
平成３１年３月２９日 

相 模 原 市 発 表 資 料 

 

相模原市立学校教職員人事異動について 

(平成３１年３月３１日及び４月１日付け） 
 

市立学校教職員の人事異動を、平成３１年３月３１日及び同年４月１日付けで行

いますので、お知らせします。 
 

１ 人事異動に対する基本的な考え方 

 
学校教育の活性化を図るため、全市的視野に立って教育改革を推進し、特色ある学

校づくりを支援できるような人事配置を行います。 
教職員構成（年齢、性別、勤続年数等）の均衡を保持しつつ、適正な人事配置を行

います。 
 

２ 人事異動の規模 １０９校（小学校７２校・中学校３７校） 

（１）管理職                      （ ）内は前年度 単位：人 

区 分 
小学校 中学校 

合 計 
異動 昇任 異動 昇任 

校 長 １６ （９） １９（１２） １１ （５） ５ （５）  ５１（３１） 

副校長 １６（１７） ２２（１８） ９ （９） ８（１０）  ５５（５４） 

計 ３２（２６） ４１（３０） ２０（１４） １３（１５） １０６（８５） 

・退職は、小学校２９人、中学校１９人。 

 

（２）教員                       （ ）内は前年度 単位：人 

区  分 小学校 中学校 合  計 

異   動 ２０５（２１１） １１５（１０７） ３２０（３１８） 

新 規 採 用 ４６ （９０） ４３ （３７） ８９（１２７） 

計 ２５１（３０１） １５８（１４４） ４０９（４４５） 

・対象は、総括教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭。 

・異動には、総括教諭・指導教諭への昇任（異動昇任６人、自校昇任５２人、合計

５８人）を含む。また、県内他市・県立学校からの転任５人を含む。 

・退職は、小学校６９人、中学校３７人。 

 
（３）学校事務職員                   （ ）内は前年度 単位：人 

区  分 小学校 中学校 合  計 

異  動 １４（２７） １２ （９） ２６（３６） 

新 規 採 用 ０ （５） ４ （２） ４ （７） 

計 １４（３２） １６（１１） ３０（４３） 

・異動には、昇任を含む。 
・退職は、小学校３人、中学校２人。 



３ 人事異動の特色 

（１）再任用管理職の登用 

経験豊かな年代と新進気鋭の年代などのバランスを図り、相模原の学校教育の

継承・発展につなげるために再任用の管理職を登用します。 

再任用校長  ３８人（小学校２４人・中学校１４人） 

再任用副校長 １２人（小学校 ８人・中学校 ４人） 

 

（２）義務教育学校設置準備に伴う管理職の兼務 

義務教育学校設置準備のため、青野原中学校の校長が、青野原小学校の校長を

兼務します。 

 

（３）女性管理職の割合 

 新たに、校長に８人、副校長に１５人、女性職員を登用します。 

 学校管理職（校長・副校長）に占める女性管理職の割合は、３５．５％です。  

 

新任の女性管理職                 （ ）内は前年度 単位：人 

区 分 新任管理職 左欄中女性管理職 比 率 

小学校 ４１（３０） ２１（１４） ５１．２％（４６．７％） 

中学校 １３（１５） ２ （２） １５．４％（１３．３％） 

計 ５４（４５） ２３（１６） ４２．６％（３５．６％） 

 

管理職全体に占める女性管理職の割合        （ ）内は前年度 単位：人 

区 分 管理職 左欄中女性管理職 比 率 

小学校 １４５（１４５） ６８（６６） ４６．９％（４５．５％） 

中学校 ７２ （７５）  ９（１０） １２．５％（１３．３％） 

計 ２１７（２２０） ７７（７６） ３５．５％（３４．５％） 

 

（４）校種間（小学校と中学校）異動、行政との交流人事 

校種間異動 

８人 →①中学校（副 校 長）→小学校（校 長）：２人 

    ②中学校（総 括 教 諭）→小学校（副 校 長）：１人 

    ③中学校（教 諭）→小学校（教 諭）：１人 

④中学校（総 括 教 諭）→小学校（総 括 教 諭）：１人 

⑤中学校（校 長）→小学校（校 長）：１人 

⑥中学校（副 校 長）→小学校（副 校 長）：１人 

⑦小学校（学校事務職員）→中学校（学校事務職員）：１人 

  ※⑤、⑥は再任用職員 

行政との人事交流 

３２人（行政→小中学校１６人、小中学校→行政１６人） 

以 上   
 
 
 
 

問合せ先 

教職員人事課 

 電話 042-769-8279 



平成３１年３月３１日付け

相 模 原 市 立 小 中 学 校

退 職 者 名 簿

相模原市教育委員会



小学校長

 

  退職

 

相模原市立星が丘小学校 朝　野　秀　典

相模原市立大野小学校 牛　島　一　美

相模原市立淵野辺小学校 小野﨑　宏　子

相模原市立清新小学校 塚　田　修　一

相模原市立光が丘小学校 田　中　宏　明

相模原市立桜台小学校 門　倉　政　彦

相模原市立橋本小学校 八　杉　昌　哉

相模原市立大野北小学校 遠　藤　洋　子

相模原市立鶴園小学校 井　上　一　恵

相模原市立双葉小学校 米　澤　由美子

相模原市立弥栄小学校 佐　藤　清　美

相模原市立青葉小学校 塚　原　千鶴子

相模原市立若松小学校 須　藤　ゆかり

相模原市立当麻田小学校 菊地原　里　美

相模原市立富士見小学校 福　田　　　茂

相模原市立湘南小学校 田　島　洋　子

相模原市立中野小学校 倉　田　宏　子

相模原市立根小屋小学校 浅　見　栄　一

相模原市立青野原小学校 岡　崎　広　志

相模原市立藤野北小学校 佐　藤　正　文

－　1　－



  任期満了

相模原市立相原小学校 守　屋　　　樹

相模原市立谷口台小学校 田　中　多輝子

相模原市立相武台小学校 林　　　則　久

相模原市立上鶴間小学校 夏　目　裕　行

相模原市立横山小学校 門　川　秀　樹

相模原市立鶴の台小学校 久保田　康　隆

相模原市立鹿島台小学校 宮　内　裕　之

相模原市立大島小学校 塚　田　　　一

相模原市立大野台中央小学校 和　田　　　隆

相模原市立もえぎ台小学校 小　林　哲　也

相模原市立広田小学校 石　坂　美智子

相模原市立内郷小学校 髙　野　朝　枝

相模原市立藤野小学校 佐　藤　健　司

－　2　－



中学校長

 

  退職

 

相模原市立相陽中学校 朴　木　　　昇

相模原市立大野南中学校 天　野　和　広

相模原市立上鶴間中学校 馬　場　尚　子

相模原市立麻溝台中学校 德　田　正　朗

相模原市立緑が丘中学校 上　西　雅　己

相模原市立相武台中学校 小　泉　　　勉

相模原市立弥栄中学校 伊　藤　隆　一

相模原市立由野台中学校 堀　出　三　幸

相模原市立相模丘中学校 矢　澤　真　司

相模原市立中沢中学校 守　屋　和　幸

相模原市立中野中学校 芦　沢　　　進

相模原市立串川中学校 清　水　孝　子

相模原市立青根中学校 杉　本　祐　一

相模原市立北相中学校 見　城　俊　夫

－　3　－



  任期満了

相模原市立田名中学校 早　川　貞　裕

相模原市立相模台中学校 駒　形　典　彦

相模原市立新町中学校 荒　井　美由紀

相模原市立青野原中学校 萩　原　弘　則

－　4　－



小学校副校長

 

  退職

 

相模原市立新磯小学校 伊　藤　かほり

相模原市立旭小学校 中　山　秀　子

相模原市立東林小学校 若　林　寿　子

相模原市立作の口小学校 萩　原　直　子

相模原市立若草小学校 柿　沼　美代子

相模原市立二本松小学校 中　里　知　美

相模原市立九沢小学校 小　俣　美智子

相模原市立淵野辺東小学校 坂　部　喜代美

相模原市立鳥屋小学校 伊　藤　和　子

－　5　－



  任期満了

相模原市立南大野小学校 林　　　玲　子

相模原市立夢の丘小学校 児　玉　哲　男

－　6　－



中学校副校長

 

  退職

 

相模原市立大野北中学校 早　川　政　文

相模原市立上鶴間中学校 山　本　　　真

相模原市立大野台中学校 平　野　良　一

相模原市立相原中学校 山　崎　秀　夫

相模原市立若草中学校 押　田　直　子

－　7　－



  任期満了

相模原市立鳥屋中学校 森　　　雅　彦

－　8　－



小学校（一般教員）

 

  退職

 

相模原市立新磯小学校 室　屋　優　美

相模原市立新磯小学校 若　尾　唯　子

相模原市立麻溝小学校 加　納　まゆみ

相模原市立田名小学校 飯　田　信　弘

相模原市立上溝小学校 吹　野　武　夫

相模原市立星が丘小学校 古　田　美智子

相模原市立星が丘小学校 竹　内　英　人

相模原市立大沢小学校 守　屋　佳　子

相模原市立旭小学校 河　野　由　紀

相模原市立向陽小学校 元　山　則　之

相模原市立相原小学校 吉　村　正　浩

相模原市立南大野小学校 斉　藤　みどり

相模原市立南大野小学校 傳　法　美　咲

相模原市立谷口台小学校 山　浦　佑　佳

相模原市立谷口台小学校 竹　内　玲　菜

相模原市立中央小学校 伊　藤　由美子

相模原市立中央小学校 松　本　典　大

相模原市立清新小学校 上　江　冨士子

相模原市立東林小学校 高　橋　牧　子

相模原市立光が丘小学校 榎　本　　　靖

相模原市立光が丘小学校 加　藤　もも世

相模原市立大沼小学校 掃　本　京　子

相模原市立桜台小学校 高　橋　洋　一

相模原市立桜台小学校 中　村　　　薫

相模原市立上鶴間小学校 菊　原　成　美

相模原市立上鶴間小学校 吉　田　乃利子

－　9　－



相模原市立上鶴間小学校 久　永　嘉代子

相模原市立上鶴間小学校 須　釜　ま　や

相模原市立横山小学校 笠　井　可奈子

相模原市立横山小学校 江　田　一　貴

相模原市立鶴の台小学校 和　田　　　舞

相模原市立鹿島台小学校 橋　爪　優　美

相模原市立鹿島台小学校 鈴　木　典　子

相模原市立緑台小学校 岡　　　惠　子

相模原市立緑台小学校 岩　倉　史　子

相模原市立橋本小学校 松　本　真　澄

相模原市立橋本小学校 堀　江　美紀子

相模原市立大野台小学校 宮　﨑　博　志

相模原市立大野北小学校 江　草　洋　子

相模原市立鶴園小学校 関　東　圭　子

相模原市立くぬぎ台小学校 井　上　裕　実

相模原市立くぬぎ台小学校 田　中　伸　人

相模原市立田名北小学校 藤　山　結　以

相模原市立弥栄小学校 須　田　美喜代

相模原市立青葉小学校 鈴　木　研　二

相模原市立青葉小学校 岡　松　佐知子

相模原市立大野台中央小学校 竹　内　珠　里

相模原市立大野台中央小学校 長　沼　千　鶴

相模原市立宮上小学校 白　石　　　愛

相模原市立九沢小学校 萩　原　行　峰

相模原市立九沢小学校 渡　邊　真希恵

相模原市立淵野辺東小学校 廣　田　綾　枝

相模原市立若松小学校 小　林　真理子

相模原市立新宿小学校 榎　本　慎　子

相模原市立当麻田小学校 三　樹　由紀子

相模原市立当麻田小学校 松　井　亮　子

－　10　－



相模原市立富士見小学校 須　藤　一　美

相模原市立富士見小学校 竹　内　　　誠

相模原市立小山小学校 國　井　樹　貴

相模原市立湘南小学校 森　　　眞由美

相模原市立広陵小学校 小　林　和　子

相模原市立桂北小学校 古　屋　友　子

相模原市立桂北小学校 東　郷　さと子

相模原市立千木良小学校 牧　下　恭　子

相模原市立内郷小学校 倉　田　乃理子

－　11　－



中学校（一般教員）

 

  退職

相模原市立相陽中学校 園　田　正　樹

相模原市立相陽中学校 志　村　三佳子

相模原市立上溝中学校 塩　野　優　子

相模原市立上溝中学校 大　倉　美　治

相模原市立上溝中学校 尾　崎　信　吾

相模原市立田名中学校 佐　藤　孝　彦

相模原市立大沢中学校 小　沢　優　貴

相模原市立大沢中学校 長　田　　　勇

相模原市立大沢中学校 鈴　木　明　菜

相模原市立旭中学校 門　間　光　路

相模原市立旭中学校 座　間　美　彩

相模原市立大野南中学校 細　矢　俊一郎

相模原市立相模台中学校 﨑　村　　　彰

相模原市立清新中学校 青　野　武　士

相模原市立麻溝台中学校 神　薗　岳　志

相模原市立麻溝台中学校 楢　木　理恵子

相模原市立緑が丘中学校 石　川　泰　子

相模原市立大野台中学校 髙　橋　利　幸

相模原市立相武台中学校 太　田　　　太

相模原市立谷口中学校 余　語　瑠　璃

相模原市立中央中学校 清　水　　　香

相模原市立新町中学校 吉　川　　　純

相模原市立新町中学校 川　瀨　春　美

相模原市立相原中学校 小　川　恵　理

相模原市立上溝南中学校 柴　田　来　実

相模原市立小山中学校 伊　藤　雅　行

－　12　－



相模原市立小山中学校 湯　口　有加里

 相模原市立小山中学校 白　川　敦　子

相模原市立由野台中学校 窪　田　純　子

相模原市立内出中学校 鈴　木　　　勉

相模原市立鵜野森中学校 高　橋　恵　子

相模原市立鵜野森中学校 中　藪　喜代美

相模原市立鵜野森中学校 府　川　　　勉

相模原市立東林中学校 遠　藤　光　明

相模原市立東林中学校 鈴　木　紀　子

相模原市立北相中学校 金　成　滋　美

－　13　－



平成３１年４月１日付け

相 模 原 市 立 小 中 学 校

人 事 異 動 名 簿

相模原市教育委員会



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

小学校長

 

  異動

相模原市立大沢小学校 相模原市立大野台小学校 浅　野　　　宏

相模原市立旭小学校 相模原市立並木小学校 福　田　雅　一

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立相模台小学校 中　山　章　治

相模原市立谷口台小学校 相模原市立上溝南小学校 西　山　俊　彦

相模原市立富士見小学校 相模原市立旭小学校 二　宮　昭　夫

相模原市立青野原小学校
（青野原中学校長兼務）

相模原市立作の口小学校 小　畑　弘　文

相模原市立藤野北小学校 相模原市立千木良小学校 東　郷　健二郎

－　1　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  新任

相模原市立相原小学校 相模原市立藤野中学校 守　屋　孝　子

相模原市立相模台小学校 相模原市立相模台小学校 佐　藤　美　佳

相模原市立相武台小学校 相模原市立相武台小学校 鈴　木　由　巳

相模原市立上鶴間小学校 相模原市立向陽小学校 相　馬　義　彦

相模原市立鶴の台小学校 相模原市立鶴の台小学校 黒　岩　由貴子

相模原市立作の口小学校 教育センター 松　田　知　子

相模原市立大野北小学校 相模原市立大野北小学校 霧　生　貴　紀

相模原市立上溝南小学校 相模原市立横山小学校 塚　田　恵　一

相模原市立大島小学校 相模原市立中央小学校 大　木　真　理

相模原市立弥栄小学校 相模原市立川尻小学校 大　内　眞理子

相模原市立青葉小学校 相模原市立相陽中学校 久　保　高　志

相模原市立大野台中央小学校 相模原市立上溝小学校 浅　輪　　　聡

相模原市立谷口小学校 相模原市立谷口小学校 田　巻　直　人

相模原市立もえぎ台小学校 相模原市立星が丘小学校 大神田　由香里

相模原市立広田小学校 相模原市立広田小学校 古　屋　礼　史

相模原市立根小屋小学校 相模原市立田名北小学校 井　上　　　浩

相模原市立鳥屋小学校 相模原市立小山小学校 岸　　　和　彦

相模原市立内郷小学校 相模原市立当麻田小学校 沼　澤　俊　宏

相模原市立藤野小学校 相模原市立藤野小学校 榎　田　一　典

－　2　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  再任用

相模原市立星が丘小学校 相模原市立星が丘小学校 朝　野　秀　典

相模原市立大野小学校 相模原市立大野小学校 牛　島　一　美

相模原市立清新小学校 相模原市立清新小学校 塚　田　修　一

相模原市立光が丘小学校 相模原市立光が丘小学校 田　中　宏　明

相模原市立桜台小学校 相模原市立大野北小学校 遠　藤　洋　子

相模原市立横山小学校 相模原市立青野原小学校 岡　崎　広　志

相模原市立鹿島台小学校 相模原市立大野台中学校 中　澤　　　隆

相模原市立橋本小学校 相模原市立橋本小学校 八　杉　昌　哉

相模原市立大野台小学校 相模原市立弥栄小学校 佐　藤　清　美

相模原市立並木小学校 相模原市立鳥屋小学校 押　田　　　功

相模原市立鶴園小学校 相模原市立鶴園小学校 井　上　一　恵

相模原市立双葉小学校 相模原市立双葉小学校 米　澤　由美子

相模原市立若草小学校 相模原市立若草小学校 大　西　輝　佳

相模原市立若松小学校 相模原市立若松小学校 須　藤　ゆかり

相模原市立新宿小学校 相模原市立新宿小学校 大　塚　千　春

相模原市立当麻田小学校 相模原市立当麻田小学校 菊地原　里　美

相模原市立夢の丘小学校 相模原市立夢の丘小学校 木　原　裕　二

相模原市立川尻小学校 相模原市立川尻小学校 畠　山　康　彦

相模原市立湘南小学校 相模原市立藤野北小学校 佐　藤　正　文

相模原市立中野小学校 相模原市立谷口小学校 飯　塚　亮　人

相模原市立串川小学校 相模原市立串川小学校 北　村　正　弘

相模原市立桂北小学校 相模原市立桂北小学校 近　藤　ひとみ

相模原市立千木良小学校 相模原市立大沢小学校 西　野　幸　子

相模原市立藤野南小学校 相模原市立藤野南小学校 宮　﨑　方　年

－　3　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

中学校長

 

  異動

相模原市立相陽中学校 相模原市立谷口中学校 小　林　知　昭

相模原市立大野南中学校 学校教育部 奥　村　　　仁

相模原市立中野中学校 相模原市立鵜野森中学校 菊地原　宏　明

相模原市立青野原中学校
（青野原小学校長兼務）

相模原市立作の口小学校 小　畑　弘　文

相模原市立青根中学校
（青根小学校長兼務）

相模原市立青根小学校 倉　田　秀　文

 

－　4　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  新任

相模原市立田名中学校 相模原市立田名中学校 古　川　直　樹

相模原市立相模台中学校 相模原市立相模台中学校 前　山　幸　一

相模原市立大野台中学校 相模川自然の村野外体験教室 宮　坂　賀　則

相模原市立鵜野森中学校 相模原市立弥栄中学校 小　林　研　一

相模原市立相模丘中学校 相模原市立小山中学校 水　野　澄　雄

－　5　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  再任用

相模原市立上鶴間中学校 相模原市立上鶴間中学校 馬　場　尚　子

相模原市立麻溝台中学校 相模原市立麻溝台中学校 德　田　正　朗

相模原市立緑が丘中学校 相模原市立相武台中学校 小　泉　　　勉

相模原市立相武台中学校 相模原市立相陽中学校 朴　木　　　昇

相模原市立谷口中学校 相模原市立北相中学校 見　城　俊　夫

相模原市立新町中学校 相模原市立緑が丘中学校 上　西　雅　己

相模原市立弥栄中学校 相模原市立弥栄中学校 伊　藤　隆　一

相模原市立上溝南中学校 相模原市立上溝南中学校 板　橋　一　幸

相模原市立由野台中学校 相模原市立由野台中学校 堀　出　三　幸

相模原市立中沢中学校 相模原市立青根中学校 杉　本　祐　一

相模原市立串川中学校 相模原市立中野中学校 芦　沢　　　進

相模原市立鳥屋中学校 相模原市立鳥屋中学校 中　西　文　夫

相模原市立北相中学校 相模原市立中沢中学校 守　屋　和　幸

相模原市立内郷中学校 相模原市立内郷中学校 加　藤　正　樹

－　6　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

小学校副校長

 

  異動

相模原市立上溝小学校 相模原市立双葉小学校 大　塚　善　行

相模原市立南大野小学校 相模原市立陽光台小学校 山　本　雅　敏

相模原市立相武台小学校 相模原市立青根小学校 奈良田　　　久

相模原市立鶴の台小学校 相模原市立鶴園小学校 藤　田　博　己

相模原市立緑台小学校 相模原市立清新小学校 大　島　祐　子

相模原市立大野北小学校 相模原市立光が丘小学校 竹　内　啓　子

相模原市立二本松小学校 相模原市立田名小学校 三　浦　恵里子

相模原市立谷口小学校 相模原市立大野小学校 蘒　原　典　子

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立緑台小学校 矢　澤　圭　子

相模原市立当麻田小学校 相模原市立広陵小学校 小野澤　克　己

相模原市立川尻小学校 相模原市立くぬぎ台小学校 細　川　裕　司

相模原市立広陵小学校 相模原市立桂北小学校 加　藤　道　子

相模原市立広田小学校 相模原市立大沢小学校 門　倉　恭　子

－　7　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  新任

相模原市立新磯小学校 青少年相談センター 石　黒　晴　美

相模原市立麻溝小学校 相模原市立並木小学校 神　原　由香里

相模原市立田名小学校 学校教育課 佐　藤　由　起

相模原市立星が丘小学校 相模原市立緑台小学校 西　山　美　香

相模原市立大沢小学校 相模原市立若松小学校 大　林　明　子

相模原市立向陽小学校 教育センター 大　貫　　　努

相模原市立大野小学校 青少年相談センター 松　浦　隆　志

相模原市立中央小学校 相模原市立旭小学校 進　藤　智　子

相模原市立清新小学校 学校教育課 池　田　加奈子

相模原市立東林小学校 相模原市立東林小学校 江　副　弘　毅

相模原市立光が丘小学校 相模原市立若草中学校 小　松　正　宏

相模原市立横山小学校 相模原市立横山小学校 秋　山　京　子

相模原市立鶴園小学校 青少年相談センター 飛矢﨑　明　美

相模原市立くぬぎ台小学校 相模原市立桜台小学校 谷　川　理　枝

相模原市立双葉小学校 学校教育課 的　場　雄一郎

相模原市立陽光台小学校 相模原市立大島小学校 松　崎　順　子

相模原市立若草小学校 相模原市立鳥屋小学校 矢　部　忠　男

相模原市立田名北小学校 相模原市立田名北小学校 田　巻　幸　子

相模原市立九沢小学校 相模原市立上溝小学校 石　井　弥　生

相模原市立夢の丘小学校 相模原市立夢の丘小学校 桂　徳　泰　彦

相模原市立小山小学校 相模原市立大野台小学校 二　ノ　宮　岳

相模原市立桂北小学校 相模原市立大野台中央小学校 椎　野　泰　嗣

－　8　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  再任用

相模原市立旭小学校 相模原市立旭小学校 中　山　秀　子

相模原市立相模台小学校 相模原市立麻溝小学校 柴　田　紀　子

相模原市立作の口小学校 相模原市立作の口小学校 萩　原　直　子

相模原市立津久井中央小学校 相模原市立津久井中央小学校 元　山　雅　治

相模原市立鳥屋小学校 相模原市立鳥屋小学校 伊　藤　和　子

相模原市立青根小学校
（青根中学校副校長兼務）

相模原市立青根中学校 中　島　　　隆

相模原市立藤野北小学校 相模原市立藤野北小学校 一　瀬　　　純

相模原市立藤野小学校 相模原市立九沢小学校 小　俣　美智子

－　9　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

中学校副校長

 

　異動

相模原市立大沢中学校 相模原市立中央中学校 嶋　野　智　文

相模原市立弥栄中学校 相模原市立内出中学校 江　森　克　弘

相模原市立小山中学校 相模原市立上溝南中学校 山　﨑　真　理

相模原市立若草中学校 相模原市立東林中学校 根　岸　幸　雄

相模原市立東林中学校 相模原市立大沢中学校 中　嶋　秀　雄

相模原市立藤野中学校 相模原市立内郷中学校 大　前　安　悟

－　10　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  新任

相模原市立相陽中学校 学校教育課 福　井　　　学

相模原市立大野北中学校 相模原市立大野南中学校 片　平　　　真

相模原市立上鶴間中学校 相模原市立相陽中学校 松　島　和　博

相模原市立中央中学校 相模原市立中央中学校 野　口　宏　之

相模原市立相原中学校 相模原市立相模丘中学校 中　里　浩　二

相模原市立上溝南中学校 相模原市立緑が丘中学校 谷　口　浩　之

相模原市立内出中学校 教職員人事課 石　井　紀　子

相模原市立鳥屋中学校 相模原市立鳥屋中学校 望　月　はる美

－　11　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

　再任用

相模原市立田名中学校 相模原市立大野北中学校 早　川　政　文

相模原市立相模台中学校 相模原市立相原中学校 山　崎　秀　夫

相模原市立大野台中学校 相模原市立大野台中学校 平　野　良　一

相模原市立内郷中学校 相模原市立若草中学校 押　田　直　子

－　12　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

小学校（一般教員）

 

  異動

相模原市立新磯小学校 相模原市立光が丘小学校 田　中　良　幸

相模原市立新磯小学校 相模原市立谷口台小学校 岡　﨑　　　愛

相模原市立麻溝小学校 横浜国大附横浜小学校 櫛󠄁　谷　孝　徳

相模原市立麻溝小学校 相模原市立清新小学校 木　村　名月代

相模原市立上溝小学校 相模原市立向陽小学校 江　原　かおり

相模原市立上溝小学校 相模原市立相模台小学校 佐々木　清　美

相模原市立上溝小学校 相模原市立藤野南小学校 進　藤　隆　幸

相模原市立上溝小学校 相模原市立清新小学校 本　郷　　　拓

相模原市立星が丘小学校 相模原市立上鶴間小学校 尾　﨑　昭　弘

相模原市立星が丘小学校 相模原市立串川小学校 志　村　　　俊

相模原市立星が丘小学校 相模原市立田名北小学校 名　取　寛　子

相模原市立星が丘小学校 相模原市立大沼小学校 金　子　治　佳

相模原市立星が丘小学校 相模原市立津久井中央小学校 宮　﨑　広　野

相模原市立大沢小学校 相模原市立東林小学校 藤　田　桂　子

相模原市立大沢小学校 相模原市立小山小学校 小　林　秀　明

相模原市立大沢小学校 相模原市立田名北小学校 柿　原　麻衣子

相模原市立大沢小学校 相模原市立大野北小学校 荒　木　和　人

相模原市立大沢小学校 相模原市立上溝南小学校 森　本　青　空

相模原市立大沢小学校 相模原市立新磯小学校 中　向　幸　太

相模原市立大沢小学校 相模原市立桜台小学校 樋　口　光　代

相模原市立旭小学校 相模原市立大沢小学校 若　林　佳緒里

相模原市立旭小学校 相模原市立陽光台小学校 林　　　　　茜

相模原市立向陽小学校 相模原市立相陽中学校 片　桐　真衣子

相模原市立向陽小学校 相模原市立旭小学校 岸　本　順　平

相模原市立向陽小学校 相模原市立東林小学校 髙　林　美　紀

－　13　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

相模原市立向陽小学校 相模原市立宮上小学校 井　上　尚　仁

相模原市立相原小学校 相模原市立もえぎ台小学校 市　瀬　真理子

相模原市立相原小学校 相模原市立九沢小学校 板　倉　浩　幸

相模原市立相原小学校 相模原市立星が丘小学校 岩　科　日香莉

相模原市立相原小学校 相模原市立鹿島台小学校 加　藤　圭　脩

相模原市立大野小学校 相模原市立鶴の台小学校 新　関　昌　也

相模原市立大野小学校 相模原市立清新小学校 藤　井　達　也

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立中野小学校 植　松　敏　則

相模原市立谷口台小学校 相模原市立相原小学校 湯通堂　幸　那

相模原市立谷口台小学校 相模原市立大沢小学校 鶴　長　絵　理

相模原市立谷口台小学校 相模原市立田名小学校 松　元　博　一

相模原市立中央小学校 相模原市立大沼小学校 多　田　和　美

相模原市立中央小学校 相模原市立大野台小学校 大　橋　と　き

相模原市立中央小学校 相模原市立麻溝小学校 八　木　翔　平

相模原市立中央小学校 相模原市立南大野小学校 和　田　雄　生

相模原市立清新小学校 相模原市立桜台小学校 藤　岡　牧　子

相模原市立清新小学校 相模原市立大野台小学校 長　尾　　　圭

相模原市立清新小学校 相模原市立谷口台小学校 稲　田　勇　介

相模原市立相模台小学校 相模原市立富士見小学校 三　角　え　み

相模原市立相模台小学校 相模原市立弥栄小学校 長谷川　由　香

相模原市立相模台小学校 相模原市立二本松小学校 井　村　寬　人

相模原市立東林小学校 相模原市立桜台小学校 渡　邉　雅　恵

相模原市立東林小学校 相模原市立双葉小学校 深　水　亜　希

相模原市立光が丘小学校 相模原市立千木良小学校 山　﨑　健　司

相模原市立光が丘小学校 相模原市立広田小学校 髙　野　真　実

相模原市立大沼小学校 相模原市立横山小学校 井　上　さやか

相模原市立大沼小学校 相模原市立陽光台小学校 中　村　大　地

相模原市立大沼小学校 相模原市立鶴の台小学校 柴　田　渓　介

相模原市立大沼小学校 相模原市立九沢小学校 林　　　奈津実

－　14　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

相模原市立大沼小学校 相模原市立清新小学校 川　田　京　子

相模原市立共和小学校 相模原市立大沢小学校 小　野　麻　里

相模原市立共和小学校 相模原市立田名北小学校 生　田　由　季

相模原市立共和小学校 相模原市立夢の丘小学校 冨　野　　　裕

相模原市立桜台小学校 相模原市立大野小学校 木　谷　隆　人

相模原市立桜台小学校 南足柄市立福沢小学校 藤　原　雅　彦

相模原市立桜台小学校 相模原市立上鶴間小学校 山　手　　　涼

相模原市立上鶴間小学校 相模原市立鶴の台小学校 奥　田　正　裕

相模原市立上鶴間小学校 相模原市立鳥屋小学校 竹　田　妙　子

相模原市立上鶴間小学校 相模原市立若草小学校 平　坂　聡　美

相模原市立上鶴間小学校 相模原市立二本松小学校 澤　田　麻　実

相模原市立横山小学校 相模原市立大沢小学校 髙　山　麻　紀

相模原市立横山小学校 相模原市立中野小学校 奥　秋　翔　大

相模原市立鶴の台小学校 相模原市立共和小学校 吉　澤　　　徹

相模原市立鶴の台小学校 相模原市立上溝小学校 佐　藤　和　秀

相模原市立鶴の台小学校 相模原市立上溝南小学校 塩　幡　真　紀

相模原市立鶴の台小学校 相模原市立田名小学校 丸　山　美　樹

相模原市立鶴の台小学校 相模原市立大沢小学校 飯　塚　洋　平

相模原市立鹿島台小学校 相模原市立共和小学校 佐　野　朱　美

相模原市立鹿島台小学校 相模原市立橋本小学校 前　川　　　緑

相模原市立緑台小学校 相模原市立大沢小学校 堀　内　智　美

相模原市立緑台小学校 相模原市立淵野辺東小学校 市　川　幸一郎

相模原市立橋本小学校 相模原市立新磯小学校 井　上　恵　太

相模原市立橋本小学校 相模原市立淵野辺東小学校 藤　田　耕　一

相模原市立橋本小学校 相模原市立中野小学校 糸　井　美　智

相模原市立大野台小学校 大和市立桜丘小学校 竹　田　成　彦

相模原市立大野台小学校 相模原市立相原小学校 柳　生　美知子

相模原市立大野台小学校 相模原市立橋本小学校 長谷部　芙　美

相模原市立並木小学校 相模原市立大沢小学校 横　山　浩　幸
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相模原市立並木小学校 相模原市立鶴の台小学校 藤　原　裕　美

相模原市立並木小学校 相模原市立若松小学校 加　納　芽　生

相模原市立並木小学校 相模原市立横山小学校 中　村　理　奈

相模原市立作の口小学校 相模原市立鶴の台小学校 正　岡　友　里

相模原市立大野北小学校 相模原市立桜台小学校 田　島　宏　和

相模原市立大野北小学校 相模原市立桂北小学校 澤　井　勇　水

相模原市立大野北小学校 相模原市立大島小学校 鈴　木　葉　月

相模原市立鶴園小学校 相模原市立谷口台小学校 江　幡　史　朗

相模原市立鶴園小学校 相模原市立富士見小学校 上　村　尚　子

相模原市立鶴園小学校 相模原市立上溝南小学校 星　野　嘉　住

相模原市立くぬぎ台小学校 相模川自然の村野外体験教室 臼　井　美　佳

相模原市立くぬぎ台小学校 相模原市立清新小学校 夏　梅　ゆかり

相模原市立双葉小学校 相模原市立並木小学校 永　野　由　佳

相模原市立双葉小学校 相模原市立川尻小学校 大　王　めぐみ

相模原市立双葉小学校 相模原市立大沢小学校 髙　坂　将　之

相模原市立陽光台小学校 相模原市立若松小学校 三　宅　珠　喜

相模原市立陽光台小学校 相模原市立清新小学校 細　樅　慶　子

相模原市立若草小学校 相模原市立谷口台小学校 賀　澤　未　央

相模原市立若草小学校 相模原市立並木小学校 金　子　　　史

相模原市立上溝南小学校 相模原市立二本松小学校 藤　村　祐　子

相模原市立上溝南小学校 相模原市立淵野辺東小学校 吉　田　耕一郎

相模原市立上溝南小学校 相模原市立当麻田小学校 福　永　美　樹

相模原市立大島小学校 相模原市立作の口小学校 長　澤　敦　子

相模原市立大島小学校 相模原市立上溝南小学校 菅　沼　謙太郎

相模原市立大島小学校 相模原市立藤野小学校 本　田　美　奈

相模原市立二本松小学校 相模原市立向陽小学校 内　田　加奈子

相模原市立二本松小学校 相模原市立共和小学校 松　井　駿　介

相模原市立二本松小学校 相模原市立橋本小学校 成　田　　　萌

相模原市立田名北小学校 相模原市立中央小学校 甘　﨑　由　紀
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相模原市立田名北小学校 相模原市立大沢小学校 山　田　深　雪

相模原市立田名北小学校 相模原市立川尻小学校 阿波嵜　恵　美

相模原市立弥栄小学校 相模原市立東林小学校 古　木　久　貴

相模原市立弥栄小学校 相模原市立橋本小学校 生　田　智　恵

相模原市立弥栄小学校 相模原市立谷口小学校 原　田　健　一

相模原市立青葉小学校 川崎市立生田小学校 島　岡　次　郎

相模原市立大野台中央小学校 相模原市立横山小学校 安　田　友　理

相模原市立大野台中央小学校 相模原市立大沢小学校 田　中　毅　彦

相模原市立大野台中央小学校 相模原市立星が丘小学校 長　田　莉　子

相模原市立大野台中央小学校 相模原市立鹿島台小学校 木　下　章　嗣

相模原市立宮上小学校 相模原市立大島小学校 児　玉　道　代

相模原市立宮上小学校 相模原市立東林小学校 山　岸　　　佑

相模原市立宮上小学校 相模原市立相原小学校 新　垣　亜由美

相模原市立九沢小学校 相模原市立清新中学校 榮　永　昌　宏

相模原市立九沢小学校 相模原市立中野小学校 菊地原　美弥子

相模原市立九沢小学校 相模原市立大野台小学校 西　川　　　蘭

相模原市立九沢小学校 相模原市立向陽小学校 佐　藤　理　絵

相模原市立谷口小学校 相模原市立中央小学校 渡　邊　由希子

相模原市立谷口小学校 相模原市立田名北小学校 秋　山　樹　里

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立弥栄小学校 織　江　亮　太

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立川尻小学校 水　野　幸　世

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立青葉小学校 横　田　弥　生

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立谷口台小学校 皿　田　杏　理

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立大沼小学校 横　山　真理子

相模原市立若松小学校 相模原市立広田小学校 橋　本　真由美

相模原市立若松小学校 相模原市立田名北小学校 大　川　弥　生

相模原市立若松小学校 相模原市立向陽小学校 唐　澤　哲　至

相模原市立新宿小学校 相模原市立富士見小学校 細　谷　愛　莉

相模原市立当麻田小学校 相模原市立中央小学校 矢　部　俊　明
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相模原市立当麻田小学校 相模原市立藤野北小学校 山　崎　留　美

相模原市立夢の丘小学校 相模原市立大野北小学校 矢　部　祥　子

相模原市立夢の丘小学校 相模原市立淵野辺東小学校 臼　井　絵　梨

相模原市立夢の丘小学校 相模原市立橋本小学校 三　堀　令　人

相模原市立富士見小学校 相模原市立若松小学校 志　村　勝　司

相模原市立富士見小学校 相模原市立新磯小学校 佐　藤　絵　実

相模原市立小山小学校 相模原市立大島小学校 大　谷　繁　樹

相模原市立小山小学校 相模原市立橋本小学校 吉　田　惇　一

相模原市立小山小学校 相模原市立淵野辺東小学校 小　柳　美　琴

相模原市立川尻小学校 相模原市立大野北小学校 駒　村　由香里

相模原市立川尻小学校 相模原市立上溝南小学校 甘　利　恭　子

相模原市立川尻小学校 相模原市立九沢小学校 清　田　留　美

相模原市立湘南小学校 相模原市立川尻小学校 永　井　吉　恵

相模原市立広陵小学校 相模原市立青野原小学校 望　月　　　聡

相模原市立広田小学校 教育センター 森　　　美　香

相模原市立広田小学校 相模原市立大野北小学校 髙　橋　優　李

相模原市立中野小学校 相模原市立相原小学校 杉　本　由紀子

相模原市立串川小学校 相模原市立二本松小学校 島　﨑　洋　輔

相模原市立鳥屋小学校 相模原市立藤野南小学校 佐　藤　浩　子

相模原市立青野原小学校 相模原市立向陽小学校 小　川　世里子

相模原市立桂北小学校 相模原市立星が丘小学校 赤　間　　　寛

相模原市立千木良小学校 相模原市立星が丘小学校 小　谷　卓　央

相模原市立千木良小学校 相模原市立湘南小学校 佐　藤　敬　久

相模原市立内郷小学校 相模原市立大沢小学校 村　松　麻里子

相模原市立藤野北小学校 相模原市立向陽小学校 芦　田　　　崇

相模原市立藤野北小学校 相模原市立鳥屋小学校 仲　川　美　鶴

相模原市立藤野南小学校 相模原市立藤野小学校 宮　﨑　和　典
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中学校（一般教員）

 

  異動

相模原市立相陽中学校 相模原市立北相中学校 山　口　和　幸

相模原市立相陽中学校 相模原市立上溝南中学校 川　上　瑶　子

相模原市立相陽中学校 相模原市立大野北中学校 立　花　美枝子

相模原市立相陽中学校 相模原市立清新中学校 森　　　哲　弥

相模原市立上溝中学校 相模原市立藤野中学校 長谷川　理　恵

相模原市立上溝中学校 相模原市立上溝南中学校 奈　良　恵　一

相模原市立上溝中学校 相模原市立相模台中学校 山　本　訓　子

相模原市立上溝中学校 相模原市立相原中学校 宮　﨑　大　城

相模原市立上溝中学校 相模原市立大野南中学校 神　田　恵　美

相模原市立上溝中学校 相模原市立相陽中学校 朝　日　亮　子

相模原市立上溝中学校 相模原市立田名中学校 中　坪　祐　太

相模原市立上溝中学校 相模原市立大野北中学校 高　井　桃　子

相模原市立上溝中学校 相模原市立東林中学校 飛　柗　美　紗

相模原市立田名中学校 相模原市立緑が丘中学校 齋　藤　友　希

相模原市立田名中学校 相模原市立新町中学校 石　井　光　絵

相模原市立田名中学校 相模原市立上溝中学校 鈴　木　啓　史

相模原市立田名中学校 相模原市立内郷中学校 佐久間　大　地

相模原市立田名中学校 相模原市立清新中学校 梶　野　瑛　梨

相模原市立大沢中学校 相模原市立相原中学校 髙　橋　正　史

相模原市立大沢中学校 相模原市立内郷中学校 五十嵐　誠　泰

相模原市立大沢中学校 相模原市立相陽中学校 澁　谷　博　子

相模原市立旭中学校 相模原市立大野台中学校 島　田　勝　彦

相模原市立旭中学校 相模原市立共和中学校 大　塚　祥　司

相模原市立旭中学校 相模原市立中央中学校 宮　坂　典　子

相模原市立旭中学校 相模原市立弥栄中学校 吉　田　次　朗
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相模原市立大野北中学校 相模原市立串川中学校 梶　原　　　仁

相模原市立大野北中学校 相模原市立相模台中学校 中　西　行　広

相模原市立大野南中学校 相模原市立旭中学校 小　山　　　賢

相模原市立大野南中学校 相模原市立若草中学校 渡　邊　和　典

相模原市立大野南中学校 相模原市立共和中学校 柏　木　晴　美

相模原市立相模台中学校 相模原市立弥栄中学校 青　島　志　織

相模原市立相模台中学校 相模原市立由野台中学校 堤　　　江里子

相模原市立清新中学校 相模原市立旭中学校 白　川　俊　成

相模原市立清新中学校 相模原市立相原中学校 鈴　木　留美子

相模原市立上鶴間中学校 相模原市立小山中学校 山　口　　　泉

相模原市立上鶴間中学校 相模原市立相原中学校 大　金　真一郎

相模原市立麻溝台中学校 相模原市立相模丘中学校 一ノ瀬　篤　志

相模原市立麻溝台中学校 相模原市立田名中学校 淵之上　歌　香

相模原市立麻溝台中学校 相模原市立弥栄中学校 裾　野　裕果子

相模原市立麻溝台中学校 相模原市立大野北中学校 神　林　理恵子

相模原市立共和中学校 相模原市立青根中学校 小　畑　英　子

相模原市立共和中学校 相模原市立相陽中学校 小　池　紘　史

相模原市立共和中学校 相模原市立上鶴間中学校 中　山　　　茜

相模原市立共和中学校 相模原市立串川中学校 大　沢　篤　史

相模原市立緑が丘中学校 相模原市立藤野中学校 杉　山　利　行

相模原市立緑が丘中学校 相模原市立相模丘中学校 瀧　本　千　秋

相模原市立緑が丘中学校 相模原市立麻溝台中学校 遠　藤　英　美

相模原市立緑が丘中学校 相模原市立相模台中学校 大　西　美智恵

相模原市立大野台中学校 相模原市立中野中学校 金　塚　弘　紀

相模原市立大野台中学校 相模原市立谷口中学校 野　津　　　稔

相模原市立相武台中学校 相模原市立由野台中学校 吉　田　圭　汰

相模原市立相武台中学校 相模原市立麻溝台中学校 曽　宮　り　か

相模原市立谷口中学校 相模原市立旭中学校 阿　部　　　睦

相模原市立谷口中学校 相模原市立田名中学校 永　島　徹　也
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相模原市立谷口中学校 相模原市立上鶴間中学校 佐々木　　　渉

相模原市立中央中学校 相模原市立上溝南中学校 丸　岡　智　美

相模原市立中央中学校 相模原市立旭中学校 長　沼　辰　徳

相模原市立中央中学校 相模原市立由野台中学校 甲　斐　久瑠美

相模原市立新町中学校 相模原市立上溝中学校 野　嵜　雄　太

相模原市立弥栄中学校 相模原市立田名中学校 村　井　直　子

相模原市立弥栄中学校 相模原市立東林中学校 服　部　圭　佑

相模原市立上溝南中学校 相模原市立新町中学校 小　川　由　香

相模原市立上溝南中学校 相模原市立大野北中学校 林　　　由美子

相模原市立上溝南中学校 相模原市立共和中学校 加　藤　宏　一

相模原市立小山中学校 相模原市立相原中学校 中　尾　香主子

相模原市立小山中学校 相模原市立旭中学校 髙　城　陽　子

相模原市立小山中学校 相模原市立北相中学校 遠　藤　　　愛

相模原市立小山中学校 相模原市立青根中学校 山　口　良　二

相模原市立小山中学校 相模原市立麻溝台中学校 森　田　知　宏

相模原市立小山中学校 相模原市立上溝中学校 奥　原　有　美

相模原市立若草中学校 相模原市立谷口中学校 白　井　建　一

相模原市立若草中学校 相模原市立相武台中学校 山　下　愛　子

相模原市立若草中学校 相模原市立藤野中学校 鏡　　　修　平

相模原市立由野台中学校 相模原市立藤野中学校 峯　　　一　徳

相模原市立由野台中学校 相模原市立大沢中学校 川　上　若　葉

相模原市立由野台中学校 相模原市立鵜野森中学校 杉　田　伸　枝

相模原市立由野台中学校 相模原市立上鶴間中学校 桝　田　恵　子

相模原市立内出中学校 相模原市立小山中学校 田　邊　紫　野

相模原市立内出中学校 相模原市立谷口中学校 三　原　舞　子

相模原市立内出中学校 相模原市立田名中学校 大　澤　孝　充

相模原市立内出中学校 相模原市立中野中学校 杉　本　恭　平

相模原市立鵜野森中学校 相模原市立由野台中学校 村　松　延　江

相模原市立鵜野森中学校 相模原市立中央中学校 若　松　彩　香
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相模原市立鵜野森中学校 宇宙航空研究開発機構 松　原　　　理

相模原市立東林中学校 相模原市立中央中学校 山　下　由　里

相模原市立相模丘中学校 相模原市立内郷中学校 榎　本　一　彦

相模原市立相模丘中学校 相模原市立上溝中学校 鈴　木　範　子

相模原市立相模丘中学校 相模原市立内出中学校 井　上　愛　香

相模原市立中野中学校 神奈川県教育委員会 林　　　幹　夫

相模原市立中野中学校 相模原市立相武台中学校 増　井　啓　示

相模原市立串川中学校 相模原市立田名中学校 山　岸　正　明

相模原市立青野原中学校 学校教育課 竹　鼻　直　樹

相模原市立北相中学校 相模原市立清新中学校 澤　口　奈津子

相模原市立北相中学校 相模原市立相模台中学校 栗　原　絢　子

相模原市立内郷中学校 相模原市立旭中学校 小　林　祐　也

相模原市立内郷中学校 相模原市立上溝中学校 佐　藤　直　人

相模原市立藤野中学校 教育センター 白　田　良　雄

相模原市立藤野中学校 相模原市立北相中学校 藤　原　聡　子
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