
分科会名 役職 学校名 職名 氏名(敬称略）

1 英語教育 委員長 豊橋市立二川小学校 校長 岩瀬佐知子

2 英語教育 副委員長 愛知県立豊橋東高等学校 教頭 齋藤　隆弘

3 英語教育 委員 愛知県立時習館高等学校 教諭 青山　浩幸

4 英語教育 委員 愛知県立豊橋東高等学校 教諭 金原　有希

5 英語教育 委員 愛知県立豊丘高等学校 教諭 松浦　素子

6 英語教育 委員 愛知県立豊橋商業高等学校 教諭 佐藤　直子

7 英語教育 委員 豊橋市立八町小学校 教務主任 川添みちよ

8 英語教育 委員 豊橋市立福岡小学校 教諭 畑野　陽子

9 英語教育 委員 豊橋市立豊岡中学校 校務主任 夏目　和紀

10 英語教育 委員 豊橋市立牟呂中学校 教諭 安井美千代

11 英語教育 事務局 豊橋市教育委員会学校教育課 指導主事 稲田　恒久

12 英語教育 事務局 豊橋市教育委員会教育政策課 主事 近藤　俊輔

1 理科学教育 委員長 愛知県立時習館高等学校 校長 高畑　尚弘

2 理科学教育 副委員長 豊橋市立中部中学校 校長 﨑下　謙二

3 理科学教育 委員 愛知県立時習館高等学校 教諭 奥　慎伍

4 理科学教育 委員 愛知県立豊丘高等学校 教諭 滝澤　成人

5 理科学教育 委員 愛知県立豊橋工業高等学校 実習教員 柘植　芳之

6 理科学教育 委員 豊橋市立旭小学校 教務主任 磯部　和美

7 理科学教育 委員 豊橋市立つつじが丘小学校 教諭 柳沼　芳樹

8 理科学教育 委員 豊橋市立本郷中学校 教諭 佐野由加理

9 理科学教育 委員 豊橋市立南陽中学校 教諭 林　浩明

10 理科学教育 事務局 豊橋市教育委員会科学教育センター 学芸員 栗橋　潤

11 理科学教育 事務局 豊橋市教育委員会学校教育課 指導主事 夏目　裕介

12 理科学教育 事務局 豊橋市教育委員会教育政策課 指導主事 加藤　友治

13 理科学教育 事務局 豊橋市教育委員会教育政策課 主査 西口　勝

1 特別支援教育 委員長 豊橋市立くすのき特別支援学校 校長 山川　恭子

2 特別支援教育 副委員長 豊橋市立牟呂小学校 校長 久野　哲司

3 特別支援教育 委員 愛知県立豊橋西高等学校 教諭 冠者　貴樹

4 特別支援教育 委員 豊橋市立豊橋高等学校 教諭 伴野　美香

5 特別支援教育 委員 愛知県立豊橋聾学校 部主事 山本　全実

6 特別支援教育 委員 愛知県立豊橋特別支援学校 部主事 天野　和彦

7 特別支援教育 委員 豊橋市立くすのき特別支援学校 部主事 柴田　朋宏

8 特別支援教育 委員 豊橋市立花田小学校 教務主任 石川　安余

9 特別支援教育 委員 豊橋市立二川南小学校 教諭 河合　良介

10 特別支援教育 委員 豊橋市立南部中学校 教諭 鈴木　寛之

11 特別支援教育 委員 希望が丘第二こども園 園長代理 大髙美奈子

12 特別支援教育 委員 円通寺保育園 園長 安食木綿子

13 特別支援教育 委員 こども未来部保育課 主幹 足立まゆみ

14 特別支援教育 事務局 豊橋市教育委員会学校教育課 指導主事 沖田　典子

15 特別支援教育 事務局 豊橋市教育委員会教育政策課 指導主事 古関　智子

1 言語能力 委員長 豊橋市立豊岡中学校 校長 山内　潤次

2 言語能力 副委員長 愛知県立豊橋南高等学校 教頭 森田　恭弘

3 言語能力 委員 愛知県立豊橋南高等学校 教諭 森　典彦

4 言語能力 委員 愛知県立豊橋工業高等学校 教諭 太田　卓弥

5 言語能力 委員 愛知県立豊橋商業高等学校 教諭 松下　雅彦

6 言語能力 委員 豊橋市立花田小学校 校務主任 平松　能博

7 言語能力 委員 豊橋市立幸小学校 教諭 吉田　宙

8 言語能力 委員 豊橋市立芦原小学校 教諭 小柳津叔子

9 言語能力 委員 豊橋市立豊岡中学校 教諭 鈴木　孝明

10 言語能力 委員 豊橋市立東部中学校 教諭 荻野　将輝

11 言語能力 委員 豊橋市立牟呂中学校 教諭 内藤　達也

12 言語能力 委員 文化スポーツ部中央図書館 専門員 岩瀬　彰利

13 言語能力 事務局 豊橋市教育委員会教育政策課 指導主事 加藤　友治

14 言語能力 事務局 豊橋市教育委員会教育政策課 指導主事 古関　智子
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