
岩崎賞受賞者およびタイトル一覧岩崎賞受賞者およびタイトル一覧

第１回 （昭和５７年度） 

　　　　富士根　秀　雄 （大野高等学校） 　“EXPRESS YOURSELF SERIES”

第２回 （昭和５８年度） 

　　　　松　田　通　彦 （若狭高等学校）    「言語活動を中心にした英語Ⅱ指導の一試案」 

第３回 （昭和５９年度） 

　　　　小　林　　　誠 （藤島高等学校）    「生き生きした英語授業実践のための一試論」 

第４回 （昭和６０年度） 

　　　　堀　　　治　市 （武生高等学校） 　 「自由英作文　第２集」 

第５回 （昭和６１年度） 

　　　　加　藤　英　和 （丹南高等学校） 　 「英語の語法研究覚書 （５）」 

第６回 （昭和６２年度） 

　　　　大野高等学校英語科

　　　　　　 「英語Ⅰ・英語Ⅱ・英語ⅢＢにおける英文音読についての研究」 

        内　藤　　　徹 （丹南高等学校） 　

　　　　　　“A Study on the Correlation between Listening and Reading”

第７回 （昭和６３年度） 

　　　　十　郎　壽　夫 （三国高等学校） 　

　　　　　　 「西むく侍　教室で伝えたい 「比較文化」 の話あれこれ」 

第８回 （平成元年度） 

　　　　高　島　嘉　子 （高志高等学校） 　“A Study of Tense”

第９回 （平成２年度） 　　　　応募作なし

第10回 （平成３年度） 

　　　　片　野　正　人 （丹生高等学校）   “ELLIPSIS PHENOMENA IN THE ENGLISH”

第11回 （平成４年度） 　　　　該当作なし

第12回 （平成５年度） 

　　　　内　藤　　　徹 （鯖江高等学校）    「STRUCTURE SHEET の試みとその効果」 
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第13回（平成６年度） 　　　　応募作なし

第14回 （平成７年度） 　　　　応募作なし

第15回 （平成８年度） 　

　　　　芝　　　和　身 （敦賀気比高等学校） 

　　　　　　“Motivational Strategies For the Foreign Language Classroom”

第16回 （平成９年度） 

　　　　田　渕　宏　明 （小浜水産高校）    「内言を豊かにする言語活動の試み」 

第17回 （平成10年度） 　

　　　　丸岡高等学校英語科　　　　　　　

　　　　　　“A Study of Systematic and Continuous Team-Teaching for Developing Students' 

　　　　　　　Communicative Competence Writing-Centered Team-teaching”

第18回 （平成11年度） 　　　　該当作なし

第19回 （平成12年度） 　

　　　　稲　葉　芳　明 （大野高等学校）    「生徒に読ませたい12篇の歌 （詩）」 

第20回 （平成13年度） 　

　　　　八　田　秀　樹 （武生第六中学校） 

　　　　　　 「実践的コミュニケーション能力の向上をめざした授業づくり」 

第21回 （平成14年度） 　　　　該当作なし

第22回 （平成15年度） 　　　　該当作なし

第23回 （平成16年度） 　

　　　　山　田　晴　美 （盲学校） 　　　

　　　　　　“Evaluating Student Communicative Abilities in the 'Oral communication I' & 'Oral 

　　　　　　 Communication II' Subjects in Japanese Local High Schools: Some Suggestion for 

　　　　　　 improvement”

第24回 （平成17年度） 　　　　応募作なし

第25回 （平成18年度） 

　　　　今　川　佳　紀 （福井商業高等学校） 

　　　　　　“Effective Ways of Enlarging Opportunities to Learn Communicative English through 

　　　　　　 information and communication technology”
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第26回 （平成19年度） 　　　　該当作なし

第27回 （平成20年度） 　　　　該当作なし

第28回 （平成21年度） 

　　　　稲　葉　芳　明 （金津高等学校） 

　　　　　　 「幻影師ミルハウザー　～ Millhauser the Illusionist ～」 

第29回 （平成22年度） 　　　　応募作なし

第30回 （平成23年度） 　　　　応募作なし

第31回 （平成24年度） 　　　　応募作なし

第32回 （平成25年度） 　　　　該当作なし

第33回 （平成26年度） 　　　　応募作なし

第34回 （平成27年度） 　　　　応募作なし

第35回 （平成28年度） 

　　　　稲　葉　芳　明 （大野高等学校） 

　　　　　　 「The shop-soiled Galahad ～フィリップ・マーロウ：陋巷を行く、 陋劣でない男～」 

　　　　三　仙　真　也 （藤島高等学校） 

　　　　　　 「英語ディベートの指導を通じた英語運用力と論理的思考力の育成」 

第36回 （平成29年度） 　　　　応募作なし

第37回 （平成30年度） 　　　　該当作なし

第38回 （令和元年度） 　　　　応募作なし

第39回（令和２年度）　　　　 

　　　　稲　葉　芳　明（勝山高等学校）

　　　　　　 「On Never Let Me Go ～The Abyss beneath Our Illusory Sense of Connection with the World～」
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第４０回岩崎賞論文募集要項

　下記の要領で、第 40 回岩崎賞論文を募集しております。奮ってご応募下さい。

　１）内　　容　　①　英語教育に関する研究および実践記録

　　　　　　　　　②　英語学・英米文学に関する研究

　　　　　　　　　③　英語一般に関する研究

　　　　　　　　＊研究発表校指定等で発表したものをまとめなおして応募するのも可。

和文の場合は横書きで、400 字詰め原稿用紙 120 枚程度、WORD 使用

の場合は１ページ 44 字× 36 行で、30 ページ程度を最大とする。

英文の場合はタイプ（ダブルスペース）で 40 枚程度（１枚 65 ～ 66

ストローク× 25 行）までとする。

　２）締　　切　　２０２１年１１月３０日（火）

　３）送 り 先　　〒 915-0085　越前市八幡 1-25-15

　　　　　　　　　福井県立武生高等学校内

　　　　　　　　　　　　福井県英語研究会事務局　宛
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英研総会講演者一覧

令和　２年　　　　　　　　　中　　　　止

令和元　年　６月　７日 （金） 　福井県国際交流会館

    演　題：　 「知的世界を広げるツールとしての英語、 英語教育」 

　　講　師：　　柴　原　智　幸　氏 （神田外語大学） 

平成３０年　６月　８日 （金） 　福井県国際交流会館

    演　題：　 「次期学習指導要領を踏まえた授業作りの工夫」 

　　講　師：　　巽　　徹　氏 （岐阜大学教授） 

平成２９年　６月　９日 （金） 　福井県国際交流会館

    演　題：　 「英語落語の授業への活用」 

　　講　師：　　大　島　希巳江　氏　 （神奈川大学教授） 

平成２８年　６月１０日 （金） 　福井県国際交流会館

    演　題：　 「CAN-DO による授業改革」 

　　講　師：　　阿　野　幸　一　氏　 （文教大学教授） 

平成２７年　６月１０日 （水） 　福井県国際交流会館

    演　題：　 「高校英語教育と大学入試はどう変わるか」 

　　講　師：　　吉　田　研　作　氏　 （上智大学特任教授） 

平成２６年　６月１１日 （水） 　福井県国際交流会館

    演　題：　 「『英語の福井』 のブランド構築に向けて」 

　　講　師：　　松　本　　 茂 　氏　 （立教大学教授） 

平成２５年　６月１４日 （金） 　福井県国際交流会館

    演　題：　 「グローバル時代の英語教育」 

　　講　師：　　岡　　　秀　夫　氏　 （目白大学教授） 

平成２４年　６月１５日 （金） 　福井県国際交流会館

    演　題：　 「変わりゆく英語―変化に対応する英語教育のために」 

　　講　師：　　八　木　克　正　氏　 （関西学院大学教授） 

平成２３年　６月１７日 （金） 　福井県国際交流会館

    演　題：　 「万能主義的英語教育のすすめ」 

　　講　師：　　斎　藤　兆　史　氏　 （東京大学教授） 
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平成２２年　６月１７日 （木） 　福井県国際交流会館

    演　題：　 「コーパスからわかる英語語彙指導のポイント」 

　　講　師：　　投　野　由紀夫　氏　 （東京外国語大学教授） 

平成２１年　６月１８日 （木） 　福井県国際交流会館

    演　題：　 「〈英語を英語で教える〉とはどういうことなのか」 

　　講　師：　　松　本　　 茂 　氏　 （立教大学教授） 

平成２０年　６月２０日 （金） 　福井県国際交流会館

　　演　題：　 「英語授業に関する反省 （普段感じていること）」 

　　講　師：　  竹　岡　広　信　氏　 （駿台予備学校講師） 

平成１９年　６月１５日 （金） 　福井県国際交流会館

    演　題：　 「日本語らしさ、 英語らしさ」 

　　講　師：　　池　上　嘉　彦　氏　 （昭和女子大学教授） 

平成１８年　６月１６日 （金） 　福井県国際交流会館

　　演　題：　 「日本の英語教育の現状と課題」 

　　講　師：　  和　田　　　稔　氏　 （明海大学外国語学部教授） 

平成１７年　６月１７日 （金） 　福井県国際交流会館

　　演　題：　 「アクション・リサーチでの授業改善」 

　　講　師：　　佐　野　正　之　氏　 （帝京大学文学部教育学科教授） 

平成１６年　６月１８日 （金） 　福井県国際交流会館

　　演　題：　 「英語が使える日本人の育成における英語教師の役割」 

　　講　師：　  渡　邉　時　夫　氏　 （清泉女学院大学教授） 

平成１５年　６月２０日 （金） 　福井県国際交流会館　　

　　演　題：　 「プレゼンテーション指導の進め方とその効用

  　講　師：　  酒　井　志　延　氏　 （千葉商科大学商経学部助教授） 

平成１４年　６月２１日 （金） 　福井県国際交流会館

　　演　題：　“Global Education and EFL: Teaching for a Better World”

　　講　師：　Mr. Kip A. Cates　 （鳥取大学外国人教師） 

平成１３年　６月２２日 （金） 　福井県国際交流会館    

　　演　題：　“P.E. in English, Math in English, Science in English”

    講　師：　  Dr. Mike Bostwick　 （加藤学園バイリンガル教育ディレクター） 　
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平成１２年　６月１６日 （金） 　福井県国際交流会館　　

　　演　題：　 「ことばの世界とことばの教育－認知科学からの提言」 

  　講　師：　  大　津　由紀雄　氏　 （慶応大学教授） 

平成１１年　６月１７日 （木） 　福井県国際交流会館

    演　題：　 「コミュニケーション能力の育成と単語・文法指導」 

　　講　師：　　阿　部　　 一 　氏　 （獨協大学教授） 

平成１０年　６月１５日 （月） 　福井県職員会館    

　　演　題 　  「英語教育でもっとやってほしいこと」 

　　講　師　　　金　谷　　憲 　氏　 （東京学芸大学教授） 

平成　９年　５月２３日 （金） 　福井県職員会館

　　演　題     「これからの英語教育について」 

　　講　師      茨　山　良　夫　氏　 （福井大学教授） 

平成　８年　６月１４日 （金） 　福井県職員会館

　　演　題     「川は流れる－大海原に－情報発信のライティング」 

　　講　師      藤　枝　宏　壽　氏   （福井医科大学教授） 

平成　７年　６月９日 （金） 　福井市フェニックスプラザ

　　演　題　　“A PROFICIENCY-ORIENTED APPROACH TO WRITING”

　　講　師　　　中　田　清　一  氏　 （青山学院大学教授） 

平成　６年　６月１０日 （金） 　福井商工会議所ビル

　　演　題　　 「異文化間コミュニケーション：　アメリカの教壇からＮＨＫ英会話講師まで」 

　　講　師　　　小　川　邦　彦  氏　 （山梨大学教授） 

平成　５年　６月１８日 （金） 　福井市商工会館

　　演　題　　“Seventy Years of Oral Communication ”

　　講　師　　　伊　村　元　道　氏　 （玉川大学教授） 

平成　４年　６月１９日 （金） 　福井市商工会館

　　演　題　　“Teaching English to Promote International Understanding”

　　講　師　　　石　井　　 敏 　氏　 （大妻女子大学教授） 

                                                               　

平成　３年　６月１４日 （金） 　福井市商工会館

　　演　題　　 「異文化を読む－コミュニケーションの視点から－」 

　　講　師　　　岡　部　朗　一　氏　 （南山大学教授） 
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平成　２年　６月１５日 （金） 　福井市商工会館

　　演　題　　 「外国を読む」 

　　講　師　　　外　山　滋比古　氏　 （昭和女子大学教授） 

平成　元年　６月２３日 （金） 　福井市商工会館

　　演　題　　 「英語教育に課せられた今日的課題－学習指導要領の改訂の視点から」 

　　講　師　　　小　池　生　夫　氏　 （慶應義塾大学教授） 

昭和６３年　６月１５日 （金） 　福井県民会館

　　演　題　　“Team Teaching: A Theoretical Look and Its Application”

　　講　師　　　和　田　　 稔 　氏　 （文部省初等教育中等教育局中学校課程教科調査官） 

昭和６２年　６月１２日 （金） 　福井県民会館

　　演　題　　 「今、 英語教育に望まれるもの」 　　　　　　　　　　　　　　　  

　　講　師　　　橋　本　光　郎　氏　 （青山学院大学教授） 

昭和６１年　６月７日 （金） 　福井県民会館

　　演　題　　 「英語教育と辞書」 

　　講　師　　　小　島　義　郎　氏　 （早稲田大学教授） 

昭和６０年　６月４日 （火） 　労働福祉会館

　　演　題　　“Trends and Problem in Japanese Education”

　　講　師　　 Carl.B.Becker 氏  （天理大学助教授） 

昭和５９年　６月８日 （金） 　福井厚生年金会館

　　演　題　　 「　　　不　　　明　　　」 

　　講　師　　　吉　田　研　作　氏　(上智大学 )

昭和５８年　６月８日 （金） 　福井厚生年金会館

　　演　題　　 「英語の音について」 

　　講　師　　　高　橋　敏　彦　氏　 （国際教育交換協議会 (CIEE) 企画主任） 

昭和５７年　６月８日 （火） 　福井市民福祉会館

　　演　題　　 「英語教育とは何だろう－横文字編集長の英語教育論」 

　　講　師　　　巳　野　保嘉治　氏　

　　　　　　　　　　　　 （日本工業新聞論説委員・英文経済月刊誌 BUSINESS JAPAN 編集長） 

昭和５６年　６月２日 （火） 　至民中学校、 福井市農協社支所ホール

　　演　題　　 「英語を聞くこと、 話すこと」 

 　 講　師　　　長　崎　玄　弥　氏
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福井県英語研究会歴代役員一覧
（2006年度～ 2020年度）

2006（H18） 2007 （H19） 2008 （H20）

会　　 長 金牧　　廣（勝山高） 澤本　啓一（敦賀工高） 松田　通彦（高志高）

副 会 長

土田純一朗（森田中） 土田純一朗（森田中） 岡本　　章（松陵中）

大下ひとみ（武生東高） 大下ひとみ（武生東高） 橋本　栄二（敦賀高）

企
画
部

部　長 澤田　則義（大野高） 澤田　則義（大野高） 澤田　則義（大野高）

副部長 斎藤　将親（大野東高） 広瀬　泰司（陽明中） 広瀬　泰司（陽明中）

放
送
テ
ス
ト
部

部　長 尾形　俊弘（武生一中） 濱野　則子（鯖江高） 濱野　則子（鯖江高）

副部長

濱野　則子（鯖江高） 森　　一生（丹南高） 森　　一生（丹南高）

森　　一生（丹南高） 髙松三七子（鯖江中） 髙松三七子（東陽中）

広
報
部

部　長 北川　　一（高志高） 北川　　一（高志高） 北川　　一（高志高）

副部長 笹木　英俊（大野高） 笹木　英俊（大野高） 笹木　英俊（大野高）

研　

究　

部

部　長 山内　　悟（勝山高） 竹本　俊穂（高志高） 竹本　俊穂（高志高）

副部長

竹本　俊穂（高志高） 清水　慈昭（丹南高） 清水　慈昭（丹南高）

今川　佳紀（福井商業高） 今川　佳紀（福井商業高）

監 事

三田村隆泰（武生商業高） 三田村隆泰（武生商業高） 岩本　公信（武生商業高）

松田亜紀子（羽水高） 鈴木　千文（武生高） 内藤　俊治（福井商業高）

教 育 庁

佐々木栄秀 佐々木栄秀 佐々木栄秀

水谷　善長 水谷　善長 尾形　俊弘

教育研究所 杉俣　佳弘 杉俣　佳弘 杉俣　佳弘

事 務 局 長 山口　正純（丸岡高） 山口　正純（丸岡高） 馬谷　康照（鯖江高）

庶 務 高倉　泰希（丸岡高） 高倉　泰希（丸岡高） 飯田　倫代（鯖江高）

会 計

杉山　正晃（丸岡高） 杉山　正晃（丸岡高） 吉田　愛子（鯖江高）
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2009（H21） 2010 （H22） 2011 （H23）

会　　 長 坂本　伸子（金津高） 坂本　伸子（金津高） 片野　正人（武生商業高）

副 会 長

山口　和代（武生三中） 馬場　朝子（川西中） 馬場　朝子（足羽一中）

森下　秀樹（丸岡高城東分校） 森下　秀樹（三国高） 森下　秀樹（三国高）

企
画
部

部　長 澤田　則義（大野高） 澤田　則義（藤島高） 澤田　則義（藤島高）

副部長 広瀬　泰司（陽明中） 広瀬　泰司（陽明中） 広瀬　泰司（陽明中）

放
送
テ
ス
ト
部

部　長 濱野　則子（鯖江高） 森　　一生（丹南高） 森　　一生（丹南高）

副部長

森　　一生（丹南高） 髙松三七子（東陽中） 髙松三七子（東陽中）

髙松三七子（東陽中） 高津　和幸（嶺北養護） 高津　和幸（嶺北養護）

広
報
部

部　長 笹木　英俊（大野高） 笹木　英俊（大野高） 笹木　英俊（大野高）

副部長 島田　敏宏（三国高） 島田　敏宏（三国高） 島田　敏宏（三国高）

研　

究　

部

部　長 清水　慈昭（丹南高） 清水　慈昭（丹南高） 清水　慈昭（丹南高）

副部長

森本　浩司（武生高） 森本　浩司（武生高） 森本　浩司（武生東高）

今川　佳紀（福井商業高） 酒井　睦夫（明道中） 酒井　睦夫（明道中）

監 事

岩本　公信（武生商業高） 岩本　公信（高志高） 野村あゆみ（鯖江高）

内藤　俊治（福井商業高） 内藤　俊治（教育研究所） 宮西　芳弘（福井商業高）

教 育 庁

佐々木栄秀 今川　佳紀 竹本　俊穂

尾形　俊弘 尾形　俊弘 尾形　俊弘

教育研究所 山森　義弘 竹本　俊穂 磯野　和之

事 務 局 長 杉俣　佳弘（鯖江高） 稲葉　芳明（金津高） 稲葉　芳明（金津高）

庶 務 馬谷　康照（鯖江高） 高倉　泰希（金津高） 高倉　泰希（金津高）

会 計

野村あゆみ（鯖江高） 石津　麻美（金津高） 石津　麻美（金津高）

矢尾百々衣（金津高）
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2012（H24） 2013 （H25） 2014 （H26）

会　　 長 片野　正人（武生商業高） 片野　正人（武生商業高） 片野　正人（武生高）

副 会 長

岩﨑　紳二（福井大学付属中） 岩﨑　紳二（福井大学付属中） 松田　新一（進明中）

荒川　治和（羽水高） 木下久仁雄（道守高） 木下久仁雄（道守高）

企
画
部

部　長 澤田　則義（藤島高） 澤田　則義（大野高） 澤田　則義（藤島高）

副部長 広瀬　泰司（陽明中） 広瀬　泰司（開成中） 広瀬　泰司（開成中）

放
送
テ
ス
ト
部

部　長 森　　一生（丹南高） 森　　一生（丹南高） 森　　一生（丹南高）

副部長

髙松三七子（東陽中） 髙松三七子（東陽中） 髙松三七子（朝日中）

高津　和幸（嶺北養護） 林　　淳子（福井商業高） 林　　淳子（福井商業高）

広
報
部

部　長 笹木　英俊（大野高） 笹木　英俊（藤島高） 笹木　英俊（藤島高）

副部長 島田　敏宏（三国高） 島田　敏宏（三国高） 稲葉　芳明（金津高）

研　

究　

部

部　長 森本　浩司（武生東高） 森本　浩司（武生東高） 森本　浩司（武生東高）

副部長

辻　　智生（敦賀高） 辻　　智生（敦賀高） 村　　昭信（金津高）

酒井　睦夫（明道中） 村　　昭信（丸岡高） 辻　　智生（敦賀高）

監 事

野村あゆみ（鯖江高） 石津　麻美（福井東特別支援） 荻野　哲央（道守高）

荻野　哲央（道守高） 荻野　哲央（道守高） 三田村弘美（丹生高）

教 育 庁

竹本　俊穂 竹本　俊穂 竹本　俊穂

尾形　俊弘 西　　　健 西　　　健

教育研究所 磯野　和之 磯野　和之 森　　美穂

事 務 局 長 鈴木　秀人（丹生高） 鈴木　秀人（丹生高） 藤田　裕彦（高志高）

庶 務 吉田　充宏（丹生高） 吉田　充宏（丹生高） 上杉三陽子（高志高）

会 計

木下久仁雄（丹生高） 三田村弘美（丹生高） 西川　潤也（高志高）

三田村弘美（丹生高） 山本　美好（高志高）
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2015（H27） 2016 （H28） 2017 （H29）

会　　 長 片野　正人（武生高） 水戸守　寿（武生東高） 松田　新一（進明中）

副 会 長

松田　新一（進明中） 松田　新一（進明中） 勝木　博一（嶺南東特別支援）

田中　宏明（敦賀高） 勝木　博一（嶺南東特別支援） 水谷　善長（武生第三中）

企
画
部

部　長 澤田　則義（藤島高） 西口　佳光（丹生高） 西口　佳光（丹生高）

副部長 広瀬　泰司（開成中） 広瀬　泰司（開成中） 山口　隆子（丹生高）

放
送
テ
ス
ト
部

部　長 森　　一生（武生東高） 加藤　　修（三国中） 加藤　修（三国中）

副部長

林　　淳子（福井商業高） 伊藤美智子（敦賀高） 伊藤美智子（敦賀高）

伊藤美智子（南越特別支援） 渡邊衣咲子（松陵中） 野崎　恵美（社中）

広
報
部

部　長 稲葉　芳明（大野高） 稲葉　芳明（大野高） 稲葉　芳明（大野高）

副部長 笹木　英俊（藤島高） 笹木　英俊（藤島高） 鈴木　秀人（羽水高）

研　

究　

部

部　長 辻　　智生（敦賀高） 辻　　智生（敦賀高） 辻　　智生（敦賀高）

副部長

村　　昭信（金津高） 村　　昭信（金津高） 村　　昭信（金津高）

水木　　毅（武生東高）

監 事

三田村弘美（丹生高） 三田村弘美（丹生高） 三田村弘美（丹生高）

北川　　一（金津高） 北川　　一（金津高） 北川　　一（金津高）

教 育 庁

浅井　裕規 岩本　公信 岩本　公信

西　　　健 上田外史彦 上田外史彦

教育研究所 木下　　弥 冨田　秀明 澤田　則義

事 務 局 長 藤田　裕彦（高志高） 中村　珠美（福井商業高） 中村　珠美（福井商業高）

庶 務 杉山　正晃（高志高） 渡辺さゆり（福井商業高） 伊藤　仁美（福井商業高）

会 計

山本　美好（高志高） 石田　洋志（福井商業高） 石田　洋志（福井商業高）

髙島　理恵（高志高）
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2018（H30） 2019 （H31R元） 2020 （R2）

会　　 長 田中　宏明（武生高） 田中　宏明（武生高） 田中　宏明（武生高）

副 会 長

水谷　善長（武生第三中） 大久保昌倫（光陽中） 塩谷　圭司（灯明寺中）

勝木　博一（嶺南東特別支援） 竹本　俊穂（羽水高） 竹本　俊穂（羽水高）

企
画
部

部　長 西口　佳光（丹生高） 西口　佳光（武生高） 山口　隆子（武生高）

副部長 山口　隆子（丹生高） 山口　隆子（丹生高） 内田　冬萌（丹生高）

放
送
テ
ス
ト
部

部　長 窪田乃理子（南越中） 窪田乃理子（南越中） 窪田乃理子（南越中）

副部長

伊藤美智子（敦賀高） 伊藤美智子（敦賀高） 伊藤美智子（敦賀高）

野崎　恵美（社中） 野﨑　恵美（社中） 野﨑　恵美（高志中）

広
報
部

部　長 稲葉　芳明（大野高） 稲葉　芳明（大野高） 島田　敏宏（金津高）

副部長 織田　昌宏（大野高） 森谷　町子（大野高） 織田　昌宏（大野高）

研　

究　

部

部　長 水木　　毅（武生東高） 水木　　毅（武生東高） 辻　　智生（敦賀高）

副部長

辻　　智生（敦賀高） 辻　　智生（敦賀高） 村　　昭信（金津高）

村　　昭信（金津高） 村　　昭信（金津高）

監 事

三田村弘美（丹生高） 北川　　一（金津高） 石田　洋志（福井商業高）

北川　　一（金津高） 石田　洋志（福井商業高） 清水　慈昭（足羽高）

教 育 庁

岩本　公信 岩本　公信 岩本　公信

加藤　　修 加藤　　修 加藤　　修

教育研究所 澤田　則義 澤田　則義 笹木　英俊

事 務 局 長 鈴木　秀人（羽水高） 鈴木　秀人（羽水高） 西口　佳光（武生高）

庶 務 山本　美好（羽水高） 山本　美好（羽水高） 中野　　守（武生高）

会 計

清水　慈昭（羽水高） 清水　慈昭（羽水高） 板垣　洋美（武生高）
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