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成田小…鈴木牧子（佐倉・王子台小） 鈴木孝仁（袖ヶ浦・昭和中） 岸幹忠
（印西・小林小） 小柴光子（栄・安食台小） 大久保千香（佐倉・染井野
小） 林洋子（本城小） 星秀光（佐倉・志津中） 横山昌彦（千葉県文化
財センター） 勝田大介（新任） 棚町尚子（新任）（栄）根本光江（西
中）

遠山小…○篠原弦一（○中台中） 井澤裕子（平成小） 三枝千恵子（四街
道・和良比小）（養）柳澤晶子（佐倉・和田小）

三里塚小… 安輝司（大栄・桜田小） 池亀節雄（佐倉・小竹小）（養）藤
平美恵子（本埜・滝野小）

東小…○平野清（○印西・小倉台小） 岩田裕之（栄・竜角寺台小） 大嶋朋
子（大栄・川上小）（養）飯野靖子（富里・日吉台小）（事）江澤みつ子
（富里・七栄小）
久住第一小…◎小関智子（◎本埜第二小）
久住第二小…喜多靖（佐倉・西志津小）（事）鈴木力（四街道北中）
豊住小…○大島邦（○富里・浩養小） 中根京子（橋賀台小）
八生小…○門脇興次（○東小） 溝口真（本城小）（栄）神保敦子（新任）
公津小…◎岩井睦（成田市教育委員会） 八木沢秀治（四街道・大日小）
香取伸嘉（佐倉小）（養）浦壁京子（佐倉中）

向台小…○白井登（○四街道・四和小） 藤 百合子（東小） 佐藤悦子（印
西・小林北小） 鈴村桂一（芝山小） 石田広子（富里小）（事）林晴美
（東小）
加良部小…◎木川香（◎佐倉・下志津小） 佐藤祐子（栄・竜角寺台小） 飯
岡秀典（東小） 稲川明子（佐倉小） 鈴木晶子（酒々井・大室台小） 佐
藤宣彦（八街・笹引小） 染谷久枝（橋賀台小） 田原康介（新任）

橋賀台小…笹川繁子（栄・安食台小） 小林直彦（八街南中）
新山小…○藤原聖士（○玉造小） 石橋夫美子（栄・安食小） 佐々木真由
美（本埜・滝野小） 石井航（佐倉・弥富小）

吾妻小…◎田上さよ子（○向台小） 野口里絵（豊住小） 阿部智子（本埜
第一小） 渡部健（佐倉小）（事）菅原恵美子（佐倉・根郷小）

玉造小…○前林良秋（○中台小） 清水薫（印旛・六合小） 大場文江（向台
小）

中台小…○神嵜諭（印旛地方出張所） 穴澤由美子（本埜・滝野小） 日色
章（栄・安食小） 田口美智子（佐倉・王子台小）

神宮寺小…◎今井愼一（◎佐倉・山王小） 飯田嘉彦（栄・安食台小） 平野
隆（八街・川上小）（養）山下千春（佐倉・根郷小）

平成小…◎武藤初夫（◎佐倉・青菅小） 伊藤三知男（富里・浩養小） 嶋岡
孝之（久住第二小） 川村茂美（印西・高花小） 林幾子（公津小） 京増
貴美枝（本城小） 越川美紀（新任）

本城小…○新垣豊彦（○酒々井・大室台小） 田谷明子（遠山小） 岩澤裕
子（富里・洗心小） 田中よし枝（富里・根木名小）

成田中…◎木村忍（◎四街道中） 鈴木榮子（富里中） 山本浩司（八街中）
臼井昌章（佐倉・志津中） 石井里佳（新任）

遠山中…○吉田昌弘（成田市教育委員会） 長谷川良太（栄中） 藤本祐樹
（八街北中） 菅谷久恵（本埜中） 出山孝平（新任）
久住中…○永松俊三郎（○四街道・旭中） 片瀬実（印西・小林中） 野澤秀
之（佐倉・臼井南中） 三村真一（佐倉中） 高瀬裕（佐倉・上志津中）

豊住中…三橋良一（遠山中） 芝真知子（栄東中）
西中…◎遠藤俊治（印旛地方出張所） 吉野光子（佐倉・井野中） 林和子
（四街道中） 志田英之（酒々井中） 岡友江（久住中） 石橋美和子
（佐倉・志津中） 日當真弓（豊住中） 大和義己（八街中） 野原智（新
任） 紺野美雪（新任）（養）千葉奈三子（八街中）

中台中…○ 芝徹（○久住中） 荒木伸代（玉造中） 成田公敏（佐倉・臼井
南中）

吾妻中…重田幸男（八街中央中）
玉造中…◎茅野達也（◎佐倉・井野中） 宗政隆雄（久住中） 土屋敦子（八
街北中） 岩崎徹（成田中） 籏正雄（遠山中）

教育委員会…齊藤利明（◎東庄・東城小） 高山勇（○本城小） 伊藤久男
（○印西・木刈小） 寒川晃士（千葉県教育庁印旛地方出張所） 小泉三
智雄（白井第二小） 中條専一（成田中）

市立小・中学校　学校職員の異動
◎校長　　○教頭　 （養）養護教諭　 （事）事務職員　 （栄）栄養職員
（ ）は転出先または前任地

転出・退職
成田小…富澤洋子（富里第一小） 木塚愛子（富里・七栄小） 佐藤由美子
（佐倉・白銀小） 海老原義和（本埜第一小） 中田安見児（館山・北条小）
椿典子（栄・安食小） 種村麻子（佐倉・西志津小） 岩 元（富里市教育
委員会） 平出利枝（退職）（栄）島田明子（八街南中）

遠山小…○渡辺則雄（○富里・浩養小） 小川より子（退職） 田谷明子（本
城小）（養）村田ひとみ（栄中）

三里塚小…安 恵子（栄・安食小） 森澤仁志（富里養護学校）（養）酒井
久美子（千葉・花見川第四小）

東小…○門脇興次（○八生小） 藤 百合子（向台小） 飯岡秀典（加良部
小）（事）林晴美（向台小）

久住第一小…◎岡善夫（◎四街道・旭小）
久住第二小… 頭憲子（栄・竜角寺台小） 嶋岡孝之（平成小）（事）高木
小百合（酒々井・大室台小）

中郷小…小坂 子（栄・竜角寺台小）
豊住小…○熱田一朗（○印旛・平賀小） 野口里絵（吾妻小）
八生小…○渡 直行（○佐倉・染井野小） 加藤誠則（佐倉・臼井小）（栄）
渡邉千鶴子（退職）

公津小…◎若松高明（◎佐倉・下志津小） 林幾子（平成小） 石橋健男（八街・朝
陽小）鈴木与志実（我孫子・湖北東小）（養）石井真理子（佐倉・山王小）

向台小…○田上さよ子（◎吾妻小） 大場文江（玉造小） 伊藤節子（富里
南小）（事）床枝みゆき（銚子・春日小）

加良部小…◎池俊一（◎栄・安食台小） 櫻井芳子（退職） 本田愛子（富
里・日吉台小） 栗山淳子（八街・実住小） 橋口賢一（栄・北辺田小） 佐
藤浩（千葉県教育委員会）

橋賀台小…染谷久枝（加良部小） 橋本照子（富里・日吉台小） 中根京子
（豊住小）
新山小…○長澤房枝（◎本埜・滝野小） 中野悦子（富里・浩養小） 長竿啓
子（栄・安食小） 佐藤初子（富里小） 藤みどり（印旛・六合小）

吾妻小…◎櫻井博克（◎印旛・宗像小） 伊藤恵美子（富里・日吉台小） 竹
尾幸（印旛・六合小） 松橋義己（佐倉・間野台小）（事）池亀みちよ（退
職）

玉造小…◎秋葉建一（船橋・少年自然の家） ○藤原聖士（○新山小） 植
草智代（八街・交進小） 君塚信宏（佐倉小）

中台小…○前林良秋（○玉造小） 櫻井昭（佐倉・内郷小） 秋山順子（栄・
安食台小） 岸広美（佐倉・白銀小）

神宮寺小…◎杉沢保雄（◎本埜第二小） 溝口亨（佐倉・上志津小）（養）
佐々木馨（佐倉・千代田小）

平成小…◎椎名武男（◎本埜第一小） 井澤裕子（遠山小） 白石厚子（千
葉大学附属小）

本城小…○高山勇（成田市教育委員会） 仁田泰子（退職） 溝口真（八生
小） 冨田祥子（富里・七栄小） 林洋子（成田小） 京増貴美枝（平成小）

成田中…◎ 之（退職） 根本栄治（佐倉・井野中） 中條専一（成田市教
育委員会） 阿部光雄（佐倉・臼井中） 岩崎徹（玉造中） 木村吉美（退職）

遠山中…○中村等（○富里南中） 三橋良一（豊住中） 籏正雄（玉造中）
山下純（印西・船穂中） 東真裕美（四街道西中）

久住中…○ 芝徹（○中台中） 波田野真司（富里養護学校） 佐久間美代
子（栄中） 岡友江（西中） 宗政隆雄（玉造中）

豊住中…日當真弓（西中） 石川加代子（退職）
西中…◎井口芳美（佐倉市教育委員会） 田良子（退職） 橋一将（退
職） 田英子（富里中） 大木秀一（四街道西中） 星浩子（佐倉・西志
津中） 石田幸子（富里中） 田村美樹（白井・大山口中） 山本典孝（佐
倉・志津中） 櫻井康央（東金・東中） 島田敬子（船橋市立船橋養護学校）
（養）延原幸子（印西・原小）（事）盆小原幸生（佐倉・白銀小）（栄）根本
光江（成田小）

中台中…○篠原弦一（○遠山小） 岡政子（八街北中） 鈴木忍（印西・西
の原中） 瀧和男（佐倉・根郷小）

吾妻中…椎名源治（印西・西の原中）
玉造中…◎堀内祐司（◎白井・七次台中） 大原敏郎（我孫子養護学校）
清水紀子（八街南中） 坂野友子（白井・南山中） 大谷美恵子（佐倉・根
郷中） 宮下勉（袖ヶ浦養護学校） 荒木伸代（中台中）

教育委員会…岩井睦（◎公津小） 並木進（千葉県教育庁北総教育事務所）
吉田昌弘（○遠山中） 松山徹（印西・木刈小） 佐々木英夫（市長部局生
活安全部）

転入・新任など




