
平成 26年度 奈良県小学校理科教育研究会 役員・評議員・幹事 
【 役 員 】 

会長 植田 嘉真 朝倉 小学校長 会計監査 浦 一志 掖上 小学校長 

副会長 飴田 昌功 大淀緑ヶ丘 小学校長 会計監査 桶谷 善規 白橿南 小学校長 

副会長 松本 哲志 六条 小学校長 研究部部長 藤本 好信 矢田南 小学校長 

    研究部副部長 楳田 一郎 関屋 小学校教頭 

 

【 評 議 員 】 【 幹 事 】 

奈良市     (47) 松本 哲志 六条 小学校長 

長浜 佐知子 都跡 小学校 

伊田 隆 辰市 小学校 

阿部 隆正 西大寺北 小学校 

山辺郡     ( 1) 中西 正司 やまぞえ 小学校長    

生駒市     (12) 藤林 鉄彦 生駒南第二 小学校長 岡崎 純子 生駒東 小学校 

大和郡山市 (11) 藤本 好信 矢田南 小学校長 丸山 裕二 平和 小学校 

天理市     ( 9) 松井 恵宣 山の辺 小学校長 草合 麻有子 前栽 小学校 

大和高田市 ( 8) 猪田 晋次 浮孔 小学校長 小杉 隆司 磐園 小学校 

香芝市     (10) 奥嶋 和彦 二上 小学校長 浦野 和也 二上 小学校 

葛城市     ( 5) 森 吉文 忍海 小学校教頭 真舘 美紀 當麻 小学校 

橿原市     (16) 谷村 稔雄 晩成 小学校長 福田 裕代 真菅 小学校 

高市郡     ( 2) 福井 清孝 たかむち 小学校長 近藤 将 たかむち 小学校 

桜井市     (11) 植田 嘉真 朝倉 小学校長 方違 郁子 城島 小学校 

御所市     ( 7) 浦 一志 掖上 小学校長 西田 爽馬 名柄 小学校 

五條市     ( 8) 藤井 利夫 西吉野 小学校長 杉崎 明子 阿太 小学校 

生駒郡     ( 9) 植田 国男 三郷北 小学校長 生川 万智子 平群 小学校 

北葛城郡   (14) 松本 英志 王寺 小学校長 吉川 和伸 河合第一 小学校 

磯城郡     ( 7) 松田 明彦 東 小学校長 石井 裕子 東 小学校 

宇陀市     ( 7) 山崎 祥行 榛原西 小学校長 福西 穂高 菟田野 小学校 

宇陀郡     ( 2) 森田 真規 曽爾 小学校教頭 岩井 則秀 御杖 小学校 

吉野東     (12) 飴田 昌功 大淀緑ヶ丘 小学校長 児島 康紀 吉野北 小学校 

吉野西     ( 5) 吉村 正浩 野迫川 小学校教頭 森 一郎 西川第一 小学校 

         (  ) 内は小学校数 

【 事 務 局 】 

局長 島田 宇一郎 山辺 小学校 書記(実技講習会) 村上 賢一 耳成西 小学校 

次長 藤田 寛史 大淀緑ヶ丘 小学校 書記(実技講習会) 奥村 剛史 三和 小学校 

書記(学力調査) 森井 祐幸 六条 小学校 書記(庶務) 梅野 直愛 片塩 小学校 

書記(学力調査) 岩田 幸久 鎌田 小学校 会計 新田 浩司 河合第三 小学校 

書記(学力調査) 高山 義秀 織田 小学校 会計 中村 諭 朝和 小学校 

        

【 研 究 部 事 務 局 】 

研究部 局長 山岡 由紀 平群南 小学校 局員 吉川 和伸 河合第一 小学校 

研究部 次長 坂上 典之 都跡 小学校 局員 阿部 隆正 西大寺北 小学校 

局員 丸山 裕二 平和 小学校 局員 武村 篤人 生駒東 小学校 

局員 浪越 一浩 生駒東 小学校 局員 吉岡 真志 壱分 小学校 

 


