
平成31年4月1日現在
通番 事務所 No. 所属 職 氏名 教科 期間(年度)
1 1 浦安市立富岡小学校 教諭 伊藤　全仁 国語 ～H31
2 2 市川市立大洲小学校 教諭 髙橋　　薫 国語 ～H31
3 3 浦安市立日の出小学校 教諭 柳　　圭一 社会 ～R2
4 4 八千代市立大和田西小学校 教諭 米山　絵梨子 社会 ～R3
5 5 船橋市立三山小学校 教諭 松崎　勝志 算数 ～R3
6 6 八千代市立八千代台東小学校 教諭 向後　理恵 算数 ～R3
7 7 船橋市立薬円台小学校 教諭 奥村　敬治 理科 ～H31
8 8 習志野市立谷津南小学校 教諭 重信　真弓 生活 ～R3
9 9 八千代市立八千代台東小学校 教諭 勝田　博美 音楽 ～H31
10 10 浦安市立高洲小学校 教諭 小倉　真代 図画工作 ～H31
11 11 習志野市立袖ケ浦西小学校 教諭 武田　紀代美 図画工作 ～H31
12 12 浦安市立東小学校 教諭 佐々木　拓 体育 ～R3
13 13 習志野市立向山小学校 教諭 平山　　靖  外国語活動・外国語 ～H31
14 14 市川市立幸小学校 教諭 川鍋　智恵子  外国語活動・外国語 ～R3
15 15 習志野市立実籾小学校 主幹教諭 蕨　　純夫 道徳 ～H31
16 16 船橋市立高郷小学校 教諭 中村　伊織 道徳 ～H31
17 17 市川市立八幡小学校 教諭 土橋　弥生  総合的な学習の時間 ～R3
18 18 市川市立塩焼小学校 教諭 髙山　大樹 ＩＣＴ活用 ～H31
19 19 船橋市立行田東小学校 教諭 松森　大 ＩＣＴ活用 ～R3
20 1 松戸市立根木内小学校 教諭 石田　喜美子 国語 ～R3
21 2 我孫子市立並木小学校 教諭 高橋　智子 国語 ～R3
22 3 柏市立高柳小学校 教諭 幅　　章雄 社会 ～R2
23 4 鎌ケ谷市立南部小学校 主幹教諭 猪股　興一 社会 ～R3
24 5 柏市立高田小学校 教諭 澤田　堂樹 社会 ～R3
25 6 野田市立中央小学校 教諭 加藤　　聡 算数 ～H31
26 7 柏市立柏第三小学校 教諭 須藤　美加 算数 ～R3
27 8 鎌ケ谷市立道野辺小学校 教諭 横山　健太 理科 ～R3
28 9 柏市立酒井根東小学校 教諭 戸塚　千穂 音楽 ～R3
29 10 柏市立十余二小学校 教諭 杉本　祐美 図画工作 ～R3
30 11 鎌ケ谷市立中部小学校 教諭 坂下　裕介 体育 ～R3
31 12 我孫子市立並木小学校 教諭 大岡　　司  外国語活動・外国語 ～R2
32 13 流山市立南流山小学校 教諭 三浦　侑里子  外国語活動・外国語 ～R3
33 14 鎌ケ谷市立中部小学校 教諭 藤代　誠子  外国語活動・外国語 ～R3
34 15 松戸市立旭町小学校 教諭 藤花　篤子 道徳 ～R3
35 16 鎌ケ谷市立道野辺小学校 教諭 髙木　晴美 道徳 ～R3
36 17 流山市立小山小学校 教諭 菅沼　得理香  総合的な学習の時間 ～R3
37 18 我孫子市立我孫子第四小学校 教諭 木口　雄二 ＩＣＴ活用 ～H31
38 19 野田市立木間ケ瀬小学校 教諭 安武　　亨 特別支援教育 ～H31
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39 1 佐倉市立根郷小学校 教諭 荒木　達也 国語 ～R3
40 2 成田市立下総みどり学園 教諭 江邨　めぐみ 国語 ～R3
41 3 成田市立成田小学校 教諭 佐藤　　淳 社会 ～H31
42 4 成田市立公津小学校 教諭 榎澤　由理子 算数 ～H31
43 5 香取市立小見川西小学校 教諭 香取　宏祐 理科 ～R3
44 6 四街道市立栗山小学校 教諭 小林　真里 生活 ～H31
45 7 匝瑳市立吉田小学校 教諭 佐々木　貴子 生活 ～H31
46 8 印西市立小倉台小学校 教諭 西村　美紀子 音楽 ～R3
47 9 四街道市立和良比小学校 教諭 坂本　晶 図画工作 ～R3
48 10 酒々井町立大室台小学校 教諭 吉田　正 体育 ～R3
49 11 四街道市立旭小学校 教諭 小野寺　貴志  外国語活動・外国語 ～R2
50 12 佐倉市立佐倉小学校 教諭 塚本　崇  外国語活動・外国語 ～R3
51 13 印西市立原小学校 教諭 山本　靖子 道徳 ～R3
52 14 酒々井町立酒々井小学校 教諭 清宮　道子 道徳 ～R3
53 15 八街市立八街北小学校 教諭 合田　明生  総合的な学習の時間 ～R3
54 16 匝瑳市立八日市場小学校 教諭 越川　貴弘 ＩＣＴ活用 ～H31
55 17 四街道市立中央小学校 教諭 佐々木　智光 ＩＣＴ活用 ～R3
56 1 いすみ市立東海小学校 教諭 大髙　純子 国語 ～H31
57 2 勝浦市立総野小学校 教諭 江澤　真弓 国語 ～R3
58 3 いすみ市立大原小学校 教諭 池田　真美 国語 ～R3
59 4 勝浦市立勝浦小学校 教諭 鈴木　　大 社会 ～R2
60 5 山武市立成東小学校 教諭 安齋　敦史 社会 ～R3
61 6 茂原市立五郷小学校 教諭 宇野　友美 算数 ～R3
62 7 茂原市立茂原小学校 教諭 大貫　明宏 算数 ～R3
63 8 大網白里市立瑞穂小学校 教諭 石井　知愛子 理科 ～R3
64 9 いすみ市立長者小学校 教諭 松本　光史 理科 ～R3
65 10 勝浦市立勝浦小学校 教諭 吉野　里美 生活 ～R3
66 11 東金市立鴇嶺小学校 教諭 藤川　由美子 音楽 ～R3
67 12 茂原市立茂原小学校 教諭 篠田　淳志 体育 ～R3
68 13 いすみ市立夷隅小学校 教諭 髙梨　崇洋 体育 ～R3
69 14 茂原市立茂原小学校 教諭 関　里英子  外国語活動・外国語 ～R3
70 15 いすみ市立大原小学校 教諭 高岡　顕慎  外国語活動・外国語 ～R3
71 16 大網白里市立増穂小学校 教諭 加藤　聡子 道徳 ～R3
72 17 九十九里町立豊海小学校 教諭 宇野　あずさ 道徳 ～R3
73 18 茂原市立豊田小学校 教諭 元吉　ゆみ子 特別支援教育 ～R3

北総
(17)

東上総
(18)



74 1 南房総市立嶺南小学校 教諭 吉井　芳江 国語 ～R3
75 2 君津市立外箕輪小学校 教諭 関　昌一 国語 ～R3
76 3 木更津市立岩根小学校 教諭 多田　豊隆 社会 ～H31
77 4 市原市立湿津小学校 教諭 川名　宏昌 社会 ～R3
78 5 君津市立北子安小学校 教諭 石井　由美子 算数 ～H31
79 6 館山市立館山小学校 教諭 庄司　章子 算数 ～H31
80 7 袖ケ浦市立蔵波小学校 教諭 田中　秀明 理科 ～H31
81 8 市原市立辰巳台東小学校 教諭 齋藤　正樹 理科 ～R3
82 9 鋸南町立鋸南小学校 教諭 佐野　朋子 音楽 ～R3
83 10 市原市立戸田小学校 教諭 杉浦　由記 体育 ～R3
84 11 市原市立東海小学校 教諭 迫田　直樹  外国語活動・外国語 ～R3
85 12 鴨川市立鴨川小学校 教諭 石井　恭平  外国語活動・外国語 ～R3
86 13 鋸南町立鋸南小学校 教諭 岩﨑　由紀 道徳 ～R3
87 14 市原市立明神小学校 教諭 森岡　里佳 道徳 ～R3
88 15 南房総市立富浦小学校 教諭 矢野　　朋 総合的な学習の時間 ～R2
89 16 館山市立館山小学校 教諭 熊田　　昭 ＩＣＴ活用 ～H31
90 17 市原市立加茂小学校 教諭 石橋　賢二 ＩＣＴ活用 ～R3
91 18 袖ケ浦市立奈良輪小学校 教諭 鶴岡　秀子 特別支援教育 ～H31
92 1 県立船橋特別支援学校 教諭 村田　光代 特別支援教育 ～H31
93 2 県立印旛特別支援学校 教諭 園原　太郎 特別支援教育 ～H31
94 3 県立君津特別支援学校 教諭 宮本　郁子 特別支援教育 ～H31
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