
　
実施年月日      対象生徒 備　考
　　　　 　　　　五十音順（担当当時所属支部名）
平成31年 藤沢市立 1年生 80 名 中村雅和（藤沢）、山田道代（横浜南）

3月13日 六会
中学校

3月1日 綾瀬市立 3年生 150 名 伊藤和彦（平塚）、岸田則子（川崎北）、
綾瀬 清水博（厚木）、中村雅和（藤沢）、
中学校 西條達（横浜南）、平手貴之（横浜南）、

山田道代（横浜南）
2月28日 綾瀬市立 3年生 105 名 高沢厚子（相模原）、中村雅和（藤沢）、

春日台 山室幸博（小田原）
中学校

2月28日 県立 中・高等部 伊藤和彦（平塚）、加藤一也（平塚）
平塚 10 名 佐藤かおり（横浜西）、山田道代（横浜南）
盲学校

1月25日 県立 2年生 290 名 青木浩一（厚木）、縣裕恒（川崎北）、
綾瀬西 秋山真理（横浜西）、伊藤和彦（平塚）、
高等学校 加藤一也（平塚）、加藤健司（横浜北）、

川名隆憲（横浜南）、岸田則子（川崎北）、
栗原恵子（横浜南）、清水博（厚木）、
高沢厚子（相模原）、高橋修司（厚木）、
中村雅和（藤沢）、永田一美（横浜南）、
西條達（横浜南）、平手貴之（横浜南）、
廣江基一（藤沢）、本田新市（横浜南）、
松本陽子（横浜南）、山田道代（横浜南）、
山室幸博（小田原）

1月18日 横須賀市立 2年生 95 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横浜南）、
公郷 佐藤かおり（横浜西）、中村雅和（藤沢）、
中学校 西條達（横浜南）、廣江基一（藤沢）、

松本陽子（横浜南）、山田道代（横浜南）
1月17日 横須賀市立 2年生 65 名 川名隆憲（横浜南）、岸田則子（川崎北）、

大楠 中村雅和（藤沢）、西條達（横浜南）、
中学校 平沼香菜子（藤沢）、山室幸博（小田原）

1月15日 県立 3年生 10 名 岸田則子（川崎北）、中村雅和（藤沢）、
田奈 山田道代（横浜南）
高等学校

平成30年 藤沢市立 1年生 146 名 中村雅和（藤沢）、廣江基一（藤沢）、
12月4日 御所見 山田道代（横浜南）

中学校
11月30日 県立 2年生 280 名 伊藤和彦（平塚）、大橋成太郎（平塚）、

座間総合 加藤一也（平塚）、岸田則子（川崎北）、
高等学校 清水博（厚木）、中村雅和（藤沢）、

西條達（横浜南）、平手貴之（横浜南）、
藤野由美子(横浜南）、山田道代（横浜南）

11月22日 県立 3年生 320 名 秋山真理（横浜西）、加藤一也（平塚）、
上鶴間 栗原恵子（横浜南）、清水博（厚木）、
高等学校 高沢厚子（相模原）、永井洋（相模原）、

中村雅和（藤沢）、西條達（横浜南）、
平手貴之（横浜南）、廣江基一（藤沢）、
本田新市（横浜南）

11月21日 川崎市立 1年生 55 名 加藤健司（横浜北）、川名隆憲（横浜南）、
高津 佐藤かおり（横浜西）、中村雅和（藤沢）、
高等学校 山室幸博（小田原）

　当会会員による学校教育は、平成15年にボランティア活動としてスタートしました。
　その後平成３１年３月２０日までの活動実績は、下表のとおりです。

社会保険労務士による学校教育実施記録

学校名 担　　当　　講　　師

平成31年3月31日現在
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定時制
11月12日 県立 1年生 38 名 伊藤和彦（平塚）、加藤一也（平塚） 職業講和

秦野
高等学校

10月12日 横須賀市立 2年生 153 名 葛西あや子（横須賀）、栗原恵子（横浜南）、
長沢 川名隆憲（横浜南）、中村雅和（藤沢）、
中学校 平手貴之（横浜南）、松本陽子（横浜南）、

山田道代（横浜南）
10月4日 横須賀市立 2年生 260 名 秋山真理（横浜西）、大橋成太郎（平塚）、

浦賀 加藤健司（横浜北）、川名隆憲（横浜南）、
中学校 栗原恵子（横浜南）、佐藤かおり（横浜西）、

清水博（厚木）、庄司逸雄（横浜西）、
高橋修司（厚木）、中村雅和（藤沢）、
平手貴之（横浜南）、廣江基一（藤沢）、
松本陽子（横浜南）、丸茂雅一（川崎北）、
山室幸博（小田原）

7月4日 相模原市立 2年生 259 名 加藤一也（平塚）、加藤健司（横浜北）、
清新 佐藤かおり（横浜西）、高沢厚子（相模原）、
中学校 廣江基一（藤沢）、松本陽子（横浜南）、

丸茂雅一（川崎北）、山田道代（横浜南）、
山室幸博（小田原）

2月9日 藤沢市立 １年生 298 名 中村雅和（藤沢）、廣江基一（藤沢）
六会
中学校

1月26日 県立 3年生 298 名 青木浩一（厚木）、秋山真理（横浜西）、
綾瀬西 石川美由起（横浜南）、伊藤和彦（平塚）、
高等学校 大橋成太郎（平塚）、加藤健司（横浜北）、

川名隆憲（横須賀）、栗原恵子（横浜南）、
小宮広樹（横浜南）、佐川陽子（川崎北）、
佐藤かおり（横浜西）、庄司逸雄（横浜西）、
高沢厚子（相模原）、永井洋（相模原）、
中村雅和（藤沢）、永田一美（横浜南）、
廣江基一（藤沢）、本田新市（横浜南）、
山田道代（横浜南）、山室幸博（小田原）

1月22日 横須賀市立 2年生 86 名 伊藤和彦（平塚）、葛西あや子（横須賀）、
公郷 川名隆憲（横須賀）、庄司逸雄（横浜西）、
中学校 新倉邦夫（横須賀）、西條達（横浜南）、

藤野由美子(横浜南）、松本陽子（横浜南）、
山田道代（横浜南）

1月18日 横須賀市立 2年生 83 名 伊藤和彦（平塚）、川名隆憲（横須賀）、
大楠 永田一美（横浜南）、新倉邦夫（横須賀）、
中学校 西條達（横浜南）、平手貴之（横浜南）、

本田新市（横浜南）、山田道代（横浜南）
平成29年 県立 ３年生 344 名 秋山真理（横浜西）、加藤一也（平塚）、

12月20日 上鶴間 加藤健司（横浜北）、栗原恵子（横浜南）、
高等学校 高沢厚子（相模原）、永井洋（相模原）、

平沼香菜子（藤沢）、藤野由美子(横浜南）、
本田新市（横浜南）、山田道代（横浜南）、
山室幸博（小田原）

12月1日 県立 ２年生 236 名 秋山真理（横浜西）、伊藤和彦（平塚）、
座間総合 大橋成太郎（平塚）、加藤一也（平塚）、
高等学校 栗原恵子（横浜南）、平沼香菜子（藤沢）、

山田道代（横浜南）、山室幸博（小田原）
11月6日 相模原市立 ２年生 277 名 青木浩一（厚木）、石川美由起（横浜南）、

相陽 伊藤和彦（平塚）、卯城恒生（横浜西）、
中学校 葛西あや子（横須賀）、加藤一也（平塚）、

栗原恵子（横浜南）、佐藤かおり（横浜西）、
高沢厚子（相模原）、永井洋（相模原）、
中村雅和（藤沢）、西條達（横浜南）、
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平沼香菜子（藤沢）、本田新市（横浜南）、
丸茂雅一（川崎北）、山田道代（横浜南）、
山室幸博（小田原）

10月5日 横須賀市立 ２年生 309 名 秋山真理（横浜西）、石川美由起（横浜南）、
浦賀 加藤一也（平塚）、川名隆憲（横須賀）、
中学校 岸田則子（川崎北）、栗原恵子（横浜南）、

中村雅和（藤沢）、永田一美（横浜南）、
廣江基一（藤沢）、藤野由美子（横浜南）、
山田道代（横浜南）

平成28年 寒川町立 ２年生 160 名 加藤一也（平塚）、佐藤修子（川崎北）、
3月17日 寒川東 清水博（厚木）、庄司逸雄（横浜西）、

中学校 中村雅和（藤沢）、西條達（横浜南）、
廣江基一（藤沢）、丸茂雅一（川崎北）、
山室幸博（小田原）

3月8日 座間市立 ３年生 240 名 青木浩一（厚木）、秋山真理（横浜西）、
相模 栗原恵子（横浜南）、清水博（厚木）、
中学校 庄司逸雄（横浜西）、田所則和（相模原）

山室幸博（小田原）
3月8日 茅ケ崎市立 ３年生 160 名 伊藤和彦（平塚）、加藤一也（平塚）、

中島 岸田則子（川崎北）、中村雅和（藤沢）、
中学校 廣江基一（藤沢）

3月4日 茅ケ崎市立 ３年生 133 名 青木浩一（厚木）、秋山真理（横浜西）、
赤羽根 加藤一也（平塚）、川名隆憲（横須賀）、
中学校 栗原恵子（横浜南）、清水博（厚木）、

庄司逸雄（横浜西）、高沢厚子（相模原）、
中村雅和（藤沢）、永田一美（横浜南）、
廣江基一（藤沢）

3月2日 藤沢市立 ３年生 130 名 加藤一也（平塚）、葛西あや子（横須賀）、
高浜 岸田則子（川崎北）、越石能章(横浜南)、
中学校 庄司逸雄（横浜西）、中村雅和（藤沢）、

西條達（横浜南）、廣江基一（藤沢）、
山田道代（横浜南）

2月26日 藤沢市立 ３年生 240 名 青木浩一（厚木）、秋山真理（横浜西）、
第一 加藤一也（平塚）、庄司逸雄（横浜西）、
中学校 中村雅和（藤沢）、永田一美（横浜南）、

廣江基一（藤沢）、山室幸博（小田原）
2月23日 川崎市立 ３年生 160 名 秋山真理（横浜西）、加藤一也（平塚）、

今井 葛西あや子（横須賀）、岸田則子（川崎北）、
中学校 栗原恵子（横浜南）、佐川陽子（川崎北）、

佐藤修子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、
高沢厚子（相模原）、丸茂雅一（川崎北）

2月22日 茅ケ崎市立 ３年生 200 名 青木浩一（厚木）、伊藤和彦（平塚）、
第一 飯久保真弓（藤沢）、加藤一也（平塚）、
中学校 川名隆憲（横須賀）、佐川陽子（川崎北）、

栗原恵子（横浜南）、清水博（厚木）、
庄司逸雄（横浜西）、中村雅和（藤沢）、
西條達（横浜南）、廣江基一（藤沢）、
丸茂雅一（川崎北）

2月19日 県立 １年生 8 名 伊藤和彦（平塚）、卯城恒生（横浜西）、
平塚ろう学校 加藤一也（平塚）、庄司逸雄（横浜西）、
中学部 竹林彰子（横浜南）、八木暁子（横須賀）

2月15日 横須賀市立 ２年生 120 名 加藤一也（平塚）、川名隆憲（横須賀）、
公郷 岸田則子（川崎北）、佐藤修子（川崎北）、
中学校 庄司逸雄（横浜西）、永田一美（横浜南）、

西條達（横浜南）、吉川史子（横須賀）
1月28日 県立 ２年生 130 名 青木浩一（厚木）、加藤一也（平塚）、

厚木清南 岸田則子（川崎北）、清水博（厚木）、
高等学校 庄司逸雄（横浜西）、田所則和（相模原）、

高橋修司（厚木）、山室幸博（小田原）
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1月27日 横須賀市立 ２年生 80 名 加藤一也（平塚）、葛西あや子（横須賀）、
大楠 川名隆憲（横須賀）、庄司逸雄（横浜西）、
中学校 永田一美（横浜南）、八木暁子（横須賀）

1月21日 藤沢市立 ２年生 280 名 川名隆憲（横須賀）、岸田則子（川崎北）、
六会 佐川陽子（川崎北）、佐藤修子（川崎北）、
中学校 清水博（厚木）、中村雅和（藤沢）、

山室幸博（小田原）、八木暁子（横須賀）
平成27年 寒川町立 ２年生 99 名 青木浩一（厚木）、秋山真理（横浜西）、

12月8日 寒川 加藤一也（平塚）、清水博（厚木）、
中学校 庄司逸雄（横浜西）、西條達（横浜南）、

廣江基一（藤沢）、山室幸博（小田原）
11月30日 県立 ３年生 320 名 秋山真理（横浜西）、加藤一也（平塚）、

上鶴間 川名隆憲（横須賀）、岸田則子（川崎北）、
高等学校 栗原恵子（横浜南）、佐藤かおり（横浜西）、

庄司逸雄（横浜西）、高沢厚子（相模原）、
新倉邦夫（横須賀）、西條達（横浜南）、
藤田治邦（横浜西）

11月27日 相模原市立 ２年生 320 名 青木浩一（厚木）、秋山真理（横浜西）、
相陽 飯久保真弓（藤沢）、卯城恒生（横浜西）、
中学校 葛西あや子（横須賀）、加藤一也（平塚）、

川名隆憲（横須賀）、佐藤おおり（横浜西）、
佐藤修子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、
高沢厚子（相模原）、竹林彰子（横浜北）、
田所則和（相模原）、中村雅和（藤沢）、
西條達（横浜南）、廣江基一（藤沢）、
藤田治邦（横浜西）、山室幸博（小田原）

11月20日 県立 ３年生 290 名 青木浩一（厚木）、秋山真理（横浜西）、
綾瀬西 加藤一也（平塚）、佐藤修子（川崎北）、
高等学校 佐藤かおり（横浜西）、清水博（厚木）、

庄司逸雄（横浜西）、西條達（横浜南）、
藤田治邦（横浜西）、山室幸博（小田原）

11月19日 県立 １年生 130 名 青木浩一（厚木）、加藤一也（平塚）、
厚木清南 岸田則子（川崎北）、清水博（厚木）、
高等学校 庄司逸雄（横浜西）、田所則和（相模原）、

高橋修司（厚木）、山室幸博（小田原）、
11月10日 県立 ビジネ 40 名 青木浩一（厚木）、加藤一也（平塚）、

　　　　　12日 厚木商業 スコー 庄司逸雄（横浜西）、山室幸博（小田原）
高等学校 スコー

11月2日 藤沢市立 ２年生 252 名 秋山真理（横浜西）、飯久保真弓（藤沢）、
湘洋 葛西あや子（横須賀）、加藤一也（平塚）、
中学校 岸田則子（川崎北）、清水博（厚木）、

庄司逸雄(横浜西)、中村雅和（藤沢）、
永田一美（横浜南）、西條達（横浜南）、
廣江基一（藤沢）、藤田治邦（横浜西）
八木暁子（横須賀）、山田道代（横浜南）、
山室幸博（小田原）、吉川史子（横須賀）

10月7日 横須賀市立 ２年生 280 名 秋山眞理（横浜西）、川名隆憲（横須賀）
浦賀 加藤一也（平塚）、岸田則子（川崎北）、
中学校 庄司逸雄（横浜西）、中村雅和（藤沢）、

永田一美（横浜南）、西條達（横浜南）、
堀川由貴恵（横浜南）、吉川史子（横須賀）、
八木暁子（横須賀）

　同 藤沢市立 ２年生 113 名 青木浩一（厚木）、飯久保真弓（藤沢）、
7月15日 御所見 佐藤かおり（横浜西）、庄司逸雄（横浜西）、

中学校 中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、
廣江基一（藤沢）、山室幸博（小田原）

　同 相模原市立 ２年生 269 名 青木浩一（厚木）、秋山真理（横浜西）、
7月10日 清新 葛西あや子（横須賀）、加藤一也（平塚）、

中学校 佐藤修子（川崎北）、清水博（厚木）、
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庄司逸雄（横浜西）、高沢厚子（相模原）、
田所則和（相模原）、中村雅和（藤沢）、
新倉邦夫（横須賀）、西條達（横浜南）、
廣江基一（藤沢）、藤田治邦（横浜西）、
山田道代（横浜南）、山室幸博(小田原)

　同 藤沢市立 ２年生 90 名 青木浩一（厚木）、佐藤かおり（横浜西）、
6月29日 長後 庄司逸雄（横浜西）、中村雅和（藤沢）、

中学校 永田一美（横浜南）、廣江基一（藤沢）
堀川由貴恵（横浜南）

　同 川崎市立 2年生 114 名 岸田則子（川崎北）、小宮広樹（横浜南）
6月9日 日吉 佐川陽子（川崎北）、佐藤修子（川崎北）、

中学校 庄司逸雄（横浜西）、永田一美（横浜南）、
新倉邦夫（横須賀）、西條達（横浜南）

　同 藤沢市立 ２年生 132 名 中村雅和（藤沢）、廣江基一（藤沢）
6月1日 秋葉台

中学校
　同 川崎市立 1年生 134 名 青木浩一（厚木）、川名隆憲（横須賀）、 川崎市中学

3月24日 中原 岸田則子（川崎北）、小宮広樹（横浜南）、 校長会にて

中学校 佐川陽子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、 ＰＲを行う。

永田一美（横浜南）、新倉邦夫（横須賀）、
西條　達（横浜南）、廣江基一（藤沢）

　同 鎌倉市立 １年生 117 名 葛西あや子（横須賀）、佐藤かおり（横浜西） 鎌倉市中学

3月19日 御成 庄司逸雄（横浜西）、田所則和（相模原）、 校長会にて

中学校 中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、 ＰＲを行う。

西條　達（横浜南）
　同 茅ケ崎市立 3年生 144 名 飯久保真弓（藤沢）、庄司逸雄（横浜西）、

3月4日 中島 新倉邦夫（横須賀）、廣江基一（藤沢）、
中学校 正岡郷子（横浜北）、山室幸博（小田原）

　同 茅ケ崎市立 3年生 78 名 庄司逸雄（横浜西）、永田一美（横浜南）、
3月3日 西浜 新倉邦夫（横須賀）、廣江基一（藤沢）、

中学校 山田道代（横浜南）、山室幸博（小田原）
　同 平塚市立 3年生 120 名 青木浩一（厚木）、庄司逸雄（横浜西）、

3月2日 神田 中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、
中学校 西條　達（横浜南）、廣江基一（藤沢）、

山室幸博（小田原）
　同 藤沢市立 3年生 240 名 中村雅和（藤沢）、廣江基一（藤沢）、

2月26日 六会 吉野直亮（藤沢）
中学校

　同 茅ケ崎市立 3年生 151 名 飯久保真弓（藤沢）、卯城恒生（横浜西）、
2月24日 萩園 佐藤修子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、

中学校 新倉邦夫（横須賀）、西條　達（横浜南）、
廣江基一（藤沢）、藤田治邦（横浜西）、
八木暁子（横須賀）、吉川史子（横須賀）

　同 茅ケ崎市立 3年生 249 名 青木浩一（厚木）、飯久保真弓（藤沢）、
2月23日 第一 川名隆憲（横須賀）、岸田則子（川崎北）、

中学校 佐藤かおり（横浜西）、中村雅和（藤沢）、
新倉邦夫（横須賀）、廣江基一（藤沢）、
山室幸博（小田原）

　同 茅ケ崎市立 3年生 148 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、
2月20日 鶴が台 佐藤かおり（横浜西）、佐藤修子（川崎北）、

中学校 庄司逸雄（横浜西）、高沢厚子（相模原）、
中村雅和（藤沢）、廣江基一（藤沢）、
正岡郷子（横浜北）

　同 横浜市立 1年生 270 名 佐藤かおり（横浜西）、庄司逸雄（横浜西） 職業紹介
2月19日 豊田

中学校
　同 県立 2年生 130 名 青木浩一（厚木）、岸田則子（川崎北）、

2月12日 厚木清南 庄司逸雄（横浜西）、高沢厚子（相模原）、
高等学校 高橋修司（厚木）、田所則和（相模原）、
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新倉邦夫（横須賀）、山室幸博（小田原）
　同 横須賀市立 2年生 90 名 飯久保真弓（藤沢）、葛西あや子（横須賀）、

2月10日 公郷 川名隆憲（横須賀）、佐川陽子（川崎北）、
中学校 佐藤修子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、

新倉邦夫（横須賀）、西條　達（横浜南）、
吉川史子（横須賀）

　同 県立 1年生 8 名 卯城恒生（横浜西）、佐藤かおり（横浜西）、
2月6日 平塚ろう学校 庄司逸雄（横浜西）、竹林彰子（横浜北）、

（中学部） 新倉邦夫（横須賀）
　同 相模原市立 2年生 70 名 庄司逸雄（横浜西）、高沢厚子（相模原）、

2月2日 藤野 新倉邦夫（横須賀）、西條　達（横浜南）、
中学校 藤田治邦（横浜西）、山室幸博（小田原）

　同 横須賀市立 2年生 96 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、
1月26日 岩戸 岸田則子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、

中学校 永田一美（横浜南）、新倉邦夫（横須賀）、
正岡郷子（横浜北）、八木暁子（横須賀）、
吉川史子（横須賀）

　同 横須賀市立 2年生 206 名 青木浩一（厚木）、葛西あや子（横須賀）、
1月20日 武山 川名隆憲（横須賀）、越石能章（横浜南）、

中学校 佐藤修子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、
中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、
廣江基一（藤沢）、藤田治邦（横浜西）、
山室幸博（小田原）、八木暁子（横須賀）、
吉川史子（横須賀）

平成27年
1月16日 横須賀市立 2年生 120 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、

大楠 佐川陽子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、
中学校 永田一美（横浜南）、新倉邦夫（横須賀）、

西條　達（横浜南）、廣江基一（藤沢）、
八木暁子（横須賀）

平成26年 相模原市立 2年生 200 名 青木浩一（厚木）、佐川陽子（川崎北）、
12月16日 新町 佐藤修子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、

中学校 高沢厚子（相模原）、田所則和（相模原）、
中村雅和（藤沢）、永田一美（横浜南）、
新倉邦夫（横須賀）、西條達（横浜南）、
山田道代（横浜南）、山室幸博（小田原）

　同 藤沢市立 1年生 240 名 中村雅和（藤沢）
12月11日 六会

中学校
　同 県立 3年生 240 名 青木浩一（厚木）、卯城恒生（横浜西）、

11月28日 綾瀬西 岸田則子（川崎北）、佐藤かおり（横浜西）、
高等学校 庄司逸雄（横浜西）、高沢厚子（相模原）、

高橋修司（厚木）、中村雅和（藤沢）、
新倉邦夫（横須賀）、山室幸博（小田原）

　同 相模原市立 2年生 280 名 飯久保真弓（藤沢）、川名隆憲（横須賀）、
11月21日 相陽 岸田則子（川崎北）、越石能章（横浜南）、

中学校 小宮広樹（横浜南）、佐藤かおり（横浜西）、
佐藤修子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、
高橋修司（厚木）、田所則和（相模原）、
中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、
藤田治邦（横浜南）、正岡郷子（横浜北）、
山田道代（横浜南）、山室幸博（小田原）

　同 県立 3年生 24 名 小宮広樹（横浜南）、庄司逸雄（横浜西）
11月17日 横浜清陵総合

高等学校
　同 アレセイア湘南 3年生 28 名 飯久保真弓（藤沢）、庄司逸雄（横浜西）、

11月10日 高等学校 新倉邦夫（横須賀）、廣江基一（藤沢）
　同 県立 1年生 160 名 青木浩一（厚木）、岸田則子（川崎北）、

11月6日 厚木清南 庄司逸雄（横浜西）、高沢厚子（相模原）、
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高等学校 高橋修司（藤沢）、田所則和（相模原）、
中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、
山室幸博（小田原）

　同 横須賀市立 2年生 360 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、
10月8日 浦賀中学校 岸田則子（川崎北）、佐藤かおり（横浜西）、

庄司逸雄（横浜西）、中村雅和（藤沢）、
永田一美（横浜南）、新倉邦夫（横須賀）、
西條達（横浜南）、廣江基一（藤沢）、
山田道代（横浜南）、吉川史子（横須賀）

　同 県立 3年生 75 名 佐藤かおり（横浜西）、庄司逸雄（横浜西）、
5月19日 横浜旭陵 新倉邦夫（横須賀）、藤田治邦（横浜西）、

高等学校 山室幸博（小田原）
　同 県立 1年生 280 名 佐川陽子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、

3月13日 相模原 高沢厚子（相模原）、竹林彰子（横浜北）、
高等学校 田所則和（相模原）、新倉邦夫（横須賀）、

廣江基一（藤沢）、藤田治邦（横浜西）、
正岡郷子（横浜北）

　同 藤沢市 2年生 60 名 吉野直亮（藤沢）
3月6日 大庭

中学校
　同 茅ケ崎市 3年生 200 名 岸田則子（川崎北）、小宮広樹（横浜南）、

3月6日 中島 庄司逸雄（横浜西）、中村雅和（藤沢）、
中学校 新倉邦夫（横須賀）、廣江基一（藤沢）、

八木暁子（横須賀）
　同 藤沢市 3年生 300 名 中村雅和（藤沢）、廣江基一（藤沢）、

3月4日 六会 吉野直亮（藤沢）
中学校

　同 三浦市 3年生 60 名 庄司逸雄（横須賀市）、新倉邦夫（横須賀）、
2月28日 三崎 八木暁子（横須賀）、吉川史子（横須賀）

中学校
　同 藤沢市 1年生 240 名 中村雅和（藤沢）

2月27日 六会
中学校

　同 茅ケ崎市 3年生 240 名 飯久保真弓（藤沢）、佐藤かおり（横浜西）、
2月26日 第一 庄司逸雄（横浜西）、竹林彰子（横浜北）、

中学校 中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、
廣江基一（藤沢）、山田道代（横浜南）

　同 相模原市 1年生 280 名 青木浩一（厚木）、卯城恒生（横浜南）、
2月14日 清新 越石能章（横浜南）、佐藤修子（川崎北）、

中学校 庄司逸雄（横浜西）、高沢厚子（相模原）、
田所則和（相模原）、中村雅和（藤沢）、
新倉邦夫（横須賀）、廣江基一（藤沢）、
藤平多花子（横須賀）、正岡郷子（横浜北）、
山田道代（横浜南）、山室幸博（小田原）、
吉川史子（横須賀）

　同 県立 3年生 10 名 川名隆憲（横須賀）、葛西あや子（横須賀）、
2月10日 武山養護 庄司逸雄（横浜西）、新倉邦夫（横須賀）、

学校（高等部） 八木暁子（横須賀）
　同 大井町立 2年生 200 名 青木浩一（厚木）、飯久保真弓（藤沢）、

1月28日 湘光 伊藤孝仁（横浜南）、卯城恒生（横浜西）、
中学校 庄司逸雄（横浜西）、高沢厚子（相模原）、

高橋修司（厚木）、新倉邦夫（横須賀）、
藤田治邦（横浜西）、山田道代（横浜南）、
山室幸博（小田原）

　同 横須賀市立 2年生 120 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、
1月27日 公郷 佐藤かおり（横浜西）、庄司逸雄（横浜西）、

中学校 永田一美（横浜南）、新倉邦夫（横須賀）、
八木暁子（横須賀）、吉川史子（横須賀）

　同 横浜市立 1年生 60 名 庄司逸雄（横浜西）、竹林彰子（横浜北）、
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1月24日 谷本 正岡郷子（横浜北）
中学校

平成26年 県立 2年生 120 名 岸田則子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、
1月16日 厚木清南 高橋修司（厚木）、田所則和（相模原）、

高等学校 新倉邦夫（横須賀）、廣江基一（藤沢）、
山室幸博（小田原）

平成25年 相模原市立 2年生 278 名 青木浩一（厚木）、葛西あや子（横須賀）、
12月6日 相陽 岸田則子（川崎北）、佐川陽子（横浜西）、

中学校 佐藤修子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、
高沢厚子（相模原）、高橋修司（厚木）、
田所則和（相模原）、新倉邦夫（横須賀）、
西條達（横浜南）、藤田治邦（横浜西）、
堀川由貴恵（横浜南）、八木暁子（横須賀）、
山田道代（横浜南）、山室幸博（小田原）

　同 藤沢市立 1年生 250 名 中村雅和（藤沢）
12月6日 六会

中学校
　同 県立 1年生 130 名 岸田則子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、

11月28日 厚木清南 高橋修司（厚木）、田所則和（相模原）、
高等学校 新倉邦夫（横須賀）、廣江基一（藤沢）、

山室幸博（小田原）、吉野直亮（藤沢）
　同 横須賀市立 2年生 82 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、

11月20日 大楠 庄司逸雄（横浜西）、中村雅和（藤沢）、
中学校 永田一美（横浜南）、新倉邦夫（横須賀）、

八木暁子（横須賀）、山田道代（横浜南）、
吉川史子（横須賀）

　同 県立 3年生 270 名 青木浩一（厚木）、岸田則子（川崎北）、
11月11日 綾瀬西 小宮広樹（横浜南）、庄司逸雄（横浜西）、

高等学校 高橋修司（厚木）、新倉邦夫（横須賀）、
廣江基一（藤沢）、八木暁子（横須賀）、
山室幸博（小田原）、吉川史子（横須賀）

　同 藤沢市立 1年生 255 名 中村雅和（藤沢）、廣江基一（藤沢）、
11月8日 六会 吉野直亮（藤沢）

中学校
　同 県立 1年生 13 名 伊藤孝仁（横浜北）、卯城恒生（横浜西）、

11月1日 平塚ろう学校 庄司逸雄（横浜西）、竹林彰子（横浜北）、
（中学部） 新倉邦夫（横須賀）

　同 横須賀学院 2年生 77 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、
10月29日 中学校 小宮広樹（横浜南）、庄司逸雄（横浜西）、

新倉邦夫（横須賀）
　同 相模原市立 2年生 312 名 青木浩一（厚木）、飯久保真弓（藤沢）、

10月24日 旭 葛西あや子（横須賀）、越石能章（横浜南）、
中学校 佐川陽子（横浜西）、佐藤かおり（横浜西）、

庄司逸雄（横浜西）、高沢厚子（相模原）、
竹林彰子（横浜北）、田所則和（相模原）、
廣江基一（藤沢）、藤田治邦（横浜西）、
藤平多花子（横須賀）、正岡郷子（横浜北）、
八木暁子（横須賀）、山室幸博（小田原）、
吉川史子（横須賀）

　同 横須賀市立 2年 222 名 卯城恒生（横浜西）、葛西あや子（横須賀）、
10月18日 武山 川名隆憲（横須賀）、越石能章（横浜南）、

中学校 小宮広樹（横浜西）、佐藤修子（川崎北）、
庄司逸雄（横浜西）、竹林彰子（横浜北）、
中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、
藤田治邦（横浜西）、堀川由貴恵（横浜南）、
八木暁子（横須賀）、山田道代（横須賀）、
吉川史子（横須賀）

　同 横須賀市立 2年 360 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、
10月3日 浦賀 小宮広樹（横浜南）、庄司逸雄（横浜西、）
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中学校 高橋修司（厚木）、中村雅和（藤沢）、
新倉邦夫（横須賀）、廣江基一（藤沢）、
堀川由貴恵（横浜南）、正岡郷子（横浜南）、
八木暁子（横須賀）、吉川史子（横須賀）

　同 アレセイア 3年生 28 名 飯久保真弓（藤沢）、庄司逸雄（横浜西）、
10月2日 湘南 新倉邦夫（横須賀）、廣江基一（藤沢）

高等学校
　同 県立 3年生 45 名 青木浩一（厚木）、庄司逸雄（横浜西）、

5月20日 横浜旭陵 高橋修司（厚木）、新倉邦夫（横須賀）、
高等学校 山室幸博（小田原）

　同 藤沢市立 3年生 270 名 庄司逸雄（横浜西）、中村雅和（藤沢）、
3月1日 六会 新倉邦夫（横須賀）、廣江基一（藤沢）、

中学校 吉野直亮（藤沢）
　同 秦野市立 3年生 101 名 秋山秀子（川崎北）、佐藤修子（川崎北）、

2月26日 南が丘 庄司逸雄（横浜西）、高沢厚子（相模原）、
中学校 新倉邦夫（横須賀）、野崎秀紀（平塚）、

廣江基一（藤沢）、吉川史子（横須賀）
　同 県立 2年生 10 名 川名隆憲（横須賀）、庄司逸雄（横浜西）、

2月12日 武山養護 新倉邦夫（横須賀）、八木暁子（横須賀）
学校（高等部）

　同 県立 1年生 60 名 庄司逸雄（横浜西）、野崎秀紀（平塚）
1月30日 平塚商業

高等学校
　同 横浜市立 1年生 60 名 庄司逸雄（横浜西）、竹林彰子（横浜北）、

1月29日 谷本 正岡郷子（横浜北）
中学校

　同 藤沢市立 2年生 246 名 中村雅和（藤沢）
1月22日 六会

中学校
　同 県立 2年生 100 名 飯久保真弓（藤沢）、越石能章（横浜南）、

1月17日 厚木清南 庄司逸雄（横浜西）、高橋修司（厚木）、
高等学校 田所則和（相模原）、中村雅和（藤沢）、

新倉邦夫（横須賀）、廣江基一（藤沢）
　同 横須賀市立 2年生 115 名 川名隆憲（横須賀）、庄司逸雄（横浜西）、

1月11日 公郷 永田一美（横浜南）、中村雅和（藤沢）、
中学校 新倉邦夫（横須賀）、八木暁子（横須賀）、

吉川史子（横須賀）、山田道代（横須賀）
平成24年 藤沢市立 1年生 170 名 中村雅和（藤沢）、廣江基一（藤沢）、

12月18日 大庭 吉野直亮（藤沢）
中学校

　同 県立 1年生 100 名 秋山秀子（川崎北）、卯城恒生（横浜西）、
11月29日 厚木清南 庄司逸雄（横浜西）、高沢厚子（相模原）、

高等学校 高橋修司（厚木）、田所則和（相模原）、
中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）

　同 県立 1～3 10 名 野崎秀紀（平塚） 「職業一
11月26日 秦野総合 　　年生 般」の授

　　　　　28日 高等学校 業として
　同 県立 3年生 10 名 卯城恒生（横浜西）、庄司逸雄（横浜西）、

11月9日 平塚ろう学校 竹林彰子（横浜北）、新倉邦夫（横須賀）、
中学部 山田道代（横浜南）

　同 県立 3年生 237 名 秋山秀子（川崎北）、川名隆憲（横須賀）、
11月2日 座間総合 小宮広樹（横浜南）、庄司逸雄（横浜西）、

高等学校 高沢厚子（相模原）、中村雅和（藤沢）、
新倉邦夫（横須賀）、正岡郷子（横浜北）

　同 藤沢市 1年生 245 名 庄司逸雄（横浜西）、田所則和（相模原）、
10月26日 六会 中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、

中学校 山田道代（横浜南）
　同 横須賀市 2年生 111 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、

10月19日 馬掘 小宮広樹（横須賀）、庄司逸雄（横浜西）
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中学校
　同 横須賀市 2年生 217 名 飯久保真弓（藤沢）、葛西あや子（横須賀）、

10月16日 武山 川名隆憲（横須賀）、佐藤修子（川崎北）、
中学校 新倉邦夫（横須賀）、廣江基一（藤沢）、

八木暁子（横須賀）、吉川史子（横須賀）
　同 横須賀市 2年生 111 名 葛西あや子（横須賀）、小宮広樹（横浜北）、

10月12日 馬掘 佐藤修子（川崎北）、庄司逸雄（横浜北）、
　　　　 中学校 新倉邦夫（横須賀）、廣江基一（藤沢）、

正岡郷子（横浜北）、山田道代（横浜南）
　同 横須賀市 2年生 360 名 秋山秀子（川崎北）、卯城恒生（横浜西）、

10月4日 浦賀 川名隆憲（横須賀）、佐藤修子（川崎北）、
中学校 庄司逸雄（横浜西）、竹林彰子（横浜北）、

中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、
藤田治邦（横浜西）、正岡郷子（横浜北）、
八木暁子（横須賀）、吉川史子（横須賀）

　同 藤沢市立 ２年生 270 名 中村雅和（藤沢）
6月29日 鵠沼

中学校
　同 横須賀市立 ２年生 95 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、

6月22日 大楠 佐藤修子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、
中学校 竹林彰子（横浜北）、永田一美（横浜北）、

新倉邦夫（横須賀）、山田道代（横浜南）
　同 県立 ３年生 280 名 秋山秀子（川崎北）、卯城恒生（横浜西）、

6月7日 綾瀬西 庄司逸雄（横浜西、）高橋修司（厚木）、
高等学校 中村雅和（藤沢）、藤田治邦（横浜西）、

正岡郷子（横浜北）、八木暁子（横須賀）、
吉川史子（横須賀）

　同 県立 3年生 50 名 高橋修司（厚木）
5月21日 横浜旭陵

高等学校
藤沢市立 1年生 150 名 竹林彰子（横浜北）、中村雅和（藤沢） 職業紹介

3月1日 大庭 中の 60 名
中学校

　同 鎌倉市立 3年生 200 名 秋山秀子（川崎北）、飯久保真弓（藤沢）、 鎌倉市に
2月29日 玉縄 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、 対してＰＲ

中学校 栗山英世（藤沢）、庄司逸雄（横浜西）、 を行う。
田所則和（相模原）、中村雅和（藤沢）、
新倉邦夫（横須賀）

　同 鎌倉市立 3年生 45 名 卯城恒生（横浜西）、山田道代（横浜南）
2月27日 第2

中学校
　同 横浜市立 １年生 240 名 正岡郷子（横浜北）、山田道代（横浜北） 職業紹介

1月20日 谷本 のうち 50 名
中学校

　同 横須賀市立 2年生 240 名 川名隆憲（横須賀）、庄司逸雄（横浜西）、 ・よこすか
1月12日 公郷 高沢厚子（相模原）、高橋修司（厚木）、 キャリア

中学校 竹林彰子（横浜北）、中村雅和（藤沢）、 教育推進
新倉邦夫（横須賀）、藤田治邦（横浜西） 事業の一

環として
・埼玉会
（所沢支
部）より参
観

平成23年 県立 2年生 135 名 庄司逸雄（横浜西）、高澤厚子（相模原）、
11月24日 厚木清南 高橋修司（厚木）、田所則和（相模原）、

　 高等学校 新倉邦夫（横須賀）
　同 横須賀市立 2年生 234 名 飯久保真弓（藤沢）、葛西あや子（横須賀）、

11月10日 武山 川名隆憲（横須賀）、小宮広樹（横浜南）、
中学校 佐藤修子（川崎北）、庄司逸雄（横浜西）、

10



永田一美（横浜南）、中村雅和（藤沢）
　同 県立 1･2･3 32 名 卯城恒生（横浜西）、竹林彰子（横浜北）。

10月14日 平塚ろう学校 年生 山田道代（横浜南）
（中学部）

　同 横須賀市立 2年生 320 名 秋山秀子（川崎北）、川名隆憲（横須賀）、
10月6日 浦賀 小宮広樹（横浜南）、庄司逸雄（横浜西）、

中学校 中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、
野崎秀紀（平塚）、藤田治邦（横浜西）、
堀川由貴恵（横浜南）、正岡郷子（横浜北）

　同 県立 1年生 100 名 庄司逸雄（横浜西）、高橋修司（厚木）、
9月8日 厚木清南 竹林彰子（横浜北）、田所則和（相模原）、

高等学校 中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、
野崎秀紀（平塚）、正岡郷子（横浜北）

　同 県立 3年生 50 名 藤田治邦（横浜西）、庄司逸雄（横浜西）
6月27日 横浜旭陵

高等学校
　同 県立 3年生 257 名 卯城恒生（横浜西）、佐藤修子（川崎北）、

6月9日 綾瀬西 庄司逸雄（横浜西）、高橋修司（厚木）、
高等学校 中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、

藤田治邦（横浜北）、正岡郷子（横浜北）、
山田道代（横浜北）

　同 藤沢市立 1年生 151 名 中村雅和(藤沢) 職業紹介
2月15日 大庭 中の 45 名

中学校
　同 横須賀市立 2年生 127 名 卯城恒生（横浜西）、葛西あや子（横須賀）、

1月27日 公郷 川名隆憲（横須賀）、庄司逸雄（横浜西）、
中学校 高澤厚子（相模原）、中村雅和（藤沢）、

新倉邦夫（横須賀）、野崎秀紀（平塚）、
藤田治邦（横浜西）

平成23年 横浜市立 1年生 240 名 竹林彰子（横浜北）、正岡郷子（横浜北） 職業紹介
1月20日 谷本 中の 60 名

中学校
平成22年 横須賀市立 2年生 240 名 伊藤孝仁（横浜北）、葛西あや子（横須賀）、

11月16日 武山 川名隆憲（横須賀）、庄司逸雄（横浜西）、
中学校 永田一美（横浜南）、中村雅和（藤沢）、

新倉邦夫（横須賀）、堀川由貴恵（横浜南）
　同 県立 1・2年生 卯城恒生（横浜西）、田所則和（相模原）、

11月4日 厚木清南 240 名 高橋修司（厚木）、竹林彰子（横浜北）、
高等学校 中村雅和（藤沢）、野崎秀紀（平塚）、

正岡郷子（横浜北）
　同 横須賀市立 2年生 320 名 秋山秀子（川崎北）、荒井三和子（藤沢）、

10月7日 浦賀 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、
中学校 小宮広樹（横浜南）、庄司逸雄（横浜西）、

高澤厚子（相模原）、竹林彰子（横浜北）、
中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、
野崎秀紀（平塚）、藤田治邦（横浜西）、
堀川由貴恵（横浜南）、正岡郷子（横浜北）

  同 横須賀市立 2年生 123 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、 よこすか
9月24日 馬掘 小宮広樹（横浜南）、庄司逸雄（横浜西）、 キャリア
10月1日 中学校 永田一美（横浜南）、新倉邦夫（横須賀） 教育推進

事業の一
環として

　同 相模原市立 2年生 259 名 秋山秀子（川崎北）、高澤厚子（相模原）、
9月22日 小山 田所則和（相模原）、宅間祥雄（横浜南）、

中学校 中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、
藤田治邦（横浜西）、堀川由貴恵（横浜南）、
正岡郷子（横浜北、）山田道代（横浜南）、

　同 県立 3年生 230 名 卯城恒生(横浜西)、葛西」あや子（横須賀）、
6月3日 綾瀬西 高橋修司（厚木）、田所則和（相模原）、
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高等学校 中村雅和（藤沢）、永田一美（横浜南）、
新倉邦夫（横須賀）、野崎秀紀（平塚）

　同 県立 1・2・3 高橋修司（厚木）、新倉邦夫（横須賀）、
5月17日 横浜旭陵 年生 42 名 藤田治邦（横浜西）、山田道代（横浜南）

高等学校
平成21年 県立 1年生 120 名 田所則和（相模原）、中村雅和（藤沢）、

11月19日 厚木清南 野崎秀紀（平塚）
高等学校

　同 相模原市立 2年生 210 名 葛西あや子（横須賀）、庄司逸雄（横浜西）、
11月6日 小山 田所則和（相模原）、高沢厚子（相模原）、

中学校 竹林彰子（横浜北）、中村雅和（藤沢）、
新倉邦夫（横須賀）、藤田治邦（横浜西）

　同 横須賀市立 2年生 111 名 荒井三和子（藤沢）、川名隆憲（横須賀）、
10月30日 公郷 庄司逸雄（横浜西）、新倉邦夫（横須賀）、

中学校 野崎秀紀（平塚）、藤田治邦（横浜西）
　同 横須賀市立 2年生 210 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、 吉田雄人

10月28日 武山 庄司逸雄（横浜西）、高橋修司（藤沢）、 横須賀市長

中学校 宅間祥雄（横浜南）、竹林彰子（横浜北）、 並びに同市

永田一美（横浜南）、新倉邦夫（横須賀）、 教育委員会

堀川由貴恵（横浜南）、山田道代（横浜南） が授業視察

　同 横須賀市立 2年生 287 名 荒井三和子（藤沢）、伊藤孝仁（横浜北）、
10月22日 浦賀 卯城恒生（横浜西）、葛西あや子（横須賀）、

中学校 川名隆憲（横須賀）、小宮広樹（横浜南）、
庄司逸雄（横浜西）、新倉邦夫（横須賀）、
堀川由貴恵（横浜南）

　同 県立 １年生 280 名 卯城恒生（横浜西）、小宮広樹（横浜南）、 「公民」の授

10月13日 多摩 庄司逸雄（横浜西）、高橋修司（藤沢）、 業の一環と

　16日・19日 高等学校 中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、 して行う

藤田治邦（横浜西）、正岡郷子（横浜北）、
山田道代（横浜南）

　同 県立 ２・３年生 田所則和(相模原)、野崎秀紀（平塚）
6月18日 厚木清南 200 名

高等学校
　同 県立 ３年生 250 名 卯城恒生(横浜西)、川名隆憲（横須賀）、

6月11日 綾瀬西 小宮広樹(横浜南)、庄司逸雄（横浜西）、
高等学校 高橋修司（藤沢）、中村雅和（藤沢）、

永田一美（横浜南）、新倉邦夫（横須賀）、
野崎秀紀（平塚）、堀川由貴恵(横浜南)

　同 県立 ３年生 250 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、
5月21日 白山 小宮広樹(横浜南)、庄司逸雄(横浜西)、

高等学校 田所則和(相模原)、新倉邦夫（横須賀）、
藤田治邦（横浜西）、正岡郷子(横浜南)、
山口宗吾（横須賀）

　同 県立 ３年生 60 名 卯城恒生（横浜西）、庄司逸雄（横浜西）、 平成21年

5月18日 横浜旭陵 高橋」修司（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、 5月

高等学校 藤田治邦（横浜西）、山田道代（横浜南） ワークライフ

　同 横須賀市立 2年生 140 名 川名隆憲（横須賀）、新倉邦夫（横須賀） 支援委員会

2月24日 田浦中学校 に改称

　同 横須賀市立 1年生 132 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、
2月10日 田浦 庄司逸雄（横浜西）、高橋修司（藤沢）、

中学校 新倉邦夫（横須賀）、山田道代（横浜南）
　同 横浜市立 １年生 20 名 伊藤孝仁（横浜北）、小宮広樹（横浜南）、 職業紹介

1月20日 谷本中学校 庄司逸雄（横浜西）
平成20年 藤沢市立 ３年生 115 名 荒井三和子（藤沢）、川名隆憲（横須賀）、

11月11日 高浜 庄司逸雄（横浜西）、高橋修司（藤沢）、
中学校 中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）

　同 横須賀市立 ２年生 288 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、
11月6日 浦賀 小宮広樹（横浜南）、庄司逸雄（横浜南）、

中学校 田所則和（相模原）、中村雅和（藤沢）、
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新倉邦夫（横須賀）、野崎秀紀（平塚）、
堀川貴美恵（横浜南）

　同 県立 ３年生 210 名 荒井三和子（藤沢）、卯城恒生（横浜西）、
10月30日 綾瀬西 川名隆憲（横須賀）、庄司逸雄（横浜西）、

高等学校 高橋修司（藤沢）、田所則和（相模原）、
新倉邦夫（横須賀）、野崎秀紀（平塚）、
堀川貴美恵（横浜南）、山田道代（横浜南）

　同 横須賀市立 2年生 280 名 荒井三和子（藤沢）、卯城恒生（横浜西）、
10月24日 武山 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、

中学校 小宮広樹（横浜南）、庄司逸雄（横浜西）、
高橋修司（藤沢）、永田一美（横浜南）、
新倉邦夫（横須賀）、堀川由貴恵（横浜南）

　同 相模原市立 ２年生 280 名 伊藤孝仁（横浜北）、小宮広樹（横浜南）、
10月21日 小山 庄司逸雄（横浜西）、田所則和（相模原）、

中学校 高橋修司（藤沢）、中村雅和（藤沢）、
新倉邦夫（横須賀）、藤田治邦（横浜西）、
山田道代（横浜南）

　同 相模原市立 ２年生 21 名 庄司逸雄（横浜西）、田所則和（相模原）、 平成20年

9月17日 内郷中学校 新倉邦夫（横須賀）、野崎秀紀（平塚） 9月横浜市

　同 県立 ３年生 35 名 庄司逸雄（横浜西）、高橋修司（藤沢）、 立中学校長

6月16日 横浜旭陵 多田俊恵（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、 会理事会に

高等学校 藤田治邦（横浜西）、山田道代（横浜南） て「社労士

　同 県立 ２年生 240 名 荒井三和子（藤沢）、伊藤孝仁（横浜北）、 による学校

6月5日 氷取沢 大山陽子（藤沢）、葛西あや子（横須賀）、 教育」につい

高等学校 川名隆憲（横須賀）、小宮広樹（横浜南）、 てＰＲを行う

庄司逸雄（横浜西）、新倉邦夫（横須賀）
　同 県立 3年生 250 名 大山陽子（藤沢）、葛西あや子（横須賀）、 平成20年

5月29日 白山 川名隆憲（横須賀）、庄司逸雄（横浜西）、 3月神奈川

高等学校 高橋修司（藤沢）、田所則和（相模原）、 県高等学校

新倉邦夫（横須賀）、野崎秀紀（平塚）、 キャリア教育

藤田治邦（横浜西）、山田道代（横浜南） 担当者研修

平成19年 横須賀市立 2年生 280 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、 にて「社労

12月4日 大津 小宮広樹（横浜南）、庄司逸雄（横浜西）、 士による学

中学校 高橋修司（藤沢）、田所則和（相模原）、 校教育」に

中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、 ついてＰＲを

野崎秀紀（平塚）、藤田治邦（横浜西） 行う

　同 横須賀市立 2年生 140 名 荒井三和子（藤沢）、葛西あや子（横須賀）、
10月19日 公郷 川名隆憲（横須賀）、小宮広樹（横浜南）、

中学校 庄司逸雄（横浜西）、高橋修司（藤沢）、
中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）、
藤田治邦（横浜西）、山田道代（横浜南）

　同 横須賀市立 2年生 58 名 葛西あや子（横須賀）、川名隆憲（横須賀）、
10月12日 鷹取 庄司逸雄（横浜西）、田所則和（相模原）、

中学校 新倉邦夫（横須賀）
　同 横須賀市立 3年生 140 名 伊藤孝仁（横浜北）、川名隆憲（横須賀）、 平成19年

9月25日 田浦 葛西あや子（横須賀）、小宮広樹（横浜南）、 9月藤沢市

中学校 庄司逸雄（横浜西）、高橋修司（藤沢）、 中学校長会

新倉邦夫（横須賀） にて「社労

　同 横須賀市立 2年生 280 名 荒井三和子（藤沢）、伊藤孝仁（横浜北）、 士による学

6月27日 浦賀 大山陽子（藤沢）、川名隆憲（横須賀）、 校教育」に

中学校 小林加奈子（横浜南）、小宮広樹（横浜南）、 ついてＰＲ

庄司逸雄（横浜西）、多田俊恵（藤沢）、 を行う

田所隆憲（相模原）、中村雅和（藤沢）、
新倉邦夫（横須賀）、山田道代（横浜南）

　同 横須賀市立 2年生 140 名 川名隆憲（横須賀）、庄司逸雄（横浜西）、
6月21日 田浦 高橋修司（藤沢）、中村雅和（藤沢）、

新倉邦夫（横須賀）、依田亘（平塚）
　同 横須賀市立 2年生 140 名 荒井三和子（藤沢）、伊藤孝仁（横浜北）、 横須賀地区

6月15日 武山 川名隆憲（横須賀）、小宮広樹（横浜南）、 中学校教育

中学校 庄司逸雄（横浜西）、高橋修司（相模原）、 課程研究会
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田所則和（相模原）、新倉邦夫（横須賀）、 の一環として

依田亘（平塚） 行われる

　同 横須賀市立 2年生 150 名 荒井三和子（藤沢）、伊藤孝仁（横浜北）、
1月18日 田浦 川名隆憲（横須賀）、小宮広樹（横浜南）、

中学校 庄司逸雄（横浜西）、新倉邦夫（横須賀）、
依田　亘（平塚）

平成18年 横須賀市立 2年生 220 名 大山陽子（藤沢）、川名隆憲（横須賀）、 平成18年

10月3日 武山 小宮広樹（横浜南）、庄司逸雄（横浜西）、 9月県会に

中学校 高橋修司（藤沢）、新倉邦夫（横須賀） 学校教育

　同 神奈川県立 県下 庄司逸雄（横浜西）、新倉邦夫（横須賀）、 実施委員会

3月7日 平塚工科 キャリア 広瀬幸一（藤沢） 発足

担当
高等学校 教諭 40 名

平成17年 横須賀市立 2年生 140 名 荒井三和子（藤沢）、川名隆憲（横須賀）、
11月8日 常葉 中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）

中学校
　同 横須賀市立 2年生 240 名 荒井三和子（藤沢）、大山陽子（藤沢）、

10月4日 武山 川名隆憲（横須賀）、多田俊恵（藤沢）、
中学校 中村雅和（藤沢）、新倉邦夫（横須賀）

　同 平成17年

8月26日 横須賀市立 教愉 20 名 川名隆憲（横須賀）、新倉邦夫（横須賀） 7月県会に

武山 学校教育

中学校 プロジェクト

チーム発足

同年10月

神奈川県教

育委員会に

「社労士によ

る学校教育」

についてＰＲ

を行う

平成16年 横須賀市立 2年生 240 名 荒井三和子（藤沢）、大山陽子（藤沢）、
10月8日 武山 川名隆憲（横須賀）、小宮広樹（横浜南）、

中学校 佐々木洋一（藤沢）、高橋修司（藤沢）、
多田俊恵（藤沢）、中村雅和（藤沢）
新倉邦夫（横須賀）

　同 横須賀市立 商業科 76 名 川名隆憲（横須賀）、中村雅和（藤沢）、
6月7日 横須賀総合 　3年生 新倉邦夫（横須賀）

高等学校
　同 青山学院大学 在学生 50 名 吉沢瞭一（横浜北）、蔵元恵美子（横浜西）

6月3日
平成15年 横須賀市立 2年生 120 名 荒井三和子（藤沢）、大山陽子（藤沢）、 ボランティア

10月2日 大楠 川名隆憲（横須賀）、小宮広樹（横浜南）、 活動として

中学校 佐々木洋一（藤沢）、高橋修司（藤沢）、 スタート

新倉邦夫（横須賀）
平成28年3月31日まで 26841

14


