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人工知能（AI）・ビッグデ

ータなど先端技術が進化し

Society5.0 時代が到来し

つつあります。このような

急激に変化する社会に対し

て柔軟に対応できる人材を

育成するためには、教育改

革を確実に進め、これまで

以上に教育活動を充実・発展させることが大切です。 

本市では、令和３年度より、新たな川口市教育大綱

をスタートさせます。教育の目指すべき基本理念を「一

人ひとりが輝く、しなやかさとたくましさをそなえた

人材を育てる 川口の教育」と掲げ、社会の変化に対

応できるような特色ある学校づくりや教職員の資質能

力の向上を図ります。また、学校・家庭・地域の連携

を通して、児童生徒一人ひとりの学力・徳力・体力の

向上を推進してまいります。  

幼稚園・小学校・中学校教育の充実 

幼児教育の推進 

 幼児期の健やかな成長を支援するには、幼児一人ひ

とりの理解を深め、幼児期の発達を促す、より適切な

環境整備が大切です。そのために「幼児期の終わりま

でに育ってほしい姿」「３つのめばえ」を視点に、引き

続き、心身の発達に即した適切な指導に努めるととも

に、「接続期プログラム」を活用し、幼・保・小の連携

を深めてまいります。また、本年度より市立幼稚園に

おいて３歳児受け入れが始まることから、発達の段階

に応じたきめ細やかな幼児教育を一層推進してまいり

ます。 

確かな学力と自立する力の育成 

 子供たちが社会的に自立し、その能力を発揮するた

めには、確かな学力を育成することが必要です。その

ためには、児童生徒一人ひとりの学力の実態を的確に

把握し、本市学力向上プランに基づいた取組や、児童

生徒の思考力・判断力に加え、自分事として課題を捉

え、学んだ知識を自分の生活に活かそうとする「主体

的・対話的で深い学び」が必要不可欠です。そこで、

本市の課題である知識や技能の「定着」、「活用する力」

の育成等、学力向上に向けた指導方法の工夫・改善を図

ってまいります。さらに、特別な教育的支援を必要とす

る児童生徒においてもICTを効果的に活用するなど、個

に応じた適切な支援を充実してまいります。 

豊かな心を育む教育の推進 

 豊かな心を育成するためには、「特別の教科 道徳」

を要とした学校の教育活動全体を通じた道徳教育の充

実が必要不可欠です。そこで、児童生徒一人ひとりへ

の理解に基づいた生徒指導を進めるとともに、「ライフ

スキルかわぐち」や「人権教育」による自尊感情の醸

成、望ましい人間関係の育成を目指します。 

体力の向上、健康の保持・増進 

 生涯にわたりたくましく生きる上で必要な健康や体

力の向上を図るためには、児童生徒一人ひとりの実態

に合わせた具体的な数値目標を設定し、教育活動全体

をとおして運動に親しむ取組を推進することが大切で

す。また、学校給食を要とした食育の充実、生涯にわ

たって良好な健康管理ができるよう健康教育の充実に

向けて、学校・家庭・地域と関係機関が連携強化を図

ってまいります。 

ＧＩＧＡスクール構想に伴うＩＣＴ教育の推進
 昨年度、市内全小中学校において、1人１台端末と
校内通信ネットワークを導入し、ICT教育環境を整備
しました。今後、子供たちの可能性を最大限に引き出
し、一人ひとりの個別最適化された学びや児童生徒が
お互いの考えを深め合う協働的な学びが実現できるよ
う、ICTを効果的に活用し、教育の質の向上を図って
まいります。 

中高一貫教育の推進・高等学校教育の充実 

魅力ある高等学校づくり 

本年度開校した附属中学校では、本市の将来を背負

って立つ地域社会のリーダーを育てるため、中高６年

間の特色ある教育活動を推進してまいります。また、

開校４年目となる川口市立高等学校では、最新のＩＣ

Ｔ環境による授業実践や先進的な理数系教育を推進す

るとともに、本年度より文理スポーツコースを「スポ

ーツ科学コース」と改編することで学習と部活動のバ

ランスをとり、文武両道を実践してまいります。 

学校の教育力の向上 

教職員の資質能力の向上

児童生徒に生きる力を育むためには、常に学び続け

る教職員集団であることが大切です。本年度、中学校

外国語科において教科書を効果的に活用する指導法

(５ラウンドシステム）の導入やICT活用研修など、教

職員の専門性を高める研修やライフステージに応じた

総合的・体系的な研修を充実してまいります。さらに、

学校訪問・学力向上訪問による指導を通して、教職員

一人ひとりの指導力の向上を図り、全ての児童生徒が

質の高い教育を受けられるよう取り組んでまいります。 

地域の教育力・健全育成活動の充実 

学校・家庭・地域が一体となった教育の推進 

 家庭環境の多様化に伴い、学校・家庭・地域それぞ

れの役割を明確にし、地域全体で子供たちを支えるこ

とが重要です。今後も、本年度より全校設置となる「コ

ミュニティ・スクール」や「学校応援団」の積極的な

活用、また、児童生徒の地域行事やボランティア活動

への参加などを通して、家庭・地域と学校との連携・

協働を図り、「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、

地域とともにある学校の推進に努めてまいります。 

令和３年度の発足にあたって 
川口市教育委員会教育長  茂呂 修平 

-2-



【小学校長】
異　動

再任用

【中学校長】
異　動

転入

■令和３年度人事異動一覧

戸塚中学校 川鍋　岳人 青木中学校より
再任用

西中学校 三浦　伸之 川口市教育委員会指導課長より

佐藤　元康 戸塚南小学校へ

安行中学校 磯　奈保子 定年退職

辻小学校
辻小学校へ

新任
芝東中学校 栁田　朗 川口市教育委員会学務課主任管理主事より

川口市立高等学校附属中学校 小堀　貴紀
安行東中学校 山本　智広 榛松中学校教頭より

東中学校

学　校　名 氏　　名 備　　　　考

退職

本町小学校 関口　景子 定年退職

木曽呂小学校 中河　正明 定年退職

転補

松村　一人 神根中学校へ

川端　浩司 本町小学校へ

前川小学校 新井　恵 青木北小学校へ

東本郷小学校 井上　千春

戸塚南小学校 髙村　美惠 定年退職

柳崎小学校 岸田　健吾 青木中学校へ

青木北小学校 鈴木　真由美 慈林小学校へ
舟戸小学校

慈林小学校
芝中央小学校 （再）鈴木　彰典 安行中学校へ

蕨市立中央東小学校より

芝中央小学校 中河　正明
根岸小学校 三好　正浩 朝霞市立朝霞第五小学校へ

木曽呂小学校より

転出

神根小学校 中村　義郎 川口市教育委員会指導課主幹兼教育研究所副所長へ

芝南小学校 諏訪　健 鴻巣市立屈巣小学校へ
芝富士小学校 高野　葉子 行田市立桜ヶ丘小学校へ

青木中学校 川鍋　岳人 定年退職

転入
柳崎小学校 相樂　雅彦 草加市立八幡北小学校より

新任
芝南小学校 加藤　智美 東領家小学校教頭より

東本郷小学校 朝倉　伸行

転出

仲町小学校 佐藤　朋子 幸並中学校教頭より
神根小学校 赤羽　広美 桶川市教育委員会教育部副参事兼主任指導主事より

舟戸小学校 熊谷　壽 蕨市立東中学校教頭より
戸田市立戸田第一小学校教頭より

芝富士小学校 吉見　範子 在家小学校教頭より
根岸小学校 谷　史夫 新郷小学校教頭より

前川小学校 近藤　百合

藤川　悟 戸塚西中学校教頭より

北中学校へ

学　校　名 氏　　名 備　　　　考

安行中学校 鈴木　彰典 芝中央小学校より
阿部　弘之

安行東中学校 岡安　孝文

木曽呂小学校 関口　真仁 志木市教育委員会学校教育課副課長兼指導主事より

川口市教育委員会指導課主幹兼指導係長へ北中学校 丸山　陽一

定年退職

中山　明広 定年退職

転補
戸塚中学校 松田　隆幸 岸川中学校へ

芝東中学校

川口市教育委員会指導課主任指導主事より

県教育局南部教育事務所主席管理主事へ

退職

東中学校 安部　正幸 定年退職
西中学校 瀬山　真一

岸川中学校

仲町小学校 木村　達夫 定年退職

神根中学校 清水　幹明 定年退職

-3-



【小学校教頭】
異　動
退職

【中学校教頭】
異　動

川口市教育委員会指導課指導主事より

中居小学校 春川　嘉孝 新郷東小学校へ
桜町小学校 藤田　美奈子 朝日東小学校へ

芝西中学校陽春分校 河合　孝信 勧奨退職

戸塚綾瀬小学校 井出　真之 新郷南小学校へ
戸塚南小学校 土井　亮 新郷小学校へ

朝日西小学校 丸野　信次郎 戸塚小学校へ
戸塚北小学校 菊池　直樹 領家小学校へ

上青木南小学校 安島　高史 中居小学校へ
新郷東小学校 中地　保成 幸町小学校へ

前川東小学校 黒木　芳弘 朝日西小学校へ
新郷南小学校 河村　昭彦 飯塚小学校へ

飯仲小学校 荒井　倫彦 元郷南小学校へ
並木小学校 高橋　義樹 安行小学校へ

学　校　名 氏　　名 備　　　　考

朝日東小学校 加藤　雅明 東領家小学校へ

神根東小学校 柏　奉子 定年退職

岡　和香子 上青木小学校へ
十二月田小学校 北川　智之

転補

幸町小学校 後藤　清仁 戸塚北小学校へ
飯塚小学校 伊藤　美智恵 十二月田小学校へ

渡邉　恵 戸塚南小学校へ

領家小学校
前川東小学校へ

安行小学校 高野　浩 桜町小学校へ
戸塚小学校

転出

上青木小学校 中田　順一 草加市立稲荷小学校校長へ
新郷小学校 谷　史夫 根岸小学校校長へ
元郷南小学校 平野　雅代 蕨市立中央東小学校校長へ
東領家小学校 加藤　智美 芝南小学校校長へ
安行東小学校 熊倉　貴生 越谷市立川柳小学校へ
在家小学校 吉見　範子 芝富士小学校校長へ

安行東小学校 藤田　由美恵 川口市教育委員会指導課指導主事より
上青木南小学校 石田　智久 川口市教育委員会指導課指導主事より

沼口　昭一郎
新任

飯仲小学校 服部　豊 飯塚小学校主幹教諭より

安行小学校 大貫　俊弥 元郷南小学校主幹教諭より
神根東小学校

並木小学校 渡辺　貴子

川口市教育委員会指導課指導主事より

在家小学校 大森　雅之 本町小学校主幹教諭より
戸塚綾瀬小学校 島田　秀明 県教育局市町村支援部生涯学習推進課指導主事より

学　校　名 氏　　名 備　　　　考

退職
芝中学校 鹿俣　浩 定年退職

小谷場中学校 奥墨　伸夫 定年退職

転補

元郷中学校 山田　章人 仲町中学校へ
仲町中学校 佐藤　幸夫 芝西中学校陽春分校へ
芝西中学校 曽山　武寿 戸塚西中学校へ
里中学校 大倉　芳樹 小谷場中学校へ

転出

幸並中学校 佐藤　朋子 仲町小学校校長へ
榛松中学校 山本　智広 安行東中学校校長へ
戸塚中学校 市川　真志 八潮市立八幡中学校校長へ
戸塚西中学校 藤川　悟 東中学校校長へ

新任

芝中学校 小松　正義 青木中学校主幹教諭より
元郷中学校 鈴木　久勝 上青木中学校主幹教諭より

川口市教育委員会学務課管理主事より植野　正朗川口市立高等学校附属中学校

幸並中学校 奴賀　康則 安行中学校主幹教諭より
芝西中学校 金杉　博美 県教育局県立学校部保健体育課指導主事より
榛松中学校 上倉　義郎 川口市教育委員会指導課指導主事より
戸塚中学校 佐藤　昌幸 県教育局歴史と民俗の博物館担当課長より
里中学校 伊藤　啓 西中学校主幹教諭より
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【教育局職員】
異　動

中央図書館副主幹 加藤　知子 戸塚東小学校主幹教諭より

指導課指導主事 菅原　甚一 八幡木中学校教諭より
指導課指導主事 関野　俊介

指導課指導主事 石田　智久 上青木南小学校教頭へ

指導課主任指導主事 小堀　貴紀

指導課指導主事 天野　亮 芝西中学校教諭より

藤田　由美恵 安行東小学校教頭へ

局内
異動

指導課主幹兼指導係長 中川　猛 次長兼指導課長へ
学務課管理主事 中野　直之 指導課指導主事へ
中央図書館主査 髙野　愛 指導課指導主事へ

指導課指導主事 沼口　昭一郎 神根東小学校教頭へ
指導課指導主事

東中学校主幹教諭より

指導課指導主事 三宅　穣世 上青木小学校主幹教諭より

指導課指導主事 村上　裕一 新郷小学校主幹教諭より
指導課指導主事

飯仲小学校主幹教諭より
学務課管理主事

指導課指導主事

栁田　朗 芝東中学校校長へ

学務課管理主事 植野　正朗 川口市立高等学校附属中学校教頭へ

所属・職名 氏　　名 備　　　　考

川口市立高等学校附属中学校校長へ

転入

指導課主幹兼指導係長 丸山　陽一 北中学校校長より
指導課主幹兼教育研究所副所長

転出

次長兼指導課長 三浦　伸之 西中学校校長へ
学務課主任管理主事

安行小学校主幹教諭より

指導課指導主事 伊東　よお子

上倉　義郎 榛松中学校教頭へ

指導課指導主事 渡辺　貴子 並木小学校教頭へ

中村　義郎 神根小学校校長より

大野　寛人 榛松中学校主幹教諭より

指導課指導主事

長嶋　史敬

指導課指導主事
平田　真澄

学務課管理主事 桶舎　真一郎 十二月田中学校主幹教諭より

学務課管理主事 宅野　紘一

元郷小学校教諭より
武邊　弘徳 南中学校主幹教諭より

朝霞市立朝霞第三中学校主幹教諭より
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【高等学校副校長】

職名 転出者氏名 職名 転入者氏名
川口市立
（全） 副校長 鶴見　秀海 川口市立

（全） 副校長 杉林　正敏

【高等学校教諭】

職名 転出者氏名 職名 転入者氏名
教諭 栗原　速美 教諭 磯部　絵舞

教諭 寿原　栄 教諭 黒川　雅人

教諭 岡田　功 教諭 栗田　昌典

教諭 髙橋　義信 教諭 北原　孝一

教諭 小泉　なおみ 教諭 山田　純輝

教諭 前田　康子 教諭 佐藤　大輔
養護教諭 米山　陽子 教諭 片山　優佑 芝中

教諭 和田　正明 青木中 養護教諭 立川　芙美佳 鳩ヶ谷中

教諭 長島　多絵子 安行東中 教諭(再) 長島　貞博

教諭 穂谷野　陽一 教諭(再) 上山　正治

教諭 山田　千尋 教諭(再) 佐藤　完治

教諭 村田　涼太郎 教諭(再) 津久井　利弘

教諭 齋藤　衛 退職 教諭(再) 岡田　佐久子

教諭(再) 長島　貞博 教諭(再) 佐藤　秀基
教諭(再) 上山　正治 教諭(再) 猪狩　敏彦
教諭(再) 佐藤　完治 教諭(再) 栗原　速美
教諭(再) 津久井　利弘 教諭(再) 寿原　栄
教諭(再) 岡田　佐久子

教諭(再) 佐藤　秀基
教諭(再) 猪狩　敏彦
教諭(再) 杉村　謙二

教諭 大野　雅彦 教諭 市川　大恭

教諭 奥村　健 教諭(再) 大野　雅彦
教諭(再) 東　文男 川口市立高(定)(再) 教諭(再) 奥村　健
教諭(再) 須賀　徹 教諭(再) 東　文男
教諭(再) 松崎　文江 教諭(再) 須賀　徹

【幼稚園園長】

職名 転出者氏名 職名 転入者氏名
南平 園長 小沼　和美 南平 園長 柏　奉子

【幼稚園教諭】

職名 転出者氏名 職名 転入者氏名
舟戸 教諭 髙橋　京香 舟戸

南平 教諭 熊久保　朝海 南平 教諭 込田　円

川口市立高(再)

川口市立高(再)

川口市立高(再)

県立熊谷西高

県立川口青陵高

県立新座高

川口市立高(再)

県立川口高

神根東小学校教頭

川口市立高(再)

県立浦和西高校教頭 県立浦和西高校校長

県立八潮高

川口市立高等学校附属中

川口市立高(定)(再)

定年退職／川口市立高(定)(再)

県立三郷工業技術高

転出者

任期満了
異動先

川口市立高(再)

安行小学校

川口市立高(定)(再)

川口
市立
（定）

転入者所属

定年退職／川口市立高(定)(再)

川口市立高(再)

園名
転出者

園名
転入者

転入者所属

川口市立高(定)(再)

学校名
転出者

学校名
転入者

異動先 転入者所属

学校名

園名
転出者

園名
転入者

異動先

定年退職

定年退職／川口市立高（再）

定年退職／川口市立高（再）

川口市立高(定)(再)

学校名
異動先 転入者所属

川口市立高(再)

県立八潮南高

川口市立高(再)

川口市立高(再)

川口市立高(再)

川口市立高(再)

転入者

芝樋ノ爪小学校

任期満了

任期満了

川口
市立

（定）

退職

川口市立高(再)

県立戸田かけはし高等特支

川口市立高(再)

川口市立高等学校附属中

退職

川口
市立
(全)

川口市立高(再)

県立与野高

川口市立高等学校附属中

県立戸田翔陽高（定）

川口市立高(定)(再)

川口
市立
(全)

川口市立高(再)
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【小学校】

学校名 職名 転出者氏名 異動先 職名 転入者氏名 学校名
1 本町小 主幹教諭 大森　雅之 在家小（教頭） 主幹教諭 伊藤　元洋 芝小（主幹教諭）

教諭 長島　智佳 退職 教諭 仲尾　恭子 芝西小
教諭 宮城　瞳 青木北小 教諭 清水　好美 里小
教諭 鳩　尚美 元郷小 教諭 岡本　有加 新郷小
教諭 佐伯　大介 バンコク日本人学校 教諭 柴崎　拓 八潮・大原小
教諭 村知　直人 埼玉大学附属小 教諭 能登　仁哉 新採用
教諭 髙橋　淳 戸田・戸田東小 教諭 小笠原　千夏 新採用
教諭 周防　優佳 草加・新田小 教諭 中島　千尋 新採用
教諭（再） 青木　芳子 満了／本町小（再） 教諭（再） 青木　芳子 本町小（再）
教諭（再） 新井　美枝 満了／舟戸小（再） 教諭（再） 杉原　温子 新郷東小（再）
栄養教諭 駒崎　由紀子 安行小 教諭（再） 高野　裕一 幸町小
事務主事 財津　恵美里 安行東小（事務主任） 事務主任 清水　歩 戸塚北小

2 幸町小 主幹教諭 高橋　郁美 和光・下新倉小（教頭） 主幹教諭 赤松　祐介 根岸小
教諭 高野　裕一 退職／本町小（再） 教諭 石橋　拓也 芝南小
教諭 竹内　典子 退職／仲町小（再） 教諭 石原　太助 上尾・中央小
教諭 加藤　千紗 退職 教諭 平井　匠 新採用
教諭 斉藤　るみ子 芝小 教諭 鈴木　久瑠実 新採用 
教諭 久保田　楓 朝霞・朝霞第三小 教諭（再） 橋本　正一 芝中央小（再）
教諭（再） 氏原　五百子 満了 教諭（再） 大波　秀司 幸町小（再）
教諭（再） 川上　久美子 満了 教諭（再） 佐々木　今日子 幸町小（再）
教諭（再） 大波　秀司 満了／幸町小（再） 教諭（再） 竹原　麻由美 舟戸小
教諭（再） 佐々木　今日子 満了／幸町小（再） 主任専門員（再） 山田　裕美 幸町小（再）
主任専門員（再） 寺田　俊文 満了／鳩ヶ谷小（再）
主任専門員（再） 山田　裕美 満了／幸町小（再）

3 仲町小 教諭 矢﨑　彩夏 退職 教諭 栁田　勇佑 上青木小
教諭 小川　千鶴 上青木小 教諭 松浦　玲菜 新採用
教諭 吉村　智絵子 芝小 教諭（再） 寺西　敦子 仲町小（再）
教諭 吉田　愛美 新座・新座小 教諭（再） 竹本　好明 仲町小（再）
教諭（再） 澁谷　啓子 満了 教諭（再） 竹内　典子 幸町小
教諭（再） 寺西　敦子 満了／仲町小（再）
教諭（再） 竹本　好明 満了／仲町小（再）

4 上青木小 主幹教諭 三宅　穣世 川口市教委 主幹教諭 金丸　泰典 朝日東小
教諭 保戸田　かおり 戸塚南小 教諭 小川　千鶴 仲町小
教諭 林　里依子 木曽呂小 教諭 三浦　絢也 十二月田小
教諭 栁田　勇佑 仲町小 教諭 永島　桃子 安行東小
教諭 笹川　太久朗 安行小 教諭 大澤　麻由子 飯仲小
教諭 山田　彩 飯仲小 教諭 山田　直幸 新採用
教諭（再） 松本　まり子 満了 教諭 安藤　桃香 新採用
教諭（再） 宮岡　玲子 満了／前川小（再） 教諭（再） 矢島　雅邦 上青木小（再）
教諭（再） 矢島　雅邦 満了／上青木小（再） 教諭（再） 敷地　博 上青木小（再）
教諭（再） 敷地　博 満了／上青木小（再） 教諭（再） 五月女　保幸 上青木小（再）
教諭（再） 五月女　保幸 満了／上青木小（再） 事務主任 剣持　香代子 辻小
栄養教諭 田中　明子 退職

5 元郷小 主幹教諭 深尾　純子 戸塚東小 主幹教諭 平　健倫 元郷小
教諭 原田　茉莉 退職 教諭 佐藤　智佳子 差間小
教諭 伊東　よお子 川口市教委 教諭 鳩　尚美 本町小
教諭 平　健倫 元郷小（主幹教諭） 教諭 中山　敬文 加須・加須小
教諭 松田　葉子 戸塚南小 教諭 松浦　楓生 新採用
教諭 石井　悠 戸塚北小 教諭 鈴木　夏菜 新採用
教諭 上杉　智彦 草加・青柳小 教諭（再） 金室　恭利 元郷小（再）
教諭（再） 金室　恭利 満了／元郷小（再） 教諭（再） 杉山　久美子 元郷小（再）
教諭（再） 杉山　久美子 満了／元郷小（再）
教諭（再） 堰口　収 満了／安行東小（再）

6 飯塚小 主幹教諭 服部　豊 飯仲小（教頭） 主幹教諭 小川　巧 前川小（主幹教諭）
教諭 白鳥　友梨 退職 教諭 市川　悠太 新採用
教諭 千守　彩 退職 教諭 黒田　真悠 新採用
教諭（再） 秋山　婦美子 満了／飯塚小（再） 教諭（再） 秋山　婦美子 飯塚小（再）
教諭（再） 黒沢　恵理子 満了／飯塚小（再） 教諭（再） 黒沢　恵理子 飯塚小（再）
教諭（再） 梅津　一義 満了／飯塚小（再） 教諭（再） 梅津　一義 飯塚小（再）

転　入　者転　出　者
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学校名 職名 転出者氏名 異動先 職名 転入者氏名 学校名
転　入　者転　出　者

7 芝小 主幹教諭 伊藤　元洋 本町小 教諭 斉藤　るみ子 幸町小
教諭 柴本　君代 戸塚綾瀬小 教諭 池部　菜穂 差間小
教諭 鈴木　有紀 芝富士小 教諭 舟戸　希公郎 鳩ケ谷小
教諭 杉本　浩司 戸塚北小 教諭 吉村　智絵子 仲町小
教諭（再） 瀧本　恵子 満了 教諭 増田　加奈 安行小
教諭（再） 道口　容子 満了／芝小（再） 教諭 篠﨑　涼 新採用

教諭 西坂　咲希 新採用
教諭（再） 道口　容子 芝小（再）
教諭（再） 千葉　みその 芝富士小（再）

8 新郷小 主幹教諭 村上　裕一 川口市教委 教諭 大隅　彰之 戸塚北小
教諭 佐藤　友理 退職 教諭 石井　佐枝 中居小
教諭 岡本　有加 本町小 教諭 川島　隆太郎 志木・志木小
教諭 森　真理子 草加･川柳小 教諭 後藤　重樹 新採用
教諭 今村　彩夏 春日部・豊春小 教諭 藤平　奈津美 新採用
教諭（再） 大澤　正則 満了

9 神根小 教諭 渡辺　悟美 退職 教諭 大谷　晋 柳崎小
養護教諭 倉田　純子 退職 教諭 木村　杏那 新採用
主任専門員（再） 川村　良幸 満了／神根小（再） 養護教諭 髙橋　由紀子 慈林小

主任専門員（再） 川村　良幸 神根小（再）
10 青木北小 教諭 川野　義男 在家小 教諭 宮城　瞳 本町小

教諭 藤野　浩行 東領家小 教諭 猿田　裕一 木曽呂小
教諭 平　俊臣 南鳩ヶ谷小 教諭 安藤　美穂 戸塚小
教諭 西川　美也子 木曽呂小 教諭 土屋　充輝 草加・花栗南小
教諭 真中　壮大 神根東小 教諭 山田　叶実 伊奈・南小
教諭 塚原　未来 草加・氷川小 教諭 榮川　かおり 新採用

教諭 稲見　知音 新採用
教諭 田原　真穂 新採用
教諭（再） 白尾　由美子 里小（再）
栄養主査 菅田　紀子 芝中央小

11 領家小 教諭 坂　圭祐 退職 主幹教諭 飯田　真悟 領家小
教諭 栁下　岬 退職 教諭 田嶋　康子 新郷東小
教諭 飯田　真悟 領家小（主幹教諭） 教諭 船津　健太郎 戸塚小
教諭 角田　潤 朝日西小 教諭 木下　拓磨 並木小
教諭 浦井　一哉 神根東小 教諭 齋藤　奈穂子 草加・草加小

12 舟戸小 教諭 竹原　麻由美 退職／幸町小（再） 教諭 神野　陽子 神根東小
教諭 泉　梨紗 退職 教諭 細井　智美 新採用
教諭 黒田　智子 朝日東小 教諭 本間　太陽 新採用
教諭（再） 松下　典子 満了 教諭 瀨戸　果菜美 新採用
教諭（再） 木村　友昭 満了／舟戸小（再） 教諭（再） 木村　友昭 舟戸小（再）
教諭（再） 浦谷　信一 満了／新郷南小（再） 教諭（再） 松岡　照子 飯仲小（再）
教諭（再） 金子　敏子 満了／舟戸小（再） 教諭（再） 新井　美枝 本町小（再）
主任専門員（再） 奥山　誠一 満了 教諭（再） 金子　敏子 舟戸小（再）

13 十二月田小 主幹教諭 宇田川　隆行 和光・本町小（教頭） 主幹教諭 上村　裕二 南鳩ヶ谷小
教諭 森　典子 退職／十二月田小（再） 教諭 中村　生磨 上青木南小
教諭 三浦　絢也 上青木小 教諭 星野　航希 青木中央小
教諭 小林　良史 柳崎小 教諭 石上　厳己 草加・稲荷小
教諭 髙村　詩乃 上尾・今泉小 教諭 大原　雅也 新採用
教諭 宍戸　一貴 新座・池田小 教諭 髙橋　栄美 新採用
教諭（再） 宮地　直子 満了 教諭 正木　れい子 新採用
教諭（再） 松田　裕之 満了／十二月田小（再） 教諭（再） 松田　裕之 十二月田小（再）

教諭（再） 森　典子 十二月田小
14 飯仲小 主幹教諭 宅野　紘一 川口市教委 主幹教諭 髙見　勇太 東領家小（主幹教諭）

教諭 内田　明夫 芝南小 教諭 井上　汐理 青木中央小
教諭 川上　暁久 朝日西小 教諭 山田　彩 上青木小
教諭 大澤　麻由子 上青木小 教諭 鈴木　優大 上尾・大石小
教諭（再） 駒崎　弘安 満了 教諭 岡田　葵 三郷・高州東小
教諭（再） 松岡　照子 満了／舟戸小（再） 教諭 内村　栞里 新採用
教諭（再） 村野　直輝 満了
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学校名 職名 転出者氏名 異動先 職名 転入者氏名 学校名
転　入　者転　出　者

15 並木小 教諭 木下　拓磨 領家小 教諭（再） 吉田　陽子 並木小（再）
教諭 五十嵐　里美 深谷・上柴東小 教諭（再） 木村　典子
教諭（再） 熊谷　一之 満了

教諭（再） 吉田　陽子 満了／並木小（再）
栄養教諭（再） 髙田　マリ 満了／青木中央小（再）

16 安行小 主幹教諭 平田　真澄 川口市教委 主幹教諭 西牧　孝子 安行小
教諭 松永　明裕 退職／安行小（再） 教諭 内丸　麻紀 神根東小
教諭 西牧　孝子 安行小（主幹教諭） 教諭 古川　祐美 戸塚東小
教諭 込田　円 南平幼稚園 教諭 笹川　太久朗 上青木小
教諭 増田　加奈 芝小 教諭 栁田　俊佑 草加・草加小
教諭 西澤　渚 草加・草加小 教諭 廣瀨　裕也 新採用
教諭 田中　亮多 白岡・西小 教諭 小泉　晴菜 新採用
教諭 小池　拓実 朝霞・朝霞第十小 教諭 永峯　奈緒 新採用
教諭（再） 久保田　真一 満了／青木中央小（再） 教諭（再） 髙橋　光代 前川小（再）
栄養主査 金子　真理 退職 教諭（再） 松永　明裕 安行小
主任専門員（再） 本木　惠美子 満了 栄養教諭 駒崎　由紀子 本町小

17 原町小 教諭 長谷川　令子 戸塚東小 教諭 尾上　杏菜 新採用
教諭（再） 山室　祐子 満了／原町小（再） 教諭（再） 山室　祐子 原町小（再）
教諭（再） 岡野　佳壽子 満了／原町小（再） 教諭（再） 岡野　佳壽子 原町小（再）

18 前川小 主幹教諭 小川　巧 飯塚小 主幹教諭 山内　智皓 在家小
教諭 佐藤　千佳 退職 教諭 澤入　澄佳 戸塚東小
教諭 福原　天 岸川中 教諭 澁谷　由美 木曽呂小
教諭 髙木　晴香 戸田・喜沢小 教諭 髙石　知恵美 新採用
教諭（再） 篠田　稔 満了 教諭（再） 吉沢　美恵子 前川小（再）
教諭（再） 小濱　佐恵子 満了 教諭（再） 宮岡　玲子 上青木小（再）
教諭（再） 吉沢　美恵子 満了／前川小（再） 教諭（再） 根岸　由幸 前川小（再）
教諭（再） 髙橋　光代 満了／安行小（再）
教諭（再） 根岸　由幸 満了／前川小（再）

19 戸塚小 教諭 細江　知枝美 退職／芝富士小（再） 教諭 牧野　隆道 芝中央小
教諭 船津　健太郎 領家小 教諭 星野　有紀 草加・栄小
教諭 安藤　美穂 青木北小 教諭（再） 弘中　紀代子 戸塚小（再）
教諭 柿﨑　渉 草加・小山小
教諭（再） 渡邉　宣隆 満了
教諭（再） 松井　和美 満了／芝樋ノ爪小（再）

教諭（再） 弘中　紀代子 満了／戸塚小（再）
20 青木中央小 主幹教諭 上條　太一 三芳・三芳小（教頭） 主幹教諭 田村　健一 新郷南小（主幹教諭）

教諭 井上　汐理 飯仲小 教諭 渡邊　裕子 芝富士小
教諭 星野　航希 十二月田小 教諭 須藤　斗輝 草加・谷塚小
教諭 関口　千裕 草加・瀬崎小 教諭 岡安　彩夏 鴻巣・鴻巣中央小
教諭（再） 岡戸　武貴 満了 教諭 湯上　隼 新採用
教諭（再） 中島　秀樹 満了／芝南小（再） 教諭 遠藤　恵子 新採用
教諭（再） 日根野　真 満了／差間小（再） 教諭 米澤　優伽 新採用
教諭（再） 足立　泰行 満了／青木中央小（再） 教諭（再） 足立　泰行 青木中央小（再）
教諭（再） 福井　博 満了／木曽呂小（再） 教諭（再） 若田部　玲子 青木中央小（再）
教諭（再） 若田部　玲子 満了／青木中央小（再） 教諭（再） 久保田　真一 安行小（再）

栄養教諭（再） 髙田　マリ 並木小（再）
21 元郷南小 主幹教諭 大貫　俊弥 安行小（教頭） 主幹教諭 越田　直孝 差間小（主幹教諭）

教諭 川城　きらら 退職 教諭 富田　裕馬 新採用
教諭 黒丸　拓海 上尾・大石小 教諭（再） 嵯峨　博美 元郷南小（再）
教諭（再） 嵯峨　博美 満了／元郷南小（再） 教諭（再） 大内　正俊 元郷南小（再）
教諭（再） 大内　正俊 満了／元郷南小（再） 教諭（再） 森　恵 元郷南小（再）
教諭（再） 森　恵 満了／元郷南小（再） 主任専門員（再） 高月　悦子 元郷南小（再）
主任専門員（再） 高月　悦子 満了／元郷南小（再）

22 芝西小 教諭 仲尾　恭子 本町小 教諭 山田　麻美 戸塚南小
教諭（再） 片野　智子 満了 教諭 朝倉　優衣 新採用
教諭（再） 髙橋　敦子 満了 教諭（再） 山口　太一 芝西小（再）
教諭（再） 山口　太一 満了／芝西小（再） 教諭（再） 小堀　壯一 芝西小（再）
教諭（再） 小堀　壯一 満了／芝西小（再）
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23 芝南小 教諭 髙﨑　和宏 退職／芝南小（再） 教諭 内田　明夫 飯仲小
教諭 神山　俊 新郷東小 教諭 長沼　あゆみ 根岸小
教諭 石橋　拓也 幸町小 教諭 河西　碧空 新採用
教諭 小津　愛実 芝富士小 教諭（再） 中島　秀樹 青木中央小（再）
教諭（再） 澁谷　艶子 満了 教諭（再） 稲村　巧 芝中央小（再）
教諭（再） 飯塚　邦夫 満了／柳崎小（再） 教諭（再） 高原　則子 芝富士小（再）

教諭（再） 髙﨑　和宏 芝南小
24 神根東小 教諭 落合　純子 退職／差間小（再） 教諭 髙波　康代 中居小

教諭 内丸　麻紀 安行小 教諭 浦井　一哉 領家小
教諭 神野　陽子 舟戸小 教諭 真中　壮大 青木北小

教諭（再） 足立　美智子 芝樋ノ爪小（再）
25 朝日東小 教諭 横山　明美 退職／芝中央小（再） 教諭 黒田　智子 舟戸小

教諭 金丸　泰典 上青木小（主幹教諭） 教諭 大場　真希 草加・西町小
教諭 師岡　郁実 戸田・笹目東小 教諭 櫻井　将颯 新採用

26 芝富士小 教諭 渡邊　裕子 青木中央小 教諭 鈴木　有紀 芝小　
教諭（再） 高原　則子 満了／芝南小（再） 教諭 本橋　拓也 柳崎小
教諭（再） 堀江　由紀 満了／芝富士小（再） 教諭 小津　愛実 芝南小
教諭（再） 千葉　みその 満了／芝小（再） 教諭 板橋　景人 新採用

教諭（再） 堀江　由紀 芝富士小（再）
教諭（再） 細江　知枝美 戸塚小

27 前川東小 教諭 廣門　明子 退職／前川東小（再） 教諭 深町　あゆみ 在家小
教諭 菊地　あゆみ シンガポール日本人学校クレメンティ校 教諭 大島　安梨沙 新採用
教諭 佐々木　満義 新座・第四小 教諭 吉田　りり子 新採用
教諭（再） 石原　敬子 満了／上青木南小（再） 教諭（再） 内山　一雄 里小（再）
養護教諭 中村　恵子 木曽呂小 教諭（再） 廣門　明子 前川東小

養護教諭 畑中　由美子 狭山・中央中
事務主事 金子　莉奈 鳩ヶ谷小

28 柳崎小 教諭 大谷　晋 神根小 教諭 樋口　典子 中居小
教諭 本橋　拓也 芝富士小 教諭 野呂　圭司 新郷南小
教諭（再） 井澤　澄子 満了 教諭 小林　良史 十二月田小
教諭（再） 小林　茂弥 満了／柳崎小（再） 教諭（再） 飯塚　邦夫 芝南小（再）
教諭（再） 髙﨑　美代子 満了／柳崎小（再） 教諭（再） 小林　茂弥 柳崎小（再）
養護教諭 眞尾　眞理子 退職 教諭（再） 髙﨑　美代子 柳崎小（再）

養護教諭 吉田　絵美 木曽呂小
29 芝樋ノ爪小 教諭 下宮　聡恵 退職／芝樋ノ爪小（再） 教諭 熊久保　朝海 南平幼稚園

教諭（再） 荻島　勝男 満了 教諭（再） 藤澤　收 芝樋ノ爪小（再）
教諭（再） 大作　京子 満了 教諭（再） 市川　ひとみ 芝樋ノ爪小（再）
教諭（再） 足立　美智子 満了／神根東小（再） 教諭（再） 矢作　朋子 芝樋ノ爪小（再）
教諭（再） 藤澤　收 満了／芝樋ノ爪小（再） 教諭（再） 松井　和美 戸塚小（再）
教諭（再） 市川　ひとみ 満了／芝樋ノ爪小（再） 教諭（再） 植村　江身子 芝樋ノ爪小（再）
教諭（再） 矢作　朋子 満了／芝樋ノ爪小（再） 教諭（再） 下宮　聡恵 芝樋ノ爪小
教諭（再） 植村　江身子 満了／芝樋ノ爪小（再）

30 新郷南小 主幹教諭 田村　健一 青木中央小 主幹教諭 小島　輝久 新郷南小
教諭 小島　輝久 新郷南小（主幹教諭） 教諭 香川　悠紀 桶川・朝日小
教諭 野呂　圭司 柳崎小 教諭 豊田　辰憲 草加・八幡小
教諭 岩﨑　礼奈 木曽呂小 教諭 山内　まな美 草加・両新田小
教諭（再） 小田　政好 満了／新郷南小（再） 教諭 森田　政孝 新採用

教諭 茂木　美祈 新採用
教諭 角田　智香 新採用
教諭（再） 小田　政好 新郷南小（再）
教諭（再） 浦谷　信一 舟戸小（再）

31 上青木南小 教諭 佐藤　舞 差間小 教諭 其田　充司 中居小
教諭 中村　生磨 十二月田小 教諭 小宮　竜之介 新採用
教諭 内山　一郎 香港日本人学校大埔校 教諭 大澤　美穂 新採用

教諭（再） 石原　敬子 前川東小（再）
32 根岸小 教諭 小鹿　洋平 退職 主幹教諭 後藤　陽翔 根岸小

教諭 赤松　祐介 幸町小（主幹教諭） 教諭 小野　麻紀 差間小
教諭 後藤　陽翔 根岸小（主幹教諭） 教諭 杉野　克明 戸塚綾瀬小
教諭 長沼　あゆみ 芝南小 教諭 松本　慶子 伊奈・小針北小
教諭 大川　麻衣 伊奈・南小 教諭 菅野　友将 和光・第四小
教諭 内ヶ崎　佑太 鴻巣・共和小 教諭 小笠原　佑華 新採用
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33 芝中央小 教諭 武藤　晃広 芝中央小（主幹教諭） 主幹教諭 武藤　晃広 芝中央小
教諭 牧野　隆道 戸塚小 教諭 野尻　悠 新座・八石小
教諭（再） 橋本　正一 満了／幸町小（再） 教諭 関　就亮 新採用
教諭（再） 稲村　巧 満了／芝南小（再） 教諭（再） 髙橋　隆子 芝中央小（再）
教諭（再） 髙橋　隆子 満了／芝中央小（再） 教諭（再） 横山　明美 朝日東小
栄養主査 菅田　紀子 青木北小 栄養教諭 白石　有紀 新採用

34 新郷東小 主幹教諭 中野　貴順 草加・小山小 教諭 神山　俊 芝南小
教諭 田嶋　康子 領家小 教諭 古川　久理子 戸塚南小
教諭 岡田　順子 戸塚綾瀬小 教諭 杉谷　美佳 草加・清門小
教諭（再） 山縣　善博 満了 教諭 小島　萌夏 新採用
教諭（再） 杉原　温子 満了／本町小（再）

35 朝日西小 教諭 岡田　裕介 伊奈・小針小 教諭 角田　潤 シンガポール日本人学校

教諭（再） 関口　富美子 満了 教諭 川上　暁久 飯仲小
36 慈林小 教諭 半田　琢巳 差間小 教諭 佐々木　美佳 草加・小山小

教諭 根田　育美 戸塚南小 教諭 野本　裕也 草加・氷川小
教諭 田中　詩乃 桶川・桶川小 教諭 古賀　翔太朗 新採用
養護教諭 髙橋　由紀子 神根小 教諭 菊地　葵 新採用

養護教諭 植野　真代 戸塚南小
37 差間小 主幹教諭 越田　直孝 元郷南小 主幹教諭 廣戸　理伸 里小

教諭 佐藤　智佳子 元郷小 教諭 佐藤　舞 上青木南小
教諭 小野　麻紀 根岸小 教諭 半田　琢巳 慈林小
教諭 池部　菜穂 芝小 教諭 高橋　泰喜 新採用
教諭 北嶋　雄樹 鳩ヶ谷小 教諭 岡田　萌可 新採用
教諭 加藤　千尋 八潮・八條小 教諭（再） 日根野　真 青木中央小（再）
教諭（再） 森山　敏晴 満了／差間小（再） 教諭（再） 森山　敏晴 差間小（再）
事務主任 菅　舞 朝霞・朝霞第二小 教諭（再） 落合　純子 神根東小

38 東本郷小 教諭 二階堂　成忠 新採用
39 主幹教諭 髙見　勇太 飯仲小 教諭 杉本　絵美 戸塚南小

教諭（再） 中村　豊彦 満了／東領家小（再） 教諭 藤野　浩行 青木北小
教諭 岩﨑　潤 在家小
教諭（再） 中村　豊彦 東領家小（再）

40 安行東小 教諭 吉田　直美 退職 教諭 髙須　咲子 戸塚南小
教諭 中村　真紀子 木曽呂小 教諭 島田　康德 三郷・鷹野小
教諭 尾崎　貴宣 中居小 教諭 遠藤　裕子 草加・川柳小
教諭 永島　桃子 上青木小 教諭 塚田　彩暉 新採用
教諭 千葉　隆一 上尾・原市南小 教諭 植竹　絢加 新採用
教諭 伊藤　あんな 草加・長栄小 教諭（再） 堰口　収 元郷小（再）
教諭（再） 熊谷　芳美 満了 事務主任 財津　恵美里 本町小
事務主事 小野　百合子 退職

41 在家小 教諭 山内　智皓 前川小（主幹教諭） 教諭 川野　義男 青木北小
教諭 深町　あゆみ 前川東小 教諭 小林　啓人 草加・川柳小
教諭 岩﨑　潤 東領家小 教諭（再） 増川　禮子 在家小（再）
教諭（再） 増川　禮子 満了／在家小（再） 教諭（再） 天笠　明美 辻小
教諭（再） 大澤　一美 満了 事務主査 三井　敦子 在家小
事務主任 三井　敦子 在家小（事務主査）

42 戸塚東小 主幹教諭 加藤　知子 川口市教委 主幹教諭 深尾　純子 元郷小（主幹教諭）
教諭 古川　祐美 安行小 教諭 長谷川　令子 原町小
教諭 田所　朱実 中居小 教諭 伊藤　かんな 新採用
教諭 澤入　澄佳 前川小 教諭（再） 飯田　マキ子 戸塚東小（再）
教諭（再） 飯田　マキ子 満了／戸塚東小（再） 教諭（再） 伊東　洋子 戸塚東小（再）
教諭（再） 伊東　洋子 満了／戸塚東小（再）

43 戸塚北小 教諭 安藤　真理子 退職 教諭 髙山　久美子 戸塚綾瀬小
教諭 大隅　彰之 新郷小 教諭 杉本　浩司 芝小
教諭 柿沼　友紀 桜町小 教諭 石井　悠 元郷小
教諭（再） 佐藤　利幸 満了／戸塚北小（再） 教諭 森下　あゆみ ふじみ野・駒西小
教諭（再） 荒牧　卓見 満了／戸塚北小（再） 教諭 久保木　周平 新採用
教諭（再） 奥山　美智代 満了／戸塚北小（再） 教諭 松本　奈弓 新採用
事務主事 清水　歩 本町小（事務主任） 教諭（再） 佐藤　利幸 戸塚北小（再）

教諭（再） 荒牧　卓見 戸塚北小（再）
教諭（再） 奥山　美智代 戸塚北小（再）

東領家小
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44 木曽呂小 教諭 猿田　裕一 青木北小 教諭 中村　真紀子 安行東小
教諭 澁谷　由美 前川小 教諭 林　里依子 上青木小
教諭 水野　奨平 草加・氷川小 教諭 西川　美也子 青木北小
教諭 石川　奈穂 鴻巣・田間宮小 教諭 岩﨑　礼奈 新郷南小
養護教諭 吉田　絵美 柳崎小 教諭 鴨　祐介 新採用

教諭（再） 福井　博 青木中央小（再）
養護教諭 中村　恵子 前川東小
事務主事 西元　あさ夏 新採用

45 戸塚綾瀬小 教諭 中野　奈保美 退職 教諭 柴本　君代 芝小
教諭 杉野　克明 根岸小 教諭 岡田　順子 新郷東小
教諭 髙山　久美子 戸塚北小 教諭 澤田　亮太 新採用
教諭 高橋　萌 草加・長栄小

46 戸塚南小 教諭 古川　久理子 新郷東小 教諭 保戸田　かおり 上青木小
教諭 高須　咲子 安行東小 教諭 根田　育美 慈林小
教諭 杉本　絵美 東領家小 教諭 篠原　仁 桜町小
教諭 山田　麻美 芝西小 教諭 松田　葉子 元郷小
教諭 浅賀　詩織 中居小 教諭 三村　海夏 戸田・喜沢中
教諭 大島　依里佳 上尾・東町小 教諭 森下　周亮 草加・新田小
教諭（再） 寺田　正伸 満了／戸塚南小（再） 教諭 岡村　郷志 新採用
教諭（再） 茂呂　尚美 満了／辻小（再） 教諭 山口　美咲 新採用
養護教諭 植野　真代 慈林小 教諭（再） 寺田　正伸 戸塚南小（再）

養護教諭 藤本　真奈 新採用
47 鳩ヶ谷小 教諭 千守　泰貴 退職 教諭 北嶋　雄樹 差間小

教諭 舟戸　希公郎 芝小 教諭 大川　輝 新採用
教諭（再） 髙間　由紀恵 満了 教諭 長谷川　優香 新採用
事務主事 金子　莉奈 前川東小 主任専門員（再） 寺田　俊文 幸町小（再）

48 中居小 教諭 小島　一枝 退職／中居小（再） 教諭 尾崎　貴宣 安行東小
教諭 樋口　典子 柳崎小 教諭 田所　朱実 戸塚東小
教諭 髙波　康代 神根東小 教諭 浅賀　詩織 戸塚南小
教諭 其田　充司 上青木南小 教諭 小川　彩夏 草加・新里小
教諭 石井　佐枝 新郷小 教諭 鹿内　一馬 新採用
教諭 浅見　綾子 ふじみ野・東原小 教諭 柳田　真衣 新採用
教諭（再） 三林　和晃 満了／中居小（再） 教諭 鈴木　里菜 新採用

教諭（再） 三林　和晃 中居小（再）
教諭（再） 小島　一枝 中居小

49 辻小 教諭 椎名　久和 退職 教諭 岡田　強志 新採用
教諭 天笠　明美 退職／在家小（再） 教諭 中嶋　水聖 新採用
事務主任 剣持　香代子 上青木小 教諭（再） 茂呂　尚美 戸塚南小（再）

50 里小 教諭 廣戸　理伸 差間小（主幹教諭） 教諭 山田　将司 和光・第五小
教諭 清水　好美 本町小 教諭 小川　莉奈 新採用
教諭 髙水　浩 和光・北原小
教諭（再） 白尾　由美子 満了／青木北小（再）
教諭（再） 内山　一雄 満了／前川東小（再）

51 桜町小 教諭 櫻田　貴昭 桜町小（主幹教諭） 主幹教諭 櫻田　貴昭 桜町小
教諭 篠原　仁 戸塚南小 教諭 柿沼　友紀 戸塚北小
教諭（再） 杉本　晴代 満了 教諭 太田　慎二 新採用

教諭 森嶋　麗奈 新採用
52 南鳩ヶ谷小 教諭 遠藤　慎也 退職 教諭 平　俊臣 青木北小

教諭 江森　潤一 退職 教諭 田村　光隆 草加・松原小
教諭 上村　裕二 十二月田小（主幹教諭） 教諭 堀川　真史 新採用
教諭 岡安　ひか里 伊奈・南小
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職名 転出者氏名 異動先 職名 転入者氏名 前任校等
1 東中 主幹教諭 長嶋　史敬 川口市教委 主幹教諭 根井　直樹 幸並中（主幹教諭）

教諭 小森　樹 西中（主幹教諭） 教諭 岡田　亨恵 南中
教諭 綿引　恵子 神根中 教諭 鈴木　孝 安行東中
教諭 滝口　寛幸 安行東中 教諭 近藤　友見 戸塚中
教諭 五十嵐　凌 領家中 教諭 清水　まみは 元郷中
教諭 泉　茉有子 青木中 教諭 坂下　幸治郎 安行中
教諭 田中　千瀬 芝東中 教諭 松下　航平 上尾・大石中
教諭（再） 星川　真澄 満了/西中（再） 教諭 岩井　彩花 新採用
教諭（再） 星　文夫 満了 教諭 飯野　敬弘 新採用
教諭（再） 伊藤　正雄 満了 教諭 本橋　大輔 新採用

教諭（再） 髙久　謙司 領家中（再）
教諭（再） 大山　孝一 在家中（再）
教諭（再） 永井　清一 北中
教諭（再） 奥墨　伸夫 小谷場中

2 西中 主幹教諭 伊藤　啓 里中（教頭） 主幹教諭 小森　樹 東中
教諭 鈴木　幸吉 退職 教諭 靍岡　慎太郎 八幡木中
教諭 惣万　美華 安行東中 教諭 大野　綾香 新採用
教諭 若松　浩史 十二月田中 教諭 川嶌　慎吾 新採用
教諭 弘中　一誠 鳩ヶ谷中 教諭 遠藤　伊織 新採用
教諭 宮谷　知穂 川口市立高等学校附属中 教諭（再） 星川　真澄 東中（再）
教諭（再） 飯田　良二 満了/北中（再） 教諭（再） 加茂　智子 戸塚西中（再）
教諭（再） 小池　和生 満了/上青木中（再）

3 南中 主幹教諭 武邊　弘徳 川口市教委 主幹教諭 小山　泰昇 南中
教諭 小山　泰昇 南中（主幹教諭） 教諭 菅野　航平 戸塚西中
教諭 岡田　亨恵 東中 教諭 二階堂　龍誠 新採用
教諭 髙麗　敏孝 戸塚中 教諭（再） 松尾　和朋 上青木中（再）
教諭 吉澤　和紗 所沢・美原中 教諭（再） 森　美佐子 南中（再）
教諭（再） 森　美佐子 満了/南中（再）
教諭（再） 梅野　博 満了/岸川中（再）

4 北中 主幹教諭 森　龍太郎 上青木中（主幹教諭） 主幹教諭 中村　光江 北中
教諭 永井　清一 退職/東中（再） 教諭 風間　文恵 八幡木中
教諭 中村　光江 北中（主幹教諭） 教諭 宮﨑　隆二 安行中
教諭 江原　聡 八幡木中 教諭 久野　司 領家中
教諭 湯淺　友譲 戸塚中 教諭 木山　佳奈 青木中
教諭 尾川　宏一 草加・川柳中 教諭 清水　勇輔 新採用
教諭（再） 安藤　比呂子 満了/芝東中（再） 教諭 中野　佑哉 新採用

教諭（再） 飯田　良二 西中（再）
5 青木中 主幹教諭 小松　正義 芝中（教頭） 主幹教諭 宇賀田　恵亮 戸塚中

教諭 橋本　美咲子 退職/小谷場中（再） 教諭 和田　正明 川口市立高等学校
教諭 村上　淳哉 川口市立高等学校附属中 教諭 泉　茉有子 東中
教諭 丸山　航太 元郷中 教諭 両谷　隆宏 新座・第五中
教諭 木山　佳奈 北中 教諭 清水　美紗 新採用
教諭（再） 伊東　博 満了/芝東中（再） 教諭 芝田　すみれ 新採用
教諭（再） 松尾　朋子 満了/十二月田中（再） 教諭（再） 阿部　正友 戸塚西中（再）
教諭（再） 山際　洋一 満了/青木中（再） 教諭（再） 山際　洋一 青木中（再）
教諭（再） 石﨑　由美子 満了/上青木中（再） 教諭（再） 坂井　知子 川口市立教育研究所

6 芝中 教諭 片山　優佑 川口市立高等学校 教諭 星野　清悟 神根中
教諭 岡本　久美子 戸塚中 教諭 柳沢　亜月 八幡木中
教諭（再） 髙橋　利昌 満了/安行中（再） 教諭 小森　裕輔 新採用
教諭（再） 三芳　晶 満了/芝中（再） 教諭 足立　茉里恵 新採用

教諭（再） 三芳　晶 芝中（再）
7 元郷中 教諭 平塚　雅幸 鳩ヶ谷中 教諭 丸山　航太 青木中

教諭 網中　由佳 戸塚中 教諭 小林　裕平 上青木中
教諭 清水　まみは 東中 教諭 松尾　光子 伊奈学園中
教諭 川崎　悠 八幡木中 教諭 山口　善成 新採用
教諭（再） 佐川　富士夫 満了 養護教諭 並木　夕佳 新採用
教諭（再） 矢島　栄子 満了/仲町中（再）
養護教諭 棟田　真美 榛松中

【中学校】
学校名

転　出　者 転　入　者
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8 上青木中 主幹教諭 鈴木　久勝 元郷中（教頭） 主幹教諭 森　龍太郎 北中（主幹教諭）
教諭 茂原　智津子 退職 教諭 渡辺　かおり 岸川中
教諭 杉山　亜希 里中 教諭 桑ヶ谷　美鈴 里中
教諭 小林　裕平 元郷中 教諭 大﨑　尚美 草加・栄中
教諭（再） 松尾　和朋 満了/南中（再） 教諭 阿世知　淳 新採用
教諭（再） 今井　弘美 満了 教諭 白岩　和馬 新採用
教諭（再） 阿部　郁子 満了 教諭（再） 小池　和生 西中（再）
教諭（再） 阿部　麻里子 満了/上青木中（再） 教諭（再） 石﨑　由美子 青木中（再）
養護教諭 根本　夏生 鳩ヶ谷中 教諭（再） 阿部　麻里子 上青木中（再）
事務主査 蝦名　佳子 上青木中（事務主幹） 教諭（再） 鈴木　久美子 仲町中（再）

養護教諭 長岡　菜穂 榛松中
事務主幹 蝦名　佳子 上青木中

9 幸並中 主幹教諭 根井　直樹 東中（主幹教諭） 教諭 桂　有紗 小谷場中
教諭 井上　愼也 退職/領家中（再） 教諭 星川　隼人 神根中
教諭 小杉　真之 領家中 教諭（再） 清野　勝弘 幸並中（再）
教諭 吉田　享弘 戸塚中 教諭（再） 上村　章子 幸並中（再）
教諭 石井　彩織 八幡木中 教諭（再） 髙野　一男 幸並中（再）
教諭（再） 清野　勝弘 満了/幸並中（再）
教諭（再） 上村　章子 満了/幸並中（再）
教諭（再） 髙野　一男 満了/幸並中（再）

10 十二月田中 主幹教諭 桶舎　真一郎 川口市教委 主幹教諭 岩﨑　竜太 戸塚西中（主幹教諭）

教諭 佐藤　大輔 志木・志木小 教諭 若松　浩史 西中
教諭 高橋　省吾 草加・谷塚中 教諭 茂木　彩妃穂 新採用
教諭（再） 清水　裕彦 満了/十二月田中（再） 教諭（再） 清水　裕彦 十二月田中（再）
教諭（再） 上村　雄一 満了/十二月田中（再） 教諭（再） 上村　雄一 十二月田中（再）

教諭（再） 松尾　朋子 青木中（再）
11 仲町中 教諭（再） 鈴木　久美子 満了/上青木中（再） 教諭 江口　圭介 戸塚中

教諭（再） 矢島　栄子 元郷中（再）
12 安行中 主幹教諭 奴賀　康則 幸並中（教頭） 主幹教諭 水谷　啓人 戸塚西中

教諭 疋田　公子 領家中 教諭 大渕　伸彦 岸川中
教諭 宮﨑　隆二 北中 教諭 志村　奈々 越谷・千間台中
教諭 黒栁　崇 安行東中 教諭 小林　南帆 新採用
教諭 坂下　幸治郎 東中 教諭 太田　海斗 新採用
教諭 蒲澤　孝明 新座・第三中 教諭 皆川　晴貴 新採用
教諭（再） 恩田　政活 満了 教諭（再） 吉田　不二夫 戸塚西中（再）
教諭（再） 三澤　明美 満了/安行中（再） 教諭（再） 三澤　明美 安行中（再）
教諭（再） 小幡　文夫 満了 教諭（再） 髙橋　利昌 芝中（再）

教諭（再） 岡本　薫 安行東中
教諭（再） 和田　浩一 戸塚西中

13 芝東中 教諭 水谷　圭佑 在家中 教諭 田中　千瀬 東中
教諭（再） 瀬切　恒彦 満了/芝東中（再） 教諭 石垣　智穂 新採用
教諭（再） 茂原　隆 満了 教諭 八谷　玲 新採用
教諭（再） 森　恵子 満了 教諭 篠塚　美緒 新採用

教諭（再） 伊東　博 青木中（再）
教諭（再） 瀬切　恒彦 芝東中（再）
教諭（再） 安藤　比呂子 北中（再）

14 芝西中 教諭 天野　亮 川口市教委 教諭 大澤　卓 新採用
14 芝西中 教諭（再） 河合　豊 満了/芝西中学校陽春分校（再） 教諭（再） 河合　豊 芝西中学校陽春分校（再）

陽春分校 教諭（再） 桑名　正男 満了/芝西中学校陽春分校（再） 教諭（再） 桑名　正男 芝西中学校陽春分校（再）

教諭（再） 竹内　まゆみ 満了 教諭（再） 川中　佳子 芝西中学校陽春分校（再）

教諭（再） 川中　佳子 満了/芝西中学校陽春分校（再）

15 岸川中 教諭 大澤　洋子 鳩ヶ谷中 教諭 福原　天 前川小
教諭 大渕　伸彦 安行中 教諭 歸山　広規 新座・第四中
教諭 渡辺　かおり 上青木中 教諭 松尾　茜 新採用
教諭 池上　雅子 領家中 教諭 畠山　遼大 新採用
教諭 佐竹　士 草加・新田中 教諭 黒川　結仁 新採用
教諭（再） 大石　賢治 満了/戸塚中（再） 教諭（再） 梅野　博 南中（再）

教諭（再） 浅井　勝之 青木中
16 榛松中 主幹教諭 大野　寛人 川口市教委 教諭 永谷　智和 戸田・喜沢中

教諭 木幡　清治 退職/榛松中（再） 教諭 白神　潤也 新採用
教諭 野々垣　優 戸田・新曽中 教諭（再） 原口　美紀子 小谷場中（再）
養護教諭 長岡　菜穂 上青木中 教諭（再） 木幡　清治 榛松中

養護教諭 棟田　真美 元郷中
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17 小谷場中 教諭 市川　洋介 川口市立高等学校附属中 教諭 石田　英之 伊奈学園中
教諭 桂　有紗 幸並中 教諭 押尾　彩加 加須・騎西中
教諭（再） 伊藤　松雄 満了 教諭 重吉　拓海 新採用
教諭（再） 原口　美紀子 満了/榛松中（再） 教諭（再） 大谷　明子 小谷場中（再）
教諭（再） 大谷　明子 満了/小谷場中（再） 教諭（再） 鹿俣　浩　 芝中

教諭（再） 橋本　美咲子 青木中
18 神根中 教諭 星野　清悟 芝中 教諭 綿引　恵子 東中

教諭 眞榮喜　由佳 戸塚西中 教諭 村松　翔太 新採用
教諭 星川　隼人 幸並中 教諭 大友　麻衣 新採用
教諭 小木田　信人 越谷・栄進中 教諭 道訳　友輝 新採用
教諭（再） 奥村　悟司 満了 教諭（再） 栗橋　浩一 八幡木中
教諭（再） 赤川　富男 満了 教諭（再） 磯　奈保子 安行中

19 領家中 教諭 稲垣　のり子 退職 教諭 疋田　公子 安行中
教諭 吉越　直風 退職 教諭 小杉　真之 幸並中
教諭 久野　司 北中 教諭 三上　久美子 戸塚中
教諭 伊藤　悠太 戸田・笹目中 教諭 池上　雅子 岸川中
教諭（再） 髙久　謙司 満了/東中（再） 教諭 五十嵐　凌 東中

教諭 齋藤　睦 新採用
教諭 古川　真理子 新採用
教諭（再） 井上　愼也 幸並中

20 戸塚中 教諭 宇賀田　恵亮 青木中（主幹教諭） 教諭 岡本　久美子 芝中
教諭 泉名　千鶴子 退職/戸塚中（再） 教諭 網中　由佳 元郷中
教諭 飯田　ミカ 退職 教諭 吉田　享弘 幸並中
教諭 池田　一樹 川口市立高等学校附属中 教諭 湯淺　友譲 北中
教諭 三上　久美子 領家中 教諭 髙麗　敏孝 南中
教諭 近藤　友見 東中 教諭 山村　宝絹 新採用
教諭 江口　圭介 仲町中 教諭 鳥井　聖人 新採用
教諭 岩田　航一 安行東中 教諭 久保　昌美 新採用
教諭 小島　淳 八潮・大原中 教諭（再） 諏崎　孝司 戸塚中（再）
教諭（再） 諏崎　孝司 満了/戸塚中（再） 教諭（再） 山田　茂 戸塚中（再）
教諭（再） 山田　茂 満了/戸塚中（再） 教諭（再） 大石　賢治 岸川中（再）

教諭（再） 泉名　千鶴子 戸塚中
教諭（再） 清水　幹明 神根中

21 在家中 教諭 大道寺　久子 退職/在家中（再） 教諭 木村　佳世子 プラハ日本人学校
教諭（再） 大川　明弘 満了 教諭 水谷　圭佑 芝東中
教諭（再） 大山　孝一 満了/東中（再） 教諭 齋藤　美侑 新採用

教諭 岩根　遼也 新採用
教諭（再） 大道寺　久子 在家中

22 安行東中 教諭 山内　澄子 退職/鳩ヶ谷中（再） 教諭 長島　多絵子 川口市立高等学校
教諭 岡本　薫 退職/安行中（再） 教諭 惣万　美華 西中
教諭 笠原　たまき 戸塚西中（主幹教諭） 教諭 滝口　寛幸 東中
教諭 鈴木　孝 東中 教諭 黒栁　崇 安行中
教諭 高橋　宏唯 八幡木中 教諭 岩田　航一 戸塚中
教諭 杉本　雄生 鳩ヶ谷中 教諭 谷口　風花 新採用
教諭（再） 小泉　淳子 満了/安行東中（再） 教諭 谷村　祐司 新採用
教諭（再） 大橋　永治 満了/安行東中（再） 教諭（再） 小泉　淳子 安行東中（再）

教諭（再） 大橋　永治 安行東中（再）
23 戸塚西中 主幹教諭 岩﨑　竜太 十二月田中（主幹教諭） 主幹教諭 笠原　たまき 安行東中

教諭 和田　浩一 退職/安行中（再） 教諭 眞榮喜　由佳 神根中
教諭 水谷　啓人 安行中（主幹教諭） 教諭 安部　哲広 新採用
教諭 菅野　航平 南中 教諭 佐竹　来実 新採用
教諭（再） 阿部　正友 満了/青木中（再） 教諭（再） 石黒　賢 戸塚西中（再）
教諭（再） 吉田　不二夫 満了/安行中（再） 教諭（再） 田中　和久 戸塚西中（再）
教諭（再） 加茂　智子 満了/西中（再） 事務主事 夏井　翔也 新採用
教諭（再） 石黒　賢 満了/戸塚西中（再）
教諭（再） 田中　和久 満了/戸塚西中（再）
主任専門員（再） 西浦　泰 満了

24 鳩ヶ谷中 教諭（再） 川﨑　尚徳 満了/里中（再） 教諭 大澤　洋子 岸川中
教諭（再） 前野　一浩 満了/鳩ヶ谷中（再） 教諭 平塚　雅幸 元郷中
養護教諭 立川　芙美佳 川口市立高等学校 教諭 弘中　一誠 西中

教諭 杉本　雄生 安行東中
教諭 岡﨑　萌真 里中
教諭 下畑　夏津葵 新採用
教諭（再） 前野　一浩 鳩ヶ谷中（再）
教諭（再） 山内　澄子 安行東中
養護教諭 根本　夏生 上青木中
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25 八幡木中 教諭 栗橋　浩一 退職/神根中（再） 教諭 江原　聡 北中
教諭 菅原　甚一 川口市教委 教諭 高橋　宏唯 安行東中
教諭 風間　文恵 北中 教諭 川崎　悠 元郷中
教諭 靍岡　慎太郎 西中 教諭 石井　彩織 幸並中
教諭 柳沢　亜月 芝中 教諭 前　志穂莉 草加・草加中
教諭 太利　幸宏 三郷・北中 教諭 三木　成美 新採用
教諭（再） 小澤　京子 満了/八幡木中（再） 教諭 小川　堅大 新採用
教諭（再） 金子　直之 満了/八幡木中（再） 教諭（再） 小澤　京子 八幡木中（再）

教諭（再） 金子　直之 八幡木中（再）
26 里中 教諭 桑ヶ谷　美鈴 上青木中 教諭 杉山　亜希 上青木中

教諭 岡﨑　萌真 鳩ヶ谷中 教諭 柴田　由夏 新採用
教諭（再） 佐藤　恵子 満了/里中（再） 教諭 佐々木　静香 新採用

教諭（再） 川﨑　尚徳 鳩ヶ谷中（再）
教諭（再） 佐藤　恵子 里中（再）

27 川口市立高等学校 教諭 穗谷野　陽一 川口市立高等学校
附属中 教諭 山田　千尋 川口市立高等学校

教諭 村田　涼太郎 川口市立高等学校
教諭 村上　淳哉 青木中
教諭 市川　洋介 小谷場中
教諭 池田　一樹 戸塚中
教諭 宮谷　知穂 西中
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川口市マスコット「きゅぽらん」 

新採用・転入教職員着任紹介式が行われました。新し

い先生方を迎えて令和３年度がスタートしました。
教育ルポ 

新採用・転入教職員着任紹介式
（令和３年４月１日（木） 川口総合文化センター・リリア 音楽ホール）

新任校長・教頭辞令交付式 
【令和３年３月３０日(火) 人財育成センター】 

祝 辞  

奥ノ木 信夫 川口市長 
式 辞 

茂呂 修平 教育長 

祝 辞  

南中学校 戸谷 弘幸 校長 

就任のことば 
 飯仲小学校 内村 栞里 教諭 
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各学校の取組の様子（３月） 

退職管理職辞令交付式 
【令和３年３月３１日(水) 第二庁舎】 

新任主幹教諭辞令交付式 
【令和３年３月２９日(月) 人財育成センター】 

◆元郷小「昔遊び体験」◆ ◆在家中「校庭開放式」◆ 

◆青木中央小「金管バンドスペシャルメモリーコンサート」◆ ◆里小「６年生を送る会（ビデオ視聴）」◆
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春光うららかな季節となりました。心地よ

い春風に包まれた、このよき日に、盛大な着

任紹介式を催していただき、心より御礼申し

上げます。また、奥ノ木市長様、茂呂教育長

様、戸谷校長様より温かな激励のお言葉をい

ただき、着任者を代表いたしまして、重ねて

御礼申し上げます。今この場に立ち、無限の

可能性を持つ子供たちの成長を支えられる大

きな喜びを感じるとともに、教育公務員とし

ての職責の重さに身の引き締まる思いであり

ます。

私は、勉強が非常に苦手な子供でした。し

かし、学校で先生や友達と過ごす時間が非常

に楽しく、毎日走って登校していました。今

思えば、それは、勉強や運動の得意不得意に

関係なく、全ての子供が楽しみや居場所を見

つけられる学校、学級を作りだしてくださっ

た先生方のおかげであると感じております。

次第に、私もそのような先生になり、学校の

楽しさや勉強することの面白さ、一人ひとり

に自分だけのよさや可能性があるということ

を子供たちに伝えたいと思うようになりまし

た。

現在は、新型コロナウイルス感染症の影響

により、これまで通りの学校生活を送ること

ができない状況が続いています。臨時休校が

終了し、学校で先生や友達と楽しそうに過ご

す子供たちの姿を見ていると、教師や学校の

存在がいかに大きなものであるのかを考えさ

せられました。今、ここにいるすべての着任

者が、目の前にいる子供たち、保護者、そし

て地域の方々の期待に応えられるよう、川口

市の教職員として学び続ける姿勢を持ち、子

供たちのために全力で教育活動に励む覚悟で

あります。至らないところも多く、ご迷惑を

おかけすることがあるかと思いますが、その

際には、厳しいご指導、ご鞭撻のほどよろし

くお願い申し上げます。

簡単ではございますが、令和三年度着任教

職員を代表いたしまして「就任のことば」と

させていただきます。

令和三年四月一日

令和三年度着任者代表

川口市立飯仲小学校 教諭 内村 栞里
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