
新 旧 氏　名

泊 高岡支援 岡本　竜一
入善 泊 多田　絵梨
入善 中央農業 戸谷　史
桜井 泊 平瀨　徹
桜井（再任用） 桜井 小澤　元義
桜井（再任用） 魚津 市岡　久明
魚津 泊 五十里　浩美
魚津 高岡聴覚総合支援 松田　奈保
魚津 生涯学習カレッジ 大野　謙一
魚津（再任用） 伏木（再任用） 津田　伸広
魚津工業 滑川 榎本　啓司
魚津工業 富山工業 松嶋　伸治
魚津工業 水橋 吉倉　紀子
魚津工業 高岡工芸 佐伯　智成
魚津工業 にいかわ総合支援 笠田　和宏
滑川 泊 沢井　圭輔
滑川 高岡工芸 吉田　雅則
滑川 高岡支援 紺野　孝太
滑川（再任用） 富山北部 前田　篤
上市 水橋 水野　浩
上市 雄峰 鈴木　雅雄
上市 しらとり支援 行方　匠
上市 県教委 藤田　寿治
上市（再任用） 桜井（再任用） 上野　正人
上市（再任用） 八尾（再任用） 早川　昌成
雄山 泊 近江　美恵
雄山 富山西 水嶋　真知子
雄山 雄峰 高田　敏紀
雄山 生涯学習カレッジ 種田　浩一
雄山（再任用） 富山いずみ 佐々倉　浩
中央農業 しらとり支援 橋本　樹
中央農業 総教セ 河原　浩和
八尾 泊 加賀　美咲
八尾 富山西 水野　智子
八尾 富山工業 関根　邦明
八尾 呉羽 島　徹
富山西 新川みどり野 渋谷　香
富山西 雄山 澤田　和子
富山西 伏木 中﨑　陽子
富山西（再任用） 雄峰 原田　孝一
富山 富山工業 藤田　奈緒子
富山 富山商業 奥野　悦代
富山 富山東 丹保　留美
富山 となみ総合支援 穴田　翔太
富山 生涯学習カレッジ 川平　陽子
富山中部 桜井 飯森　壮太
富山中部 魚津工業 島田　和広
富山中部 富山聴覚総合支援 上山　哲史
富山中部 県教委 山本　一登
富山中部 県教委 橘　和徳
富山中部（再任用） 桜井頭 島﨑　冬樹
富山中部（再任用） 富山中部 浮田　直美
富山北部 魚津工業 松本　進吾
富山北部 滑川 奥野　計二
富山北部 上市 松﨑　陽祐
富山北部 水橋 大村　美津子
富山北部 雄峰 金城　亮槻
富山北部 高岡商業 室田　忠央
富山工業 新川みどり野 小川　千賀子
富山工業 魚津工業 浅野　淳一
富山工業 富山西 丸山　勇
富山工業 富山商業 井上　佐富美
富山工業 砺波工業 櫻野　紘平
富山工業 となみ総合支援 北瀬　正志
富山工業（再任用） 富山工業 松井　昭博
富山商業 滑川 薬師　ゆかり
富山商業 志貴野 坂本　康燿
富山商業 しらとり支援 奥野　可南子
富山商業 高岡支援 釣　愛
富山商業（再任用） 富山商業頭 上野　敏浩
富山商業（再任用） 滑川（再任用） 下山　ひとみ
富山いずみ 魚津工業 折戸　涼太
富山いずみ（再任用） 富山中部長 福島　英晴
富山東 富山南 斉藤　崇
富山東 志貴野 保田　絵里
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富山東 氷見 開　猛雄
富山東 砺波 横山　正彦
富山東 県教委 眞田　昭信
富山東（再任用） 富山北部（再任用） 磯﨑　眞一
富山東（再任用） 富山東 砂田　透
富山南 魚津 杉木　一文
富山南 雄山 青山　由美子
富山南 富山中部 山本　清則
富山南 高岡西 笹島　史好
富山南 にいかわ総合支援 前川　匠
富山南 富山総合支援 原田　奈苗
水橋（再任用） 水橋 森元　重光
呉羽 高岡 岡本　正志
呉羽 南砺平 酒井　成美
呉羽 富山総合支援 松田　晴紀子
呉羽 高志支援 上竹　夏央
呉羽（再任用） 滑川（再任用） 高野　昭夫
雄峰 富山北部 大西　一徹
雄峰 富山北部 折戸　克行
雄峰 富山いずみ 河上　直人
雄峰 富山いずみ 鈴木　昌代
雄峰 新湊 橋本　加奈子
雄峰 しらとり支援 佐伯　仁史
雄峰 高岡支援 内山　恵理
雄峰 雄山 中川　誠
雄峰（再任用） 八尾 高柳　貴
小杉 水橋 金田　卓郎
小杉 呉羽 辻　慶彰
小杉 にいかわ総合支援 吉江　知佳子
小杉 となみ総合支援 長谷川　太一
小杉（再任用） 小杉 砺波　康夫
小杉（再任用） 氷見 山端　京子
大門 水橋 中西　純
大門 高岡西 七間　伸子
大門 高岡商業 高田　友子
新湊 魚津 多田　文恵
新湊 富山商業 山崎　竜之介
新湊 富山商業 木下　肇
新湊 南砺福野 山崎　英雄
新湊（再任用） 新湊 三田　敬一
高岡 富山東 布村　勝志
高岡 氷見
高岡 南砺福野 大田　亘
高岡（再任用） 総教セ 大浦　栄治
高岡工芸 砺波工業 向　剛司
高岡工芸 しらとり支援 水上　咲希
高岡工芸 吉江中学校 土田　裕樹
高岡工芸（再任用） 高岡工芸 村本　克朗
高岡工芸（再任用） 高岡工芸 太田　広信
高岡工芸（再任用） 総教セ 櫻野　克也
高岡商業 新湊 野崎　悟
伏木 雄山 河内　洋子
伏木 雄峰 古田　恵弥
伏木 志貴野 斉藤　淳史
伏木 にいかわ総合支援 竹本　圭介
伏木 県教委 田辺　一博
伏木（再任用） 志貴野頭 松村　勉
高岡南 高岡西 酒井　佑輔
高岡南 南砺福光 田原　秀弘
高岡南 高岡支援 川上　大貴
高岡南 高岡支援 小島　千恵
高岡南（再任用） 高岡西長 蒲田　雅樹
志貴野 しらとり支援 国峯　拓也
志貴野 しらとり支援 大田　恵佳
志貴野 富山総合支援 水上　彰人
志貴野（再任用） 志貴野 近藤　美代志
志貴野（再任用） 小矢部園芸（再任用） 林　みさを
福岡 富山工業 荒井　琢巳
福岡 高岡工芸 浦島　望美
福岡 志貴野 新井　達明
福岡（再任用） 福岡 古本　仁司
氷見 新湊 池田　美由紀
氷見 南砺福野 滝川　昌史
氷見 高岡支援 向野　花織
氷見 高志支援 泉　秀道
氷見（再任用） 氷見 番匠　栄一
砺波 小杉 塚島　理英

18 / 43 ページ



砺波 高岡西 三木　江里
砺波（再任用） 砺波 中島　智菊
砺波（再任用） 新湊（再任用） 中葉　博文
砺波工業 魚津工業 荒木　雄介
砺波工業 富山工業 開坂　俊哉
砺波工業 富山工業 島　勇佑
砺波工業 舟橋中学校 大岩　敬典
南砺福野 雄峰 藤井　喬志
南砺福野 高岡西 田辺　貴之
南砺福野 高岡南 中井　仁
南砺福野 砺波 小森　正樹
南砺福野 南砺福光 沼田　愛
南砺福野 富山総合支援 鵜川　謙一
南砺福野（再任用） 高岡南 広岡　謙一
南砺平（再任用） 伏木 浜木　健繁
南砺福光 となみ総合支援 加藤　聖月
南砺福光（再任用） 総教セ 野口　安嗣
石動 氷見 大谷　千春
石動 南砺福光 大久保　剛
石動 となみ総合支援 亀澤　優
石動（再任用） 総教セ 島田　寿男
石動（再任用） 南砺福光（再任用） 川原　孝文
小矢部園芸 高岡商業 矢田　真弓
となみ野 雄峰 松本　泰子
となみ野（再任用） 志貴野 野田　満
富山視覚総合支援 となみ総合支援 山田　教子
富山視覚総合支援 県教委 若島　慎太郎
富山聴覚総合支援 富山視覚総合支援 大平　志保
富山聴覚総合支援 にいかわ総合支援 檜木　薫
富山聴覚総合支援 富山高等支援 水野　秀徳
富山聴覚総合支援 総教セ 清水　千草
高岡聴覚総合支援 富山聴覚総合支援 嶌越　宏彰
高岡聴覚総合支援 高岡支援 畑井　希恵
高岡聴覚総合支援 ふるさと支援 山本　友美
にいかわ総合支援 上市 米澤　みのり
にいかわ総合支援 となみ東支援 相澤　麻衣子
にいかわ総合支援 寺家小学校 池森　のぞみ
にいかわ総合支援 村椿小学校 久次　沙矢香
にいかわ総合支援 舟橋中学校 山岸　雄太郎
しらとり支援 大門 武　一宏
しらとり支援 にいかわ総合支援 北川　裕佳子
しらとり支援 富山高等支援 安井　一真
しらとり支援 富大附属支援 鞍田　奈緒美
しらとり支援 古里小学校 井川　慎吾
しらとり支援 草島小学校 吉谷　麻里子
富山高等支援 しらとり支援 浅川　義丈
高岡支援 高岡 北嶋　祐太郎
高岡支援 石動 田中　あかね
高岡支援 しらとり支援 越後　直美
高岡支援 となみ総合支援 山川　千早
高岡支援 となみ東支援 久世　寿里
高岡支援 高志支援 堺　雅美
高岡支援 富大附属支援 堀　ひろみ
高岡支援 総教セ 中島　美和
高岡支援（再任用） 新湊 手操　能人
高岡支援（再任用） 高岡支援 網谷　豊彦
高岡支援（再任用） 高岡支援 関　和子
高岡高等支援 知事部局 池田　真理
となみ総合支援 伏木 伊東　佳剛
となみ総合支援 高岡聴覚総合支援 小西　真人
となみ総合支援 高岡聴覚総合支援 山田　美智代
となみ総合支援 しらとり支援 吉田　順子
となみ総合支援 しらとり支援 藏田　理恵
となみ総合支援 高岡高等支援 森松　佳子
となみ総合支援 西部教育事務所 井幡　礼子
となみ総合支援（再任用） となみ総合支援 青木　昭二
となみ総合支援（再任用） となみ総合支援 熊野　雄子
となみ東支援 富山総合支援 大丸　千春
となみ東支援 ふるさと支援 能澤　誠
富山総合支援 にいかわ総合支援 大森　敬子
富山総合支援 にいかわ総合支援 山田　愛子
富山総合支援 知事部局 中道　正
富山総合支援（再任用） 富山総合支援 竹内　親子
高志支援 富山西 棚田　純平
高志支援 しらとり支援 髙橋　麻由
高志支援 富山総合支援 清水　敦志
高志支援 富大附属支援 松原　香織
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高志支援 高岡支援 大木　啓
高志支援（再任用） となみ総合支援 高木　昌子
ふるさと支援 しらとり支援 澤田　優薫
富大附属支援 しらとり支援 北村　満
富大附属支援 高岡高等支援 名苗　美保
富大附属支援 高志支援 篠原　孝幸
退職 桜井 小澤　元義
退職 桜井 眞浦　静
退職 魚津 清河　周悦
退職 魚津 亀田　瑞穂
退職 魚津 市岡　久明
退職 雄山 久保田　充
退職 中央農業 中谷　英里香
退職 八尾 中口　正広
退職 八尾 高柳　貴
退職 富山 藤田　芳子
退職 富山 新井　健史
退職 富山中部 仲井　美喜子
退職 富山中部 浮田　直美
退職 富山北部 藤岡　芳宏
退職 富山北部 前田　篤
退職 富山工業 松井　昭博
退職 富山商業 船木　ひろみ
退職 富山いずみ 梅澤　久美子
退職 富山いずみ 佐々倉　浩
退職 富山東 安井　孝志
退職 富山東 砂田　透
退職 富山南 金田　智子
退職 富山南 塩谷　真
退職 富山南 安久　ゆい
退職 富山南 筒口　博
退職 水橋 長谷　孝之
退職 水橋 森元　重光
退職 水橋 中山　洋一
退職 呉羽 山本　美喜男
退職 呉羽 荒井　洋子
退職 雄峰 川端　明美
退職 雄峰 原田　孝一
退職 小杉 砺波　康夫
退職 新湊 松原　禎弘
退職 新湊 三田　敬一
退職 新湊 手操　能人
退職 高岡 千代　さと子
退職 高岡工芸 村本　克朗
退職 高岡工芸 太田　広信
退職 高岡商業 中浦　悟
退職 伏木 浜木　健繁
退職 伏木 本田　いずみ
退職 高岡南 広岡　謙一
退職 高岡南 開　美代子
退職 高岡南 東海　茉莉花
退職 志貴野 近藤　美代志
退職 志貴野 野田　満
退職 福岡 古本　仁司
退職 福岡 西村　友里
退職 氷見 川口　隆志
退職 氷見 山端　京子
退職 氷見 番匠　栄一
退職 砺波 中島　智菊
退職 砺波工業 早崎　一人
退職 南砺福光 澤田　仁美
退職 富山視覚総合支援 山崎　泰孝
退職 富山聴覚総合支援 金谷　諭子
退職 高岡聴覚総合支援 安田　里美子
退職 にいかわ総合支援 船平　ひかり
退職 しらとり支援 水和　忍
退職 高岡支援 林　幸子
退職 高岡支援 深田　友子
退職 高岡支援 大浦　由美
退職 高岡支援 石田　裕子
退職 高岡支援 網谷　豊彦
退職 高岡支援 関　和子
退職 となみ総合支援 佐藤　明子
退職 となみ総合支援 高木　昌子
退職 となみ総合支援 青木　昭二
退職 となみ総合支援 熊野　雄子
退職 となみ総合支援 山道　貴代
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退職 富山総合支援 原田　真由美
退職 富山総合支援 竹内　親子
退職 高志支援 片口　美生子
退職 高志支援 川瀬　友亮
退職 ふるさと支援 山崎　幸子
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