
■中学校部会

№ 氏　　名 ふりがな 現職 所属部会（小委員会）

1 木村　佳子 きむら　よしこ 中央中学校　校長 中学校部会（国語）

2 髙山　浩樹 たかやま　ひろき 常盤中学校　教諭 中学校部会（国語）

3 杉田　勝 すぎた　まさる 向陵中学校　教諭 中学校部会（国語）

4 石川　容子 いしかわ　ようこ 八軒東中学校　教諭 中学校部会（国語）

5 遠藤　翔太 えんどう　しょうた 八条中学校　教諭 中学校部会（国語）

6 小畑　愛 おばた　あい 柏中学校　教諭 中学校部会（国語）

7 山田　翔子 やまだ　しょうこ 中央中学校　教諭 中学校部会（国語）

8 佐々木　康平 ささき　こうへい 厚別中学校　教諭 中学校部会（国語）

9 三浦　裕子 みうら　ゆうこ 栄中学校　教諭 中学校部会（国語）

10 高橋　和寛 たかはし　かずひろ 札苗中学校　教諭 中学校部会（国語）

11 鹿内　信善 しかない　のぶよし 天使大学　教授 中学校部会（国語）

12 皆川　慎太郎 みながわ　しんたろう 札幌市教育委員会　指導主事 中学校部会（国語）

13 大浦　司 おおうら　つかさ 屯田中央中学校　校長 中学校部会（社会）

14 遠藤　肇 えんどう　はじめ 北都中学校　教諭 中学校部会（社会）

15 市川　暁子 いちかわ　あきこ 中の島中学校　教諭 中学校部会（社会）

16 石井　一嘉 いしい　かずよし 新川中学校　教諭 中学校部会（社会）

17 野呂　征輝 のろ　まさき 啓明中学校　教諭 中学校部会（社会）

18 小谷　洋史 こたに　ひろし 月寒中学校　教諭 中学校部会（社会）

19 秦　万寿雄 はた　ますお 開成中等教育学校　教諭 中学校部会（社会）

20 和田　弘志 わだ　ひろし 屯田北中学校　教諭 中学校部会（社会）

21 大石橋　計幸 おおいしばし　かずゆき 真栄中学校　教諭 中学校部会（社会）

22 小林　弘明 こばやし　ひろあき 厚別南中学校　教諭 中学校部会（社会）

23 工藤　将弘 くどう　まさひろ 札苗中学校　教諭 中学校部会（社会）

24 村津　智和 むらつ　ともかず 北陽中学校　教諭 中学校部会（社会）

25 阿出川　祥代 あでがわ　さちよ 信濃中学校　教諭 中学校部会（社会）

26 堂徳　将人 どうとく　まさと 北海商科大学　教授 中学校部会（社会）

27 阿部　晋也 あべ　しんや 札幌市教育委員会　指導主事 中学校部会（社会）

28 髙橋　健一 たかはし　けんいち 札幌市教育委員会　指導主事 中学校部会（社会）

29 和泉　明一 いずみ　あきひと 元町中学校　校長 中学校部会（数学）

30 田牧　雅也 たまき　まさや 西岡中学校　教諭 中学校部会（数学）

31 山崎　亘 やまざき　わたる 西野中学校　教諭 中学校部会（数学）

32 笹田　宗孝 ささだ　むねたか 平岡中学校　教諭 中学校部会（数学）

33 長谷川　英和 はせがわ　ひでかず 篠路中学校　教諭 中学校部会（数学）

34 小林　裕幸 こばやし　ひろゆき 東栄中学校　教諭 中学校部会（数学）

35 藤田　義人 ふじた　よしと 栄町中学校　教諭 中学校部会（数学）

36 岡村　美樹 おかむら　みき 新川西中学校　教諭 中学校部会（数学）

37 松橋　淳 まつはし　じゅん 北海道教育大学札幌校　特任教授 中学校部会（数学）

38 三浦　敦司 みうら　あつし 札幌市教育委員会　指導主事 中学校部会（数学）

39 髙橋　伸充 たかはし　のぶみつ 西岡北中学校　校長 中学校部会（理科）

40 高橋　大 たかはし　だい 向陵中学校　教諭 中学校部会（理科）

41 門田　章人 もんでん　あきひと 月寒中学校　教諭 中学校部会（理科）

42 中村　英之 なかむら　ひでゆき 福移中学校　教諭 中学校部会（理科）

43 新保　充 しんぼ　みつる 宮の森中学校　教諭 中学校部会（理科）

44 西野　浩朗 にしの　ひろあき 厚別中学校　教諭 中学校部会（理科）

45 木村　賢一 きむら　けんいち 北海道教育大学札幌校　教授 中学校部会（理科）

46 鈴木　圭一 すずき　けいいち 札幌市教育委員会　指導主事 中学校部会（理科）

47 藤本　尚人 ふじもと　ひさと 星置中学校　校長 中学校部会（音楽）

48 田中　幸恵 たなか　ゆきえ 羊丘中学校　教諭 中学校部会（音楽）

49 小山　薫 こやま　かおる 真駒内曙中学校　教諭 中学校部会（音楽）

50 野口　珠緒 のぐち　たまお 幌東中学校　教諭 中学校部会（音楽）

51 牧　典子 まき　のりこ 太平中学校　教諭 中学校部会（音楽）

52 勝谷　友一 かつや　ともいち 札幌大谷大学　教授 中学校部会（音楽）
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53 河合　博子 かわあい　ひろこ 札幌市教育委員会　指導主事 中学校部会（音楽）

54 勝田　真塩 かつた　ましお 伏見中学校　校長 中学校部会（美術）

55 沼崎　和典 ぬまざき　かずのり 陵北中学校　教諭 中学校部会（美術）

56 梁田　絵美 やなだ　えみ 光陽中学校　教諭 中学校部会（美術）

57 秀島　美樹 ひでしま　みき 平岡緑中学校　教諭 中学校部会（美術）

58 三浦　啓子 みうら　けいこ 北海道教育大学岩見沢校　准教授 中学校部会（美術）

59 森岡　香子 もりおか　よしこ 札幌市教育委員会　指導主事 中学校部会（美術）

60 富川　浩 とみかわ　ひろし 羊丘中学校　校長 中学校部会（保健体育）

61 飯嶋　孝行 いいじま　たかゆき 向陵中学校　教諭 中学校部会（保健体育）

62 加藤　拓 かとう　たく 札苗中学校　教諭 中学校部会（保健体育）

63 淺井　雄輔 あさい　ゆうすけ 陵北中学校　教諭 中学校部会（保健体育）

64 中島　寿宏 なかじま　としひろ 北海道教育大学札幌校　准教授 中学校部会（保健体育）

65 大巻　太一 おおまき　たいち 札幌市教育委員会　指導主事 中学校部会（保健体育）

66 小川　厚志 おがわ　あつし 北野中学校　校長 中学校部会（技術・家庭）

67 竹下　哲哉 たけした　てつや 前田北中学校　教諭 中学校部会（技術・家庭）

68 志田　真理 しだ　まり 光陽中学校　教諭 中学校部会（技術・家庭）

69 小川　佳奈 おがわ　かな 栄町中学校　教諭 中学校部会（技術・家庭）

70 松本　雄太 まつもと　ゆうた 美香保中学校　教諭 中学校部会（技術・家庭）

71 松浦　隆之 まつうら　たかゆき 平岡中央中学校　教諭 中学校部会（技術・家庭）

72 木脇　奈智子 きわき　なちこ 藤女子大学　教授 中学校部会（技術・家庭）

73 髙梨　美奈子 たかなし　みなこ 札幌市教育委員会　指導主事 中学校部会（技術・家庭）

74 福井　浩史 ふくい　ひろし 札幌市教育委員会　指導主事 中学校部会（技術・家庭）

75 高橋　伸吾 たかはし　しんご 清田中学校　校長 中学校部会（外国語）

76 上原　未来 うえはら　みく 啓明中学校　教諭 中学校部会（外国語）

77 西島　明子 にしじま　あきこ 清田中学校　教諭 中学校部会（外国語）

78 一関　浩    いちのせき　ひろし 北都中学校　教諭 中学校部会（外国語）

79 磯　麻耶   いそ　まや 明園中学校　教諭 中学校部会（外国語）

80 引地　高志　 ひきち　たかし 平岡中学校　教諭 中学校部会（外国語）

81 吉田　俊介   よしだ　しゅんすけ 北栄中学校　教諭 中学校部会（外国語）

82 佐々木　智之 ささき　ともゆき 北海道科学大学　教授　 中学校部会（外国語）

83 上野　智恵美 うえの　ちえみ 札幌市教育委員会　指導主事 中学校部会（外国語）

84 小村　淳　 こむら　じゅん 簾舞中学校　校長 中学校部会（道徳）

85 中井　幸一 なかい　こういち 稲積中学校　教諭 中学校部会（道徳）

86 山田　耕平 やまだ　こうへい 真駒内中学校　教諭 中学校部会（道徳）

87 伊藤　雄一 いとう　ゆういち 美香保中学校　教諭 中学校部会（道徳）

88 半澤　亮 はんざわ　りょう 中央中学校　教諭 中学校部会（道徳）

89 及川　登紀子 おいかわ　ときこ 中島中学校　教諭 中学校部会（道徳）

90 高柳　裕一 たかやなぎ　ゆういち 真栄中学校　教諭 中学校部会（道徳）

91 田中　雅也 たなか　まさや 山鼻中学校　教諭 中学校部会（道徳）

92 喜多山　篤 きたやま　あつし 北海道教育大学教職員大学院　教授 中学校部会（道徳）

93 高橋　智子 たかはし　ともこ 札幌市教育委員会　指導主事 中学校部会（道徳）

94 太田　妙子 おおた　たえこ 東区PTA連合会副会長 中学校部会（社会）

95 髙田　　瞳 たかだ　ひとみ 西区PTA連合会副会長 中学校部会（音楽）

96 澤村　和美 さわむら　なごみ 南区PTA連合会副会長 中学校部会（数学）

97 竹内　秀臣 たけうち　ひでおみ 北区PTA連合会副会長 中学校部会（道徳）

98 石山　ひろみ いしやま　ひろみ 中央区PTA連合会副会長 中学校部会（保健体育）

99 伊藤　美由紀 いとう　みゆき 白石区PTA連合会副会長 中学校部会（技術・家庭）

100 西　志保 にし  しほ 豊平区PTA連合会副会長 中学校部会（理科）

101 奥村　めぐみ おくむら　めぐみ 厚別区PTA連合会副会長 中学校部会（外国語）

102 森脇　由佳 もりわき　ゆか 手稲区PTA連合会副会長 中学校部会（国語）

103 徳光  直子 とくみつ　なおこ 清田区PTA連合会副会長 中学校部会（美術）
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