
3　各部
(1)研究部
氏名 役職 学校名 電話番号 FAX番号
北村　比左嘉 部長 練馬区立三原台中学校（校長） 03-3925-9561 03-5387-2290
秋山　泰代 副部長 世田谷区立用賀中学校（副校長） 03-3700-5600 03-3700-5568
松木　千明 副部長 江戸川区立春江中学校（副校長） 03－3678-9241 03-3678-9249
村越　悟 部員 千代田区 神田一橋中学校 03-3365-5961 03-3265-4040
川勝　健太 部員 中央区 晴海中学校 03-3531-6308 03-3531-2597
小岩　啓太 部員 港区 六本木中学校 03-3404-8855 03-3404-8856
高寺　優子 部員 新宿区 新宿中学校 03-3357-6191 03-3357-6195
川島　紀子 部員 文京区 第六中学校 03-3814-6666 03-5689-4558
盛　　雅央 部員 台東区 上野中学校 03-3828-5458 03-5685-3593
青柳　敦 部員 墨田区 錦糸中学校 03-3625-0375 03-3625-1644
渡辺　孝子 部員 江東区 有明中学校 03-3527-8261 03-3527-8263
鈴木　瑛美 部員 品川区 八潮学園中学校 03-3799-1641 03-3799-1643
井上　仁 部員 目黒区 第十一中学校 03-3718-6506 03-3718-6301
山田美沙希
長嶋　亮

部員 大田区
大森第八中学校
羽田中学校

03-3762-6655
03-3744-3351

03-3762-6658
03-3744-3375

内藤　理恵 部員 世田谷区 駒沢中学校 03-3422-7401 03-3422-7899
清水　寿里 部員 渋谷区 代々木中学校 03-3466-0181 03-3466-9331
黒田　俊一 部員 中野区 第八中学校 03-3330-7571 03-3330-7572
山口　　毅 部員 杉並区 井荻中学校 03-3399-0148 03-3399-9854
天野　佑樹 部員 豊島区 千登世橋中学校 03-3987-6285 03-5950-4680
田中　哲郎 部員 北区 王子桜中学校 03-5902-3155 03-3911-5991
斉藤　隆薫 部員 荒川区 第三中学校 03-3801-5808 03-3801-9819
河野　晃　 部員 板橋区 中台中学校 03-3932-6357 03-3937-5771
松崎　遼大朗 部員 練馬区 関中学校 03-3929-0048 03-3929-9059
志岐　隆介 部員 足立区 蒲原中学校 03-3605-8335 03-3605-8336
本田　智行 部員 葛飾区 新宿中学校 03-3607-6201 03-5699-1516
松本　千明 部員 江戸川区 春江中学校 03-3678-9241 03-3678-9249

部員 八王子市
村上　慧 部員 立川市 立川第八中学校 042-526-2007 042-529-1180
武原　由佳 部員 武蔵野市 第二中学校 0422-52-2148 0422-55-5194
加藤　巧弥 部員 三鷹市 第二中学校 0422-31-6372 0422-31-5110
田淵　克器 部員 青梅市 東中学校 0428-31-8451 0428-31-8457
菅野　良践 部員 府中市 府中第八中学校 042-364-1881 042-334-0897
愛甲　孝幸 部員 昭島市 多摩辺中学校 042-545-5501 042-545-6442
黒田　光里 部員 調布市 調布中学校 042-482-0275 042-499-4190
大塚　直美 部員 町田市 真光寺中学校 042-734-4605 042-735-0429
高橋　良友 部員 小金井市 第二中学校 042-383-1162 042-382-0402
前田　由未 部員 小平市 小平第一中学校 042-341-0048 042-341-0609
矢田目　樹 部員 日野市 大坂上中学校 042-583-9755 042-583-9696

部員 東村山市
和田　篤史 部員 国分寺市 第二中学校 042-322-0642 042-328-2412

部員 国立市
部員 福生市

矢澤　澄子 部員 狛江市 狛江第二中学校 03-3480-8891 03-5497-7362
部員 東大和市

外山　雄一 部員 清瀬市 清瀬第二中学校 042-493-6312 042-495-3942
部員 東久留米市
部員 武蔵村山市
部員 多摩市

村上　浩基 部員 稲城市 稲城第三中学校 042-377-7151 042-379-3423
部員 羽村市
部員 あきる野市

松井　喜祐 部員 西東京市 田無第二中学校 042-462-2812 042-469-2179
樋口　　孝 部員 西多摩 西多摩郡　檜原中学校 042-598-0007 042-598-0876

今年度はコロナ禍で部員が選出できていない地区もありました。



(2)研修部
氏名 役職 学校名 電話番号 FAX番号
和田　栄治 部長 日野市立平山中学校（校長） 042-593-3015 042-593-3014
鶴澤　伸一 副部長 江戸川区立南葛西第二中学校（副校長）03-3878-3651 03-3878-3652
牧野　　崇 副部長 豊島区立駒込中学校（副校長） 03-3918-2105 03-5394-1008
増田　竜也 部員 千代田区 神田一橋中学校 03-3265-5961 03-3265-4040

部員 中央区
土屋　伸吾 部員 港区 お台場学園中学校 03-5500-2575 03-5500-2574
荻原　雅彦 部員 新宿区 四谷中学校 03-3358-3771 03-3358-3770
澤　　雅敏 部員 文京区 第九中学校 03-3821-7178 03-5685-4955
松永　輝美 部員 台東区 御徒町台東中学校 03-3831-3787 03-3839-5157
竹内　美知子 部員 墨田区 吾妻第二中学校 03-3617-2180 03-3617-0420
稲山　喜彦 部員 江東区 第二南砂中学校 03-3699-1591 03-5690-4040
高田　利博 部員 品川区 戸越台中学校 03-3781-6250 03-3781-0895
勝部　篤 部員 目黒区 目黒中央中学校 03-3711-8394 03-3711-8287
木村　景子 部員 大田区 東蒲中学校 03-3732-9321 03-3732-9322
秋山　泰代 部員 世田谷区 用賀中学校 03-3700-5600 03-3700-5568
久保　倫道 部員 渋谷区 笹塚中学校 03-3376-3365 03-3376-3500
萩原　壮介 部員 中野区 第四中学校 03-3386-5423 03-3386-5426 
山口　　毅 部員 杉並区 井荻中学校 03-3399-0148 03-3399-0854
茂木　理恵 部員 豊島区 西巣鴨中学校 03-3986-0661 03-5950-4679
星野　由佳 部員 北区 十条富士見中学校 03-5924-2401 03-5924-2404
二瓶　奈緒子 部員 荒川区 第五中学校 03-3895-1283 03-3819-6816
原田　太陽 部員 板橋区 桜川中学校 03-3932-6355 03-3931-5088
飯田　一真 部員 練馬区 大泉北中学校 03-3925-9230 03-5387-2293
菰池　章子 部員 足立区 第一中学校 03-3888-5426 03-3888-5427
佐藤　秀行 部員 葛飾区 常盤中学校 03-3607-1122 03-5699-1513

部員 江戸川区
部員 八王子市

加藤　絵里 部員 立川市 立川第五中学校 042-536-2511 042-534-6953
赤木　健太 部員 武蔵野市 第三中学校 0422-22-1426 0422-21-7694
幸前　佳子 部員 三鷹市 第三中学校 0422-44-6181 0422-76-0671
佐藤　諒一 部員 青梅市 第二中学校 0428-22-7284 0428-24-2449
松本　隆 部員 府中市 府中第一中学校 042-361-9301 042-334-0891
長友　謙治 部員 昭島市 瑞雲中学校 042-544-6511 042-544-2169
小西　岳夫 部員 調布市 神代中学校 042-482-0171 042-499-4191
山崎　康太郎 部員 町田市 成瀬台中学校 042-728-6030 042-721-4489
沖山　篤史 部員 小金井市 東中学校 042-383-1163 042-382-0403
小林　順子 部員 小平市 小平第六中学校 042-341-6796 042-341-6798
大峽　広樹 部員 日野市 平山中学校 042-593-3015 042-593-3014

部員 東村山市
山村　智昭 部員 国分寺市 第二中学校 042-322-0642 042-328-2412

部員 国立市
部員 福生市

清野　いずみ 部員 狛江市 狛江第二中学校 03-3480-8891 03-5497-7362
部員 東大和市

宮里　克己 部員 清瀬市 清瀬第三中学校 042-493-6313 042-495-3943
部員 東久留米市
部員 武蔵村山市
部員 多摩市

橋本　昌子 部員 稲城市 稲城第三中学校 042-377-7151 042-379-3423
部員 羽村市

赤石　　幸 部員 あきる野市五日市中学校 042-596-0173 042-595-1751
須藤　一典 部員 西東京市 ひばりが丘中学校 042-421-4149 042-423-6047
松岡　諒 部員 西多摩 西多摩郡　大久野中学校 042-597-0352 042-597-5532



(3)広報部
氏名 役職 学校名 電話番号 FAX番号
遠藤　淳 部長 西東京市立保谷中学校（校長）
益子　文彦 副部長 練馬区立大泉学園中学校（副校長）03-3925-4492 03-5387-2294
吉田　る実 副部長 府中市立第六中学校（副校長） 042-361-7146 042-334-0896
太田　勝久 副部長 江東区立大島西中学校（副校長） 03-3636-4591 03-3636-9740
菊間　路人 副部長 足立区立第四中学校（夜間副校長）03-3887-6891 03-3887-6892

部員 千代田区
足立　敏暢 部員 中央区 銀座中学校 03-3545-8011 03-3541-7450
俵保　　創 部員 港区 高陵中学校 03-3409-7687 03-3406-1495
齊藤　誠司 部員 新宿区 新宿中学校 03-3357-6191 03-3357-6195
大塚　健介 部員 文京区 第八中学校 03-3821-7128 03-5685-4929
齋藤　幸代 部員 台東区 忍岡中学校 03-3828-7241 03-5685-3594
島田　豊護 部員 墨田区 文化中学校 03-3617-0264 03-3617-0612
西　　徹 部員 江東区 深川第四中学校 03-3644-3077 03-5690-4032
宮澤　慎二 部員 品川区 日野学園中学校 03-3441-3209 03-3441-3246
前田 知子 部員 目黒区 東山中学校 03-3711-8794 03-3711-8896
佐藤　真吾 部員 大田区 大森第一中学校 03-3744-3501 03-3744-3502
藤井　徹平 部員 世田谷区 用賀中学校 03-3700-5600 03-3700-5568
世古　　旬 部員 渋谷区 松濤中学校 03-3469-2451 03-3469-0067
山邉　了 部員 中野区 第四中学校 03-3330-5325 03-3330-5326
飯田　恭陽 部員 杉並区 高南中学校 03-3313-1361 03-3313-5194
下坂　裕美子 部員 豊島区 千登世橋中学校 03-3987-6285 03-5950-4680
加藤　裕子 部員 北区 桐ヶ丘中学校 03-5963-3811 03-5963-3816
寺田　篤史 部員 荒川区 第七中学校 03-3894-6623 03-3810-9725
鹿川　紗希 部員 板橋区 西台中学校 03-3934-4501 03-3937-4651
与那覇　愛里 部員 練馬区 北町中学校 03-3932-7231 03-5920-0335
福崎　剛司　 部員 足立区 入谷南中学校 03-3897-9919 03-3897-9927
江熊　公美子 部員 葛飾区 高砂中学校 03-3658-5194 03-5694-0469

部員 江戸川区
部員 八王子市

樋口　翔太 部員 立川市 立川第六中学校 042-537-3195 042-534-6954
藤原　寛子 部員 武蔵野市 第三中学校 0422-22-1426 0422-21-7694
加藤　杏子 部員 三鷹市 第四中学校 0422-43-9141 0422-76-0672
田代　京平 部員 青梅市 第三中学校 0428-31-7286 0428-32-7074
髙橋　和光 部員 府中市 浅間中学校 042-360-0031 042-334-0945
佐藤　雄太 部員 昭島市 瑞雲中学校 042-544-6511 042-544-2169
蓑毛　康修 部員 調布市 第三中学校 042-482-0293 042-499-4192
上石　麻理子 部員 町田市 山崎中学校 042-793-1021 042-791-5985
柴田　良浩 部員 小金井市 小金井第一中学校 042-383ｰ1161 042-382-0401
齋藤　暁 部員 小平市 花小金井南中学校 042-465-0451 042-465-0410
杉本　大作 部員 日野市 日野第一中学校 042-581-0009 042-581-0023

部員 東村山市
小野寺　達哉 部員 国分寺市 第四中学校 042-324-3811 042-328-2414

部員 国立市
部員 福生市

簗瀬　尚子 部員 狛江市 狛江第四中学校 03-3480-9691 03-5497-7364
部員 東大和市

池上　砂恵子 部員 清瀬市 清瀬第三中学校 042-493-6313 042-495-3943
古林　貴大 部員 東久留米市大門中学校 042-474-1753 042-472-7997

部員 武蔵村山市
部員 多摩市

渡辺　雄之 部員 稲城市 稲城第二中学校 042-331-3640 042-331-8132
部員 羽村市 羽村第三中学校 042-555-5131 042-555-5042

近藤　壮一郎 部員 あきる野市 御堂中学校 042-559-6211 042-550-3092
半澤  俊人 部員 西東京市 田無第三中学校 042-462-2814 042-469-2180
山松　勇太 部員 西多摩 西多摩郡　平井中学校 042-597-0021 042-597-5787



4　各委員会
(１)教育課程委員会
氏名 役職 中学校名 電話番号 FAX番号
清水　秀登 委員長 江戸川区立篠崎中学校（校長) 03-3679-3001 03-3679-3216
賀屋　寛 副委員長 大田区立東調布中学校（副校長） 03-3750-4275 03-3750-4287
関根　奈美江 委員 千代田区 千代田区立麹町中学校 03-3263-4321 03-3263-4339

委員 中央区
小島　康平 委員 港区 三田中学校 03-5441-7348 03-5441-2699
塩野　勝章 委員 新宿区 牛込第一中学校 03-3266-1605 03-3266-8086
吉原　大智 委員 文京区 第九中学校 03-3821-7178 03-5685-4955
山根　利江子 委員 台東区 桜橋中学校 03-3876-2277 03-3871-9518
木下　浩 委員 墨田区 両国中学校 03-3625-0361 03-3625-0938
木村　達至 委員 江東区 南砂中学校 03-3649-2152 03-5690-4039
横溝　大和 委員 品川区 八潮学園中学校 03-3799-1641 03-3799-1643
沢邑　尚幸 委員 目黒区 第一中学校 03-3466-6158 03-3466-6182
越川　博久 委員 大田区 糀谷中学校 03-3744-2661 03-3744-2668
加瀬　義行 委員 世田谷区 八幡中学校 03-3701-2161 03-3701-2164
東儀　多江子 委員 渋谷区 渋谷本町学園中学校 03-3373-3203 03-3373-3215
田辺　　匠 委員 中野区 中野第五中学校 03-3389-2341 03-3389-2342
齋藤　祐子 委員 杉並区 高円寺中学校 03-3389-1581 03-3389-8297
廣木　幹一 委員 豊島区 千川中学校 03-3956-8171 03-3959-9659
小野寺　巧馬 委員 北区 明桜中学校 03-5959-0031 03-5959-0035
石畠　良平 委員 荒川区 第九中学校 03-3892-7834 03-3819-6818
徳丸　　慧 委員 板橋区 加賀中学校 03-3962-6331 03-5375-5832
仲田　英司 委員 練馬区 開進第四中学校 03-3993-1481 03-5984-3277
山田　信之 委員 足立区 江北桜中学校 03-3854-1191 03-3854-1192
原　　年也 委員 葛飾区 四ツ木中学校 03-3693-4644 03-5698-1751
諸岡　良美 委員 江戸川区 松江第六中学校 03-3656-6711 03-3656-6774

委員 八王子市
大野　洋樹 委員 立川市 立川第五中学校 042-536-2511 042-534-6953
毛涯　洸 委員 武蔵野市 第五中学校 0422-52-0421 0422-55-5258
磯村　佳美 委員 三鷹市 第五中学校 0422-45-3201 0422-76-0673
山永　美保 委員 青梅市 第一中学校 0428-22-7281 0428-24-2396
野村　拓也 委員 府中市 府中第二中学校 042-363-9122 042-334-0892
一条　峰夫 委員 昭島市 拝島中学校 042-541-1040 042-541-1222
中根　考昭 委員 調布市 第四中学校 03-3308-1175 03-5313-2475
大塚　直美 委員 町田市 真光寺中学校 042-734-4605 042-735-0429
石本　勇一 委員 小金井市 緑中学校 042-383-1164 042-382-0404
上林　太一 委員 小平市 小平第四中学校 042-341-4344 042-341-4258
奥島　俊明 委員 日野市 七生中学校 042-591-0174 042-591-0178

委員 東村山市
辰巳　典子 委員 国分寺市 第四中学校 042-324-3811 042-328-2414

委員 国立市
委員 福生市

戸田　美世子 委員 狛江市 狛江第三中学校 03-3489-5416 03-5497-7363
委員 東大和市

小川　卓 委員 清瀬市 清瀬中学校 042-493-6311 042-495-3941
池谷　邦恵 委員 東久留米市 中央中学校 042-473-8881 042-472-7999

委員 武蔵村山市
委員 多摩市

石井　湧介 委員 稲城市 稲城第四中学校 042-377-2451 042-379-3424
委員 羽村市

村山　　桂 委員 あきる野市 秋多中学校 042-558-1124 042-550-3089
鯉江　創太 委員 西東京市 青嵐中学校 042-422-3615 042-423-6220
小林　　章 委員 西多摩　　 西多摩郡　平井中学校 042-597-0021 042-597-5787

今年度はコロナ禍で委員が選出できていない地区もありました。



(２)学習評価委員会
氏名 役職 学校名 電話番号 FAX番号
中野　敏英 委員長 大田区立東蒲中学校（校長） 03-3732-9321 03-3732-9322
五十嵐　潔美 副委員長 大田区立安方中学校（副校長） 03-3759-9335 03-3759-9336
鈴木　将大 副委員長 目黒区立第七中学校（副校長） 03-3714-3794 03-3714-3761

委員 千代田区
委員 中央区

議波　智
牧野　順子

委員 港区
青山中学校
御成門中学校

03-3404-7522
03-3436-3551

03-3404-7523
03-3436-3552

田村　泰樹 委員 新宿区 落合第二中学校 03-5665-0702 03-3565-0743
伊藤　美香 委員 文京区 第三中学校 03-3814-2544 03-5689-4556
新飼　由布子 委員 台東区 駒形中学校 03-3844-2089 03-3847-0168
早川　健太郎 委員 墨田区 本所中学校 03-3625-0355 03-3625-0839
番場　明子 委員 江東区 砂町中学校 03-3644-3096 03-5690-4035
星　奈留水 委員 品川区 荏原第五中学校 03-3781-5643 03-3781-5810
鈴木　将大 委員 目黒区 第七中学校 03-3714-3794 03-3714-3761
髙﨑　紀昭 委員 大田区 大森東中学校 03-3762-3191 03-3762-3192
佐藤　侑子
長田　浩貴

委員 世田谷区 桜丘中学校 03-3429-6203 03-3429-6385

田中　幸子 委員 渋谷区 渋谷本町学園中学校 03-3373-3202 03-3373-3215
永尾　啓悟 委員 中野区 緑野中学校 03-3386-5423 03-3386-5426
立石　浩太 委員 杉並区 井荻中学校 03-3399-0148 03-3399-0854
菊地　徹 委員 豊島区 西池袋中学校 03-3986-5427 03-5951-3907
喜多村剛生 委員 北区 滝野川紅葉中学校 03-5907-5020 03-3910-1812
渡邉　洋津幾 委員 荒川区 尾久八幡中学校 03-3893-7776 03-3810-9726
鈴木　佑允 委員 板橋区 中台中学校 03-3932-6357 03-3937-5771
龍﨑　宗子 委員 練馬区 開進第三中学校 03-3993-4265 03-5984-3036
平谷　範士 委員 足立区 東島根中学校 03-3884-1331 03-3884-1332
金子　竜治 委員 葛飾区 奥戸中学校 03-3650-1326 03-5694-0019

委員 江戸川区
委員 八王子市

荒井　和枝 委員 立川市 立川第一中学校 042-523-4328 042-529-1005
佐々木　政紘 委員 武蔵野市 第四中学校 0422-51-7675 0422-55-5195
八島　真由美 委員 三鷹市 第六中学校 0422-49-1833 0422-76-0674
安原　めぐみ 委員 青梅市 新町中学校 0428-31-0411 0428-32-7079
藤澤　匠 委員 府中市 府中第三中学校 042-361-9303 042-334-0893
野﨑　直俊 委員 昭島市 昭和中学校 042-541-0065 042-541-6785
礒川　麻子 委員 調布市 第八中学校 03-3309-4131 03-5313-2786
山崎　康太郎 委員 町田市 成瀬台中学校 042-728-6030 042-721-4489
高瀬　哲平 委員 小金井市 小金井第二中学校 042‐383-1162042-382-0402
篠宮　健 委員 小平市 小平第五中学校 042-341-6795 042-341-6797
上田　啓代 委員 日野市 三沢中学校 042-592-5017 042-592-5032

委員 東村山市
北見　智晃 委員 国分寺市 第一中学校 042-322-0641 042-328-2321

委員 国立市
委員 福生市

戸田　美世子 委員 狛江市 狛江第三中学校 03-3489-5416 03-5497-7363
委員 東大和市

伊賀　直樹 委員 清瀬市 清瀬第二中学校 042-493-6312 042-495-3942
石川　一樹 委員 東久留米市 東中学校中学校 042-471-2765 042-472-7995

委員 武蔵村山市
委員 多摩市

新沼　葉子 委員 稲城市 稲城一中学校 042-377-9011 042-379-3421
委員 羽村市

大塚　規文 委員 あきる野市 増戸中学校 042-596-0241 042-595-1736
三嶋　繭子 委員 西東京市 柳沢中学校 042-463-5014 042-462-3104
小田　則久 委員 西多摩 西多摩郡　瑞穂中学校 042-557-0070 042-557-6995



(3)観察実験委員会
氏名 役職 学校名 電話番号 FAX番号
中嶋　昭江 委員長 八王子市立長房中学校（校長） 042-664-1480 042-667-5421
飯牟禮　俊紀 副委員長 江戸川区立松江第一中学校（校長）03-3652-0412 03-3652-0412
百瀬　一郎 副委員長 足立区立江北桜中学校（副校長） 03-3854-1191 03-3854-1192
木村　直子 委員 千代田区 麹町中学校 03-3263-4321 03-3263-4339

委員 中央区
諏佐　祐子 委員 港区 御成門中学校 03-3436-3551 03-3436-3552
大槻　崇之 委員 新宿区 新宿西戸山中学校 03-3227-2110 03-3365-3851
村上　ゆかり 委員 文京区 本郷台中学校 03-3811-2571 03-5689-4555
高原　杏利 委員 台東区 柏葉中学校 03-3876-3341 03-3871-9516
須永　健一 委員 墨田区 桜堤中学校 03-3616-5630 03-3616-5635
旭　真一郎 委員 江東区 亀戸中学校 03-3681-0246 03-3682-0186
小林　貴雄 委員 品川区 大崎中学校 03-3491-6623 03-3491-2653
野上　大地 委員 目黒区 第九中学校 03-3714-4694 03-3714-4776
渡邊　理源 委員 大田区 志茂田中学校 03-3732-9318 03-3732-9319
君塚　　一 委員 世田谷区 玉川中学校 03-3701-7128 03-3701-7173
中川　洋 委員 渋谷区 原宿外苑中学校 03-3402-7526 03-5474-2723
澁谷　俊英 委員 中野区 北中野中学校 03-3999-3415 03-3999-3416
加藤　裕保 委員 杉並区 天沼中学校 03-3390-0161 03-3390-2169
吉田　勝彦 委員 豊島区 駒込中学校 03-3918-2105 03-5394-1008
齋藤　龍馬 委員 北区 赤羽岩淵中学校 03-5249-4071 03-3901-4456
中陳　啓司　 委員 荒川区 南千住第二中学校 03-3891-8532 03-3801-9824
太田　慎吾 委員 板橋区 赤塚第三中学校 03-3930-3535 03-5998-4906
栗原　　司 委員 練馬区 大泉学園中学校 03-3925-4492 03-5387-2294
荒井　聖子 委員 足立区 第十四中学校 03-3899-1191 03-3899-1192
田中　智史 委員 葛飾区 大道中学校 03-3693-3350 03-5698-1746

委員 江戸川区
委員 八王子市

矢内　健洋 委員 立川市 立川第四中学校 042-536-2411 042-534-6949
滝澤　康子
齊藤　匠平
山口　絢平

委員 武蔵野市
第一中学校
第二中学校
第六中学校

0422-53-6311
0422-52-2148
0422-53-6311

0422-55-5212
0422-55-5194
0422-55-5212

山際　亮也 委員 三鷹市 第六中学校 0422-31-1118 0422-32-5782
高橋　弘義 委員 青梅市 霞台中学校 0428-24-1141 0428-24-2596
岸　　正太郎 委員 府中市 府中第十中学校 042-364-3166 042-572-7528
三上　哲史 委員 昭島市 拝島中学校 042-541-1040 042-541-1222
宮沢　大地 委員 調布市 第五中学校 042-484-1311 042-499-4193
上石　麻理子 委員 町田市 山崎中学校 042-793-1021 042-791-5985
白田　渉雪 委員 小金井市 小金井南中学校 042-383-1105 042-382-0405
高橋　利綱 委員 小平市 小平第三中学校 042-341-0575 042-341-0619
石月　勇治 委員 日野市 日野第三中学校 042-591-2228 042-591-2221

委員 東村山市
鈴鹿　　覚 委員 国分寺市 第一中学校 042-322-0641 042-328-2321

委員 国立市
委員 福生市

福島　正恵 委員 狛江市 狛江第一中学校 03-3480-0121 03-5497-7361
委員 東大和市

竹村　凛 委員 清瀬市 清瀬第二中学校 042-493-6312 042-495-3942
滝川　康隆 委員 東久留米市 西中学校 042-471-4400 042-472-7996

委員 武蔵村山市
委員 多摩市

川原﨑　拓也 委員 稲城市 稲城第五中学校 042-378-6121 042-379-3425
委員 羽村市

飯室　亜矢子 委員 あきる野市 西中学校中学校 042-558-6260 042-550-3091
清水　祥彦 委員 西東京市 田無第四中学校 042-465-6113 042-469-2181
東上　渉 委員 西多摩 西多摩郡　瑞穂中学校 042-557-0070 042-557-6995



(4)環境教育委員会
氏名 役職 学校名 電話番号 FAX番号
大澤　秀吉 委員長 練馬区立関中学校（校長） 03-3929-0150 03-3929-9059
河又　秀敏 副委員長 西東京市立田無第二中学校（副校長） 042-462-2812 042-469-2179
鎌田　智義 副委員長 東大和市立第五中学校 042-561-0050 042-590-7032

委員 千代田区
委員 中央区

隈部　あき 委員 港区 港南中学校 03-3471-0238 03-3471-0239
杉山　幹太 委員 新宿区 西早稲田中学校 03-3205-9674 03-3205-9859
大島　　雄 委員 文京区 第一中学校 03-3811-7271 03-5689-4554
神谷　淳子 委員 台東区 浅草中学校 03-3866-5169 03-5687-5888
金澤　隆之 委員 墨田区 墨田中学校 03-3625-0351 03-3625-0424
山田　文代 委員 江東区 亀戸第三中学校 03-3684-4319 03-3682-0238
坂内　温実 委員 品川区 富士見台中学校 03-3772-0900 03-3772-0715
江頭　美菜子 委員 目黒区 第八中学校 03-3714-4594 03-3714-475１
森　正人 委員 大田区 大森第十中学校 03-3752-4245 03-3752-4247
竹谷　孝子 委員 世田谷区 桜木中学校 03-3420-0149 03-3420-0763
松浦　紀江 委員 渋谷区 鉢山中学校 03-3463-1583 03-3463-1550
望月　希美 委員 中野区 中野中学校 03-3389-1471 03-3389-1472
小林　哲也 委員 杉並区 井荻中学校 03-3399-0148 03-3399-0854
合田　正子 委員 豊島区 巣鴨北中学校 03-3918-2144 03-5394-1009
岩本　康弘 委員 北区 堀船中学校 03-3911-8817 03-3911-4830
加藤　丈明 委員 荒川区 原中学校 03-3895-6495 03-3819-6819
寺内　大介 委員 板橋区 西台中学校 03-3934-4501 03-3937-4651
戸部　昌彦 委員 練馬区 旭丘中学校 03-3957-3133 03-3958-9009
稲村　友香 委員 足立区 西新井中学校 03-3890-8167 03-3890-8168
田場　正幸 委員 葛飾区 青葉中学校 03-3602-9591 03-3838-5765

委員 江戸川区
委員 八王子市

糸屋　将昭 委員 立川市 立川第二中学校 042-523-4338 042-529-1008
西村　圭司 委員 武蔵野市 立第四中学校 0422-51-7675 0422-55-5195
坪井　康行 委員 三鷹市 第一中学校 0422-44-5371 0422-76-0670
黒田　浩史 委員 青梅市 泉中学校 0428-31-2297 0428-32-7096
志村　亮太 委員 府中市 府中第九中学校 042-367-0320 042-334-0898
鈴木　美香 委員 昭島市 福島中学校 042-541-2940 042-541-6985
本池　雅子 委員 調布市 第七中学校 042-487-4521 042-499-4195
山崎　陽香 委員 町田市 つくし野中学校 042-795-0323 042-795-8765
石本　勇一 委員 小金井市 緑中学校 042-383-1164 042-382-0404
飯田　りか 委員 小平市 小平第二中学校 042-341-0244 042-341-1962
岡　虹曜 委員 日野市 日野第四中学校 042-583-3905 042-583-3915

委員 東村山市
鈴木　万知恵 委員 国分寺市 第五中学校 042-325-3735 042-328-2415

委員 国立市
委員 福生市

池田　清信 委員 狛江市 第一中学校 03-3480-0121 03-5497-7361
委員 東大和市

小林　なみ江 委員 清瀬市 清瀬第四中学校 042-493-6314 042-495-3944
川上　昌洋 委員 東久留米市 西中学校 042-471-4400 042-472-7996

委員 武蔵村山市
委員 多摩市

光家　将大 委員 稲城市 稲城第五中学校 042-378-6121 042-379-3425
委員 羽村市

佐野　学 委員 あきる野市 東中学校 042-558-1125 042-550-3090
板橋　誠司 委員 西東京市 明保中学校 042-421-3611 042-423-6501
池田　真奈美 委員 西多摩 西多摩郡　瑞穂第二中学校 042-557-5501 042-557-6048



５　博物館連携推進プロジェクトメンバー
氏名 役職 学校名 電話番号 FAX番号
大熊 　一正 委員長 八王子市立松木中学校（校長） 042-678-2588 042-678-1490
岩崎　守也 副委員長 八王子市立横山中学校（副校長） 042-661-0257 042-667-5403
牧野　崇 副委員長 豊島区立駒込中学校（副校長） 03-3918-2105 03-5394-1008
遠藤　博則 委員 墨田区立桜堤中学校(副校長) 03-3616-5630 03-3616-5635
川島　紀子 委員 文京区立第六中学校　 03-3814-6666 03-5689-4558
内藤　理恵 委員 世田谷区立駒沢中学校 03-3422-7401 03-3422-7899
黒田　俊一 委員 中野区立第八中学校 03-3330-7571 03-3330-7572
志岐　隆介 委員 足立区立蒲原中学校 03-3605-8335 03-3605-8336
青木　久美子 委員 世田谷区立千歳中学校 03-3300-7361 03-3300-7370
本間　俊昭 委員 世田谷区立千歳中学校 03-3300-7361 03-3300-7370
井出　美智留 委員 練馬区立大泉学園中学校 03-3925-4492 03-5387-2294
吉澤　舞 委員 練馬区立北町中学校 03-3932-7231 03-5920-0335
江連　知美 委員 品川区立豊葉の杜学園 03-3782-2930 03-3782-1497
山田　美沙希 委員 大田区立大森第八中学校 03-3762-6656 03-3762-6658
鈴木　優 委員 足立区立第十三中学校 03-3605-4711 03-3605-8119
大西　琢也 委員 東京学芸大学附属小金井中学校 042-329-7833 042-329-7834
吉田　勝彦 委員 豊島区立駒込中学校 03-3918-2105 03-5394-1008
浅野　徹 委員 町田市教育委員会（指導主事）
河野　　晃 委員 板橋区立中台中学校 03-3932-6357 03-3937-5771
牧野　順子 委員 港区立御成門中学校（非常勤教諭） 03-3436-3551 03-3436-3552
渡辺　孝子 委員 江東区立有明中学校 03-3527-8261 03-3527-8263


