
【校長】 （○新補） 【養護教諭】 （○新補）

市町 学校 市町 学校
盈科小 壱岐市 壱岐市教委 内山　圭三 渡良小 ○ 秋永 美恵子
渡良小 　　   〃 八幡小 三根　圭子 柳田小 壱岐市 郷ノ浦中 米倉 美代子
沼津小 　　   〃 沼津小 ○ 増田　光明 初山小 〃 柳田小 平田 洋子
那賀小 諫早市 上山小 ○ 後田　宏幸 箱崎小 ○ 豊島 みつき
田河小 長崎市 桜が丘小 ○ 佐藤　利良 石田小 壱岐市 箱崎小 髙田 和美
八幡小 壱岐市 霞翠小 ○ 坂口　 　隆 筒城小 長崎市 伊王島小 橋田 薫
筒城小 　 　  〃 筒城小 ○ 福田　好見

【教頭】 （○新補） 【事務主任】 （○新補）

市町 学校 市町 学校
柳田小 南島原市 西有家小 ○ 山外　　 誉 盈科小 壱岐市 石田小 山内 典子
沼津小 諫早市 北諫早小 ○ 峯　 　和也 那賀小 〃 那賀小 ○ 髙比良 悦子
鯨伏小 壱岐市 霞翠小 ○ 白石　和幸
霞翠小 　  　 〃 霞翠小 ○ 野本　和徳
箱崎小 　  　 〃 柳田小 ○ 土谷　敬治 【事務主査】
瀬戸小 　 　  〃 石田小 ○ 矢野　貞弘
筒城小 川棚町 川棚小 ○ 川口　浩二 市町 学校

石田小 諫早市 明峰中 濵田 恭史
【教諭】 （○新補）

市町 学校 【事務職員】 （○新補）
盈科小 壱岐市 筒城小 中嶋　玲子

　　 〃 　　   〃 勝本小 松永　志穂 市町 学校
　　 〃 長崎市 戸石小 津田　幸一 霞翠小 ○ 瀬戸脇 知久
　　 〃 大村市 福重小 野元　潤也 田河小 ○ 中西 貴喜
　　 〃 　 ○ 桐山　里奈 筒城小 ○ 長嶋 仁美

渡良小 長与町 長与北小 近藤　俊彦
　 　〃 長崎市 女の都小 田崎　妙子

三島小 大村市 富の原小 井戸川 真樹
柳田小 壱岐市 田河小 竹原　香代里

　　 〃 　　   〃 芦辺小 松永　周子
　 　〃 時津町 時津東小 山下　健一
　 　〃 〃 時津北小 山田　紳佳

沼津小 壱岐市 盈科小 牧山　和彦
志原小 〃 渡良小 松本　誠司

　 　〃 大村市 萱瀬小 久松　聖子
　 　〃 ○ 平山　和茂

初山小 諫早市 森山東小 松﨑　博彦
鯨伏小 壱岐市 盈科小 山口　まゆみ

〃 大村市 西大村小 原田　雅章
〃 諫早市 伊木力小 福田　ゆかり
〃 佐世保市 潮見小 寺井　智子
〃 ○ 嶋　龍之介

勝本小 ○ 辻川　勝徳
霞翠小 大村市 放虎原小 音 　由紀子

〃 壱岐市 志原小 中村　公昭
〃 ○ 坂元　美仁

瀬戸小 佐々町 口石小 弟子丸 千春
〃 長崎市 諏訪小 松浦　憲子
〃 壱岐市 石田小 吉田　明史
〃 ○ 琴岡　理

那賀小 壱岐市 三島小 豊增　一男
〃 ○ 片岡　祐希

田河小 大村市 旭が丘小 中島　伸弥
〃 〃 富の原小 溝上　かおり

八幡小 壱岐市 霞翠小 石山　美智子
〃 諫早市 小栗小 原田　由美子
〃 佐世保市 中里小 寺井　将史
〃 諫早市 小長井小 中島　千恵

芦辺小 壱岐市 志原小 土谷　瑞恵
石田小 〃 那賀小 増田　 くみ

〃 〃 霞翠小 鵜瀬　由紀子
〃 〃 沼津小 鬼塚　恭壽
〃 大村市 三城小 道頭　智博
〃 南島原市 西有家小 喜久 　　悟
〃 ○ 田崎　清二

筒城小 壱岐市 盈科小 松永　崇子
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【教頭】 （○新補） 【養護教諭】

市町 学校 市町 学校

石田中 壱岐市 勝本中 ○ 川上　康 郷ノ浦中 長崎市 片淵中 永江　礼子

【教諭】 （○新補）

市町 学校

郷ノ浦中 壱岐市 勝本中 松永　功之助

〃 〃 勝本中 殿川　史子

〃 佐世保市 中里中 遠藤　由紀

〃 〃 三川内中 清水　美香

〃 〃 早岐中 辻川　圭

〃 長与町 長与中 吉木　賢祐

〃 雲仙市 国見中 末永　竜也

〃 ○ 山下　七瀬

勝本中 壱岐市 郷ノ浦中 鬼塚　載子

〃 〃 〃 松山　智恵子

〃 〃 石田中 竹尾　勝彦

〃 〃 芦辺中 中尾　憲治

〃 ○ 篠﨑　賢人

芦辺中 壱岐市 郷ノ浦中 殿川　哲生

〃 〃 石田中 長嶋　亜希子

〃 ○ 佐藤　千亜紀

石田中 壱岐市 郷ノ浦中 吉野　正剛

〃 ○ 大村　武

新補校

氏　　名 新補校
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【校長】 【教頭】

市町 学校 市町 学校
島原市 第三小 沼津小 喜多　彰 南島原市 布津中 石田中 小嶺　辰郎
雲仙市 千々石第一小 筒城小 片山　勝也

【教諭】
【教頭】 （○新補）

　 市町 学校
市町 学校 諫早市 森山中 郷ノ浦中 中田　久仁子
雲仙市 川床小 鯨伏小 中田　稔昭 対馬市 久田中 〃 中尾　真由
西海市 大串小 箱崎小 長谷川　文也 長崎市 三川中 勝本中 田中　小百合
雲仙市 雲仙小 〃 ○ 藤井　大作 平戸市 中部中 〃 西　倫弘

長崎市 野母崎中 芦辺中 山田　佳奈子
【教諭】 大村市 桜が原中 石田中 中原 昭雄

市町 学校
大村市 放虎原小 盈科小 加賀田　勝也
長崎市 野母崎小 〃 吉澤　純一

佐世保市 相浦西小 渡良小 村川　良子
〃 祇園小 〃 永田　博

大村市 中央小 柳田小 鶴﨑　久子
〃 福重小 初山小 鶴﨑　恵士

西海市 大瀬戸小 鯨伏小 大浦　雅臣
佐世保市 吉井北小 〃 永田　肇子
長崎市 村松小 〃 川添　理恵

佐世保市 吉井北小 瀬戸小 泉　清一
〃 黒髪小 〃 浦川　麻里

平戸市 根獅子小 那賀小 濱口　亮二
佐世保市 吉井南小 田河小 村川　賢太郎
大村市 放虎原小 八幡小 上野　綾子

佐世保市 福石小 〃 浦川　千裕
長与町 長与南小 〃 大浦　真美恵
大村市 富の原小 芦辺小 中山　尚子
長崎市 小ヶ倉小 石田小 入濵　豊

佐世保市 相浦西小 〃 泉　美樹
長崎市 横尾小 〃 河合　祐介

【養護教諭】

市町 学校
雲仙市 土黒小 渡良小 藤井　孝子

【事務主幹】 （○新補）

市町 学校
波佐見町 南小 盈科小 ○ 房本　篤
時津町 時津中 初山小 松本　秀峰

【主事】 （○新補）

市町 学校
諫早市 諫早高定時制 霞翠小 ○ 中里　亮太
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