
 

【総括】 

伊藤 俊   宮城県教育庁高校教育課参事兼課長 

佐藤 淳   宮城県教育庁高校教育課副参事兼課長補佐 

（総括）（H30） 

鈴木 智子  宮城県教育庁高校教育課副参事兼課長補佐 

（総括）（R1） 

千葉 胤継  宮城県教育庁高校教育課副参事兼課長補佐 

（総括） 

遠藤 秀樹  宮城県教育庁高校教育課課長補佐 

長田 晃明  宮城県教育庁高校教育課課長補佐 

三宅 裕之  宮城県教育庁高校教育課課長補佐 

田中 充   仙台市教育局学校教育部高校教育課課長 

岩井 誠   仙台市教育局学校教育部高校教育課主幹 

大坪 泰久  石巻市教育委員会学校教育課指導主事（H30） 

須田 一憲  石巻市教育委員会学校教育課指導主事（R1） 

 

【総則】 

蘓武 康明  宮城県黒川高等学校主幹教諭 

信夫 昭宏  宮城県石巻好文館高等学校教諭 

岩井 誠   仙台市教育局学校教育部高校教育課主幹 

渡邊 伸明  宮城県教育庁高校教育課指導主事 

 

【総合的な探究の時間】 

圓谷 敬   宮城県宮城第一高等学校主幹教諭 

小野寺 亮  宮城県登米高等学校教諭 

西城 光洋  仙台市教育局学校教育部高校教育課指導主事 

大澤 健史  宮城県教育庁高校教育課指導主事（H30） 

 

【特別活動】 

長谷川 弘和 宮城県利府高等学校教諭 

村上 智彦  宮城県仙台第一高等学校教諭 

佐藤 秀之  宮城県教育庁高校教育課指導主事 

 

【国語】 

菅野 貴人  宮城県仙台第三高等学校教諭 

山田 玲美  宮城県加美農業高等学校教諭 

渡邊 勝宏  宮城県総合教育センター指導主事 

上遠野 裕子 宮城県教育庁高校教育課指導主事 

 

 

【地理・歴史】   

佐々木 貴芳 宮城県泉高等学校主幹教諭 

軽部 熊一  宮城県総合教育センター指導主事（H30） 

宮城県角田高等学校教諭（R1） 

中村 淳   仙台市教育局学校教育部高校教育課指導主事 

遠藤 秀樹  宮城県教育庁高校教育課課長補佐 

 

【公民】   

佐藤 和哉  宮城県仙台第二高等学校教諭 

佐藤 徹   宮城県石巻商業高等学校教諭 

髙橋 雄   仙台市立仙台青陵中等教育学校教諭 

櫻井 知大  宮城県教育庁高校教育課指導主事 

 

【数学】   

佐藤 寛紀  宮城県柴田農林高等学校教諭 

山内 勝利  宮城県宮城第一高等学校教諭 

荒巻 由紀子 宮城県泉高等学校教諭 

佐々木 久晴 宮城県教育庁高校教育課指導主事 

 

【理科】   

後藤 宗範  宮城県古川黎明高等学校教諭 

中村 亮   宮城県利府高等学校教諭 

小野寺 雅浩 宮城県岩ケ崎高等学校教諭 

鈴木 歩   宮城県教育庁高校教育課指導主事（H30） 

宮城県古川黎明高等学校教諭（R1） 

清原 和   宮城県教育庁高校教育課指導主事（R1） 

 

【保健体育】   

千田 佳代  宮城県宮城第一高等学校教諭 

建部 淳   宮城県仙台第一高等学校教諭 

半田 佳之  宮城県工業高等学校教諭 

佐藤 ユカリ 宮城県教育庁スポーツ健康課指導主事（H30） 

宮城県松島高等学校教諭（R1） 

山口 勝弘  宮城県教育庁スポーツ健康課指導主事（R1） 

 

【音楽】   

菅野 淳一  宮城県泉館山高等学校教諭 

谷口 貴子  宮城県宮城野高等学校教諭 

泉 洋祐   宮城県総合教育センター指導主事 

宮城県高等学校教育課程編成の手引作成委員会名簿 



【美術・工芸】   

丹羽 裕   宮城県宮城野高等学校主幹教諭 

相澤 修   宮城県宮城野高等学校教諭 

藤原 和矩  宮城県涌谷高等学校教諭 

川名 和弘  宮城県富谷高等学校教諭 

 

【美術・書道】   

栗山 仁司  宮城県涌谷高等学校教諭 

遠藤 睦実  宮城県迫桜高等学校教諭 

 

【外国語】   

渡邊 崇   宮城県泉高等学校教諭 

作間 偉也  宮城県仙台向山高等学校教諭 

田中 充   仙台市教育局学校教育部高校教育課長 

菅原 紀子  宮城県教育庁高校教育課指導主事（H30） 

菊地 美和  宮城県教育庁高校教育課指導主事（R1） 

 

【家庭】 

髙田 亜希子 宮城県加美農業高等学校教諭 

三部 佐貴子 宮城県石巻北高等学校飯野川校教諭（H30) 

宮城県伊具高等学校教諭（R1） 

佐々木 範子 宮城県教育庁高校教育課指導主事（H30） 

武田 英子  宮城県教育庁高校教育課指導主事（R1） 

髙橋 彩子  宮城県総合教育センター指導主事（H30） 

嶺岸 さゆり 宮城県総合教育センター指導主事（R1） 

 

【情報】   

八巻 一智  宮城県宮城第一高等学校教諭 

久保 健一  宮城県泉松陵高等学校教諭  

佐々木 久晴 宮城県教育庁高校教育課指導主事 

立澤 裕之  宮城県泉館山高等学校教諭（H30） 

宮城県教育庁高校教育課指導主事（R1） 

吉田 浩二  宮城県教育庁高校教育課指導主事 

 

【農業】   

佐藤 淳   宮城県農業高等学校主幹教諭 

阿部 由   宮城県柴田農林高等学校教諭 

山田 陽一  宮城県加美農業高等学校教諭  

伊藤 裕之  宮城県教育庁高校教育課指導主事 

 

【工業】   

竹内 正基  宮城県白石工業高等学校主幹教諭 

千坂 大輔  宮城県登米総合産業高等学校教諭  

橋本 正裕  仙台市教育局学校教育部高校教育課指導主事 

長田 晃明  宮城県教育庁高校教育課課長補佐 

 

【商業】   

三浦 康史  宮城県一迫商業高等学校教諭 

鈴木 達也  宮城県石巻商業高等学校教諭 

似内 朋子  仙台市教育センター指導主事（H30） 

仙台市立仙台商業高等学校教諭（R1） 

吉田 浩二  宮城県教育庁高校教育課指導主事 

  

【水産】   

伊藤 康弘  宮城県水産高等学校教諭 

荻野 智志  宮城県水産高等学校教諭  

舩引 裕介  宮城県気仙沼向洋高等学校教諭  

伊藤 裕之  宮城県教育庁高校教育課指導主事 

 

【看護】   

菊田 ゆか  宮城県白石高等学校教諭 

石川 幸枝  宮城県白石高等学校教諭 

小池 陽子  宮城県白石高等学校教諭   

佐々木 範子 宮城県教育庁高校教育課指導主事(H30) 

武田 英子  宮城県教育庁高校教育課指導主事(R1) 

 

【福祉】   

千葉 ゆきえ 宮城県田尻さくら高等学校教諭 

千葉 美奈子 宮城県迫桜高等学校教諭 

徳力 智子  宮城県東松島高等学校教諭  

佐々木 範子 宮城県教育庁高校教育課指導主事(H30) 

武田 英子  宮城県教育庁高校教育課指導主事(R1) 

 

【理数】   

矢島 充   宮城県古川高等学校教諭 

穀田 浩美  宮城県仙台第三高等学校教諭 

佐々木 久晴 宮城県教育庁高校教育課指導主事 

 


