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平成２４年度教育委員会表彰　表彰者一覧

部    門 職　名 氏　　名 地区 校種

1 1 個人功労者(職員) 倉吉市立西郷小学校 教諭 小谷　由美 中部 小学校

2 2 個人功労者(職員) 倉吉市立上北条小学校 校長 藤井　隆弘 中部 小学校

3 3 個人功労者(職員) 倉吉市立東中学校 養護教諭 藤田　泰子 中部 中学校

4 4 個人功労者(職員) 倉吉市立西中学校 栄養教諭 萬　かおり 中部 中学校

5 5 個人功労者(職員) 湯梨浜町立北溟中学校 校長 中本　豊 中部 中学校

6 6 個人功労者(職員) 鳥取湖陵高等学校 学校技能班長 宮城　茂樹 東部 高校

7 7 個人功労者(職員) 鳥取中央育英高等学校 教諭 井勢　智則 中部 高校

8 8 個人功労者(職員) 米子西高等学校 養護教諭 田中　久美子 西部 高校

9 9 個人功労者(職員) 倉吉養護学校 教諭 松原　博子 中部 特別支援

10 1 団体 琴浦町立東伯中学校PTA 会長 岡崎　靖則 中部 -

11 2 団体 大山町スポーツ少年団 本部長 山根　浩 西部 -

12 3 団体 鳥取県演劇連盟 会長 本城　美佐子 東部 -

13 4 団体 鳥取市立明徳小学校 校長 田中　俊男 東部 -

14 5 団体 三朝区ジンショ保存会 会長 藤井　博美 中部 -

15 6 団体 読み聞かせの会しゃぼん玉 代表 荒尾　緑 中部 -

16 7 団体役職員 鳥取県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 長谷川　和郎 東部 -

17 1 個人功労者 鳥取県薬剤師会 学校薬剤師 足立　則文 西部 -

18 2 個人功労者 元長島と鳥取を結ぶ会 代表 荒井　玲子 西部 -

19 3 個人功労者 大山口列車空襲被災者の会 前会長 伊藤　清 西部 -

20 4 個人功労者 ガールスカウト鳥取県連盟 教育活動委員 岩崎　睦枝 中部 -

21 5 個人功労者 鳥取県人権教育アドバイザー アドバイザー 加持谷　典範 西部 -

22 6 個人功労者 文化財課 鳥取県文化財保護指導委員 川本　充 中部 -

23 7 個人功労者 鳥取県立白兎養護学校PTA 副会長 小谷　静子 東部 -

24 8 個人功労者 米子市立河崎小学校 学校歯科医 小徳　省三 西部 -

25 9 個人功労者 鳥取県俳句協会 理事 白岩　敏秀 東部 -

26 10 個人功労者 鳥取県ボート協会 副会長 杉村　正男 西部 -

27 11 個人功労者 鳥取県人権教育推進協議会 元事務局長 出脇　敏明 東部 -

28 12 個人功労者 鳥取県人権教育アドバイザー アドバイザー 戸野　祐太郎 西部 -

29 13 個人功労者 南部町立会見小学校地域協働学校運営協議会
学校応援隊GTA部
長

永栄　英夫 西部 -

30 14 個人功労者 南部町公民館
富有の里コーラス指
導者

新居　陽子 西部 -

31 15 個人功労者 鳥取県カヌー協会 理事長 林原　潤 西部 -

32 16 個人功労者 鳥取県立特別支援学校PTA連合会 会長 松下　弘美 西部 -

33 17 個人功労者 鳥取県中部子ども支援センター センター長 松島　綽子 中部 -

34 18 個人功労者 鳥取県子ども会育成連絡協議会 副会長 村上　寿一 東部 -

35 19 個人功労者 鳥取県医師会 元学校医 萬　秀男 東部 -

36 1 児童・生徒 琴浦町立赤碕中学校 第３学年 小椋　真輔 中部 中学校

37 2 児童・生徒 鳥取商業高等学校 商業学科 第３学年 田中　智也 東部 高校

38 3 児童・生徒 鳥取工業高等学校 制御・情報科 第３学年 楮原　宏亮 東部 高校

39 4 児童・生徒 鳥取湖陵高等学校 工業学科 第３学年 堀場　圭介 東部 高校

40 5 児童・生徒 鳥取湖陵高等学校 家庭学科 第３学年 湯谷　文茄 東部 高校

41 6 児童・生徒 鳥取緑風高等学校 総合学科 第３学年 國石　百加 東部 高校

42 7 児童・生徒 八頭高等学校 普通学科 第３学年 山根　圭子 東部 高校

43 8 児童・生徒 倉吉東高等学校 普通学科 第３学年 立木　琢也 中部 高校

44 9 児童・生徒 倉吉総合産業高等学校 家庭学科 第３学年 坂根　理夏 中部 高校

45 10 児童・生徒 鳥取中央育英高等学校 普通学科 第３学年 杉信　洸生 中部 高校

46 11 児童・生徒 米子南高等学校 商業学科 第３学年 本田　大和 西部 高校

47 12 児童・生徒 米子白鳳高等学校 総合学科 第３学年 宗延　優勝 西部 高校

48 13 児童・生徒 日野高等学校 総合学科 第３学年 田邊　祐太朗 西部 高校
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