
●デンマーク中学生海外派遣事業（平成２３年度まで、生徒１１９名、引率者５３名、計１７２名、  

事前視察２名） 

年 度 派遣国・期間 団長・引率教諭・随行者 派 遣 生 徒 

第１回 

Ｈ４年度 

１９９２年度 

事前視察 

６／２２～６／２８ 

高橋 俊一 （市職員） 

小嶋 利雄 （市職員） 

初めての海外派遣を控え、事前協議をする

ためデンマークを訪問 

デンマーク 

スウェーデン 

８／６～８／１４ 

富田 豊  （幌別・校長） 

吉田 紘一 （鷲別・教諭） 

小嶋 利雄 （市職員） 

伊藤 浩 （幌別） 工藤 織枝（温泉） 

小林 卓也（西陵） 大平 満子（札内） 

桜井 千鶴（鷲別） 赤井 晋 （緑陽） 

萩野 弥生（登別） 

第２回 

Ｈ５年度 

１９９３年度 

デンマーク 

スウェーデン 

８／１２～８／２２ 

坂本 錦一 （鷲別・校長） 

土門 玲子 （幌別・教諭） 

竹山 後男 （市職員） 

鈴木 利枝 （市職員） 

成田 美登利（幌別） 寺島 公輔（鷲別） 

櫻井 孝之 （幌別） 椎谷 真衣（鷲別） 

花井 祥子 （西陵） 東川 珠子（温泉） 

北本 瞳  （西陵） 

第３回 

Ｈ６年度 

１９９４年度 

デンマーク 

スウェーデン 

８／１１～８／２１ 

山岡 一基 （登別・校長） 

曽宇 勝治 （温泉・教諭） 

伊藤 典雄 （市職員） 

林 昇市  （幌別） 山口奈美恵（登別） 

福原 裕美子（西陵） 工藤 信幸（温泉） 

松倉 孔美 （西陵） 樋口 譲 （緑陽） 

高橋 絢  （鷲別） 

第４回 

Ｈ７年度 

１９９５年度 

デンマーク 

８／１１～８／２０ 

上田 宏  （西陵・校長） 

問谷 英克 （登別・教諭） 

東  ひろみ（市職員） 

酒井 綾子 （幌別） 相澤 恭介（温泉） 

畑山 やよい（幌別） 八重樫美衣（緑陽） 

平井 志穂 （西陵） 中村 麻世（緑陽） 

安山 優美 （登別） 

第５回 

Ｈ８年度 

１９９６年度 

デンマーク 

８／１６～８／２５ 

松村 昌孝 （緑陽・校長） 

小場 範夫 （西陵・教諭） 

千葉 貢三 （市職員） 

石垣 沙織 （幌別） 米澤 一真（登別） 

阿部 直生 （幌別） 樋口 諭子（緑陽） 

渋谷 雅美 （西陵） 佐々木 健（緑陽）  

吉川 香苗 （鷲別） 

第６回 

Ｈ９年度 

１９９７年度 

デンマーク 

８／１５～８／２４ 

三木 義勝 （幌別・校長） 

中田 克彦 （温泉・教諭） 

内藤 繁  （市職員） 

杉山 夏生 （幌別） 木下 晃輔（温泉） 

宮島 佳奈子（西陵） 山形 繁 （緑陽） 

滝谷 幸子 （鷲別） 高橋 麻衣子（札

内） 

佐藤 雅一 （登別） 

第７回 

Ｈ１０年度 

１９９８年度 

デンマーク 

オランダ 

８／１６～８／２５ 

竹原 郷志 （鷲別・校長） 

田村 誠  （西陵・教諭） 

宮坂 みゆき（市職員） 

丸山 誠子 （幌別） 石橋 健佑（登別） 

黒須 博之 （西陵） 千葉 沙織（温泉） 

山本 敦子 （鷲別） 桐  圭佑（緑陽） 

舟山 優  （鷲別） 

第８回 

Ｈ１１年度 

１９９９年度 

デンマーク 

オランダ 

８／１５～８／２４ 

門馬 昭夫 （西陵・校長） 

浅田 慎市 （緑陽・教諭） 

濱  辰夫 （市職員） 

浪花まり子 （幌別） 寺島 翔 （登別） 

上村 舞  （西陵） 西垣 宏美（緑陽） 

竹口 美久 （西陵） 小澤 明日香（緑

陽） 

勝見 学史 （鷲別） 



第９回 

Ｈ１２年度 

２０００年度 

デンマーク 

オランダ 

８／１３～８／２２ 

阿部 寿昭 （鷲別・校長） 

佐々木茂洋 （西陵・教諭） 

津村 健二 （市職員） 

足利 辰浩 （幌別） 橋本 文華（登別） 

山口 雄生 （幌別） 千葉 直美（温泉） 

小山 亮  （西陵） 寺山 玲奈（緑陽） 

山田 奈央子（鷲別） 

第１０回 

Ｈ１３年度 

２００１年度 

デンマーク 

オランダ 

スウェーデン 

８／１１～８／１９ 

本多 正機 （緑陽・校長） 

横山 紀恵 （幌別・教諭） 

藤本 恭弘 （市職員） 

丸山 泰孝 （幌別） 本間 茉理（鷲別） 

佐々木由佳 （西陵） 柿崎 真希（登別） 

藤川 賢  （鷲別） 東田 貴愛（緑陽） 

第１１回 

Ｈ１４年度 

２００２年度 

デンマーク 

イギリス 

８／１１～８／２０ 

三瓶 直美 （幌別・校長） 

石上三容子 （西陵・教諭） 

後藤 憲子 （市職員） 

林  亮輔 （幌別） 土門 晶子（登別） 

佐々木 萌 （西陵） 千葉 友佳（温泉） 

山岸 麻衣 （鷲別） 小松 友里恵（緑

陽） 

年 度 派遣国・期間 団長・引率教諭・随行者 派 遣 生 徒 

第１２回 

Ｈ１５年度 

２００３年度 

デンマーク 

８／１０～８／２０ 

宇野 敏昭 （西陵・校長） 

伊藤 美智恵（登別・教諭） 

藤谷 美紀 （市職員） 

志田 智洋 （幌別） 竹内 佳奈子（登

別） 

小山 俊  （西陵） 福田 あずさ（温

泉） 

小野寺麻衣 （鷲別） 半田 和香子（緑

陽） 

第１３回 

Ｈ１６年度 

２００４年度 

デンマーク 

８／８～８／１７ 

堀田 隆  （緑陽・校長） 

冨留田しのぶ（鷲別・教諭） 

二階堂一男 （市職員） 

水無瀬稚絵里（幌別） 山田 結衣（登別） 

堀井 結衣 （西陵） 空閑 陽子（緑陽） 

吉井 愛梨 （鷲別） 

第１４回 

Ｈ１７年度 

２００５年度 

デンマーク 

８／１４～８／２１ 

高畑 邦男 （緑陽・校長） 

田村 晶子 （鷲別・教諭） 

八重樫清治 （市職員） 

川島加奈代 （幌別） 永山 みづき（登

別） 

上村 綾  （西陵） 国城 貴大（緑陽） 

堀内 崇志 （鷲別） 

第１５回 

Ｈ１８年度 

２００６年度 

デンマーク 

８／２０～８／２６ 

大水 孝平 （幌別・校長） 

浅田 慎市 （緑陽・教諭） 

開田 千晴 （幌別） 竹内 啓悟（登別） 

八木橋裕介 （西陵） 坂本 綾香（緑陽） 

上田 隆統志（鷲別） 

第１６回 

Ｈ１９年度 

２００７年度 

デンマーク 

８／１９～８／２５ 

斉藤 淳一 （西陵・校長） 

友井 貴子 （登別・教諭） 

鈴木 雄登 （幌別） 越野 裕也（登別） 

新居 裕美香（西陵） 酒井 美穂（緑陽） 

俵藤 あかり（鷲別） 

第１７回 

Ｈ２０年度 

２００８年度 

デンマーク 

８／１８～８／２４ 

佐藤 務  （幌別・校長） 

西村 靖  （鷲別・教諭） 

大内 富久美（幌別） 寺内 沙希（登別） 

堀尾 康裕 （西陵） 小清水 彩乃（緑

陽） 

入宇田彩嘉 （鷲別） 安居 綾香（明日） 

Ｈ２１年度 

２００９年 

 

新型インフルエンザのため事業中止 

 



第１８回 

Ｈ２２年度 

２０１０年 

デンマーク 

８／１６～８／２２ 

勝 洋一  （鷲別・校長） 

堂坂 桃  （緑陽・教諭） 

新井 優香（幌別） 横山 凌太（登別） 

佐藤 啓陸（西陵） 佐藤 隼己（緑陽） 

山田 涼佳（鷲別） 松田綾希子（明日） 

第１９回 

Ｈ２３年度 

２０１１年 

デンマーク 

８／１５～８／２１ 

石垣 則昭（緑陽・校長） 

松本 政樹（幌別・教諭） 

林  可歩（幌別） 米谷 侑樹（登別） 

水谷 亮太（西陵） 藤島  葵（緑陽） 

竹原 香澄（鷲別） 山下梨花里（明日） 

 

●デンマーク友好都市中学生派遣交流事業（平成２５年度まで、生徒１８名、引率者４名、計２２名） 

年 度 派遣国・期間 団長・引率教諭 派 遣 生 徒 

第１回 

Ｈ２４年度 

２０１２年度 

デンマーク 

８／１４～８／２１ 

南 三明 （市職員） 

室山 知美（緑陽・教諭） 

鹿野 睦美（幌別） 萩原 愛美（幌別） 

小和田奈々（登別） 神  沙希（西陵）  

金澤亜有菜（鷲別） 髙城 萌香（鷲別） 

鎌田  諒（緑陽） 木村 憲昭（緑陽） 

赤松  和（明日） 

第２回 

Ｈ２５年度 

２０１３年度 

デンマーク 

８／１２～８／１９ 

櫻井 貴志（市職員） 

田村 晶子（鷲別・教諭） 

伏見 尭師（幌別） 橋本 晃太朗（鷲別） 

佐藤 祐介（鷲別） 坂口 太一（登別） 

大友 琴響（西陵） 楠 陸哉（緑陽） 

埜上 満（緑陽）  菊地 智成（緑陽） 

長谷川 季里（明日） 

 

 


