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2021年度がスタート　―2021年度高教組本部執行体制
2021年度新採用のみなさん

今号の掲載内容（掲載順）

2021年度がスタート ― 2021年度高教組本部執行体制 ―
　2021年度がスタートし、今年も学校に新しい仲間を迎えるシーズンとなりました。学校では、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、例年とは異なるスタートとなっています。そのような中でも「子どもたちの学びを支えよう」と、多様
な職種の高教組の仲間たちがそれぞれの役割を担って日々がんばっています。その姿は子どもたちにとっては「働くモデ
ル」であり、私たち高教組の誇りでもあります。
　４月より新執行体制もスタートしました。希望をもって語ることのできる職場、子どもたちが光り輝く学校づくりのた
めに、皆さんとともに、高教組運動の前進のために精一杯力を注いで行きたいと思います。
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○第113回定期大会
　と　き：６月26日（土）　  ところ：大分県教育会館
○第499回中央委員会
　と　き：10月８日（金）　 ところ：大分県教育会館
○第500回中央委員会
　と　き：２月22日（火）　 ところ：大分県教育会館

○2021年度高教組体育大会
　と　き：10月17日（日）　 ところ：国速杵支部
○第69次教育研究大分県集会（県教研）
　と　き：10月30日（土）、11月７日（日）
　ところ：別府翔青高校　体育館（10月30日）
　　　　　大分県教育会館（11月７日）

＊2021年度　高教組　主要行事日程（予定）

【本部役員紹介】①出身分会　②分掌　③担当職組・専門部　④担当支部
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2021年度 新採用のみなさん
勤務校 名　前 教科・科目 勤務校 名　前 教科・科目 勤務校 名　前 教科・科目
中津南 安部　統己 地歴（世史） 別府翔青 小仲　桃佳 芸術（書道） 大分支援 佐藤　直弘 特支
中津南 野崎　大地 数学 別府翔青 佐藤　寧音 商業 大分支援 佐藤　直美 特支
中津北 雨川　涼佑 地歴（世史） 別府翔青 澤田　祥吾 情報 大分支援 佐藤　祥子 特支
中津北 和田　祐也 理科（化学） 別府支援 森　　良子 特支 大分支援 瀧澤　　圭 特支
中津北 竹中　健悟 保健体育 別府支援 工藤　靖子 特支 大分支援 松尾　　結 特支
中津北 中井　理央 養護教諭 別府支援 今村智香子 特支 大分支援 佐藤　智子 特支
中津東 大塚　健誠 数学 別府支援 川上　恭子 特支 大分支援 高山　有希 養護教諭
中津東 神田恒太郎 保健体育 別府支援 岡本　拓也 特支 玖珠美山 柳井　　彩 芸術（美術）
中津東 古賀　隆浩 工業（機械）南石垣支援 相原　　望 特支 日田 藤原　寛理 地歴（日史）
中津東 椎原　　遥 工業（電気）南石垣支援 廣瀬　　聡 特支 日田 挾間田　敬 理科（生物）
中津東 徳永　　哉 工業（土木）南石垣支援 荒金　詞音 特支 日田林工 高橋　宏征 英語
中津東 河野　　渚 商業 大分上野丘 有馬　菜月 国語 日田林工 中村　昌樹 工業（機械）

中津支援 塩月　作治 特支 大分上野丘 徳丸　大介 数学 日田林工 酒井　秀己 農業（実教）
中津支援 柳澤　果歩 特支 大分舞鶴 堀　　雅樹 数学 日田三隈 佐藤謙太郎 数学
中津支援 中尾美奈子 特支 大分舞鶴 泥谷　圭将 理科（化学） 日田三隈 安達　優善 保健体育
中津支援 安田　千夏 特支 大分舞鶴 宇野　敦也 保健体育 日田三隈 時津　真弘 英語
中津支援 内山　龍子 特支 大分舞鶴 宮脇　佑太 英語 日田支援 後藤　　栞 特支
中津支援 矢野　亜希 特支 大分雄城台 大友　由衣 地歴（日史） 日田支援 森次　　葵 特支

高田 築島　香織 国語 大分南 佐藤真紀子 英語 日田支援 古竹　咲和 特支
高田 金城　克礼 理科（生物） 大分南 坂元　太樹 福祉 三重総合 桑原　孝典 保健体育

宇佐産業科学 脇田　靖彦 数学 大分豊府 上田由貴子 国語 三重総合 塚本　憲代 英語
宇佐産業科学 岩尾　瑠衣 家庭 大分工業 中野　陽文 工業（電気） 三重総合 元木祐大朗 農業

安心院 藤本　広通 地歴（地理） 大分工業 佐々木裕司 工業（建築）久住高原農業 村上　貴剛 農業（実教）
安心院 永岡　広光 数学 大分工業 西川　大地 土木（実教） 竹田支援 小中　隆史 特支
安心院 渡辺　伸子 商業 大分商業 宮脇　照大 商業 竹田支援 岩渕　祐隆 特支
宇佐 小野　将吾 公民 大分西 築城　理惠 保健体育 竹田支援 宮田　侑揮 特支
宇佐 関　　麻海 数学 大分西 舘林　由樹 英語 竹田支援 工藤　里美 特支
宇佐 小野　敦美 英語 由布 髙橋　　香 英語 海洋科学 岩元　繁明 水産

宇佐支援 坂本沙也香 特支 由布支援 麻生　夏帆 特支 津久見 藤澤　友愛 数学
宇佐支援 坪井　久枝 特支 由布支援 得丸　　遥 特支 津久見 佐藤慎一郎 保健体育
宇佐支援 小林麻紀子 特支 由布支援 泊り由美子 特支 津久見 今村　光貴 芸術（音楽）
宇佐支援 北山　大志 特支 もう 平田　　傑 特支 津久見 今富　　瞳 英語
宇佐支援 清家　菜央 特支 新生支援 山中　由理 特支 臼杵支援 佐藤健太郎 特支

国東 岩崎　龍馬 国語 新生支援 安藤　奏子 特支 臼杵支援 油布　仁美 特支
国東 宮本　秀昭 理科（化学） 新生支援 佐藤亜弥子 特支 臼杵支援 姫野　ゆり 養護教諭
国東 永松　賢俊 英語 新生支援 豊田　智子 特支 佐伯鶴城 波多江空音 国語
国東 大津　春輝 工業（電気） 新生支援 流川　　建 特支 佐伯鶴城 上野　真子 理科（生物）
国東 阿部　理志 商業 大分鶴崎 千鳥　絵里 地歴（日史） 佐伯鶴城 高藤　詩央 英語
杵築 前岡　朋菜 国語 鶴崎工業 原　　歩実 工業（機械） 佐伯支援 野原　苑子 特支
杵築 直野　裕司 地歴（地理） 鶴崎工業 牧　久美子 工業（デザ） 佐伯支援 阿部　　汀 特支
杵築 築島　　巧 英語 鶴崎工業 藤本　啓子 工業（建築） 佐伯支援 森迫　　愛 特支

日出支援 尾前　朱加 特支 情報科学 岡松　伸弥 保健体育 佐伯支援 神原　一太 特支
別府鶴見丘 水呉　知史 国語 情報科学 宮脇　滉平 商業 ※ 支援学校採用の中には、義務制採用

者を含みます。別府鶴見丘 佐藤　君枝 数学 大分東 芳賀　智仁 農業
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