
令和２年度

鹿児島県優秀教職員表彰

表 彰 式

場所：鹿児島県庁６階大会議室

１ 開式の言葉

２ 表彰状授与

３ 教育長挨拶

４ 受賞者代表挨拶

県立川内商工高等学校 教諭 満留 匡樹

５ 閉式の言葉

※ 終了後，写真撮影及び意見交換会
(６階大会議室，16-A-1，16-A-2)

令和２年11月16日(月)

鹿児島県教育委員会



① ②
教諭 若松　直幸 教諭 中迫　千織

③ ④
教諭 京田　憲子 教諭 宇都　佳敬

⑤ ⑥
教諭 南木　清美 教諭 山下　一洋

⑦ ⑧
教諭 天目石　愛 教諭 馬込　静枝

⑨ ⑩
教諭 二木　智由 教諭 竹内　良太

⑪ ⑫ 出水市立鶴荘学園
教諭 野元　初美 教諭 小薗　博臣

⑬ ⑭
教諭 増田　千星 教諭 池田　貴裕

⑮ ⑯
教諭 山口　晴美 教諭 和田　浩一

⑰
教諭 上ノ町　亮一

⑱ ⑲
教諭 岩田　英樹 教諭 満留　匡樹

伊佐市立大口小学校 湧水町立轟小学校

　コミュニケーションを図る基礎とな
る資質･能力を育む実践の還元により,
市内の外国語教育を中心となって牽引

　自己を見つめ，表現する場の意図的
な設定により，思考力，表現力や自尊
感情を高め，心の教育の充実に貢献

薩摩川内市立永利小学校

　確かな理論に裏打ちされた実践を基
に適切な助言を行い，特別の教科道徳
における授業力向上に寄与

　数学的な見方・考え方に着目し，学
び合いの活性化を図る働きかけにより
思考力，表現力の育成に尽力

鹿児島市立田上小学校 鹿児島市立星峯西小学校

　理科学習において他教科や生活場面
と結び付ける「深い学び」を展開し，
理科教育の充実に貢献

 「主体的･対話的で深い学びを実現す
る国語科学習指導」に尽力し，豊かな
経験に基づく助言等で同僚教員を牽引

姶良市立松原なぎさ小学校

　国語科おける内容の系統や児童の実
態を踏まえた言語活動の設定などによ
り指導方法の改善に尽力

鹿児島市立錦江台小学校

志布志市立山重小学校

南大隅町立神山小学校

　複式学級における指導方法の改善に
尽力し，定着のための補充学習や家庭
学習の取組により学力向上に貢献

　対話を大切にした的確な指導により
子供の学ぶ意欲を喚起するとともに，
道徳や算数の研究実践で高い評価

龍郷町立赤徳小学校

奄美市立伊津部小学校

　算数科や体育科において，個に応じ
た適切な指導により，学力向上や同僚
教員の授業力向上に大きく貢献

　子供のやる気を引き出し，成長を実
感させる指導方法の工夫，改善に尽力
し学力向上に貢献

　深い教材研究と的確な発問などで実
現される深い学びをとおして，同僚教
員の授業改善意識の醸成に寄与

三島村立三島竹島学園 薩摩川内市立里中学校

　遠隔教育システムを活用したＡＬＴ
との日常的な交流や的確な個別指導等
により外国語教育の充実に貢献

　国語科での学習課題設定や評価の在
り方の研究実践を重ね，調査問題を活
用するなど授業改善の推進に貢献

鹿屋市立鹿屋中学校 曽於市立大隅中学校

　読解力に着目した国語科学習指導の
工夫により校内研究を牽引するととも
に，学力向上に大きく寄与

　数学科において生徒の気付きを大切
にした学び合いや発展的な学習課題を
積極的に取り入れ，学力向上に貢献

屋久島町立中央中学校

　社会科において学習意欲を高める教
材開発など指導法改善に努め，その還
元により同僚教員の授業力向上に貢献

鹿児島県立頴娃高等学校 鹿児島県立川内商工高等学校

　難関国家資格をはじめとする生徒の
資格取得に向けた指導に取り組み，進
路実現と学校全体の活性化に貢献

　生徒の難関資格取得に向けた指導や
内閣府主催コンテストでの九州地区最
高賞受賞など，商業教育に尽力

● 学習指導分野



★は若手教職員等奨励賞受賞者

⑳  
教諭 大月　良剛 ★ 教諭 市來　哲平

教諭 吉永　靖子 ★ 教諭 嶽釜　将

教諭 倉元　賢一 専門員 長　敏孝

教諭 片野田　隆紀 教諭 鈴木　大地

養護教諭 野間　博美 栄養教諭 池田　良子

養護教諭 田野尻　晃子 養護教諭 永田　悦子

教諭 新村　英昭 教諭 南　明子

教諭 堀　恵子 教諭 西竹　努

★ 教諭 青木　将也

鹿児島市立松原小学校 大崎町立大崎中学校

　実態把握と要因分析を基に問題行動
の未然防止や課題解決を図る生徒指導
体制の充実に貢献

  「チーム学校」の牽引者として積極
的な生徒指導体制の組織化と不登校生
徒の解消に大きく寄与

鹿児島県立串木野養護学校 鹿児島県立鹿屋養護学校

　高い専門性を有し，就学相談会や巡
回相談をとおして，地域や県全体の特
別支援教育の充実・発展に寄与

　障害に応じたスポーツの考案，地域
人材を活用した実技研修会の実施など
幅広い分野で学校の中心として活躍

鹿児島市立大明丘小学校 阿久根市立阿久根小学校

　豊富な研修経験を活かすとともに，
関係機関と連携した的確な支援により
特別支援教育の充実に尽力

　子供の困り感を的確に把握し，学習
意欲の喚起と成功体験を重視した指導
により，特別支援教育の充実に貢献

鹿児島県立大島養護学校

  「大島スタンダード」や「授業改善
シート」を発案・作成し，授業改善が
積極的に行われる環境の構築に貢献

鹿児島市立長田中学校 枕崎市立立神中学校

　関係機関と連携した取組やICT機器，
外部講師を活用した的確な保健指導な
どで健康教育の充実に貢献

　がん教育の指導体制を整備し，がん
予防への意識を高揚させるなど，高い
調整力と指導力で健康教育を推進

十島村立悪石島小学校 さつま町立鶴田小学校

鹿屋市立大姶良小学校 宇検村立田検小学校

　学校全体で行う体力向上への取組に
尽力し，４年連続で「体力アップチャ
レンジ鹿児島」学校賞受賞に貢献

  「子供ができる喜びを味わい夢中に
なって運動に取り組む」体育科学習の
充実と校内研究推進に尽力

　県内外において豊富な実践経験を活
かした取組の発表等により，学校保健
や保健指導の充実に貢献

　子供の食に関する課題を的確に把握
し，郷土食材を活用した実践等により
食を大切にする子供の育成に尽力

薩摩川内市立海陽中学校 日置市立湯田小学校

　地域の資源を活用した授業実践によ
り郷土への誇りと職業観を育み，自分
らしい生き方の実現への支援に尽力

　迅速かつ正確な事務の遂行と積極的
なコミュニケーションにより，円滑な
学校運営，職場づくりに寄与

鹿児島県立霧島高等学校 鹿児島県立屋久島高等学校

　外部機関との連携や特別支援教育の
視点に基づく指導により，生徒が安心
安全に過ごせる学校の環境作りに尽力

　ケース会議や個別支援シートの活用
により，職員の共通理解と共通実践が
図られる生徒指導体制を構築

● 生徒指導分野

● 進路指導分野

● 学校体育・学校保健・学校給食分野

● 学校事務分野

● 特別支援教育分野



★は若手教職員等奨励賞受賞者

教諭 岩井田　万里子 ★ 教諭 柏木　辰公

教諭 東　茂樹 教諭 山脇　秀和

教諭 川上　高礼 教諭 赤塚　健志

教諭 德留　鑑一 ★ 教諭 山元　祐二

教諭 小脇　友美 用務員 敷根　博貴

鹿児島市立明和中学校 指宿市立今和泉小学校

　吹奏楽部の各種コンクール等で優れ
た実績を収めるとともに，地域の文化
活動に参加し，活性化にも貢献

　学力向上への体制づくりで成果を上
げるなど，教育課題を的確に捉え，学
校全体を見通した取組を推進

さつま町立宮之城中学校 伊佐市立大口東小学校

　バレーボール部顧問として優れた実
績を残すとともに，地域との交流を積
極的に行い，連携にも大きく寄与

　職員一体となった学力向上への取組
や小中一貫教育，業務改善の推進の要
として円滑な学校運営に大きく貢献

霧島市立国分南中学校 姶良市立姶良小学校

　野球部顧問として優れた実績を残す
とともに，部員に責任ある立場を積極
的に担わせるなど，人づくりにも尽力

　各担任の学級経営の状況に合わせて
適宜支援するなど，優れたバランス感
覚で活力ある学校づくりに貢献

鹿児島県立国分高等学校 西之表市立伊関小学校

　ハンドボール部顧問として，高い指
導力を発揮し，チームの全国大会等へ
の出場や県の競技力向上に貢献

　学校運営の中核を担い，職員間の連
携方法を工夫しながら組織的な教育活
動の充実に大きく寄与

霧島市立国分中央高等学校 鹿児島県立牧之原養護学校

　放送部顧問として，自主性・主体性
を大切にした指導を実践し，県や全国
のコンテストでの上位入賞に尽力

　障害の特性に配慮した介助業務の実
践により，安心・安全な学校運営に尽
力

20年以上にわたり，文科省

や県，地区が指定する英語教

育の研究協力校として研究の

成果を県内外に還元

薩摩川内市立平佐西小学校

教職員一同

西之表市立榕城小学校

研修部

情報教育に係る研究協力校

として，職員一体となった地

道な研究実践を積み重ね，確

かな学力を育成

ウミガメの保護等，伝統的に

行われたきた環境教育の取組に

より，児童生徒に郷土愛や自然

を大切にする心を育成

● 部活動分野 ● その他（学校運営，地域連携等）

■ 教職員組織

産官学連携，海外との交流，

全校で取り組む課題研究等を

実践するとともに，地域の理

数教育の普及・向上にも尽力

県立国分高等学校

ＳＳＨ推進部

広報誌｢Ｔａｒｕ Ｔａｍａ｣

を中心とした地域に密着した

広報活動により開かれた学校

づくりと地域貢献を実践

51 県立垂水高等学校

教務部広報係

肝付町立岸良小・中学校

教職員一同


