
 
令和４年３月３０日 

相 模 原 市 発 表 資 料 

 

 

相模原市立学校教職員人事異動の概要について 

(令和４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４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 人事異動における基本的な考え方 

○ 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 １６( ４) １０(１９) ４( ８) ８( ８) １（０） ０（０） ３９(３９) 

副校長 １７(１７) １５(２０) ９( ５) １４( ９) ０（０） ０（１） ５５(５２) 

計 ３３(２１) ２５(３９) １３(１３) ２２(１７) １（０） ０（１） ９４(９１) 

※ 退職は、小学校１３人、中学校７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 ２１９(２２１) ９９(１０５) ４（ ２） ３２２(３２８) 

新 規 採 用 ９０( ７６) ５０( ５５) ２（ ２） １４２(１３３) 

計 ３０９(２９７) １４９(１６０) ６（ ４） ４６４(４６１) 

※ 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１２人、自校昇任３６人、合

計４８人)を含む。 

※ 退職は、小学校５０人、中学校３６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 １２(１２)  ３( ８) ０（１） １５(２１) 

新 規 採 用  ２( ３)  ４( ２) ０（０）  ６( ５) 

計 １４(１５)  ７(１０) ０（１） ２１(２６) 

※ 「異動」には、昇任を含む。 
※ 退職はなし 



３ 人事異動の特色 

(１)再任用管理職の登用 

相模原の学校教育の継承・発展につなげるため、再任用職員を管理職に登用します。 

再任用校長  ２０人(小学校１５人、中学校 ５人) 

再任用副校長 １４人(小学校 ９人、中学校 ５人) 

 

(２)女性職員の管理職への登用 

新たに２０人の女性職員を管理職に登用します。 

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

区 分 
新任管理職 

＜単位：人＞ 

左欄中女性管理職 

＜単位：人＞ 

比 率 

＜単位：％＞ 

小学校 ２５(３９) １３(１４) ５２．０(３５．９) 

中学校 ２２(１７)  ７( ３) ３１．８(１７．６) 

義務教育学校  ０( １)  ０( ０) ０(   ０) 

計 ４７(５７) ２０(１７) ４２．６(２９．８) 

 

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

区 分 
管理職 

＜単位：人＞ 

左欄中女性管理職 

＜単位：人＞ 

比 率 

＜単位：％＞ 

小学校 １４１(１４１) ６３(６２) ４４．７(４４．０) 

中学校  ７２( ７１) １６(１２) ２２．２(１６．９) 

義務教育学校   ３(  ３)  １( １) ３３．３(３３．３) 

計 ２１６(２１５) ８０(７５) ３７．０(３４．９) 

※ 大野南中学校分校（夜間学級）の開設に伴い、中学校管理職１名増 

 

(３)校種間異動、行政との人事交流 

校種間異動 ５人 

・小学校（校 長） ⇒ 中学校（校 長）：１人  

・小学校（副 校 長） ⇒ 中学校（副 校 長）：１人 

・小学校（教 諭） ⇒ 中学校（教 諭）：１人 

・中学校（教 諭） ⇒ 小学校（教 諭）：１人 

・小学校（学校事務） ⇒ 中学校（学校事務）：１人 

 

行政との人事交流  ３３人 

・行政 ⇒ 学校：１６人 

・学校 ⇒ 行政：１７人 

 

以 上 

 
問合せ先 
 教職員人事課 
 電話 042-769-8279 

 



人 事 異 動 名 簿

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 付 け

相 模 原 市 立 小 中 学 校

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 相模原市立上鶴間小学校 相　馬　義　彦

相模原市立旭小学校 相模原市立鶴の台小学校 黒　岩　由貴子

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立富士見小学校 二　宮　昭　夫

相模原市立谷口台小学校 相模原市立大島小学校 大　木　真　理

相模原市立上鶴間小学校 相模原市立谷口小学校 田　巻　直　人

相模原市立橋本小学校 相模原市立相模台小学校 佐　藤　美　佳

相模原市立大野北小学校 相模原市立弥栄小学校 大　内　眞理子

相模原市立富士見小学校 相模原市立陽光台小学校 沢　辺　雅　子

相模原市立藤野北小学校 相模原市立内郷小学校 沼　澤　俊　宏

－　2　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  新任

相模原市立麻溝小学校 相模原市立麻溝小学校 谷　川　理　枝

相模原市立清新小学校 相模原市立清新小学校 池　田　加奈子

相模原市立相模台小学校 相模原市立新磯小学校 石　黒　晴　美

相模原市立鶴の台小学校 青少年相談センター 水　野　正　人

相模原市立くぬぎ台小学校 相模原市立並木小学校 桂　徳　泰　彦

相模原市立陽光台小学校 相模川自然の村野外体験教室 渡　邊　直　展

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立淵野辺東小学校 岡　部　尚　紀

相模原市立津久井中央小学校 相模原市立上溝小学校 神　原　由香里

相模原市立根小屋小学校 相模原市立千木良小学校 佐　藤　玲　子

相模原市立内郷小学校 相模原市立広陵小学校 江　副　弘　毅

－　3　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  再任用

相模原市立上溝小学校 相模原市立上溝小学校 倉　田　秀　文

相模原市立向陽小学校 相模原市立向陽小学校 中　里　雅　子

相模原市立大野小学校 相模原市立大沢小学校 浅　野　　　宏

相模原市立南大野小学校 相模原市立南大野小学校 高　橋　真　美

相模原市立東林小学校 相模原市立東林小学校 東　條　久美子

相模原市立横山小学校 相模原市立淵野辺小学校 中　山　章　治

相模原市立大島小学校 相模原市立淵野辺東小学校 川　上　孝　生

相模原市立田名北小学校 相模原市立田名北小学校 村　井　啓　人

相模原市立弥栄小学校 相模原市立根小屋小学校 井　上　　　浩

相模原市立谷口小学校 相模原市立くぬぎ台小学校 上　野　　　隆

相模原市立若松小学校 相模原市立旭小学校 福　田　雅　一

相模原市立小山小学校 相模原市立小山小学校 青　木　正　利

相模原市立広田小学校 相模原市立藤野北小学校 東　郷　健二郎

相模原市立鳥屋小学校 相模原市立鳥屋小学校 岸　　　和　彦

相模原市立藤野小学校 相模原市立藤野小学校 榎　田　一　典

－　4　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

中学校長

 

  異動

相模原市立相陽中学校 相模原市立相模丘中学校 水　野　澄　雄

相模原市立大野北中学校 相模原市立広田小学校 古　屋　礼　史

相模原市立青和学園 相模原市立若草中学校 榎　本　泰　行

－　5　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  新任

相模原市立新町中学校 相模原市立相武台中学校 岩　堀　洋　一

相模原市立相原中学校 教職員人事課 渡　部　賢　一

相模原市立若草中学校 相模原市立相模台中学校 小　川　勇　一

相模原市立内出中学校 相模原市立内出中学校 片　平　　　真

相模原市立相模丘中学校 相模原市立大野南中学校 髙　橋　　　豊

相模原市立中沢中学校 相模原市立中沢中学校 井　上　成　子

相模原市立串川中学校 相模原市立串川中学校 山　田　裕　康

相模原市立北相中学校 相模原市立鳥屋中学校 望　月　はる美

－　6　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  再任用

相模原市立相模台中学校 相模原市立相模台中学校 郡　司　孝　明

相模原市立共和中学校 相模原市立相陽中学校 小　林　知　昭

相模原市立緑が丘中学校 相模原市立内出中学校 齋　藤　　　敦

相模原市立大野台中学校 相模原市立大野台中学校 前　山　幸　一

相模原市立藤野中学校 相模原市立藤野中学校 守　屋　孝　子

－　7　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

小学校副校長

 

  異動

相模原市立新磯小学校 相模原市立大野台小学校 下　山　公　香

相模原市立麻溝小学校 相模原市立小山小学校 二ノ宮　　　岳

相模原市立上溝小学校 相模原市立青葉小学校 笹　嶺　由　香

相模原市立清新小学校 相模原市立川尻小学校 渡　邉　博　明

相模原市立桜台小学校 相模原市立桂北小学校 椎　野　泰　嗣

相模原市立緑台小学校 相模原市立相原小学校 宮　原　由美子

相模原市立大野台小学校 相模原市立鹿島台小学校 鴨　宮　結　花

相模原市立並木小学校 相模原市立藤野南小学校 松　本　　　寛

相模原市立作の口小学校 相模原市立桜台小学校 野　中　陽　子

相模原市立鶴園小学校 相模原市立大沢小学校 大　林　明　子

相模原市立若草小学校 相模原市立田名北小学校 田　巻　幸　子

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立中野小学校 永　月　　　徹

相模原市立藤野小学校 相模原市立串川小学校 加　藤　道　子

－　8　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  新任

相模原市立大沢小学校 相模原市立川尻小学校 根　岸　弘　美

相模原市立鹿島台小学校 相模原市立作の口小学校 上　中　陽　子

相模原市立上溝南小学校 相模原市立中野小学校 田　中　穣　一

相模原市立田名北小学校 相模原市立弥栄小学校 有　働　　　光

相模原市立青葉小学校 相模原市立富士見小学校 飯　森　紀　子

相模原市立宮上小学校 青少年相談センター 赤　木　裕　朗

相模原市立もえぎ台小学校 相模原市立星が丘小学校 馬　場　一　仁

相模原市立小山小学校 相模原市立小山小学校 前　田　　　紫

相模原市立川尻小学校 教職員人事課 北　村　　　綾

相模原市立広陵小学校 青少年相談センター 石　塚　史　子

相模原市立中野小学校 相模原市立清新小学校 依　田　美貴子

相模原市立串川小学校 相模原市立串川小学校 武　田　直　行

相模原市立鳥屋小学校 相模原市立桂北小学校 篠　原　潤　子

相模原市立桂北小学校 相模原市立中央小学校 矢　部　貴　弘

相模原市立藤野南小学校 相模原市立大野台中央小学校 中　島　理　志

－　9　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

  再任用

相模原市立相原小学校 相模原市立若草小学校 矢　部　忠　男

相模原市立相武台小学校 相模原市立相武台小学校 山　本　雅　敏

相模原市立大沼小学校 相模原市立もえぎ台小学校 中　島　ひろみ

相模原市立共和小学校 相模原市立共和小学校 秋　山　京　子

相模原市立弥栄小学校 相模原市立弥栄小学校 久　保　孝　之

相模原市立新宿小学校 相模原市立宮上小学校 武　智　靖　子

相模原市立湘南小学校 相模原市立湘南小学校 渡　辺　夕　子

相模原市立根小屋小学校 相模原市立根小屋小学校 下　鳥　陽　子

相模原市立千木良小学校 相模原市立鳥屋小学校 吉　澤　登久子

－　10　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

中学校副校長

 

　異動

相模原市立旭中学校 相模原市立相陽中学校 福　井　　　学

相模原市立大野南中学校（分校） 相模原市立大野台中学校 松　尾　英　和

相模原市立上鶴間中学校 相模原市立鶴園小学校 飛矢﨑　明　美

相模原市立麻溝台中学校 相模原市立大沢中学校 池　田　浩　行

相模原市立中沢中学校 相模原市立旭中学校 保　坂　啓　介

相模原市立内郷中学校 相模原市立中野中学校 内　藤　千　春

－　11　－



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 金　子　　　温

相模原市立上溝中学校 相模原市立新町中学校 河　口　仁　美

相模原市立田名中学校 相模原市立青和学園 竹　鼻　直　樹

相模原市立大沢中学校 相模原市立藤野中学校 白　田　良　雄

相模原市立相模台中学校 相模原市立大野南中学校 山　口　修　司

相模原市立大野台中学校 相模原市立緑が丘中学校 青　木　　　恵

相模原市立相武台中学校 相模原市立相武台中学校 稲　次　真理子

相模原市立弥栄中学校 相模原市立旭中学校 松　平　康　隆

相模原市立小山中学校 相模原市立小山中学校 木　下　晶　平

相模原市立由野台中学校 相模原市立上溝中学校 奈　良　恵　一

相模原市立鵜野森中学校 相模原市立相模丘中学校 宮　坂　賢　一

相模原市立中野中学校 相模原市立上溝中学校 森　本　康　子

相模原市立鳥屋中学校 学校教育課 内　田　恵　美

相模原市立藤野中学校 相模原市立中野中学校 薄　井　健　哉

－　12　－



新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

　再任用

相模原市立大野南中学校 相模原市立小山中学校 金　指　正　明

相模原市立中央中学校 相模原市立中央中学校 長　尾　俊　哉

相模原市立若草中学校 相模原市立若草中学校 根　岸　幸　雄

相模原市立内出中学校 相模原市立鵜野森中学校 内　山　桂　吾

相模原市立串川中学校 相模原市立藤野中学校 大　前　安　悟

－　13　－



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 相模原市立淵野辺東小学校 市　川　美　波

相模原市立新磯小学校 相模原市立桜台小学校 菊　永　知　里

相模原市立新磯小学校 相模原市立相模台小学校 牧　野　泰　久

相模原市立新磯小学校 相模原市立富士見小学校 宮　内　美　歩

相模原市立麻溝小学校 相模原市立陽光台小学校 坂　元　一　公

相模原市立麻溝小学校 相模原市立藤野小学校 秋　本　樹里亜

相模原市立麻溝小学校 相模原市立横山小学校 牧　田　由紀枝

相模原市立麻溝小学校 相模原市立東林小学校 山　中　　　愛

相模原市立田名小学校 相模原市立中野小学校 桐　生　京　介

相模原市立田名小学校 相模原市立大野北小学校 久保田　真　実

相模原市立上溝小学校 相模原市立田名北小学校 河　井　晃　子

相模原市立上溝小学校 相模原市立大沢小学校 池　上　優理香

相模原市立上溝小学校 相模原市立相原小学校 柳　津　裕　子

相模原市立星が丘小学校 相模原市立新宿小学校 勝　呂　尚　人

相模原市立星が丘小学校 相模原市立桜台小学校 大　里　真　基

相模原市立星が丘小学校 相模原市立大野台中央小学校 押　田　記　明

相模原市立星が丘小学校 相模原市立橋本小学校 工　藤　千　明

相模原市立大沢小学校 相模原市立大野北小学校 小　澤　明　子

相模原市立大沢小学校 相模原市立陽光台小学校 中　根　佑　貴

相模原市立大沢小学校 相模原市立根小屋小学校 福　島　　　渉

相模原市立旭小学校 相模原市立弥栄小学校 田　部　恵美子

相模原市立旭小学校 相模原市立横山小学校 田　屋　裕　貴

相模原市立旭小学校 相模原市立新磯小学校 徳　永　純　花

相模原市立向陽小学校 相模原市立夢の丘小学校 佐　藤　真　也

相模原市立向陽小学校 相模原市立大島小学校 保　坂　美代子

相模原市立向陽小学校 相模原市立緑台小学校 本　岡　　　瞳

相模原市立相原小学校 相模原市立広田小学校 臼　井　綾　子
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相模原市立相原小学校 相模原市立中央小学校 奥　村　一　輝

相模原市立相原小学校 相模原市立青葉小学校 栗　原　耕　介

相模原市立相原小学校 相模原市立宮上小学校 西　村　雅　子

相模原市立大野小学校 相模原市立弥栄小学校 岩　本　春　夏

相模原市立大野小学校 相模原市立清新小学校 小笠原　　　央

相模原市立大野小学校 相模原市立旭小学校 加　藤　真　代

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立横山小学校 井　上　ちさと

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立大沢小学校 岡　田　　　淳

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立向陽小学校 仙　石　香菜子

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立田名小学校 中　島　美　穂

相模原市立淵野辺小学校 相模原市立津久井中央小学校 三　浦　慎一朗

相模原市立南大野小学校 相模原市立田名小学校 中　村　明　美

相模原市立南大野小学校 相模原市立中野小学校 北　川　義　雄

相模原市立南大野小学校 相模原市立宮上小学校 鮫　島　伸　夫

相模原市立南大野小学校 相模原市立横山小学校 清　水　美　子

相模原市立谷口台小学校 相模原市立新磯小学校 運　天　友　香

相模原市立谷口台小学校 相模原市立富士見小学校 佐　藤　祐紀子

相模原市立谷口台小学校 相模原市立上溝南小学校 柴　田　　　彩

相模原市立谷口台小学校 宇宙航空研究開発機構 野　村　健　太

相模原市立中央小学校 相模原市立橋本小学校 立　石　忠　幸

相模原市立中央小学校 相模原市立新宿小学校 栗　山　彩　華

相模原市立中央小学校 相模原市立大野小学校 黒　川　朝生子

相模原市立清新小学校 相模原市立千木良小学校 門　間　恵　子

相模原市立清新小学校 相模原市立谷口小学校 青　木　　　涼

相模原市立清新小学校 相模原市立鶴園小学校 浅　野　暢　子

相模原市立清新小学校 相模原市立南大野小学校 石　塚　淳　太

相模原市立清新小学校 相模原市立麻溝小学校 櫛　谷　孝　徳

相模原市立清新小学校 相模原市立並木小学校 笹　本　崇　史

相模原市立清新小学校 相模原市立小山小学校 柴　田　夏　季

相模原市立清新小学校 相模原市立鶴の台小学校 細　井　智　美
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相模原市立相模台小学校 相模原市立並木小学校 千　田　亜　季

相模原市立相模台小学校 相模原市立鶴園小学校 中　野　絵里奈

相模原市立相模台小学校 相模原市立中野小学校 細　田　高　央

相模原市立東林小学校 相模原市立弥栄小学校 小　松　勇　太

相模原市立東林小学校 相模原市立緑台小学校 牧　口　洋　花

相模原市立相武台小学校 相模原市立富士見小学校 佐　藤　絵　実

相模原市立相武台小学校 相模原市立淵野辺東小学校 山　田　良　恵

相模原市立光が丘小学校 相模原市立相模台小学校 有　働　裕美子

相模原市立光が丘小学校 相模原市立鹿島台小学校 近　藤　奈　穂

相模原市立大沼小学校 相模原市立清新小学校 福　本　友　美

相模原市立共和小学校 相模原市立富士見小学校 深　水　靖　雄

相模原市立共和小学校 相模原市立津久井中央小学校 伊　藤　栄美子

相模原市立桜台小学校 相模原市立緑台小学校 荻　野　　　達

相模原市立桜台小学校 相模原市立大野小学校 熊　川　浩　之

相模原市立桜台小学校 相模原市立旭小学校 福　原　悠　介

相模原市立上鶴間小学校 相模原市立若草小学校 中　山　景　子

相模原市立横山小学校 相模原市立大野台小学校 竹　田　成　彦

相模原市立横山小学校 相模原市立富士見小学校 堀　井　恵　利

相模原市立横山小学校 相模原市立広陵小学校 岩　井　銀　志

相模原市立横山小学校 相模原市立相模台小学校 柏　木　美樹子

相模原市立横山小学校 相模原市立広田小学校 勝間田　千　丈

相模原市立横山小学校 相模原市立中野小学校 菅　原　光　咲

相模原市立横山小学校 相模原市立桜台小学校 山　形　卓　也

相模原市立鶴の台小学校 相模原市立弥栄小学校 木　村　真　弓

相模原市立鶴の台小学校 相模原市立大野小学校 小　島　聖　子

相模原市立鶴の台小学校 相模原市立麻溝小学校 溝　口　水奈子

相模原市立鶴の台小学校 相模原市立緑台小学校 宮　﨑　泰　行

相模原市立鶴の台小学校 相模原市立大野北小学校 村　上　夏　紀

相模原市立鹿島台小学校 相模原市立淵野辺東小学校 髙　坂　千　津

相模原市立鹿島台小学校 相模原市立橋本小学校 中　井　航　平
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相模原市立鹿島台小学校 相模原市立大野北小学校 吉　村　麻　央

相模原市立緑台小学校 相模原市立宮上小学校 飯　田　大　貴

相模原市立緑台小学校 相模原市立谷口台小学校 中　丸　美智子

相模原市立緑台小学校 相模原市立作の口小学校 冨留宮　奈　於

相模原市立緑台小学校 相模原市立鶴園小学校 北　条　舞　香

相模原市立橋本小学校 相模原市立谷口小学校 秋　山　樹　里

相模原市立橋本小学校 相模原市立谷口台小学校 齋　藤　茂　樹

相模原市立橋本小学校 相模原市立清新小学校 鈴　木　　　新

相模原市立橋本小学校 相模原市立津久井中央小学校 名久井　祐　哉

相模原市立橋本小学校 相模原市立湘南小学校 山　本　恭　子

相模原市立大野台小学校 相模原市立九沢小学校 清　水　　　綾

相模原市立大野台小学校 相模原市立麻溝小学校 安居院　　　咲

相模原市立大野台小学校 相模原市立光が丘小学校 新　井　駿　介

相模原市立大野台小学校 相模原市立相武台小学校 北　川　夏　代

相模原市立大野台小学校 相模原市立相模台小学校 佐　藤　　　光

相模原市立並木小学校 相模原市立桜台小学校 荒　川　大　輔

相模原市立並木小学校 相模原市立夢の丘小学校 横　山　毅　央

相模原市立並木小学校 相模原市立淵野辺東小学校 田　中　典　子

相模原市立作の口小学校 学校教育課 柿　原　優慈郎

相模原市立作の口小学校 相模原市立小山小学校 齋　藤　理　恵

相模原市立作の口小学校 相模原市立清新小学校 小　野　広　太

相模原市立作の口小学校 相模原市立田名小学校 長　澤　庸　匡

相模原市立作の口小学校 相模原市立中野小学校 南　　　紗　葉

相模原市立作の口小学校 相模原市立陽光台小学校 横　山　志　保

相模原市立大野北小学校 相模原市立南大野小学校 大　石　　　薫

相模原市立大野北小学校 相模原市立川尻小学校 奥　村　達　也

相模原市立大野北小学校 相模原市立もえぎ台小学校 木　下　智　由

相模原市立大野北小学校 相模原市立小山小学校 清　水　実　緒

相模原市立大野北小学校 相模原市立谷口台小学校 原　田　　　愛

相模原市立大野北小学校 相模原市立東林小学校 髙　橋　はるみ
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相模原市立鶴園小学校 相模原市立新磯小学校 川　初　祥　生

相模原市立鶴園小学校 相模原市立相原小学校 上大迫　正　樹

相模原市立鶴園小学校 相模原市立谷口台小学校 齋　藤　真　奈

相模原市立鶴園小学校 相模原市立麻溝小学校 花　田　美智代

相模原市立鶴園小学校 相模原市立横山小学校 武　藤　真　衣

相模原市立くぬぎ台小学校 相模原市立作の口小学校 小　林　真里子

相模原市立双葉小学校 学校教育課 小　林　岳　有

相模原市立双葉小学校 相模原市立二本松小学校 熊　野　雄　太

相模原市立陽光台小学校 相模原市立共和小学校 檀　　　明　子

相模原市立陽光台小学校 相模原市立谷口小学校 髙　田　達　郎

相模原市立若草小学校 相模原市立淵野辺東小学校 牛　島　　　佑

相模原市立若草小学校 相模原市立橋本小学校 北　条　貴　之

相模原市立上溝南小学校 青少年相談センター 寺　田　政　輝

相模原市立上溝南小学校 相模原市立二本松小学校 小久保　由　美

相模原市立上溝南小学校 相模原市立橋本小学校 髙　橋　菜美子

相模原市立大島小学校 相模原市立光が丘小学校 榎　本　邦　宏

相模原市立大島小学校 相模原市立小山小学校 清　水　世利奈

相模原市立大島小学校 相模原市立鶴園小学校 長谷川　梨　絵

相模原市立二本松小学校 相模原市立新磯小学校 谷　口　　　紳

相模原市立二本松小学校 相模原市立夢の丘小学校 塚　田　裕　一

相模原市立二本松小学校 相模原市立並木小学校 原　　　章　子

相模原市立田名北小学校 相模原市立双葉小学校 若　林　成　里

相模原市立田名北小学校 相模原市立大野台小学校 髙　野　陽紀子

相模原市立田名北小学校 相模原市立大島小学校 遠　竹　亜紀子

相模原市立弥栄小学校 相模原市立南大野小学校 板　垣　弘　子

相模原市立弥栄小学校 相模原市立向陽小学校 片　桐　真衣子

相模原市立弥栄小学校 相模原市立相武台小学校 片　山　絢　子

相模原市立弥栄小学校 相模原市立橋本小学校 畑　　　里　佳

相模原市立青葉小学校 相模原市立青和学園 緒　形　健　太

相模原市立大野台中央小学校 相模原市立九沢小学校 木　下　博　人
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相模原市立大野台中央小学校 相模川自然の村野外体験教室 塩　幡　　　誠

相模原市立大野台中央小学校 相模原市立夢の丘小学校 杉　浦　美　里

相模原市立大野台中央小学校 相模原市立淵野辺小学校 髙　野　一　恵

相模原市立大野台中央小学校 相模原市立川尻小学校 名　倉　一　裕

相模原市立宮上小学校 相模原市立広田小学校 栗　城　誠　一

相模原市立宮上小学校 相模原市立橋本小学校 籠　谷　直　子

相模原市立宮上小学校 相模原市立くぬぎ台小学校 杉　原　藍　子

相模原市立宮上小学校 相模原市立鹿島台小学校 宮　村　優　紀

相模原市立九沢小学校 教育センター 森　　　　　匠

相模原市立九沢小学校 相模原市立上溝南小学校 宮　澤　真　希

相模原市立谷口小学校 相模原市立南大野小学校 吉　村　恵　子

相模原市立谷口小学校 相模原市立大野台小学校 小　野　伸　基

相模原市立谷口小学校 相模原市立若松小学校 高　田　麻理子

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立星が丘小学校 岡　安　嘉　恵

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立共和小学校 佐　藤　　　幸

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立淵野辺小学校 玉　水　　　愛

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立麻溝小学校 松　山　　　聖

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立向陽小学校 山　口　杏　奈

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立くぬぎ台小学校 山　﨑　政　輝

相模原市立淵野辺東小学校 相模原市立谷口台小学校 岡　本　優　季

相模原市立若松小学校 相模原市立上溝小学校 長谷川　玲　香

相模原市立若松小学校 相模原市立淵野辺東小学校 志　方　哲　美

相模原市立若松小学校 相模原市立大野北小学校 佐　藤　幸　子

相模原市立新宿小学校 相模原市立もえぎ台小学校 橋　本　千　帆

相模原市立新宿小学校 相模原市立青和学園 小　宅　　　千

相模原市立新宿小学校 相模原市立千木良小学校 小　谷　卓　央

相模原市立新宿小学校 相模原市立鶴の台小学校 山　口　侑　一

相模原市立当麻田小学校 相模原市立大沼小学校 川　田　京　子

相模原市立当麻田小学校 相模原市立鶴の台小学校 吉　澤　　　徹

相模原市立もえぎ台小学校 相模原市立鹿島台小学校 須　田　　　慶
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相模原市立夢の丘小学校 相模原市立宮上小学校 江　成　佳奈美

相模原市立夢の丘小学校 相模原市立新宿小学校 和　田　博　樹

相模原市立富士見小学校 相模原市立星が丘小学校 田　中　恵美子

相模原市立富士見小学校 相模原市立大島小学校 荒　木　真　人

相模原市立富士見小学校 相模原市立弥栄小学校 清　成　まり子

相模原市立富士見小学校 相模原市立大野台小学校 小　宮　真理子

相模原市立富士見小学校 相模原市立旭小学校 髙　田　美　里

相模原市立富士見小学校 相模原市立緑台小学校 田　島　和　也

相模原市立富士見小学校 相模原市立大沼小学校 名　倉　　　晶

相模原市立小山小学校 相模原市立広田小学校 石　神　友紀子

相模原市立小山小学校 相模原市立南大野小学校 鬼　頭　美　貴

相模原市立小山小学校 相模原市立相模台小学校 藤　原　恭　平

相模原市立小山小学校 相模原市立相原小学校 丸　山　のぞみ

相模原市立小山小学校 相模原市立鶴の台小学校 山　田　香　澄

相模原市立川尻小学校 相模原市立青和学園 荒　川　琴　絵

相模原市立川尻小学校 相模原市立大島小学校 内　藤　良　子

相模原市立川尻小学校 相模原市立星が丘小学校 沖　　　柚　希

相模原市立川尻小学校 相模原市立新宿小学校 小　澤　知　輝

相模原市立湘南小学校 相模原市立田名小学校 井　上　由　梨

相模原市立広陵小学校 相模原市立東林小学校 篠　﨑　祐太朗

相模原市立広陵小学校 相模原市立二本松小学校 塩　田　尚　美

相模原市立広田小学校 相模原市立鹿島台小学校 飯　田　雄　太

相模原市立広田小学校 相模原市立麻溝小学校 内　田　和　宏

相模原市立広田小学校 相模原市立清新小学校 河　村　千　聖

相模原市立広田小学校 相模原市立上溝南小学校 古　川　桃　子

相模原市立中野小学校 相模原市立根小屋小学校 本　田　芙裕美

相模原市立中野小学校 相模原市立大野台中央小学校 小　泉　智　志

相模原市立中野小学校 相模原市立田名北小学校 髙　橋　伸　一

相模原市立津久井中央小学校 相模原市立向陽小学校 長谷川　友　洋

相模原市立津久井中央小学校 相模原市立大沢小学校 八　木　　　慈
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相模原市立串川小学校 相模原市立二本松小学校 雨　宮　崇　明

相模原市立根小屋小学校 相模原市立清新小学校 青　木　聖　那

相模原市立鳥屋小学校 相模原市立当麻田小学校 森　川　悦　道

相模原市立桂北小学校 相模原市立串川小学校 千　田　　　愛

相模原市立桂北小学校 相模原市立藤野南小学校 梶　原　郁　子

相模原市立千木良小学校 相模原市立青和学園 西　川　直　之

相模原市立千木良小学校 相模原市立内郷小学校 原　田　　　光

相模原市立内郷小学校 相模原市立大野台小学校 渡　邊　正　俊

相模原市立藤野北小学校 相模原市立鳥屋小学校 雨　宮　舞　子

相模原市立藤野小学校 相模原市立川尻小学校 上　原　成　美

相模原市立藤野小学校 相模原市立星が丘小学校 渡　辺　奈津子

相模原市立藤野南小学校 相模原市立淵野辺東小学校 風　間　嘉　裕

相模原市立青和学園 相模原市立光が丘小学校 岩　崎　双　葉

相模原市立青和学園 相模原市立大野台小学校 菊　地　直　樹
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中学校（一般教員）

 

  異動

相模原市立相陽中学校 相模原市立大野南中学校 内　田　涼　太

相模原市立相陽中学校 相模原市立東林中学校 大　門　稔　樹

相模原市立相陽中学校 相模原市立清新中学校 松　本　　　玄

相模原市立上溝中学校 相模原市立相原中学校 植　月　啓　文

相模原市立上溝中学校 相模原市立上鶴間中学校 金　子　玲　南

相模原市立上溝中学校 相模原市立中野中学校 黒　田　千　聖

相模原市立上溝中学校 相模原市立藤野中学校 佐久間　史　明

相模原市立上溝中学校 相模原市立青和学園 三　澤　将　武

相模原市立田名中学校 相模原市立上鶴間中学校 横　地　　　洋

相模原市立田名中学校 相模原市立谷口中学校 荻　山　純　一

相模原市立田名中学校 相模原市立鵜野森中学校 髙　橋　直　規

相模原市立田名中学校 相模原市立大野台中学校 橋　本　江里子

相模原市立田名中学校 相模原市立小山中学校 藤　谷　　　賢

相模原市立田名中学校 相模原市立清新中学校 萬　木　博　史

相模原市立大沢中学校 相模原市立相陽中学校 須　藤　厚　志

相模原市立大沢中学校 相模原市立清新中学校 大　谷　恵　子

相模原市立大沢中学校 相模原市立上溝中学校 金　指　尚　子

相模原市立大沢中学校 相模原市立青和学園 菊地原　義　和

相模原市立旭中学校 相模原市立相模台中学校 橘　川　未　歩

相模原市立旭中学校 相模原市立中野中学校 河　野　郷　子

相模原市立旭中学校 相模原市立若草中学校 乕　田　貴　司

相模原市立旭中学校 相模原市立串川中学校 眞　﨑　涼　平

相模原市立旭中学校 相模原市立清新中学校 吉　永　　　妙

相模原市立大野北中学校 相模原市立旭中学校 髙　橋　未　希

相模原市立大野北中学校 相模原市立新町中学校 三　原　隆　之

相模原市立大野南中学校 相模原市立串川中学校 大　谷　智　史

相模原市立大野南中学校 相模原市立中央中学校 大　野　敏　雅
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新　　所　　属 旧　　所　　属 氏   名

相模原市立大野南中学校 相模原市立共和中学校 嘉　納　健太郎

相模原市立大野南中学校 相模原市立旭中学校 太刀沢　　　中

相模原市立大野南中学校 相模原市立内出中学校 吉　田　侑　幹

相模原市立大野南中学校（分校） 神奈川県教育委員会 宮　坂　英　行

相模原市立大野南中学校（分校） 横浜国大附属特別支援学校 髙　橋　　　剛

相模原市立大野南中学校（分校） 相模原市立中野中学校 宮　﨑　真　理

相模原市立相模台中学校 相模原市立田名中学校 鈴　木　英　毅

相模原市立相模台中学校 相模原市立鵜野森中学校 田　邊　祐　和

相模原市立清新中学校 相模原市立中沢中学校 岩　田　尚　希

相模原市立清新中学校 相模原市立相模丘中学校 榎　本　智　子

相模原市立清新中学校 相模原市立東林中学校 柏　倉　千　穂

相模原市立清新中学校 相模原市立中野中学校 齊　藤　真　子

相模原市立清新中学校 相模原市立内出中学校 新　家　綾　子

相模原市立清新中学校 相模原市立相陽中学校 田　中　奈津子

相模原市立清新中学校 相模原市立相模丘中学校 古　澤　実　咲

相模原市立上鶴間中学校 相模原市立上溝中学校 飛　柗　美　紗

相模原市立上鶴間中学校 相模原市立小山中学校 村　上　和　子

相模原市立共和中学校 相模原市立清新中学校 脇　﨑　勇　人

相模原市立共和中学校 相模原市立上鶴間中学校 川　村　美佐子

相模原市立緑が丘中学校 相模原市立上溝中学校 石　倉　俊太郎

相模原市立緑が丘中学校 相模原市立上溝南中学校 熊　谷　　　純

相模原市立緑が丘中学校 相模原市立大沢中学校 益　田　直　樹

相模原市立緑が丘中学校 相模原市立旭中学校 宮　髙　史　江

相模原市立緑が丘中学校 相模原市立東林中学校 栗　林　加　奈

相模原市立大野台中学校 相模原市立上溝南中学校 山　岸　耕　介

相模原市立相武台中学校 相模原市立東林中学校 菊　地　雄次郎

相模原市立相武台中学校 相模原市立大野南中学校 鈴　木　雅　人

相模原市立谷口中学校 相模原市立小山中学校 横　松　誠　治

相模原市立谷口中学校 相模原市立大野南中学校 梅　田　えりか

相模原市立谷口中学校 相模原市立相陽中学校 武　井　　　誠
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相模原市立谷口中学校 相模原市立共和中学校 吉　村　葉　子

相模原市立中央中学校 相模原市立相模丘中学校 髙　橋　早　紀

相模原市立中央中学校 相模原市立青和学園 田　崎　　　惇

相模原市立中央中学校 相模原市立中沢中学校 建　守　美　穂

相模原市立中央中学校 相模原市立藤野中学校 中　嶋　隼　基

相模原市立中央中学校 伊勢原市立成瀬中学校 山　口　雅　己

相模原市立新町中学校 相模原市立相陽中学校 古　賀　直　人

相模原市立新町中学校 相模原市立田名中学校 貴　家　弥　生

相模原市立弥栄中学校 相模原市立中央中学校 三　樹　了　太

相模原市立相原中学校 相模原市立谷口中学校 霜　島　友　愛

相模原市立相原中学校 相模原市立若草中学校 山　﨑　健太朗

相模原市立上溝南中学校 相模原市立旭中学校 笠　原　さおり

相模原市立上溝南中学校 相模原市立新町中学校 池　田　悠　士

相模原市立上溝南中学校 相模原市立相陽中学校 河　内　　　華

相模原市立上溝南中学校 相模原市立中野中学校 遠　藤　智　子

相模原市立小山中学校 相模原市立相武台中学校 小　川　　　翼

相模原市立小山中学校 相模原市立相模台中学校 武　内　俊　二

相模原市立小山中学校 相模原市立大野台中学校 谷　田　未　来

相模原市立小山中学校 相模原市立相模丘中学校 辻󠄀　野　あずさ

相模原市立若草中学校 相模原市立清新中学校 江　口　隆　亮

相模原市立由野台中学校 相模原市立相原中学校 宮　澤　佐有理

相模原市立内出中学校 相模原市立相陽中学校 竹　中　真　由

相模原市立鵜野森中学校 相模原市立大野北中学校 安　中　信　人

相模原市立鵜野森中学校 相模原市立大沢中学校 水　野　雄　仁

相模原市立東林中学校 相模原市立田名中学校 樺　澤　靖　典

相模原市立東林中学校 相模原市立大野南中学校 藤　原　　　彩

相模原市立東林中学校 相模原市立大沢中学校 山　田　航　平

相模原市立東林中学校 相模原市立由野台中学校 由　佐　仁　美

相模原市立相模丘中学校 神奈川県立相模原中等教育学校 鈴　木　崇　紀

相模原市立相模丘中学校 相模原市立上溝中学校 守　屋　　　諭
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相模原市立中沢中学校 相模原市立九沢小学校 榮　永　昌　宏

相模原市立中沢中学校 相模原市立大沢中学校 佐　藤　裕　美

相模原市立中沢中学校 相模原市立緑が丘中学校 菊　地　麻　希

相模原市立中野中学校 相模原市立田名中学校 鈴　木　啓　史

相模原市立中野中学校 相模原市立大沢中学校 守　屋　美　詞

相模原市立串川中学校 相模原市立東林中学校 梅　本　進　一

相模原市立鳥屋中学校 教育センター 中　井　庸　晴

相模原市立北相中学校 相模原市立相武台中学校 小　林　佑　也

相模原市立北相中学校 相模原市立藤野中学校 畑　野　ゆ　み

相模原市立内郷中学校 相模原市立弥栄中学校 藤　田　桃　子

相模原市立藤野中学校 相模原市立鳥屋中学校 蟻　田　絵理子

相模原市立藤野中学校 相模原市立田名中学校 江　里　哲　平

相模原市立青和学園 大野南中学校 渡　邊　和　典

相模原市立青和学園 相模原市立教育センター 駒　村　彰　彦
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相模原市教育委員会

退 職 者 名 簿

令和４年３月３１日付け

相 模 原 市 立 小 中 学 校



小学校長

 

  退職

 相模原市立上溝小学校 倉　田　秀　文

相模原市立旭小学校 福　田　雅　一

相模原市立南大野小学校 高　橋　真　美

相模原市立谷口台小学校 西　山　俊　彦

相模原市立東林小学校 東　條　久美子

相模原市立大野北小学校 霧　生　貴　紀

相模原市立くぬぎ台小学校 上　野　　　隆

相模原市立淵野辺東小学校 川　上　孝　生

相模原市立根小屋小学校 井　上　　　浩
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  任期満了

相模原市立麻溝小学校 朝　野　秀　典

相模原市立大沢小学校 浅　野　　　宏

相模原市立向陽小学校 中　里　雅　子

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 中　山　章　治

相模原市立清新小学校 塚　田　修　一

相模原市立横山小学校 岡　崎　広　志

相模原市立橋本小学校 渡　邊　　　仁

相模原市立田名北小学校 村　井　啓　人

相模原市立若松小学校 須　藤　ゆかり

相模原市立小山小学校 青　木　正　利

相模原市立津久井中央小学校 髙　橋　　　章

相模原市立鳥屋小学校 岸　　　和　彦

相模原市立藤野北小学校 東　郷　健二郎

相模原市立藤野小学校 榎　田　一　典
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中学校長

 

  退職

 相模原市立相陽中学校 小　林　知　昭

相模原市立大野北中学校 平　野　知　彦

相模原市立内出中学校 齋　藤　　　敦

相模原市立青和学園 小　畑　弘　文

－　4　－



  任期満了

相模原市立相模台中学校 郡　司　孝　明

相模原市立共和中学校 馬　場　尚　子

相模原市立緑が丘中学校 小　泉　　　勉

相模原市立大野台中学校 前　山　幸　一

相模原市立新町中学校 上　西　雅　己

相模原市立相原中学校 伊　藤　隆　一

相模原市立中沢中学校 杉　本　祐　一

相模原市立串川中学校 芦　沢　　　進

相模原市立北相中学校 守　屋　和　幸

相模原市立藤野中学校 守　屋　孝　子
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小学校副校長

 

  退職

 相模原市立上溝南小学校 長　澤　智　弘

相模原市立宮上小学校 武　智　靖　子

相模原市立もえぎ台小学校 中　島　ひろみ

相模原市立鳥屋小学校 吉　澤　登久子
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  任期満了

相模原市立相武台小学校 山　本　雅　敏

相模原市立大沼小学校 榎　本　裕美子

相模原市立共和小学校 秋　山　京　子

相模原市立緑台小学校 大　島　祐　子

相模原市立作の口小学校 田　中　治　仁

相模原市立若草小学校 矢　部　忠　男

相模原市立弥栄小学校 久　保　孝　之

相模原市立新宿小学校 萩　原　直　子

相模原市立湘南小学校 渡　辺　夕　子

相模原市立根小屋小学校 下　鳥　陽　子

相模原市立藤野小学校 小　俣　美智子
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中学校副校長

 

  退職

 相模原市立上鶴間中学校 松　島　和　博

相模原市立麻溝台中学校 林　　　　　繁

相模原市立中央中学校 長　尾　俊　哉

相模原市立若草中学校 根　岸　幸　雄
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  任期満了

相模原市立上溝中学校 鈴　木　成　之

相模原市立田名中学校 早　川　政　文

相模原市立弥栄中学校 平　野　良　一

相模原市立小山中学校 金　指　正　明

相模原市立鵜野森中学校 内　山　桂　吾

相模原市立内郷中学校 押　田　直　子

相模原市立藤野中学校 大　前　安　悟
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小学校（一般教員）

 

  退職

 相模原市立新磯小学校 岡　﨑　　　愛

相模原市立田名小学校 西　野　みどり

相模原市立上溝小学校 野　上　千　愛

相模原市立星が丘小学校 北　林　しずか

相模原市立星が丘小学校 中　島　郷　兵

相模原市立旭小学校 望　月　捺　未

相模原市立向陽小学校 原　島　光　子

相模原市立相原小学校 加　藤　圭　脩

相模原市立相原小学校 木　下　奈津美

相模原市立大野小学校 杉　野　幸　子

相模原市立大野小学校 三　原　ゆり子

相模原市立淵野辺小学校 中　島　寛　美

相模原市立南大野小学校 高　橋　里　奈

相模原市立谷口台小学校 武　石　亜　未

相模原市立清新小学校 湯　澤　守　人

相模原市立相武台小学校 森　　　一　郎

相模原市立共和小学校 髙　木　美納江

相模原市立上鶴間小学校 安　池　　　望

相模原市立横山小学校 山　本　　　弘

相模原市立横山小学校 新　井　健　祐

相模原市立横山小学校 伊　藤　恵　子

相模原市立横山小学校 冨　原　洋　子

相模原市立横山小学校 中　澄　美　雪

相模原市立緑台小学校 市　川　幸一郎

相模原市立橋本小学校 髙　橋　ワカバ

相模原市立大野台小学校 中　澤　愛　理

相模原市立作の口小学校 川　田　健　一
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相模原市立作の口小学校 種　村　慎之介

相模原市立上溝南小学校 水　戸　みのり

相模原市立田名北小学校 長　　　かおる

相模原市立田名北小学校 安　倉　由　佳

相模原市立田名北小学校 今　井　保　美

相模原市立青葉小学校 中　田　　　哲

相模原市立青葉小学校 市　川　結　衣

相模原市立大野台中央小学校 脇　田　　　優

相模原市立宮上小学校 新　垣　亜由美

相模原市立淵野辺東小学校 安　西　範　子

相模原市立淵野辺東小学校 石　脇　真咲子

相模原市立淵野辺東小学校 横　田　弥　生

相模原市立淵野辺東小学校 横　山　真理子

相模原市立若松小学校 髙　梨　邦　子

相模原市立当麻田小学校 佐　藤　久　子

相模原市立富士見小学校 金　子　敦　子

相模原市立富士見小学校 佐　藤　　　彩

相模原市立川尻小学校 駒　村　由香里
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中学校（一般教員）

 

  退職

相模原市立田名中学校 鈴　木　篤　司

相模原市立旭中学校 飯　塚　幸　子

相模原市立大野南中学校 岩　井　智　永

相模原市立大野南中学校 柏　木　晴　美

相模原市立大野南中学校 内　藤　由　佳

相模原市立大野南中学校 堀　口　理　恵

相模原市立清新中学校 小　塚　優　子

相模原市立上鶴間中学校 島　田　智　子

相模原市立上鶴間中学校 阿左見　浩　子

相模原市立緑が丘中学校 齋　藤　裕　一

相模原市立緑が丘中学校 永　井　由紀子

相模原市立緑が丘中学校 西　村　文　孝

相模原市立谷口中学校 栗　原　亜希子

相模原市立谷口中学校 永　島　徹　也

相模原市立中央中学校 渡　邊　　　揚

相模原市立弥栄中学校 渋　谷　麗　子

相模原市立相原中学校 荒　木　佑　輔

相模原市立上溝南中学校 鈴　木　芳　子

相模原市立若草中学校 小　野　ひとみ

相模原市立若草中学校 白　井　建　一

相模原市立若草中学校 田　所　加　代

相模原市立由野台中学校 峯　　　一　徳

相模原市立由野台中学校 福　田　　　睦

相模原市立内出中学校 伊　藤　光　子

相模原市立鵜野森中学校 榎　本　典　子

相模原市立鵜野森中学校 村　松　延　江

相模原市立東林中学校 岡　橋　宜　史
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相模原市立相模丘中学校 植　杉　美　久

相模原市立中沢中学校 金　子　明　生

相模原市立中沢中学校 福　島　正　裕

相模原市立中野中学校 加　藤　扶由子

相模原市立北相中学校 城　内　裕　樹
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