
新 旧 氏　名

*下新川郡
入善中 鷹施中 福澤　美穂子
入善中 宇奈月中 大菅　敦子
入善中 入善西中 水島　正隆
入善中 魚・西部中 真岩　友莉奈
入善西中 総教セ 鍋谷　靖子
退職 入善中 長田　眞由美
退職 入善中 梨木　剛範
*魚津市
西部中 朝日中 井田　誠
西部中 東部中 金山　寛奈
東部中 西部中 三井　昭
東部中 宇奈月中 谷内　恵里子
東部中 西部中 川岸　良平
東部中（再任用） 東部中 立花　宏之
退職 西部中 寳田　優孝
退職 東部中 立花　宏之
退職 東部中 石丸　茂雄
*黒部市
清明中 高志野中 寺崎　真由美
清明中 高志野中 稲毛　克也
清明中 高志野中 植木　えり子
清明中 鷹施中 德光　範生
清明中 鷹施中 谷口　正浩
清明中 鷹施中 吉本　弘司
清明中 高志野中 島瀨　武夫
清明中 鷹施中 川瀬　貴子
清明中 高志野中 澤田　良子
清明中 県教委 黒川　忍
清明中 高志野中 新村　宏樹
清明中 鷹施中 五十川　徳倫
清明中 高志野中 稲澤　郁美
清明中 高志野中 加藤　恵
清明中 鷹施中 川口　将
清明中 鷹施中 日水　恵理
清明中 鷹施中 舟川　直美
清明中 高志野中 中野　梨華
清明中 高志野中 倉谷　祐太郎
清明中 高志野中 入井　大介
清明中 鷹施中 清水　愛
清明中 富・三成中 吉良　千恵
清明中 高志野中 山口　紗里依
清明中 鷹施中 清河　ひかる 
清明中 高志野中 近堂　奈津子
清明中（再任用） 桜井中 田中　久美子
明峰中 桜井中 濱浦　幸恵
明峰中 宇奈月中 上島　範彦
明峰中 桜井中 木村　朋子
明峰中 桜井中 本波　葉子
明峰中 桜井中 池田　みゆき
明峰中 桜井中 水島　直純
明峰中 桜井中 芹澤　仁美
明峰中 桜井中 中坪　徹
明峰中 桜井中 藤田　秀樹
明峰中 宇奈月中 大前　奈津子
明峰中 宇奈月中 村椿　勝
明峰中 高志野中 八田　剛志
明峰中 中・上市中 木下　智玄
明峰中 桜井中 島　香織
明峰中 桜井中 遠渡　こずえ
明峰中 桜井中 宮本　典子
明峰中 桜井中 花本　恵子
明峰中 桜井中 上野　健一
明峰中 宇奈月中 平　雄造
明峰中 高志野中 酒井　彩未
明峰中 桜井中 臼井  紗佳
明峰中 桜井中 越間　翔悟
明峰中 桜井中 丸山　峻史
明峰中 桜井中 川村　直弘
明峰中 桜井中 小川　晶
明峰中 宇奈月中 大谷　嘉明
明峰中 高志野中 杉原　美紀
明峰中 桜井中 片桐　遼平
明峰中 桜井中 長谷　悠太朗
明峰中 桜井中 鈴木　雄大
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退職 高志野中 道用　裕志
退職 桜井中 田中　久美子

新 旧 氏　名

*富山市
芝園中 奥田中 近藤　博
芝園中 山室中 村﨑　凌也
芝園中 魚・東部中 上子　千尋
芝園中（再任用） 北部中長 國香　正恵
堀川中 西部中 酒井　美智子
堀川中 藤ノ木中 豊島　寿郎
堀川中 南部中 榎本　友香里
堀川中 黒・宇奈月中 藤岳　昭紀
堀川中 西部中 大庭　郁穂
堀川中 南部中 講神　敬志
堀川中 山室中 山本　貴浩
堀川中（再任用） 山室中長 中嶋　賢和
東部中 速星中 井澤　広行
東部中 堀川中 松尾　篤
東部中 新庄中 千重　彩華
西部中 南部中 尾山　智子
西部中 芝園中 藤原　香
西部中 興南中 有澤　桂
南部中 大沢野中 剱田　正美
南部中 雄山中 佐藤　真大
南部中 富大附属中 吉田　みづき
南部中 大沢野中 前田　邦博
南部中 奥田中 川端　有紗
南部中 水橋中 舘　涼風子
北部中 奥田中 山本　徹
北部中 藤ノ木中 青江　美記子
北部中 八尾中 沢田　恭子
北部中 東部中 竹之内　由愛
北部中（再任用） 北部中 柿山　ひとみ
北部中（再任用） 堀川中 生駒　栄
新庄中 堀川中 西岡　弘道
新庄中 興南中 小島　龍一
新庄中 堀川中 松井　暉
新庄中（再任用） 草島小長 津山　秀一
新庄中（再任用） 新庄中 寺西　仁美
岩瀬中 北部中 木下　優子
岩瀬中 呉羽中 松岡　邦幸
岩瀬中 水橋中 遠藤　俊哉
山室中 月岡中 坂部　泰子
山室中 県教委 京　貴広
山室中 氷・十三中 寺西　良太
山室中 外国教育施設 （アリアンサ） 中村　健太郎
山室中 三成中 大村　亮太
山室中 興南中 堀越　賢樹
山室中（再任用） 堀川中（再任用） 松本　純
山室中（再任用） 大沢野中 岩城　昌宏
奥田中 岩瀬中 小林　みゆき
奥田中 上滝中 金泉　孝子
奥田中 芝園中 本田　智恵
奥田中 山室中 植野　昌弘
奥田中 上滝中 奥村　樹
奥田中 山田中 松永　優二
奥田中 堀川中 竹内　浩平
奥田中 雄山中 佐伯　健太
奥田中 芝園中 大島　拓也
奥田中 藤ノ木中 水口　奈津樹
奥田中 速星中 多田　幸誉
奥田中（再任用） 北部中（再任用） 松本　知子
大泉中 水橋中 谷口　久代
大泉中 魚・東部中 尾嶋　崇儀
大泉中 呉羽中 頼成　航平
和合中 呉羽中 中島　侑哉
和合中（再任用） 和合中 加藤　健司
月岡中 八尾中 松田　靖子
月岡中 興南中 前田　暁希
月岡中（再任用） 呉羽中（再任用） 松島　亨
呉羽中 南部中 坂田　充
呉羽中 東部中 川田　あゆみ
呉羽中 奥田中 佐藤　謙治
呉羽中 大沢野中 村田　直樹
呉羽中 奥田中 末上　裕也
呉羽中（再任用） 大泉中（再任用） 高尾　昭壽
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水橋中 速星中 青木　八千代
水橋中 速星中 山道　翔
水橋中（再任用） 水橋中 小林　敬子
三成中 城山中 吉村　亨子
三成中 魚・東部中 桃井　早織
三成中 上滝中 村上　亮輔
三成中 八尾中 渡邉　聡太
興南中 山室中 石金　珠緒
興南中 杉原中
興南中 呉羽中 西野　麻利江
興南中 堀川中 森　順平
興南中 県教委 坂大　徹
興南中（再任用） 芝園中（再任用） 山本　恒嗣
藤ノ木中 岩瀬中 若﨑　和美
藤ノ木中 新庄中 萩原　容子
藤ノ木中（再任用） 藤ノ木中 石金　昌三
大沢野中 大泉中 宮川　雄介
大沢野中 楡原中 河合　佐智代
大沢野中 奥田中 牧野　和宏
大沢野中 富大附属中 宮腰　卓央
大沢野中 速星中 中田　雄也
上滝中 和合中 水上　敬志
上滝中（再任用） 上滝中 深井　武志
速星中 城山中 高田　勝
速星中 大泉中 近　悟史
速星中 城山中 荒木　学
速星中 呉羽中 江畑　大史
速星中 滑川中 藤井　翔太
速星中 芝園中 桶谷　悠祐
速星中 上滝中 柿畑　直哉
速星中（再任用） 大沢野中（再任用） 浅井　浩清
城山中 北部中 佐藤　真
城山中 三成中 若田　智史
城山中 奥田中 大門　宰
城山中 速星中 宮　希望
城山中 奥田中 庄司　礼菜
八尾中 雄山中 西　嘉朗
八尾中 杉原中 井澤　光弘
八尾中 杉原中 永盛　昌子
八尾中 大泉中 林　友徳
八尾中 大沢野中 増田　哲郎
杉原中 北部中 舟崎　紘史
杉原中 和合中 川越　雄太
山田中 城山中 平木　雅之
富大附属中 大沢野中 宮田　苑佳
富大附属中 南部中 中林　竜也
退職 堀川中 濱井　理
退職 堀川中 生駒　栄
退職 北部中 柿山　ひとみ
退職 北部中 岡村　明彦
退職 北部中 山本　浩暉
退職 北部中 松尾　直子
退職 新庄中 寺西　仁美
退職 新庄中 新森　真紀子
退職 新庄中 兼松　真弓
退職 山室中 宮田　早苗
退職 山室中 関　靖
退職 奥田中 笹倉　美佐緒
退職 奥田中 菅原　陽子
退職 奥田中 和田　陽子
退職 和合中 加藤　健司
退職 呉羽中 坂東　麻子
退職 水橋中 小林　敬子
退職 興南中 坂本　秀史
退職 興南中 青木　裕一
退職 興南中 横山　拓也
退職 藤ノ木中 石金　昌三
退職 大沢野中 岩城　昌宏
退職 上滝中 深井　武志
退職 山田中 三上　尚二
退職 北部中松風分校 柳原　直明
*中新川郡
雄山中 下・入善中 長谷川　洋一
雄山中 上市中 前田　功平
雄山中 黒・宇奈月中 佐藤　玲未
雄山中（再任用） 雄山中 牧田　康子
雄山中（再任用） 雄山中
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雄山中（再任用） 雄山中 小林　正彦
舟橋中 奥田中 五島　一郎
退職 雄山中 牧田　康子
退職 雄山中 南山　理恵
退職 雄山中 小林　正彦
退職 雄山中
退職 雄山中 田又　繁幸
退職 雄山中 松村　陽子
退職 舟橋中 井内　綾音
*滑川市
滑川中 早月中 島田　佳子
滑川中 上市中 徳松　佳秀
滑川中（再任用） 早月中 高村　ひとみ
早月中 滑川中 寺﨑　ひろみ
早月中 滑川中 砂田　和美
早月中 滑川中 土肥　優樹
早月中（再任用） 早月中 宮元　美信
退職 早月中 高村　ひとみ
退職 早月中 宮元　美信

新 旧 氏　名

*高岡市
高陵中 南星中 戸圓　嘉博
高陵中 志貴野中 油谷　加代子
高陵中 五位中 杉林　敦子
高岡西部中 戸出中 木脇　禎
高岡西部中 南星中 堀田　勝
高岡西部中 志貴野中 松村　美樹
高岡西部中 志貴野中 間方　悠平
南星中 福岡中 早貸　永貢子
南星中 中田中 中瀬　博子
南星中 五位中 塩谷　和子
南星中 志貴野中 吉田　茜
南星中（再任用） 五位中 大道　真琴
志貴野中 高陵中 本澤　右子
志貴野中 伏木中 飯島　光洋
志貴野中 芳野中 大豊　香織
志貴野中 芳野中 竹嶋　和裕
志貴野中 外国教育施設 （ミランドポリス） 子吉　佑
志貴野中 芳野中 森田　裕治
志貴野中 芳野中 深井　映衣
志貴野中 福岡中 開　悠紀子
芳野中 五位中 川田　雄康
芳野中 志貴野中 山﨑　伸久
芳野中 牧野中 関澤　典子
芳野中 こまどり支援 上子　和子
芳野中 戸出中 大門　知代
芳野中 伏木中 矢野　優子
芳野中 伏木中 前野　光一郎
芳野中 伏木中 釣谷　厚平
芳野中 高岡西部中 金田　祐一
芳野中 牧野中 鈴木　杏菜
芳野中 福岡中 竹山　卓哉
芳野中 志貴野中 髙田　駿
芳野中 戸出中 白井　希枝
伏木中 高岡西部中 草開　馨子
伏木中 志貴野中 杢大　泉
伏木中 高岡西部中 越田　みずほ
伏木中 芳野中 平田　美涼
牧野中 芳野中 渡辺　倫子
牧野中 伏木中 谷井　泉
五位中 福岡中 畑野　智佳子
五位中 芳野中 池田　誠
五位中 志貴野中 山田　桂子
五位中 福岡中 川路　聡美
五位中 芳野中 棚田　健介
五位中（再任用） 中田中（再任用） 川堰　昭
戸出中 国吉中 江田　邦彦
戸出中 芳野中 山本　真人
戸出中 芳野中 大門　尚
戸出中（再任用） 戸出中 米田　正代
中田中 牧野中 沢田　富美子
中田中 南星中 中島　義人
福岡中 牧野中 寺田　孝子
福岡中 高陵中 石黒　朝子
福岡中 五位中 中島　聡子
福岡中 高岡西部中 米島　栞
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富大附属中 志貴野中 竹森　翔祐
退職 高陵中 星野　正行
退職 高岡西部中 堤　志津雄
退職 志貴野中 竹内　二三夫
退職 志貴野中 四柳　恭子
退職 芳野中 小田二 規子
退職 芳野中 宮岡　尚子
退職 五位中 佐野　昌子
退職 五位中 大道　真琴
退職 戸出中 米田　正代
退職 戸出中 谷口　靖
*射水市
小杉中 大門中 坂井　さや香
小杉中 大門中 平田　哲弘
小杉中 新湊中 大坪　奈緒美
小杉中 滑川高 西川　泰良
小杉南中 小杉中 角谷　壮績
小杉南中 射北中 中野　文男
小杉南中 大門中 大井川　拓磨
大門中 射北中 山口　美保
大門中 新湊南部中 関原　賢秀
大門中 新湊中 山本　奈未
大門中 小杉中 此川　江里奈
大門中 小杉南中 炭元　孝之
大門中（再任用） 大門中 尾山　邦子
新湊中 大門中 前田　美香
新湊中 富大附属中 中林　雅史
新湊南部中 射北中 海老　英里
新湊南部中 射北中 筏井　章太郎
射北中 小杉南中 七間　吉晃
射北中 小杉中 村井　康純
射北中 小杉南中 丹保　芽久美
退職 小杉中 小畑　真美
退職 小杉中 平原　琢也
退職 小杉南中 曽根　満
退職 小杉南中 山田　雄太
退職 大門中 尾山　邦子
退職 大門中 二川　博子
退職 新湊中 小林　潤子
退職 新湊南部中 安田　克彦
*氷見市
南部中 西條中 村井　和恵
南部中 西部中 石田　直人
南部中 西條中 清水　昇
北部中 南部中 小畑　由紀美
北部中 十三中 柳澤　拓哉
北部中 西條中 青栁　崇広
十三中 西條中 松島　文子
十三中 北部中 宮下　俊輔
西條中 南部中 松本　富昭
西條中 北部中 山崎　拓郎
西條中 南・福野中 髙崎　千春
西條中（再任用） 灘浦小長 田辺　由美子　
西條中（再任用） 西條中 林岸　勉
退職 北部中 坂井　幸恵
退職 北部中 小阪　友子
退職 北部中 小谷内　ゆかり
退職 北部中 飛田　秀勝
退職 西條中 林岸　勉

新 旧 氏　名

*南砺市
井波中 井口中 西田　忍
井波中 城端中 金谷　諭
南砺市教セ 福光中部小 藤森　一彰
井口中 平中 木村　康彦
井口中 富大附属中 萩原　至道
井口中 福野中 吉田　佳織
利賀中 城端中 武村　美幸
利賀中 吉江中 中島　やよい
城端中 福野中 鈴木　恵美 
城端中 福光中 林　清記
城端中 福野中 中田　一希
城端中（再任用） 福光東部小長 河合　清明
平中 井波中 島田　美和
平中 福光中 岡　洋子
平中 井波中 塚本　遼一
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平中（再任用） 平中 生田　長三郎
福野中 平中 但田　朋絵
福野中 井口中 正来　晋
福野中 石動中 中村　智美
福野中 利賀中 清水　暁子
福野中（再任用） 福光中部小長 山田　誠
福野中（再任用） 福野中長 森田　正人
福光中 利賀中 前田　薫
福光中（再任用） 城端中長 溝口　秀勝
吉江中 福野中 利川　薫恵
吉江中 井口中 宮本　尚
吉江中 井口中 前田　将司
退職 井波中 松田　さとみ
退職 城端中 長原　幸江
退職 平中 生田　長三郎
退職 福野中 山﨑　千晶
*砺波市
出町中 庄西中 中田　章子
砺波市教セ 庄東小 髙林　豊
庄西中 庄川中 日光　勝俊
庄西中 出町中 中井　裕之
庄川中 射・大門中 徳田　凌
庄川中（再任用） 庄川中 定村　孝
退職 出町中 的池　直子
退職 出町中 渋谷　真紀
退職 出町中 清都　朱音
退職 庄西中 長井　基典
退職 般若中 打越　富美夫
退職 庄川中 定村　孝
*小矢部市
石動中 大谷中 福田　幸千
石動中 高・南星中 長谷川　文代
津沢中 大谷中 畠山　雅弘
蟹谷中（再任用） 蟹谷中 齋藤　光昭
大谷中 津沢中 髙田　修男
退職 石動中 奥村　眞宏
退職 石動中 中島　裕子
退職 蟹谷中 齋藤　光昭
退職 蟹谷中 北野　純子
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