
No. 分野 教科等 学校名 職名 氏　　　名

1 国語 美祢市立秋芳桂花小学校 教諭 寺脇　幸恵

2 国語・総合 防府市立右田小学校 教諭 栗原　雅恵

3 社会 山口市立湯田小学校 教諭 山邊　文洋

4 社会 下関市立一の宮小学校 教諭 福山　憲市

5 算数 下松市立久保小学校 教諭 山根　靖弘

6 算数 岩国市立麻里布小学校 教諭 安吉　由加利

7 算数 山口市立宮野小学校 教諭 岡田　淳

8 算数・理科 萩市立椿西小学校 教諭 水津　多加志

9 理科 山陽小野田市立厚陽小学校 教諭 内田　吉子

10 図工 和木町立和木小学校 教諭 小笠原　一彰

11 図工 山口市立阿知須小学校 教諭 宮﨑　つぶら

12 外国語活動・外国語 柳井市立柳井小学校 教諭 久光　未来

13 外国語活動・外国語 美祢市立大嶺小学校 教諭 藤井　悦子

14 道徳 山口市立佐山小学校 教諭 福江　由美

15 国語 下関市立川中中学校 教諭 内田　香矢子

16 数学 下関市立木屋川中学校 教諭 坂野　泰子

17 理科 防府市立桑山中学校 教諭 田浦　禎士

18 理科 宇部市立神原中学校 教諭 河村　淳一郎

19 音楽 山口市立小郡中学校 教諭 田村　恵美

20 音楽 山口市立川西中学校 教諭 赤間　鈴世

21 音楽 下関市立長府中学校 教諭 扇　朋子

22 体育 山口市立湯田中学校 教諭 山口　英司

23 家庭 光市立島田中学校 教諭 杉山　香織

24 外国語（英語） 上関町立上関中学校 教諭 立場　篤史

25 外国語（英語） 岩国市立川下中学校 教諭 笠松　佳代

26 外国語（英語） 宇部市立厚南中学校 教諭 清水　美登里

27 外国語（英語） 下関市立文洋中学校 教諭 マレル　由佳

28 道徳 下松市立久保中学校 教諭 尾辻　玲

29 地歴公民 県立宇部高等学校 教諭 林　克佳

30 理科 県立下関西高等学校 教諭 平井　利文

31 外国語（英語） 県立岩国高等学校 教諭 河口　真理子

32 家庭
県立西市高等学校・山口農業高等
学校西市分校

教諭 藤田　房江

33 工業 県立宇部工業高等学校 教諭 狩山　幸之

34 農業 県立山口農業高等学校 教諭 河口　晋

35 生徒指導 周南市立富田西小学校 教諭 齊藤　春美

36 生徒指導 柳井市立柳東小学校 教諭 森本　桂子

37 生徒指導 下関市立垢田小学校 教諭 荒川　正一

38 生徒指導 柳井市立柳井中学校 教諭 中重　昌樹

39 生徒指導 岩国市立東中学校 教諭 中村　高之

40 教育相談 周南市立富田中学校 教諭 山崎　幸恵

41 キャリア教育 萩市立旭中学校 教諭 安部　恵子

42
③学校体育、学校保健

　又は　学校給食 学校給食 山口市立二島小学校 栄養教諭 尾上　隆子

43 ④部活動 部活動指導 萩市立萩西中学校 教諭 栗木　聡

44 特別支援教育 周南市立徳山小学校 教諭 井上　真由美

45 特別支援教育 下関市立名池小学校 教諭 松下　嘉代

46 特別支援教育 宇部市立神原中学校 教諭 吉田　進

47 特別支援教育 下関市立川中中学校 教諭 原　小百合

48 特別支援教育 県立宇部西高等学校 教諭 青砥　英志

49 特別支援教育 県立防府総合支援学校 教諭 稗田　雅人

50 特別支援教育 県立山口南総合支援学校 教諭 宇佐川　佳子

51 幼保小連携 宇部市立小羽山小学校 教諭 吉本　真澄

52 学級経営 下関市立長府小学校 教諭 西村　充代

53 学級経営 長門市立向陽小学校 教諭 山根　幸恵

54 学級経営 宇部市立上宇部小学校 教諭 間惠　和美

55 地域連携 宇部市立西岐波小学校 教諭 丸山　登容子

56 地域連携 周南市立岐山小学校 教諭 倉光　範江

57 地域連携 県立小野田高等学校 教諭 青池　のぞみ
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⑥
その他学校教育

⑤
特別支援教育

②
生徒指導又は
  進路指導等

①
学習指導
【中学校】

①
学習指導

【県立学校】

①
学習指導
【小学校】


