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相模原市立学校教職員人事異動について 

(令和２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、令和２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 １０６校(小学校７０校・中学校３５校・義務教育学校１校) 

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

区 分 
小学校 中学校 義務教育学校 

合 計 
異動 昇任 異動 昇任 異動 昇任 

校 長 ９(１６) ６(１９) ６(１１) ５(５) １ ０ ２７(５１) 

副校長 １８(１６) １２(２２) ８ (９) ８(８) １ １ ４８(５５) 

計 ２７(３２) １８(４１) １４(２０) １３(１３) ２ １ ７５(１０６) 

・退職は、小学校１８人、中学校８人。 

 

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

区  分 小学校 中学校 義務教育学校 合  計 

異   動 ２３１(２０５) １２７(１１５) １９ ３７７(３２０) 

新 規 採 用 ７３ (４６) ５１ (４３) １ １２５ (８９) 

計 ３０４(２５１) １７８(１５８) ２０ ５０２(４０９) 

・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４人、自校昇任３５人、合計３９

人)を含む。 

・退職は、小学校６０人、中学校４９人。 

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

区  分 小学校 中学校 義務教育学校 合  計 

異  動 ２０(１４) １５(１２) １ ３６(２６) 

新 規 採 用  ４  (０)   ３ (４) ０   ７ (４) 

計 ２４(１４)  １８(１６) １ ４３(３０) 

・異動には、昇任を含む。 
・退職は、小学校４人、中学校０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  ３９人(小学校２７人・中学校１２人) 

再任用副校長 １３人(小学校 ８人・中学校 ５人) 

 

(２)女性管理職の割合 

 新たに、校長に２人、副校長に９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、３５．３％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 １８(４１) ８(２１) ４４．４％(５１．２％) 

中学校 １３(１３)  ２（２） １５．４％(１５．４％) 

義務教育学校 １（－）  １（－） １００％  (  －  ) 

計 ３２(５４) １１(２３) ３４．４％(４２．６％) 

 

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 １４１(１４５) ６５(６８) ４６．１％(４６．９％) 

中学校 ７１(７２) １０(９) １４．１％(１２．５％) 

義務教育学校 ３(－)  １(－) ３３．３％(  －  ) 

計 ２１５(２１７) ７６(７７) ３５．３％(３５．５％) 

 

(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 

２人 ①小学校(校長)→中学校(校長)：１人 

   ②中学校(教諭)→小学校(教諭)：１人 

      

行政との人事交流 

２０人(行政→小中学校８人、小中学校→行政１２人) 

 

以 上   
 
 
 
 

問合せ先 

教職員人事課 

 電話 042-769-8279 



令和２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

 

相模原市立新磯小学校 青　木　正　利

相模原市立麻溝小学校 髙　橋　　　章

相模原市立上溝小学校 小　倉　久美子

相模原市立大沢小学校 浅　野　　　宏

相模原市立中央小学校 今　井　勝　明

相模原市立東林小学校 渡　邊　　　仁

相模原市立大沼小学校 坂　井　夏　美

相模原市立小山小学校 阿　部　高　美

相模原市立藤野北小学校 東　郷　健二郎

－　1　－



  任期満了

相模原市立橋本小学校 八　杉　昌　哉

相模原市立双葉小学校 米　澤　由美子

相模原市立夢の丘小学校 木　原　裕　二

－　2　－



中学校長

 

  退職

 

相模原市立大野北中学校 金　井　秀　夫

相模原市立共和中学校 山　口　則　夫

相模原市立小山中学校 関　口　益　友

相模原市立藤野中学校 城　上　浩　美

－　3　－



  任期満了

相模原市立麻溝台中学校 德　田　正　朗

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 堀　出　三　幸

－　4　－



小学校副校長

 

  退職

 

相模原市立桜台小学校 井　上　典　子

相模原市立橋本小学校 榎　本　裕美子

相模原市立上溝南小学校 酒　巻　陽　子

相模原市立弥栄小学校 田　中　治　仁

相模原市立大野台中央小学校 下　鳥　陽　子

相模原市立富士見小学校 石　神　裕　子

相模原市立中野小学校 宇佐美　　　泰

相模原市立根小屋小学校 沼　澤　明　代

相模原市立藤野南小学校 山　口　富士男

－　5　－



  任期満了

相模原市立旭小学校 中　山　秀　子

相模原市立鳥屋小学校 伊　藤　和　子

相模原市立青根小学校 中　島　　　隆

－　6　－



中学校副校長

 

  退職

 

相模原市立上溝中学校 内　山　桂　吾

相模原市立中沢中学校 清　水　久　也

相模原市立串川中学校 曽　田　信　司

相模原市立藤野中学校 大　前　安　悟

－　7　－



  任期満了

相模原市立相模台中学校 山　崎　秀　夫

－　8　－



小学校（一般教員）

 

  退職

 

相模原市立田名小学校 菊　池　奈　津

相模原市立上溝小学校 佐　藤　敬　子

相模原市立上溝小学校 本　郷　　　拓

相模原市立星が丘小学校 笹　木　　　亘

相模原市立星が丘小学校 越　浦　惠　子

相模原市立大沢小学校 中　島　由美子

相模原市立旭小学校 上　野　直　人

相模原市立淵野辺小学校 冨　田　大　介

相模原市立淵野辺小学校 伊　藤　里　紗

相模原市立中央小学校 髙　田　祥　次

相模原市立清新小学校 稲　田　勇　介

相模原市立清新小学校 福　田　優　香

相模原市立東林小学校 横　溝　さつき

相模原市立大沼小学校 石　原　真壽美

相模原市立大沼小学校 福　島　康　栄

相模原市立大沼小学校 菅　原　百　世

相模原市立共和小学校 西　野　　　輝

相模原市立共和小学校 松　本　辰　子

相模原市立桜台小学校 瀬　能　久美子

相模原市立上鶴間小学校 渡　辺　由　紀

相模原市立鹿島台小学校 菅　野　佐知子

相模原市立大野台小学校 相　原　奈緒美

相模原市立大野台小学校 中　川　翔　太

相模原市立大野台小学校 栁　澤　ひとみ

相模原市立並木小学校 布　野　新　子

相模原市立作の口小学校 松　森　桂　子

－　9　－



相模原市立大野北小学校 田　島　宏　和

相模原市立大野北小学校 石　井　環　世

相模原市立鶴園小学校 野　田　優利枝

相模原市立鶴園小学校 星　野　嘉　住

相模原市立くぬぎ台小学校 夏　梅　ゆかり

相模原市立双葉小学校 土　田　　　縁

相模原市立双葉小学校 名　知　明　穂

相模原市立双葉小学校 村　上　　　咲

相模原市立陽光台小学校 中　村　史　也

相模原市立若草小学校 佐　藤　和　江

相模原市立上溝南小学校 矢　島　礼　子

相模原市立大島小学校 三　角　夏　未

相模原市立二本松小学校 向　谷　　　旭

相模原市立二本松小学校 松　井　駿　介

相模原市立田名北小学校 折　野　友　海

相模原市立弥栄小学校 井　上　和　代

相模原市立弥栄小学校 中　島　久　子

相模原市立青葉小学校 島　岡　次　郎

相模原市立大野台中央小学校 宮　内　麻里子

相模原市立宮上小学校 上　松　智香子

相模原市立九沢小学校 宮　崎　　　緑

相模原市立九沢小学校 各　務　菜　央

相模原市立谷口小学校 宮　原　彩　香

相模原市立淵野辺東小学校 大和田　和香代

相模原市立淵野辺東小学校 堀　井　淳　之

相模原市立当麻田小学校 伊　東　野乃花

相模原市立もえぎ台小学校 小　島　義　浩

相模原市立川尻小学校 寺　本　菜穂花

相模原市立川尻小学校 中　村　三　恵

相模原市立川尻小学校 古　澤　勇　人

－　10　－



相模原市立鳥屋小学校 髙　井　貴世子

相模原市立青野原小学校 川　口　多美江

相模原市立藤野小学校 乗　松　拓　弥

相模原市立藤野南小学校 上　野　いずみ

－　11　－



中学校（一般教員）

 

  退職

相模原市立相陽中学校 坂　本　清　江

相模原市立相陽中学校 鈴　木　琢　馬

相模原市立相陽中学校 小　野　達　也

相模原市立相陽中学校 星　野　　　駿

相模原市立上溝中学校 長谷川　理　恵

相模原市立上溝中学校 高　井　桃　子

相模原市立上溝中学校 柴　田　圭　祐

相模原市立田名中学校 加　藤　泰　志

相模原市立田名中学校 鈴　木　良　長

相模原市立田名中学校 横　山　純　子

相模原市立田名中学校 江　口　麻　子

相模原市立大沢中学校 江　口　　　俊

相模原市立大沢中学校 迎　　　順　子

相模原市立大沢中学校 赤　岡　三志郎

相模原市立大野北中学校 金　井　　　晃

相模原市立大野北中学校 杵　鞭　一　郎

相模原市立大野南中学校 竹　越　絹　子

相模原市立相模台中学校 飯　島　公　子

相模原市立清新中学校 伊　藤　俊　一

相模原市立清新中学校 青　木　理　恵

相模原市立清新中学校 小　川　家　広

相模原市立上鶴間中学校 村　上　和　彦

相模原市立麻溝台中学校 薄　　　良　治

相模原市立麻溝台中学校 朴　木　美　子

相模原市立共和中学校 関　戸　京　子

相模原市立共和中学校 森　本　武　満

－　12　－



相模原市立共和中学校 加　藤　達　美

相模原市立緑が丘中学校 森　本　直　美

相模原市立大野台中学校 剣　持　美　樹

相模原市立相武台中学校 相　澤　智　子

相模原市立相武台中学校 林　　　典　枝

 相模原市立谷口中学校 西　墻　　　栞

相模原市立中央中学校 玉　谷　大　輝

相模原市立弥栄中学校 藤　井　　　麗

相模原市立相原中学校 浅　谷　明　子

相模原市立相原中学校 田　所　正　志

相模原市立相原中学校 塚　原　是　彦

相模原市立上溝南中学校 小　川　由　香

相模原市立小山中学校 山　口　良　二

相模原市立若草中学校 山　口　和　弘

相模原市立由野台中学校 小　山　孝　明

相模原市立由野台中学校 高　木　　　薫

相模原市立由野台中学校 大　塚　美保子

相模原市立鵜野森中学校 佐　藤　由美子

相模原市立鵜野森中学校 平　良　　　薫

相模原市立東林中学校 長　澤　康　之

相模原市立東林中学校 内　田　眞理子

相模原市立東林中学校 田　所　啓　子

相模原市立中沢中学校 原　田　京　子

－　13　－



令和２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

相模原市立上溝小学校 相模原市立青根小学校 倉　田　秀　文

相模原市立向陽小学校 相模原市立南大野小学校 中　里　雅　子

相模原市立南大野小学校 相模原市立津久井中央小学校 高　橋　真　美

相模原市立東林小学校 相模原市立向陽小学校 東　條　久美子

相模原市立夢の丘小学校 相模原市立緑台小学校 城　田　善　夫

相模原市立青和学園 相模原市立青野原小学校 小　畑　弘　文

－　1　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  新任

相模原市立中央小学校 教職員人事課 農　上　勝　也

相模原市立光が丘小学校 相模原市立上鶴間小学校 鹿　島　哲　夫

相模原市立大沼小学校 相模原市立川尻小学校 細　川　裕　司

相模原市立緑台小学校 相模原市立青葉小学校 今　野　　　功

相模原市立双葉小学校 相模原市立若松小学校 須　永　伸　治

相模原市立宮上小学校 相模原市立青野原小学校 平　　　和　枝

－　2　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  再任用

相模原市立新磯小学校 相模原市立新磯小学校 青　木　正　利

相模原市立麻溝小学校 相模原市立星が丘小学校 朝　野　秀　典

相模原市立星が丘小学校 相模原市立光が丘小学校 田　中　宏　明

相模原市立大沢小学校 相模原市立大沢小学校 浅　野　　　宏

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

相模原市立桜台小学校 相模原市立桜台小学校 遠　藤　洋　子

相模原市立横山小学校 相模原市立横山小学校 岡　崎　広　志

相模原市立鹿島台小学校 相模原市立鹿島台小学校 中　澤　　　隆

相模原市立橋本小学校 相模原市立東林小学校 渡　邊　　　仁

相模原市立大野台小学校 相模原市立大野台小学校 佐　藤　清　美

相模原市立並木小学校 相模原市立並木小学校 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

相模原市立小山小学校 相模原市立小山小学校 阿　部　高　美

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 相模原市立湘南小学校 佐　藤　正　文

相模原市立中野小学校 相模原市立中野小学校 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

相模原市立津久井中央小学校 相模原市立麻溝小学校 髙　橋　　　章

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 相模原市立千木良小学校 西　野　幸　子

相模原市立藤野北小学校 相模原市立藤野北小学校 東　郷　健二郎

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

相模原市立大野北中学校 相模原市立清新中学校 平　野　知　彦

相模原市立清新中学校 相模原市立相原中学校 江戸谷　智　章

相模原市立上鶴間中学校 相模原市立若草中学校 伊　藤　一　成

相模原市立上溝南中学校 相模原市立宮上小学校 林　　　由美子

相模原市立青和学園 相模原市立青野原中学校 小　畑　弘　文
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新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  新任

相模原市立麻溝台中学校 相模原市立緑が丘中学校 内　村　昭　広

相模原市立弥栄中学校 相模原市立弥栄中学校 江　森　克　弘

相模原市立小山中学校 相模原市立小山中学校 山　﨑　真　理

相模原市立若草中学校 相模原市立中野中学校 榎　本　泰　行

相模原市立由野台中学校 相模原市立大沢中学校 嶋　野　智　文
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新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  再任用

相模原市立共和中学校 相模原市立上鶴間中学校 馬　場　尚　子

相模原市立緑が丘中学校 相模原市立緑が丘中学校 小　泉　　　勉

相模原市立相武台中学校 相模原市立相武台中学校 朴　木　　　昇

相模原市立谷口中学校 相模原市立谷口中学校 見　城　俊　夫

相模原市立新町中学校 相模原市立新町中学校 上　西　雅　己

相模原市立相原中学校 相模原市立弥栄中学校 伊　藤　隆　一

相模原市立中沢中学校 相模原市立中沢中学校 杉　本　祐　一

相模原市立串川中学校 相模原市立串川中学校 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 相模原市立北相中学校 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

相模原市立藤野中学校 相模原市立藤野中学校 城　上　浩　美
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新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

小学校副校長

 

  異動

相模原市立大沢小学校 相模原市立千木良小学校 嵜　山　浩　人

相模原市立相原小学校 相模原市立淵野辺小学校 宮　原　由美子

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立大野台小学校 宇田川　真　美

相模原市立共和小学校 相模原市立相原小学校 彦　坂　克　則

相模原市立並木小学校 相模原市立共和小学校 上　原　ゆかり

相模原市立大島小学校 相模原市立湘南小学校 佐　藤　俊　巳

相模原市立弥栄小学校 相模原市立谷口台小学校 久　保　孝　之

相模原市立大野台中央小学校 相模原市立大島小学校 相　馬　　　圭

相模原市立もえぎ台小学校 相模原市立並木小学校 中　島　ひろみ

相模原市立富士見小学校 相模原市立大沢小学校 時　岡　良　幸

相模原市立湘南小学校 相模原市立鹿島台小学校 渡　辺　夕　子

相模原市立広陵小学校 相模原市立もえぎ台小学校 鎌　田　裕　子

相模原市立串川小学校 相模原市立広陵小学校 加　藤　道　子

相模原市立鳥屋小学校 相模原市立串川小学校 吉　澤　登久子

相模原市立千木良小学校 相模原市立新宿小学校 鈴　木　満　博
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新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  新任

相模原市立旭小学校 相模原市立旭小学校 島　﨑　貞　良

相模原市立谷口台小学校 相模原市立若草小学校 平　尾　美　紀

相模原市立桜台小学校 相模原市立相模台小学校 野　中　陽　子

相模原市立上鶴間小学校 相模原市立中央小学校 高　橋　陽　子

相模原市立鹿島台小学校 青少年相談センター 鴨　宮　結　花

相模原市立大野台小学校 相模川自然の村野外体験教室 下　山　公　香

相模原市立上溝南小学校 相模原市立上溝南小学校 長　澤　智　弘

相模原市立青葉小学校 青少年相談センター 笹　嶺　由　香

相模原市立若松小学校 相模原市立鶴園小学校 福　田　かおり

相模原市立川尻小学校 相模原市立陽光台小学校 渡　邉　博　明

相模原市立中野小学校 相模原市立小山小学校 永　月　　　徹

相模原市立藤野南小学校 相模原市立藤野北小学校 松　本　　　寛

相模原市立青和学園 相模原市立中野小学校 川　邊　亮　子
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新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  再任用

相模原市立相模台小学校 相模原市立相模台小学校 柴　田　紀　子

相模原市立橋本小学校 相模原市立橋本小学校 榎　本　裕美子

相模原市立作の口小学校 相模原市立弥栄小学校 田　中　治　仁

相模原市立新宿小学校 相模原市立作の口小学校 萩　原　直　子

相模原市立根小屋小学校 相模原市立大野台中央小学校 下　鳥　陽　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 相模原市立藤野小学校 小　俣　美智子
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新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

中学校副校長

 

　異動

相模原市立上溝中学校 相模原市立新町中学校 及　川　秋　人

相模原市立旭中学校 相模原市立相武台中学校 保　坂　啓　介

相模原市立緑が丘中学校 相模原市立大野南中学校 平　原　綾　子

相模原市立小山中学校 相模原市立旭中学校 金　指　正　明

相模原市立中野中学校 相模原市立北相中学校 内　藤　千　春

相模原市立北相中学校 相模原市立鵜野森中学校 河　上　　　隆

相模原市立青和学園 相模原市立青野原中学校 鈴　木　康　之
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新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  新任

相模原市立大沢中学校 相模原市立大沢中学校 池　田　浩　行

相模原市立大野南中学校 相模原市立相模台中学校 髙　橋　　　豊

相模原市立相模台中学校 相模原市立相模台中学校 小　川　勇　一

相模原市立大野台中学校 神奈川県教育委員会 松　尾　英　和

相模原市立相武台中学校 相模原市立相武台中学校 岩　堀　洋　一

相模原市立新町中学校 相模原市立相原中学校 福　岡　修　一

相模原市立中沢中学校 相模原市立上溝南中学校 井　上　成　子

相模原市立串川中学校 相模原市立弥栄中学校 山　田　裕　康
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新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

　再任用

相模原市立田名中学校 相模原市立田名中学校 早　川　政　文

相模原市立弥栄中学校 相模原市立大野台中学校 平　野　良　一

相模原市立鵜野森中学校 相模原市立上溝中学校 内　山　桂　吾

相模原市立内郷中学校 相模原市立内郷中学校 押　田　直　子

相模原市立藤野中学校 相模原市立藤野中学校 大　前　安　悟

－　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 相模原市立宮上小学校 江　成　勝　太

相模原市立新磯小学校 相模原市立新宿小学校 小　川　千　絵

相模原市立新磯小学校 相模原市立大野小学校 久　島　希久子

相模原市立新磯小学校 相模原市立大島小学校 座　間　　　望

相模原市立新磯小学校 相模原市立並木小学校 塚　原　一　彦

相模原市立新磯小学校 相模原市立中央小学校 寺　川　雅　俊

相模原市立新磯小学校 横浜市立大門小学校 広　田　美　生

相模原市立新磯小学校 相模原市立淵野辺小学校 古　舘　早　苗

相模原市立麻溝小学校 相模原市立大野台中央小学校 中　村　律　子

相模原市立麻溝小学校 相模原市立上溝小学校 中　島　　　研

相模原市立田名小学校 相模原市立東林小学校 西　野　みどり

相模原市立田名小学校 相模原市立橋本小学校 宮　崎　慎　矢

相模原市立上溝小学校 相模原市立作の口小学校 岸　浪　優　香

相模原市立上溝小学校 相模原市立大野小学校 庄　司　裕　紀

相模原市立上溝小学校 相模原市立並木小学校 高　柳　宜　幸

相模原市立上溝小学校 相模原市立淵野辺小学校 薬　袋　直　美

相模原市立星が丘小学校 ふるさと自然体験教室 田　代　泰　三

相模原市立星が丘小学校 相模原市立中野小学校 安　西　愛　美

相模原市立星が丘小学校 相模原市立二本松小学校 鈴　木　幸　代

相模原市立星が丘小学校 相模原市立並木小学校 土　居　　　藍

相模原市立星が丘小学校 相模原市立相模台小学校 横　田　諒　太

相模原市立大沢小学校 相模原市立麻溝小学校 田　倉　千恵子

相模原市立大沢小学校 相模原市立横山小学校 向　田　明　伸

相模原市立大沢小学校 相模原市立小山小学校 齋　藤　麻衣子

相模原市立大沢小学校 相模原市立中野中学校 齊　藤　康　弘

相模原市立大沢小学校 相模原市立旭小学校 塚　田　彩　子
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新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

相模原市立旭小学校 相模原市立大野台中央小学校 稲　田　章　展

相模原市立旭小学校 相模原市立当麻田小学校 太　田　友　里

相模原市立旭小学校 川崎市立菅小学校 加　藤　真　子

相模原市立旭小学校 相模原市立上溝小学校 菊　地　佑　介

相模原市立向陽小学校 相模原市立若草小学校 入　江　悠　太

相模原市立向陽小学校 相模原市立上溝小学校 黒　滝　理　恵

相模原市立向陽小学校 相模原市立若松小学校 田　中　将　彦

相模原市立向陽小学校 相模原市立二本松小学校 水　野　悦　子

相模原市立向陽小学校 相模原市立湘南小学校 岡　田　　　恵

相模原市立向陽小学校 学校保健課 髙　山　清　美

相模原市立相原小学校 相模原市立南大野小学校 五十嵐　典　子

相模原市立相原小学校 相模原市立青葉小学校 松　添　敦　史

相模原市立相原小学校 相模原市立向陽小学校 竹　田　正　美

相模原市立大野小学校 相模原市立緑台小学校 加　藤　幸　世

相模原市立大野小学校 相模原市立向陽小学校 清　水　絢　香

相模原市立大野小学校 相模原市立夢の丘小学校 松　田　麻　貴

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立谷口小学校 髙　橋　理恵子

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立当麻田小学校 沖　　　和　範

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立大野小学校 砂　賀　沙　織

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立藤野小学校 竹　内　亜衣子

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立くぬぎ台小学校 田　中　由香理

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立上鶴間小学校 菱　田　奈々子

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立新磯小学校 守　田　優　子

相模原市立南大野小学校 相模原市立横山小学校 石　川　桜　子

相模原市立南大野小学校 相模原市立富士見小学校 上　杉　博　一

相模原市立南大野小学校 相模原市立大野北小学校 佐　伯　彩　乃

相模原市立南大野小学校 相模原市立もえぎ台小学校 山　田　麻　里

相模原市立谷口台小学校 相模原市立向陽小学校 澤　田　結　城

相模原市立谷口台小学校 相模原市立緑台小学校 篠　原　美　鈴

相模原市立中央小学校 相模原市立宮上小学校 小　宮　愛　子
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新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

相模原市立中央小学校 相模原市立内郷小学校 矢　部　貴　弘

相模原市立中央小学校 相模原市立大野小学校 松　藤　記　好

相模原市立中央小学校 相模原市立東林小学校 松　山　頼　子

相模原市立清新小学校 相模原市立淵野辺小学校 大　林　奈津美

相模原市立清新小学校 相模原市立作の口小学校 齊　藤　弥　寿

相模原市立清新小学校 相模原市立大沼小学校 廣　兼　正　矩

相模原市立清新小学校 相模原市立大沢小学校 佐　藤　歩　実

相模原市立相模台小学校 相模原市立淵野辺小学校 廣　畑　　　雄

相模原市立相模台小学校 相模原市立淵野辺東小学校 吉　野　　　忍

相模原市立東林小学校 相模原市立清新小学校 梶　山　みなこ

相模原市立相武台小学校 相模原市立星が丘小学校 名　取　寛　子

相模原市立光が丘小学校 相模原市立陽光台小学校 藤　原　真　生

相模原市立大沼小学校 相模原市立上溝南小学校 牧　田　健太郎

相模原市立大沼小学校 相模原市立向陽小学校 今　井　千　夏

相模原市立大沼小学校 相模原市立新宿小学校 江　成　明　美

相模原市立共和小学校 相模原市立谷口台小学校 竹　川　耕一郎

相模原市立共和小学校 相模原市立作の口小学校 堀　内　恵　理

相模原市立共和小学校 相模原市立青葉小学校 森　本　優　子

相模原市立共和小学校 相模原市立相模台小学校 山之内　直　美

相模原市立共和小学校 相模原市立新磯小学校 髙　木　美納江

相模原市立桜台小学校 相模原市立星が丘小学校 西　村　五　月

相模原市立上鶴間小学校 相模原市立相模台小学校 谷　口　　　萌

相模原市立上鶴間小学校 相模原市立大野北小学校 砥　石　園　子

相模原市立上鶴間小学校 相模原市立大沢小学校 山　本　真　樹

相模原市立上鶴間小学校 相模原市立向陽小学校 新　田　由　佳

相模原市立横山小学校 相模原市立青根小学校 山　本　　　弘

相模原市立横山小学校 相模原市立麻溝小学校 新　井　健　祐

相模原市立横山小学校 相模原市立大野台中央小学校 伊　藤　恵　子

相模原市立横山小学校 相模原市立藤野小学校 橋　本　知　佳

相模原市立横山小学校 相模原市立相武台小学校 蛭　田　慶　太

－　15　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

相模原市立横山小学校 相模原市立小山小学校 本　　　真　弓

相模原市立横山小学校 相模原市立横山小学校 武　藤　真　衣

相模原市立鶴の台小学校 相模原市立相武台小学校 林　　　直　子

相模原市立鹿島台小学校 相模原市立青葉小学校 内　藤　友　子

相模原市立鹿島台小学校 相模原市立上鶴間小学校 渡　邊　千　幸

相模原市立緑台小学校 相模原市立千木良小学校 森久保　美　夏

相模原市立緑台小学校 相模原市立緑台小学校 中津川　洋　花

相模原市立橋本小学校 相模原市立上鶴間小学校 小　林　美　穂

相模原市立橋本小学校 相模原市立鶴園小学校 松　岡　大　輔

相模原市立大野台小学校 相模原市立鶴園小学校 古　賀　啓　祐

相模原市立並木小学校 相模原市立中野小学校 小　西　　　敬

相模原市立並木小学校 相模原市立宮上小学校 小　林　里　江

相模原市立並木小学校 相模原市立作の口小学校 髙　水　純　子

相模原市立並木小学校 相模原市立麻溝小学校 土　田　晶　子

相模原市立作の口小学校 相模原市立大野北小学校 川　田　健　一

相模原市立作の口小学校 相模原市立光が丘小学校 井　原　菜　摘

相模原市立作の口小学校 相模原市立新磯小学校 澤　口　　　萠

相模原市立作の口小学校 相模原市立中央小学校 竹　間　順　子

相模原市立作の口小学校 相模原市立淵野辺小学校 林　　　順　人

相模原市立作の口小学校 相模原市立作の口小学校 髙　木　菜　央

相模原市立大野北小学校 相模原市立鶴園小学校 角　南　沙知華

相模原市立大野北小学校 相模原市立千木良小学校 富　山　恒　平

相模原市立大野北小学校 相模原市立夢の丘小学校 林　　　奈々子

相模原市立大野北小学校 相模原市立中野小学校 本　多　絵　美

相模原市立大野北小学校 相模原市立新磯小学校 山　口　慶　吾

相模原市立大野北小学校 相模原市立麻溝小学校 吉　田　綾　香

相模原市立鶴園小学校 相模原市立弥栄小学校 内　林　加　奈

相模原市立鶴園小学校 相模原市立淵野辺小学校 大　口　雄　史

相模原市立鶴園小学校 相模原市立谷口小学校 鈴　田　香　代

相模原市立鶴園小学校 相模原市立双葉小学校 松　藤　美　佳
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相模原市立くぬぎ台小学校 相模原市立横山小学校 中　村　有理子

相模原市立くぬぎ台小学校 相模原市立新磯小学校 山　村　邦　子

相模原市立くぬぎ台小学校 相模原市立共和小学校 髙　井　博　美

相模原市立双葉小学校 相模原市立新宿小学校 吉　田　麻　実

相模原市立双葉小学校 相模原市立くぬぎ台小学校 井　上　静　穂

相模原市立陽光台小学校 相模原市立谷口小学校 角　張　健　一

相模原市立陽光台小学校 相模原市立東林小学校 田　中　裕　子

相模原市立陽光台小学校 相模原市立桜台小学校 渡嘉敷　裕　理

相模原市立若草小学校 相模原市立横山小学校 赤　井　孝次郎

相模原市立若草小学校 相模原市立共和小学校 井　上　菜王子

相模原市立上溝南小学校 相模原市立大島小学校 都　丸　陽　一

相模原市立上溝南小学校 相模原市立鹿島台小学校 大　野　幸　太

相模原市立上溝南小学校 相模原市立中野小学校 渡　辺　紗也加

相模原市立大島小学校 相模原市立九沢小学校 土　井　里　佳

相模原市立二本松小学校 相模原市立夢の丘小学校 藤　川　京　子

相模原市立田名北小学校 相模原市立新磯小学校 安　田　順　子

相模原市立田名北小学校 相模原市立田名北小学校 三　原　真由美

相模原市立弥栄小学校 相模原市立向陽小学校 諸　星　真梨子

相模原市立青葉小学校 相模原市立夢の丘小学校 和　氣　奈都子

相模原市立青葉小学校 相模原市立広田小学校 志　村　彩　菜

相模原市立青葉小学校 相模原市立中野小学校 杉　山　みゆき

相模原市立青葉小学校 相模原市立新磯小学校 藤　沖　静　香

相模原市立大野台中央小学校 相模原市立上溝南小学校 田　宮　政　彦

相模原市立大野台中央小学校 相模原市立橋本小学校 塚　本　照　代

相模原市立大野台中央小学校 相模原市立弥栄小学校 深　沢　美　香

相模原市立宮上小学校 相模原市立麻溝小学校 山　田　美　帆

相模原市立宮上小学校 相模原市立淵野辺小学校 山　中　美　穂

相模原市立九沢小学校 相模原市立小山小学校 小　澤　純　子

相模原市立九沢小学校 相模原市立清新小学校 井　上　竜　二

相模原市立九沢小学校 相模原市立鹿島台小学校 内　田　祐　衣
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相模原市立谷口小学校 相模原市立横山小学校 小　林　俊　幸

相模原市立谷口小学校 相模原市立並木小学校 佐　藤　由美子

相模原市立谷口小学校 相模原市立広田小学校 庄　司　　　彩

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立南大野小学校 勝　島　優　衣

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立麻溝小学校 鈴　木　直　子

相模原市立若松小学校 相模原市立相原小学校 小　川　　　悠

相模原市立新宿小学校 相模原市立藤野北小学校 一　花　志津子

相模原市立新宿小学校 相模原市立光が丘小学校 一反田　修　平

相模原市立新宿小学校 相模原市立橋本小学校 金　丸　聡　子

相模原市立新宿小学校 相模原市立中野小学校 椎　野　道　子

相模原市立当麻田小学校 相模原市立光が丘小学校 小　柳　麻里絵

相模原市立もえぎ台小学校 相模原市立富士見小学校 宮　嵜　憲太郎

相模原市立夢の丘小学校 相模原市立星が丘小学校 阿　部　愉　生

相模原市立夢の丘小学校 相模原市立淵野辺東小学校 周　東　　　誠

相模原市立富士見小学校 相模原市立共和小学校 加　藤　雅　子

相模原市立富士見小学校 相模原市立東林小学校 清　水　麻　衣

相模原市立富士見小学校 相模原市立大野台中央小学校 杉　原　　　僚

相模原市立小山小学校 相模原市立大沼小学校 中　村　信　二

相模原市立小山小学校 相模原市立宮上小学校 秋　山　亜梨沙

相模原市立小山小学校 相模原市立南大野小学校 橘　　　彩　加

相模原市立小山小学校 相模原市立田名北小学校 林　　　哲　朗

相模原市立小山小学校 相模原市立大野台中央小学校 米　山　ひかる

相模原市立川尻小学校 相模原市立鳥屋小学校 坂　元　達　哉

相模原市立川尻小学校 相模原市立大沢小学校 村　上　佑　太

相模原市立湘南小学校 相模原市立富士見小学校 島　津　勝　則

相模原市立湘南小学校 相模原市立清新小学校 小　池　美　幸

相模原市立広陵小学校 相模原市立津久井中央小学校 水　藤　康　子

相模原市立広陵小学校 相模原市立小山小学校 伊　藤　幸　永

相模原市立広田小学校 相模原市立南大野小学校 平　野　崇　史

相模原市立中野小学校 相模原市立藤野北小学校 興　津　享　延
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相模原市立中野小学校 相模原市立大島小学校 中　野　実代子

相模原市立津久井中央小学校 相模原市立向陽小学校 原　　　知　彦

相模原市立串川小学校 相模原市立谷口台小学校 村　上　一　仁

相模原市立鳥屋小学校 相模原市立大野台中央小学校 小　池　愛　子

相模原市立鳥屋小学校 相模原市立青根小学校 野　呂　竜　平

相模原市立鳥屋小学校 相模原市立田名小学校 太　田　ち　さ

相模原市立桂北小学校 相模原市立藤野小学校 山　本　絵理香

相模原市立千木良小学校 相模原市立串川小学校 立　石　くみ子

相模原市立内郷小学校 相模原市立広陵小学校 森久保　美　恵

相模原市立藤野北小学校 相模原市立川尻小学校 佐　藤　美　鈴

相模原市立藤野北小学校 相模原市立九沢小学校 永　井　慎　吾

相模原市立藤野小学校 相模原市立新磯小学校 北　川　実　恵

相模原市立藤野南小学校 相模原市立小山小学校 志　村　和　美

相模原市立青和学園 相模原市立青野原小学校 髙　橋　　　純

相模原市立青和学園 相模原市立青根小学校 荒　川　琴　絵

相模原市立青和学園 相模原市立青野原小学校 緒　形　健　太

相模原市立青和学園 相模原市立青野原小学校 小　川　世里子

相模原市立青和学園 相模原市立青野原小学校 小　宅　　　千

相模原市立青和学園 相模原市立青野原小学校 山　口　隼　也

相模原市立青和学園 相模原市立青野原小学校 吉　村　叔　子

相模原市立青和学園 相模原市立青野原小学校 山　木　真　枝
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中学校（一般教員）

 

  異動

相模原市立相陽中学校 相模原市立上溝中学校 板　橋　保　幸

相模原市立相陽中学校 相模原市立小山中学校 上　原　裕　斗

相模原市立相陽中学校 相模原市立青野原中学校 木　下　勝　広

相模原市立相陽中学校 相模原市立中野中学校 島　﨑　大　輔

相模原市立相陽中学校 相模原市立旭中学校 清　水　麻　衣

相模原市立相陽中学校 相模原市立田名中学校 陶　山　裕紀子

相模原市立相陽中学校 相模原市立相原中学校 橋　本　美　樹

相模原市立上溝中学校 相模原市立鵜野森中学校 安　西　真　之

相模原市立上溝中学校 相模原市立田名中学校 中　島　広　遥

相模原市立田名中学校 学校教育課 河　合　光　治

相模原市立田名中学校 相模原市立弥栄中学校 上　田　八重子

相模原市立田名中学校 相模原市立青野原中学校 上　野　照　代

相模原市立田名中学校 相模原市立鵜野森中学校 加　藤　　　唯

相模原市立田名中学校 相模原市立中央中学校 川　井　奈津子

相模原市立田名中学校 相模原市立共和中学校 川　村　絵里花

相模原市立田名中学校 相模原市立旭中学校 小　山　直　子

相模原市立田名中学校 相模原市立相陽中学校 榊　原　聖　人

相模原市立田名中学校 相模原市立小山中学校 平　林　　　誠

相模原市立大沢中学校 相模原市立内郷中学校 関　　　隆太郎

相模原市立大沢中学校 相模原市立大野北中学校 髙　木　治　美

相模原市立大沢中学校 相模原市立小山中学校 山　田　裕　貴

相模原市立旭中学校 相模原市立藤野中学校 金　塚　夢　子

相模原市立旭中学校 相模原市立共和中学校 小　池　文　夫

相模原市立旭中学校 相模原市立新町中学校 奈　良　猛　史

相模原市立旭中学校 相模原市立由野台中学校 宮　澤　　　葵

相模原市立大野北中学校 相模原市立大野台中学校 中　野　映　子
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相模原市立大野南中学校 相模原市立大沢中学校 小　林　美　紀

相模原市立大野南中学校 相模原市立弥栄中学校 竹　腰　育　宏

相模原市立大野南中学校 相模原市立清新中学校 山　科　紘　一

相模原市立相模台中学校 相模原市立弥栄中学校 川　村　裕　亮

相模原市立相模台中学校 相模原市立新町中学校 飯　泉　秀　樹

相模原市立相模台中学校 相模原市立北相中学校 河　村　章　平

相模原市立相模台中学校 相模原市立中央中学校 花　田　寛　規

相模原市立清新中学校 相模原市立相陽中学校 井　上　宙　樹

相模原市立清新中学校 相模原市立中央中学校 遠　藤　惣一郎

相模原市立清新中学校 相模原市立相模丘中学校 鈴　木　章　友

相模原市立清新中学校 相模原市立大沢中学校 田　村　琴　絵

相模原市立清新中学校 相模原市立中沢中学校 長　田　紀　子

相模原市立上鶴間中学校 相模原市立田名中学校 安　藤　千　央

相模原市立麻溝台中学校 相模原市立旭中学校 石　上　智　実

相模原市立麻溝台中学校 相模原市立相陽中学校 栗　田　豊　久

相模原市立麻溝台中学校 相模原市立小山中学校 島　田　敦　子

相模原市立麻溝台中学校 相模原市立内出中学校 丸　山　誠　樹

相模原市立共和中学校 相模原市立由野台中学校 江　成　智　宏

相模原市立共和中学校 相模原市立田名中学校 伊　藤　陽　子

相模原市立共和中学校 相模原市立中央中学校 伊　藤　亜由美

相模原市立共和中学校 相模原市立大野南中学校 桑　島　晶　子

相模原市立共和中学校 相模原市立弥栄中学校 田　中　嵩　樹

相模原市立共和中学校 相模原市立上溝中学校 福　山　尚　幸

相模原市立緑が丘中学校 相模原市立小山中学校 齋　藤　裕　一

相模原市立大野台中学校 相模原市立若草中学校 篠　原　良　枝

相模原市立大野台中学校 相模原市立内出中学校 田　中　庸　祥

相模原市立相武台中学校 相模原市立中沢中学校 稲　次　真理子

相模原市立相武台中学校 相模原市立中央中学校 清　水　良　一

相模原市立相武台中学校 相模原市立由野台中学校 水　澤　寛　之

相模原市立谷口中学校 相模原市立旭中学校 藤　村　賢　一
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相模原市立中央中学校 相模原市立清新中学校 渡　邉　靖　江

相模原市立中央中学校 相模原市立上溝中学校 北　川　　　夕

相模原市立中央中学校 相模原市立大沢中学校 佐　藤　記　一

相模原市立中央中学校 相模原市立麻溝台中学校 原　　　利　之

相模原市立新町中学校 相模原市立旭中学校 新　垣　沙也子

相模原市立新町中学校 相模原市立鳥屋中学校 坪　井　澄　恵

相模原市立新町中学校 相模原市立相陽中学校 八重樫　友　里

相模原市立弥栄中学校 相模原市立麻溝台中学校 大　森　英　人

相模原市立弥栄中学校 相模原市立若草中学校 笠　井　裕　子

相模原市立弥栄中学校 相模原市立中野中学校 神　田　美由紀

相模原市立弥栄中学校 相模原市立中沢中学校 神　田　清　美

相模原市立弥栄中学校 相模原市立大野北中学校 小　林　博　雅

相模原市立弥栄中学校 相模原市立藤野中学校 細　田　皆　人

相模原市立弥栄中学校 相模原市立串川中学校 元　木　更　紗

相模原市立相原中学校 相模原市立中野中学校 小　澤　　　恭

相模原市立相原中学校 相模原市立大野南中学校 天　野　博　義

相模原市立相原中学校 相模原市立共和中学校 水　野　裕　行

相模原市立相原中学校 相模原市立大野台中学校 米　澤　崇　治

相模原市立上溝南中学校 相模原市立緑が丘中学校 久　保　素　子

相模原市立上溝南中学校 相模原市立大野北中学校 津　川　大　地

相模原市立上溝南中学校 相模原市立小山中学校 三　浦　晴　凪

相模原市立上溝南中学校 相模原市立相武台中学校 宮　﨑　大　輔

相模原市立小山中学校 相模原市立内郷中学校 天　野　克　朗

相模原市立小山中学校 相模原市立大野南中学校 笠　原　亮　佑

相模原市立小山中学校 相模原市立清新中学校 小　澤　千　春

相模原市立小山中学校 相模原市立田名中学校 三　原　一　朗

相模原市立小山中学校 相模原市立共和中学校 吉　川　　　晋

相模原市立若草中学校 相模原市立田名中学校 小　野　ひとみ

相模原市立若草中学校 相模原市立大野北中学校 小　形　祐　子

相模原市立由野台中学校 相模原市立田名中学校 奥　山　和　音
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相模原市立由野台中学校 相模原市立中央中学校 塩　澤　なごみ

相模原市立由野台中学校 相模原市立谷口中学校 星　　　勝　徳

相模原市立内出中学校 相模原市立鵜野森中学校 金　子　　　仁

相模原市立内出中学校 相模原市立相陽中学校 竹　田　悦　子

相模原市立鵜野森中学校 相模原市立中央中学校 川　崎　利　枝

相模原市立鵜野森中学校 相模原市立上鶴間中学校 菅　　　重　人

相模原市立鵜野森中学校 相模原市立共和中学校 菅　原　奈　知

相模原市立東林中学校 相模原市立大野北中学校 江　上　雅　子

相模原市立相模丘中学校 相模原市立上溝南中学校 笠　尾　竹　流

相模原市立相模丘中学校 相模原市立相武台中学校 齋　藤　明　宏

相模原市立相模丘中学校 相模原市立相陽中学校 平　田　さや香

相模原市立中沢中学校 相模原市立相陽中学校 福　島　正　裕

相模原市立中沢中学校 相模原市立共和中学校 山　田　礼　子

相模原市立中野中学校 相模原市立相模丘中学校 梅　野　　　哲

相模原市立中野中学校 相模原市立清新中学校 明　石　静　香

相模原市立串川中学校 相模原市立相原中学校 伊　藤　由　夏

相模原市立北相中学校 相模原市立旭中学校 村　山　文　子

相模原市立内郷中学校 相模原市立相模台中学校 渡　邉　義　則

相模原市立内郷中学校 相模原市立谷口中学校 清　水　秋　乃

相模原市立青和学園 相模原市立青野原中学校 竹　鼻　直　樹

相模原市立青和学園 相模原市立青野原中学校 西　川　直　之

相模原市立青和学園 相模原市立青野原中学校 岩　崎　貴　人

相模原市立青和学園 相模原市立青野原中学校 梅　澤　正　憲

相模原市立青和学園 相模原市立青野原中学校 菊地原　義　和

相模原市立青和学園 相模原市立青野原中学校 田　崎　　　惇

相模原市立青和学園 相模原市立青野原中学校 中　村　彩　子

相模原市立青和学園 相模原市立青野原中学校 松　尾　佳　奈

相模原市立青和学園 相模原市立青野原中学校 三　澤　将　武

相模原市立青和学園 相模原市立青野原中学校 佐　藤　寛　子
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