
別紙

市町 研修生 所属（現在） 役職 派遣園 年度
1 數　井　幹　子 岩国市立修成小学校 岩国市立玖珂幼稚園 H19
2 有　村　利　江 岩国市立川下小学校 岩国中央幼稚園 H20
3 三　村　祐　子 岩国市立岩国小学校 和木町立和木幼稚園 H22
4 今　津　雅　子 岩国市立灘小学校 岩国市立玖珂幼稚園 H25
5 大　上　美枝子 岩国市杭名小学校 校長 光市立つるみ幼稚園 H20
6 藤　井　和　俊 岩国市修成小学校 教頭 佐波幼稚園 H22
7 周　山　佳　織 岩国市立玖珂小学校 岩国市立玖珂幼稚園 H27
8 和木町 志　田　詩　織 和木町立和木小学校 和木町立和木こども園 R1
9 平生町 吉　浦　千　春 平生町立平生小学校 柳美幼稚園 H24
10 田布施町 前　田　哲　也 田布施町立東田布施小学校 柳井幼稚園 H17
11 柳　井　章　子 柳井市立小田小学校 柳井幼稚園 H21
12 磯　村　恵　子 柳井市立余田小学校 麻郷幼稚園 H27
13 西　村　寛　子 柳井市立柳井小学校 柳井幼稚園 H30
14 手　嶋　正　枝 周南市立桜木小学校 岩国市立ちどり幼稚園 H17
15 明　石　一　代 周南市立須磨小学校 周南市立周栄幼稚園 H18
16 松　永　陽　子 周南市立徳山小学校 徳山中央幼稚園 H19
17 赤　川　法　子 周南市立久米小学校 周南市立周栄幼稚園 H24
18 住　岡　きよみ 周南市立戸田小学校 周南市立桜田幼稚園 H28
19 小　林　由美子 周南市立今宿小学校 鋼鈑幼稚園 H25
20 渡　邉　千香子 下松市立花岡小学校 鋼鈑幼稚園 H21
21 福　田　恵美奈 下松市立公集小学校 鋼鈑幼稚園 H28
22 岩　崎　葉　子 光市立光井小学校 聖光幼稚園 H22
23 杉　田　小都恵 光市立岩田小学校 光市立やよい幼稚園 H25
24 白  木  由  佳 光市立浅江小学校 光市立つるみ幼稚園 H26
25 桝　野　愛　子 光市立三井小学校 光市立やよい幼稚園 H29
26 川　尻　裕　子 山口市立上郷小学校 山口市立宮野幼稚園 H18
27 福　田　めぐみ 山口市立宮野小学校 山口市立平川幼稚園 H20
28 川　端　由香里 山口市立大殿小学校 山口市立吉敷幼稚園 H21
29 久　保　博　昭 山口市立陶小学校 山口市立大内幼稚園 H23
30 野　原　素　子 山口市立宮野小学校 伊佐中央幼稚園 H23
31 田　口　由布子 山口市立平川小学校 旭幼稚園 H29
32 平　尾　智　美 防府市立右田小学校 小郡幼稚園 H16
33 渡　邉　賢　恵 防府市立中関小学校 華城幼稚園 H20
34 岡　田　喜代美 防府市立佐波小学校 小郡幼稚園 H20
35 松　永　智　恵 防府市立大道小学校 山口短期大学附属幼稚園 H26
36 寺　脇　幸　恵 美祢市立秋芳桂花小学校 美祢幼稚園 H19
37 工　藤　真紀子 美祢市立大嶺小学校 美祢幼稚園 R1
38 野　村　京　子 宇部市立西宇部小学校 山陽小野田市立埴生幼稚園 H17
39 新　谷　悦　子 宇部市立原小学校 たちばな幼稚園 H21
40 北　本　美　紀 宇部市立琴芝小学校 小鳩幼稚園 H22
41 冨士本　典　子 宇部市立鵜ノ島小学校 教頭 松崎幼稚園 H18
42 吉　本　真　澄 宇部市立小羽山小学校 小松原幼稚園 H28
43 黒　瀬　　　恵 山陽小野田市立本山小学校 真珠幼稚園 H24
44 長谷川　淑　子 山陽小野田市立小野田小学校 小野田めぐみ幼稚園 H27
45 河　田　弘　子 下関市立清末小学校 長府幼稚園 H18
46 松　尾　智　子 下関市立熊野小学校 下関市立豊浦幼稚園 H20
47 矢　頭　恭　子 下関市立長府小学校 下関市立江浦幼稚園 H21
48 中　島　香　織 下関市教育委員会 下関市立川中幼稚園 H22
49 中　村　理　香 下関市立向山小学校 教頭 下関市立小月幼稚園 H23
50 田　中　恵　子 下関市立川中小学校 下関市立川中西幼稚園 H24
51 伊　藤　民　子 下関市立勝山小学校 下関市立清末幼稚園 H26
52 吉　井　朋　子 下関市立豊浦小学校 下関市立豊浦幼稚園 H27
53 岡　﨑　祥　子 下関市立角倉小学校 下関市立川棚こども園 H28
54 森　山　良　枝 下関市立生野小学校 下関市立生野幼稚園 H29
55 弘　　　恵　子 下関市立内日小学校 萩光塩学院幼稚園 H23
56 吉　村　聖　子 下関市立川中小学校 下関市立川中幼稚園 H30
57 柴　田　千　明 下関市立養治小学校 校長 下関市立川中幼稚園 H16
58 末　永　昌　子 下関市立岡枝小学校 校長 あおい幼稚園 H17
59 日　野　真由美 下関市立清末小学校 下関市立清末幼稚園 R1
60 池　田　展　代 萩市立明倫小学校 萩幼稚園 H21
61 中　尾　麻依子 萩市立明倫小学校 萩幼稚園 H26
62 山　下　麻　子 長門市立油谷小学校 あおい幼稚園 H24
63 大　深　文　乃 長門市立通小学校 長門市立宗頭幼稚園 H25
64 美　濃　佳　子 長門市立仙崎小学校 あおい幼稚園 H30
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