
○平成2１年度
教科 委員会名 氏名 所属

高橋 史樹 岐阜
加藤 講平 岐山
矢橋 伸栄 大垣工業
水野 裕子 海津明誠
上野 志津子 武義
笠井 寛 関
宮武 里衣 中津
堀川 尚美 中津商
河野 和代 益田清風
篠田 淳子 関商工
亀山 善弘 長良
髙木 一輝 各務原西
鈴木 孝慈 池田
高田 幸世 加納
久保田 滝敏 大垣南
棚橋 武司 大垣東
田中 諭志 可児
毛利 裕道 岐阜商業
衛藤 久美子 各務原西
服部 美斗子 本巣松陽
高田 剛 揖斐
柴田 仁志 大垣東
臼田 尚之 武義
宮川 萌 八百津
酒井 美穂 多治見
岡崎 光孝 多治見北
田中 誠二 多治見北
水口 智仁 恵那農業
足立 宏 斐太
大森 賢一 斐太
寺門 隆治 飛騨高山
福富 年策 済美
大野 沙織 岐阜各務野
加藤 雅景 山県
清本 勝政 岐阜工業
沖村 敏寛 多治見
大久保 夏樹 羽島北
江原 典子 各務原
澤田 育子 不破
平塚 瑞香 岐阜北
北野 勝之 高山工業
毛利 慶子 岐阜
中島 千寿 岐阜総合学園
筑間 敏博 各務原西
古川 徹 岐阜農林
藤田 多美 武義
河本 薫 岐阜城北
片岡 潤子 岐阜各務野
杉山 福美 揖斐
柴田 幸美 大垣桜
乙津 真由美 海津明誠
土田 美恵子 関有知
渡辺 加奈 東濃実業
高木 明美 瑞浪
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教科 委員会名 氏名 所属
浅野 弘子 岐阜各務野
安田 ゆかり 大垣桜
林 裕子 坂下
菅井 修 加納
吉田 順一 池田
上田 益久 大垣商業
臼井 澄人 不破
井戸 裕二 関有知
土田 敏行 岐阜農林
水野 泰孝 岐阜農林
吉田 勇人 岐阜農林
黒田 亘 岐阜農林
嵯峨崎 康朗 大垣養老
神出 建太郎 郡上
福井 義人 加茂農林
岩渕 康幸 恵那農業
島田 正幸 飛騨高山
加藤 昌宏 岐南工業
中田 卓生 岐阜工業
清水 由光 大垣工業
山下 泰司 大垣工業
野村 和弘 可児工業
小澤 智也 多治見工業
小池 勉 中津川工業
中島 秀樹 高山工業
牛丸 憲一 関商工
高井 美保子 岐阜城北
田中 英淳 岐阜商業
武藤 純二 大垣商業
相川 長徳 東濃実業
安藤 範和 土岐商業
渡邊 勝広 関商工
佐藤 鈴子 岐阜盲
河原 伸明 岐阜聾
佐野 幸弘 長良特別支援
白木 偵人 岐阜希望が丘特別支援
高木 靖 岐阜本巣特別支援
松原 智和 揖斐特別支援
野田 ひいず 大垣特別支援
各務 美保 海津特別支援
船戸 麻巳子 郡上特別支援
井原 誠 関特別支援
芦田 友味子 中濃特別支援
渡辺 政幸 東濃特別支援
田口 修 恵那特別支援
前川 香織 飛騨特別支援
野田 鉄美 飛騨特別支援学校下呂分校
松橋 美雪 飛騨特別支援学校高山日赤分校

授業改善研究委員会

授業改善研究委員会

教材開発委員会

授業改善等研究委員会

授業改善研究委員会

商業

工業

特別支援 指導力向上研究委員会

福祉

情報

農業



○平成20年度
教科 委員会名 氏名 所属

高橋 史樹 岐阜城北
加藤 講平 岐山
石原 淳 各務原西
勝野 美佳 揖斐
高野 圭 大垣北
水野 裕子 海津明誠
川原 正史 可児
宮武 里衣 中津
河野 和代 益田清風
佐藤 淳子 関商工
小寺 義彦 岐阜各務野
杉本 新也 大垣西
板津 裕也 中津
高田 幸世 加納
棚橋 武司 大垣東
西田 光男 関
田中 諭志 可児
内藤 知佳 各務原西
服部 美斗子 本巣松陽
高田 剛 揖斐
杉山 酵 大垣北
臼田 尚之 武義
伊佐治 錦司 可児
酒井 美穂 多治見
岡崎 光孝 多治見北
田中 誠二 多治見北
水口 智仁 恵那農業
日下部 真男 飛騨高山
寺門 隆治 飛騨高山
中村 香月 吉城
美濃島 広幸 岐阜
須藤 亜由子 加納
白濱 健太 大垣東
西尾 司 土岐商業
大久保 夏樹 羽島北
大矢 菜穂子 池田
佐々木 詠衣子 瑞浪
降旗 一成 加茂
長谷川 満 恵那南
永縄 邦彦 斐太
毛利 慶子 岐阜
中島 千寿 岐阜総合学園
古川 徹 岐阜農林
藤田 多美 武義
筑間 敏博 華陽フロンティア
河本 薫 岐阜城北
杉山 福美 揖斐
柴田 幸美 大垣桜
乙津 真由美 海津明誠
土田 美恵子 関有知
渡辺 加奈 東濃実業
高木 明美 瑞浪
菅井 修 加納
河合 豊美 羽島北
上田 益久 大垣商業
森田 英明 不破
今井 典彦 多治見
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教科 委員会名 氏名 所属
水野 泰孝 岐阜農林
加藤 守 岐阜農林
土田 敏行 岐阜農林
黒田 亘 岐阜農林
嵯峨崎 康朗 大垣養老
神出 建太郎 郡上
長谷川 徹 加茂農林
岩渕 康幸 恵那農業
島田 正幸 飛騨高山
藤井 博文 岐南工業
柴田 健治 岐阜工業
山下 泰司 大垣工業
柴田 純孝 可児工業
林 千尋 多治見工業
篠原 正樹 多治見工業
濱崎 英之 中津川工業
竹ノ内 秀樹 高山工業
所 剛 関商工
高井 美保子 岐阜城北
田中 英淳 岐阜商業
武藤 純二 大垣商業
相川 長徳 東濃実業
安藤 範和 土岐商業
渡邊 勝広 関商工
宇野 早苗 岐阜盲学校
星野 勇樹 岐阜聾学校
牧村 貴志 長良特別支援学校
淺井 仁美 岐阜希望が丘特別支援学校
古田 糸音 岐阜本巣特別支援学校
豊内 紗知子 関特別支援学校
多賀 悠樹 恵那特別支援学校
長瀬 美智代 飛騨特別支援学校高山日赤分校
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○平成１９年度
教科 委員会名 氏名 所属

水谷 三保子 岐阜北
石原 淳 各務原西
高野 圭 大垣北
澤田 宏 大垣南
高木 岳 大垣東
上野 志津子 郡上
川原 正史 可児
堀 卓也 多治見北
宮武 里衣 中津
佐藤 淳子 関商工
小栗 毅石 恵那
森岡 孝文 中津
吉田 しのぶ 斐太
林 辰郎 岐山
高田 幸世 加納
西田 光男 関
田中 諭志 可児
河田 圭介 岐阜城北
内藤 知佳 各務原西
服部 美斗子 本巣松陽
高田 剛 揖斐
森田 耕平 大垣北
伊左治 錦司 可児
酒井 美穂 多治見
田中 誠二 多治見北
水津 潤 多治見北
日比 学 恵那
三品 陽平 中津
足立 宏 斐太
寺門 隆治 飛騨高山
小竹 隆哉 飛騨高山
吉田 英生 各務原
古川 竜秋 大垣西
福島 良輔 関有知
増井 克安 多治見北
多田 信 岐阜総合
寺澤 誠治 各務原西
高畑 ひとみ 大垣東
見尾谷 健一 郡上北
降籏 一成 加茂
市岡 規子 土岐紅陵
毛利 慶子 岐阜
中島 千寿 岐阜農林
高橋 誠治 羽島
舩坂 久美子 吉城
筑間 敏博 華陽フロンティア
野口 雅子 岐阜城北
鈴木 裕子 岐阜各務野
堀川 英子 揖斐
村瀬 美稲 大垣桜
乙津 真由美 海津明誠
山田 郁子 関有知
原 晴美 東濃実業
遠藤 浩代 瑞浪
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教科 委員会名 氏名 所属
河合 豊美 羽島北
吉村 和昌 各務原
菅井 修 岐阜各務野
上田 益久 大垣商業
水野 泰孝 岐阜農林
加藤 守 岐阜農林
土田 敏行 岐阜農林
黒田 亘 岐阜農林
嵯峨崎 康朗 大垣養老
神出 建太郎 郡上
長谷川 徹 加茂農林
岩渕 康幸 恵那農業
島田 正幸 飛騨高山
加藤 美保子 岐阜城北
田中 英淳 岐阜商業
澤田 憲志 岐阜商業
田口 浩規 武義
鈴木 伸司 東濃実業
安藤 範和 土岐商業
各務 友浩 岐南工業
森下 善行 岐阜工業
富田 博道 大垣工業
中根 鋭二 大垣工業
酒井 眞司 可児工業
柴田 純孝 多治見工業
藤浪 元明 中津川工業
竹ノ内 秀樹 高山工業
所 剛 関商工
中島 英雄 各務原市立蘇原第一小学校
中島 美鈴 大野町立大野小学校
松山 紀子 郡上市立八幡小学校
今井 友子 可児市立東明小学校
鷹見 美乃里 中津川市立東小学校
坂 和貴子 高山市立東小学校
傍島 庸子 養老町立東部中学校
横山 真理 関市立富野中学校

実践研究委員会特別支援
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情報 授業改善委員会
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