
令和３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 文京区立林町小学校 教諭 田端　真之 学級経営の推進

2 福生市立福生第一小学校 教諭 平井　孝記 児童指導の推進

3 武蔵村山市立第十小学校 教諭 比留間　雄大 ＩＣＴを活用した学習指導・校務の改善

番号 学校名 職名 氏名 主な取組

1 世田谷区立桜丘中学校 教諭 太田　和花奈 ＩＣＴ教育の推進

2 葛飾区立青葉中学校 教諭 松岡　龍秋 生徒指導の推進

番号 学校名 職名 氏名 主な取組

1 東京都立芦花高等学校 教諭 打田　孝一 教育のＩＣＴ化への貢献

2 東京都立大崎高等学校 教諭 松岡　咲 多文化理解教育の推進

3 東京都立千早高等学校 教諭 益田　昌味 教科・生活指導への貢献

4 東京都立光丘高等学校 教諭 松本　大輝 ＩＣＴを活用した授業改善

5 東京都立練馬高等学校 教諭 堀川　祐司 教科・生徒指導の推進

6 東京都立練馬工業高等学校 教諭 鈴木　清太郎 教育のＩＣＴ化への貢献

7 東京都立秋留台高等学校 教諭 田仲　真菜 学校運営への貢献

番号 学校名 職名 氏名 主な取組

1 東京都立大泉特別支援学校 教諭 石塚　由華 ＩＣＴを活用した学習指導の推進

2 東京都立青峰学園 教諭 滑川　真衣 校務のＩＣＴ化への貢献

特別支援学校

１　個人表彰

（１）教職員（立志賞）

小学校

中学校

高等学校



（２）教職員

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 新宿区立東戸山小学校 主任教諭 鹿島　正史 ＩＣＴ教育の推進・動物飼育教育の推進

2 文京区立青柳小学校 主幹教諭 高橋　励門 学校運営の改善

3 江東区立小名木川小学校 主幹教諭 長田　健太 学校教育の推進

4 北区立王子小学校 主任教諭 寺内　幸子 生活指導の充実

5 荒川区立赤土小学校 主幹教諭 西村　伸也 学校運営への貢献

6 板橋区立成増ヶ丘小学校 主幹教諭 川田　聡子 ＩＣＴ教育への貢献

7 葛飾区立白鳥小学校 主幹教諭 折田　真一 学校運営の推進

8 八王子市立元八王子小学校 主幹教諭 大森　道久 特別活動を生かした学校改善

9 八王子市立横山第二小学校 主任教諭 古場　賢征 児童の体力向上に向けた取組の推進

10 町田市立南第四小学校 主任教諭 山田　晃大 体育科教育の推進

11 福生市立福生第七小学校 主幹教諭 浅井　博行 学校運営への貢献

12 福生市立福生第六小学校 主幹教諭 中島　惠大 安全教育の推進・社会科教育の推進

13 福生市立福生第一小学校 主幹教諭 工藤　大典 理科・算数科教育の推進

14 文京区立柳町小学校 主任養護教諭 武智　満 健康教育の推進・保健教育の推進

15 世田谷区立旭小学校 主任養護教諭 小山　信子 児童の健康意識の向上

16 杉並区立杉並第六小学校 主幹教諭 浅利　絢子 学校運営の推進

17 荒川区立瑞光小学校 主任養護教諭 川崎　浩美 保健指導の充実・特別支援教育の推進

18 板橋区立上板橋第二小学校 指導教諭 永野　みゆき 体育科教育の推進

19 葛飾区立川端小学校 主任教諭 山中　素子 特別支援教育の推進

20 八王子市立弐分方小学校 主任教諭 萱原　剛 図画工作科教育の推進

21 福生市立福生第三小学校 主幹教諭 佐藤　真琴 幼保小連携教育の推進

22 立川市立幸小学校 指導教諭 小泉　友 算数科教育の推進

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 文京区立第六中学校 主任養護教諭 木下　沙央里 保健教育の推進

2 江東区立深川第七中学校 主幹教諭 塚田　早弥香 国語科教育の推進

3 杉並区立高円寺中学校 指導教諭 伊庭　義人 特別支援学級におけるＩＣＴ教育の推進

4 葛飾区立亀有中学校 主幹教諭 千野　耕司 学校運営の推進

5 武蔵村山市立第三中学校 主幹教諭 石原　春彦 数学科教育の推進

6 文京区立音羽中学校 主幹教諭 我謝　博史 英語科教育の推進・部活動指導の推進

7 台東区立柏葉中学校 主任教諭 元明　浩幸 特別支援教育の推進

8 世田谷区立弦巻中学校 主任養護教諭 山田　衣香 学校保健活動への貢献

9 葛飾区立立石中学校 指導教諭 中西　孝 理科教育の推進

10 福生市立福生第三中学校 主任教諭 岡部　輝久 学校経営への貢献

11 武蔵村山市立第一中学校 主任教諭 中村　優子 特別支援教育の推進

12 あきる野市立御堂中学校 主幹教諭 下山　良成 部活動指導の充実

13 日の出町立大久野中学校 主幹教諭 藤村　英夫 学校運営の推進

小学校

中学校



番号 学校名 職名 氏名 主な取組

1 八王子市立いずみの森義務教育学校 主幹教諭 石田　龍雲 開校準備及び開校当初の学校経営への貢献

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立井草高等学校
教諭

（臨時的任用教員）
渡部　光一 善行（犯人逮捕への協力）

2 東京都立千早高等学校 主幹教諭 早田　智洋 商業科教育の推進・キャリア教育の推進

3 東京都立小平西高等学校 主任教諭 桑谷　郁滋 部活動指導の充実

4 東京都立足立高等学校 主幹教諭 益田　勝寛 部活動指導の充実

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立水元小合学園 主任教諭 竹内　弥恵 特別支援教育の推進

2 東京都立久我山青光学園 指導教諭 岡前　むつみ 視覚障害教育の推進

高等学校

特別支援学校

義務教育学校



（３）管理職

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 千代田区立番町小学校 校長 渡辺　裕之 学校経営

2 文京区立湯島小学校 統括校長 栗原　宏成 学校経営・東京都教育行政の推進

3 台東区立忍岡小学校 校長 吉藤　玲子 地域の特色を生かした学校経営

4 大田区立久原小学校 校長 遠藤　康弘 学校経営

5 世田谷区立山野小学校 統括校長 薄井　康裕 学校経営

6 渋谷区立神宮前小学校 校長 手代木　英明 ＩＣＴ教育の推進・理科教育の推進

7 中野区立令和小学校 校長 小池　隆一 学校経営

8 荒川区立尾久小学校 校長 大橋　昭彦 学校経営

9 板橋区立蓮根第二小学校 校長 大野　忠雄 学校経営

10 足立区立千寿小学校 校長 信田　恵介 学校経営

11 葛飾区立亀青小学校 校長 渡邉　浩 学校経営・体育科教育の推進

12 八王子市立第一小学校 校長 小池　愼一郎 学校経営

13 町田市立小山ヶ丘小学校 統括校長 佐野　友隆 学校経営・道徳教育の推進

14 日野市立日野第六小学校 校長 松永　式子 学校経営

15 日野市立旭が丘小学校 校長 山口　早苗 学校経営

16 国分寺市立第二小学校 校長 小林　卓 学校経営

17 国立市立国立第二小学校 校長 小林　理人 学校経営

18 福生市立福生第六小学校 校長 榎並　隆博 教員養成及び人材育成の推進

19 武蔵村山市立第一小学校 校長 押本　純樹 理科教育の推進

20 目黒区立五本木小学校 校長 深谷　千恵 学校経営

小学校



番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 新宿区立西早稲田中学校 統括校長 冠木　健 学校経営・教育行政

2 新宿区立新宿西戸山中学校 校長 佐藤　浩 学校経営

3 墨田区立錦糸中学校 校長 和田　浩二 学校経営

4 大田区立六郷中学校 校長 柳井　裕明 学校経営

5 杉並区立富士見丘中学校 校長 渋谷　正宏 学校経営

6 豊島区立千登世橋中学校 統括校長 小林　豊茂 健康教育の推進

7 板橋区立上板橋第二中学校 校長 宮田　正博 学校経営

8 練馬区立開進第二中学校 校長 指田　和浩 学校経営

9 足立区立東島根中学校 校長 宮下　みどり 学校経営

10 葛飾区立小松中学校 校長 熊谷　晴弘 学校経営

11 江戸川区立葛西中学校 統括校長 内野　雅晶 学校経営

12 八王子市立由井中学校 校長 荒井　雅則 生活指導の充実・中学校体育連盟剣道部の運営

13 府中市立府中第九中学校 校長 吉田　修 道徳教育の推進

14 町田市立鶴川第二中学校 校長 肝付　俊朗 学校経営

15 町田市立町田第一中学校 統括校長 花田　英樹 学校経営

16 小平市立小平第二中学校 校長 阿部　善雄 学校経営

17 国分寺市立第一中学校 校長 後藤　正彦 学校経営

18 西東京市立ひばりが丘中学校 校長 井上　雅子 学校経営

19 三鷹市立第三中学校 校長 宮城　洋之 学校経営・国語科教育の推進

20 武蔵野市立第五中学校 校長 刀根　武史 英語教育の推進

21 小平市立小平第五中学校 校長 青木　由美子 特別活動の推進・学校経営

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立紅葉川高等学校 副校長 島貫　富雄 学校経営

2 東京都立第三商業高等学校 副校長 中神　孝典 商業教育活性化の推進

3 東京都立稔ヶ丘高等学校 統括校長 大場　充 チャレンジスクールにおける学校経営

4 東京都立国際高等学校 統括校長 米村　珠子 学校経営

5 東京都立両国高等学校 統括校長 金田　裕治 学校経営

6 東京都立大泉高等学校 統括校長 俵田　浩一 学校経営

7 東京都立上野高等学校 統括校長 吉田　寿美 学校経営

番号 学校名 職名 氏名 主たる功績

1 東京都立水元小合学園 統括校長 篠崎　友誉 学校経営

2 東京都立あきる野学園 統括校長 市川　裕二 学校経営・特別支援教育の推進

3 東京都立志村学園 統括校長 諏訪　肇 学校経営

4 東京都立武蔵台学園 統括校長 黒澤　一慶 学校経営

中学校

高等学校

特別支援学校



1

2

3

4

5

1

1

あきる野市立草花小学校

青少年赤十字活動（みんなにありがとうプロジェクト）

理科における研究発表

ＩＣＴ教育の推進

杉並区立杉並第二小学校

八王子市立散田小学校

福生市立福生第三小学校

学校・グループ名 主たる功績

東京都立町田工業高等学校 安全教育の推進

２　団体表彰

小学校

学校名 主たる功績

地域に根ざした教育

中学校

武蔵村山市立第八小学校 特色ある教育への取組

ＳＤＧｓ推進教育

学校名 主たる功績

板橋区立西台中学校

高等学校


