
新 旧 氏　名

入善 泊 扇谷　克彦
入善 魚津工業 吉倉　紀子
入善 氷見 谷本　駿
入善 にいかわ総合支援 田中　由貴
入善 富山総合支援 藤野　拓海
入善 知事部局 森山　義和
入善 知事部局 旦尾　紘一
入善（再任用） 新川みどり野長 能登　佳彦
入善（再任用） 入善 清原　芳雅
桜井 泊 石井　健一郎
桜井 中央農業 澤田　雄一
桜井 にいかわ総合支援 濱田　望央
桜井（再任用） 桜井 木村　理
新川みどり野 入善 御囲　雅子
新川みどり野 小杉 海津　雄
新川みどり野 にいかわ総合支援 金田　郁美
新川みどり野（再任用） 新川みどり野 竹田　克史
新川みどり野（再任用） 新川みどり野 髙嶋　秀子
新川みどり野（再任用） 新川みどり野 飯沢　修
新川みどり野（再任用） 滑川 板川　和則
魚津 泊 坪野　潤悦
魚津 上市 平井　貴志
魚津 水橋 吉田　真
魚津 となみ総合支援 平田　大地
魚津 富山総合支援 砂田　紗也加
魚津（再任用） 富山南 高橋　尚美
魚津工業 新川みどり野 朝倉　朋子
魚津工業 砺波工業 牧谷　浩永
魚津工業 富山総合支援 福村　勇
魚津工業 県教委 亀島　正吉
魚津工業（再任用） 魚津工業 高木　義春
魚津工業（再任用） 魚津工業 西尾　俊久
滑川 泊 高野　俊弘
滑川 にいかわ総合支援 水野　美希
滑川 しらとり支援 長澤　淳
滑川 ふるさと支援 古澤　清都
滑川（再任用） 滑川 桐　邦男
上市 新川みどり野 黒瀬　愛美
上市 富山商業 山田　美雪
上市 にいかわ総合支援 岩田　徳子
上市 にいかわ総合支援 金城　政博
上市 しらとり支援 幾島　悠
雄山 泊 臼田　麻里子
雄山 滑川 福田　有希子
雄山 富山いずみ 堀田　礼子
雄山 氷見 三宅　麻美
雄山（再任用） 雄山 長田　治
雄山（再任用） 富山東 丸山　格司
中央農業 小矢部園芸 宮腰　秀明
中央農業 富山総合支援 大竹　美鈴
八尾 水橋 若林　晶
八尾 高岡支援 中野　雅之
八尾（再任用） 八尾 大畑　公彰
富山西 富山 俵　麻美子
富山西 富山南 山崎　里美
富山西 しらとり支援 夏目　枝津
富山 富山いずみ 上村　貴子
富山 富山東 岡本　彩可
富山 富山南 清水　貴史
富山 新湊 小坪　裕子
富山 高岡 亀澤　祐
富山 富山高等支援 杉本　瑞基
富山（再任用） 富山 澤田　利浩
富山（再任用） 魚津 澤田　和博
富山（再任用） 富山いずみ（再任用） 福島　英晴
富山中部 入善 田村　和久
富山中部 新川みどり野 中村　拓彦
富山中部 富山北部 丹保　陽登
富山中部 呉羽 松田　尚之
富山中部 志貴野 島竹　里枝
富山中部 県教委 巌寺　秀憲
富山中部（再任用） 富山中部 米田　仁
富山中部（再任用） 富山中部 多賀　香世子
富山中部（再任用） 雄峰 塩原　雄毅
富山北部 滑川 小柴　憲一
富山北部 滑川 大前　忠輝
富山北部 水橋 山田　顕
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富山北部 呉羽 浅尾　優紀子
富山北部 雄峰 中山　雄貴
富山北部 高志支援 小澤　祐衣
富山北部 高志支援 長井　美穂
富山北部（再任用） 上市 岩本　昌明
富山北部（再任用） 伏木（再任用） 松村　勉
富山工業 魚津工業 内海　宏禎
富山工業 魚津工業 高橋　英司
富山工業 砺波工業 山田　浩史
富山工業 小矢部園芸 鳥越　明子
富山工業（再任用） 富山工業 数井　正広
富山工業（再任用） 富山工業 十二　博
富山工業（再任用） 富山工業 佐野　光正
富山工業（再任用） 富山工業 廣田　裕子
富山工業（再任用） 富山工業 帰山　寛
富山工業（再任用） 富山工業 中山　光広
富山商業 上市 高坂　至
富山商業 富山北部 工藤　智浩
富山商業 となみ総合支援 松田　晴己
富山商業 福光中学校 金井　貴宏
富山商業 県教委 吉田　峰雄
富山商業（再任用） 富山商業 柳田　敦子
富山商業（再任用） 富山商業 辻岡　徹
富山いずみ 雄山 谷川　宗寿
富山いずみ 水橋 宮元　哲朗
富山いずみ しらとり支援 中野　里咲
富山いずみ 知事部局 飛山　健太郎
富山いずみ（再任用） 富山南頭 島谷　徹
富山いずみ（再任用） 富山いずみ 谷川　淳
富山いずみ（再任用） 富山東（再任用） 磯﨑　眞一
富山東 桜井 境　朗
富山東 富山中部 中村　優子
富山東 新湊 堀田　哉
富山東 高岡西 平井　智美
富山東（再任用） 富山東 丸山　敦子
富山東（再任用） 南砺平（再任用） 浜木　健繁
富山南 魚津 長森　和久
富山南 滑川 岡本　裕昭
富山南（再任用） 富山南 五十嵐　洋子
富山南（再任用） 富山西（再任用） 原田　孝一
水橋（再任用） 水橋 小川　万寿夫
呉羽 富山北部 佐伯　利恵
呉羽 富山南 大田　由紀子
呉羽 しらとり支援 喜入　大地
呉羽 高志支援 寺嶋　仁寛
呉羽（再任用） 呉羽 石川　信一
呉羽（再任用） 雄山（再任用） 佐々倉　浩
呉羽（再任用） 総教セ 長越　弘樹
雄峰 中央農業 堀内　宙子
雄峰 富山いずみ 眞川　圭二
雄峰 小杉 松崎　洋子
雄峰 石動 亀澤　優
雄峰 総教セ 竹内　元人
雄峰 総教セ 寺井　康之
雄峰 総教セ 惣元　静枝
雄峰 富山聴覚総合支援 砂川　勇斗
雄峰（再任用） 雄峰 砂川　雅昭
雄峰（再任用） 雄峰 光澤　純慎
雄峰（再任用） 雄峰 五十井　淳
雄峰（再任用） 雄峰 荒俣　加代子
雄峰（再任用） 雄峰 帰山　順子
雄峰（再任用） 雄峰 日下　弘樹
雄峰（再任用） 南砺福野 廣澤　洋子
小杉 八尾 水上　久山
小杉 高岡工芸 長井　忍布
小杉 福岡 富樫　信二
小杉 高岡支援 金山　由美子
小杉 高志支援 澤田　幸宏
小杉（再任用） 雄峰長 上田　晃嗣
小杉（再任用） 氷見長 大崎　武治
大門 呉羽 買場　優子
大門 高岡西 西村　真佑子
大門 高岡支援 羽賀　亮吉
大門（再任用） 砺波（再任用） 中葉　博文
新湊 富山北部 石﨑　達朗
新湊 富山工業 海野　麻裕
新湊 雄峰 金田　浩人
新湊 南砺平 大塚　七星
高岡 富山中部 斎藤　千秋
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高岡 大門 西野　広子
高岡（再任用） 高岡 西野　真夫
高岡（再任用） 高岡 幸塚　孝行
高岡（再任用） 石動長 片山　喜美
高岡（再任用） 福岡（再任用） 古本　仁司
高岡工芸 富山工業 阿波加　隆
高岡工芸 小杉 堀井　康夫
高岡工芸 となみ総合支援 大瀧　洋平
高岡工芸 富山総合支援 舘　裕次郎
高岡工芸（再任用） 高岡工芸頭 金尾　靖治
高岡商業 富山商業 奥川　賢一
高岡商業（再任用） 高岡商業 浅尾　聰
高岡商業（再任用） 富山工業（再任用） 有須　孝之
伏木（再任用） 大門頭 大代　敏彦
伏木（再任用） 雄峰 桂井　良
高岡南 志貴野 山田　晴大
高岡南（再任用） 高岡商業頭 山本　昭弘
志貴野 富山工業 松井　清美
志貴野 氷見 齊藤　弘晃
志貴野 砺波 吉田　哲也
志貴野 しらとり支援 中島　正陽
志貴野 高岡支援 福田　達也
志貴野（再任用） 高岡商業（再任用） 山本　哲義
志貴野（再任用） 志貴野 魚躬　委司
志貴野（再任用） 志貴野 山崎　太志
志貴野（再任用） 志貴野 四間丁　輝子
福岡 となみ野 松永　大樹
福岡 高岡支援 宮野　梨沙
福岡（再任用） 南砺福野頭 中坪　和久
氷見 高岡西 田中　雅光
氷見 富山聴覚総合支援 干場　慎也
氷見（再任用） 氷見 高岡　真二
氷見（再任用） 小杉（再任用） 山端　京子
砺波 高岡西 利田　清彦
砺波 志貴野 奥野　亜矢子
砺波 南砺福光 山田　裕佳
砺波（再任用） 砺波 石野　妙子
砺波工業 富山工業 砂田　聡
砺波工業 高岡工芸 南　祥裕
砺波工業 知事部局 清水　克次
砺波工業（再任用） 富山中部 髙井　善浩
砺波工業（再任用） 砺波工業 髙田　浩宣
南砺福野 富山商業 黒田　佳奈
南砺福野 小杉 橘　凡子
南砺福野 南砺福光 沖田　衛
南砺福野 となみ野 森田　大翔
南砺福野 となみ野 田嶋　真由美
南砺福野 しらとり支援 高谷　慎之介
南砺福野（再任用） 南砺平長 中田　正彦
南砺福野（再任用） 砺波工業 脇坂　尚行
南砺福野（再任用） 南砺福野 宮浦　渉
南砺福野（再任用） 南砺福光（再任用） 野口　安嗣
南砺平 石動 松山　和功
南砺平 高岡支援 寺島　優花
南砺平 高岡支援 有澤　華矢
南砺平（再任用） 南砺平 谷崎　孝志
南砺福光（再任用） 南砺福光 安藤　種明
石動 高岡南 小野田　葉子
石動 南砺福野 野田　郁
石動 南砺福野 村　日出国
石動 となみ総合支援 谷川　菜莉乃
石動（再任用） 石動 大谷　千春
小矢部園芸（再任用） 小矢部園芸 加賀谷　晃
小矢部園芸（再任用） 南砺福野 野村　靖人
小矢部園芸（再任用） 南砺福野 向田　政義
となみ野 志貴野 佐伯　美香
となみ野 南砺福光 河合　真智子
となみ野 となみ総合支援 齊藤　正視
となみ野（再任用） となみ野頭 伏江　章
富山視覚総合支援（再任用） 富山視覚総合支援 長森　晶子
富山聴覚総合支援 富山工業 髙橋　永久
富山聴覚総合支援 富山総合支援 大木　伸宏
富山聴覚総合支援 高志支援 鈴木　直美
富山聴覚総合支援 高志支援 吉田　理恵
富山聴覚総合支援（再任用） 富山聴覚総合支援 庄司　紀代子
富山聴覚総合支援（再任用） 富山聴覚総合支援 松岡　欣彦
高岡聴覚総合支援（再任用） 高岡聴覚総合支援 谷川　ゆか
にいかわ総合支援 富山視覚総合支援 寺西　祥彦
にいかわ総合支援 富山聴覚総合支援 大竹　達也
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にいかわ総合支援 富山総合支援 山崎　やよい
にいかわ総合支援 高志支援 明官　小百合
にいかわ総合支援 高志支援 浅野　照美
にいかわ総合支援 田中小学校 飯坂　真央
にいかわ総合支援 県教委 森岡　佑太
しらとり支援 富山西 土井　麻央
しらとり支援 にいかわ総合支援 和田　尚美
しらとり支援 高岡支援 稲積　千春
しらとり支援 高岡支援 池田　達也
しらとり支援 高岡支援 高原　裕美
しらとり支援 高岡支援 道林　友里
しらとり支援 高岡支援 姫野　由紀子
しらとり支援 となみ総合支援 金原　雅子
しらとり支援 富山総合支援 高橋　健
しらとり支援 高志支援 秋元　伸吾
しらとり支援 ふるさと支援 須藤　千由紀
しらとり支援 総教セ 植野　雄太
しらとり支援（再任用） しらとり支援 松田　由紀子
富山高等支援 富大附属支援 網谷　優子
高岡支援 富山視覚総合支援 竹内　雄亮
高岡支援 高岡聴覚総合支援 山本　友美
高岡支援 しらとり支援 邑山　えみ
高岡支援 しらとり支援 吉崎　他鶴子
高岡支援 しらとり支援 柳沢　秀子
高岡支援 高岡高等支援 四津谷　由美
高岡支援 となみ総合支援 松田　和華那
高岡支援 高志支援 土谷　純子
高岡支援 東部教育事務所 密　千春
高岡高等支援 高岡聴覚総合支援 中川　哲之
高岡高等支援 となみ総合支援 荒田　佑理
となみ総合支援 小杉 川原　祐策
となみ総合支援 しらとり支援 福田　理奈
となみ総合支援 となみ東支援 森　光康
となみ総合支援 高志支援 住吉　友貴
となみ総合支援 西部教育事務所 竹原　有里子
となみ総合支援（再任用） となみ総合支援頭 片山　浩美
となみ総合支援（再任用） となみ総合支援 中田　明美
富山総合支援 高岡聴覚総合支援 越後　直美
富山総合支援 しらとり支援 丸藤　有紀子
富山総合支援 富大附属支援 柳川　公三子
富山総合支援（再任用） 富山総合支援 平井　正浩
富山総合支援（再任用） 富山総合支援 金井　瑞恵
富山総合支援（再任用） 富山総合支援 眞田　裕子
高志支援 富山視覚総合支援 野飼　康大
高志支援 にいかわ総合支援 平澤　亜希子
高志支援（再任用） 高志支援 板屋　清学
高志支援（再任用） 高志支援 居波　明子
高志支援（再任用） 富山総合支援（再任用） 竹内　親子
ふるさと支援（再任用） ふるさと支援頭 髙木　明彦
ふるさと支援（再任用） 富山総合支援 吉岡　美和子
富大附属支援 しらとり支援 坂田　雄祐
富大附属支援 富山総合支援 熊南　真人
退職 入善 清原　芳雅
退職 入善 小森　智昭
退職 入善 内藤　航
退職 入善 穴田　有希子
退職 入善 涌井　健太郎
退職 桜井 木村　理
退職 新川みどり野 竹田　克史
退職 新川みどり野 髙嶋　秀子
退職 新川みどり野 飯沢　修
退職 新川みどり野 澤﨑　浩之
退職 魚津 石浦　由美子
退職 魚津 澤田　和博
退職 魚津工業 高木　義春
退職 魚津工業 西尾　俊久
退職 滑川 板川　和則
退職 滑川 桐　邦男
退職 上市 岩本　昌明
退職 上市 齊藤　智子
退職 上市 広瀬　昌子
退職 上市 能登　美紀子
退職 上市 堀内　大地
退職 雄山 勝本　宏昭
退職 雄山 髙戸　亜紀子
退職 雄山 長田　治
退職 雄山 平井　和代
退職 八尾 野原　義三
退職 八尾 大畑　公彰
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退職 八尾 松平　加奈子
退職 富山西 渡部　隆志
退職 富山 石溪　秀満
退職 富山 澤田　利浩
退職 富山 細川　喜代範
退職 富山 松倉　弘英
退職 富山中部 米田　仁
退職 富山中部 多賀　香世子
退職 富山中部 髙井　善浩
退職 富山工業 数井　正広
退職 富山工業 十二　博
退職 富山工業 佐野　光正
退職 富山工業 廣田　裕子
退職 富山工業 帰山　寛
退職 富山工業 中山　光広
退職 富山商業 柳田　敦子
退職 富山商業 辻岡　徹
退職 富山商業 塩澤　比呂志
退職 富山商業 武田　浩司
退職 富山商業 林　雅則
退職 富山いずみ 谷川　淳
退職 富山いずみ 中斉　睦美
退職 富山東 山田　剛司
退職 富山東 丸山　格司
退職 富山東 丸山　敦子
退職 富山東 山本　富士子
退職 富山南 高橋　尚美
退職 富山南 五十嵐　洋子
退職 水橋 澤田　郁代
退職 水橋 小川　万寿夫
退職 呉羽 貫和　ゆか子
退職 呉羽 石川　信一
退職 雄峰 前田　純子
退職 雄峰 河合　雅子
退職 雄峰 塩原　雄毅
退職 雄峰 砂川　雅昭
退職 雄峰 光澤　純慎
退職 雄峰 五十井　淳
退職 雄峰 荒俣　加代子
退職 雄峰 帰山　順子
退職 雄峰 日下　弘樹
退職 雄峰 桂井　良
退職 雄峰 寺林　江里子
退職 大門 河内　啓晋
退職 高岡 西野　真夫
退職 高岡 幸塚　孝行
退職 高岡西 小峯　秋二
退職 高岡工芸 五島　救
退職 高岡工芸 鍛治　増幸
退職 高岡商業 羽田野　忠
退職 高岡商業 北村　治人
退職 高岡商業 浅尾　聰
退職 高岡商業 向井　幹雄
退職 志貴野 矢崎　博之
退職 志貴野 魚躬　委司
退職 志貴野 山崎　太志
退職 志貴野 四間丁　輝子
退職 氷見 高澤　真穂美
退職 氷見 高岡　真二
退職 砺波 石野　妙子
退職 砺波工業 脇坂　尚行
退職 砺波工業 髙田　浩宣
退職 南砺福野 荻布　徹就
退職 南砺福野 廣澤　洋子
退職 南砺福野 宮浦　渉
退職 南砺福野 野村　靖人
退職 南砺福野 向田　政義
退職 南砺福野 中村　朋代
退職 南砺平 谷崎　孝志
退職 南砺福光 安藤　種明
退職 南砺福光 山瀬　敦子
退職 石動 大谷　千春
退職 石動 渡邉　隆夫
退職 小矢部園芸 餘茂田　哲朗
退職 小矢部園芸 加賀谷　晃
退職 となみ野 櫻木　友子
退職 富山視覚総合支援 長森　晶子
退職 富山聴覚総合支援 高松　正仁
退職 富山聴覚総合支援 松岡　欣彦
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退職 富山聴覚総合支援 庄司　紀代子
退職 富山聴覚総合支援 道元　唯子
退職 富山聴覚総合支援 浪川　元秀
退職 高岡聴覚総合支援 谷川　ゆか
退職 高岡聴覚総合支援 上田　康子
退職 にいかわ総合支援 山田　かつら
退職 にいかわ総合支援 原田　英樹
退職 しらとり支援 松田　由紀子
退職 しらとり支援 山﨑　雅季
退職 しらとり支援 安居院　祥子
退職 高岡支援 松田　真治
退職 高岡支援 松島　実
退職 高岡支援 松木　さゆり
退職 となみ総合支援 中田　明美
退職 富山総合支援 平井　正浩
退職 富山総合支援 金井　瑞恵
退職 富山総合支援 眞田　裕子
退職 富山総合支援 吉岡　美和子
退職 富山総合支援 稲垣　晶紀
退職 高志支援 板屋　清学
退職 高志支援 居波　明子
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