
平成２５年度末 学校人事課

和歌山県教職員人事異動表 ＜小中学校＞

【校長の部】 平成26年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

採用･昇任 和歌山市立広瀬小学校 校　　長 県立向陽中学校 教　　頭 酒　井　千　佳

和歌山市立城北小学校 校　　長 和歌山市立城北小学校 教　　頭 梅　本　優　子

和歌山市立高松小学校 校　　長 和歌山市立和歌山高等学校 教　　頭 中　家　　　英

和歌山市立雑賀崎小学校 校　　長 和歌山市立吹上小学校 教　　頭 宮　本　信　吾

和歌山市立宮小学校 校　　長 和歌山市立宮小学校 教　　頭 大　石　幸　弘

和歌山市立中之島小学校 校　　長 県立図書館 課　　長 硲　間　正　子

和歌山市立福島小学校 校　　長 和歌山市立福島小学校 教　　頭 嶋　本　憲　司

和歌山市立浜宮小学校 校　　長 和歌山大学附属小学校 副 校 長 沖　　　香寿美

和歌山市立松江小学校 校　　長 和歌山市立松江小学校 教　　頭 藤　本　典　子

和歌山市立貴志小学校 校　　長 和歌山市立貴志小学校 教　　頭 北　山　圭　子

和歌山市立西脇小学校 校　　長 和歌山市教育委員会 センター長 田　窪　佳寿子

和歌山市立加太小学校 校　　長 和歌山市立加太小学校 教　　頭 松　下　　　太

和歌山市立太田小学校 校　　長 和歌山市立太田小学校 教　　頭 栗　本　滋　博

和歌山市立八幡台小学校 校　　長
教育庁スポーツ課
（県体育協会）

教育企画員
（事務局長）

馬　場　秀　典

和歌山市立楠見東小学校 校　　長 和歌山市立今福小学校 教　　頭 棚　田　修　司

和歌山市立貴志南小学校 校　　長 和歌山市教育委員会 専門教育監 犬　塚　博　志

和歌山市立藤戸台小学校 校　　長 和歌山市立藤戸台小学校 教　　頭 横　町　真　紀

和歌山市立河西中学校 校　　長 和歌山市立河西中学校 教　　頭 和　田　幸　治

橋本市立応其小学校 校　　長 橋本市教育委員会 課　　長 今　田　　　実

九度山町立九度山小学校 校　　長 九度山町立九度山小学校 教　　頭 戀　中　淳　悟

高野町立富貴小学校 校　　長 かつらぎ町立笠田中学校 教　　頭 坂　上　文　孝

橋本市立紀見東中学校 校　　長 九度山町立九度山中学校 教　　頭 地　村　知　三

紀の川市立丸栖小学校 校　　長 紀の川市立竜門小学校 教　　頭 宮　村　慎　也

紀の川市立西貴志小学校 校　　長 紀の川市立粉河小学校 教　　頭 小　林　　　彰

岩出市立上岩出小学校 校　　長 岩出市教育委員会 指導主事 乾　　　佳　子



【校長の部】 平成26年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

採用･昇任 岩出市立山崎北小学校 校　　長 岩出市立山崎北小学校 教　　頭 伊　藤　暢　芳

紀の川市立鞆渕中学校 校　　長 紀の川市教育委員会 指導主事  上　中　史　子

海南市立北野上小学校 校　　長 海南市立内海小学校 教　　頭 浅　野　一　起

海南市立大東小学校 校　　長 紀美野町立野上小学校 教　　頭 中　屋　多加志

紀美野町立毛原小学校 校　　長
県立日高高等学校
附属中学校

教　　頭 上　田　国　裕

有田市立初島小学校 校　　長 有田市立保田中学校 教　　頭 永　田　博　誠

有田川町立御霊小学校 校　　長 有田川町教育委員会 指導主事 東　　　信　行

有田川町立安諦小学校 校　　長 有田川町立小川小学校 教　　頭 髙　垣　和　彦

有田市立保田中学校 校　　長 湯浅町立湯浅中学校 教　　頭 藤　岡　倫　夫

みなべ町立南部小学校 校　　長 みなべ町立南部小学校 教　　頭 山　本　仁　史

日高川町立山野小学校 校　　長 県立田辺中学校 教　　頭 栖　原　伸　精

日高川町立三百瀬小学校 校　　長 日高川町立川辺西小学校 教　　頭 野　田　浩　道

日高川町立寒川第一小学校 校　　長 日高町立日高中学校 教　　頭 玉　置　　　誠

日高川町立早蘇中学校 校　　長 印南町立切目中学校 教　　頭 原　　　　　正

田辺市立稲成小学校 校　　長 田辺市立東陽中学校 教　　頭 楠　本　正　二

田辺市立龍神小学校 校　　長 上富田町立岩田小学校 教　　頭 湯　川　善　典

田辺市立中辺路小学校 校　　長 教育庁学校人事課 人事主事 堀　本　純　平

田辺市立咲楽小学校 校　　長 田辺市立田辺第三小学校 教　　頭 堀　　　修　志

白浜町立南白浜小学校 校　　長 白浜町立北富田小学校 教　　頭 岩　本　元　博

白浜町立北富田小学校 校　　長 白浜町教育委員会 教育指導係長 小　川　雄　三

白浜町立安宅小学校 校　　長 上富田町立朝来小学校 教　　頭 後　藤　俊　次

すさみ町立江住中学校 校　　長 白浜町立白浜中学校 教　　頭 小　出　貴　史

田辺市立中芳養中学校 校　　長 田辺市立明洋中学校 教　　頭 森　　　治　子

白浜町立三舞中学校 校　　長 県教育センター学びの丘 課　　長 泉　　　利　明

新宮市立神倉小学校 校　　長 東牟婁教育支援事務所 所　　長 山　本　眞　也

那智勝浦町立市野々小学校 校　　長 那智勝浦町立市野々小学校 教　　頭 山　本　健　策

新宮市立高田中学校 校　　長 那智勝浦町立宇久井小学校 教　　頭 前　田　欣　克



【校長の部】 平成26年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

採用･昇任 串本町立潮岬中学校 校　　長 古座川町立明神中学校 教　　頭 五十川　保　純

転　　任 和歌山市立本町小学校 校　　長 和歌山市立小倉小学校 校　　長 安　井　　　均

和歌山市立四箇郷小学校 校　　長 和歌山市立中之島小学校 校　　長 湯　川　泰　成

和歌山市立名草小学校 校　　長 紀美野町立毛原小学校 校　　長 亀　井　晴　史

和歌山市立山東小学校 校　　長 和歌山市立浜宮小学校 校　　長 西　端　幸　信

和歌山市立小倉小学校 校　　長 和歌山市立八幡台小学校 校　　長 岡　　　正　人

和歌山市立紀伊小学校 校　　長 和歌山市立山東小学校 校　　長 中　野　利　章

和歌山市立西和中学校 校　　長 和歌山市立本町小学校 校　　長 横　山　和　哉

和歌山市立城東中学校 校　　長 和歌山市立西和中学校 校　　長 栂　野　芳　作

和歌山市立紀之川中学校 校　　長 和歌山市立城東中学校 校　　長 鈴　木　達　也

橋本市立隅田小学校 校　　長 橋本市立応其小学校 校　　長 葛　原　昌　文

かつらぎ町立大谷小学校 校　　長 九度山町立九度山小学校 校　　長 喜　多　秀　行

紀の川市立東貴志小学校 校　　長 紀の川市立丸栖小学校 校　　長 山　田　欽　哉

紀の川市立粉河中学校 校　　長 紀の川市立那賀中学校 校　　長 鈴　木　英　雄

紀の川市立那賀中学校 校　　長 紀の川市立東貴志小学校 校　　長 信　定　俊　彦

紀の川市立荒川中学校 校　　長 紀の川市立鞆渕中学校 校　　長 橋　村　伸　爾

海南市立大野小学校 校　　長 海南市立加茂川小学校 校　　長 東　條　容　子

海南市立加茂川小学校 校　　長 海南市立大東小学校 校　　長 谷　口　裕　保

海南市立第三中学校 校　　長 海南市立北野上小学校 校　　長 馬　場　一　博

有田市立港小学校 校　　長 湯浅町立田栖川小学校 校　　長 成　瀨　　　光

湯浅町立田栖川小学校 校　　長 有田川町立白馬中学校 校　　長 井　口　　　章

広川町立津木小学校 校　　長 有田川町立楠本小学校 校　　長 辻　本　郁　夫

有田川町立藤並小学校 校　　長 有田川町立御霊小学校 校　　長 片　嶋　　　博

広川町立耐久中学校 校　　長 湯浅町立湯浅中学校 校　　長 川　口　伸　二

有田川町立石垣中学校 校　　長 有田川町立八幡中学校 校　　長 嶋　田　卓　幸

有田川町立八幡中学校 校　　長 有田川町立石垣中学校 校　　長 東　　　修　一

有田川町立白馬中学校 校　　長 有田川町立安諦小学校 校　　長 榎　木　郁　雄



【校長の部】 平成26年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

転　　任 日高川町立和佐小学校 校　　長 日高川町立中津小学校 校　　長 玉　置　智　一

日高川町立中津小学校 校　　長 みなべ町立清川中学校 校　　長 宇　和　孝　仁

みなべ町立上南部中学校 校　　長 みなべ町立南部小学校 校　　長 野　上　有　三

白浜町立富田小学校 校　　長 白浜町立安宅小学校 校　　長 金　田　　　義

上富田町立生馬小学校 校　　長 白浜町立南白浜小学校 校　　長 長　野　文　昭

上富田町立岩田小学校 校　　長 田辺市立長野中学校 校　　長 松　本　茂　和

田辺市立上秋津中学校 校　　長 田辺市立中芳養中学校 校　　長 那　須　義　博

新宮市立高田小学校 校　　長 那智勝浦町立色川小学校 校　　長 丸　谷　昌　良

那智勝浦町立宇久井小学校 校　　長 新宮市立神倉小学校 校　　長 下　地　啓　太

那智勝浦町立色川小学校 校　　長 上富田町立生馬小学校 校　　長 山　下　真　司

古座川町立明神小学校 校　　長 北山村立北山小学校 校　　長 中　島　良　範

北山村立北山小学校 校　　長 那智勝浦町立市野々小学校 校　　長 尾　中　伸　彰

串本町立古座小学校 校　　長 串本町立錦富小学校 校　　長 中　平　佳　孝

新宮市立緑丘中学校 校　　長 那智勝浦町立那智中学校 校　　長 清　水　雅　昭

那智勝浦町立宇久井中学校 校　　長 新宮市立緑丘中学校 校　　長 速　水　盛　康

那智勝浦町立那智中学校 校　　長 那智勝浦町立宇久井中学校 校　　長 吾　妻　信　也

古座川町立古座中学校 校　　長 古座川町立明神小学校 校　　長 高　尾　昌　伸

退　　職 東牟婁教育支援事務所 所　　長 すさみ町立江住小学校 校　　長 船　井　洋　二

和歌山市立広瀬小学校 校　　長 西　庵　　　毅

和歌山市立城北小学校 校　　長 山　本　明　広

和歌山市立高松小学校 校　　長 川　端　良　幸

和歌山市立雑賀崎小学校 校　　長 豊　田　眞知子

和歌山市立宮小学校 校　　長 谷　田　幸　雄

和歌山市立四箇郷小学校 校　　長 出　口　典　子

和歌山市立名草小学校 校　　長 山　本　紀　代

和歌山市立松江小学校 校　　長 横　瀬　　　

和歌山市立貴志小学校 校　　長 岩　西　英　明



【校長の部】 平成26年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

退　　職 和歌山市立加太小学校 校　　長 堀　　　優　子

和歌山市立西脇小学校 校　　長 川　崎　雅　弘

和歌山市立紀伊小学校 校　　長 柑　本　敏　和

和歌山市立太田小学校 校　　長 岩　西　啓　子

和歌山市立福島小学校 校　　長 不　野　和　哉

和歌山市立楠見東小学校 校　　長 小　谷　次　男

和歌山市立貴志南小学校 校　　長 民　部　正　信

和歌山市立藤戸台小学校 校　　長 三　木　勇　次

和歌山市立河西中学校 校　　長 竹　内　弘　純

和歌山市立紀之川中学校 校　　長 八　木　　　実

橋本市立隅田小学校 校　　長 滝　上　敏　彦

かつらぎ町立大谷小学校 校　　長 谷　口　博　保

高野町立富貴小学校 校　　長 岡　田　敏　宏

橋本市立紀見東中学校 校　　長 角　谷　有　造

紀の川市立西貴志小学校 校　　長 中　西　啓　子

岩出市立上岩出小学校 校　　長 本　多　立　生

岩出市立山崎北小学校 校　　長 明　楽　和　夫

紀の川市立粉河中学校 校　　長 貴　志　康　弘

紀の川市立荒川中学校 校　　長 有　井　健　策

海南市立大野小学校 校　　長 角　谷　全　史

海南市立第三中学校 校　　長 小　畑　　　一

有田市立初島小学校 校　　長 佐々木　俊　博

有田市立港小学校 校　　長 武　田　尚　幸

広川町立津木小学校 校　　長 中　山　茂　樹

有田川町立藤並小学校 校　　長 久　道　憲　生

有田市立保田中学校 校　　長 　田　　　靖

広川町立耐久中学校 校　　長 松　林　　　章



【校長の部】 平成26年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

退　　職 日高川町立和佐小学校 校　　長 玉　置　芳　男

日高川町立山野小学校 校　　長 森　　　茂　一

日高川町立三百瀬小学校 校　　長 藏　光　好　美

日高川町立寒川第一小学校 校　　長 赤　松　公　子

みなべ町立上南部中学校 校　　長 玉　井　伸　幸

日高川町立早蘇中学校 校　　長 井　上　　　誠

田辺市立稲成小学校 校　　長 三　谷　哲　生

田辺市立龍神小学校 校　　長 畑　中　　　健

田辺市立中辺路小学校 校　　長 安　達　弘太郎

田辺市立咲楽小学校 校　　長 出　口　靖　義

白浜町立富田小学校 校　　長 中　地　　　寛

白浜町立北富田小学校 校　　長 中　垣　御酒蔵

上富田町立岩田小学校 校　　長 西　山　公　子

田辺市立上秋津中学校 校　　長 髙　田　盛　行

白浜町立三舞中学校 校　　長 米　田　秀　彦

新宮市立高田小学校 校　　長 西　口　琢　也

那智勝浦町立宇久井小学校 校　　長 中瀬古　多太子

串本町立古座小学校 校　　長 多　門　和　孝

新宮市立高田中学校 校　　長 汐　﨑　利　勝

古座川町立古座中学校 校　　長 和　田　充　旦

串本町立潮岬中学校 校　　長 出　口　　　孝



平成２５年度末 学校人事課

和歌山県教職員人事異動表 ＜小中学校＞

【教頭の部】 平成26年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

採用･昇任 和歌山市立吹上小学校 教　　頭 県子ども未来課 主　　任 山　口　幸　子

和歌山市立城北小学校 教　　頭 和歌山市立紀伊幼稚園 教　　頭 弓　林　卓　巳

和歌山市立宮小学校 教　　頭 和歌山市立新南小学校 教　　諭 中　村　祐佳子

和歌山市立宮小学校 教　　頭 和歌山市立宮小学校 教　　諭 淵　川　保　直

和歌山市立宮前小学校 教　　頭 和歌山市立藤戸台小学校 教　　諭 伊　勢　真朝美

和歌山市立野崎小学校 教　　頭 和歌山市立野崎小学校 教　　諭 松　本　美代野

和歌山市立松江小学校 教　　頭 県競技式典課 課長補佐 石　本　倫　章

和歌山市立岡崎小学校 教　　頭 和歌山市立浜宮小学校 教　　諭 山　下　真　二

和歌山市立有功小学校 教　　頭 教育庁健康体育課 指導主事 西　畑　　　徹

和歌山市立加太小学校 教　　頭 和歌山市立加太幼稚園 教　　頭 岩　橋　照　惠

和歌山市立藤戸台小学校 教　　頭 和歌山市教育委員会 専門教育監補 道　本　美　月

和歌山市立河西中学校 教　　頭 和歌山市教育委員会 専門教育監 山　本　幸　司

和歌山市立楠見中学校 教　　頭 和歌山市立河北中学校 教　　諭 西　脇　　　仁

橋本市立柱本小学校 教　　頭 橋本市立橋本小学校 教　　諭 大　矢　美　栄

橋本市立恋野小学校 教　　頭 橋本市立学文路中学校 教　　諭 大　矢　恭　子

橋本市立西部小学校 教　　頭 五條市立牧野小学校 教　　諭 夏　目　孝　夫

かつらぎ町立渋田小学校 教　　頭 かつらぎ町教育委員会 指導主事 宮　井　眞由美

九度山町立河根小学校 教　　頭 九度山町教育委員会 指導主事 太　田　敦　久

高野町立高野山中学校 教　　頭 橋本市立紀見東中学校 教　　諭 桜　井　美　子

紀の川市立川原小学校 教　　頭 紀の川市立東貴志小学校 教　　諭 宮　本　義　友

紀の川市立安楽川小学校 教　　頭 紀の川市立池田小学校 教　　諭 福　本　　　毅

岩出市立岩出小学校 教　　頭 岩出市立岩出小学校 教　　諭 佐々木　茂　夫

岩出市立山崎北小学校 教　　頭 岩出市立岩出小学校 教　　諭 梅　田　益　己

紀の川市立貴志川中学校 教　　頭 紀の川市立粉河中学校 教　　諭 中　　　智　伸

海南市立黒江小学校 教　　頭 海草振興局地域振興部 主　　任 阪　口　貴　史



【教頭の部】 平成26年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

採用･昇任 海南市立下津小学校 教　　頭 海南市立中野上小学校 教　　諭 山　中　和　也

紀美野町立下神野小学校 教　　頭 海南市立下津第一中学校 教　　諭 根　岸　隆　一

海南市立海南中学校 教　　頭 海南市立東海南中学校 教　　諭 和　田　通　尚

海南市立巽中学校 教　　頭 海南市立下津第二中学校 教　　諭 田　上　智　世

海南市立東海南中学校 教　　頭 海南市立東海南中学校 教　　諭 小　阪　一　起

有田川町立小川小学校 教　　頭 湯浅町立田栖川小学校 教　　諭 楠　本　英　代

有田川町立久野原小学校 教　　頭 県青少年男女共同参画課 主　　任 古　川　弘　樹

有田川町立白馬中学校 教　　頭 有田川町立白馬中学校 教　　諭 楠　木　博　司

御坊市立湯川小学校 教　　頭 御坊市立湯川小学校 教　　諭 倉　　　昌　宏

日高町立志賀小学校 教　　頭 美浜町立和田小学校 教　　諭 栗　本　憲　治

御坊市立河南中学校 教　　頭 県教育センター学びの丘
主任教育
相談主事

瀨　戸　仁　己

御坊市立湯川中学校 教　　頭 御坊市立御坊中学校 教　　諭 小　川　　信

御坊市立名田中学校 教　　頭 御坊市立御坊中学校 教　　諭 栗　山　尊　史

みなべ町立上南部中学校 教　　頭 みなべ町立上南部中学校 教　　諭 岡　本　和　広

田辺市立新庄第二小学校 教　　頭 教育庁文化遺産課 班　　長 仲　　　克　幸

田辺市立上芳養小学校 教　　頭 田辺市立田辺第二小学校 教　　諭 村　上　久美子

田辺市立三里小学校 教　　頭 田辺市立本宮小学校 教　　諭 田　中　　　環

白浜町立南白浜小学校 教　　頭 白浜町立日置中学校 教　　諭 天　野　保　雄

白浜町立椿小学校 教　　頭 県教育センター学びの丘 主任指導主事 赤　井　祥　子

白浜町立北富田小学校 教　　頭 白浜町立北富田小学校 教　　諭 成　田　寛　実

白浜町立市鹿野小学校 教　　頭 白浜町立白浜第二小学校 教　　諭 森　山　浩　之

上富田町立朝来小学校 教　　頭 県教育センター学びの丘 指導主事 山　口　仁　美

田辺市立明洋中学校 教　　頭 田辺市教育委員会 指導係長 林　　　義　久

田辺市立本宮中学校 教　　頭 田辺市立本宮中学校 教　　諭 吉　田　元　紀

那智勝浦町立宇久井小学校 教　　頭 新宮市立三輪崎小学校 教　　諭 藤　本　徳　子

那智勝浦町立太田小学校 教　　頭 那智勝浦町立市野々小学校 教　　諭 田　原　正　己

串本町立大島小学校 教　　頭 那智勝浦町立那智中学校 教　　諭 野　端　則　久



【教頭の部】 平成26年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

採用･昇任 串本町立大島中学校 教　　頭 串本町立潮岬中学校 教　　諭 小　原　啓　司

串本町立串本西中学校 教　　頭 新宮市立城南中学校 教　　諭 山　本　佳　人

転　　任 和歌山市立新南小学校 教　　頭 和歌山市立岡崎小学校 教　　頭 尾　崎　文　則

和歌山市立雑賀崎小学校 教　　頭 和歌山市立有功小学校 教　　頭 手　間　和　美

和歌山市立和歌浦小学校 教　　頭 和歌山市立有功東小学校 教　　頭 福　田　佳　武

和歌山市立福島小学校 教　　頭 和歌山市立山口小学校 教　　頭 辻　本　真　吾

和歌山市立貴志小学校 教　　頭 和歌山市立野崎西小学校 教　　頭 花　田　　　淳

和歌山市立有功東小学校 教　　頭 和歌山市立新南小学校 教　　頭 貴　志　雅　代

和歌山市立山口小学校 教　　頭 串本町立大島小学校 教　　頭 下　地　　　徹

和歌山市立太田小学校 教　　頭 和歌山市立宮前小学校 教　　頭 片　山　久美子

和歌山市立今福小学校 教　　頭 和歌山市立野崎小学校 教　　頭 出　口　倫　也

和歌山市立野崎西小学校 教　　頭 和歌山市立和歌浦小学校 教　　頭 辻　中　宏　誠

和歌山市立日進中学校 教　　頭 和歌山市立楠見中学校 教　　頭 深　谷　規　雄

和歌山市立加太中学校 教　　頭 和歌山市立有功中学校 教　　頭 武　内　　　章

和歌山市立高積中学校 教　　頭 和歌山市立加太中学校 教　　頭 比　嘉　純　二

和歌山市立有功中学校 教　　頭 和歌山市立日進中学校 教　　頭 武　富　幸　子

かつらぎ町立大谷小学校 教　　頭 橋本市立恋野小学校 教　　頭 松　浦　恭　久

かつらぎ町立妙寺小学校 教　　頭 かつらぎ町立渋田小学校 教　　頭 前　　　純　彦

九度山町立九度山小学校 教　　頭 九度山町立河根小学校 教　　頭 小　西　啓　裕

橋本市立隅田中学校 教　　頭 橋本市立柱本小学校 教　　頭 土　屋　政　由

かつらぎ町立笠田中学校 教　　頭 かつらぎ町立大谷小学校 教　　頭 田　中　秀　和

九度山町立九度山中学校 教　　頭 高野町立高野山中学校 教　　頭 大　野　恵　章

紀の川市立粉河小学校 教　　頭 紀の川市立西貴志小学校 教　　頭 野　崎　兼　司

紀の川市立竜門小学校 教　　頭 高野町立花坂小学校 教　　頭 宮　本　美　保

紀の川市立丸栖小学校 教　　頭 紀の川市立安楽川小学校 教　　頭 東　　　　　哲

紀の川市立西貴志小学校 教　　頭 紀の川市立貴志川中学校 教　　頭 今　田　一　里

紀の川市立中貴志小学校 教　　頭 紀の川市立丸栖小学校 教　　頭 豊　田　晋　也



【教頭の部】 平成26年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

転　　任 海南市立日方小学校 教　　頭 海南市立亀川中学校 教　　頭 菱　井　嘉　代

海南市立内海小学校 教　　頭 海南市立海南中学校 教　　頭 野　田　泰　生

紀美野町立野上小学校 教　　頭 紀美野町立小川小学校 教　　頭 嶌　村　敏　樹

海南市立亀川中学校 教　　頭 海南市立東海南中学校 教　　頭 熊　代　秀　至

海南市立下津第一中学校 教　　頭 海南市立巽中学校 教　　頭 塩　﨑　　　清

紀美野町立野上中学校 教　　頭 紀美野町立下神野小学校 教　　頭 前　田　耕　平

有田川町立田殿小学校 教　　頭 有田川町立八幡小学校 教　　頭 田　中　伸　幸

有田川町立石垣小学校 教　　頭 有田川町立田殿小学校 教　　頭 江　尻　ひでみ

有田川町立鳥屋城小学校 教　　頭 有田川町立五西月小学校 教　　頭 新　谷　　　彰

有田川町立八幡小学校 教　　頭 有田川町立久野原小学校 教　　頭 田　又　和　彦

有田市立保田中学校 教　　頭 有田川町立粟生小学校 教　　頭 永　田　祐　子

湯浅町立湯浅中学校 教　　頭 有田川町立白馬中学校 教　　頭 西　端　万　博

日高町立比井小学校 教　　頭 印南町立稲原小学校 教　　頭 小　池　安　彦

由良町立衣奈小学校 教　　頭 御坊市立湯川小学校 教　　頭 山　名　将　和

印南町立稲原小学校 教　　頭 由良町立衣奈小学校 教　　頭 坂　口　正　弘

印南町立印南小学校 教　　頭 みなべ町立清川小学校 教　　頭 中　野　晃　宏

みなべ町立清川小学校 教　　頭 みなべ町立岩代小学校 教　　頭 細　川　安　弘

みなべ町立上南部小学校 教　　頭 みなべ町立高城中学校 教　　頭 石　上　貴　一

みなべ町立南部小学校 教　　頭 みなべ町立上南部小学校 教　　頭 橋　本　富　生

みなべ町立岩代小学校 教　　頭 印南町立印南中学校 教　　頭 大　野　万里子

日高川町立和佐小学校 教　　頭 日高町立比井小学校 教　　頭 西　　　厚　美

日高川町立川辺西小学校 教　　頭 日高町立志賀小学校 教　　頭 川　端　浩　次

日高町立日高中学校 教　　頭 日高川町立丹生中学校 教　　頭 松　本　修　一

印南町立切目中学校 教　　頭 みなべ町立上南部中学校 教　　頭 古　谷　　　登

印南町立印南中学校 教　　頭
御坊市日高川町中学校
組合立大成中学校

教　　頭 古　川　　　悟

みなべ町立高城中学校 教　　頭 みなべ町立清川中学校 教　　頭 小　川　勇　夫

日高川町立丹生中学校 教　　頭 御坊市立湯川中学校 教　　頭 津　村　仁　志



【教頭の部】 平成26年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

転　　任
御坊市日高川町中学校
組合立大成中学校

教　　頭 御坊市立河南中学校 教　　頭 林　　　千　栄

田辺市立田辺第三小学校 教　　頭 田辺市立田辺東部小学校 教　　頭 中　田　郁　生

田辺市立長野小学校 教　　頭 田辺市立伏菟野小学校 教　　頭 福　田　裕　美

田辺市立田辺東部小学校 教　　頭 田辺市立鮎川小学校 教　　頭 宇　津　　　満

田辺市立鮎川小学校 教　　頭 田辺市立三里小学校 教　　頭 橘　　　博　正

白浜町立白浜第一小学校 教　　頭 白浜町立南白浜小学校 教　　頭 尾　﨑　敏　久

上富田町立岩田小学校 教　　頭 白浜町立椿小学校 教　　頭 三　栖　偉　俊

すさみ町立江住小学校 教　　頭 すさみ町立見老津小学校 教　　頭 沖　　　　　洋

田辺市立東陽中学校 教　　頭 田辺市立龍神中学校 教　　頭 新　行　　　靖

田辺市立龍神中学校 教　　頭 田辺市立秋津川中学校 教　　頭 髙　田　　　修

白浜町立白浜中学校 教　　頭 白浜町立市鹿野小学校 教　　頭 川　端　　　満

新宮市立三輪崎小学校 教　　頭 那智勝浦町立下里小学校 教　　頭 雨　郡　義　展

新宮市立熊野川小学校 教　　頭 田辺市立本宮中学校 教　　頭 大　家　淳　志

那智勝浦町立市野々小学校 教　　頭 那智勝浦町立太田小学校 教　　頭 柳　瀬　幸　生

那智勝浦町立下里小学校 教　　頭 新宮市立熊野川小学校 教　　頭 上　地　　　健

串本町立串本西小学校 教　　頭 すさみ町立江住小学校 教　　頭 仁　木　順　子

退　　職 和歌山市教育委員会 専門教育監 和歌山市立宮小学校 教　　頭 岩　井　秀　文

和歌山市教育委員会 専門教育監 和歌山市立高積中学校 教　　頭 神　﨑　信　彦

紀の川市教育委員会 指導主事 紀の川市立中貴志小学校 教　　頭 津　田　知　子

有田川町教育委員会 指導主事 有田川町立鳥屋城小学校 教　　頭 川　口　久　仁

田辺市教育委員会 指導係長 田辺市立新庄第二小学校 教　　頭 野　田　泰　輔

白浜町教育委員会 教育指導係長 白浜町立白浜第一小学校 教　　頭 西　　　克　己

県教育センター学びの丘
(県教育委員会教育企画員兼職)

副 所 長 印南町立印南小学校 教　　頭 藤　川　　　誠

橋本市立西部小学校 教　　頭 畠　山　和　久

かつらぎ町立妙寺小学校 教　　頭 福　本　健　次

橋本市立隅田中学校 教　　頭 藤　井　　　亨

紀の川市立川原小学校 教　　頭 上　野　悦　弥



【教頭の部】 平成26年4月1日

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

退職 岩出市立岩出小学校 教　　頭 児　玉　光　弘

海南市立黒江小学校 教　　頭 小　林　完　夫

海南市立日方小学校 教　　頭 中　野　恵美子

海南市立下津小学校 教　　頭 大　田　まり子

海南市立下津第一中学校 教　　頭 谷　口　公　志

紀美野町立野上中学校 教　　頭 中　浦　晴　美

有田川町立石垣小学校 教　　頭 石　田　由紀子

広川町立津木中学校 教　　頭 古　川　眞　澄

日高川町立和佐小学校 教　　頭 米　原　　　慶

御坊市立名田中学校 教　　頭 野　口　保　雄

田辺市立上芳養小学校 教　　頭 佐　竹　英　己

田辺市立長野小学校 教　　頭 松　本　良　準

田辺市立近野中学校 教　　頭 谷　口　弘　一

新宮市立三輪崎小学校 教　　頭 太　田　惠　造

串本町立串本西小学校 教　　頭 硲　　　雅　子

串本町立大島中学校 教　　頭 坂　畑　善　彦

串本町立串本西中学校 教　　頭 東　　　敏　洋

【県立中学校の部】

区 分 新　任　校 新職名 旧　任　校 旧職名 氏　　名

採用・昇任 県立向陽中学校 教　　頭 県立向陽中学校 教　　諭 岩　崎　隆　明

県立古佐田丘中学校 教　　頭 和歌山大学附属中学校 主幹教諭 樋　上　督　夫

県立田辺中学校 教　　頭 県立田辺中学校 教　　諭 蝉　　　義　則

県立日高高等学校
附属中学校

教　　頭
県立日高高等学校
附属中学校

教　　諭 岡　本　真　美

退　 職 和歌山市立広瀬小学校 校　　長 県立向陽中学校 教　　頭 酒　井　千　佳

紀美野町立毛原小学校 校　　長
県立日高高等学校
附属中学校

教　　頭 上　田　国　裕

日高川町立山野小学校 校　　長 県立田辺中学校 教　　頭 栖　原　伸　精


