
新 旧 氏　名

*下新川郡
桃李小 入善西中諭 鍋谷　靖子
*魚津市
よつば小 道下小諭 石倉　博美
清流小 県教委 富川　貴徳
経田小 清流小 島田　昌美
*黒部市
生地小 たかせ小 竹原　考利
たかせ小 知事部局 山田　園美
村椿小 荻生小 寺崎　健太郎
荻生小 荻生小諭 飛弾　英樹
宇奈月小 宇奈月小諭 城寺　賢二

新 旧 氏　名

*富山市
芝園小 藤ノ木小諭 鏑木　龍太郎
柳町小 県教委 草原　和彦
五福小 音川小 黒田　陽一
奥田小 水橋西部小 酒井　祥子
奥田北小 池多小 佐藤　尚子
東部小 大久保小 福田　桂子
藤ノ木小 速星中諭 吉田　和央
針原小 新庄小諭 豊田　瑞穂
大広田小 県教委 豊田　真一
広田小 上条小 高浦　直樹
蜷川小 県教委（富山市派遣） 城石　祥子
萩浦小 古沢小 福光　隆
八幡小 山室中諭 京　貴広
倉垣小 八尾小 米田　貴子
新保小 総教セ 山田　靖之
熊野小 県教委 亀澤　誉
月岡小 福沢小 吉川　浩二
老田小 山室小諭 横田　達也
古沢小 鵜坂小諭 森本　安宣
池多小 藤ノ木小 大窪　啓之
水橋西部小 桜谷小諭 高島　恭子
三郷小 保内小 橋本　大一郎
上条小 県教委（富山市派遣） 北岡　明
堀川南小 堀川小諭 三箇　智絵
山室中部小 蜷川小 楞川　幸子
光陽小 山田小 廣瀨　聡
大久保小 船峅小 中山　憲美
船峅小 船峅小諭 松本　竜也
福沢小 北部中松風分校 富田　賢一
速星小 堀川南小諭 鍋山　潤子
鵜坂小 速星小 藤田　喜人
古里小 県教委（富山市派遣） 橘　洋子
神保小 県教委（富山市派遣） 大窪　智恵子
音川小 古里小諭 菅原　俊
八尾小 神通碧小 舟見　貴子
保内小 水橋中部小諭 加藤　伸司
山田小 山田小諭 飯原　仁美
神通碧小 山室小諭 塩苅　有紀
退職 八幡小 岩田　隆
退職 倉垣小 菊　武洋
退職 山室中部小 志賀　小百合
退職 鵜坂小 石倉　治
*中新川郡
相ノ木小 県教委 田近　雅美
南加積小 南加積小諭 米井　和代
陽南小 舟橋小諭 轡田　真理
立山中央小 高野小 村井　政雄
高野小 県教委 堀井　祐一
釜ヶ渕小 釜ヶ渕小諭 高浦　智美
退職 相ノ木小 米山　節子
退職 南加積小 岩田　聡
*滑川市
寺家小 滑川市教セ 飛弾　直樹
田中小 滑川中諭 　里美
東部小 興南中諭 坂大　徹
東加積小 県教委（滑川市派遣） 植野　理恵
退職 東加積小 林寺　優貴子

小学校教頭（魚津地区）

小学校教頭（富山地区）
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新 旧 氏　名

*高岡市
横田小 川原小 山崎　民子
成美小 成美小諭 平　紀子
博労小 県教委 浅生　昭夫
川原小 能町小 森田　芳栄
平米小 横田小 川岸　由美
下関小 下関小諭 村上　志穂
万葉小 成美小 扇一　孝行
伏木小 伏木小諭 須古　充
古府小 南条小 杉山　ゆかり
能町小 能町小諭 澤村　力也
南条小 総教セ 米田　一毅
二塚小 志貴野中諭 射場　ちあき
野村小 戸出西部小諭 米田　城啓
牧野小 牧野小諭 大野　宏子
五位小 古府小 二塚　真澄
福岡小 高岡市教セ 廉　千明
こまどり支援 高岡西部中 福田　暁
退職 博労小 清雄　修司
退職 下関小 近藤　容子
退職 万葉小 大谷　行和
退職 伏木小 岡本　裕
退職 牧野小 石坂　募
退職 五位小 若林　光
退職 福岡小 渡辺　昭裕
*射水市
小杉小 太閤山小 小島　秀樹
歌の森小 射水市教セ 福山　暁雄
太閤山小 太閤山小諭 竹林　ゆかり
大門小 歌の森小 網　三枝子
大門小 県教委 三箇　勝則
大島小 放生津小 京角　淑美
下村小 総教セ 東　早苗
放生津小 下村小 若林　祥子
新湊小 新湊小諭 堀　かおり
堀岡小 県教委 前橋　真佐美
退職 大島小 黒川　雅代
*氷見市
宮田小 県教委 干場　恵利華
窪小 灘浦小 有島　千里
上庄小 朝日丘小諭 山崎　里美
海峰小 県教委（氷見市派遣） 西　裕之
灘浦小 灘浦小諭 寺澤　小織
退職 窪小 濱田　美由紀

新 旧 氏　名

*南砺市
城端小 蟹谷小 山田　由紀子
上平小 福野小諭 安田　陽子
福光中部小 福光南部小 俵　慎一郎
福光南部小 上平小 高田　篤志
福光東部小 城端小 安田　祐子
退職 福光中部小 石川　明代
*砺波市
砺波東部小 鷹栖小 坂本　真紀
庄東小 庄東小諭 西村　敬洋
鷹栖小 砺波市教セ 髙林　豊
*小矢部市
蟹谷小 氷・西の杜学園諭 有島　智美
津沢小 小矢部市教セ 大谷　知康

小学校教頭（砺波地区）

小学校教頭（高岡地区）
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