
平成２９年度

教職員人事異動名簿

壱岐市教育委員会



【校長】 （○新補） 【養護教諭】 （○新補）

市町 学校 市町 学校
瀬戸小 壱岐市 柳田小 末永　統子 志原小 ○ 河野　なつ
柳田小 平戸市 田平北小 ○ 森下　健二 芦辺小 壱岐市 沼津小 長岡　和子
那賀小 壱岐市 壱岐市教委 ○ 安永　　功
三島小 　  　 〃 三島小 ○ 山口　拓也

【教頭】 （○新補） 【事務主査】 （昇任）

市町 学校 市町 学校
三島小 壱岐市 霞翠小 野本　和徳 渡良小 壱岐市 渡良小 横田　しをり
盈科小 　  　 〃 壱岐市教委 ○ 石橋　　享
志原小 　  　 〃 志原小 ○ 池内　靖明
鯨伏小 　  　 〃 柳田小 ○ 竹原　香代里 【事務職員】 （○新補）
勝本小 長崎市 三重小 ○ 富永　弘樹
霞翠小 壱岐市 瀬戸小 ○ 吉田　明史 市町 学校

志原小 南島原市 加津佐中 石川　佳奈子
八幡小 ○ 山里　恒平

【教諭】 （○新補）

市町 学校 【再任用】
盈科小 長崎市 女の都小 馬場　知子

　　 〃 長崎市 城山小 元松　邦仁 市町 学校
　　 〃 ○ 平田　真菜 盈科小 壱岐市 盈科小 篠﨑　　薫

渡良小 壱岐市 筒城小 青柳　奈美子 志原小 壱岐市 霞翠小 里村　惠利子
　　 〃 大村市 西大村小 森林　裕二 鯨伏小 壱岐市 鯨伏小 森山　早百合
　　 〃 諫早市 小栗小 小山　夕佳利 霞翠小 壱岐市 船川　裕美
　 　〃 長与町 長与南小 林田　　巧 石田小 壱岐市 石田小 福田　好見
　 　〃 ○ 坂本　優奈

柳田小 平戸市 平戸小 納屋　喜美
　　 〃 長崎市 江上小 渡　　勝則
　 　〃 長与町 洗切小 橋本　真実

沼津小 壱岐市 鯨伏小 豊島　なぎさ
　 　〃 平戸市 野子小 納屋　貴樹
　 　〃 雲仙市 千々石第一小 川村　后菜永

志原小 長崎市 深堀小 山口　貴幸
初山小 壱岐市 霞翠小 中尾　かおる
鯨伏小 壱岐市 三島小 豊坂　照代

〃 〃 那賀小 平本　紀子
〃 ○ 山内　由香理

勝本小 壱岐市 霞翠小 松本　弓子
〃 長崎市 桜が丘小 片岡　初美
〃 大村市 萱瀬小 松尾　永二
〃 ○ 浦川　成美

霞翠小 大村市 富の原小 宇田川　雅子
〃 ○ 石橋　英子

箱崎小 壱岐市 志原小 渡野　浩美
〃 大村市 村松小 桑原　功次

瀬戸小 諫早市 遠竹小 森岡　美佳
〃 長崎市 戸町小 栗山　幸喜
〃 ○ 長山　佑一郎

田河小 壱岐市 八幡小 田口　智子
〃 長崎市 小榊小 桑原　希代子
〃 ○ 藤谷　真美

芦辺小 壱岐市 瀬戸小 野田　有希子
〃 諫早市 喜々津小 古瀬　善之

石田小 壱岐市 筒城小 長岡　祥文
〃 壱岐市 芦辺小 松本　麻衣子
〃 長崎市 附属小 森　　　久生
〃 長与町 長与小 今崎　貴子
〃 ○ 小田　楓花

筒城小 佐世保市 花高小 松村　　誠
〃 長崎市 桜が丘 渡邉　絢子

新補校
現勤校

氏　　名

新補校
現勤校

氏　　名

平成２９年度　教職員人事異動名簿　№１　小学校

氏　　名

新補校
現勤校

氏　　名

氏　　名新補校
現勤校

新補校
現勤校

氏　　名

新補校
現勤校

氏　　名

新補校
現勤校



【教頭】 （○新補） 【事務主幹】

市町 学校 市町 学校

芦辺中 壱岐市 壱岐市教委 ○ 末永　憲之 郷ノ浦中 壱岐市 勝本中 呼子　拓也

石田中 壱岐市 芦辺中 奥田　千穂

【教諭】 （○新補） 【事務主任】

市町 学校 市町 学校

郷ノ浦中 壱岐市 石田中 中野　あづさ 勝本中 大村市 大村小 塚原　ひろみ

〃 長崎市 黒崎中 川下　靖彦

〃 ○ 瀬山　奈央 【再任用】

勝本中 壱岐市 芦辺中 長嶋　亜希子

芦辺中 壱岐市 郷ノ浦中 富場　潤輝 市町 学校

〃 〃 石田中 竹原　正法 石田中 壱岐市 浦川　啓子

〃 南島原市 布津中 小渕　優子

〃 ○ 寺園　康秀

石田中 佐世保市 祇園中 大久保　薫子

〃 壱岐市 郷ノ浦中 豊永　弘和

〃 〃 芦辺中 岩﨑　浩人

〃 〃 芦辺中 松山　幸司

〃 〃 郷ノ浦中 日髙　和子

〃 諫早市 諫早中 佐藤　さおり

〃 ○ 松尾　優花

新補校
現勤校

氏　　名

新補校
現勤校

氏　　名

平成２９年度　教職員人事異動名簿　№２　中学校

現勤校
氏　　名

現勤校
氏　　名新補校

現勤校

新補校

氏　　名 新補校



【校長】 【教諭】

市町 学校 市町 学校
長崎市 神浦小 三島小 朝長　浩二 川棚町 川棚中 郷ノ浦中 島田　匡成
諫早市 上諫早小 瀬戸小 山内　陽一 大村市 桜が原中 郷ノ浦中 山下　耕平
諫早市 本野小 那賀小 後田　宏幸 諫早市 北諫早中 勝本中 山下　裕里

時津町 鳴北中 芦辺中 森廣　揚子
【教頭】 （○新補） 佐々町 佐々中 〃 西　　 晃宏

　 佐世保市 日野中 石田中 島田　美紀
市町 学校 長崎市 三重中 〃 熊丸　直樹

雲仙市 愛野小 盈科小 永尾　哲也 諫早市 小長井中 〃 松本　朋子
長崎市 西山台小 志原小 桑原　重久 大村市 大村中 〃 西     和美

【教諭】 　

市町 学校
島原市 島原第二小 盈科小 松﨑　宣人

南島原市 有家小 〃 池田　富美子
島原市 第四小 〃 中島　伸一

佐世保市 浅子小 〃 西　　 美里
大村市 大村小 渡良小 増山　聡子
大村市 中央小 渡良小 吉丸　智大
長与町 長与小 柳田小 近藤　順子
大村市 竹松小 沼津小 渡海　一彦
長崎市 桜が丘小 鯨伏小 川下　晃子

南島原市 堂崎小 勝本小 中村　千治
勝本小 髙橋　泰之

雲仙市 西郷小 霞翠小 岩永　里美
諫早市 御館山小 箱崎小 馬塲　盛貴
長崎市 戸町小 瀬戸小 今畠　拓馬
長崎市 大園小 田河小 中里　敦子
大村市 旭が丘 〃 渡海　里希

佐世保市 福石小 八幡小 三岳　宏幸
諫早市 小野小 芦辺小 安居院　親孝
雲仙市 小浜小 〃 林田　　淳

佐世保市 清水小 石田小 三岳　あけみ
長崎市 高尾小 〃 森　美智子

【養護教諭】

市町 学校
大村市 東大村小 芦辺小 岩永　美香

【栄養教諭】

市町 学校
柳田小 冨山　美穂

【事務主査】

市町 学校
長与町 高田小 瀬戸小 川崎　牧子

新補校

氏　　名

新補校
現勤校 氏　　名

平成２９年度　教職員人事異動名簿　№３　管外転出

小学校

新補校

中学校

新補校
現勤校

新補校
氏　　名現勤校 現勤校

氏　　名

新補校
現勤校

現勤校 氏　　名

氏　　名

新補校
現勤校 氏　　名

長崎大学教育学部附属小

長崎大学教育学部附属小



【教諭】

現勤校

箱崎小

沼津小

筒城小

勝本中

石田中

【養護教諭】

現勤校

志原小

【事務主幹】

現勤校

郷ノ浦中

新所属 現勤校 氏　　　名

県教委 壱岐市教委 松嶋　真美子

県教委 勝本小 丸山　朋子

県教委 石田小 中野　大介

県教委 勝本中 山口　百合子

県教委 志原小 中村　結花

県教委 八幡小 嶋田　結花

県教育センター 勝本小 青柳　辰彦

県教育センター 初山小 林田　由美

壱岐市教委 県教委 松田　裕見子

壱岐市教委 県教委 山内　英治

壱岐市教委 石田中 川上　　康

壱岐市教委 石田中 安原　美智子

諫早市教委 鯨伏小 白石　和幸

氏　　　名

松永　崇子

松永　利孝

氏　　　名

船川　裕美

山内　由美子

永吉　　久

平成２９年度　教職員人事異動名簿　№４　退職・行政等

行政等へ異動

退　　　　　　　職　

浦川　啓子

氏　　　名

立石　初子


