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公立学校教職員の実践研究の意欲を高め、児童生徒の学力向上を図るとともに、教職員相互の 

研鑽に資するため開催した「郡山市公立学校教職員研究物展」の表彰式を開催します。 

 

１ 日 時  ２月 12 日(水)  午後 1 時 30 分 ～ 午後 2 時 15 分 

２ 会 場  郡山公会堂 

３ 出席者  入賞者、学校の代表者（約 100 名） 

       ※ 入選者等は裏面のとおりです。 

４ 内 容  (1) 表彰 

         ① 奨励賞（代表）、入選（代表）、特選（代表）、感謝状（代表） 

         ② 特別賞（吾峰会賞・退職校長会賞・小学校長会長賞・中学校長会長賞） 

       (2) 審査講評（審査委員長） 

 

       ※ 共催：福島大学人間発達文化学類同窓吾峰会郡山支部 

           福島県公立学校退職校長会郡山支部 

           郡山市小学校長会 

           郡山市中学校長会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜教職員研究物展＞ 

今年度は、参考作品を含め 14５点の作品が出品され、1 月 31 日(金)から 

2 月 6 日(木)まで、郡山公会堂で展示しています。 

令和２年２月４日 

郡山市教育委員会 

教育研修センター 

担当：星野 亜希 

TEL：983－1120 

教職員の実践研究の成果 

郡山市公立学校教職員研究物展表彰式 

を開催します 

 

 SDGｓ ターゲット 4.1 「すべての子供が公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする」 

ターゲット ４.１ 

https://www.city.koriyama.lg.jp/shiseijoho/koho_kocho/10/2020houdoushiryou/index.html


№ 賞　名 学　校　名 教科領域等 備　考
1 特選 金透小学校 学習指導一般
2 特選 芳山小学校 学習指導一般
3 特選 橘小学校 学習指導一般
4 特選 桃見台小学校 学習指導一般
5 特選 郡山第二中学校 学習指導一般
6 特選 富田中学校 学習指導一般
7 特選 湖南小中学校 学習指導一般
8 入選 小原田小学校 算数、数学
9 入選 大成小学校 算数、数学

10 入選 安積第二中学校 学習指導一般
11 入選 郡山第四中学校 学習指導一般
12 入選 緑ケ丘中学校 道徳教育

№ 賞　名 氏　名（学校名） 教科領域等 備　考

1 特選 鈴木　直樹(郡山第五中学校) 体育、保健体育

№ 賞　名 学　校　名 教科領域等 備　考

1 特選 日和田小学校 算数、数学

2 特選 行徳小学校 学習指導一般

3 特選 御代田小学校 算数、数学

4 特選 高瀬小学校 学習指導一般

5 特選 栃山神小学校 学習指導一般

6 特選 大島小学校 道徳教育

7 特選 朝日が丘小学校 算数、数学

8 特選 御舘小学校 学習指導一般

9 特選 西田学園義務教育学校 学習指導一般

10 特選

明健中学校
行健第二小学校
明健小学校
小泉小学校

学習指導一般

11 特選 郡山第七中学校 道徳教育

12 特選 小原田中学校 学習指導一般

13 入選 安積第一小学校 算数、数学

14 入選 安積第三小学校 学習指導一般

15 入選 柴宮小学校 算数、数学

16 入選 多田野小学校 算数、数学

17 入選 喜久田小学校 国語、書写

18 入選 熱海小学校 学習指導一般

19 入選 芳賀小学校 算数、数学

20 入選 富田小学校 学習指導一般

21 入選 大槻小学校 学習指導一般

22 入選 東芳小学校 国語、書写

23 入選 桜小学校 学習指導一般

24 入選 宮城小学校 学習指導一般

25 入選 安積中学校 学習指導一般

26 入選 片平中学校 学習指導一般

27 入選 二瀬中学校 学習指導一般

28 入選 郡山第三中学校 学習指導一般

29 入選 郡山第五中学校 道徳教育

30 入選 郡山第六中学校 学習指導一般

賞　名 氏　名（学校名） 教科領域等 備　考

1 特選 大竹　芙美(富田東小学校) 国語、書写

2 特選 宮本　由香(桑野小学校) 特別支援教育

3 入選 渡邉　裕美(日和田小学校) 算数、数学

4 入選 木須　菜緒(熱海小学校) 採用1～3年の教職員の実践

5 入選 芳賀　俊介(桜小学校) 採用1～3年の教職員の実践

6 入選 佐藤　正茂(緑ケ丘第一小学校) 採用1～3年の教職員の実践

7 入選 佐藤　成美(喜久田中学校) その他

　(4)　実践記録・報告（グループ実践・個人実践）

令和元年度　郡山市公立学校教職員研究物展　特選・入選・特別賞一覧　

１　特選・入選の部

　(1)　研究論文（共同研究）

　(2)　研究論文（個人研究）

　(3)　実践記録・報告（共同実践）



№ 賞　名 氏　名（学校名） 教科領域等 備　考

1 推賞 鈴木　蘭菜(日和田小学校) 採用1～3年の教職員の実践

2 推賞 菅野　小百合(行健第二小学校) 採用1～3年の教職員の実践

3 推賞 藤原　幸(行健第二小学校) 採用1～3年の教職員の実践

4 推賞 斎藤　龍一郎(行徳小学校) 採用1～3年の教職員の実践

5 推賞 渡邊　佳奈子(安積第二小学校) 採用1～3年の教職員の実践

6 推賞 野崎　可織(安積第三小学校) 採用1～3年の教職員の実践

7 推賞 齋藤　友美(永盛小学校) 採用1～3年の教職員の実践

8 推賞 前田　祥子(柴宮小学校) 採用1～3年の教職員の実践

9 推賞 渡部　ゆりな(守山小学校) 採用1～3年の教職員の実践

10 推賞 佐藤　麻衣子(金透小学校) 採用1～3年の教職員の実践

11 推賞 白井　望美(小原田小学校) 採用1～3年の教職員の実践

12 推賞 佐藤　菜摘(開成小学校) 採用1～3年の教職員の実践

13 推賞 佐藤　成巳(芳賀小学校) 採用1～3年の教職員の実践

14 推賞 大内　啓輔(桃見台小学校) 採用1～3年の教職員の実践

15 推賞 星　恵莉子(赤木小学校) 採用1～3年の教職員の実践

16 推賞 江口　淳美(富田小学校) 採用1～3年の教職員の実践

17 推賞 豊野　恵美(富田小学校) 採用1～3年の教職員の実践

18 推賞 斉藤　右悟(富田東小学校) 採用1～3年の教職員の実践

19 推賞 志村　拓海(富田東小学校) 採用1～3年の教職員の実践

20 推賞 河野　悠樹(富田西小学校) 採用1～3年の教職員の実践

21 推賞 上遠野　亜衣(富田西小学校) 採用1～3年の教職員の実践

22 推賞 斎藤　亮(大槻小学校) 採用1～3年の教職員の実践

23 推賞 渡部　聡(桑野小学校) 採用1～3年の教職員の実践

24 推賞 川﨑　裕太(大島小学校) 採用1～3年の教職員の実践

25 推賞 岡崎　悟(緑ケ丘第一小学校) 採用1～3年の教職員の実践

26 推賞 兼子　正寛(緑ケ丘第一小学校) 採用1～3年の教職員の実践

27 推賞 小沼　彩花(小山田小学校) 採用1～3年の教職員の実践

28 推賞 西原　綾香(朝日が丘小学校) 採用1～3年の教職員の実践

29 推賞 松本　文(朝日が丘小学校) 採用1～3年の教職員の実践

30 推賞 金澤　喜一(郡山第一中学校) 採用1～3年の教職員の実践

31 推賞 緑川 香澄(郡山第三中学校) 採用1～3年の教職員の実践

32 推賞 新田　司(郡山第六中学校) 採用1～3年の教職員の実践

33 推賞 丹野　友貴(郡山第六中学校) 採用1～3年の教職員の実践

34 推賞 松本　拓朗(郡山第七中学校) 採用1～3年の教職員の実践

35 推賞 田﨑　慎也(富田中学校) 採用1～3年の教職員の実践

36 推賞 曽根　幹二(富田中学校) 採用1～3年の教職員の実践

№ 特 別 賞 名 氏　名（学校名） 教科領域等 備　考

1 吾 峰 会 賞 日和田小学校 算数、数学

2 吾 峰 会 賞 金透小学校 学習指導一般

3 吾 峰 会 賞 小原田中学校 学習指導一般

4 吾 峰 会 賞 鈴木　直樹(郡山第五中学校) 体育、保健体育

5 退職校長会賞 郡山第二中学校 学習指導一般

6 退職校長会賞 宮本　由香(桑野小学校) 特別支援教育

7 小学校長会長賞 高瀬小学校 学習指導一般

8 小学校長会長賞 芳山小学校 学習指導一般

9 小学校長会長賞 朝日が丘小学校 算数、数学

10 小学校長会長賞 大竹　芙美(富田東小学校) 国語、書写

11 中学校長会長賞

明健中学校
行健第二小学校
明健小学校
小泉小学校

学習指導一般

12 中学校長会長賞 富田中学校 学習指導一般

13 中学校長会長賞 西田学園義務教育学校 学習指導一般

№ 教科領域等 学　校　名

1 学習指導一般 行健小学校

2 学習指導一般 開成小学校

3 学習指導一般 薫小学校 市研究推進協力校

２　推賞の部

３　特別賞

４　感謝状贈呈

備　   　考

市研究推進協力校

市研究推進協力校


