
令和２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 文京区立小日向台町小学校 教諭 松永　由貴 特別支援教育の推進

番号 学校名 職名 氏名 主な取組

1 武蔵村山市立第二中学校 教諭 打野　里奈 部活動指導の推進

番号 学校名 職名 氏名 主な取組

1 東京都立大崎高等学校 教諭 橋本　拓興 教科指導の推進

2 東京都立雪谷高等学校 教諭 永田　晃平 教科研究への貢献

3 東京都立六郷工科高等学校 教諭 緑川　智也 ICT機器を活用した授業改善

4 東京都立芦花高等学校 教諭 水野　雄人 学習指導及び部活動指導の推進

5
東京都立富士高等学校
（兼　東京都立富士高等学校附属中学校）

教諭 田川　奈緒子 ICT機器を活用した授業改善

6 東京都立秋留台高等学校 主任教諭 山下　創 学校運営の推進

7 東京都立秋留台高等学校 教諭 今井　陽子 教科指導の推進

8 東京都立三宅高等学校 教諭 田口　良 学習指導及び部活動指導の推進

番号 学校名 職名 氏名 主な取組

1 東京都立立川ろう学校 教諭 吉田　有里 教科指導の推進

2 東京都立町田の丘学園 教諭 神谷　健太 作業学習の改善

3 東京都立高島特別支援学校 教諭 奥村　遼 特別支援教育の推進

4 東京都立調布特別支援学校 教諭 武田　萌 教科指導の推進

5 東京都立志村学園 教諭 高瀬　晴加 特別支援教育の推進

6 東京都立水元小合学園 教諭 紺野　大輔 学校運営への貢献

１　個人表彰

（１）教職員（立志賞）

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校
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（２）教職員

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 新宿区立津久戸小学校 指導教諭 平田　耕介 図画工作科教育の推進

2 文京区立駒本小学校 主任教諭 戸田　敬 特別支援教育の推進

3 台東区立東泉小学校 主幹教諭 西澤　讓 課外音楽活動教育の推進

4 台東区立東浅草小学校 主幹教諭 菊池　えり子 保健指導、特別支援教育の充実

5 江東区立第一亀戸小学校 主幹教諭 中込　圭 保健体育科教育の推進

6 世田谷区立旭小学校 主幹教諭 古矢　磨佐人 学校運営の推進、人権教育の推進。

7 荒川区立赤土小学校 主任教諭 中村　優太 教科指導（道徳）の推進

8 荒川区立汐入小学校 主幹教諭 山口　貴士 情報教育・特別支援教育の推進

9 板橋区立志村第六小学校 主幹教諭 海沼　秀樹 国語科教育の推進

10 葛飾区立新宿小学校 主幹教諭 奥田　孝司 体育科教育の推進

11 葛飾区立原田小学校 主幹教諭 上原　浩子 音楽科教育の推進

12 八王子市立緑が丘小学校 指導教諭 平澤　　彬 体育科教育の推進

13 八王子市立七国小学校 主幹教諭 松井　健彦 学校運営（指導力向上）の推進

14 八王子市立弐分方小学校 主幹教諭 佐藤　眞由美 国語科教育の推進

15 八王子市立陶鎔小学校 主幹教諭 宮本　和子 学校運営（指導力向上）の推進、生活指導の充実

16 小金井市立小金井第一小学校 主幹教諭 髙瀬　誠哉 人権教育の推進

17 国分寺市立第三小学校 指導教諭 兒玉　正教 社会科教育の推進

18 福生市立福生第七小学校 主任教諭 髙橋　三郎
特別支援教育の推進、ICT活用の推進、言語障害
に関する基礎・実践的研究

19 福生市立福生第三小学校 主幹教諭 堀越　昌司
教務担当として、教育課程の適正な管理と学校経
営への貢献

20 武蔵村山市立第七小学校 主幹教諭 高山　夏樹 学校運営の推進

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 文京区立茗台中学校 主幹教諭 山内　卓司 生活指導、授業改善、部活動の推進

2 江東区立深川第一中学校 主幹教諭 大塚　隆弘 特別活動の推進、部活動指導の推進

3 世田谷区立船橋希望中学校 主幹教諭 宮内 将之 野球部顧問としての指導と大会運営への貢献

4 世田谷区立駒沢中学校 主任教諭 内藤　理恵 理科教育の推進

5 渋谷区立笹塚中学校 主幹教諭 庄司　直也 ICT教育の推進

6 荒川区立第四中学校 主任教諭 福崎　裕崇 安全教育、その他（被災地訪問引率教員）

7 荒川区立第一中学校 主任教諭 五十嵐　智
音楽科及び特別の教科道徳の推進、キャリア教育
の推進、部活動指導（吹奏楽）の充実

8 板橋区立赤塚第二中学校 主幹教諭 中野　英水 社会科教育の推進

9 板橋区立中台中学校 指導教諭 木下　千津子 国語科教育の推進

10 府中市立第四中学校 主任教諭 髙橋　純一郎 東京都公立学校美術展覧会の運営

11 東大和市立第四中学校 主幹教諭 望月　伸一
学校運営の推進（授業改善の取組、若手の人材育
成）

12 武蔵村山市立第五中学校 主幹教諭 有沼　賢二 理科教育の推進

小学校

中学校
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番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立大島高等学校 主任教諭 山田　僚太 農業教育の推進

2 東京都立三宅高等学校 専修実習助手 井口　伸一 農業教育の推進

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立王子特別支援学校 主幹教諭 鎌田　英美 特別支援教育の推進

2 東京都立南大沢学園 主任教諭 田中　登貴子 職業教育に根差した進路指導の充実

3 東京都立八王子東特別支援学校 指導教諭 市宮　環美 特別支援教育の推進

4 東京都立北特別支援学校 主幹教諭 渡邉　涼
特別支援教育コーディネーターとしての校内外へ
の貢献、特別支援教育の推進

5 東京都立水元小合学園 主幹教諭 加部　務 オリンピック・パラリンピック教育の推進

(3)　管理職

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 新宿区立花園小学校 校長 川崎　勝久 学校経営、特別支援教育の推進

2 文京区立青柳小学校 校長 畑中　秀夫 学校経営

3 文京区立窪町小学校 校長 松本　絵美子 学校経営

4 台東区立東泉小学校 校長 佐藤　貴生 学校経営

5 目黒区立八雲小学校 校長 長谷　豊 学校経営、算数教育の推進

6 大田区立馬込第三小学校 校長 東山　良彦 学校経営

7 世田谷区立砧小学校 校長 寺村　尚彦 学校経営

8 渋谷区立千駄谷小学校 校長 加納　一好 学校経営

9 中野区立平和の森小学校 校長 渡島　郁弘 学校経営

10 荒川区立汐入東小学校 校長 天野　英幸 学校運営

11 板橋区立板橋第七小学校 校長 関口　文彦 学校経営

12 練馬区立光が丘春の風小学校 校長 世古　徳浩 学校経営

13 足立区立千寿桜小学校 校長 田村　正弘 学校経営、足立区立小学校長会会長

14 八王子市立第八小学校 校長 有賀　康美
社会科教育の推進、校長会長として市の教育施策
の推進、八王子市立小学校長会会長

15 立川市立第八小学校 校長 関口　保司 学校経営、立川市立小学校長会会長

16 青梅市立霞台小学校 校長 佐藤　広明 学校経営、青梅市立小学校長会会長

17 西東京市立中原小学校 校長 水野　伸一郎 学校経営

小学校

高等学校

特別支援学校
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番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 江東区立深川第五中学校 校長 金久保　勝 学校運営

2 大田区立大森第三中学校 校長 笛木　啓介 生徒指導、生徒の健全育成への貢献

3 世田谷区立船橋希望中学校 校長 菅野 茂男 学校経営

4 杉並区立西宮中学校 校長 由井　良昌 学校経営

5 豊島区立巣鴨北中学校 校長 平本　浩実 学校における部活動等の充実・発展への貢献

6 板橋区立中台中学校 校長 宮澤　一則 学校経営

7 足立区立千寿桜堤中学校 校長 勝田　敏行 学校経営、国語科教育の推進

8 葛飾区立常盤中学校 校長 臼倉　孝弘 学校経営

9 葛飾区立新宿中学校 校長 沢田　秀夫 学校経営、葛飾区立中学校長会会長

10 江戸川区立二之江中学校 校長 茅原　直樹
学校経営、人材育成の推進、都教育委員会の教育
施策の推進、東京都中学校長会副会長

11 江戸川区立小岩第一中学校 校長 川﨑　純一
学校経営、人材育成の推進、都教育委員会の教育
施策の推進、東京都中学校長会副会長

12 町田市立忠生中学校 校長 橋本　顕嗣 学校経営、町田市立中学校長会会長

13 日野市立日野第一中学校
校長

（統括校長）
高橋　清吾 学校経営、東京都中学校長会

14 国分寺市立第二中学校 校長 花田　茂
学校経営、人材育成の推進、都教育委員会の教育
施策の推進、東京都中学校長会会長

15 多摩市立落合中学校 校長 権藤　義彦 学校経営、多摩市立中学校長会会長

16 西東京市立田無第二中学校 校長 矢野　尊久 学校経営

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立六郷工科高等学校 副校長 東　浩通 学校運営（日本語指導体制の構築）の推進

2 東京都立芝商業高等学校 副校長 加瀬　きよ子 学校経営

3 東京都立芝商業高等学校 校長 林　修 学校経営

4 東京都立武蔵丘高等学校 校長 内藤　千春 学校経営

5 東京都立文京高等学校 校長 岡田　正治 学校経営

6 東京都立上野高等学校
校長

（統括校長）
江本　敏男 学校経営

7 東京都立国立高等学校
校長

（統括校長）
佐藤　文泰 学校経営（進学実績向上の推進）

8 東京都立農業高等学校 校長 齋藤　義弘 学校経営

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立府中けやきの森学園
校長

（統括校長）
村山　孝 学校経営、地域連携の推進

2 東京都立江東特別支援学校 校長 田邊　陽一郎 学校経営

3 東京都立多摩桜の丘学園
校長

（統括校長）
山本　優 学校経営、キャリア教育の推進

4 東京都立臨海青海特別支援学校 校長 川口　真澄 学校経営

中学校

高等学校

特別支援学校
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学校・グループ名 主たる功績

武蔵村山市立第一小学校
小学校動物飼育推進校及び持続可能な社会づくりに向けた教育推
進校

中学校

狛江市立狛江第五小学校 プログラミング教育の推進

文京区立青柳小学校 幼小連携

プログラミング教育

オリンピック・パラリンピック教育の充実
体育・健康教育の推進

ＩＣＴ器機を用いた教育の推進

プログラミング教育の推進

板橋区立上板橋第四小学校

八王子市立第五小学校

福生市立福生第七小学校

２　団体表彰

小学校

清瀬市西部共同事務室 共同事務室運営

情報モラル教育の推進

学校・グループ名 主たる功績

江東区立深川第七中学校

三宅村立三宅小学校

安全教育の推進調布市立第五中学校

その他

学校・グループ名 主たる功績
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