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校長の部

退職（Ｒ３・３・３１付）

（現任校） （氏　名）

松江南高等学校 津森　敬次

松江東高等学校 野々村　卓

松江工業高等学校 吾郷　信博

横田高等学校 黒田　克司

飯南高等学校 高橋　尚彦

平田高等学校 坂根　昌宏

出雲高等学校 真玉　保浩

出雲商業高等学校 日向　伸之

大社高等学校 古居　晃

大田高等学校 渡邊　宏志

邇摩高等学校 吉川　靖

松江養護学校 道下　利治

松江清心養護学校 淺野　博行

松江緑が丘養護学校 佐々木　章友

辞職（Ｒ３・３・３１付）

（現任校） （氏　名）

島根中央高等学校 三島　祐司
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転職（転入）（行政から県立学校へ）（Ｒ３・４・１付）

（新任校） （職） （氏　名）

三刀屋高等学校 教育指導課学力育成スタッフ上席調整監 山﨑　誠

出雲高等学校 教育指導課長 多々納　雄二

大社高等学校 人権同和教育課長 江角　和生

島根中央高等学校 教育指導課地域教育スタッフ調整監 立石　祥美

松江養護学校 特別支援教育課長 佐藤　真司

転職（転出)（県立学校から行政へ）（Ｒ３・４・１付）

（職） （現任校） （氏　名）

教育監 益田高等学校 柿本　章

特別支援教育課長 浜田養護学校 妹尾　貴巳

転補（Ｒ３・４・１付）

（新任校） （現任校） （氏　名）

松江南高等学校 三刀屋高等学校 倉崎　千草

松江工業高等学校 出雲工業高等学校 宇津　誠

大田高等学校 吉賀高等学校 渡部　敏郎

益田高等学校 益田翔陽高等学校 長岡　正和

浜田養護学校 石見養護学校 佐々木　千尋

松江清心養護学校 江津清和養護学校 藤田　雅司

江津清和養護学校 益田養護学校 佐々木　均
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転職（転入）昇任（行政から県立学校へ）（Ｒ３・４・１付）

（新任校） （職） （氏　名）

益田養護学校 特別支援教育課プラン策定スタッフ調整監 八束　政義

転職（転出）昇任（県立学校から行政へ）（Ｒ３・４・１付）

（職） （現任校） （氏　名）

教育指導課地域教育スタッフ調整監 三刀屋高等学校掛合分校 吉川　めぐみ

人権同和教育課長 大東高等学校 石原　学

教育センター教育企画部長 出雲養護学校 岡　秀樹

昇任（教頭から）（Ｒ３・４・１付）

（新任校） （現任校） （氏　名）

情報科学高等学校 浜田商業高等学校 渡邊　勝義

松江東高等学校 大社高等学校 田中　正樹

横田高等学校 江津高等学校 深田　新

飯南高等学校 隠岐島前高等学校 青山　顕紹

平田高等学校 隠岐高等学校 小林　努

出雲工業高等学校 益田翔陽高等学校 佐々木　雅典

出雲商業高等学校 松江商業高等学校 水津　則義

邇摩高等学校 出雲農林高等学校 黒崎　千春

益田翔陽高等学校 出雲工業高等学校 佐々岡　節雄

吉賀高等学校 宍道高等学校 小林　三高

石見養護学校 松江養護学校 中村　厚子

松江緑が丘養護学校 松江緑が丘養護学校 坂田　志帆
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教頭の部

退職（Ｒ３・３・３１付）

（現任校） （氏　名）

浜田高等学校 池田　有司

津和野高等学校 俵　伸之

松江清心養護学校 佐藤　真由美

転職（転入）（行政から県立学校へ）（Ｒ３・４・１付）

（新任校） （職） （氏　名）

松江北高等学校 学校企画課人材育成スタッフ企画幹 伊藤　尚子

三刀屋高等学校掛合分校 学校企画課企画人事スタッフ企画幹 竹﨑　修次

転職（転出）（県立学校から行政へ）（Ｒ３・４・１付）

（職） （現任校） （氏　名）

学校企画課企画人事スタッフ企画幹 宍道高等学校 伊藤　康子

転補（Ｒ３・４・１付）

（新任校） （現任校） （氏　名）

安来高等学校 出雲高等学校 今若　誠己

宍道高等学校 浜田高等学校（定・通） 駒川　一彦

大東高等学校 大田高等学校 渡部　勝

出雲工業高等学校 江津工業高等学校 松原　紀夫

出雲農林高等学校 松江北高等学校 田村　康雄

江津高等学校 吉賀高等学校 山﨑　秀雄

江津工業高等学校 松江工業高等学校（定） 楫野　哲央
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浜田高等学校 浜田養護学校 阿部　敦子

浜田水産高等学校 隠岐水産高等学校 白井　明

益田翔陽高等学校 益田養護学校 橋本　景子

隠岐高等学校 松江市立女子高等学校 石倉　修

隠岐水産高等学校 浜田水産高等学校 早川　正人

出雲養護学校 隠岐養護学校 木村　芳宣

浜田養護学校 浜田ろう学校 落合　由美

松江清心養護学校 松江農林高等学校 城市　直貞

松江緑が丘養護学校 出雲養護学校 渡部　英治

松江市立皆美が丘女子高等学校 安来高等学校 横山　紀文

転職（転入）昇任（行政から県立学校へ）（Ｒ３・４・１付）

（新任校） （職） （氏　名）

出雲養護学校 学校企画課企画人事主事 安原　卓治

昇任（Ｒ３・４・１付）

（新任校） （現任校） （氏　名）

松江工業高等学校（定） 松江工業高等学校 守下　俊秀

松江商業高等学校 島根中央高等学校 坂根　博行

松江農林高等学校 松江農林高等学校 原　隆志

宍道高等学校 隠岐島前高等学校 小西　久美子

出雲高等学校 浜田高等学校 松田　哉

大田高等学校 大田高等学校 坂井　樹史

浜田高等学校（定・通） 矢上高等学校 石原　寛治
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浜田商業高等学校 隠岐高等学校 布施　武司

吉賀高等学校 吉賀高等学校 河井　俊彦

津和野高等学校 益田翔陽高等学校 阿部　志朗

隠岐島前高等学校 松江東高等学校 井上　武大

浜田ろう学校 石見養護学校 上田　容子

松江養護学校 松江養護学校 生本　美幸

益田養護学校 出雲養護学校 森山　眞治

隠岐養護学校 松江養護学校 長谷川　宏基
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主幹教諭の部

転補（Ｒ３・４・１付）

（新任校） （現任校） （氏　名）

吉賀高等学校 益田高等学校 長谷川　哲明

転職（転入）昇任（行政から県立学校へ）（Ｒ３・４・１付）

（新任校） （職） （氏　名）

益田高等学校 学校企画課企画人事主事 武藤　立樹

昇任（Ｒ３・４・１付）

（新任校） （現任校） （氏　名）

安来高等学校 松江商業高等学校（教育指導課） 大庭　荘平

松江東高等学校 松江南高等学校 佐々木　玲子

平田高等学校 出雲高等学校 森山　智子

大社高等学校 吉賀高等学校 高橋　実

大田高等学校 三刀屋高等学校掛合分校 川谷　久美子

島根中央高等学校 安来高等学校 板垣　悟史

矢上高等学校 三刀屋高等学校掛合分校 山岡　二三男

江津高等学校 松江南高等学校 平井　孝

浜田高等学校 津和野高等学校 田中　伸洋

隠岐高等学校 出雲高等学校 吉村　隆

隠岐島前高等学校 三刀屋高等学校掛合分校 大賀　学

松江養護学校 松江養護学校 内田　志保

出雲養護学校 出雲養護学校 横山　圭司

100



教諭等の部

退職（Ｒ３・３・３１付）

（現任校） （氏　名）

松江南高等学校 竹崎　真哉

松江工業高等学校（定） 中島　眞由美

松江工業高等学校（定） 出雲　成人

松江工業高等学校（定） 大本　健司

松江商業高等学校 柿田　義広

松江農林高等学校 長島　康成

松江農林高等学校 山根　真樹夫

宍道高等学校 稲田　忠德

宍道高等学校 岸　英治

宍道高等学校 小林　彦光

平田高等学校 柳井　地生

出雲高等学校 大橋　直人

出雲高等学校 山根　仁

出雲工業高等学校 久野　志延

出雲工業高等学校 都間　浩

出雲商業高等学校 曽田　博美

出雲農林高等学校 唐島　一將

大田高等学校 下垣　章裕

邇摩高等学校 奥野　和浩
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邇摩高等学校 渡辺　克人

江津工業高等学校 黒上　卓二

江津工業高等学校 乃木　良

浜田高等学校 春日　裕次

浜田高等学校（定・通） 土佐　悦子

浜田水産高等学校 山本　省三

益田翔陽高等学校 坂田　久好

益田翔陽高等学校 田根　仁寿

益田翔陽高等学校 野﨑　浩之

隠岐水産高等学校 荒井　彰

盲学校 藤原　篤

浜田ろう学校 小林　道夫

松江養護学校 川本　裕子

出雲養護学校 青山　稔子

出雲養護学校 鶴原　伸志

出雲養護学校 前田　正春

石見養護学校 貫里　貴恵子

松江緑が丘養護学校 余村　幸子

松江市立女子高等学校 門脇　誠治
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辞職（Ｒ３・３・３１付）

（現任校） （氏　名）

宍道高等学校 鷲野　亜紀

宍道高等学校 久野　陽子

横田高等学校 竹並　礼子

飯南高等学校 佐々木　二三

大田高等学校 山本　真澄

大田高等学校 和田　宏尚

矢上高等学校 植田　義隆

隠岐島前高等学校 齋藤　暁生

隠岐水産高等学校 服部　慎治

松江ろう学校 高橋　七海

出雲養護学校 持田　美保

石見養護学校 菅原　唯香

浜田養護学校 廣谷　奈緒子

浜田養護学校 福島　郁子

転職（転出）（県立学校から行政へ）（Ｒ３・４・１付）

（職） （現任校） （氏　名）

学校企画課企画人事主事 松江東高等学校 手錢　隆志

学校企画課企画人事主事 松江ろう学校（教育センター） 寺井　直

学校企画課企画人事主事 松江農林高等学校 佐野　祐士
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転補・転職（転入）（行政から県立学校へ）・転任（転入）（市町村立学校から県立学校へ）（Ｒ３・４・１付）

（新任校） （現任校） （氏　名）

安来高等学校 大社高等学校 今岡　雅卓

安来高等学校 浜田高等学校 長岡　桃子

安来高等学校 大東高等学校 佐藤　和宣

情報科学高等学校 安来高等学校 原　敏行

情報科学高等学校 学校企画課指導主事 錦織　正明

情報科学高等学校 出雲商業高等学校 鴨木　美紀子

情報科学高等学校 松江商業高等学校 沼田　愛

情報科学高等学校 浜田高等学校（定・通） 直良　康弘

情報科学高等学校 出雲高等学校 布野　勇介

松江北高等学校 浜田商業高等学校 古川　志穂

松江北高等学校 益田高等学校 渡邊　渉

松江北高等学校 浜田高等学校 林　順

松江北高等学校 松江市立女子高等学校 古藤　あゆみ

松江南高等学校 大東高等学校 石橋　一美

松江南高等学校 出雲高等学校 山内　竜夫

松江南高等学校 隠岐島前高等学校 井山　俊一

松江南高等学校 三刀屋高等学校 遠山　佳

松江南高等学校 矢上高等学校 山田　桂

松江南高等学校 大東高等学校 田邊　映美

松江南高等学校 横田高等学校 玉木　格
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松江南高等学校 隠岐島前高等学校 高松　芳弘

松江東高等学校 松江ろう学校 松尾　弘子

松江東高等学校 大東高等学校 宮前　靖司

松江東高等学校 三刀屋高等学校 細木　竜次

松江東高等学校 大社高等学校 藤井　政之

松江東高等学校 松江緑が丘養護学校 松本　弘美

松江工業高等学校 松江工業高等学校（教育センター） 加藤　和範

松江工業高等学校 出雲農林高等学校 眞明　英之

松江工業高等学校 出雲高等学校 小川　久志

松江工業高等学校（教育指導課） 松江工業高等学校 糸賀　澄人

松江工業高等学校 松江農林高等学校 西坂　晃一

松江工業高等学校（教育センター） 浜田商業高等学校 大屋　純一

松江工業高等学校 松江南高等学校 降井　直人

松江工業高等学校 松江工業高等学校（教育指導課） 金子　ゆみ子

松江工業高等学校 出雲工業高等学校 井上　智寿

松江工業高等学校（定） 宍道高等学校 中釜　倫太郎

松江工業高等学校（定） 宍道高等学校 安田　浩昭

松江工業高等学校（定） 松江工業高等学校 松本　学

松江商業高等学校 出雲商業高等学校 三島　武徳

松江商業高等学校 松江農林高等学校 山本　興

松江商業高等学校 三刀屋高等学校 周藤　豊治

松江商業高等学校（教育指導課） 平田高等学校 石田　弘美
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松江商業高等学校 島根中央高等学校 周藤　慎弥

松江商業高等学校 大社高等学校 坂上　久美子

松江農林高等学校 益田翔陽高等学校 黒目　光美

松江農林高等学校 平田高等学校 伊藤　潤

松江農林高等学校 出雲農林高等学校 岩谷　正枝

松江農林高等学校 三刀屋高等学校 宇山　英希

松江農林高等学校 益田翔陽高等学校 比和野　真里

松江農林高等学校 邇摩高等学校 松尾　甲

松江農林高等学校 益田高等学校 林　信悟

松江農林高等学校 出雲農林高等学校 遠藤　拓人

松江農林高等学校 出雲農林高等学校 竹部　宏章

宍道高等学校 邇摩高等学校 伊藤　剛

宍道高等学校 出雲養護学校 川本　恵美

宍道高等学校 松江工業高等学校 小林　富美

宍道高等学校 松江商業高等学校 中島　裕宣

宍道高等学校 松江商業高等学校 須山　容子

大東高等学校 平田高等学校 大谷　靖

大東高等学校 松江市立女子高等学校 山代　徹

大東高等学校 松江市立女子高等学校 井上　美海子

大東高等学校 出雲商業高等学校 高見　保宏

大東高等学校 横田高等学校 石原　健一

大東高等学校 吉賀高等学校 上野城　将志
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大東高等学校 松江農林高等学校 佐藤　未樹

横田高等学校 松江南高等学校 青木　智篤

横田高等学校 松江商業高等学校 多久和　優基

横田高等学校 盲学校（教育指導課） 松田　真治

横田高等学校 津和野高等学校 坂根　悠介

三刀屋高等学校 松江北高等学校 廣田　達也

三刀屋高等学校 出雲商業高等学校 舟津　由佳

三刀屋高等学校掛合分校 平田高等学校 大野　真由子

三刀屋高等学校掛合分校 松江工業高等学校（定） 岡　一宏

三刀屋高等学校掛合分校 宍道高等学校 大門　透

三刀屋高等学校掛合分校 出雲農林高等学校 遠藤　聡子

飯南高等学校 松江農林高等学校 大網　孝次

飯南高等学校 松江ろう学校（教育センター） 伊藤　由実子

飯南高等学校 宍道高等学校 清水　志保

飯南高等学校 島根中央高等学校 佐藤　寛子

平田高等学校 松江市立女子高等学校 竹縄　淳

平田高等学校 松江工業高等学校 影山　祥大

平田高等学校 松江北高等学校 福井　亜希子

出雲高等学校 大社高等学校 森山　祐司

出雲高等学校 大東高等学校 手島　洋子

出雲高等学校 松江ろう学校（教育センター） 梶谷　敏樹

出雲高等学校 盲学校 梶山　菜穂子
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出雲高等学校 益田翔陽高等学校 富田　愛美

出雲高等学校 松江北高等学校 岡本　暁

出雲高等学校 出雲養護学校 木下　雅美

出雲高等学校 益田翔陽高等学校 石田　優介

出雲高等学校 吉賀高等学校 勝部　雅生

出雲高等学校 大田高等学校 森脇　健二

出雲高等学校 大社高等学校 上田　健一

出雲高等学校 松江東高等学校 福田　誠治

出雲高等学校 松江東高等学校 荒川　宏子

出雲高等学校 松江東高等学校 後藤　久美子

出雲工業高等学校 江津工業高等学校 三好　良

出雲工業高等学校 松江工業高等学校 高橋　育男

出雲商業高等学校 宍道高等学校 山根　邦章

出雲商業高等学校 三刀屋高等学校掛合分校 竹﨑　紀子

出雲商業高等学校 島根中央高等学校 片岡　利之

出雲農林高等学校 益田翔陽高等学校 立花　繁伸

出雲農林高等学校 矢上高等学校 三谷　圭一

出雲農林高等学校 出雲高等学校 植田　勝子

出雲農林高等学校 安来高等学校 岡屋　哲朗

出雲農林高等学校 松江農林高等学校 寺本　伸也

大社高等学校 平田高等学校 田中　誠二

大社高等学校 松江東高等学校 伊藤　淳史
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大社高等学校 出雲高等学校 藤井　靖子

大社高等学校 松江工業高等学校 三島　和人

大社高等学校 浜田高等学校 竹谷　聖可

大社高等学校 出雲高等学校 岸　揮恵

大田高等学校 出雲高等学校 吉川　正展

大田高等学校 横田高等学校 村穂　淳

大田高等学校 島根中央高等学校 原田　正

大田高等学校 江津高等学校 宮内　直美

大田高等学校 益田高等学校 富田　泰範

邇摩高等学校 浜田商業高等学校 大田　清司

邇摩高等学校 島根中央高等学校 小中　洋子

邇摩高等学校 大社高等学校 小村　智子

邇摩高等学校 大社高等学校 堀　章夫

邇摩高等学校 出雲農林高等学校 三﨑　忠幸

邇摩高等学校 出雲商業高等学校 小椋　茂夫

島根中央高等学校 矢上高等学校 西田　弘幸

島根中央高等学校 江津高等学校 細田　実

島根中央高等学校 浜田高等学校 和田　誉司

島根中央高等学校 情報科学高等学校 藤原　弘一

島根中央高等学校 松江農林高等学校 藤原　愛

矢上高等学校 松江農林高等学校 立石　篤

矢上高等学校 浜田商業高等学校 大畑　直子
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矢上高等学校 大田高等学校 乙原　泰博

矢上高等学校 浜田水産高等学校 川本　直子

矢上高等学校 石見養護学校 伊東　望

矢上高等学校 大社高等学校 田中　良実

江津高等学校 浜田高等学校 井佐子　朗

江津高等学校 浜田商業高等学校 佐々木　典子

江津高等学校 浜田高等学校 盆子原　順栄

江津高等学校 益田高等学校 柳楽　明久

江津工業高等学校 松江工業高等学校 真玉　浩二

江津工業高等学校 浜田高等学校 道原　潤

浜田高等学校 江津高等学校 廣田　泰之

浜田高等学校 安来高等学校 作野　健一

浜田高等学校 松江養護学校 山本　明宏

浜田高等学校 松江南高等学校 澤江　晋亮

浜田高等学校 浜田養護学校 岡野　慎二

浜田高等学校 出雲工業高等学校 松嶋　亮太

浜田高等学校 松江北高等学校 佐々岡　千波

浜田高等学校（定・通） 益田高等学校 俵　真二郎

浜田高等学校（定・通） 浜田高等学校 片廻　匡範

浜田高等学校（定・通） 出雲養護学校 内藤　道子

浜田高等学校（定・通） 浜田高等学校 中島　美紀

浜田商業高等学校 益田翔陽高等学校 野廣　康彦
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浜田商業高等学校 矢上高等学校 小泉　育代

浜田商業高等学校 矢上高等学校 新谷　理恵

浜田商業高等学校 津和野高等学校 多久和　恵美子

浜田商業高等学校 邇摩高等学校 石崎　敏彦

浜田商業高等学校 邇摩高等学校 酒井　利徳

浜田水産高等学校 隠岐水産高等学校 田部井　多聞

浜田水産高等学校 松江南高等学校 曽田　真一郎

益田高等学校 横田高等学校 奥野　昌明

益田高等学校 津和野高等学校 廣田　理史

益田高等学校 浜田高等学校（定・通） 沖田　まろみ

益田翔陽高等学校 浜田商業高等学校 多久和　三孝

益田翔陽高等学校 松江工業高等学校 神門　良博

益田翔陽高等学校 松江農林高等学校 狩野　秀夫

益田翔陽高等学校 安来高等学校 陶山　愛美

益田翔陽高等学校 出雲工業高等学校 谷口　和也

益田翔陽高等学校 大社高等学校 多久和　優佑

吉賀高等学校 出雲高等学校 波多野　哲史

吉賀高等学校 益田高等学校 安達　宗男

吉賀高等学校 松江東高等学校 井上　忠洋

津和野高等学校 浜田高等学校（定・通） 福満　尚

津和野高等学校 浜田高等学校 深野　勝洋

津和野高等学校 浜田高等学校 青木　穂乃美
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隠岐高等学校 隠岐島前高等学校 佐々岡　貴子

隠岐高等学校 大田高等学校 矢野　浩

隠岐高等学校 江津高等学校 小竹　洋介

隠岐島前高等学校 松江東高等学校 佐藤　剛

隠岐島前高等学校 大田高等学校 石飛　あゆみ

隠岐島前高等学校 出雲高等学校 小林　顕史

隠岐島前高等学校 松江南高等学校 江角　春奈

隠岐島前高等学校 松江北高等学校 内田　勇貴

隠岐水産高等学校 出雲高等学校 佐々木　浩三

隠岐水産高等学校 浜田水産高等学校 高橋　清二

隠岐水産高等学校 大東高等学校 若槻　太一

盲学校 出雲養護学校 森山　美佐子

盲学校 大社高等学校 小林　明子

盲学校 盲学校（教育センター） 高梨　俊美

盲学校（特別支援教育課） 出雲養護学校 川谷　欣民

盲学校（教育センター） 松江養護学校 出来山　大介

盲学校（保健体育課） 松江南高等学校 岡﨑　綾子

盲学校 出雲養護学校 加本　朋子

盲学校 松江養護学校 堀野　文

松江ろう学校 盲学校 赤木　浩司

松江ろう学校 松江養護学校 田原　文子

松江ろう学校（教育センター） 松江市立女子高等学校 庄司　俊朗
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松江ろう学校（教育センター） 松江市立女子高等学校 福井　道明

松江ろう学校 松江養護学校 青木　リリ子

松江ろう学校（教育センター） 江津高等学校 古川　吉信

浜田ろう学校 江津清和養護学校 石金　朱美

浜田ろう学校 盲学校 門脇　真理子

浜田ろう学校 盲学校（特別支援教育課） 野中　健吾

松江養護学校 松江ろう学校 岩﨑　陽子

松江養護学校 浜田養護学校 永瀬　和子

松江養護学校 出雲養護学校 小川　和佳子

松江養護学校 出雲養護学校 寺本　博子

松江養護学校 益田養護学校 川上　智子

松江養護学校 宍道高等学校 柳浦　尚幸

松江養護学校 松江清心養護学校 釜田　岳之

松江養護学校 盲学校 井上　研介

松江養護学校 隠岐養護学校 勝田　淳也

松江養護学校 隠岐養護学校 恩田　章子

松江養護学校 出雲養護学校 金山　泰子

松江養護学校 松江清心養護学校 岩成　慶治

松江養護学校 松江ろう学校 門脇　美佳

松江養護学校 石見養護学校 高尾　謙

松江養護学校 浜田養護学校 土江　理恵

松江養護学校 出雲養護学校 水内　賢司
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松江養護学校 浜田ろう学校 山中　あゆみ

松江養護学校 益田養護学校 藤井　伽奈

松江養護学校 出雲養護学校 江田　優子

出雲養護学校 松江養護学校 勝部　弘子

出雲養護学校 松江清心養護学校 楠　京子

出雲養護学校 松江清心養護学校 菅　智津子

出雲養護学校 松江養護学校 竹本　めぐみ

出雲養護学校 江津清和養護学校 柳楽　裕美

出雲養護学校 出雲・浜山中 青木　寿夫

出雲養護学校 松江緑が丘養護学校 高濱　律子

出雲養護学校 松江養護学校 谷原　茂郎

出雲養護学校 松江養護学校 金山　理奈

出雲養護学校 隠岐・西郷小 勝田　恵

出雲養護学校 盲学校 花谷　正史

出雲養護学校 松江ろう学校 花吉　圭吾

出雲養護学校 松江ろう学校 大津　和史

出雲養護学校 江津清和養護学校 青木　淑香

出雲養護学校 浜田養護学校 吉山　啓子

出雲養護学校 松江緑が丘養護学校 黒堀　大輔

出雲養護学校 松江養護学校 秋山　泉

出雲養護学校 松江養護学校 藤岡　里恵

出雲養護学校 松江養護学校 上山　将人
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出雲養護学校 石見養護学校 多久和　靖子

出雲養護学校 松江養護学校 田部　育子

出雲養護学校 盲学校 長田　真弓

石見養護学校 松江養護学校 岸　秀明

石見養護学校 浜田高等学校（定・通） 岩本　浩明

石見養護学校 大社高等学校 山上　隆

石見養護学校 松江養護学校 佐々木　杏奈

石見養護学校 松江緑が丘養護学校 若槻　洋太

石見養護学校 浜田養護学校 大町　政治

石見養護学校 松江養護学校 門脇　千津子

浜田養護学校 松江清心養護学校 岸　佳代子

浜田養護学校 益田養護学校 市川　倫子

浜田養護学校 浜田ろう学校 小川　広美

浜田養護学校 益田養護学校 横内　富美

浜田養護学校 盲学校 加茂　紗都子

浜田養護学校 浜田商業高等学校 瀧山　隆司

浜田養護学校 益田養護学校 漆谷　早苗

益田養護学校 松江養護学校 吉田　千恵

益田養護学校 江津清和養護学校 佐々木　茜

益田養護学校 松江清心養護学校 田原　直生

益田養護学校 出雲養護学校 伊藤　亜弥

益田養護学校 浜田ろう学校 山﨑　奈緒子
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益田養護学校 益田高等学校 深野　悠子

隠岐養護学校 松江養護学校 前田　英之

隠岐養護学校 松江養護学校 岡本　多恵

隠岐養護学校 隠岐水産高等学校 土井　正倫

隠岐養護学校 隠岐・五箇小 広兼　香苗

松江清心養護学校 松江養護学校 鎌田　秀和

松江清心養護学校 松江養護学校 高梨　桂子

松江清心養護学校 松江市立女子高等学校 石飛　十糸子

松江清心養護学校 益田養護学校 森脇　祐二

松江清心養護学校 江津・渡津小 土江　駿

松江清心養護学校 石見養護学校 岡田　裕幸

江津清和養護学校 浜田養護学校 安部　さくら

江津清和養護学校 益田養護学校 今井　健太

江津清和養護学校 出雲養護学校 馬庭　佐貴子

江津清和養護学校 出雲養護学校 島林　実希

松江緑が丘養護学校 出雲養護学校 遠藤　由希子

松江緑が丘養護学校 松江清心養護学校 藤井　寛子

松江緑が丘養護学校 松江養護学校 福田　咲子

松江緑が丘養護学校 出雲高等学校 祝部　成子

松江市立皆美が丘女子高等学校 松江南高等学校 奥村　佳弘

松江市立皆美が丘女子高等学校 出雲高等学校 柳浦　正夫

松江市立皆美が丘女子高等学校 隠岐高等学校 若月　正弘
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松江市立皆美が丘女子高等学校 松江東高等学校 福井　有希

松江市立皆美が丘女子高等学校 平田高等学校 岩田　文恵

松江市立皆美が丘女子高等学校 浜田高等学校 鍵本　聖子

昇任（Ｒ３・４・１付）

（新任校） （現任校） （氏　名）

出雲養護学校 益田養護学校 石原　恵美

採用（Ｒ３・４・１付）

（新任校） （氏　名）

松江北高等学校 菅原　卓朗

松江北高等学校 坂根　大樹

松江南高等学校 市本　博之

松江南高等学校 原　昂寛

松江東高等学校 足立　悠造

松江東高等学校 稲田　裕太

松江工業高等学校 萩原　健太朗

松江工業高等学校 松本　慎太朗

松江工業高等学校（定） 菅原　夏樹

松江工業高等学校（定） 小田原　朱音

松江商業高等学校 松重　伸之

松江商業高等学校 村尾　弓恵

松江農林高等学校 江角　明音

松江農林高等学校 那須　達郎
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大東高等学校 吉川　航平

出雲高等学校 三代　光汰

出雲高等学校 萬代　峻

出雲高等学校 船田　かほり

出雲工業高等学校 持田　師

出雲工業高等学校 伊藤　嘉紀

出雲工業高等学校 都間　佳音

出雲工業高等学校 石井　修二

出雲商業高等学校 安部　和美

出雲農林高等学校 岩田　佳奈子

出雲農林高等学校 板倉　史弥

大社高等学校 石内　良太

大社高等学校 杠　潤

大田高等学校 高橋　国光

大田高等学校 伊藤　朱音

邇摩高等学校 江角　美紀

邇摩高等学校 内藤　文武

島根中央高等学校 岩成　俊策

島根中央高等学校 内藤　奈々恵

江津高等学校 小村　剛弘

江津工業高等学校 柳樂　雄治

浜田高等学校 松浦　聡子
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浜田高等学校 平塚　栞奈

浜田高等学校 藤原　里沙

浜田商業高等学校 山形　俊平

浜田水産高等学校 佐々木　一真

益田高等学校 武田　健太郎

益田高等学校 波多野　和志

益田翔陽高等学校 佐々木　駿

益田翔陽高等学校 畑野　憲人

益田翔陽高等学校 吉村　翼

隠岐水産高等学校 安原　俊介

松江ろう学校 菖蒲　奈津美

浜田ろう学校 足立　祥史

松江養護学校 唐島　有花

松江養護学校 中島　信

松江養護学校 田中　みのり

松江養護学校 山根　七海

松江養護学校 吉川　彩葉

出雲養護学校 山岡　智子

出雲養護学校 中島　奈々

出雲養護学校 花田　健史

出雲養護学校 藤原　里早

石見養護学校 山口　明日香
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浜田養護学校 三浦　唯

浜田養護学校 伊藤　勇太

浜田養護学校 俵　はるか

浜田養護学校 長岡　里紗子

益田養護学校 藤原　智裕

益田養護学校 前川　文香

松江清心養護学校 齋藤　愛

松江清心養護学校 吉岡　千晶

松江清心養護学校 駒居　佑亮

松江清心養護学校 上田　綾海

松江緑が丘養護学校 門脇　菜穂子

松江緑が丘養護学校 菅田　智之
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