
新 旧 氏　名

*下新川郡
さみさと小 朝日町教セ 川田　彰
黒東小 県教委 弥生　陽子
入善小 黒東小 中　英美
*魚津市
星の杜小 道下小 三田　祐輔
よつば小 住吉小 大田　賢生
道下小 道下小諭 小林　和恵
*黒部市
生地小 宇奈月小 平田　恩
たかせ小 よつば小諭 竹原　考利
石田小 生地小諭 四十物　真里
荻生小 総教セ 寺崎　健太郎
宇奈月小 県教委 大坂　由喜子
退職 荻生小 伊藤　淳二

新 旧 氏　名

*富山市
西田地方小 古沢小 水野　貞浩
中央小 上滝小 林　美千世
柳町小 柳町小諭 浅野　真樹子
桜谷小 県教委 田村　千佳子
五福小 針原小 西村　勇嗣
奥田小 朝日小 吉野　哲
奥田小 奥田小諭 原田　郁美
奥田北小 大久保小 若狹　茂

新庄小
東部教育事務所
副主幹（富山市派遣）

福満　弘信

新庄北小 宮野小 盛　宏之
藤ノ木小 豊田小諭 大窪　啓之
針原小 藤ノ木小 堀井　良徳
大広田小 福沢小 山本　邦彦
堀川南小 県教委 團　千加子
光陽小 神通碧小 西村　護
蜷川小 蜷川小諭 楞川　幸子
萩浦小 草島小 上野　美紀
月岡小 西田地方小 荒屋　輝久
新保小 倉垣小 谷岡　一直
四方小 保内小 笹原　克彦
草島小 古里小 佐藤　寛子
倉垣小 奥田北小 菊　武洋
古沢小 音川小 福光　隆
水橋西部小 水橋西部小諭 酒井　祥子
三郷小 堀川南小 森　雅美

上条小
東部教育事務所
主任（富山市派遣）

高浦　直樹

大久保小 月岡小 福田　桂子
上滝小 堀川小諭 城石　祥子
福沢小 山室中部小諭 吉川　浩二
杉原小 山田小 酒井　克樹

保内小
東部教育事務所
主任（富山市派遣）

橋本　大一郎

速星小 速星小諭 松原　弘芳
朝日小 大沢野小諭 峠　修一
宮野小 萩浦小 土井　和哉
古里小 県教委 斉藤　紀子
音川小 水橋東部小諭 黒田　陽一
神保小 県教委 三日市　寛
山田小 老田小諭 廣瀨　聡
神通碧小 古里小諭 舟見　貴子
退職 柳町小 林　郁子
退職 新庄北小 野口　淑子
退職 新保小 清水　智美
退職 三郷小 松田　由美
*中新川郡
宮川小 魚・住吉小諭 土開　晴美
陽南小 日中上野小 青木　裕充
高野小 派遣スポーツ主事（立山町） 村井　政雄
利田小 高野小 松田　伸浩
退職 陽南小 上島　晴美
*滑川市
北加積小 西部小 前田　利一

小学校教頭（魚津地区）

小学校教頭（富山地区）
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新 旧 氏　名

*高岡市
横田小 横田小諭 中村　吉男
成美小 県教委 扇一　孝行
定塚小 石堤小 矢田　憲和
川原小 川原小諭 山崎　民子
下関小 戸出西部小 近藤　容子
万葉小 福岡小 大谷　行和
古府小 志貴野中諭 二塚　真澄
能町小 国吉小 山口　ひろみ
南条小 太田小 杉山　ゆかり
野村小 県教委 窪田　俊介
国吉小 川原小 中舘　篤子
太田小 万葉小 西川　敦子
石堤小 下関小 高田　淳一
戸出西部小 戸出西部小諭 関　洋之
中田小 南条小 野崎　弘之
福岡小 中田小 渡辺　昭裕
こまどり支援 県教委 栗山　繁昭
退職 横田小 池田　壮太郎
退職 成美小 神田　敏宏
*射水市
歌の森小 歌の森小諭 網　三枝子
中太閤山小 中太閤山小諭 京角　淑美
大門小 放生津小 安吉　常見
大島小 東明小 黒川　雅代
下村小 堀岡小諭 若林　祥子
放生津小 県教委 小川　直子
新湊小 県教委 小谷内　寿信
片口小 新湊小 高柳　貴子
東明小 歌の森小 牧　澄代
退職 大島小 上野　真弓
退職 片口小 前田　多恵子
*氷見市
比美乃江小 県教委 新田　稔
窪小 古府小 濱田　美由紀
上庄小 比美乃江小 川渕　公昭
速川小 速川小諭 荒屋　夕香
灘浦小 十三中 有島　千里
退職 速川小 北川　奉秀

新 旧 氏　名

*南砺市
井口小 県教委 山越　哲也
上平小 立山青少年自然の家 高田　篤志
福野小 福光東部小 山河　誠
福光東部小 井口小 杉下　悦子
*砺波市
庄南小 庄南小諭 川合　直美
砺波北部小 出町中諭 吉田　千恵
鷹栖小 鷹栖小諭 坂本　真紀
*小矢部市
石動小 大谷小 水口　淳子
大谷小 県教委 宮﨑　靖
蟹谷小 津沢小諭 山田　由紀子

小学校教頭（高岡地区）

小学校教頭（砺波地区）
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