
 

 

呉市教科用図書（小学校）調査・研究委員会委員 

 

教科（種目） 学 校 名 職  名 氏  名 

国 語 

原小学校 校長 小野 結実 
昭和中央小学校 主幹教諭 菊地 あかね 
白岳小学校 教諭 門田 恵子 
広小学校 教諭 岡田 武士 
天応小学校 教諭 森重 章子 
昭和西小学校 教諭 中西 貴之 
安浦中学校 教頭 丸田 秀子 

呉市教育委員会 指導主事 浜本 愛子 

書 写 

波多見小学校 教頭 永田 久美子 
三坂地小学校 教諭 濵本 ゆかり 
横路小学校 教諭 永  ひとみ 
和庄小学校 教諭 加藤 三枝子 
音戸小学校 教諭 片元 結貴子 
安登小学校 教諭 古城 裕美 
警固屋中学校 教頭 坂井 峰子 
呉市教育委員会 指導主事 浜本 愛子 

社 会 

仁方小学校 教頭 福間 武志 
阿賀小学校 教諭 堀江 大志 
坪内小学校 教諭 重田 寛基 
昭和西小学校 教諭 増野 まり子 
昭和北小学校 教諭 宮田 剛 
倉橋小学校 教諭 今井 裕一 
吉浦中学校 校長 小林 浩樹 

呉市教育委員会 指導主事 田村 峡平 

地 図 

蒲刈小学校 教頭 角井 佳子 
港町小学校 教諭 隂 菜穂子 
天応小学校 教諭 早川 悟史 
昭和北小学校 教諭 三戸森 小百合 
川尻小学校 教諭 岡 孝子 
広中央中学校 校長 藤原 敏宏 
呉市教育委員会 指導主事 田村 峡平 

算 数 

長迫小学校 校長 横山 眞澄 
警固屋小学校 教頭 浅木森 宏 
仁方小学校 教諭 岩本 充弘 
白岳小学校 教諭 石  幸恵 
横路小学校 教諭 高上 絵理 
本通小学校 教諭 大段 美香 
白岳中学校 校長 久保 好寛 

呉市教育委員会 指導主事 番本 充俊 



 

 

理 科 

宮原小学校 校長 藤本 芳英 
昭和北小学校 教頭 室賀 尚子 
原小学校 教諭 小加本 広記 

警固屋小学校 教諭 土井 直樹 
呉中央小学校 教諭 望月 誠治 
川尻小学校 教諭 西 良子 
倉橋中学校 校長 坂口 守 

呉市教育委員会 指導主事 本谷 彰弘 

生 活 

郷原小学校 校長 芳川 雅行 
呉中央小学校 主幹教諭 平岡 恵美子 
三坂地小学校 教諭 村田 清子 
郷原小学校 教諭 清水 典子 
両城小学校 教諭 石原 津也子 
安浦小学校 教諭 古澤 裕美 

呉市教育委員会 指導主事 中村 友美 

音 楽 

三坂地小学校 校長 森重 真由美 
仁方小学校 教諭 増本 絵里子 
広南小学校 教諭 田中 久美子 
阿賀小学校 教諭 花房 真美 
昭和南小学校 教諭 山下 明子 
豊小学校 教諭 三井 明子 
安浦中学校 教諭 今井 章絵 

呉市教育委員会 指導主事 藤井 眞實 

図画工作 

坪内小学校 教頭 奥本 雅幸 
広小学校 教諭 佐々木 良子 
吉浦小学校 教諭 室 朋子 
昭和西小学校 教諭 西村 幸子 
昭和中央小学校 教諭 小泉 佑佳 
安浦小学校 教諭 西村 美佳 
倉橋中学校 教諭 桝井 文 

呉市教育委員会 指導主事 伊藤 賀世 

家 庭 

広南小学校 教頭 木村 智子 
阿賀小学校 主幹教諭 胡 良子 
宮原小学校 教諭 濱咲 美佐 
明立小学校 教諭 木村 二美 
荘山田小学校 教諭 下河原 しのぶ 
昭和中央小学校 教諭 森 真寿美 
豊浜中学校 教頭 古本 由利 

呉市教育委員会 指導主事 中村 友美 

保 健 

安登小学校 校長 藤平 高憲 
白岳小学校 主幹教諭 後東 貴之 
広小学校 主幹教諭 梶本 浩史 
横路小学校 教諭 宮内 建治 
荘山田小学校 教諭 玉理 聖人 
昭和南小学校 教諭 藤井 誠 
下蒲刈中学校 校長 有田 之 
呉市教育委員会 指導主事  新井 秀峰 



 

 

 


