
 

令和３年度 優秀な教職員表彰被表彰者 

 
Ｎｏ 学校名・職名・氏名・表彰部門 主 な 実 績 
 
1 
 
 
 

 
川口市立並木小学校 

 
体育主任や研究推進委員長として、自学級だけでなく教
職員や家庭を巻き込み、学校全体の児童の体力向上、運
動好きな児童の育成において大きな成果を上げている。 

教諭   諏訪 真宣 
はつらつ教職員表彰 

2 
 
 
 

蕨市立中央小学校 研修主任として、先を見通した計画の立案、授業スタイ
ルの確立等に取り組むとともに、全員参加型の課題研究
を推進し、児童の体力向上で大きな成果を上げている。 

教諭   遠藤 雄也 
はつらつ教職員表彰 

3 
 
 
 

戸田市立喜沢小学校 生徒指導主任として、ＳＷＰＢＳの考え方による生徒指
導を推進し、肯定的・予防的な手法で児童が望ましい行
動を選択し、実行する力を身に付けさせている。 

教諭   相墨  恵 
はつらつ教職員表彰 

4 
 
 
 

草加市立両新田小学校 算数の教科指導において卓越した指導力を発揮し、本校
児童の学力を伸ばすとともに、その授業実践を県内に広
く公開し、本県児童生徒の学力向上にも貢献している。 

教諭   江川 慶子 
はつらつ教職員表彰 

5 
 
 
 

上尾市立上平小学校 外国語活動の授業を積極的に公開するなど、学校の中心
となって英語教育に関する研究を進め、校内外の教職員
の指導力向上、英語教育の推進に成果を上げている。 

教諭   飯島 幸司 
はつらつ教職員表彰 

6 
 
 
 

伊奈町立小室小学校 特別活動の指導力に長け、校内で代表委員会を中心とし
て、児童が学校生活づくりに積極的に参画する仕組みを
整え、自主的・自発的に活動する力を伸ばしている。 

教諭   廿樂  博 
はつらつ教職員表彰 

7 
 
 
 

狭山市立入間川小学校 道徳主任として種々の研修会に参加しながら自らの研
鑽に励むと共に、「考え、議論する道徳」の授業実践を
通じ、専門性を高め、他の教員の模範となっている。 

教諭   荒幡 知絵 
はつらつ教職員表彰 

8 
 
 
 

入間市立扇小学校 コロナ禍において、安心・安全な学校生活のための対応
策をまとめあげ、先頭に立って対応すると共に、不安を
感じる子供たちへの健康相談を積極的に推進している。 

養護教諭 青木 真知子 
はつらつ教職員表彰 

9 
 
 
 

富士見市立針ケ谷小学校 児童の興味を引く教材開発や地域資源の活用を中心に、
授業公開や授業分析を積極的に行い、入間地区の社会科
研究の中心者として活躍している。 

教諭   金子 純一 
はつらつ教職員表彰 

10 
 
 
 

三芳町立唐沢小学校 体育主任として、児童が主体的に運動する楽しさを味わ
いながら体力向上を図る授業の実践をしている。また地
域の教職員と協働し、指導方法の工夫改善に努めてい
る。 

教諭   大山 裕也 
はつらつ教職員表彰 

11 
 
 
 

川島町立中山小学校 
教諭   小林 義知 
はつらつ教職員表彰 

学習指導と学級経営に力を発揮し、児童を伸ばす教育を
実践すると共に、学年経営において教職員の力を引き出
し、学校組織全体の教育力を高めている。 
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12 
 
 

 
日高市立高萩北小学校 

 
学級活動の授業公開や指導資料の提供、事前事後指導の
ポイント提示などを通して、若手からベテランまで広く
影響を与え、教育技術の伝承に大きく寄与している。 

教諭   武田 由里 
はつらつ教職員表彰 
 

13 
 
 
 

滑川町立福田小学校 
教諭   桧田 真理 
はつらつ教職員表彰 

道徳教育推進教師として、問題解決型の授業展開や保護
者参加型の授業を実施するなど、常に授業改善に取り組
み、町全体の道徳教育向上に力を尽くしている。 

14 深谷市立本郷小学校 生徒指導を中心に、全ての教科・領域において造詣が深
く、日頃から周囲に指導技術を伝えている。職務にあた
る誠実さ・責任感は他の教師の模範となり、人望も厚い。 

教諭   髙𣘺 尚希 
はつらつ教職員表彰 
 

15 
 
 
 

神川町立丹荘小学校 児童が互いの違いや多様性を認め合い、話合い活動を深
めて合意形成ができる学級集団づくりを目指している。
協働学習を活性化して学力を高めている。 

教諭   辻󠄀村 洋志 
はつらつ教職員表彰 

16 
 
 
 

羽生市立羽生北小学校 県内外で指導者として多くの学校に招聘され、特別活動
を基盤とした高い見識や実績をもとに、効果的な実践を
広め、授業等への適切な指導を行っている。 

教諭   石原 良介 
はつらつ教職員表彰 

17 
 
 
 

八潮市立大原小学校 学校課題研修の推進者として、児童の実態調査や課題解
決のための方策検討、授業改善や学力向上のための具体
的な取組を率先して行い、学校の研究を牽引している。 

教諭   関根 紀子 
はつらつ教職員表彰 

18 
 
 
 

久喜市立菖蒲東小学校 東京藝術大学での２日間にわたる研修をはじめ、主体的
に音楽の研修に励み、身に付けた知識・技能を校内外の
教職員に広め、指導力向上に貢献している。 

教諭   星野 仁志 
はつらつ教職員表彰 

19 
 
 

白岡市立白岡東小学校 特別活動主任としての職責を強く自覚し、自校の教育活
動の特色である縦割り活動の効果的な実施、集会活動の
充実等、学校経営参画意識をもって取り組んでいる。 

教諭   和久 展大 
はつらつ教職員表彰 
 

20 三郷市立丹後小学校 教師集団のリーダーとして、学習指導・生徒指導を牽引
する存在であり、師弟同行で授業づくりを行い、若手教
員の指導力が確実に伸びている。 

教諭   柴井 智史 
はつらつ教職員表彰 
 

21 
 
 
 

久喜市立青毛小学校 深い自己研鑽から得た知識や情報を、研修等を通じて、
校内に留まらず県内に渡り、教職員一人一人へ教授・伝
達することで学習指導力向上の一助を担っている。 

教諭   西潟 諒介 
はつらつ教職員表彰 

22 
 
 
 

川口市立安行小学校 
栄養教諭 駒崎 由紀子 
れんたつ教職員表彰 

栄養教諭として児童の実態を的確に把握し、一人一人に
応じた的確な栄養指導・栄養管理食物アレルギー対応を
実践し、食に関する課題解決に取り組んでいる。 
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23 
 
 
 

 
鴻巣市立小谷小学校 

 
学校事務職員として、正確かつ適切な事務処理を行うと
ともに、豊かな経験と幅広い知識で、指導的な立場とし
て市内の事務職員の資質・能力の向上に貢献している。 
 

事務主幹 柳瀬 朗子 
れんたつ教職員表彰 

24 
 
 
 

蓮田市立黒浜南小学校 上級カウンセリングの知識・技能を活かし、５年経験者
研修・中堅教員等指導力向上研修の指導者を務めるな
ど、市内外の教育相談研修に貢献している。 

養護教諭 田中 亜紀子 
れんたつ教職員表彰 

25 
 
 
 

越谷市立大袋東小学校 拡大生徒指導部会の定例化、働き方改革やＩＣＴの活用
の推進に尽力するとともに、教務主任として学校運営の
改善に顕著な成果を上げている。 

教諭   関根 啓明 
れんたつ教職員表彰 

26 
 
 
 

草加市立両新田中学校 家庭科の指導に優れ、生徒一人ひとりに寄り添い、実態
に即した授業を展開することで生徒の資質・能力を伸ば
すと共に、校内外で指導的な役割を果たしている。 

教諭   三浦 憲子 
はつらつ教職員表彰 

27 
 
 
 

新座市立第四中学校 外国語の指導において、４つの領域をバランスよく育成
する授業スタイルと自身の高い英語運用能力で、生徒の
英語によるコミュニケーション能力を伸ばしている。 

教諭   印南 佐代 
はつらつ教職員表彰 

28 
 
 
 

和光市立第二中学校 数学の授業において、生徒の知的好奇心と自己有用感を
高める授業実践により、生徒の学力を伸ばすとともに、
学校全体の学力向上の推進役として力を発揮している。 

教諭   森下 泰廉 
はつらつ教職員表彰 

29 
 
 
 

新座市立第二中学校 理科において、自ら考える授業、達成感を味わえる授業
を実践し、理科好きな生徒を育成している。STEAM 教育
等先進的な研究を進め、県内に積極的に発信している。 

教諭   大堀 由希 
はつらつ教職員表彰 

30 
 
 
 

川越市立高階中学校 事務共同実施の中心として、地域の協働体制づくりに貢
献している。また、在校時間記録や備品管理のシステム
を構築するなど、学校の働き方改革を推進している。 

事務主幹 上原 克史 
はつらつ教職員表彰 

31 
 
 
 

所沢市立所沢中学校 数学科において、生徒が意欲的に取り組み、確かな学力
を定着していく授業を実践し成果をあげると共に、その
授業や教材研究の手法等を広く教職員に還元している。 

教諭   藤井  天 
はつらつ教職員表彰 

32 
 
 
 

飯能市立奥武蔵中学校 卓越した指導力に加え、ＧＩＧＡスクール構想先進校研
究主任として、環境整備やＩＣＴ活用に貢献すると共
に、新しい授業展開に果敢に挑戦し成果をあげている。 

教諭   根岸 宏行 
はつらつ教職員表彰 

33 
 
 
 

ふじみ野市立大井中学校 働き方改革を推進する業務改善推進コーディネーター
として様々な取組を行い、その成果を西部管内へ広める
ことにより、事務職員の意識改革につながっている。 

事務主査 庄司 秀人 
はつらつ教職員表彰 
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34 
 
 

秩父市立秩父第一中学校 企画委員会に参加し、学校運営の中核として質の高い事
務室経営を行っている。事務の共同実施推進員として、
市内外の職員に対しても指導・助言を行っている。 
 

事務主幹 横塚 雅美 
はつらつ教職員表彰 

35 
 
深谷市立幡羅中学校 数学指導では、生徒全員を巻き込む仕組みを施しなが

ら、思考力の育成に貢献している。研究主任として GIGA
スクール構想を受けた研修推進の立役者となっている。 

教諭   井上 雅彦 
はつらつ教職員表彰 
 

36 熊谷市立大幡中学校 長期研修（社会科）等の実績を生かし、質の高い授業の
展開に努めている。校内でも強いリーダーシップを発揮
し、学校教育活動の中核となって活躍している。 
 

教諭   島村  勲 
はつらつ教職員表彰 

37 
 
 
 

春日部市立飯沼中学校 家庭科という特性を生かし、生徒が豊かな体験を経験す
ることができるよう、地域の商店、保育園、幼稚園など
と信頼関係を築き、交流を頻繁に企画している。 

教諭   一條 亜津子 
はつらつ教職員表彰 

38 
 
春日部市立武里中学校 学習指導や教育課程、また実践研究に精通し、情報収集

に余念がなく、得た知識を自分だけでなく他の教員へ効
果的に発信し、若手教員の資質向上に貢献している。 

教諭   小谷 勇人 
はつらつ教職員表彰 
 

39 越谷市立大袋中学校 「自殺対策強化月間」では、命の大切さを美術作品で訴
えようと美術部担当として精力的に指導していた。制作
した作品を校外に展示し、新聞にも掲載されている。 

教諭   新井 美智 
はつらつ教職員表彰 
 

40 
 
 
 

川越市立富士見中学校 生徒の悩みや健康に関する相談について、学級担任や相
談員、スクールカウンセラー、関係機関と連携し支援体
制を確立するなど、学校経営の一翼を担っている。 

養護教諭 今福 博子 
れんたつ教職員表彰 

41 
 
 
 

県立不動岡高等学校 外国語教育への深い造詣と魅力ある授業で、教育目標で
ある「明日の世界を創造する品格のあるリーダーの育
成」の実現に寄与し、学年主任としても活躍している。 

教諭   山下 泰寛 
はつらつ教職員表彰 

42 
 
 
 

県立杉戸高等学校 教育への熱意と強い責任感を有し、豊かな人間性で生徒
や保護者に真摯に接している。学年経営や教科指導に卓
越した力を発揮するなど、学校改革の牽引者である。 

教諭   豊田喜美子 
はつらつ教職員表彰 

43 
 
 
 

県立所沢高等学校 生徒が主体的に課題を設定し、解決のための方策を探究
する「問題解決型学習」を推進し、地域の企業と連携し
た商品開発を全国販売につなげるなどの成果を上げた。 

教諭   神谷 一彦 
はつらつ教職員表彰 

44 
 
 
 

県立川越初雁高等学校 生徒指導主任として学校課題の解決に意欲的に取り組む
中で、特別支援教育の視点や地域・保護者の意見を取り入
れるなど、生徒指導の新たな方向性に挑戦している。 

教諭   能㔟 正弘 
はつらつ教職員表彰 
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45 
 
 
 

 
県立大宮東高等学校 

 
県協調学習マイスターであり、県内外における研究発表
や研修指導者、県編成要領や教育誌の執筆等、多くの実
績がある。本校体育科の発展にも大きく貢献している。 

教諭   齋藤 優気 
はつらつ教職員表彰 

46 
 
 
 

県立鳩ケ谷高等学校 主任司書として、近隣の商業施設や地域の中学校との協
働に積極的に取り組んだ。校内の図書館の利用実績だけ
でなく、県全体の学校図書館の発展に尽力している。 

主任司書 中山 淳子 
はつらつ教職員表彰 

47 
 
 
 

県立春日部女子高等学校 県協調学習マイスターとして、シンポジウムやカンファ
レンスで実践発表を行い、年次研修の指導者としても活
躍した。本県の国語科教員の指導力向上に尽力した。 

教諭   筧 美和子 
れんたつ教職員表彰 

48 県立不動岡高等学校 進路指導主事として学校教育目標実現を目指し、生徒の
進路希望である大学進学指導に力を発揮した。教科指導
でも高い評価を得ており、学校運営等でも活躍した。 

教諭   橋本 雅文 
れんたつ教職員表彰 
 

49 県立和光国際高等学校 長年にわたり先頭に立ち生徒の英語運用能力向上に大き
く寄与した。学年主任や外国語学科長の任も担い、県指定
事業や大学との連携で外国語教育の発展に貢献した。 

教諭   山崎  勝 
れんたつ教職員表彰 
 

50 
 
 
 

県立川越工業高等学校 本県デジタルものづくり指導の牽引者として、地域と連
携した多くの取組で成果を上げた。教務主任としてもＩ
ＣＴ教育の推進等で、学校経営に大きく寄与している。 

教諭   市川 裕一 
れんたつ教職員表彰 

51 
 
 
 

県立川口北高等学校 教務主任として、密な調整による円滑な学校運営や、教
職員の丁寧な合意形成による課題解決に貢献している。
保護者・生徒へのきめ細やかな対応で信頼を得ている。 

教諭   福元 健二 
れんたつ教職員表彰 

52 
 
 
 

県立熊谷工業高等学校 自らも生徒と共に資格試験に挑戦し続けるなど、生徒の
難関国家資格取得指導を熱心に行い多くの合格者を輩出
している。教育相談でも長年の研鑽の成果を発揮した。 

教諭   和氣 政文 
れんたつ教職員表彰 

53 
 
 
 

県立本庄特別支援学校 高等部の学部主事として学部運営に尽力し、後進の育成
にも力を入れている。他学部との調整に心を砕き、全校
的に課題解決や校務の円滑で正確な処理を行っている。 

教諭   井 章一郎 
はつらつ教職員表彰 

54 
 
 
 

県立川島ひばりが丘特別支援学校 自立活動の豊富な経験と幅広い知識を生かし、校内での
研修・指導だけでなく、地域の教育機関等へ指導に出向
くなど、指導技術の向上や後進の育成に尽力している。 

教諭   和田喜代美 
れんたつ教職員表彰 
 

55 
 
 
 

県立上尾かしの木特別支援学校 特別支援教育コーディネーターとして高い専門性を有
し、校内外機関と効果的に連携し、特別支援教育を担う人
材の育成や、適切な就学相談等の実施に貢献している。 

教諭   大川 篤子 
れんたつ教職員表彰 

 


