
新 旧 氏　名

*下新川郡
黒東小 飯野小 中村　愛実
黒東小 入善小 谷口　翔平
飯野小 黒東小 上嶋　淳
飯野小 桃李小 目澤　明佳
飯野小（再任用） 飯野小 大倉　美幸
上青小（再任用） ひばり野小（再任用） 舟根　奈穂美
入善小 桃李小 寺﨑　和也
入善町教セ 入善中 青谷　花代
ひばり野小 入善小 河内　美雪
桃李小 入善小 住吉　淳子
さみさと小 あさひ野小 横山　亜希子
さみさと小 あさひ野小 中島　麻衣
さみさと小 派遣スポーツ主事（朝日町） 塩谷　沙織
朝日町教セ 朝日中 上田　勝
あさひ野小 さみさと小 能登　千春
あさひ野小 さみさと小 四杉　貴美
あさひ野小 さみさと小 上野　裕美
退職 飯野小 大倉　美幸
退職 飯野小 石浦　嘉寛
退職 飯野小 松木　有紗
*魚津市
星の杜小 よつば小 島　由喜子
星の杜小 道下小 飯田　拓哉
星の杜小 富・桜谷小 村尾　美咲
星の杜小（再任用） 道下小長 松原　仁美
よつば小 清流小 泉　知津子
よつば小 道下小 蒲地　良介
よつば小（再任用） 桜井小頭 土井　美雪
清流小 よつば小 村西　あかね
清流小 よつば小 瀧本　和敏
清流小 滑・田中小 美谷　沙矢香
清流小（再任用） 星の杜小長 野口　高志
道下小 清流小 澤田　淳一
道下小 ひばり野小 猿倉　薫
経田小 清流小 開田　亜矢子
退職 星の杜小 寺田　宏世
退職 清流小 山瀨　裕子
退職 道下小 水野　栄江
*黒部市
生地小 中央小 森山　さおり
たかせ小 若栗小 堂本　美絵
たかせ小 宇奈月小 高森　奈津樹
石田小 桜井小 中陣　和代
石田小 鷹施中 吉﨑　正嗣
村椿小 荻生小 山本　千夏
中央小 宇奈月小 千田　一裕
中央小 石田小 牧田　静代
中央小 滑・東部小 吉澤　友希子
中央小 鷹施中 竹内　みず穂
中央小 たかせ小 寺林　亜耶
桜井小 上青小 草野　桂子
桜井小（再任用） たかせ小 滑川　和代
荻生小 中央小 塩田　昌彦
荻生小 たかせ小 飛弾　英樹
荻生小 鷹施中 朝倉　真樹子
若栗小 石田小 本田　昭一
若栗小 宇奈月小 川口　なつみ
若栗小（再任用） 若栗小
宇奈月小 中央小 中嶋　明子
宇奈月小 生地小 大上戸　剛司
富大附属幼 石田小 長島　珠美
退職 生地小 紙田　まさ子
退職 たかせ小 滑川　和代
退職 石田小 三谷　朝子
退職 中央小 島崎　雅美
退職 中央小 大菅　哲夫
退職 桜井小 宮本　朋子
退職 桜井小 篠田　咲月
退職 若栗小
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新 旧 氏　名

*富山市
芝園小 大広田小 御園　朋子
芝園小 藤ノ木小 土井　真莉
芝園小 広田小 島﨑　亜希子
芝園小 山室小 吉田　正人
芝園小 しらとり支援 寺西　沙紀
芝園小（再任用） 芝園小 栗山　有一
中央小 東部小 藤木　明美
中央小 水橋中部小 栗山　祐子
中央小 山室小 沼田　淑子
中央小 西田地方小 嶽　智雄
柳町小 草島小 葛島　元美
桜谷小 柳町小 石動　孝一
桜谷小 大久保小 荻原　恵造
桜谷小 新庄北小 北本　祐美
五福小 中央小 久和　浩美
五福小 豊田小 小杉　真悠子
五福小 奥田北小 山本　貴大
奥田小 熊野小 竹下　絵美
奥田小 光陽小 鳥山　大輔
奥田小 しらとり支援 島田　智美
奥田小（再任用） 新庄北小（再任用） 竹島　幸雄
奥田北小 三郷小 山本　泰之
奥田北小 芝園小 河端　秋人
奥田北小 月岡小 野村　早希
奥田北小（再任用） 蜷川小（再任用） 新夕　雅彦
東部小 西田地方小 野口　真美
東部小 水橋中部小 大町　将史
東部小（再任用） 東部小 廣野　和美
東部小（再任用） 寒江小 伏間　三晃
東部小（再任用） 興南中 青木　裕一
東部小（再任用） 東部小 吉井　隆浩
新庄小 萩浦小 作道　麻記子
新庄小 芝園小 山崎　貴志
新庄小 水橋西部小 武部　佳奈
新庄小 藤ノ木小 田尻　紘子
新庄小 奥田小 川崎　貴之
新庄小 藤ノ木小 氷見　綾香
新庄小 富大附属幼 米﨑　瑛美
藤ノ木小 大庄小 中川　慶子
藤ノ木小 新庄小 浅野　智子
藤ノ木小 上条小 川村　恵美
藤ノ木小 八幡小 髙橋　雄一
藤ノ木小 広田小 早﨑　祐登
藤ノ木小 埋蔵文化財センター 米田　大介
藤ノ木小（再任用） 船峅小長 稲田　真人
藤ノ木小（再任用） 藤ノ木小 古畑　明
岩瀬小 熊野小 大坪　千晶
針原小 八幡小 土井　恭子
針原小 堀川小 篠田　美希子
針原小 三郷小 瀧本　一徳
浜黒崎小 豊田小 島野　徹
大広田小 熊野小 中川　英司
大広田小 浜黒崎小 西野　勇樹
大広田小 大久保小 島田　勇人
大広田小 豊田小 村西　司
豊田小 中央小 水上　美雪
豊田小 藤ノ木小 大井　崇裕
豊田小 桜谷小 山田　愛弥
豊田小 芝園小 奥沢　綾香
豊田小（再任用） 呉羽小（再任用） 西村　ひとみ
豊田小（再任用） 藤ノ木小（再任用） 黒崎　久人
豊田小（再任用） 芝園小 布一　聰
豊田小（再任用） 豊田小 寺松　雪香
広田小 在外教育施設（ジョホール） 碓井　和美
広田小 東部小 坪坂　孝欣
広田小（再任用） 大広田小（再任用） 白野　淳
神明小 鵜坂小 尾山　美和子
堀川小 宮野小 山田　由紀子
堀川小 八尾小 中島　心
堀川小 大庄小 辻　晶子
山室小 大久保小 塩苅　有紀
山室小 速星小 谷　有記
山室小 速星小 四谷　拓也
山室小（再任用） 大広田小（再任用） 石坂　昌子
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山室小（再任用） 山室小 島﨑　慶子
山室小（再任用） 山室小 北村　美子
蜷川小 藤ノ木小 渡辺　純恵
蜷川小 広田小 木村　真弓
蜷川小 堀川南小 上山　芙未
蜷川小 山室中部小 奥井　優理
太田小 山室中部小 水野　大造
萩浦小 保内小 大西　真紀
萩浦小 芝園小 吉田　絵里香
四方小 保内小 山本　昌子
四方小 国立立山青少年自然の家 髙津　康夫
八幡小 光陽小 松島　優登
草島小 呉羽小 沢潟　美由紀
草島小 山田小 藤井　佑輔
草島小 月岡小 網谷　夏実
倉垣小（再任用） 豊田小（再任用） 福井　耕一
新保小 豊田小 逆井　千世香
新保小 上滝小 沢江　幹保
熊野小 堀川南小 竹村　健亮
熊野小 樫尾小 島﨑　裕一
月岡小 太田小 仲井　いづみ
月岡小 高・福岡小 大西　遥海
呉羽小 五福小 藤重　直樹
呉羽小 杉原小 八嶋　裕美
呉羽小 新庄北小 吉田　浩之
呉羽小 萩浦小 東海　歩
呉羽小（再任用） 蜷川小（再任用） 坂本　政照
呉羽小（再任用） 新保小（再任用） 前田　德夫
長岡小 桜谷小 木倉　泰央
寒江小 朝日小 山吉　信夫
寒江小 速星小 岡野　直美
老田小 鵜坂小 青木　優佳
老田小 新庄小 波間　拓己
老田小（再任用） 熊野小（再任用） 浅野　喜代志
古沢小 新庄小 水野　直哉
古沢小（再任用） 古沢小 古畑　裕香里
池多小 老田小 安土　梨恵子
池多小 岩瀬小 城石　康博
水橋中部小 光陽小 加藤　伸司
水橋中部小 水橋東部小 福岡　拓真
水橋中部小（再任用） 奥田北小（再任用） 楞川　哲弘
三郷小 音川小 石金　次朗
三郷小 城山中 大河内　優佳
上条小 豊田小 滝澤　未歩
上条小 新庄小 上田　清子
堀川南小 光陽小 吉田　貴弘
堀川南小 新保小 五十里　公美
堀川南小 南・福野小 川瀬　具視
堀川南小（再任用） 堀川南小 村橋　栄子
山室中部小 神通碧小 吉川　真理
山室中部小 豊田小 枡田　明子
山室中部小 三郷小 光里　誠
山室中部小 鵜坂小 吉岡　真依
山室中部小 針原小 篠川　梨沙
光陽小 池多小 中野　昌生
光陽小 速星小 滝本　晃
光陽小 草島小 荒谷　早織
新庄北小 藤ノ木小 水上　靖子
新庄北小 新庄小 朝日　美奈
新庄北小 柳町小 佐藤　祐太
浜黒崎小松風分校（再任用） 北部中松風分校 柳原　直明
大沢野小 保内小 塩谷　雅史
大沢野小 宮野小 福沢　志歩
大沢野小 堀川南小 西森　美桜
大沢野小（再任用） 熊野小頭 石金　寛子
大久保小 蜷川小 大澤　寧織
大久保小 蜷川小 内山　剛史
大久保小 神通碧小 髙木　明子
大久保小 福沢小 中村　圭太
大久保小（再任用） 大広田小（再任用） 荻原　輝久
大久保小（再任用） 蜷川小 加藤　はるみ
船峅小（再任用） 呉羽小（再任用） 高野　益美
上滝小 神明小 高岡　佳苗
大庄小 寒江小 茂　正敏
大庄小 長岡小 小川　圭介
小見小 新庄小 堀田　大貴
速星小 杉原小 小堀　雅行

27 / 43 ページ



速星小 奥田小 宮原　美充
速星小 堀川小 澤井　匠
速星小 呉羽小 森　菜摘
速星小（再任用） 新保小長 山田　正
速星小（再任用） 速星小 松島　真澄
鵜坂小 呉羽小 牧野　晃
鵜坂小 奥田小 盛　真由美
鵜坂小 蜷川小 田原　望
鵜坂小 呉羽小 松村　秀哉
鵜坂小（再任用） 山室中部小（再任用） 七間　みさを
朝日小 音川小 役川　秀行
宮野小 杉原小 中島　愛里沙
古里小 大沢野小 佐野　貴志子
古里小（再任用） 神保小（再任用） 池田　繁子
神保小 中央小 手操　宙志
神保小 大沢野小 髙田　雅子
音川小 八尾小 米田　千恵
音川小 倉垣小 相川　一哉
八尾小 山室小 渡部　裕之
八尾小 神保小 鈴木　信也
八尾小 大広田小 金田　善広
八尾小 奥田北小 小山　ひとみ
八尾小（再任用） 新保小 吉友　万
杉原小 鵜坂小 吉藤　寿美栄
杉原小 大広田小 楠　紘和
杉原小 八尾小 野中　敦史
保内小 神明小 松﨑　純子
保内小 熊野小 柳樂　真吾
樫尾小 五福小 清澤　由香理
樫尾小 老田小 岡本　仁志
山田小 芝園小 飯原　仁美
神通碧小 速星小 山下　真里
富大附属小 四方小 保井　海太朗
富大附属中 山室小 松田　匠
退職 芝園小 栗山　有一
退職 芝園小 嘉指　美香子
退職 芝園小 布一　聰
退職 五福小 西方　正敏
退職 奥田小 原田　涼
退職 東部小 中野　幸子
退職 東部小 廣野　和美
退職 東部小 野末　伸子
退職 東部小 吉井　隆浩
退職 東部小 佐々木　柚香里
退職 新庄小 浄西　一至
退職 藤ノ木小 古畑　明
退職 藤ノ木小 上野　優子
退職 浜黒崎小 濵﨑　彩夏
退職 大広田小 川口　三千代
退職 豊田小 寺松　雪香
退職 広田小 本田　京子
退職 山室小 天野　牧子
退職 山室小 北村　美子
退職 山室小 島﨑　慶子
退職 山室小 鈴木　好乃
退職 蜷川小 加藤　はるみ
退職 蜷川小 松森　久美子
退職 蜷川小 針山　亜紀
退職 蜷川小 山本　桃子
退職 新保小 吉友　万
退職 月岡小 松長　栄子
退職 月岡小 河合　清志
退職 呉羽小 中井　隆司
退職 寒江小 伏間　三晃
退職 古沢小 大野木　祐子
退職 古沢小 古畑　裕香里
退職 堀川南小 村橋　栄子
退職 大沢野小 金村　靖子
退職 船峅小 野﨑　智子
退職 小見小 松原　清美
退職 速星小 松島　真澄
退職 杉原小 伊藤　由美
*中新川郡
相ノ木小 白萩西部小 寺井　敏光
上市中央小（再任用） 上市中央小 上田　尚美
南加積小 陽南小 米井　和代
南加積小 大久保小 中田　匡彦
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宮川小 県教委 坂本　剛毅
宮川小 上市中央小 長田　希
白萩西部小 南加積小 出口　晶弘
白萩西部小 南加積小 中川　伊通子
白萩西部小 相ノ木小 野中　麻衣子
陽南小 上市中央小 奥野　梨恵
立山北部小 釜ヶ渕小 川上　さとみ
立山北部小 立山中央小 土井　雅美
立山北部小 立山中央小 大嶋　淳
立山中央小 利田小 大島　孝明
立山中央小 舟橋小 牧谷　奈緒子
立山中央小 高野小 石山　祐美子
立山中央小 利田小 高氏　結
立山中央小（再任用） 高野小 石倉　恵美
高野小 南・井波小 糸氏　有紀
高野小（再任用） 立山小頭 岩田　万里子
利田小 立山町教セ 石田　博克
利田小 立山小 長谷部　真誠
立山町教セ（再任用） 立山北部小長 林寺　正芳
釜ヶ渕小 立山中央小 種口　美智子
釜ヶ渕小（再任用） 立山北部小 十松　大顕
釜ヶ渕小（再任用） 釜ヶ渕小 清田　悦子
立山小（再任用） 釜ヶ渕小 荒城　良昭
舟橋小 下・入善中 保井　麻樹子
舟橋小 立山中央小 中田　早紀
退職 上市中央小 上田　尚美
退職 宮川小 澤柿　温美
退職 立山北部小 十松　大顕
退職 立山北部小 野﨑　俊子
退職 立山北部小 三鍋　雅子
退職 高野小 石倉　恵美
退職 釜ヶ渕小 荒城　良昭
退職 釜ヶ渕小 清田　悦子
*滑川市
寺家小 東部小 小川　友春
寺家小 にいかわ総合支援 高野　真理
田中小 寺家小 新夕　克美
田中小 南部小 中田　啓介
田中小 にいかわ総合支援 飯坂　真央
東部小 南部小 山口　勇人
東部小 早月中 古里　幸子
東部小 北加積小 中川　昭一
東部小 黒・桜井小 牧本　恭代
北加積小 東加積小 吉尾　哲
北加積小 東加積小 濵田　美智子
東加積小 東部小 稲生　弘志
南部小 田中小 関口　早紀
南部小 東部小 島谷　怜佑
西部小 寺家小 澁谷　康一
西部小 奥田小 中島　毅
西部小 北加積小 藤井　幸華
西部小 北加積小 藤澤　舞奈
西部小（再任用） 西部小 永井　克男
退職 西部小 永井　克男
退職 西部小 松田　麻里奈

新 旧 氏　名

*高岡市
横田小 福岡小 濵元　大輝
横田小（再任用） 博労小（再任用） 太知　美佐子
成美小 野村小 松本　雅子
成美小 横田小 平　紀子
成美小 万葉小 山田　晃生
成美小 東五位小 髙田　詩織
成美小 定塚小 山下　彩菜
成美小 伏木小 六田　弘幸
博労小 太田小 浅野　創也
博労小 東五位小 神田　将義
博労小 能町小 安居　純
定塚小 川原小 豊本　貴世子
定塚小 成美小 道元　隆成
高岡市教セ 南条小 廉　千明
川原小 下関小 鎌谷　和則
川原小 牧野小 笠間　素奈緒
平米小 牧野小 林　紀予子
下関小 木津小 井下田　江里子
下関小 能町小 藤田　伊都子
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下関小 二塚小 嶋田　賢太郎
下関小 定塚小 久湊　愛佳
下関小 野村小 林　優太
西条小 国吉小 藤　征幸
西条小 こまどり支援 岡本　剛志
西条小 戸出東部小 松本　真紀
万葉小 下関小 田向　奈津子
万葉小 横田小 澤田　将也
伏木小 千鳥丘小 須古　充
伏木小 下関小 中村　泰知
古府小 伏木小 宮本　里香
古府小 定塚小 松林　泰弘
能町小 下関小 平井　安通子
能町小 博労小 小幡　千恵
能町小 福岡小 大野　美宝子
能町小 伏木小 永井　菜穂子
能町小 伏木小 大井　公己子
能町小 野村小 沼田　理沙
能町小 成美小 浅谷　康太郎
能町小 下関小 延澤　冴香
能町小 福岡小 尾田　勇哉
南条小 西条小 有澤　史絵
南条小 中田小 永田　裕紀子
南条小 福岡小 島田　雄仁
二塚小 川原小 中村　公美
二塚小 福岡小 楠　尚久
野村小 木津小 加藤　清幸
野村小 博労小 篠島　祐子
野村小 南条小 浦野　佳子
野村小 戸出西部小 島田　温子
野村小 牧野小 宮脇　佳苗
野村小 西条小 高木　優輔
野村小 南条小 柿畑　美友
野村小 中田小 江守　紗耶
牧野小 東五位小 藤田　敦子
牧野小 野村小 大野　宏子
牧野小 西条小 高畑　清美
牧野小 こまどり支援 有元　智子
牧野小 戸出西部小 丸山　賢伸
牧野小 戸出西部小 齋藤　圭吾
牧野小 富・神保小 有澤　知佳
牧野小 能町小 小嵐　明日香
牧野小 中田小 坂森　茜
牧野小 福岡小 中野　真悠
太田小 西条小 養藤　了佑
五位小 東五位小 小竹　智恵子
五位小 東五位小 小西　一博
五位小 東五位小 新鞍　香織
五位小 石堤小 下村　亜矢
五位小 野村小 吉田　陽
五位小 石堤小 村上　麻理子
五位小 東五位小 岡島　奏子
五位小 東五位小 寺岡　佑香
五位小 石堤小 岡本　昌子
五位小 野村小 勘坂　奈央
五位小 東五位小 新田　初
千鳥丘小 石堤小 大谷　稔人
千鳥丘小 牧野小 藤田　雄喜
戸出東部小 万葉小 森下　麻梨絵
戸出西部小 古府小 金谷　尚子
戸出西部小 牧野小 柳田　洋子
戸出西部小 能町小 西守　千香子
戸出西部小 南条小 藤長　拓巳
中田小 戸出東部小 古部　菜津
中田小 戸出西部小 磯部　真由美
木津小 博労小 松本　賢三
木津小 能町小 髙田　朝子
木津小 二塚小 釣谷　詠理
木津小 国吉小 柏島　千佳
木津小 下関小 金森　実恵子
木津小（再任用） 万葉小 西　唯司
木津小（再任用） 木津小 黒田　陽子
福岡小 古府小 岡本　よもぎ
福岡小 伏木中 加藤　絵里子
福岡小 博労小 坂本　竜哉
福岡小 成美小 堀田　陽
福岡小 成美小 有島　千紘
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福岡小（再任用） 平米小 樋口　一英子
こまどり支援 南条小 小泉　尚子
こまどり支援 国吉中 豊原　泰子
こまどり支援 高岡西部中 太田　恵美子
こまどり支援 五位中 本野　雅宏
こまどり支援 戸出中 谷口　菜美
退職 横田小 山崎　真規子
退職 成美小 土合　直子
退職 成美小 田中　幸雄
退職 成美小 中山　知美
退職 川原小 佐伯　ひろみ
退職 平米小 樋口　一英子
退職 下関小 松崎　義治
退職 西条小 大野　祐子
退職 西条小 山森　早苗
退職 万葉小 西　唯司
退職 能町小 桑野　正人
退職 能町小 車谷　万里子
退職 野村小 紺井　茂弘
退職 牧野小 小松　知優
退職 東五位小 笹島　百合子
退職 石堤小 福尾　尚子
退職 千鳥丘小 橘　房子
退職 戸出東部小 井端　博之
退職 戸出西部小 立野　孝博
退職 木津小 西川　徹朗
退職 木津小 島　和子
退職 木津小 黒田　陽子
退職 福岡小 久保村　美紀子
*射水市
小杉小 放生津小 麦谷　久美
小杉小 片口小 近藤　隆司
小杉小 大門小 竹口　しのぶ
小杉小（再任用） 小杉小 吉田　元子
金山小 塚原小 吉田　佳央梨
歌の森小 作道小 平瀨　真由美
歌の森小 富・老田小 泉　匡美
歌の森小（再任用） 太閤山小 川筋　喜代子
太閤山小 下村小 新川　拓生
太閤山小（再任用） 大島小長 宮内　茂夫
大門小 東明小 土合　泉
大門小 片口小 井幡　葉子
大門小 砺・庄川小 北田　玲衣奈
大門小 大島小 千葉　優
大島小 作道小 山岸　朋子
大島小 歌の森小 中田　茜
大島小 片口小 町田　克也
大島小 大門小 辻村　佑太
大島小（再任用） 大島小 角藤　典子
下村小 作道小 石井　裕介
放生津小（再任用） 放生津小 森田　秀子
新湊小 大島小 古岡　久美子
新湊小 金山小 引田　未沙都
作道小 小杉小 加治　恵美子
作道小 太閤山小 酒谷　文
作道小（再任用） 堀岡小頭 石浦　真治
作道小（再任用） 作道小 丹波　裕美
片口小 下村小 中野　葉子
片口小 堀岡小 大道　絵美子
片口小 東明小 大澤　朋世
堀岡小 富・光陽小 市村　光代
堀岡小 太閤山小 澤野　豊
堀岡小 中太閤山小 津田　泰希
堀岡小 大門小 浜谷　ひかり
堀岡小（再任用） 作道小 越後　三佳子
東明小 新湊小 大田　恭子
東明小 太閤山小 明石　裕美
東明小 歌の森小 河合　由郁子
東明小 大島小 石垣　孝太
東明小 新湊小 上野　舞
東明小（再任用） 歌の森小 森田　裕子
塚原小 中太閤山小 奥　勲
退職 小杉小 吉田　元子
退職 小杉小 明地　宏志
退職 歌の森小 森田　裕子
退職 太閤山小 川筋　喜代子
退職 大門小 鎌谷　香里
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退職 大島小 角藤　典子
退職 放生津小 森田　秀子
退職 作道小 川端　美紀
退職 作道小 表　純子
退職 作道小 越後　三佳子
退職 作道小 丹波　裕美
退職 片口小 片岡　智子
退職 堀岡小 野口　敬子
退職 東明小 前川　雅代
*氷見市
朝日丘小 明和小 川岸　和史
朝日丘小 比美乃江小 寺崎　紀子
朝日丘小 湖南小 野崎　悦之
朝日丘小（再任用） 北部中 小阪　友子
氷見市教総セ 西條中 焼田　ちあき
比美乃江小 速川小 戸谷　亜希子
比美乃江小 海峰小 神代　真利亜
宮田小 湖南小 小嶋　永治
宮田小 比美乃江小 西川　果穂
窪小 灘浦小 飯山　真貴子
窪小 十二町小 宮林　次美
窪小 宮田小 荒田　幸平
窪小 上庄小 瀬戸　萌子
湖南小 久目小 寺崎　孝史
湖南小 灘浦小 中谷　亮
湖南小 明和小 大西　由夏
十二町小 明和小 藏田　修治
十二町小 湖南小 津田　彩花
上庄小 朝日丘小 川岸　礼子
上庄小 明和小 磯辺　浩二
上庄小 宮田小 北村　麻耶
海峰小 灘浦小 嶋　知子
海峰小 比美乃江小 河　彩央里
海峰小（再任用） 久目小（再任用） 夷　優子
灘浦小 上庄小 松本　正樹
灘浦小 窪小 寺澤　小織
灘浦小 窪小 澤武　佑紀
退職 上庄小 加納　厚子
退職 海峰小 山口　弘夫
退職 海峰小 北川　美和子

新 旧 氏　名

*南砺市
井波小 福光南部小 宮本　亜貴子
井波小 福光東部小 中谷　真由美
井波小 福光中部小 笹谷　和生
井波小 城端小 隈元　新太郎
井波小（再任用） 福野小長 影近　義明
井口小 福野小 澤川　雄太
利賀小 福光東部小 齋藤　雅弘
城端小 平中 石崎　敦子
城端小 砺波東部小 柳田　由佳
城端小 井波小 石崎　宏樹
城端小（再任用） 城端小 神田　浩子
上平小 福野小 嶋田　光亨
上平小（再任用） 上平小 中井　正子
福野小 井波小 西嶋　有美子
福野小 庄南小 西田　誠
福野小 城端小 小林　芳
福野小 城端小 松田　啓宏
福野小 庄川小 髙桑　千尋
福野小 福光東部小 新屋　歩
福野小（再任用） 福野小 堀　満智子
福野小（再任用） 福野小 牧野　三智代
福野小（再任用） 井波小 桃野　瑞恵
福野小（再任用） 福野小 岩瀬　正彦
福光中部小 福野小 大岩　順司
福光中部小 井口小 佐々木　暁
福光中部小 城端小 本多　翔
福光中部小（再任用） 城端小長 吉田　茂
福光中部小（再任用） 福光中部小 中居　雅美
福光中部小（再任用） 福光南部小 坂本　博昭
福光南部小 上平小 松本　恵美
福光東部小 井波小 山田　佐和子
福光東部小 利賀小 永田　暢之
福光東部小 福野小 田上　翔子
福光東部小 富・古里小 後坊　朋代
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退職 井波小 桃野　瑞恵
退職 城端小 宮崎　明子
退職 城端小 神田　浩子
退職 上平小 中井　正子
退職 福野小 堀　満智子
退職 福野小 牧野　三智代
退職 福野小 岩瀬　正彦
退職 福光中部小 正平　浩美
退職 福光中部小 中居　雅美
退職 福光中部小 今井　明莉
退職 福光南部小 井上　千明
退職 福光東部小 沼田　恭子
*砺波市
出町小 大谷小 村中　雅美
出町小 砺波南部小 清水　雄斗
庄南小 砺波北部小 大岩　和則
庄南小 砺波北部小 中野　美貴恵
庄南小 滑・寺家小 三枝　李成
庄南小（再任用） 砺波東部小 谷敷　悦子
砺波東部小 出町小 髙井　しのぶ
砺波東部小 庄南小 中田　昂
砺波東部小 砺波南部小 齋藤　将善
砺波東部小（再任用） 鷹栖小長 金岡　一孝
砺波南部小 砺波北部小 吉田　裕
砺波北部小 砺波南部小 塚田　春美
砺波北部小 砺波青少年自然の家 松村　剛
砺波北部小（再任用） 砺波北部小 西部　博代
庄東小 庄川小 西村　敬洋
庄東小（再任用） 庄南小（再任用） 紫藤　哲也
庄川小 砺波東部小 池田　祐治
庄川小 砺波東部小 佐竹　和美
庄川小 出町小 練合　拓人
庄川小 砺波北部小 原野　友香梨
退職 砺波東部小 谷敷　悦子
退職 砺波東部小 芹川　侑未
退職 砺波北部小 西部　博代
退職 庄川小 木村　あみ
*小矢部市
石動小 富大附属小 細江　孝太郎
大谷小 蟹谷小 稲原　早苗
大谷小 富・藤ノ木小 吉岡　泰輔
蟹谷小 東部小 宮田　桂子
蟹谷小（再任用） 蟹谷小 髙嶋　加代子
津沢小 石動小 髙林　恵美子
退職 石動小 小田　泰史
退職 大谷小 吉田　裕子
退職 大谷小 中島　裕子
退職 蟹谷小 山本　吏
退職 蟹谷小 髙嶋　加代子
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