
氏　　名 地　区 学　校　名

杉　浦　伸　一 校　長 墨田区 墨田中学校
瀬　川　眞　也 校　長 台東区 浅草中学校
柄　澤　茂　之 校　長 世田谷区 上祖師谷中学校
三　浦　利　信 校　長 あきる野市 御堂中学校
奥　平　雄　二 校  長 世田谷区 玉川中学校

総務部付 関　山　一　樹 副校長 中野区 第七中学校
研究部付 安　藤　　環 校　長 東村山市 東村山第七中学校
研究部付 矢　島　加都美 校　長 町田市 真光寺中学校
調査部付 濱　川　一　彦 校　長 世田谷区 三宿中学校
事業部付 保　谷　　満 校　長 大田区 大森第八中学校
事業部付 川　井　まさよ 校  長 小金井市 小金井第二中学校

局　長 田　井　俊　行 校　長 目黒区 第十一中学校
事務局次長 吉　田　　功 校　長 小平市 小平第二中学校
支部長 (第一支部) 髙　松　政　則 校　長 港区 赤坂中学校
支部長 (第二支部) 村　上　利　明 校　長 新宿区 牛込第一中学校
支部長 (第三支部) 関　山　一　樹 副校長 中野区 第七中学校
支部長 (第四支部) 杉　浦　芳　則 校  長 文京区 茗台中学校
支部長 (第五支部) 星　　貞　年 校  長 足立区 第十一中学校
支部長 (第六支部) 佐　川　明　夫 校　長 江東区 深川第一中学校
支部長 (第七支部) 植　田　泰　正 校  長 八王子市 恩方中学校
支部長 (第八支部) 高　橋　正　充 校  長 日の出町 大久野中学校
支部長 (第九支部) 北　島　陽　子 副校長 調布市 調布中学校
支部長 (第十支部) 川　井　まさよ 校　長 小金井市 小金井第二中学校
支部長 (第十一支部) 安　藤　　環 校　長 東村山市 東村山第五中学校
部  長 関　山　一　樹 副校長 中野区 第七中学校
副部長 渡　邊　英　晴 副校長 葛飾区 四ツ木中学校
副部長 （公美展） 村　上　利　明 校　長 新宿区 牛込第一中学校
副部長 （公美展） 小　泉　雅　一 副校長 新宿区 四谷中学校
副部長 （公美展） 北　島　陽　子 副校長 調布市 調布中学校
副部長 （公美展） 前　田　俊　二 主幹教諭 文京区 第八中学校
副部長 （in Tokyo) 井　内　　潔 校　長 武蔵村山市 村山学園
副部長 （in Tokyo) 佐　川　明　夫 校　長 江東区 深川第一中学校
副部長 （in Tokyo) 矢　島　加都美 校　長 町田市 真光寺中学校
副部長 （in Tokyo) 南　川　広　幸 副校長 西東京市 田無第二中学校
総　務 ＨＰ担当 村　山　瑛　雄 主任教諭 江戸川区 春江中学校
部  長 技術分野統括 安　藤　　環 校　長 東村山市 東村山第五中学校
副部長 技術分野 原　　　泰　介 副校長 羽村市 羽村第三中学校
副部長 技術分野 高　橋　章　次 校  長 青梅市 第三中学校
副部長 技術分野 薮　野　勝　久 校　長 東久留米市 西中学校
副部長 技術分野 大　山　剛　史 副校長 品川区 鈴ヶ森中学校
部　長 家庭分野統括 矢　島　加都美 校　長 町田市 真光寺中学校
副部長 家庭分野　 湯通堂　由加里 副校長 葛飾区 立石中学校
副部長 家庭分野 北　島　陽　子 副校長 調布市 調布中学校
副部長 家庭分野 渡　邊　あづさ 主幹教諭 練馬区 中村中学校
副部長 家庭分野 太　田　ひとみ 主幹教諭 町田市 町田第三中学校
部  長 濱　川　一　彦 校　長 世田谷区 三宿中学校
副部長 磯　田　耕　司 副校長 中央区 銀座中学校
副部長 毛　利　慎　治 副校長 世田谷区 上祖師谷中学校
副部長 奥　村　忠　範 主任教諭 江東区 深川第六中学校

事業部 部  長 技術分野統括 保　谷　　満 校　長 大田区 大森第八中学校
副部長 技術分野 桐　生　征　臣 副校長 豊島区 明豊中学校
副部長 技術分野 内　田　哲　博 主任教諭 中央区 銀座中学校
副部長 技術分野 関　根　裕　昭 主任教諭 荒川区 原中学校
副部長 技術分野 村　山　瑛　雄 主任教諭 江戸川区 春江中学校
副部長 技術分野 東　出　大　地 教　諭 板橋区 加賀中学校
部  長 家庭分野統括 川　井　まさよ 校　長 小金井市 小金井第二中学校
副部長 家庭分野 佐　野　晴　子 校　長 世田谷区 深沢中学校
副部長 家庭分野 青　栁　幸　恵 副校長 文京区 第十中学校

副部長 家庭分野 宇　野　頼　子 副校長 新宿区 落合第二中学校

副部長 家庭分野 矢　野　尚　子 副校長 多摩市 青陵中学校

副部長 家庭分野 寶　達　祐　美 主任教諭 世田谷区 深沢中学校

副部長 家庭分野 豊　島　雅　代 主任教諭 西東京市 ひばりが丘中学校

副部長 家庭分野 諏　訪　雅　子 主任教諭 大田区 東蒲中学校

会計監査 髙　松　政　則 校　長 港区 赤坂中学校
会計監査 小　林　智　明 校　長 世田谷区 太子堂中学校

３　令和４年度　東京都中学校　技術・家庭科研究会役員
役　　　職

　　　　相談役
　　　　会　長

副会長

研究部

調査部

副会長

副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
副会長

事務局

総務部

副会長


