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 平成３０年１２月２５日 
教 育 指 導 課            

 

平成３０年度東京都教育委員会職員表彰被表彰者の決定について 

 

１ 受賞者 

Ｎｏ 受賞者名 学校名及び職名 表彰種別 功績概要 

１ 池上 京子 
下北沢小学校 

校長（統括校長） 

３（１）エ 
管理職 

平成２３年度より世田谷区
立小学校長を歴任。平成２２
年度以降、各種研究会や教育
雑誌の原稿執筆の依頼を受
け、算数授業研究・校内研究
推進や学校組織・学校マネジ
メント、保護者対応などにつ
いて数々の寄稿をした。平成
２８・２９年度「世田谷９年
教育」研究開発校に学び舎と
して取組み、各校の連携を深
めながらキャリア教育につ
いて大きな研究成果を上げ
た。統合予定の守山小学校長
として、平成２７年度より下
北沢小学校開校の取組に尽
力した。平成２８年度同小学
校の初代校長に着任し、教育
課程等の基盤や地域との信
頼関係を固めて、平成３０年
４月に北沢小学校を合わせ
た、新校舎での学校運営を円
滑に進めた。 

２ 阿部 陽一 
世田谷中学校 

校長（統括校長） 

３（１）エ 
管理職 

平成１８年１２月より世田
谷区立中学校を歴任。地域・
家庭と連携した教育活動を
実践し、主題を「地域教育基
盤の確立と開かれた学校づ
くり」とした教育実践論文は
平成２２年１月に都教委よ
り表彰された。平成２２年八
幡中学校長時代には、世田谷
９年教育パイロット校とし
て「自主・自立・自尊の達成
をめざして―義務教育９年
間を通して―」を主題とした
研究に取り組み、自ら学び、
行動できる子どもの育成を
実施した。平成２６年度以降
３年間は世田谷区立中学校
長会会長として、学校経営と
指導力の向上を図り、区民の
信託に応える教育を推進。区
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教委と連携し「第２次世田谷
区教育ビジョン（第１期行動
計画）」の実現に努め、第２
期行動計画の策定に尽力し
た。 

３ 橋本 ひろみ 
池之上小学校 

指導教諭 
３（１）ウ 

平成１７年度からは東京都
道徳教育推進委員として、道
徳教育教材集の開発に携わ
るとともに、授業力向上セミ
ナーにおいて道徳科の指導
と評価のあり方について全
都に範を示した。平成２６年
度より道徳科の指導教諭と
して、模範授業を公開するな
ど、広く区内外の教員の指導
力の向上に貢献している。多
くの小中学校から講師の依
頼があり、特別の教科「道徳」
の評価について指導・助言を
行っている。道徳教育の充実
に大きく寄与した功績が認
められ、平成２０年に都教委
の表彰、平成２２年には文科
省の表彰も受賞している。 

４ 長尾 美津江 
喜多見中学校 

栄養教諭 
３（１）ウ 

管理栄養士の資格を持つな
ど高い専門性を活かし、食の
安全を確保しながら学校給
食の運営を行っている。平成
２５年度から校内のＥＳＤ
委員会リーダーとして、地域
や大学などの外部機関の力
を取り入れ、食育を多角的に
推進した。また世田谷区立中
学校食育研究会をリードし、
研修や講話の企画運営を行
い、区立中学校の食育の推進
に大きく貢献した。 

 

 

２ 表彰式 

平成３１年２月８日(金) 午後４時～午後５時まで 

  東京都庁 第一本庁舎５階 『大会議場』 



 

平成３０年度東京都教育委員会職員表彰実施要綱 

 

１ 表彰の目的 

  本都の教育の発展、学術、文化の振興に貢献し、その功績が顕著で、かつ、勤務成績

の優秀な職員及び優れた教育実践活動・研究活動を行っている学校・グループの功労をた

たえ、これを表彰する。 

 

２ 表彰の対象 

平成３０年４月１日現在在職する東京都教育委員会が任命した職員で東京都教育委員 

会職員表彰規程（昭和２７年東京都教育委員会訓令甲第９号。以下「表彰規程」という。）

第１条第１項又は第２項に該当する本都在職１０年以上の者（特に善行又は功績が認め

られた者を除く。）及び表彰規程第１条第３項に該当する本都在職６年未満の者並びに表

彰規程第２条に該当する学校・グループ（別紙「学校・グループの推薦に関する取扱い」

（以下「別紙」という。）参照）。ただし、既に本表彰を受けた者及び文部科学大臣教育

者表彰を受けた者で、受賞後３年を経過していないものは除く。 

 

３ 表彰種別（在職年数及び年齢は、平成３１年３月３１日現在とする。） 

(1) 在職年数及び年齢による表彰区分は以下のとおりとする。 

  ア 本都在職６年未満の者 

イ 本都在職１０年以上で管理職を除く４５歳未満の者 

ウ 本都在職１０年以上で管理職を除く４５歳以上の者 

エ 本都在職１０年以上で管理職の職にある者 

  (ｱ) 表彰規程第１条第１項第３号に該当する５７歳以上の者 

  (ｲ) 同条第１項第３号以外に該当する５７歳未満の者 

オ 学校・グループ 

(2) 本都在職１０年以上で表彰規程第１条第２項に該当する者の表彰種別は、特別賞と

する。 

(3) 本都在職６年未満で表彰規程第１条第３項に該当する者の表彰種別は、立志賞とす

る。 

  

４ 候補者の推薦及び被推薦者数 

(1) 各区市町村教育委員会は、各区市町村立学校（学校給食法（昭和２９年法律第１６

０号）第６条に規定する施設を含む。）に勤務する職員の中から、以下のとおり推薦で

きる。 

ア 前項３(1)ア １名 



 

イ 前項３(1)イ、ウ及びエ（エは、(ｱ)及び(ｲ)の合計） 各２名程度 

ウ 前項３(1)オ １校又は１グループ 

(2) 都立学校長は、職員（校長を除く。）の中から以下のとおり推薦できる。 

ア 前項３(1)イ、ウ及びエ 各１名 

イ 前項３(1)オ １校又は１グループ 

(3) 庁内各部長、多摩教育事務所長及び各学校経営支援センター所長は、東京都教育委

員会が任命した職員で、教育庁、教育事務所、教育庁出張所及び教育機関（学校を含

む。）に勤務する職員及び学校・グループの中から推薦できる。ただし、前項３⑴アに

ついては、各学校経営支援センター所長が６名程度推薦できるものとする。 

 

５ 被表彰者の決定 

  被表彰者は、推薦された候補者の中から職員表彰審査会の審査を経て東京都教育委員

会が決定する。 

 

６ 留意事項 

(1) 候補者の推薦に当たっては、年齢、性別、役職、分野等にとらわれず、広い範囲か

ら検討するものとし、更に広く教職員のモラールアップを図る観点から、日々職務に精

励し、優れた業績を上げている若手、中堅の教職員、また、優れた教育実践活動・研究

活動を続けている学校及び教職員のグループに対して十分配慮すること。 

(2) 単に教育関係団体等の役職の地位にあることのみを理由とした推薦は行わないこと。

また、法令等に違反し、社会的不道徳のある場合等、都民感情にそぐわない者を推薦す 

ることのないよう注意すること。特に犯歴（道路交通法違反を含む。）のある者につい 

ては対象としない。 

(3) 本都在職６年未満の者の推薦に当たっては、教職員としては発展途上であるものの、

子供たちに夢や希望、生きる力を与えるために日々真剣に取り組み、その将来性が期

待できる者を対象とすること。 

(4) 表彰規程第１条第２項に基づく特別賞は、東京都教育委員会職員表彰の想定を大き

く超える革新的・効果的な教育実践を行い、教職員の職務の範ちゅうを越え、前例の

ない著しい成果を上げた者がいた場合のみ授与を行う。 

(5) 表彰規程第１条第１項第２号による推薦に当たっては、職務の簡素合理化に伴うコ

スト削減効果や職場のワーク・ライフ・バランスの実現等に対する貢献度、実績等が

数字などで具体的に評価しやすいものを対象とすることが望ましい。 

(6) 善行による推薦に当たっては、職務の内外を問わず、自己の危難を顧みずに人命を

救助する行為、犯人逮捕に協力する行為、消火に協力する行為等の行為又はこれと同

等とみられる行為を対象とし、以下の点に留意すること。 

 ア 人命救助、犯人逮捕などの場合は、原則として警察、消防等の感謝状を受賞して



 

いること。 

 イ その他の善行の場合は、新聞記事等、事実が確認できる資料があること。 

(7) 学校・グループを推薦する場合は、別紙によるものとする。 



東京都教育委員会職員表彰

年度 受賞者 学校名 職名 功績

30 池上　京子 下北沢小学校

校長
（統
括校
長）

平成２３年度より世田谷区立小学校長を歴任。平成２２年度以降、各
種研究会や教育雑誌の原稿執筆の依頼を受け、算数授業研究・校
内研究推進や学校組織・学校マネジメント、保護者対応などについて
数々の寄稿をした。平成２８・２９年度「世田谷９年教育」研究開発校
に学び舎として取組み、各校の連携を深めながらキャリア教育につ
いて大きな研究成果を上げた。統合予定の守山小学校長として、平
成２７年度より下北沢小学校開校の取組に尽力した。平成２８年度同
小学校の初代校長に着任し、教育課程等の基盤や地域との信頼関
係を固めて、平成３０年４月に北沢小学校を合わせた、新校舎での
学校運営を円滑に進めた。

30 阿部　陽一 世田谷中学校

校長
（統
括校
長）

平成１８年１２月より世田谷区立中学校を歴任。地域・家庭と連携し
た教育活動を実践し、主題を「地域教育基盤の確立と開かれた学校
づくり」とした教育実践論文は平成２２年１月に都教委より表彰され
た。平成２２年八幡中学校長時代には、世田谷９年教育パイロット校
として「自主・自立・自尊の達成をめざして―義務教育９年間を通して
―」を主題とした研究に取り組み、自ら学び、行動できる子どもの育
成を実施した。平成２６年度以降３年間は世田谷区立中学校長会会
長として、学校経営と指導力の向上を図り、区民の信託に応える教
育を推進。区教委と連携し「第２次世田谷区教育ビジョン（第１期行動
計画）」の実現に努め、第２期行動計画の策定に尽力した。

30 橋本　ひろみ 池之上小学校
指導
教諭

平成１７年度からは東京都道徳教育推進委員として、道徳教育教材
集の開発に携わるとともに、授業力向上セミナーにおいて道徳科の
指導と評価のあり方について全都に範を示した。平成２６年度より道
徳科の指導教諭として、模範授業を公開するなど、広く区内外の教
員の指導力の向上に貢献している。多くの小中学校から講師の依頼
があり、特別の教科「道徳」の評価について指導・助言を行っている。
道徳教育の充実に大きく寄与した功績が認められ、平成２０年に都
教委の表彰、平成２２年には文科省の表彰も受賞している。

30 長尾　美津江 喜多見中学校
栄養
教諭

管理栄養士の資格を持つなど高い専門性を活かし、食の安全を確
保しながら学校給食の運営を行っている。平成２５年度から校内のＥ
ＳＤ委員会リーダーとして、地域や大学などの外部機関の力を取り入
れ、食育を多角的に推進した。また世田谷区立中学校食育研究会を
リードし、研修や講話の企画運営を行い、区立中学校の食育の推進
に大きく貢献した。

29 坂本　正彦 烏山小学校 校長

平成１９年度より、世田谷区立小学校長を歴任。
小学校教育研究会では、教科『日本語』部の部長として、教科『日本
語』の授業実践を各校に広めた。また、小学校社会科研究会会長と
して東京都や全国の社会科教育の充実、発展に貢献した。平成２４
年より５年間、世田谷区立小学校長会の役員として、区教育委員会
をはじめとする関係機関との連携を深め、世田谷区教育ビジョンの目
標達成に向けて尽力した。

29 小松　昌之 北沢中学校 校長

平成２０年１月より、世田谷区立中学校長を歴任。世田谷９年教育の
研究推進にあたり、情報活用能力の育成をはじめ、さまざまな分野
において研究推進に努め、成果を上げた。中学校教育研究会では、
書写研究会会長として、研究活動に参画するとともに、国語科書写
の専門性の向上を図る研究会活動を通し、人材育成に取り組んだ。
また、学校支援地域本部のモデル校として、特色ある学校運営に取
り組み、人材育成、地域連携に成果を上げた。



年度 受賞者 学校名 職名 功績

29 福岡　久美子 尾山台小学校
主幹
養護

保健指導や保健学習に積極的に取り組み、運動・睡眠・呼吸法など
各分野の研究を行い、改善意識を絶やすことなく学校生活の充実に
寄与した。平成２７、２８年度には世田谷区体力向上健康推進委員
に任命され、児童の健康課題に焦点をあてた取り組みの実践に尽力
した。主幹教諭としても、校内学習環境の整備に積極的に取り組み、
児童が学習に向かいやすいよう、学習環境づくりに対する教員の意
識向上に尽力した。

28 渡部　理枝 尾山台小学校 校長

長年に渡り教育相談の研究を進め、都や区市町村において研究会
や校内研究の講師「東京都学校教育相談研究会」の会長を務め、教
育相談の推進に寄与した。世田谷区立小学校教育研究会の副会
長・会長を務め、教員の教科等における専門性を高めることこそが授
業力を高めるとして教科等研究を側面からバックアップした。また「世
田谷９年教育」研究開発校として、キャリア教育を推進し、主体的に
学び続ける子どもの育成に成果を上げた。

28 毛利　慎治 東深沢中学校 主幹

東京教師道場、東京都研究開発委員として、特別な教科「道徳」実施
に向けた教材研究、授業研究を行った。
稲城市教育委員会研究奨励校研究主任として研究を推進した。
世田谷区河口湖移動教室資料編纂委員として、資料作成等に努
め、移動教室円滑実施に貢献した。
世田谷区中体連野球部専門委員長として、大会の円滑実施に努
め、指導者、生徒の技術力向上に努めた。

27 吉村　実 赤堤小学校 校長

全教員体制で６学年児童に対する補修をおこない、児童の個々の能
力を最大限に伸ばした。児童一人一人に寄り添った学校経営をおこ
ない、豊かな人間性を培い、規範意識を高めてきた。副担任制およ
び学級間交換授業を実施し、教員の資質・能力を高めるとともに児
童の成長に寄与した。地域・保護者との懇話会、登下校メールサー
ビスの導入等、学校改善に努めるとともに、安全教育を推進した。

27 松平　昭二 東深沢中学校 校長

リーダーシップを発揮して近隣小学校との連携を図り、世田谷９年教
育を強力に推進した。また、英語の授業を週５時間実施したり、勉強
合宿を計画したりと、学力向上のために多くの斬新な取組を企画し
た。さらに、生徒の体力向上や運動への興味・意欲を考慮した新たな
部活動も新設した。加えて、魅力ある管理職像を自らアピールし、毎
年のように管理職候補者を発掘した。

27 辻　紀子 桜小学校
主任
教諭

教師としての豊かな表現力で児童に学習の楽しさを感得させ、確か
な学力を育む高い授業力により世田谷区全体の授業力向上に大きく
寄与した。世田谷区が認定する「教科『日本語』リーダー」として模範
的な授業を公開し、全区的な指導力の向上に貢献した。特別な配慮
を要する児童に対するユニバーサルデザインの学級づくり、授業づく
りに取組み、全校のユニバーサル化を推進した。

27 櫻澤　浩人 駒沢小学校
主任
教諭

長年にわたり特別支援教室（難聴・言語障害）の担任として指導の経
験を積み、専門性を高めてきた。全国公立学校難聴・言語障害教育
研究協議会の事務局のメンバーとして、全国の難聴・言語教育の
ネットワーク作りや若手教員の育成などに貢献してきている。さらに、
現任校では、特別支援教育コーディネーターとして、特別な支援を要
する児童への対応を検討する校内委員会の中心的な役割を担って
いる。

26 徳永　啓介
トクナガ ケイスケ

船橋希望中学校
統括
校長

世田谷区立船橋中学校校長として、希望丘中学校との統合に際し、
地域、保護者の思いを受け止めながら関係機関と連携し、新校開校
を円滑に進めた。

26 宮本　正彦
ミヤモト　マサヒコ

用賀小学校 校長

平成１８年度世田谷区小学校副校長会会長、平成２６年度世田谷区
立小学校校長会会長として、管理職組織の長として学校経営の課題
解決に向けて対応するとともに、管理職研修会の企画、運営を行い
教育管理職の指導力向上に努めた。



年度 受賞者 学校名 職名 功績

26 秦　弘行
ハタ　ヒロユキ

松沢小学校
主幹
教諭

都教育研究員として算数を意欲的に研究し専門性を高め、後進の指
導に取り組んだ。また、都算数研究会の実態調査委員を務め、都の
算数教育の推進に努めている。

26 内藤　信義
ナイトウ ノブヨシ

駒沢小学校
主任
教諭

日常的に算数教育の指導・相談役としても活躍しており、他校や区
主催の研究会講師をはじめ、都の研究員・開発委員・教師道場リー
ダ等、数多く務め、世田谷区や東京都の算数教育の開発・充実に貢
献している。

26 関谷　さやか
セキヤ　

三宿中学校
主任
教諭

英語科主任として生徒の学力向上、学習意欲の向上に優れた力を
発揮している。また、平成２５・２６年度は、東京都英語教育戦略会議
委員として、今後の東京都の英語教育の進展に貢献するとともに、
その成果を広め、区の英語教育の充実・発展に寄与している。

25 岩﨑　正道
イワサキ　マサノリ

三宿中学校
校長
（再任
用）

世田谷区立中学校長会会長として、世田谷９年教育を推進し、また、
全国夜間中学校研究会の会長としては、全国の中学校夜間学級の
教育の充実・発展に大きく寄与した。

25 大曽根　博美
オオソネ　ヒロミ 桜小学校

主幹
教諭

義務教育９年間に責任をもつ教育の実現のため、区内中学校教員
に対し「表現力の育成」の視点から優れた提案授業を行った。

25 宮寺　俊英
ミヤデラ　トシヒデ

富士中学校
主幹
教諭

校内組織を整備し、研究報告書作成、研究発表会を通し研究実績に
結びつけた。また、学び舎の教育活動の企画・運営、研究発表に大
きく貢献した。

24 渡邊
ワタナベ

　克元
カツモト

千歳小学校
統括
校長

保護者や地域の要望を聞き、学校経営に生かし学校の信頼を高め
た。また、世田谷区教育ビジョンの推進、世田谷９年教育の推進に努
めた。

24 三
ミ

保谷
ホ ヤ

　浩
ヒロ

貴
キ 桜丘中学校

主幹
教諭

不登校生徒のための通級指導学級の担任として若手教員の育成や
保護者の互助会組織の立ち上げなど改善に努力した。

24 秋山
アキヤマ

　泰代
ヤ ス ヨ

砧南中学校
主幹
教諭

平成17年度より世田谷区中学校研究会理科部副部長として夏期研
修会や小中合同研修の企画運営を行い、教員の知識向上に努め
た。

24 内藤
ナイトウ

　貴
キ

恵子
エ コ 笹原小学校

主任
教諭

世田谷区独自の施策である教科「日本語」の立ち上げ、推進におい
て、内容の検討、教科書の作成に関わるとともに、授業の公開を積
極的に行うなどして、大きく貢献した。

23 中村　一裕 用賀小学校
主幹
教諭

世田谷区教育ビジョン推進開発校の発表に貢献し、健康教育啓発に
功績した。

23 沖山　雄一 尾山台中学校
主幹
教諭

生活指導主任、学年主任として、生徒の指導に情熱をもって当たり、
一時は荒れているといわれていた学校を立て直した。

23 秋田　敏文 弦巻小学校
主幹
教諭

都や区の教育研究会で研究を進めるとともに、世田谷区の情報教育
部のリーダーとして、区内の学校のＩＣＴ教育の工場に関わってきた。
平成２２年度には都の情報教育開発委員を務めた。

23 原　ひろみ 弦巻中学校
主幹
教諭

人事部の施策である「平成２３年度ＯＪＴ推進指定モデル校」の実施
校において、校長の意を受けて学校内のＯＪＴ体制を確立し、その要
の教務主幹教諭として、円滑に推進できるように尽力した。

23 北村　幸江 多聞小学校 校長
東京都小学校体育研究会常任理事を９年間務め、東京都の体育科
教育の推進に力を発揮した。

22 松倉　淳之介 尾山台小学校
主幹
教諭

特別支援学級において、適切な理解に基づく指導と評価の一体化に
ついての研究を通して、授業の改善・充実に取り組み、児童の個性と
可能性の伸長に尽力した。

22 石川　恭子 松原小学校
主任
教諭

情緒障害学級における指導の改善・充実や、通常の学級への支援、
教職員の研修等に積極的に取り組み、特別支援教育の推進に貢献
した。

22 永川　和子 松沢小学校
主任
教諭

障害のある児童・生徒の教育や教職員の理解啓発に尽力するととも
に、都や区の特別支援教育にかかわる委員等を務め、特別支援教
育の推進に貢献した。
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22 草開　宣晶 駒沢中学校
主幹
教諭

数学における習熟度別学習の指導内容及び実施体制等について積
極的に研究を進め、学校及び区全体の数学の指導の向上に貢献し
た。

22 小島　誠 船橋小学校
校長
（再任
用）

授業の指導体制、指導方法の研究を通して学校経営の改善に取り
組んだ。また、教科「日本語」の教科書作成や授業公開などを通し
て、教科「日本語」の定着、充実に寄与した。

22 泉　長顯 赤堤小学校 校長
平成２０年度、２２年度と研究発表会を行うなど、教員の授業力の向
上に力を注いだ。また、区立小学校校長会長として、区の教育施策
の推進や小学校教育の発展に寄与した。

22 鈴木　滋 用賀中学校
校長
（再任
用）

教科「日本語」や世田谷９年教育の推進に尽力した。また、区立中学
校教頭会長・校長会長として区の教育施策の推進や中学校教育の
発展に寄与した。

21 島本　好子 富士中学校
主幹
教諭

教科「日本語」に関して、授業公開や世田谷教育フォーラムにおける
授業実践報告を行うとともに、区実施の教科等研修の講師を務め、
教科「日本語」の充実と発展のために多大な貢献をしてきた。

21 箭内　忠義 京西小学校 校長
保護者、地域の信頼を得る学校経営に尽力し、また、世田谷区独自
の「世田谷区教育研究員」制度を立ち上げ、初任者の育成に尽力
し、また区校長会役員として後進の育成に努めた。

21 藤原　秀樹 桜丘中学校 校長
特別活動及び登校拒否対策の研究において顕著な成果をあげた。
また、世田谷区教育ビジョンの具現化に向けて、教職員が研修に励
む学校作りや、地域と共に作り上げる学校経営を行った。

20 寺崎　晶子 尾山台小学校 教諭
全児童の体力調査と体育科授業の工夫・改善を行い、児童のけが
の減少に貢献した。また「尾山台スポーツ・文化ひろば」の立ち上げ
に関わり、家庭・地域との連携を強めた。

20 君島　光司 八幡中学校 校長
区中学校長会会長等の役職を歴任し、区の教育を牽引するととも
に、地域運営学校導入、世田谷９年教育や教科「日本語」の研究に
先駆的に取り組み、成果を上げてきた。

20 東谷　昭三 山崎中学校 校長
生徒の学習・生活指導に情熱を傾け取り組むとともに、地域とともに
子どもを育てる教育など、他の模範となる先駆的活動を実践してき
た。

20 坂口　多恵子 八幡山小学校
主幹
教諭

教科「日本語」の推進：教材の選定、教科書の執筆、指導案の作成
等を行うとともに、模範授業を積極的に行い、円滑な導入に貢献し
た。また公開授業やマスコミの取材対応を通じ広報活動に尽力した。

20 橋本　ひろみ 松原小学校 教諭
区の初任研の模範授業や道徳教育センター校運営委員等を行い、
各校の実践推進や指導者の育成にあたるほか、東京教師道場の助
言者として後進の育成に励んでいる

20 大湊　勝弘 松丘小学校
主幹
教諭

区内外の研究会の運営や進行に携わり、音楽科指導の向上に貢献
した。また吹奏楽部の活動を通して地域行事にも積極的に関わり、
家庭・地域との連携を強めている。


