
新 旧 氏　名

泊 入善 扇谷　克彦
泊(再任用) 泊 長田　成美
入善 桜井 魚津　泰之
入善 魚津 大橋　香苗
入善 知事部局 小西　宙
入善(再任用) 魚津 木谷　寿之
桜井 富山 大橋　浩之
桜井 雄峰 金子　桂子
桜井 高岡工芸 源　潤也
桜井 にいかわ総合支援 西島　直希
桜井 にいかわ総合支援 小嶋　昌彦
桜井(再任用) 呉羽 上野　正人
新川みどり野 中央農業 吉田　輝子
新川みどり野 富山工業 松本　昇
新川みどり野 雄峰 飯沢　修
新川みどり野 高志支援 野尻　翔太
新川みどり野(再任用) 滑川 藤井　秀一
魚津 富山商業 廣川　知己
魚津 高岡西 飛驒　克哉
魚津工業 新川みどり野 伊東　篤志
魚津工業(再任用) 雄山 堀田　行子
魚津工業(再任用） 富山工業(再任用） 岩田　昭志
滑川 富山西 水嶋　保明
滑川 富山商業 川上　幾代
滑川 水橋 高松　麻里子
滑川 しらとり支援 近藤　恭子
滑川 高志支援 佐藤　裕子
滑川 知事部局 宮野　優子
上市 魚津工業 能登　美紀子
上市 滑川 立花　睦英
上市 雄峰 稲飯　美智雄
雄山 富山南 柴山　幸子
雄山 呉羽 山形　英明
中央農業 志貴野 堀内　宙子
中央農業 氷見 森田　完司
中央農業 しらとり支援 大井　裕介
中央農業(再任用） 中央農業 能澤　万之
八尾 富山 栄　秀樹
八尾 富山高等支援 鈴木　明理
八尾 岩瀬中学校 米山　直弥
八尾(再任用） 八尾 早川　昌成
富山西 上市 佐伯　華奈
富山西 雄峰 杉山　明夫
富山西 高志支援 土井　麻央
富山西(再任用） 滑川頭 守内　紀子
富山西(再任用） 富山いずみ 佐脇　しのぶ
富山 富山北部 結城　知亮
富山 富山工業 高井　一雄
富山 高岡 松倉　輝代子
富山 砺波 山本　紀美子
富山中部 入善 大野　晃司
富山中部 富山 梶原　恵里子
富山中部 富山東 山下　淳子
富山中部 高岡南 寺崎　啓子
富山中部 高岡南 大江　文恵
富山中部 県教委 岩崎　剛大
富山北部 富山商業 笹野　祐輔
富山北部 富山南 竹内　朋子
富山北部 新湊 野﨑　三香
富山北部(再任用） 富山北部 酒井　三喜夫
富山北部(再任用） 富山東頭 磯﨑　眞一
富山工業 桜井 髙原　洋平
富山工業 桜井 田中　まゆみ
富山工業 魚津工業 橋本　行史
富山工業 滑川 富岡　智
富山工業 富山北部 岸田　静香
富山工業 高岡工芸 沖野　良和
富山工業 志貴野 中山　光広
富山工業 富山視覚総合支援 新村　知範
富山工業 富山視覚総合支援 萩原　優子
富山工業(再任用） 富山工業 有須　孝之
富山工業(再任用） 富山工業 山腰　誠
富山工業(再任用） 新湊(再任用） 山崎　幸子
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富山商業 桜井 荒川　和樹
富山商業 富山北部 河原　秋彦
富山商業 富山いずみ 小出　奈穂子
富山商業 高岡商業 羽根　淳
富山商業 高岡聴覚総合支援 杉本　佑人
富山商業 高志支援 伊藤　景子
富山いずみ 八尾 桶　琢磨
富山いずみ 富山西 西薗　エリ子
富山いずみ 富山工業 工藤　美津子
富山いずみ 水橋 蔵堀　明子
富山いずみ 新湊 光田　朋子
富山いずみ 高岡支援 中山　和哉
富山いずみ(再任用） 水橋 加藤　栄一
富山東 富山いずみ 山本　富士子
富山東 新湊 小路　康子
富山南 滑川 入江　元
富山南 富山西 圍　和彦
富山南 富山中部 平野　慶子
富山南(再任用） 富山いずみ頭 赤尾　禎郎
水橋 小杉 古澤　拓己
水橋 伏木 清水　典子
呉羽 滑川 藤本　翔子
呉羽 高岡 宮川　玲
呉羽 氷見 武部　元成
呉羽(再任用） 富山西(再任用） 澤岸　哲男
呉羽(再任用） 高岡南 利田　昭彦
雄峰 滑川 清水　孝志
雄峰 富山中部 砂子　勲
雄峰 富山工業 網谷　佐知子
雄峰 呉羽 小山　健治
雄峰 志貴野 林　忠輔
雄峰 石動 藤川　哲周
雄峰(再任用） 富山工業 野村　邦子
雄峰(再任用） 富山東 中村　由子
小杉 八尾 角間　美樹子
小杉 富山総合支援 村中　高子
大門(再任用） 伏木長 山端　将介
新湊 高岡商業 前田　裕子
新湊 伏木 井波　聡美
新湊(再任用） 砺波(再任用） 中葉　博文
高岡 滑川 細川　逸香
高岡 富山商業 二杉　健
高岡 高岡工芸 山田　啓志
高岡 伏木 表　信貴
高岡 南砺福野 田原　真由美
高岡西 富山商業 中野　由輔
高岡西 県教委 松浦　高士
高岡工芸 富山北部 須賀　繁樹
高岡工芸 富山工業 津田　遼太朗
高岡工芸 富山工業 般若　光晴
高岡工芸 砺波工業 田口　明史
高岡工芸 砺波工業 大嶋　澄人
高岡工芸 南砺福野 川渕　美也子
高岡工芸 南砺福野 野村　和佳子
高岡工芸(再任用） 富山工業(再任用） 宮丸　隆司
高岡工芸(再任用） 高岡工芸 北村　三千代
高岡商業 氷見 長峰　弘通
高岡商業 しらとり支援 二川　和也
高岡商業(再任用） 高岡商業 山本　哲義
伏木 大門 岡本　直人
伏木 志貴野 中盛　真里菜
伏木 しらとり支援 髙田　泰啓
伏木(再任用） 高岡南(再任用） 津田　伸広
高岡南 高岡 吉國　太
高岡南 志貴野 森下　晴恵
高岡南 砺波 渡邊　裕美
高岡南 南砺福光 中嶋　康弘
高岡南(再任用） 福岡 澤野　保夫
志貴野 氷見 中島　優子
志貴野 砺波 林　昌美
志貴野 南砺福野 水本　可菜恵
志貴野 小矢部園芸 岩安　世津子
志貴野 となみ野 百生　輝美
志貴野(再任用） 高岡西頭 米谷　正広
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福岡 新湊 細川　征津子
福岡 高岡西 南部　政樹
福岡 高岡南 吉田　純子
福岡(再任用） 福岡 山本　豊
氷見 高岡商業 谷内　弘美
氷見 砺波工業 村井　実
氷見 しらとり支援 前手　香名子
砺波 富山いずみ 板井　巌
砺波 呉羽 長﨑　真奈美
砺波 生涯学習カレッジ 吉田　哲也
砺波 生涯学習カレッジ 齊藤　左世子
砺波(再任用） 高岡南長 中村　達麻呂
砺波工業 魚津工業 山田　浩史
砺波工業 富山工業 出口　武司
砺波工業 富山工業 水谷　克也
砺波工業 高岡工芸 東　良典
砺波工業 しらとり支援 永井　俊輔
砺波工業(再任用） 砺波工業 向山　晴夫
砺波工業(再任用） 砺波工業 番土　隆
南砺福野 伏木 土田　俊輔
南砺福野 福岡 村　日出国
南砺福野 南砺平 鎌倉　久一郎
南砺福野 小矢部園芸 野村　靖人
南砺福野 高陵中学校 有島　未沙
南砺福野(再任用） 南砺福野 山本　正章
南砺平 南砺福野 川原　睦
南砺福光 南砺平 波塚　彰優
南砺福光 県教委 山本　和史
南砺福光(再任用） 砺波 本居　宣千代
石動 となみ野 太田　真慈
石動 県教委 松山　和功
小矢部園芸(再任用） 高岡工芸(再任用） 林　みさを
となみ野 雄峰 森田　正範
となみ野 となみ総合支援 坪池　一生
となみ野(再任用） 石動頭 金田　良二
となみ野(再任用） 石動(再任用） 丹保　亮
富山視覚総合支援 しらとり支援 堀　憲子
富山視覚総合支援 高岡支援 菅崎　拓也
富山聴覚総合支援 高岡支援 金森　陽子
高岡聴覚総合支援 しらとり支援 澤田　武則
高岡聴覚総合支援 ふるさと支援 宮腰　明美
にいかわ総合支援 高志支援 松倉　可奈
にいかわ総合支援 総教セ 保里　良隆
にいかわ総合支援 黒東小学校 山崎　碧
しらとり支援 南砺福野 田辺　敬介
しらとり支援 にいかわ総合支援 加藤　千尋
しらとり支援 富山高等支援 眞田　珠緒
しらとり支援 高岡高等支援 門廻　宏昭
しらとり支援 となみ総合支援 佐幸　里恵
しらとり支援 富大附属支援 前川　早江子
しらとり支援 東部教育事務所 藤岡　ゆり
しらとり支援 知事部局 橋本　圭輔
しらとり支援 速星小学校 芝木　智美
富山高等支援 しらとり支援 横井　郁子
富山高等支援 富山総合支援 廣瀬　真理
富山高等支援 富山総合支援 安部　豪
高岡支援 にいかわ総合支援 田辺　美緒
高岡支援 しらとり支援 住吉　玄伍
高岡支援 高岡高等支援 佐藤　一秋
高岡支援 となみ総合支援 酒井　明
高岡支援 となみ総合支援 吉竹　尚子
高岡支援 となみ東支援 青山　恒也
高岡支援 富山総合支援 坊　裕美
高岡支援 富山総合支援 吉岡　素子
高岡支援 富大附属支援 竹脇　里織
高岡支援(再任用） 総教セ 近江　幸人
高岡高等支援 高岡支援 俵　圭子
高岡高等支援 富山総合支援 奧　絹恵
となみ総合支援 富山聴覚総合支援 宮崎　志津恵
となみ総合支援 高岡支援 西田　規子
となみ総合支援 高岡支援 山東　知恵子
となみ総合支援 西部教育事務所 荒木　直美
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富山総合支援 しらとり支援 中村　明子
富山総合支援 高志支援 稲垣　晶紀
富山総合支援 高志支援 石崎　良
富山総合支援 高志支援 脊戸　英樹
富山総合支援 ふるさと支援 滝　美由紀
富山総合支援 富大附属支援 片平　尚美
高志支援 富山視覚総合支援 老田　智子
高志支援 にいかわ総合支援 草別　麻美
高志支援 にいかわ総合支援 湯野　志津香
高志支援 しらとり支援 島田　明子
高志支援 高岡支援 種谷　麻紗美
ふるさと支援 高岡聴覚総合支援 増田　なつえ
ふるさと支援 しらとり支援 森山　佳子
ふるさと支援 富山総合支援 湯口　雅香
ふるさと支援 富山総合支援 杉本　一美
富大附属支援 富山視覚総合支援 中坪　真梨子
富大附属支援 しらとり支援 脊戸　みちる
富大附属支援 高岡支援 藤林　謙太
退職 泊 小森　孝則
退職 泊 長田　成美
退職 入善 光林　利章
退職 桜井 島　健二
退職 新川みどり野 高森　邦男
退職 新川みどり野 下坂　めぐみ
退職 新川みどり野 安村　まどか
退職 魚津 木谷　寿之
退職 滑川 藤井　秀一
退職 滑川 澤田　和之
退職 雄山 堀田　行子
退職 雄山 岩住　巧
退職 雄山 澤井　淳一
退職 中央農業 山腰　美佐子
退職 中央農業 能澤　万之
退職 中央農業 大澤　英美
退職 八尾 早川　昌成
退職 八尾 道正　央子
退職 富山西 福島　瑛里
退職 富山中部 清水　文代
退職 富山北部 酒井　三喜夫
退職 富山北部 古川　翼
退職 富山工業 長谷川　一
退職 富山工業 野村　邦子
退職 富山工業 山腰　誠
退職 富山工業 有須　孝之
退職 富山商業 松田　直子
退職 富山いずみ 寺崎　実
退職 富山いずみ 神田　敬子
退職 富山いずみ 佐脇　しのぶ
退職 富山東 中村　由子
退職 富山南 川本　佳世子
退職 富山南 廣瀬　裕子
退職 水橋 加藤　栄一
退職 水橋 川村　桃子
退職 呉羽 永森　隆
退職 呉羽 上野　正人
退職 雄峰 中島　翔
退職 小杉 五十嵐　ひとみ
退職 高岡工芸 北村　三千代
退職 高岡工芸 杉本　立夫
退職 高岡工芸 山田　貢
退職 高岡商業 山本　哲義
退職 高岡南 佐幸　欣治
退職 高岡南 利田　昭彦
退職 高岡南 佐野　睦美
退職 志貴野 篠田　睦子
退職 福岡 澤野　保夫
退職 福岡 山本　豊
退職 福岡 本林　純一
退職 氷見 谷内口　功気
退職 砺波 本居　宣千代
退職 砺波工業 藤野　彰史
退職 砺波工業 向山　晴夫
退職 砺波工業 番土　隆
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退職 南砺福野 山本　正章
退職 南砺福野 千代　佐敏
退職 南砺福野 津田　雄飛
退職 南砺福光 天池　隆信
退職 南砺福光 𠮷田　英文
退職 となみ野 馬渕　直樹
退職 富山聴覚総合支援 淺井　明子
退職 にいかわ総合支援 徳光　孝子
退職 にいかわ総合支援 神保　文子
退職 にいかわ総合支援 柴田　智美
退職 にいかわ総合支援 土井　峰子
退職 しらとり支援 明　明美
退職 高岡支援 関野　玲子
退職 高岡支援 眼龍　裕美子
退職 高岡支援 浦野　由希
退職 高岡支援 飯田　融
退職 高岡支援 所　龍希
退職 となみ総合支援 宮田　和江
退職 となみ総合支援 芝井　伴子
退職 富山総合支援 関根　ともえ
退職 高志支援 桐田　則子
退職 ふるさと支援 木村　裕美
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