
［校長の部］ 平成２７年４月１日

区 分 新　　　任　　　校 新職名 旧　　　任　　　校 旧職名 氏　　　名

昇 任 紀北農芸高等学校 校長 紀北農芸高等学校 教頭 浜　野　仁　孝

和歌山高等学校　 校長 海南高等学校　　 教頭 嶋　田　博　文

和歌山東高等学校 校長 日高高等学校　　 教頭 山　﨑　一　生

星林高等学校　　 校長 田辺高等学校　　 教頭 三　　雅　彦

神島高等学校　　 校長 海南高等学校大成校舎 教頭 阪　口　雅　則

熊野高等学校　　 校長 有田中央高等学校 教頭 庄　田　卓　

串本古座高等学校 校長 新翔高等学校　　 教頭 愛　須　貴　志

きのくに青雲高等学校 校長 青陵高等学校　　 教頭 岩　崎　　　博

たちばな支援学校 校長 きのかわ支援学校 教頭 栗　山　雅　行

転 職 笠田高等学校　　 校長 県立博物館　　　　　 副館長 鈴　木　晴　久

みはま支援学校　 校長 県教育センター学びの丘 所長 上　野　　　晃

転 任 和歌山北高等学校 校長 田辺工業高等学校 校長 宮　本　和　幸

向陽高等学校　　 校長 笠田高等学校　　 校長 西　岡　大　修

和歌山商業高等学校 校長 神島高等学校　　 校長 志　賀　秀　生

紀伊コスモス支援学校 校長 陵雲高等学校　　 校長 中　野　卓　哉

南紀支援学校　　 校長 串本古座高等学校 校長 安　岡　勝　彦

交 流 田辺工業高等学校 校長 和歌山大学教育学部 教授 花　本　　　明

退 職 紀北農芸高等学校 校長 北　岡　哲　治

和歌山北高等学校 校長 上　野　幸　浩

和歌山高等学校　 校長 山　﨑　澄　子

向陽高等学校　　 校長 　川　恒　弘

和歌山東高等学校 校長 萩　原　勝　則

星林高等学校　　 校長 有　本　欽　治

和歌山商業高等学校 校長 稲　生　　　淳

熊野高等学校　　 校長 稗　田　敬　一

青陵高等学校　　 校長 森　本　清　仁

紀伊コスモス支援学校 校長 田　中　資　則

たちばな支援学校 校長 東　中　啓　吉

みはま支援学校　 校長 金　田　三恵子

南紀支援学校　　 校長 谷　　　嗣　弘
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新　　　　職　　　　名 氏　　　　　名 旧　　　　職　　　　名

県立桐蔭高等学校事務長　　 田　中　秀　典 県立和歌山工業高等学校事務長

県立和歌山商業高等学校事務長 林　　　恒　好 県立和歌山商業高等学校事務長（補佐級）

県立箕島高等学校事務長 田　尻　佳　敬 県立みはま支援学校事務長

県立神島高等学校事務長 岩　間　洋　子 県立神島高等学校事務長（補佐級）

県立串本古座高等学校事務長 河　内　宏　紀 県立新翔高等学校事務長

県立新宮高等学校事務長 坂　本　寿　志 県立串本古座高等学校事務長（補佐級）

県立新翔高等学校事務長 塩　﨑　洋　一 県立新宮高等学校事務長

県立きのくに青雲高等学校事務長 南　　　真　司 県立青陵高等学校事務長

県立伊都高等学校事務長　　 小　山　哲　司 県立きのかわ支援学校事務長

県立笠田高等学校事務長 井　上　勇　治 県立伊都高等学校事務長

県立貴志川高等学校事務長 額　田　智香子 県立陵雲高等学校主任

県立星林高等学校事務長　　 井　阪　さゆり 県立和歌山盲学校事務長

県立和歌山工業高等学校事務長 　田　雅　彦
学校教育局学校指導課課長補佐
（企画振興班長兼職）

県立和歌山盲学校事務長　 志　賀　佳世子 県立貴志川高等学校事務長

県立きのかわ支援学校事務長 太　田　真　子 県立那賀高等学校主任

県立みはま支援学校事務長 楠　山　京　子 県立紀央館高等学校主任

　　　　【 平成２７年３月３1日付け 】

木　村　義　則 県立笠田高等学校事務長

山　本　純　久 県立桐蔭高等学校事務長

山　本　輝　一 県立星林高等学校事務長

栗　山　昌　之 県立箕島高等学校事務長

＊＊＊　退　　職　＊＊＊

＊＊＊　課　長　級　＊＊＊

＊＊＊　課 長 補 佐 級　＊＊＊



［教頭の部］ 平成２７年４月１日

区 分 新　　　任　　　校 新職名 旧　　　任　　　校 旧職名 氏　　　名

昇 任 紀北工業高等学校 教頭 和歌山工業高等学校　 教諭 宮　本　裕　司

貴志川高等学校　 教頭 貴志川高等学校　 教諭 松　下　重　喜

和歌山東高等学校 教頭 和歌山東高等学校 教諭 石　田　晋　司

有田中央高等学校清水分校 教頭 向陽高等学校　　 教諭 井　筒　正　文

南部高等学校龍神分校 教頭 串本古座高等学校串本校舎 教諭 榎　本　貴　英

南紀高等学校通信制 教頭 熊野高等学校　　 教諭 内　川　さやか

新翔高等学校　　 教頭 橋本高等学校　　 教諭 前　田　道　男

紀の川高等学校定時制 教頭 向陽高等学校　　 教諭 川久保　尚　志

伊都中央高等学校定時制 教頭 那賀高等学校　　 教諭 北　浦　英　樹

きのくに青雲高等学校定時制 教頭 和歌山工業高等学校　 教諭 村　崎　隆　志

紀北支援学校　　 教頭 たちばな支援学校 教諭 黒　原　淳　行

交流・昇任 きのかわ支援学校 教頭
和歌山大学教育学部
附属特別支援学校

教諭 岡　　　　　潔

転 職 那賀高等学校　　 教頭
学校教育局学校指導課
高校教育班

班長 川　嶌　秀　則

日高高等学校中津分校 教頭 県教育センター学びの丘 指導主事 　　　克　基

南部高等学校　　 教頭 県教育センター学びの丘 指導主事 西　下　耕　平

田辺高等学校　　 教頭
生涯学習局生涯学習課
企画調整班

班長 坂　本　真　理

新宮高等学校定時制 教頭 生涯学習局生涯学習課 社会教育主事 石　井　文　敏

たちばな支援学校 教頭
県教育センター学びの丘
特別支援教育課

課長 稲　田　進　彦

県立紀南図書館 館長 串本古座高等学校古座校舎 教頭 坪　野　賢一郎

県教育センター学びの丘
（生涯学習局生涯学習課教育企画員兼職）

副所長 はまゆう支援学校 教頭 中　元　晶　子

転 任 紀北農芸高等学校 教頭 貴志川高等学校　 教頭 木　村　清　志

粉河高等学校　　 教頭 和歌山東高等学校 教頭 村　岡　宏　起

桐蔭高等学校　　 教頭 串本古座高等学校串本校舎 教頭 宇　恵　哲　也

和歌山東高等学校 教頭 南紀高等学校通信制 教頭 中　谷　　　力

星林高等学校　　 教頭 南部高等学校龍神分校 教頭 木　村　　　泰

海南高等学校　　 教頭 那賀高等学校　　 教頭 栗　林　雅　幸

海南高等学校大成校舎　　 教頭 海南高等学校下津分校 教頭 寺　本　真　文

有田中央高等学校 教頭 有田中央高等学校清水分校 教頭 岩　本　光　弘

日高高等学校　　 教頭 日高高等学校中津分校 教頭 大　西　弘　之

熊野高等学校　　 教頭 南部高等学校　　 教頭 鈴　木　孝　夫

串本古座高等学校串本校舎 教頭 熊野高等学校　　 教頭 森　　　　　裕
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転 任 串本古座高等学校古座校舎 教頭 新宮高等学校定時制 教頭 左　近　晴　久

きのくに青雲高等学校定時制 教頭 紀北工業高等学校 教頭 中　津　　　徹

きのくに青雲高等学校通信制 教頭 陵雲高等学校　　 教頭 小　藪　千　秋

紀伊コスモス支援学校 教頭 和歌山さくら支援学校 教頭 大　城　秀　夫

和歌山さくら支援学校 教頭 紀伊コスモス支援学校 教頭 森　　　伸　高

はまゆう支援学校 教頭 たちばな支援学校 教頭 神　崎　良　子

退 職 粉河高等学校　　 教頭 山　川　修　己

桐蔭高等学校　　 教頭 峯　　　克　二

和歌山東高等学校 教頭 貴　志　武　久

星林高等学校　　 教頭 江　原　秀　哲

紀の川高等学校定時制 教頭 森　田　収　一

青陵高等学校　　 教頭 永　山　英　樹

紀北支援学校　　 教頭 神　谷　宏　枝


