
新 旧 氏　名

*下新川郡
入善中 魚・東部中 池原　沙織
入善中 清明中 倉谷　祐太郎
入善中 滑・滑川中 村田　真
入善中（再任用） 入善中 上原　丈和
朝日中 入善中 木村　有希
朝日中（再任用） さみさと小 青嶋　浩
退職 入善中 上原　丈和
退職 入善中 九里　洋子
退職 入善中 福澤　美穂子
*魚津市
西部中 東部中 関口　健
西部中 朝日中 廣川　平
西部中（再任用） 東部中（再任用） 立花　宏之
魚津市教セ 西部中 岩城　哲也
魚津市教セ（再任用） 東部中 三井　昭
東部中 西部中 金盛　稔生
東部中 よつば小 河村　領太
東部中 西部中 竹山　聡美
東部中 魚津市教セ 中川　晶子
東部中 西部中 中村　信也
退職 東部中 中坪　静子
退職 東部中 三井　昭
*黒部市
清明中 明峰中 臼井  紗佳
清明中 明峰中 川村　直弘
清明中 魚・西部中 野坂　俊彦
清明中 明峰中 濱浦　幸恵
清明中（再任用） 明峰中 中坪　徹
明峰中 朝日中 寺崎　あゆ子
明峰中 滑・西部小 舟根　慎
明峰中（再任用） 明峰中頭 市岡　きぬえ
明峰中（再任用） 清明中 谷口　正浩
退職 清明中 谷口　正浩
退職 明峰中 中坪　徹

新 旧 氏　名

*富山市
芝園中 岩瀬中 奥野　由子
芝園中 速星中 島田　鉄男
芝園中 北部中 増原　透
芝園中（再任用） 芝園中 川上　裕美
堀川中 速星中 相山　知範
堀川中 東部中 宮部　祐美子
堀川中（再任用） 西部中長 青山　寿夫
堀川中（再任用） 新庄中（再任用） 津山　秀一
堀川中（再任用） 奥田中（再任用） 松本　知子
東部中 杉原中 田島　睦夫
東部中 速星中 土屋　恭子
東部中（再任用） 芝園中（再任用） 國香　正恵
西部中 藤ノ木中 石倉　貴志
西部中 南部中 伊東　智嗣
西部中 堀川中　 下戸　純
西部中 山田中 鈴本　晴香
西部中 藤ノ木中 正橋　潤
西部中 新庄中 山内　智和
南部中 山室中 片山　幸男
南部中 呉羽中 河原　隆史
南部中 杉原中 島田　大
南部中 豊田小 髙木　智也
南部中 上市中 長島　陽葉
南部中 山室中 長谷川　正俊
南部中 大沢野中 松本　美佳
北部中 上滝中 石渓　定子
北部中 八尾中 牛島　孝子
北部中 大沢野中 木村　成博
北部中 山室中 中島　庸子
北部中 堀川中 水越　美咲
北部中 西部中 森川　誠
北部中（再任用） 奥田中（再任用） 石川　弘明
北部中（再任用） 水橋中（再任用） 小林　敬子
新庄中 芝園中 片岡　南
新庄中 興南中 片野　真一
新庄中 山室中 田中　宏
新庄中 呉羽中 田中　雄太
新庄中（再任用） 南部中 佐竹　良夫
新庄中（再任用） 西部中（再任用） 布村　清昭

中学校教諭（魚津地区）
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岩瀬中 奥田中 岩﨑　あずさ
岩瀬中 富大附属中 太田　昌宏
岩瀬中 大泉中 尾嶋　崇儀
岩瀬中 堀川中 金山　望
岩瀬中 西部中 山中　一世
岩瀬中（再任用） 藤ノ木中（再任用） 石金　昌三
岩瀬中（再任用） 岩瀬中 岩本　加津美
岩瀬中（再任用） 大沢野中 坂口　美也子
山室中 堀川中 内山　良子
山室中 堀川中 志賀　靖子
山室中 南部中 下山　琢也
山室中 北部中 竹林　栄
山室中 水橋中 出村　秀司
山室中 岩瀬中 森本　篤史
山室中（再任用） 呉羽中（再任用） 高尾　昭壽
奥田中 山室中 岩崎　千夏
奥田中 南部中 澤山　啓子
奥田中 上滝中 柴田　千尋
奥田中 八尾中 問谷　文悟
奥田中（再任用） 呉羽中 橋本　正彦
大泉中 芝園中 金井　恭子
大泉中 山室中 滑川　佳子
和合中 芝園中 櫻井　崇人
和合中 東部中 菅田　明奈
和合中（再任用） 和合中 白石　郁代
月岡中 城山中 大森　雄一
月岡中 呉羽中 金田　奈緒子
月岡中 北部中 木田　智也
呉羽中 船峅小 大島　未乃里
呉羽中 大沢野中 坂本　佳子
呉羽中 水橋中 炭元　恵梨子
呉羽中 奥田中 鶴見　淳
呉羽中 射・小杉南中 服部　貴史
呉羽中 和合中 藤井　信一朗
呉羽中 城山中 松崎　俊彦
呉羽中（再任用） 呉羽中 松田　隆
水橋中 月岡中 藤塚　知子
水橋中 呉羽中 山田　將代
興南中 西部中 橋本　明博
興南中（再任用） 上滝中長 青江　和弘
興南中（再任用） 興南中 橋本　孝浩
藤ノ木中 八尾中 小川　浩太郎
藤ノ木中 八尾中 川嶋　武蔵
藤ノ木中 速星中 清水　寛之
藤ノ木中 富大附属中 上不　理恵
藤ノ木中 西部中 中村　有希
藤ノ木中 大泉中 堀　　薫
藤ノ木中（再任用） 堀川中（再任用） 中嶋　賢和
藤ノ木中（再任用） 堀川中 　紀子
北部中松風分校（再任用） 北部中（再任用） 若林　貞志
大沢野中 北部中 青江　美記子
大沢野中 上市中 大澤　健史
大沢野中 堀川中 高木　朗良
大沢野中 城山中 服部　雄大
大沢野中 東部中 山口　香
大沢野中 北部中 山口　順司
上滝中 奥田中 久世　真弓
速星中 城山中 今村　雅江
速星中 八尾中 太田　星羅
速星中 和合中 城石　睦人
速星中 東部中 杉村　利之
速星中 大沢野中 福井　喬士
速星中（再任用） 北部中（再任用） 柿山　ひとみ
速星中（再任用） 速星中 中谷　治美
速星中（再任用） 上滝中（再任用） 日谷　敏夫
城山中 速星中 須波　昌美
城山中 新庄中 藤塚　卓己
八尾中 月岡中 稲野　崇司
八尾中 大泉中 小西　秀太郎
八尾中 北部中 鈴木　吉展
八尾中（再任用） 八尾中 井澤　光弘
杉原中 南部中 白髭　克之
杉原中 三成中 髙田　一美
杉原中 興南中 山下　祥子
山田中 速星中 平田　里子
山田中（再任用） 杉原中 上田　美雪
山田中（再任用） 山室中（再任用） 松本　純
富大附属中 和合中 西出　忠司
退職 芝園中 川上　裕美
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退職 堀川中 　紀子
退職 西部中 滝　みゆき
退職 西部中 三鍋　理恵子
退職 南部中 佐竹　良夫
退職 北部中 松浦　宏美
退職 新庄中 羽根　幸一
退職 岩瀬中 岩本　加津美
退職 奥田中 北村　奈津樹
退職 和合中 白石　郁代
退職 呉羽中 橋本　正彦
退職 呉羽中 松田　隆
退職 三成中 渡邉　聡太
退職 興南中 橋本　孝浩
退職 藤ノ木中 中尾　容子
退職 大沢野中 亀倉　恵里
退職 大沢野中 坂口　美也子
退職 速星中 京　和慶
退職 速星中 高田　涼子
退職 速星中 中谷　治美
退職 八尾中 井澤　光弘
退職 杉原中 上田　美雪
退職 山田中 富田　圭二
退職 楡原中 富田　祐子
*中新川郡
上市中 雄山中 松井　沙織
雄山中 上市中 松本　瑞美
雄山中（再任用） 雄山中 白井　理一
雄山中（再任用） 立山北部小 土井　雅美
雄山中（再任用） 雄山中 柳田　典子
舟橋中 魚・東部中 相田　健悟
舟橋中 にいかわ総合支援 山岸　雄太郎
退職 雄山中 石黒　美貴子
退職 雄山中 白井　理一
退職 雄山中 柳田　典子
*滑川市
滑川中 新庄中 平井　諭
滑川中（再任用） 滑川中長 東城　浩一
早月中 滑川中 中瀬　陽一
早月中 滑川中 渡邊　慎也
早月中（再任用） 魚・東部中 中坪　静子
退職 早月中 岩田　衛
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新 旧 氏　名

*高岡市
高陵中 五位中 大村　彩
高陵中 南星中 田賀　美奈
高陵中 志貴野中 宮原　翼
高陵中 福岡中 渡邊　亜仁
高陵中（再任用） 高陵中 橋本　ひとみ
高岡西部中 福岡中 大野　尚志
高岡西部中 志貴野中 子吉　佑
高岡西部中 高陵中 宮本　陽子
高岡西部中（再任用） 北村　元秀
高岡西部中（再任用） 志貴野中 轟　信治
高岡西部中（再任用） 高岡西部中 満保　知世子
南星中 伏木中 有川　美紀
南星中 高岡西部中 井田　幸佑
南星中 志貴野中 老田　皆実
南星中 芳野中 清原　仁志
南星中 砺・庄西中 林　孝之
南星中 高岡西部中 平瀨　正樹
南星中 高陵中 結城　貴大
志貴野中 芳野中 金本　英朗
志貴野中 五位中 下田　浩治
志貴野中 福岡中 戸圓　知香
志貴野中 南星中 中村　昌寛
志貴野中 南・井波中 堀江　祐美
芳野中 牧野中 新井　佑佳
芳野中 福岡中 加賀見　智子
芳野中 伏木中 川越　康嵩
芳野中 戸出中 宮﨑　江美子
伏木中 牧野中 蛯谷　徳成
伏木中 中田中 沢田　富美子
伏木中 高陵中 野　亜希江
牧野中 中・舟橋中 大木　琢矢
牧野中 高陵中 岡山　聡史
牧野中 芳野中 津田　育実
牧野中 南星中 中野　佐知子
牧野中 南星中 山下　一浩
牧野中 高陵中 山本　隆資
五位中 志貴野中 杉林　美恵
戸出中 中田中 川原　美紀
中田中 富・岩瀬中 明野　淳子
中田中 国吉義務教育 新保　智恵
中田中（再任用） 中田中 岩嵜　利勝
福岡中 下関小 筏井　紀代美
福岡中 高岡西部中 井沢　はるみ
福岡中 芳野中 大西　雅子
福岡中 南星中 城石　正樹
福岡中 志貴野中 西村　達弥
福岡中 高陵中 藤長　成美
富大附属中 南星中 山室　美緒
退職 高陵中 橋本　ひとみ
退職 高岡西部中 天野　欣哉
退職 高岡西部中 満保　知世子
退職 志貴野中 雨野　暉
退職 志貴野中 轟　信治
退職 芳野中 竹内　美恵
退職 牧野中 油井　裕
退職 牧野中 桃井　浩章
退職 中田中 岩嵜　利勝
退職 福岡中 木原　嘉孝
*射水市
小杉中 小杉南中 荒谷　和代
小杉中 射北中 石見　由美子
小杉中 大門中 上西　健人
小杉中 大門中 野本　美香
小杉中 新湊南部中 濵元　結女
小杉中 砺・庄川中 原田　尚幸
小杉中 射北中 古澤　さゆり
小杉中 大門中 本江　就海
小杉中 中・雄山中 村中　眞
小杉南中 小杉中 髙田　雅行
小杉南中 小杉中 田畑　悟
大門中 小杉中 河西　剛志
大門中 小杉南中 田畑　邑果
大門中 小杉中 玉井　透
大門中 富大附属中 龍瀧　治宏
大門中（再任用） 大門中 金井　博之
新湊中 小杉中 宮腰　太輔

中学校教諭（高岡地区）
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新湊中 富・奥田中 森川　涼子
新湊中 小杉中 八下田　健輔
新湊南部中 滑・早月中 髙田　千成実
射北中 新湊中 安達　千里
退職 小杉中 小山　文恵
退職 小杉南中 浪波　舞
退職 大門中 石黒　葉月
退職 大門中 金井　博之
退職 大門中 川端　由美
退職 新湊中 前田　美香
退職 射北中 生駒　勝浩
*氷見市
南部中 西條中 川端　佐和子
南部中 南星中 西出　裕太
南部中 窪小 森永　真未
北部中 西條中 濵田　信子
北部中 西條中 伏喜　美和子
北部中（再任用） 北部中 田　千恵
北部中（再任用） 松島　健一郎
十三中 南部中 嶋　正史
十三中（再任用） 十三中 小嶋　啓新
十三中（再任用） 西條中（再任用） 田辺　由美子
西條中 北部中 江尻　史世
西條中 北部中 笹木　邦紘
西條中 宮田小 島　麻利
西條中 西の杜学園 松村　久志
退職 南部中 林　宏次朗
退職 北部中 中村　祐太
退職 北部中 田　千恵
退職 十三中 小嶋　啓新
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新 旧 氏　名

*南砺市
井波中 城端中 北澤　秀昌
井波中 城端中 口　佳子
井波中（再任用） 吉江中 窪田　勲
利賀中 福光中部小 岡村　智之
利賀中（再任用） 福光中（再任用） 溝口　秀勝
城端中 福野中 大島　康生
城端中 福光中 金岡　恵子
城端中 福野中 藪　陽介
城端中（再任用） 井口中長 今井　幸代
福野中 城端中 伊藤　朱里
福野中 井口中 岩崎　和寛
福野中 吉江中 川島　正樹
福野中 城端中 中山　麻美
福野中 利賀中 野口　光紀
福野中 吉江中 長谷川　輝和
福野中（再任用） 城端中（再任用） 前田　幸司
福光中 福野中 桑﨑　美緒
福光中 福野中 蓑口　規子
吉江中 福野中 岩原　正剛
吉江中（再任用） 井波中 森田　康寛
富大附属中 福野中 清水　暁子
退職 井波中 西田　忍
退職 井波中 森田　康寛
退職 福野中 冨田　智世
退職 吉江中 窪田　勲
*砺波市
出町中 県教委（砺波市派遣） 齊藤　洋文
出町中 庄西中 島田　英明
出町中 庄西中 坪本　吉史
出町中（再任用） 出町中 佐藤　竜彦
砺波市教セ 出町小頭 宮井　剛
庄西中 射・小杉中 大嶋　遼太郎
庄西中 般若中 西澤　実
庄西中（再任用） 庄西中 今枝　正也
庄西中（再任用） 庄西中 高野　美樹子
退職 出町中 佐藤　竜彦
退職 出町中 中筋　正之
退職 出町中 前田　和則
退職 庄西中 今枝　正也
退職 庄西中 高野　美樹子
*小矢部市
石動中 大谷中 上田　努
石動中 津沢中 松山　佳苗
石動中（再任用） 蟹谷中 能　直樹
津沢中 蟹谷中 上山　寿美枝
津沢中 石動中 松本　真弓
蟹谷中 津沢中 往蔵　雅人
蟹谷中 石動小 松本　大輔
退職 蟹谷中 能　直樹

中学校教諭（砺波地区）
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