校 主幹教諭 米村　公彦 学校運営における組織的対応の構築

14 八王子市立第三小学校 主幹教諭 生活指導の充実

15 三鷹市立第五小学校 主幹教諭 松田　葉子 生活指導の充実

16 国立市立国立第八小学校 主幹教諭 山﨑　忠彦 特別支援教育の推進

17 狛江市立狛江第三小学校 主任教諭 森村　美和子
東京都特別支援教室の体制の研究及び円滑
な実施並びに特別支援教育の発展

18 東大和市立第三小学校 主幹教諭 大島　正聖 学校運営（指導力向上・若手育成）の推進

19 武蔵村山市立第四小学校 主任教諭 及川　貴史 特別支援教育の推進、特別支援教室の開設

20 武蔵村山市立第九小学校 主任養護教諭 茂木　晴美 保健指導の充実

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 文京区立文林中学校 主任教諭 川島　紀子 理科教育の推進

2 江東区立第三亀戸中学校 主幹教諭 前本　大智 生活指導の充実

3 大田区立大森第六中学校 指導教諭 柴﨑　裕子
理科教育の推進、持続発展教育（ＥＳＤ）
の推進

4 荒川区立南千住第二中学校 主幹教諭 中陳　啓司
総合的な学習の時間を活用した地域学習の
推進

5 練馬区立貫井中学校 主幹教諭 髙橋　健司
保健体育科柔道指導及び部活動指導（柔
道）の充実

6 八王子市立打越中学校 主幹教諭 関口　剛史 部活動指導（サッカー）、指導者の育成

7 東村山市立東村山第六中学校 主任教諭 浅田　七絵 演劇部活動の発展と充実

8 福生市立福生第一中学校 教諭 松沼　英雄 特別支援教育の推進

9 西東京市立田無第二中学校 主幹教諭 田中　昭彦 学校運営

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立深沢高等学校 主幹教諭 沢田　彰 キャリア教育の推進

2 東京都立国際高等学校 経営企画室長 川島　祥孝
校長の学校経営を支える経営企画室におけ
る経営参画の推進

3 東京都立北園高等学校 主幹教諭 鈴木　公美 特別活動に係る指導の充実

4 東京都立赤羽商業高等学校 経営企画室長 野崎　利彦
校長の学校経営を支える経営企画室におけ
る経営参画の推進

5 東京都立足立東高等学校 主任教諭 小河原　哲佳
理科教育の推進、ＹＳＷの効果的な活用に
よる自立支援事業の組織的な運営の推進

6 東京都立町田高等学校 主幹教諭 京本　隆 生物教育・学校運営の推進（学力の向上）

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立大塚ろう学校 経営企画室長 石川　孝雄
経営企画機能の発揮による特別支援学校の
充実・強化を通じた特別支援教育の振興

高等学校

特別支援学校

中学校
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(3)　管理職

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 千代田区立九段小学校 校長 中村　裕子
区校長会会長・都理科教育研究会副会長と
して学校経営・理科教育に尽力

2 新宿区立戸塚第一小学校 校長 白倉　代助 学校経営

3 文京区立駒本小学校 校長 田中　克昌
情報教育の推進、インクルーシブ教育シス
テムの構築の推進

4 目黒区立東山小学校 校長 佐々木　直子 学校経営

5 大田区立池雪小学校 校長 宮田　周二 学校経営

6 世田谷区立烏山小学校 校長 坂本　正彦 学校経営

7 豊島区立富士見台小学校 校長 学校経営の推進及び家庭科教育の推進

8 豊島区立池袋本町小学校 校長 中丸　俊晴 学校経営

9 板橋区立北野小学校
校長

（統括校長）
田郷岡　正秀 学校経営、板橋区校長会会長

10 板橋区立紅梅小学校 校長 南　輝明
学校経営及び板橋区教育会運営（役員とし
て）

11 練馬区立開進第三小学校 校長 土屋　信行 道徳教育の推進

12 練馬区立中村小学校
校長

（統括校長）
井上　靖 学校経営

13 足立区立皿沼小学校 校長 土肥　和久 学校経営

14 葛飾区立柴又小学校 校長 駒野　眞理子 学校経営

15 江戸川区立二之江小学校 校長 仁王　紀夫 学校経営

16 立川市立第一小学校 校長 對馬　洋 学校経営、教育行政

17 三鷹市立第五小学校 校長 鈴山　尚子 学校経営

18 青梅市立第一小学校 校長 髙木　一 学校経営

19 昭島市立拝島第三小学校 校長 石川　博朗 学校経営

20 町田市立本町田小学校 校長 渡辺　恒彦 学校経営

21 日野市立潤徳小学校
校長

（統括校長）
竹山　弘志 学校経営

22 武蔵村山市立第二小学校 校長 池谷　光二 学校経営

23 多摩市立西落合小学校 校長 杉浦　真史 学校経営

24 西東京市立保谷小学校 校長 高野　富 学校経営

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 墨田区立竪川中学校 校長 西村　均 学校運営（組織的な経営）の推進

2 品川区立荏原第六中学校 校長 佐藤　勝 学校経営及びキャリア教育の推進

3 大田区立大森第六中学校 校長 松尾　廣文 学校経営

4 世田谷区立北沢中学校 校長 小松　昌之 信頼される学校経営の推進

5 渋谷区立松濤中学校 校長 斉藤　茂好 学校経営

6 中野区立第十中学校 校長 弓田　豊 学校経営

小学校

中学校

3



別紙

7 杉並区立和田中学校 校長 田中　裕之 学校経営

8 豊島区立池袋中学校 校長 堀　利光 学校経営の推進

9 荒川区立第四中学校 校長 宮沢　亨 学校経営

10 足立区立江北桜中学校 校長 保坂　朗 学校経営

11 足立区立扇中学校
校長

（統括校長）
西村　豊 学校経営

12 八王子市立松木中学校 校長 田中　史人
学校経営、地域運営学校推進、ＩＣＴ教育
の推進、理科教育の推進

13 小金井市立南中学校 校長 冨士道　正尋 教員の授業力向上、社会科教育の推進

14 東久留米市立西中学校 校長 薮野　勝久 学校経営

15 多摩市立多摩中学校 校長 前島　正明 学校経営、児童・生徒の健全育成の推進

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立目黒高等学校 副校長 今井　啓介 学校運営（進学実績向上）の推進

2 東京都立園芸高等学校
校長

（統括校長）
德田　安伸 農業教育・定時制教育に係る学校経営

3 東京都立石神井高等学校 副校長 福田　洋三
学校運営の推進,全国副校長協会運営の推
進

4 東京都立大泉高等学校
校長

（統括校長）
柴田　誠 学校経営

5 東京都立八王子東高等学校
校長

（統括校長）
木下　和彦 学校経営

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立桜修館中等教育学校
校長

（統括校長）
金田　喜明 学校経営

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立八王子特別支援学校 校長 吉田　真理子 学校経営、知的障害教育の充実

2 東京都立江東特別支援学校 校長 早川　智博
学校経営、特別支援学校の職業教育・就労
支援の推進

高等学校

中等教育学校

特別支援学校
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

八王子市立由木中央小学校

大田区立赤松小学校

学校・グループ名

昭島市立玉川小学校

平成２８年度中学生ワールドスクール

港区立御成門中学校

学校・グループ名

瑞穂町立瑞穂第五小学校

武蔵村山市立第九小学校

中学校

高等学校

東京都立六郷工科高等学校

学校・グループ名

奥多摩町立奥多摩中学校

狛江市立狛江第三中学校

主たる功績

授業改善に関する校内推進において顕著な成果

主たる功績

２　団体表彰

主たる功績

環境教育の推進

国際教育の推進

言語活動・読書活動の推進

開かれた学校づくり

情報活用能力の向上

教科横断型カリキュラムの実施による学力向上及び教育課題
への対応

合唱団による地域との連携

第一回中学生ワールドスクール実施

言語能力向上教育の推進

小学校
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