
聖書の言葉　担当者

2003 10 聖学院小学校 井上　馨 2012 1 聖学院大学 左近　豊
11 青山学院初等部 小澤淳一 3 西南学院 寺園喜基
12 大阪キリスト教短大 重富勝巳 4 青山学院高等部 相良昌彦

2004 1 敬和学園高校 小西二巳夫 5 新島学園短大 山下智子
3 酪農学園大学 高橋　一 6 静岡英和女学院中高 大久保直樹
4 清和女子中高 中山　仰 10 梅光学院中高 下川義明
5 静岡英和学院大学 清水光雄 11 愛農学園農業高校 堀内亨祐
6 浦和ルーテル小中高 五十嵐依恵 12 山梨英和中高 宍戸尚子
10 青山学院大学宗教主任 島田順好 2013 1 中部学院大学 笠井惠二
11 松山城南高校 相澤弘典 3 東京神学大学 近藤勝彦
12 関西学院宗教センター 前島宗甫 4 北星学園大学附属高校 今城慰作

2005 1 西南学院中高 庄司　眞 5 金城学院高校 沖崎　学
3 北星学園大学 三上　章 6 横浜共立学園中高 郡司啓子
4 東北学院中高 松井浩樹 10 沖縄キリスト教短大 青野和彦
5 東京女子大学 龍口奈理子 11 同志社女子中高 平松讓二
6 啓明学院中高 指宿　力 12 捜真女学校 黒澤裕子
10 敬和学園大学 山田耕太 2014 1 清水国際高等学校 田邉泰士
11 福岡女学院中高 美濃部信 3 共愛学園前橋国際大学 鎌田正之
12 横浜英和中高校 鬼形恵子 4 北陸学院中高 堀岡満喜子

2006 1 桜美林中高校 堂本陽子 5 尚絅女学院中高 赤井　慧
3 弘前学院聖愛高校 石垣雅子 6 青山学院大学 森島　豊
4 茨城キリスト教学園高校 藤本　修 10 東洋英和女学院中高 朴　洙美
5 明治学院大学 永野茂洋 11 香蘭女学校中高 坂根久仁子
6 名古屋学院大学 葛井義憲 12 青山学院高等部 五十嵐成見
10 九州ルーテル学院大学 田島靖則 2015 1 ルーテル学院中高 崔　太凡
11 普連土学園中高 伊藤文枝  3 立教新座中高 鈴木伸明
12 西南学院大学 G.W.バークレー 4 新島学園中高 小栗仁志

2007 1 松山東雲女子短期大学 高木総平 5 茨城キリスト教学園中高 水谷正美
3 啓明学園中高 伊藤節雄 6 恵泉女学園中高 須藤則子
4 立教大学 上田亜樹子 10 大阪女学院中高 宮岡信行
5 清教学園中学校 川俣　茂 11 広島女学院中高 矢野一郎
6 聖光学院高校 加藤英徳 12 北星学園女子中高 浅野　純
10 関東学院六浦中高 鳴坂明人 2016 1 フェリス女学院中高 野田美由紀
11 日ノ本学園 井上正之 3 名古屋柳城短期大学 田中　誠
12 東奥義塾高等学校 天野海走 4 九州学院 小副川幸孝

2008 1 とわの森三愛高等学校 肥田信長 5 近江兄弟社中学校 大門耕平
3 活水学院 二瓶淨幸 6 立教女学院中高 大内麻理
4 清水国際高等学校 江間雄一郎 10 山形学院高校 佐々木謙一
5 聖望学園 マイケル・ピースカー 11 国際基督教大学 北中晶子
6 平安女学院大学 三浦恵子 12 プール学院中高 成岡宏晃
10 香蘭女学校 大橋邦一 2017 1 西南女学院大学 古川敬康
11 名古屋高等学校 大藪博康 3 松蔭中高 坪井　智
12 遺愛女子中高 鳴海としゑ 4 頌栄女子学院中高 梅津裕美

2009 1 八代学院 八代　智 5 基督教独立学園高校 安彦元玄
3 関東学院中高 阪井　隆 6 聖路加国際大学 ケビン・シーバー
4 折尾愛真短大 李慶愛 10 キリスト教愛真高校 市森政彦
5 梅花中高 高橋詠子 11 沖縄三育中学校 松田　健
6 横須賀学院小学校 瀧山結実 12 夙川学院中高 川原田玲子
10 ルーテル学院 江藤直純 2018 1 女子学院中高 箕口窓香
11 聖隷クリストファー中高 大野和男 3 会津北嶺高校 新田恭平
12 共愛学園中高 荒谷　出 4 自由学園 高橋和也

2010 1 千葉英和高校 石黒義信 5 神戸女学院中高 大門光歩
3 宮城学院 大沼　隆 6 長崎ウエスレヤン大学 神田道隆
4 平和学園 横山厚志 10 YMCA学院高校 津田一夫
5 東京女子大学 江口再起 11 草苑学園 木村誠甫
6 桃山学院中高 竹林徑一 12 東奥義塾高校 阿部義也
10 東北学院榴ケ岡高校 西間木順 2019 1 立教英国学院 與賀田光嗣
11 長崎外国語大学 小西哲郎 3 四国学院大学 山口孔丹子
12 静岡英和学院大学 伊勢田奈緒 4 活水中高 三河悠希子

2011 1 大阪女学院中高 上山沢子 5 平安女学院中高 古本みさ
3 玉川聖学院中高 加藤裕一 6 東京三育小学校 平賀和弘
4 聖光学院高校 佐々木栄悦 10 尚絅学院 田所義郎
5 横浜女学院中高 田代泰成 11 東京基督教大学 山口陽一
6 和泉短期大学 横川剛毅 12 済美高等学校 西島麻里子
9 聖ステパノ小中 咲閒直人 2020 1 折尾愛真中高 廣川和行
10 頌栄短大 塚本潤一 3 女子聖学院中高 木戸健一
11 盛岡大学附属高校 関根伊作
12 関西学院初等部 福万広信


