
Ｎｏ. 氏　　名 ふりがな 現　　職 所属部会（小委員会）

1 西村　裕子 にしむら　ゆうこ 西野小学校　校長 小学校部会（国語）

2 高桑　陽子 たかくわ　ようこ 幌西小学校　教諭 小学校部会（国語）

3 鈴木　智史 すずき　さとし 稲穂小学校　教諭 小学校部会（国語）

4 廣川　友太 ひろかわ　ゆうた 西宮の沢小学校　教諭 小学校部会（国語）

5 渡部　伸野 わたなべ　しんや 北光小学校　教諭 小学校部会（国語）

6 守屋　洋佑 もりや　ようすけ 山鼻小学校　教諭 小学校部会（国語）

7 安岡　剛 やすおか　つよし 幌南小学校　教諭 小学校部会（国語）

8 松岡　佑 まつおか　ゆう 手稲北小学校　教諭 小学校部会（国語）

9 下坂　卓也 しもさか　たくや 幌北小学校　教諭 小学校部会（国語）

10 駒形　武志 こまがた　たけし 藤女子大学人間生活学部保育学科教授 小学校部会（国語）

11 船着　千世 ふなつき　ちせ 札幌市教育委員会　指導主事 小学校部会（国語）

12 附田　裕哉 つきた　ひろや 簾舞小学校　校長 小学校部会（社会）

13 山田　透 やまだ　とおる 信濃小学校　教諭 小学校部会（社会）

14 宮崎　世司 みやざき　せいじ 資生館小学校　教諭 小学校部会（社会）

15 石本　歩 いしもと　あゆみ 緑丘小学校　教諭 小学校部会（社会）

16 栗原　真衣子 くりはら　まいこ 南の沢小学校　教諭 小学校部会（社会）

17 似内　心悟 にたない　しんご 屯田小学校　教諭 小学校部会（社会）

18 髙橋　浩史 たかはし　ひろふみ 山鼻南小学校　教諭 小学校部会（社会）

19 野寺　克美 のでら　かつみ 北海道教育大札幌校教職大学院教授 小学校部会（社会）

20 牧野　宜英 まきの　のりひで 札幌市教育委員会　指導主事 小学校部会（社会）

21 庄司　ひさ子 しょうじ　ひさこ みどり小学校　校長 小学校部会（算数）

22 菅野　道正 かんの　みちまさ 北郷小学校　教諭 小学校部会（算数）

23 岡崎　隆優 おかざき　たかまさ 山鼻南小学校　教諭 小学校部会（算数）

24 高橋　謙介 たかはし　けんすけ 宮の森小学校　教諭 小学校部会（算数）

25 浜辺　李佳 はまべ　りか 東橋小学校　教諭 小学校部会（算数）

26 浅沼　さゆり あさぬま　さゆり 日新小学校　教諭 小学校部会（算数）

27 佐々木　理 ささき　おさむ 前田中央小学校　教諭 小学校部会（算数）

28 高田　将太 たかだ　しょうた あいの里東小学校　教諭 小学校部会（算数）

29 三浦　公裕 みうら　きみひろ 北翔大学准教授 小学校部会（算数）

30 髙橋　健一 たかはし　けんいち 札幌市教育委員会　指導主事 小学校部会（算数）

31 桜井　裕 さくらい　ゆたか 北野小学校　校長 小学校部会（理科）

32 小松　慎治 こまつ　しんじ 幌西小学校　教諭 小学校部会（理科）

33 斉藤　裕也 さいとう　ゆうや 美しが丘緑小学校　教諭 小学校部会（理科）

34 横倉　慎 よこくら　しん 栄西小学校　教諭 小学校部会（理科）

35 石黒　正基 いしぐろ　まさき 発寒西小学校　教諭 小学校部会（理科）

36 椙下　淳史 すぎした　あつし 平岸西小学校　教諭 小学校部会（理科）

37 中島　啓子 なかじま　けいこ 北翔大学短期大学部教授 小学校部会（理科）

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

39 森田　智也 もりた　ともや 篠路西小学校　校長 小学校部会（生活）

40 蝦名　悠太 えびな　ゆうた 札苗緑小学校　教諭 小学校部会（生活）

41 松永　久美 まつなが　くみ 定山渓小学校　教諭 小学校部会（生活）

42 庄井　良信 しょうい　よしのぶ 北海道教育大札幌校教授 小学校部会（生活）

43 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 小学校部会（生活）

44 足立　教 あだち　つよし 幌西小学校　校長 小学校部会（音楽）

45 数田　浩樹 かずた　ひろき 資生館小学校　教諭 小学校部会（音楽）
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46 齋藤　和裕 さいとう　かずひろ 旭小学校　教諭 小学校部会（音楽）

47 畠山　なよ子 はたけやま　なよこ 札幌学院大学教授 小学校部会（音楽）

48 山下　敦史 やました　あつし 札幌市教育委委員会　指導主事 小学校部会（音楽）

49 東　尚典 あずま　ひさのり 有明小学校　校長 小学校部会（図画工作）

50 並松　由悟 なみまつ　ゆうご 桑園小学校　教諭 小学校部会（図画工作）

51 前川　正大 まえかわ　まさひろ 幌西小学校　教諭 小学校部会（図画工作）

52 安木　尚博 やすき　たかひろ 札幌学院大学教授 小学校部会（図画工作）

53 森岡　香子 もりおか　よしこ 札幌市教育委員会　指導主事 小学校部会（図画工作）

54 石澤　優子 いしざわ　ゆうこ 日新小学校　校長 小学校部会（家庭）

55 竹下　祐里 たけした　ゆり 真駒内公園小学校　教諭 小学校部会（家庭）

56 渡部　まどか わたなべ　まどか 共栄小学校　教諭 小学校部会（家庭）

57 角田　成子 かくた　しげこ 北翔大学講師 小学校部会（家庭）

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

59 大牧　眞一 おおまき　しんいち 二条小学校　校長 小学校部会（体育）

60 村上　雅之 むらかみ　まさゆき 北九条小学校　教諭 小学校部会（体育）

61 山形　昇平 やまがた　しょうへい 発寒東小学校　教諭 小学校部会（体育）

62 松井　光一 まつい　こういち 札幌学院大学教授 小学校部会（体育）

63 岩田　悟 いわた　さとる 札幌市教育委員会　指導主事 小学校部会（体育）

64 荒井　亮子 あらい　りょうこ 栄南小学校　校長 小学校部会（道徳）

65 平沼　啓 ひらぬま　さとし 大谷地小学校　教諭 小学校部会（道徳）

66 吉竹　文 よしたけ　あや 幌西小学校　教諭 小学校部会（道徳）

67 中原　真二 なかはら　しんじ 西小学校　教諭 小学校部会（道徳）

68 青山　奈月 あおやま　なつき 屯田小学校　教諭 小学校部会（道徳）

69 石黒　達也 いしぐろ　たつや 円山小学校　教諭 小学校部会（道徳）

70 荒川　巌 あらかわ　いわお 北翔大学短期大学部教授 小学校部会（道徳）

71 道佛　智志 どうふつ　さとし 札幌市教育委員会　指導主事 小学校部会（道徳）

72 島田　裕文 しまだ　ひろふみ 大倉山小学校　校長 小学校部会（外国語）

73 西森　美紀 にしもり　みき 星置東小学校　教諭 小学校部会（外国語）

74 田口　晴美 たぐち　はるみ 幌南小学校　教諭 小学校部会（外国語）

75 坪田　めぐみ つぼた　めぐみ 美しが丘小学校　教諭 小学校部会（外国語）

76 三上　尚子 みかみ　なおこ 北の沢小学校　教諭 小学校部会（外国語）

77 佐々木　智之　 ささき　ともゆき 北海道科学大学准教授 小学校部会（外国語）

78 神林　裕子 かんばやし　ゆうこ 札幌市教育委員会　指導主事 小学校部会（外国語）

79 阿部　聡 あべ　さとし 東区PTA連合会副会長 小学校部会（体育）

80 橋本　正行 はしもと　まさゆき 西区PTA連合会副会長 小学校部会（生活）

81 井手　純惠 いで　すみえ 南区PTA連合会副会長 小学校部会（音楽）

82 槇　のぞみ まき　のぞみ 北区PTA連合会副会長 小学校部会（理科）

83 目黒　妙子 めぐろ　たえこ 中央区PTA連合会副会長 小学校部会（国語）

84 安藤　慎也 あんどう　しんや 白石区PTA連合会会長 小学校部会（図画工作）

85 加藤　久恵 かとう　ひさえ 白石区PTA連合会副会長 小学校部会（社会）

86 林田　ますみ はやしだ ますみ 豊平区PTA連合会副会長 小学校部会（外国語）

87 佐藤　奈々美 さとう　ななみ 厚別区PTA連合会副会長 小学校部会（家庭）

88 村形　亜佐美 むらかた あさみ 手稲区PTA連合会理事 小学校部会（道徳）

89 平沢　朋佳 ひらさわ　ともか 清田区PTA連合会副会長 小学校部会（算数）
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