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新潟県中学校教育研究会事務局 

〒950‐0908  

新潟市中央区幸西 3‐3‐1 じょいあす新潟会館 

TEL 025‐290‐2251，FAX 020‐4664‐3748 

E‐mail : ken‐ckk@niigata‐inet.or.jp 

http://www.niigata‐inet.or.jp/ken‐ckk 

1 本部役員

役職名 氏　　名 郡　市 在　任　校 電話番号 郵便番号 住　　　　所

会　長 濱中　　力也 新潟 新潟市立白新中学校 025‐266‐2136 951‐8133 新潟市中央区川岸町2‐4

副会長 小林　　晃彦 上越 上越市立城北中学校 025‐523‐7266 943‐0827 上越市栄町4‐24

副会長 近藤　　道範 長岡・三島 長岡市立東中学校 0258‐32‐2131 940‐0093 長岡市水道町5‐1‐1

理事長 玉木　　　浩 新潟 新潟市立白根北中学校 025‐362‐1150 950‐1407 新潟市南区鷲ノ木新田4814

理　事 曽我　　茂樹 上越 上越市立直江津東中学校 025‐543‐2729 942‐0041 上越市安江282‐1

理　事 大矢　　慎一 長岡・三島 長岡市立南中学校 0258‐32‐1577 940‐0081 長岡市南町2‐1‐1

理　事 澁谷　　雅秀 新潟 新潟市立関屋中学校 025‐266‐4131 951‐8151 新潟市中央区浜浦町2‐1

理　事 長谷川　　敦 新発田 新発田市立猿橋中学校 0254‐23‐1175 957‐0061 新発田市住吉町1‐7‐1

理　事 松井　　　淳 燕・西蒲 燕市立燕北中学校 0256‐63‐6055 959‐1207 燕市三王淵1940

理　事 古田　　　修 五泉・東蒲 五泉市立川東中学校 0250‐42‐3577 959‐1631 五泉市猿和田181

理　事 横堀　　正満 加茂・南蒲 田上町立田上中学校 0256‐57‐2039 959‐1503 南蒲原郡田上町原ｹ崎新田2700

監査委員 船山　　　誠 新発田 新発田市立東中学校 0254‐22‐3824 957‐0021 新発田市五十公野4981

監査委員 杉本　　知之 上越 上越市立城東中学校 025‐522‐1168 943‐0835 上越市本城町4‐60

監査委員 仁保　　園子 長岡・三島 長岡市立宮内中学校 0258‐32‐3808 940‐1154 長岡市宮栄2‐3‐50

事務局長 山内　　伸二 新潟 新潟市立白新中学校 025‐266‐2136 951‐8133 新潟市中央区川岸町2‐4

幹事 上越 山本　　宏幸 上越 上越市立直江津東中学校 025‐543‐2729 942‐0041 上越市安江282‐1

幹事 中越 大畑　　勝義 長岡・三島 長岡市立南中学校 0258‐32‐1577 940‐0081 長岡市南町2‐1‐1

幹事 新潟 松井　　　潔 新潟 新潟市立関屋中学校 025‐266‐4131 951‐8151 新潟市中央区浜浦町2‐1

幹事 下越 齋藤　　宣明 新発田 新発田市立猿橋中学校 0254‐23‐1175 957‐0061 新発田市住吉町1‐7‐1

2 地区会長・副会長

役職名 氏　　名 郡　市 在　任　校 電話番号 郵便番号 住　　　　所

上越会長 曽我　　茂樹 上越 上越市立直江津東中学校 025‐543‐2729 942‐0041 上越市安江282‐1

副 会 長 佐藤　　　弘 糸魚川 糸魚川市立青海中学校 025‐562‐2079 949‐0304 糸魚川市大字寺地1160

中越会長 大矢　　慎一 長岡・三島 長岡市立南中学校 0258‐32‐1577 940‐0081 長岡市南町2‐1‐1

副 会 長 滝澤　　貞夫 十日町・中魚 十日町市立下条中学校 025‐755‐2014 949‐8603 十日町市下条4‐241

新潟会長 澁谷　　雅秀 新潟 新潟市立関屋中学校 025‐266‐4131 951‐8151 新潟市中央区浜浦町2‐1

副 会 長 堀　　　隆行 燕・西蒲 弥彦村立弥彦中学校 0256‐94‐2101 959‐0305 西蒲原郡弥彦村大字矢作4785

下越会長 長谷川　　敦 新発田 新発田市立猿橋中学校 0254‐23‐1175 957‐0061 新発田市住吉町1‐7‐1

副 会 長 上村　　　茂 五泉・東蒲 五泉市立村松桜中学校 0250‐58‐6530 959‐1765 五泉市愛宕甲2705‐1
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3 評議員

(1) 郡市中教研会長・事務局幹事・会員数等

地区 № 郡　市 会   長 在 任 校 事務局 学校数 会員数 住　　　　　　所

1 上越 曽我　　茂樹 上越市立直江津東中学校 山本　　宏幸 23 425
〒942‐0041

上越市安江282‐1
025‐543‐2729

2 柏崎・刈羽 岸　　　勝巳 柏崎市立鏡が沖中学校 佐藤　　優一 14 228
〒945‐0824

柏崎市大字枇杷島2842‐1
0257‐21‐0555

3 糸魚川 佐藤　　　弘 糸魚川市立青海中学校 齋藤　　雅彦 4 86
〒949‐0304

糸魚川市大字寺地1160
025‐562‐2079

4 妙高 橋立　　英基 妙高市立妙高中学校 佐藤　　敦史 3 69
〒949‐2235

妙高市大字関山1660
0255‐82‐2025

小　　　　　　　　　　計 44 808

5 長岡・三島 大矢　　慎一 長岡市立南中学校 大畑　　勝義 29 584
〒940‐0081

長岡市南町2‐1‐1
0258‐32‐1577

6 三条 前澤　　正人 三条市立第一中学校 桐生　　　太 9 196
〒955‐0852

三条市南四日町1‐1‐1
0256‐33‐1093

7 小千谷 菅原　　誠廣 小千谷市立小千谷中学校 村田　　洋一 5 82
〒947‐0028

小千谷市城内4‐3‐26
0258‐82‐2297

8 加茂・南蒲 馬場　　郁夫 加茂市立若宮中学校 小嶋　　　修 6 92
〒959‐1355

加茂市若宮町1‐21‐12
0256‐52‐0472

9
十日町・中

魚
滝澤　　貞夫 十日町市立下条中学校 小林　　淳司 12 166

〒949‐8603

十日町市下条4‐241
025‐755‐2014

10 見附 小林　　哲朗 見附市立今町中学校 大淵　　　宏 4 81
〒954‐0111

見附市今町4‐1‐7
0258‐66‐2371

11 魚沼 五十嵐　一浩 魚沼市立湯之谷中学校 藤ノ木　美花 8 96
〒946‐0071

魚沼市七日市32
025‐792‐0295

12
南魚沼・南

魚
野村　　宏毅 湯沢町立湯沢中学校 久保田　　武 7 137

〒949‐6102

湯沢町大字神立1580
025‐784‐3444

小　　　　　　　　　　計 80 1,434

13 新潟 澁谷　　雅秀 新潟市立関屋中学校 松井　　　潔 64 1449
〒951‐8151

新潟市中央区浜浦町2‐1
025‐266‐4131

14 燕・西蒲 堀　　　隆行 弥彦村立弥彦中学校 山宮　　　尚 6 168
〒959‐0305

弥彦村大字矢作4785
0256‐94‐2101

15 佐渡 渡部　　泰治 佐渡市立相川中学校 藤井　　　衛 13 156
〒952‐1582

佐渡市相川下戸村210
0259‐74‐2157

小　　　　　　　　　　計 83 1,773

16 新発田 長谷川　　敦 新発田市立猿橋中学校 椛澤　　桂作 12 212
〒957‐0061

新発田市住吉町1‐7‐1
0254‐23‐1175

17 村上・岩船 小田　　智美 村上市立朝日中学校 上山　　陽之 10 157
〒958‐0251

村上市岩沢5577
0254‐72‐0346

18 五泉・東蒲 上村　　　茂 五泉市立村松桜中学校 佐藤　　昌樹 6 124
〒959‐1765

五泉市愛宕甲2705‐1
0250‐58‐6530

19
阿賀野・胎

内・北蒲
野澤　　一吉 胎内市立中条中学校 吉田　　和則 9 185

〒959‐2643

胎内市東本町16‐57
0254‐43‐2761

小　　　　　　　　　　計 37 678

 学校数合計　244 校　　　会員数合計  4,693 人

下
越
地
区

新
潟
地
区

中
越
地
区

上
越
地
区
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(2) 15部会全県部⻑・副部⻑

氏  　名 在任校 地区 職名 氏　　名 在任校 電話番号
上越 教諭 田中　　裕子 妙高市立妙高高原中学校 0255‐86‐2074
中越 教諭 柴田　　恵理 南魚沼市立六日町中学校 025‐772‐2225
新潟 主幹教諭 長嶋　　　茂 新潟市立東石山中学校 025‐277‐3181

025‐543‐2701 下越 教諭 囲　　　由香 五泉市立五泉中学校 0250‐43‐3036
上越 教諭 関野　　道也 柏崎市立東中学校 0257‐24‐2247
中越 教諭 高橋　　信之 長岡市立江陽中学校 0258‐27‐1014
新潟 教諭 井上　　北斗 弥彦村立弥彦中学校 0256‐94‐2101

0256‐63‐6055 下越 教諭 新井　　達夫 胎内市立乙中学校 0254‐46‐2023
上越 教諭 土田　　貴宏 柏崎市立鏡が沖中学校 0257‐21‐0555
中越 教諭 倉田　　孝英 見附市立見附中学校 0258‐62‐0319
新潟 教諭 田村　　友教 新潟市立白新中学校 025‐266‐2136

0258‐39‐3065 下越 教諭 青山　　　亮 村上市立村上第一中学校 0254‐53‐4155
上越 教諭 阿部　　信貴 糸魚川市立糸魚川東中学校 025‐555‐2616
中越 教諭 京野　　　隆 三条市立第一中学校 0256‐33‐1093
新潟 教諭 広野　　尚子 新潟市立金津中学校 0250‐22‐0387

0254‐24‐4492 下越 教諭 小林　　　寿 阿賀野市立笹神中学校 0250‐62‐7330
上越 教諭 岩澤　　正顕 上越教育大学附属中学校 025‐523‐5313
中越 教諭 岡村　真由美 長岡市立旭岡中学校 0258‐39‐3065
新潟 教諭 熊木　　勘治 新潟市立新潟柳都中学校 025‐228‐6547

0257‐41‐2039 下越 教諭 遠藤　　明子 胎内市立築地中学校 0254‐45‐2019
上越 教諭 太田　　聡子 上越市立直江津中学校 025‐543‐2701
中越 教諭 近　　まどか 加茂市立加茂中学校 0256‐52‐0262
新潟 教諭 石井　　隆浩 新潟市立鳥屋野中学校 025‐285‐7201

0250‐42‐3577 下越 教諭 片桐　　洋子 新発田市立東中学校 0254‐22‐3824
上越 教諭 牧田　　治野 柏崎市立瑞穂中学校 0257‐22‐3593
中越 教諭 大塚　　太郎 見附市立南中学校 0258‐62‐0987
新潟 教諭 中山　　智司 新潟市立新津第五中学校 0250‐22‐0477

025‐387‐2430 下越 教諭 富樫　　　勉 村上市立朝日中学校 0254‐72‐0346
上越 教諭 室　　　　稔 上越市立城西中学校 025‐523‐7222
中越 教諭 細谷　　大祐 小千谷市立小千谷中学校 0258‐82‐2297
新潟 教諭 関野　　幹裕 新潟市立内野中学校 025‐262‐3161

025‐262‐4332 下越 教諭 和田　一美 新発田市立紫雲寺中学校 0254‐41‐4000
上越 教諭 神戸　　邦子 上越市立直江津中学校 025‐543‐2701
中越 教諭 大矢　　寿和 十日町市立十日町中学校 025‐757‐2306
新潟 教諭 髙田　　哲也 新潟市立寄居中学校 025‐228‐4923

0258‐52‐3838 下越 教諭 桜井　　洋子 新発田市立本丸中学校 0254‐22‐2525
上越 教諭 笠原　　里美 上越市立直江津東中学校 025‐543‐2729
中越 教諭 大橋　　立明 長岡市立北中学校 0258‐24‐2059
新潟 教諭 嵐田　　浩二 新潟市立白根北中学校 025‐362‐1150

0258‐52‐2001 下越 教諭 小林　　典子 胎内市立黒川中学校 0254‐47‐2425
上越 教諭 佐藤　　文大 上越市立春日中学校 025‐522‐4811
中越 教諭 松澤　久美子 加茂市立加茂中学校 0256‐52‐0262
新潟 教諭 五十嵐　良和 新潟市立松浜中学校 025‐259‐2106

0256‐57‐2039 下越 教諭 長岐　　　忍 村上市立岩船中学校 0254‐56‐7109
上越 教諭 相澤　　敦示 上越市立城東中学校 025‐522‐1168
中越 教諭 酒井　　和彦 長岡市立西中学校 0258‐27‐1402
新潟 教諭 鈴木　　史博 新潟市立木戸中学校 025‐274‐2615

0258‐95‐3121 下越 教諭 夏井　　隆志 新発田市立七葉中学校 0254‐22‐3524
上越 教諭 柳澤　　　淳 上越市立雄志中学校 025‐523‐2404
中越 教諭 小山　　絹子 長岡市立関原中学校 0258‐46‐2078
新潟 教諭 岩﨑　　正法 新潟市立坂井輪中学校 025‐269‐2009

025‐267‐1851 下越 教諭 菅原　　昭彦 新発田市立豊浦中学校 0254‐24‐4492
上越 教諭 小松　　久子 柏崎市立南中学校 0257‐22‐4414
中越 教諭 渡邊　　健実 長岡市立東北中学校 0258‐35‐2715
新潟 教諭 関根　　立志 新潟市立山の下中学校 025‐273‐9278

0256‐82‐2059 下越 教諭 内山　　秀実 胎内市立乙中学校 0254‐46‐2023
上越 養護教諭 花渓　　章子 上越市立直江津中学校 025‐543‐2701
中越 養護教諭 佐藤　ひとみ 魚沼市立湯之谷中学校 025‐792‐0295
新潟 養護教諭 松本　　　恵 新潟市立松浜中学校 025‐259‐2106

0254‐72‐0346 下越 養護教諭 木村　美恵子 五泉市立川東中学校 0250‐42‐3577

新潟市立赤塚中学校 025‐239‐2029

副部長

石坂　　　均校長

宮　　　宏之

松井　　　淳校長

校長

鷲尾　　哲郎

佐藤　　靖子

若月　　弘久

古田　　　修

高地　　啓衛

上野　　忠英

横堀　　正満

比後　　慎一

数学

理科

相馬　　明子

校長

養護
教諭

大橋　　英喜

校長

校長

校長

校長

部　長

笠井　　克人

長岡市立旭岡中学校

総合

部会

英語

道徳

特別
活動

生徒
指導

音楽

上越市立直江津中学校

燕市立燕北中学校

校長 竹内　　　学

校長

校長

保健
体育

技術・
家庭

国語

社会

職名

校長

校長

新発田市立豊浦中学校

柏崎市立高柳中学校

五泉市立川東中学校

英語弁論大会実行委員長

進路
指導

新潟市立葛塚中学校

新潟市立中野小屋中学校

校長

学校
保健

美術

石川　　　潤

村上市立朝日中学校

長岡市立秋葉中学校

長岡市立刈谷田中学校

新潟市立小針中学校

新潟市立岩室中学校

田上町立田上中学校

長岡市立小国中学校
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4 指定研究 会場校および会場校責任者・教科領域担当

郡市 学校名 職名 会場校責任者 職名 教科領域担当 会場校TEL
妙高 妙高市立新井中学校 教頭 寺島　　政敬 教諭 堀田　加奈子 0255‐72‐2828 10月26日(木)

南魚沼・南魚 南魚沼市立塩沢中学校 教頭 樋口　　重正 教諭 田村　千鶴子 025‐782‐0508 11月28日(火)
新潟 新潟市立山の下中学校 教諭 伊藤　　篤志 教諭 芳賀　　勇雄 025‐273‐9278 11月2日(木)

五泉・東蒲 阿賀町立阿賀津川中学校 教諭 佐藤　　和代 教諭 佐藤　　和代 02549‐2‐2117 11月10日(金)
柏崎・刈羽 柏崎市立西山中学校 教諭 内山　　公明 教諭 下條　　浩史 0257‐48‐2150
長岡・三島 長岡市立旭岡中学校 教諭 近藤　　　宏 0258‐39‐3065
燕・西蒲 燕市立吉田中学校 教諭 鈴木　　彰人 0256‐93‐3235

阿賀野・胎内・北蒲 胎内市立築地中学校 教諭 髙橋　ひろえ 教諭 髙橋　ひろえ 0254‐45‐2019
柏崎・刈羽 柏崎市立松浜中学校 教諭 柴野　　健彦 教諭 中川　　拓也 0257‐22‐3714 11月8日(水)

見附 見附市立今町中学校 教諭 山岸　　成男 教諭 原　　　聖治 0258‐66‐2371 11月27日(月)
新潟 新潟市立横越中学校 教頭 前田　　敏之 教諭 佐々木　達彦 025‐385‐2013 11月2日(木)

村上・岩船 村上市立山北中学校 教諭 小松田　泰弘 教諭 小松田　泰弘 0254‐77‐2049 11月7日(火)
糸魚川 糸魚川市立糸魚川中学校 教頭 江口　　賢哉 教諭 杉本　　清隆 025‐552‐1267
三条 三条市立大崎中学校 教諭 今井　　奈奈 教諭 今井　　奈奈 0256‐38‐3960
新潟 新潟市立小新中学校 教頭 本間　　謙一 教諭 岡村　　芳倫 025‐233‐1825

阿賀野・胎内・北蒲 阿賀野市立笹神中学校 教諭 小林　　　寿 教諭 小林　　　寿 0250‐62‐7330
上越 上越市立雄志中学校 教諭 柳澤　　　淳 教諭 綱島　　陽子 025‐523‐2404

長岡・三島 長岡市立南中学校 教諭 佐藤　　正秀 教諭 上村　由紀子 0258‐32‐1577
新潟 新潟市立小新中学校 教頭 本間　　謙一 教諭 金子　　　大 025‐233‐1825

阿賀野・胎内・北蒲 阿賀野市立安田中学校 教頭 藤原　　靖也 教諭 佐藤　眞理子 0250‐68‐3013
上越 上越市立城西中学校 教頭 青山　　範夫 教諭 梨本　　高志 025‐523‐7222 11月14日(火)

加茂・南蒲 加茂市立葵中学校 教諭 矢内　　克浩 教諭 菊谷　かおり 0256‐52‐5174 11月14日(火)
新潟 新潟市立曽野木中学校 教頭 佐藤　　孝一 教諭 山際　　保男 025‐280‐6414 11月2日(木)

新発田 新発田市立第一中学校 教頭 伊藤　　真哉 教諭 澁谷　　雅恵 0254‐23‐1151 10月24日(火)

上越 上越市立安塚中学校 教諭 池田　　浩一 025‐592‐2022
十日町・中魚 十日町市立松之山中学校 教頭 渡邉　　　進 教諭 中澤　　寛子 025‐596‐2014

新潟 新潟市立新津第一中学校 教諭 松原　　大介 教諭 馬場　　雅子 0250‐22‐3622
新発田 新発田市立加治川中学校 教諭 猪俣　理恵子 0254‐33‐2214
上越 上越市立頸城中学校 教頭 岩野　　泰俊 教諭 新保　　隆之 025‐530‐2405 10月26日(木)

長岡・三島 出雲崎町立出雲崎中学校 教頭 西野　　隆男 教諭 渡辺　　嘉章 0258‐78‐2137 11月10日(金)
新潟 新潟市立木崎中学校 教諭 佐藤　　竜二 025‐387‐3366 11月16日(木)

阿賀野・胎内・北蒲 聖籠町立聖籠中学校 教頭 藤原　　　明 教諭 本田　奈美子 0254‐27‐7080 11月15日(水)

柏崎・刈羽 柏崎市立北条中学校 教諭 星野　　　健 教諭 星野　　　健 0257‐25‐3209 10月27日(金)
長岡・三島 長岡市立中之島中学校 教諭 梅田　　茂明 教諭 梅田　　茂明 0258‐66‐7988 11月22日(水)

新潟 新潟市立松浜中学校 教諭 五十嵐　良和 教諭 岩本　　　潤 025‐259‐2106 11月8日(水)
阿賀野・胎内・北蒲 阿賀野市立水原中学校 教頭 丸田　　麿里 教諭 菅　　　聡男 0250‐62‐2455 11月21日(火)

上越 上越市立吉川中学校 教諭 永井　　　哲 養護教諭 相澤　　圭子 025‐548‐2017
魚沼 魚沼市立守門中学校 教頭 大塚　　高央 養護教諭 高木　　朱海 025‐797‐2010
新潟 新潟市立亀田西中学校 教頭 伊比　　康明 養護教諭 青木　　康子 025‐382‐7446

五泉・東蒲 五泉市立五泉北中学校 教頭 石崎　　晃一 養護教諭 松原　美紀子 0250‐43‐0150
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長岡・三島 5

国語 小嶋　　祐子 長岡市立東北中学校
社会 高橋　　信之 長岡市立江陽中学校
数学 小林　　敏彦 長岡市立西中学校
理科 古川　　俊輔 長岡市立南中学校
音楽 岡村　真由美 長岡市立旭岡中学校
美術 佐藤　　隆幸 長岡市立関原中学校
保健体育 長谷川　学夫 長岡市立越路中学校
技術・家庭 川口　　健児 長岡市立大島中学校
英語 佐藤　　正秀 長岡市立南中学校
道徳 大橋　　立明 長岡市立北中学校
特別活動 山田　　圭祐 長岡市立越路中学校
生徒指導 酒井　　和彦 長岡市立西中学校
進路指導 小山　　絹子 長岡市立関原中学校
総合 渡邊　　健実 長岡市立東北中学校
学校保健 小野塚　直子 長岡市立太田中学校

三条 6

国語 松澤　　　学 三条市立下田中学校
社会 髙橋　　雅博 三条市立第四中学校
数学 米山　　國男 三条市立大崎中学校
理科 京野　　　隆 三条市立第一中学校
音楽 南波　　研治 三条市立栄中学校
美術 菅原　　佳苗 三条市立第二中学校
保健体育 増井　敬一郎 三条市立栄中学校
技術・家庭 中村　　浩士 三条市立下田中学校
英語 小原　　英夫 三条市立本成寺中学校
道徳 川上　　綾子 三条市立大島中学校
特別活動 佐藤　　亜記 三条市立第三中学校
生徒指導 渡邊　　久雄 三条市立第二中学校
進路指導 五十嵐　隆一 三条市立本成寺中学校
総合 乙川　　尚史 三条市立第一中学校
学校保健 外山　　富意 三条市立第三中学校

小千谷 7

国語 大堀　　　薫 小千谷市立千田中学校
社会 小船井　信高 小千谷市立小千谷中学校

数学 小川　　元子 小千谷市立東小千谷中学校

理科 菅家　　佑介 小千谷市立小千谷中学校

音楽 金子　　千穂 小千谷市立小千谷中学校

美術 荒木　　広明 小千谷市立小千谷中学校

保健体育 小柳　　恭平 小千谷市立南中学校
技術・家庭 細谷　　大祐 小千谷市立小千谷中学校

英語 三井田　敬介 小千谷市立東小千谷中学校

道徳 小林　　利明 小千谷市立千田中学校
特別活動 澤田　健太郎 小千谷市立小千谷中学校

生徒指導 福永　　勝康 小千谷市立東小千谷中学校

進路指導 本多　多佳子 小千谷市立片貝中学校
総合 山田　　好一 小千谷市立南中学校
学校保健 谷口　　知子 小千谷市立千田中学校

加茂・南蒲 8

国語 小野　　正和 田上町立田上中学校
社会 金泉　　　翔 加茂市立葵中学校
数学 石原　　朋之 加茂市立須田中学校
理科 松原　　智加 加茂市立加茂中学校
音楽 皆木　美知子 田上町立田上中学校
美術 近　　まどか 加茂市立加茂中学校
保健体育 佐藤　　明子 加茂市立葵中学校
技術・家庭 平松　　一夫 加茂市立若宮中学校
英語 有本　美智子 加茂市立七谷中学校
道徳 小林　　弘幸 加茂市立若宮中学校
特別活動 松澤　久美子 加茂市立加茂中学校
生徒指導 斎藤　　晴也 加茂市立若宮中学校
進路指導 西原　　幸子 加茂市立葵中学校
総合 小林　　　豊 加茂市立七谷中学校
学校保健 石黒　由依子 加茂市立須田中学校

上越 1

国語 小林　由希子 上越市立頸城中学校
社会 藤田　　　賢 上越市立城北中学校
数学 高橋　　　亨 上越市立城北中学校
理科 小山　　宏一 上越市立大潟町中学校
音楽 岩澤　　正顕 上越教育大学附属中学校

美術 太田　　聡子 上越市立直江津中学校
保健体育 尾﨑　　哲哉 上越市立直江津東中学校

技術・家庭 室　　　　稔 上越市立城西中学校
英語 神戸　　邦子 上越市立直江津中学校
道徳 笠原　　直美 上越市立直江津東中学校

特別活動 佐藤　　文大 上越市立春日中学校
生徒指導 相澤　　敦示 上越市立城東中学校
進路指導 柳澤　　　淳 上越市立雄志中学校
総合 植木　　厚夫 上越市立城西中学校
学校保健 花渓　　章子 上越市立直江津中学校

柏崎・刈羽 2

国語 細山　　　宏 刈羽村立刈羽中学校
社会 関野　　道也 柏崎市立東中学校
数学 土田　　貴宏 柏崎市立鏡が沖中学校
理科 小山　　明伯 柏崎市立第二中学校
音楽 安中　　美香 柏崎市立第五中学校
美術 原　　　佳秀 柏崎市立第一中学校
保健体育 牧田　　治野 柏崎市立瑞穂中学校

霜田　　哲彦 柏崎市立東中学校
長谷川　智美 崎市立鏡が沖中学校

英語 野主　　治子 柏崎市立東中学校
道徳 伊藤　　陽子 柏崎市立鏡が沖中学校
特別活動 坂西　　大輔 柏崎市立瑞穂中学校
生徒指導 山﨑　　　崇 柏崎市立第三中学校
進路指導 中橋　　寿夫 柏崎市立北条中学校
総合 小松　　久子 柏崎市立南中学校
学校保健 今井　理恵子 柏崎市立第三中学校

糸魚川 3

国語 大越　　陽子 糸魚川市立能生中学校
社会 猪又　　和彦 糸魚川市立糸魚川中学校

数学 渡辺　　勝行 糸魚川市立糸魚川中学校

理科 阿部　　信貴 糸魚川市立糸魚川東中学校

音楽 楚山　　利香 糸魚川市立糸魚川東中学校

美術 齋京　　　香 糸魚川市立青海中学校
保健体育 寺野　　善陽 糸魚川市立糸魚川中学校

技術・家庭 松風　　嘉男 糸魚川市立糸魚川中学校

英語 倉若　　拓人 糸魚川市立糸魚川中学校

道徳 川原　　真紀 糸魚川市立青海中学校
特別活動 佐藤　　勝久 糸魚川市立糸魚川中学校

生徒指導 山田　　　彰 糸魚川市立能生中学校
進路指導 山﨑　　正義 糸魚川市立糸魚川東中学校

総合 桑原　　正博 糸魚川市立能生中学校
学校保健 久保田　紀子 糸魚川市立青海中学校

妙高 4

国語 田中　　裕子 妙高市立妙高高原中学校

社会 丸山　　信昭 妙高市立妙高中学校
数学 初谷　　　淳 妙高市立新井中学校
理科 小山　　　明 妙高市立新井中学校
音楽 東條　　望美 妙高市立妙高高原中学校

美術 岡部　　清人 妙高市立妙高中学校
保健体育 村山　　　哲 妙高市立妙高高原中学校

技術・家庭 佐藤　　洋美 妙高市立新井中学校
英語 清水　　一男 妙高市立新井中学校
道徳 宮川　美奈子 妙高市立新井中学校
特別活動 相澤　　三恵 妙高市立新井中学校
生徒指導 陸川　　　晋 妙高市立妙高中学校
進路指導 桑原　　大和 妙高市立新井中学校
総合 古川　　美穂 妙高市立妙高中学校
学校保健 山岸　　　泉 妙高市立妙高高原中学校

技術・家庭
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十日町・中魚 9

国語 佐藤　　孝幸 十日町市立南中学校
社会 金内　　　香 十日町市立中里中学校
数学 渡部　加奈子 十日町市立中条中学校
理科 加藤　　　輝 十日町市立松之山中学校

音楽 中町　　初美 十日町市立松代中学校
美術 柳　　　敦子 十日町市立津南中学校
保健体育 渡部　　忠夫 十日町市立川西中学校
技術・家庭 小川　　直子 十日町市立中条中学校
英語 大矢　　寿和 十日町市立十日町中学校

道徳 早川　　華世 十日町市立水沢中学校
特別活動 森田　　　悠 十日町市立川西中学校
生徒指導 松井　　晃一  十日町市立南中学校
進路指導 佐藤　　　壮 十日町市立十日町中学校

総合 八重沢みづ穂 十日町市立吉田中学校
学校保健 高野　　　薫 十日町市立下条中学校

見附 10

国語 重冨　　環栄 見附市立西中学校
社会 廣瀬　　貴久 見附市立見附中学校
数学 倉田　　孝英 見附市立見附中学校
理科 間島　　義彦 見附市立今町中学校
音楽 河野　　純子 見附市立西中学校
美術 久保　　陽子 見附市立見附中学校
保健体育 大塚　　太郎 見附市立南中学校
技術・家庭 高橋　　淳一 見附市立今町中学校
英語 宮島　　洋一 見附市立西中学校
道徳 近藤　　　卓 見附市立見附中学校
特別活動 中村　　紀昭 見附市立南中学校
生徒指導 佐藤　　泰幸 見附市立今町中学校
進路指導 市野　あけみ 見附市立西中学校
総合 猪股　　　幸 見附市立南中学校
学校保健 小林　　房子 見附市立南中学校

魚沼 11

国語 佐野　しのぶ 魚沼市立堀之内中学校
社会 山田　　孝人 魚沼市立湯之谷中学校
数学 目黒　　晶子 魚沼市立守門中学校
理科 照田　　和範 魚沼市立湯之谷中学校
音楽 友野　　敦子 魚沼市立守門中学校
美術 井口　かほり 魚沼市立守門中学校
保健体育 金子　　京子 魚沼市立広神中学校
技術・家庭 星　　　知幸 魚沼市立小出中学校
英語 韮沢　　善史 魚沼市立広神中学校
道徳 長嶺　　一史 魚沼市立入広瀬中学校
特別活動 三本　　絵美 魚沼市立入広瀬中学校
生徒指導 藤田　　　衛 魚沼市立小出中学校
進路指導 関野　　聡子 魚沼市立小出中学校
総合 五十嵐　　理 魚沼市立広神中学校
学校保健 佐藤　ひとみ 魚沼市立湯之谷中学校

南魚沼・南魚 12

国語 柴田　　恵理 南魚沼市立六日町中学校

社会 池田　　直也 南魚沼市立塩沢中学校
数学 髙野　　昭一 湯沢町立湯沢中学校
理科 中條　　順子 南魚沼市立六日町中学校

音楽 五十嵐　宏太 南魚沼市立大巻中学校
美術 市村　　義智 南魚沼市立塩沢中学校
保健体育 大平　　　彰 南魚沼市立五十沢中学校

技術・家庭 小島　　利栄 南魚沼市立城内中学校

英語 友野　　直己 南魚沼市立大巻中学校
道徳 岡本　　真梨 南魚沼市立大和中学校
特別活動 関川　　悠一 南魚沼市立大和中学校
生徒指導 富永　　正浩 南魚沼市立六日町中学校

進路指導 近藤　　尚子 湯沢町立湯沢中学校
総合 渡部　　美幸 南魚沼市立五十沢中学校

学校保健 中島　美恵子 南魚沼市立五十沢中学校

新潟 13

国語 長嶋　　　茂 新潟市立東石山中学校
社会 甲田　　　治 新潟市立宮浦中学校
数学 田村　　友教 新潟市立白新中学校
理科 広野　　尚子 新潟市立金津中学校
音楽 熊木　　勘治 新潟市立新潟柳都中学校

美術 石井　　隆浩 新潟市立鳥屋野中学校
保健体育 中山　　智司 新潟市立新津第五中学校

技術・家庭 関野　　幹裕 新潟市立内野中学校
英語 髙田　　哲也 新潟市立寄居中学校
道徳 嵐田　　浩二 新潟市立白根北中学校
特別活動 五十嵐　良和 新潟市立松浜中学校
生徒指導 鈴木　　史博 新潟市立木戸中学校
進路指導 岩﨑　　正法 新潟市立坂井輪中学校
総合 関根　　立志 新潟市立山の下中学校
学校保健 小林　　秀亮 新潟市立大江山中学校

燕・西蒲 14

国語 小林　　睦以 弥彦村立弥彦中学校
社会 井上　　北斗 弥彦村立弥彦中学校
数学 髙橋　　将也 燕市立燕中学校
理科 本間　　祐史 燕市立燕中学校
音楽 高縁　　奈緒 燕市立吉田中学校
美術 阿部　昭比古 弥彦村立弥彦中学校
保健体育 福岡　　浩則 燕市立小池中学校
技術・家庭 吉川　　幸治 燕市立燕北中学校
英語 星　　　康司 燕市立燕中学校
道徳 渡辺　　知子 燕市立燕中学校
特別活動 小池　　政博 燕市立分水中学校
生徒指導 対応領域なし
進路指導 大楠　　泰介 燕市立小池中学校
総合 鈴木　　彰人 燕市立吉田中学校
学校保健 勝沼　　典子 燕市立吉田中学校

佐渡 15

国語 田上　　智美 佐渡市立高千中学校
社会 田上　　敬一 佐渡市立赤泊中学校
数学 石川　　　歩 佐渡市立赤泊中学校
理科 本間　　　悟 佐渡市立佐和田中学校
音楽 山本　美保子 佐渡市立両津中学校
美術 兒玉　　季恵 佐渡市立両津中学校
保健体育 加藤　　順也 佐渡市立新穂中学校
技術・家庭 川原　機代子 佐渡市立南佐渡中学校
英語 石川　　卓也 佐渡市立相川中学校
道徳 本間　　哲郎 佐渡市立高千中学校
特別活動 徳永　　友也 佐渡市立松ヶ崎中学校
生徒指導 加藤　　順也 佐渡市立新穂中学校
進路指導 引野　　　太 佐渡市立金井中学校
総合 対応領域なし
学校保健 岩﨑　　昌代 佐渡市立真野中学校
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4    15部会郡市部長       ＜下越＞ 

 

 

 

 

6.1 新潟県中学校教育研究会 会則 

第 1章  総 則 

第 1 条 この会は新潟県中学校教育研究会とい

い，事務局を新潟県中学校長会事務局内に

置く。 

第 2条  この会は本県中学校教育の研究活動を

推進し，その振興発展を図ることを目的と

する。 

第 3条  この会は前条の目的を達成するため次

の事業を行う。 

    1 中学校教育の振興改善に関する研究

調査 

    2 研究会，講演会，講習会等の開催 

    3 研究成果，調査資料等の刊行 

    4 その他この会の目的達成に必要な事

項 

 

第 2章  組 織 

第 4条  この会は本県中学校の教職員を会員と

して構成する各郡市中学校教育研究会を

単位として組織する。 

第 5条  この会に次の部会をおく。 

  国語部会  社会部会  数学部会 

  理科部会  音楽部会  美術部会 

  保健体育部会 技術・家庭部会  

  英語部会 道徳部会 特別活動部会 

  生徒指導部会 進路指導部会 

  総合的な学習の時間部会 学校保健部会 

 

第 3章  機 関 

第 6条  この会に次の機関をおく。 

    1 評議員会 2 理事会 3 部長会 

第 7条  評議員会は各郡市中学校教育研究会会

長及び各部会全県部長（以下，全県部長）

をもって構成する審議機関で，次の事項を

議決する。 

    1 会則，細則等の制定及び改正 

    2 事業計画 

    3 予算及び決算 

    4 役員の選出 

    5 部会の改廃 

第 8条  理事会は各郡市中学校教育研究会会長

から４名，全県部長から３名及び事務局長

をもって構成する執行機関で，緊急事項の

処理を行う。 

    1 会務の執行及び推進 

    2 緊急事項の処理 

第 9条  部長会は全県部長をもって構成する連

絡機関で，部会相互の連携を図る。 

    部長会は評議員会に合わせて開催するこ

とができる。 

第 10条   会議は会長が招集する。 

 

 

新発田 16

国語 皆川　加代子 新発田市立本丸中学校
社会 本間　　誠道 新発田市立紫雲寺中学校

数学 大久保　　隼 新発田市立佐々木中学校

理科 安達　　光子 新発田市立第一中学校
音楽 宮澤　　紀子 新発田市立川東中学校
美術 片桐　　洋子 新発田市立東中学校
保健体育 藤間　　善徳 新発田市立豊浦中学校

 西　雅人和  新発田市立第一中学校

 和田　一美 発田市立紫雲寺中学校
英語 桜井　　洋子 新発田市立本丸中学校
道徳 鈴木　　桂子 新発田市立佐々木中学校

特別活動 丸山　　沙知 新発田市立加治川中学校

生徒指導 夏井　　隆志 新発田市立七葉中学校
進路指導 菅原　　昭彦 新発田市立豊浦中学校
総合 渡邊　　容子 新発田市立佐々木中学校

学校保健 大関　　佳子 新発田市立第一中学校

村上・岩船 17

国語 五十嵐美穂子 関川村立関川中学校
社会 冨岡　　紀夫 村上市立村上東中学校
数学 青山　　　亮 村上市立村上第一中学校

理科 武藤　　重之 村上市立山北中学校
音楽 宮島　　亜海 村上市立朝日中学校
美術 野原　　千絵 村上市立朝日中学校
保健体育 富樫　　　勉 村上市立朝日中学校
技術・家庭 渡辺　佳奈美 村上市立村上第一中学校

英語 井上　　定浩 村上市立荒川中学校
道徳 石田　ちづる 村上市立荒川中学校
特別活動 長岐　　　忍 村上市立岩船中学校
生徒指導 木村　　　博 村上市立平林中学校
進路指導 相馬　奈穂子 村上市立岩船中学校
総合 中山　　久司 村上市立朝日中学校
学校保健 渡邊　　純代 村上市立村上第一中学校

五泉・東蒲 18

国語 囲　　　由香 五泉市立五泉中学校
社会 村上　　敏樹 阿賀町立三川中学校
数学 鈴木　　隆士 阿賀町立阿賀津川中学校

理科 斎藤　　昌幸 五泉市立川東中学校
音楽 古田　　広美 五泉市立村松桜中学校
美術 横田　　直美 五泉市立五泉北中学校
保健体育 小野　　祥寛 五泉市立村松桜中学校
技術・家庭 阿部　　一隆 五泉市立五泉北中学校
英語 石黒　富久美 阿賀町立阿賀津川中学校

道徳 本間　　里美 阿賀町立三川中学校
特別活動 石田　　勇弥 五泉市立五泉中学校
生徒指導 内山　富希男 五泉市立村松桜中学校
進路指導 坂田　　信夫 五泉市立村松桜中学校
総合 牧野　　正明 五泉市立五泉北中学校
学校保健 木村　美恵子 五泉市立川東中学校

 阿賀野
 胎内・北蒲

19

国語 真庭　　　直 阿賀野市立笹神中学校
社会 新井　　達夫 胎内市立乙中学校
数学 小竹　　　徹 聖籠町立聖籠中学校
理科 小林　　　寿 阿賀野市立笹神中学校
音楽 遠藤　　明子 胎内市立築地中学校
美術 杉﨑　　浩子 胎内市立中条学校
保健体育 相馬　　正幸 胎内市立黒川中学校
技術・家庭 板垣　　健志 胎内市立築地中学校

英語 酒井　　武志 阿賀野市立安田中学校
道徳 小林　　典子 胎内市立黒川中学校
特別活動 本間　　　香 胎内市立築地中学校
生徒指導 井狩　　　歩 阿賀野市立水原中学校
進路指導 加藤　　廣章 胎内市立黒川中学校
総合 内山　　秀実 胎内市立乙中学校
学校保健 大﨑　加代子 胎内市立中条学校

技術・家庭
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 第 4章  役 員 

第 11 条 この会に次の役員をおく。ただし，選

出等については別に定める。 

  会 長  1名  副会長 2名   

  理事長  1名  理 事 7名 

  評議員  各郡市中学校教育研究会会長， 

    全県部長 

  監査委員 3名  事務局長 1名   

  幹 事  若干名 

第 12条 役員は次の任務を行う。 

会長は本会を代表し，会務を総理する。 

副会長は会長を補佐し，会長に事故がある

ときはその任務を代行する。 

理事長は会長の命を受け，事務を統括し

会務を執行する。 

監査委員は会計を監査する。 

事務局長及び幹事は会長が委嘱し，本会

の事務を分掌する。 

第 13条 役員の任期は 1か年とし，次期改選まで

の任務を行う。ただし，重任は妨げない。

 

第 5章  会 計 

第 14条 この会の経費は，会費その他の収入をも

って充てる。 

第 15条   この会の会計年度は，毎年  4月  1日に

始まり翌年  3月 31日に終わる。 

 

第 6章  附 則 

第 16 条 この会の運営に必要な細則は別に定め

る。 

第 17条   この会の会則は昭和 38年  4月  1日から

施行する。 

 

  昭和 43年 06月 17日会則一部改正 

  昭和 47年 06月 15日会則一部改正 

  昭和 57年 10月 12日会則一部改正 

  昭和 59年 02月 22日会則一部改正 

  昭和 62年 02月 27日会則一部改正 

             平成 07年 02月 24日会則一部改正 

  平成 09年 02月 25日会則一部改正 

             平成 13年 02月 23日会則一部改正 

             平成 17年 02月 27日会則一部改正 

             平成 18年 02月 17日会則一部改正 

             平成 19年 02月 16日会則一部改正 

  平成 28年 05月 23日会則一部改正 

6.2 新潟県中学校教育研究会 運営規則 

第 1条 （細則の主旨） この細則は新潟県中学校

教育研究会会則第 16 条により地区及び部

会の組織など運営に関する事項を定める

ことを目的とする。 

 

第 2条 （会長・副会長） この会の会長・副会長

は新潟県中学校長会の会長・副会長が兼務

する。 

 

第 3条 （理事長の選任） 理事長は会長が委嘱し，

本会の理事を兼ねる。     

 

第 4条   （監査委員の選任） 監査委員は，校長・

教頭・教諭の各 1名を理事会で選出し，評

議員会で承認を得る。 

 

第 5条 （地区の組織） この会は本会の活動を推

進するため各郡市中学校教育研究会を上

越・中越・新潟・下越の 4地区に分割する。

 

第 6条 （地区会長・副会長） この会は前条の各

地区に地区会長１名，地区副会長 1名をお

く。地区会長・同副会長は地区内の各郡市

中学校教育研究会会長の互選によって定

め，地区会長は本会の理事となる。ただし，

県会長・副会長は除く。 

               地区会長は地区内の各郡市中学校教育研

究会相互間の連絡調整及び活動の推進を

図る。地区副会長は地区会長を補佐し会長

に事故があるときはその任務を代行する。

 

第 7条 （部会組織） 各郡市中学校教育研究会は

会則第 5条の各部会を設置する。各郡市部

会は県の部会の単位として相互の連絡を

図る。 

 

第 8条 （部会役員） この会の各部会に次の役員

をおく。 

    全県部長  1名，副部長     4名 

 

第 9条 （部長・副部長） 各部会の全県部長はそ

の部会を代表し，部会活動を総理する。 

    副部長は全県部長を補佐し，部長に事故が

あるときはその任務を代理する。 

               全県部長・副部長は，各教科・領域の高い

専門性をもつ校長及び教諭を理事会で選

出し，会長が委嘱する。 

               また，全県部長から 3名（教科 2名，領域

1名）の理事を理事会で選出する。 

    全県部長は，必要に応じて地区別に郡市部

長を招集し，研修推進及び連絡調整に当た

る。 

 

* 
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 第 10条 （部長会） 部長会は各部会の研究推進内

容の検討と部会相互の連絡調整を図る。 

 

第 11条 （会計監査） 会計の監査は年度末に行う。

 

第 12 条 （附則） この運営細則は昭和 42 年 7 月

21日から施行する。 

    昭和 43年 06月 17日細則一部改正 

昭和 57年 10月 12日細則一部改正 

    昭和 62年 02月 27日細則一部改正 

    平成 07年 02月 24日細則一部改正 

    平成 13年 02月 23日細則一部改正 

            平成 17年 02月 15日細則一部改正 

               平成 17年 05月 27日細則一部改正 

平成 28年 05月 23日細則一部改正

平成 29 年度 新潟県中学校教育研究会 役員名簿 
 

平成 29年 5月 26日(金) 
 
新潟県中学校教育研究会事務局 
 
〒950‐0908  

新潟市中央区幸西 3‐3‐1 じょいあす新潟会館 

TEL 025‐290‐2251, FAX 020‐4664‐3748 
 
E‐mail : ken‐ckk@niigata‐inet.or.jp 

http://www.niigata‐inet.or.jp/ken‐ckk 

6.3 共催及び後援に関する規程 

 

第 1条 目 的 

この規程は新潟県中学校教育研究会（以下「県

中教研」という）が，県中教研以外のものの行う

教育関係事業（以下「事業」という）を共同主催

し，及び後援することに関して必要な事項を定め

るものとする。 

第 2条 共催・後援の定義 

1 共催 事業の企画又は運営に参画し共同主催

者としての責任の一部を分担すること

をいう。 

2 後援 事業の主旨に賛同し，その開催を援助

することをいう。 

第 3条 承認の基準 

  事業の主催者から当該事業の共催又は後援の

申請があったときは，次の各号に掲げる承認基準

により，当該事業の共催又は後援の承認を行うも

のとする。 

 1 主催者についての承認基準 

  次に掲げるものの一に該当する主催者とする。

   (1) 国もしくは新潟県又はこれらの行政機関

            (2) 学校等の教育機関及びこれらの連合体 

            (3) 公益法人及びこれに準ずる団体 

            (4) その他県中教研が適当と認めるもの 

2 事業内容についての承認基準 

次に掲げるもののすべてに該当する事業内容

とする。 

            (1) 中学校教育の振興に寄与するもので，営

利を目的としない事業であること。また，

宗教及び政党の活動と認められるものは

除く。 

   (2) 事業規模が原則として，全県にわたるも

のであること。 

            (3) 県中教研の方針及び施策に反しないもの

であること。 

 

第 4条 承認の手続

  1 事業の主催者が行う共催又は後援の申請は

別記 1号様式によるものとして事業実施 30

日前までに提出させるものとする。 

  2 前記の申請を受理した時は，承認するかど

うか決めて事業の主催者に通知するものと

する。 

  3 事業の主催者に対する回答は別記２号様式

によるものとする。 

第 5条 報 告 

   後援した事業について，県中教研の運営上必

要があると認められるときは，事業の主催者に

対し，別記第３号様式による報告書の提出を求

めるものとする。 

第 6条 経 費 

   経費の負担は原則として行わないものとす

る。 

第 7条 承認の取り消し 

   主催者が当該事業の実施にあたり申請内容

と異なった場合は承認を取消すことができ

る。 

附   則 

  1 この規定の改廃については，評議員会におい

て審議決定する。 

  2 この規程は昭和 57年 10月 12日から施行す

る。 

 

 

6.4 役員表彰に関する内規 

 1 本会は，次の役員が退任した場合に，感謝状

を贈呈し謝意を表する。 

  ア 本部役員（会長・副会長・理事長・理事・

監査委員）が退任した場合 

  イ 事務局長が退任した場合 

   ただし，副会長が会長に就任した場合，会長

退任時に贈呈する。 

 2 本内規によりがたい場合は，理事会において

協議する。 

 3 本内規は平成 13年 3月 31日から適用する。

  付記 平成 2年 2月 23日  決定 

                   平成 7年 2月 24日  改正 

     平成 13年 2月 23日  改正 


