
〒 所　在　地 ＴＥＬ ＦＡＸ

1 山　谷　安　雄 校　長 179-0074
東京都練馬区春日町2-14-22
練馬区立練馬東中学校

03-3998-0231 03-3577-7998

2 花　田　英　樹 校　長 194-0021
東京都町田市中町1-27-5
町田市立町田第一中学校

042-722-2420 042-721-4407

3
北海道
（退任）

本  間　　  玲 校　長 064-0923
札幌市中央区南23条西13-1-1
札幌市立山鼻中学校

011-531-9941 011-532-6597

4
北海道
（次期）

小　路　　　徹 校　長 064-0912
札幌市中央区南12条西7丁目2-1
札幌市立中島中学校

011-521-3351 011-531-3549

5 東　北 渡  邊  政  志 校  長 011-0911
秋田市飯島字田尻堰越48
秋田市立飯島中学校

018-846-3481 018-846-3482

6 関東甲信越 三　宅　一　彦 校　長 230-0074
横浜市鶴見区北寺尾3-13-1
横浜市立寺尾中学校

045-571-4102 045-585-9499

再
掲

東　京
（退任）

花　田　英　樹 校　長 194-0021
東京都町田市中町1-27-5
町田市立町田第一中学校

042-722-2420 042-721-4407

7
東　京
（次期）

山　口　晃　弘 校　長 140-0003
東京都品川区八潮5-11-2
品川区立八潮学園

03-3799-1641 03-3799-1643

8
中　部
(退任）

河　津　由　彦 校　長 457-0805
名古屋市南区三吉町5-43
名古屋市立名南中学校

052-611-2641 052-612-2670

9
中　部
(次期）

寺　澤　徹　夫 校　長 501-2603
岐阜県関市武芸川町八幡1503
関市立武芸川中学校

0575-46-2111 0575-46-3852

10 近　畿 中　野　　　貴 校　長 651-2104
神戸市西区伊川谷町長坂841－1
神戸市立長坂中学校

078-974-3830 078-974-3889

11
中四国
（退任）

松　浦　泰　博 校　長 736-0081
広島市安芸区船越6-44-1
広島市立船越中学校

082-822-2835 082-822-8309

12
中四国
（次期）

橋　本　裕　治 校　長 731-5135
広島市佐伯区海老園4-2-21
広島市立五日市南中学校

082-923-5601 082-923-5601

13
九　州
（退任）

北 御 門　　毅 校　長 814-0103
福岡市城南区鳥飼６－４－１
福岡市立城西中学校

092-821-0938 092-852-7145

14
九　州
（次期）

泊　　　宏　治 校　長 814-0022
福岡市早良区原1-36-1
福岡市立原中央中学校

092-845-5415 092-845-5416

15 斉　藤　　　実 校　長 203-0052
東京都東久留米市幸町5-9-1
東久留米市立久留米中学校

042-471-0030 042-472-7994

16 石　代　俊　則 校　長 192-0916
東京都八王子市みなみ野6-14-2
八王子市立みなみ野中学校

042-636-0061 042-636-0063

17 薦　田　　　敏 校　長 134-0082
東京都江戸川区宇喜田町1085
江戸川区立葛西第二中学校

03-3680-5147 03-3680-5147

18 遠　藤　映　悟 校　長 123-0861
東京都足立区加賀2-25-2
足立区立加賀中学校

03-3899-3926 03-3857-1122

19 大　熊　一　正 校　長 192-0363
東京都八王子市別所1-34-1
八王子市立松木中学校

042-678-2588 042-678-1490

再
掲 運営委員長 本   間　 　玲 校　長 064-0923

札幌市中央区南23条西13-1-1
札幌市立山鼻中学校

011-531-9941 011-532-6597

20 事務局長 荒   島　 　晋 校　長 001-0924
札幌市北区新川4条15丁目1－1
札幌市立新川西中学校

011-764-1617 011-764-1734

再
掲 運営委員長 中　野　　　貴 校　長 651-2104

神戸市西区伊川谷町長坂841－1
神戸市立長坂中学校

078-974-3830 078-974-3889

21 事務局長 有　道　俊　雄
主 幹
教 諭

651-2243
神戸市西区井吹台西町２－３
神戸市立井吹台中学校

078-997-0850 078-997-0851

再
掲

運営委員長 渡　邊　政　志 校　長 010-0911
秋田市飯島字田尻堰越48
秋田市立飯島中学校

018-846-3481 018-846-3482

22 事務局長 進　藤　義　明 教　諭 010-1413
秋田市御所野地蔵田四丁目1-1
秋田市立御所野学院中学校

018-889-8330 018-826-0200

再
掲

局長
(退任)

山　口　晃　弘 校　長 140-0003
東京都品川区八潮5-11-2
品川区立八潮学園

03-3799-1641 03-3799-1643

再
掲

局長
（次期）

薦　田　　　敏 校　長 134-0082
東京都江戸川区宇喜田町1085
江戸川区立葛西第二中学校

03-3680-5147 03-3680-5147

再
掲

次長
（退任）

大　熊　一　正 校　長 192-0363
東京都八王子市別所1-34-1
八王子市立松木中学校

042-678-2588 042-678-1490

23
次長

（次期）
本　杉　貴　保 校　長 121-0064

東京都足立区保木間3-6-6
足立区立渕江中学校

03-3885-0039 03-3885-0040

24
局員

(退任)
牧　野　順　子 副校長 142-0062

東京都品川区小山5-20-19
品川区立荏原第六中学校

03-3781-7776 03-3781-4315

25
局員

(退任)
長　濵　裕　也 校　長 175-0082

東京都板橋区高島平1-4-1
板橋区立西台中学校

03-3934-4501 03-3937-4651

26
局員

（次期）
髙　田　太　樹 教　諭 158-0081

東京都世田谷区深沢4-3-1
東京学芸大学附属世田谷中学校

03-5706-3301 03-5706-3340

27
局員

（次期）
大　西　琢　也 教　諭 184-8501

東京都小金井市貫井北町4-1-1
東京学芸大学附属小金井中学校

 042-329-7833 042-329-7834

会　　長
（退任）
会　　長
（次期）

職 名氏　　名役　職№

平成２９・３０年度 全国中学校理科教育研究会 役員名簿
勤務先(現役顧問を除く顧問は自宅)

森川　哲次郎、五十嵐　邦享、森田　信義、宮﨑　總一、髙田　善次、小野　具彦、
田中　信一郎、中村　日出夫、龍﨑　邦雄、瀬田　栄司、高畠　勇二、立澤　比呂志、田中　史人

副会長

幹　事

監　事
（退任）

監　事
（次期）

29年度
北海道
大会
担当

30年度
兵庫
大会
担当

31年度
秋田
大会
担当

事務局

顧問

監　事


