
新 旧 氏　名
*下新川郡
入善中 桜井中 青谷　花代
入善中 鷹施中 城　江里子
入善中 入善西中 角丸　映至
入善西中 入善中 石川　泉
入善西中 中・雄山中 米多　拓也
入善西中 入善中 開沢　佳弘
朝日中 桜井中 新田　昌司
朝日中 入善西中 澤井　信子
朝日中 富・和合中 寺崎　あゆ子
退職 朝日中 伊井　昌彦
退職 朝日中 阿部　伸彦
退職 入善西中 成田　鮎子
*魚津市

西部中
在外教育施設
（プラハ）

川端　満

西部中 東部中 衛藤　千央
西部中 桜井中 金盛　稔生
西部中 東部中 今井　彩圭
西部中 にいかわ総合支援 川岸　良平
魚津市教セ 西部中 中川　晶子
東部中 西部中 松本　亜衣子
東部中 西部中 水島　智美
東部中 中・舟橋小 関口　健
東部中 中・上市中 山岸　翔
東部中（再任用） 東部中 國木　真弓
退職 西部中 中川　貴博
退職 東部中 國木　真弓
*黒部市
鷹施中 桜井中 吉本　弘司
高志野中 中・上市中 稲澤　郁美
高志野中 中・上市中 酒井　彩未
桜井中 宇奈月中 木村　朋子
桜井中 宇奈月中 松田　勝仁
桜井中 鷹施中 丸山　峻史
退職 高志野中 大坪　一寛
退職 宇奈月中 上田　哲治
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新 旧 氏　名
*富山市
芝園中 藤ノ木中 城石　直子
芝園中 奥田中 加藤　昌世
芝園中 上滝中 金井　恭子
芝園中 奥田中 中島　真生子
芝園中 岩瀬中 道木　善信
芝園中 呉羽中 星野　悟志
芝園中 東部中 岡本　奎一
芝園中（再任用） 芝園中 山本　恒嗣
堀川中 上滝中 大上　登志夫
堀川中 大沢野中 中居　厚子
堀川中 呉羽中 志賀　靖子
堀川中 山田中 坂下　静香
堀川中 奥田中 池田　慎太郎
堀川中 山室中 吉野　友香里
堀川中 大泉中 関岡　真衣
堀川中（再任用） 山室中（再任用） 松本　純
東部中 奥田中 政二　利次
東部中 杉原中 古川　姉穗
西部中 呉羽中 竹田　秀明
西部中 南部中 中田　明花
西部中（再任用） 芝園中 布村　清昭
南部中 北部中 椎名　信治
南部中 速星中 中林　竜也
南部中（再任用） 南部中 斉藤　元子
北部中 呉羽中 松井　昌子
北部中 城山中 小西　理香
北部中 新庄中 鈴木　吉展
北部中 藤ノ木中 山本　浩暉
北部中 山室中 山岸　美奈
北部中 西部中 夏野　愛未
北部中 奥田中 松尾　直子
北部中（再任用） 北部中 若林　貞志
北部中（再任用） 北部中 囲　伸仁
新庄中 南部中 若林　由加里
新庄中 奥田中 金尾　靖子
新庄中 堀川中 田中　靖浩
新庄中 蜷川小 石黑　俊平
岩瀬中 呉羽中 宇津　裕人
岩瀬中 新庄中 岩本　加津美
岩瀬中 北部中 柴　千春
岩瀬中 和合中 中村　優子
岩瀬中 速星小 平山　充洋
岩瀬中（再任用） 興南中 永瀬　孝男
山室中 芝園中 亀山　寿光
山室中 杉原中 中島　樹
山室中 八尾中 岩崎　千夏
山室中 三成中 片山　幸男
山室中 高・伏木中 吉田　秀徳
山室中（再任用） 水橋中（再任用） 杉田　浩司
奥田中 東部中 山内　資子
奥田中 杉原中 土井　真由美
奥田中 堀川中 石田　一
奥田中 上滝中 田添　揚市
奥田中（再任用） 呉羽中長 石川　弘明
大泉中 和合中 宮川　雄介
大泉中 速星中 蜷川　昭子
大泉中 三成中 高田　祐典
大泉中（再任用） 堀川中 高尾　昭壽
和合中 速星中 中野　薫
和合中 水橋中 黒田　祐加
和合中（再任用） 北部中 桑山　潤子
月岡中 新庄中 柳原　弘彰
呉羽中 堀川中 松田　隆
呉羽中 北部中松風分校 坂東　麻子
呉羽中 堀川中 中村　友美
呉羽中 速星中 亀澤　智治
呉羽中 西部中 江畑　大史
呉羽中 藤ノ木中 北村　洋将
呉羽中 堀川中 今市　恭史
呉羽中（再任用） 西部中 松島　亨
呉羽中（再任用） 岩瀬中頭 浅井　純子
水橋中 東部中 石田　象一郎
水橋中 北部中 牧田　健一
三成中 月岡中 志鷹　等
三成中 芝園中 兼松　誠

中学校教諭（富山地区）

36 / 44 ページ



興南中 大沢野中 西田　直彦
興南中 杉原中 坂川　佳子
興南中 城山中 本木　健一
興南中 新庄中 安吉　聡
興南中 城山中 有澤　桂
藤ノ木中 大沢野中 鍋谷　哲
藤ノ木中 岩瀬中 吉井　紀子
藤ノ木中 速星中 道下　琢也
藤ノ木中 山室中 日俣　千春
藤ノ木中 大沢野中 安川　瑞希
藤ノ木中（再任用） 山室中 森井　彩美
大沢野中 興南中 佐藤　寛之
大沢野中 速星中 野尻　悠文
大沢野中 山室中 笠川　大仁
大沢野中（再任用） 藤ノ木中（再任用） 浅井　浩清
上滝中 山室中 中川　岳彦
上滝中 岩瀬中 奥村　樹
上滝中（再任用） 八尾中（再任用） 日谷　敏夫
速星中 杉原中 京　和慶
速星中 奥田中 古山　泉
速星中 南部中 五本　大将
速星中（再任用） 興南中長 水野　昌之
城山中 西部中 今村　雅江
八尾中 山室中 前田　未央
杉原中 楡原中 井澤　光弘
杉原中 八尾中 正橋　由希
杉原中 北部中 髙田　櫻
杉原中 南部中 島田　大
楡原中 西部中 林　敬志
北部中松風分校 藤ノ木中 四角目　美花
退職 芝園中 池田　繁子
退職 芝園中 布村　清昭
退職 芝園中 山本　恒嗣
退職 堀川中 高尾　昭壽
退職 西部中 松島　亨
退職 西部中 豊田　友子
退職 南部中 斉藤　元子
退職 北部中 若林　貞志
退職 北部中 桑山　潤子
退職 北部中 囲　伸仁
退職 北部中 林　真一
退職 北部中 福島　直基
退職 新庄中 河原　和幸
退職 岩瀬中 坪坂　末子
退職 山室中 森井　彩美
退職 山室中 田中　真織
退職 奥田中 三鍋　暢恵
退職 大泉中 加藤　友里
退職 月岡中 中林　涼子
退職 呉羽中 新井　千賀子
退職 呉羽中 酒井　紀子
退職 興南中 永瀬　孝男
退職 藤ノ木中 神田　直子
退職 大沢野中 宮下　大樹
退職 大沢野中 福村　一弥
退職 速星中 窪喜　妙子
*中新川郡
上市中 黒・高志野中 久郷　雄一
上市中 黒・桜井中 早川　健人
上市中 雄山中 吉崎　祥子
上市中 魚・東部中 加藤　佑典
雄山中 下・朝日中 田又　繁幸
雄山中 舟橋中 伊東　貴志
雄山中 魚・西部中 石山　高徳
舟橋中 滑川中 石山　昌代
舟橋中 雄山中 鈴木　大地
舟橋中 下・朝日中 黒坂　翔子
富大附属中 上市中 松田　明大
退職 雄山中 雨宮　正洋
退職 舟橋中 中島　麻衣
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*滑川市
滑川中 黒・鷹施中 村田　真
滑川中 早月中 島崎　大輔
滑川中 早月中 土肥　優樹
滑川中（再任用） 滑川中 金山　まどか
滑川中（再任用） 滑川中 加藤　ひとみ
早月中 滑川中 萩中　充子
早月中 滑川中 岩田　衛
早月中 派遣スポーツ主事（滑川市） 野澤　繁成
早月中（再任用） 早月中 佐々木　隆
退職 滑川中 白岩　美津子
退職 滑川中 金山　まどか
退職 滑川中 加藤　ひとみ
退職 早月中 佐々木　隆
退職 富大附属中 萩中　奈穂美
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新 旧 氏　名
*高岡市
高陵中 南星中 宮本　陽子
高陵中 牧野中 川堰　仁美
高陵中 牧野中 丹羽　孝裕
高陵中 国吉中 髙田　洋平
高陵中 南星中 野村　紀子
高岡西部中 芳野中 二俣　紀子
高岡西部中 新湊南部中 丸山　奈奈
高岡西部中 芳野中 茶谷　朋寛
南星中 芳野中 塩﨑　圭司
南星中 芳野中 山本　剛
南星中 富・興南中 中野　佐知子
南星中 戸出中 山室　美緒
南星中 芳野中 中野　遥
志貴野中 戸出中 射場　ちあき
志貴野中 福岡中 末岡　多賀孝
志貴野中 高岡西部中 國永　紀子
志貴野中 南星中 山貫　純央
志貴野中 福岡中 竹森　翔祐
志貴野中 戸出中 長草　裕志
志貴野中 富・芝園中 宮原　翼
志貴野中（再任用） 志貴野中 吉井　勝則
芳野中 五位中 池永　雅邦
芳野中 伏木中 青島　康子
芳野中 志貴野中 津田　亜希子
芳野中 志貴野中 北村　陽一
芳野中 牧野中 大坪　辰典
芳野中 新湊高 安田　真弥
芳野中 高陵中 遠藤　雪代
芳野中 五位中 千秋　俊尋
芳野中（再任用） 芳野中 飯田　雅絵
伏木中 南星中 西田　幹夫
伏木中 志貴野中 今城　英志
伏木中 福岡小 阿部　公輔
国吉中 高陵中 大林　登志美
国吉中 中田中 林　克明
牧野中 志貴野中 竹原　隆之
牧野中 中田中 古志野　成
牧野中 五位中 山本　隆
五位中 志貴野中 古岡　美貴子
五位中 伏木中 村田　幸子
五位中 小杉中 宮林　裕人
五位中 芳野中 福田　彩夏
戸出中 伏木中 岡野　ゆか
戸出中 高岡西部中 平島　千里
中田中 高陵中 山田　直毅
中田中 芳野中 豊本　奈穂
中田中（再任用） 中田中 川堰　昭
福岡中 国吉中 冬木　順子
福岡中 国吉中 山本　智子
福岡中 芳野中 中田　篤志
福岡中 芳野中 竹内　優香
退職 高陵中 坂本　美由紀
退職 高岡西部中 牧　敏博
退職 南星中 堤　博昭
退職 志貴野中 田中　詞子
退職 志貴野中 吉井　勝則
退職 芳野中 飯田　雅絵
退職 芳野中 長野　大地
退職 五位中 木越　俊一
退職 中田中 川堰　昭
退職 福岡中 高柳　茂
*射水市
小杉中 大門中 稲田　和美
小杉中 小杉南中 金谷　智子
小杉中 黒・高志野中 髙崎　大将
小杉南中 小杉中 圓山　崇子
小杉南中 大門中 奥　志津子
小杉南中 小杉中 二川　昌子
大門中 小杉南中 老田　克己
大門中 小杉南中 吉野　朱美
大門中 新湊中 宮﨑　範靖
大門中（再任用） 新湊中 青江　利子
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新湊中 新湊南部中 中島　俊行
新湊中 小杉南中 嶋　明子
新湊南部中 小杉中 大代　裕義
新湊南部中 小杉中 松尾　淳一
退職 大門中 福満　香代子
退職 新湊中 青江　利子
退職 新湊南部中 今井　浩
*氷見市
南部中 西條中 幸塚　憲子
南部中 西部中 森川　裕子
南部中 十三中 林　宏次朗
南部中 西部中 間嶋　祐未
北部中 西條中
北部中 西條中 松本　聖子
北部中 派遣スポーツ主事（氷見市） 田中　久年
北部中 南部中 濱下　真由美
北部中 西條中 三﨑　篤志
西部中 魚・西部中 松村　久志
西部中 南部中 番匠　理美
十三中 北部中 小嶋　啓新
十三中 西條中 梅田　寛
十三中 北部中 小山　千春
西條中 北部中 大窪　裕子
西條中 北部中 川端　佐和子
西條中 北部中 嶋　葉子
西條中 北部中 中山　隼人
西條中（再任用） 南部中 川島　稔
退職 南部中 川島　稔
退職 南部中 松木　直
退職 北部中 松島　健一郎
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新 旧 氏　名
*南砺市
井波中 福野中 吉江　彰
井波中 吉江中 高瀬　まり
井口中 平中 藤野　淳子
城端中 福野中 今井　敦史
城端中（再任用） 城端中 前田　幸司
平中 井波中 島田　裕子
平中 井口中 但田　朋絵
福野中 吉江中 辻井　敏郎
福野中 城端中 冨田　智世
福野中 吉江中 脊戸　和江
福光中 吉江中 角　俊宏
吉江中 福光中 宮田　賢一
吉江中 平中 土生居　裕
吉江中 福野中 塚原　歩美
退職 井波中 岡田　悦郎
退職 城端中 前田　幸司
退職 福野中 髙桑　哲
退職 吉江中 大澤　和美
*砺波市
出町中 庄川中 中川　諭
出町中 津沢中 山崎　大介
出町中 庄西中 北村　真理子
出町中 上・上市中 西野　環
出町中（再任用） 庄川小長 潟沼　栄一
庄西中 出町中 渡辺　洋一
般若中（再任用） 般若中 鷹西　謙成
庄川中 出町中 田畑　康志
退職 出町中 松田　吉弘
退職 庄西中 中川　高史
退職 庄西中 中野　真寿美
退職 般若中 鷹西　謙成
退職 庄川中 利川　将
*小矢部市
石動中 出町中 中谷　吉孝
石動中 津沢中 紫藤　達也
津沢中 出町中 松坂　成規
大谷中 石動中 今堀　ひとみ
大谷中 蟹谷中 前田　弘美
大谷中 富・呉羽中 松田　絵美
退職 石動中 細川　国幸
退職 石動中 瀬島　弘美
退職 石動中 杉岡　由紀子
退職 大谷中 酒井　友眞
退職 大谷中 古村　利一
退職 大谷中 森田　美樹
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