
 

令和２年度  教職員担当 

                今年度の教職員担当です。どうぞよろしくお願い致します。    令和２年７月１日付 
 

学校長    三橋 淳子 副校長   神田 智昌 

［ 教務主任 佐伯 麻理］                                                   ○は学年主任  

学年 1 組 2 組 3 組 4 組 5 組  

10 組 ○町田 尚美 中山 卓哉 白井 りえ子 三浦 祥奈 清野 直子  

１年 ○髙﨑 久美 小林 萌 増井 秀和 大村 あさひ 古川 仁美  

２年 大嶋 李奈 山本 直人 長見 正子 小泉 沙羅 ○小澤 水門  

３年 藤江 夕貴子 鈴木 理世 永嶋 靖 ○朝田 紗妃 森本 観  

４年 有木 俊雄 池田 元 ○田中 典子 黒瀬 夕里 平田 美里  

５年 小山 隆介 田中 啓太郎 杉本 なつき ○上大迫 奈都子 新開 雅之  

６年 林 龍平 網野 菜々紗 ○笹沼 耕一郎 小林 信幸 手島 麻美    

児童支援専任 吉村 和樹   ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 鈴木 千枝  

音楽専科 
栗城 郁子 （3,4 年）  スクールソーシャルワーカー 矢木 義子  

折原 亜由美（5,6 年）  図書司書 山田 千秋  

家庭科専科 岡田 恵理 渡邉 早苗  理科支援員 川野邊 裕美  

学習ルーム  齋藤 智子 當寺ヶ盛 公子 佐伯 麻理 ＩＣＴ支援員 児玉 さゆり  

英語専科 柚木園 悠（4,5,6年）  職員室事務 

 

産休・育休 

小金井 秋子 

桑原 瑤子 

石井 教子 

山﨑 明日香 

三位 彩 

 

志内 麗子 

鈴木 千紘 

寺杣 真由美 

少人数 
鈴木 拓人（３年） 

渡邉 早苗（５年） 佐伯 麻理（５年） 

ＩＵＩ アスリナ・ビンティ・シマン  

AET ジョセフ・ジャップ  

初任者担当 安樂 康子    

校

医 

内科 井泉 尊冶  

養護 大寺 央峰 髙橋 あきほ  歯科 堀 雅人  

事務 平本 一弘 竹下 いづみ  耳鼻科 濱田 幸雄  

栄養 山極 昌代   眼科 濱田 麻美  

用務員 比企野 将平 春日 裕成  薬剤師 小泉 真早美  

 
☆離任した教職員☆                ☆着任した教職員 
・安東 光   副校長   山下みどり台小学校へ   ・神田 智昌  副校長  城郷小学校より 

・森川 佑介  教 諭  美しが丘東小学校へ    ・古川 仁美  教 諭  坂本小学校より 

・島田 慶一  教 諭   並木第四小学校へ    ・小林 信幸  教 諭  竹山小学校より 

・岡田 かおり 教 諭  長津田小学校へ      ・永嶋 靖   教 諭  東本郷小学校より 

・髙本 泰行  教 諭   下和泉小学校へ      ・藤江 夕貴子 教 諭  荏田西小学校より 

・徳井 利沙  教 諭  もえぎ野小学校へ     ・平田 美里  教 諭  茅ヶ崎小学校より 

・松浦 慎太郎 教 諭  十日市場小学校へ     ・安樂 康子  教 諭  大口台小学校より 

・藤田 洋子  教 諭  都筑小学校へ       ・長見 正子  教 諭  市ヶ尾小学校より 

・遠藤 克惠  養護教諭 鴨志田第一小学校へ    ・山本 直人  教 諭  新採用 

・岸  芙美江 事務職員  十日市場小学校へ     ・小林 萌   教 諭  新採用 

                           ・新開 雅之  教 諭  新採用 

・有木 俊雄  教 諭  新採用 

                          ・清野 直子  教 諭  北綱島小学校より 

・高橋 あきほ 養護教諭 森中学校より 

・竹下 いづみ 事務職員 新採用 


