
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

富山県教組 青年部役員紹介        
202２年度の各地区(区域)・特別支援学校支部各分会の青年部長のみなさんを紹介します。（裏面） 

県青年部長は 野崎 悦之 さん（氷見市朝日丘小学校）です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

役職 地区 名前 学校名 役職 地区 名前 学校名

県部長 氷　見 朝日丘小学校 野崎　悦之 小矢部 大谷中学校 杉森　太一

朝　日 あさひ野小学校 高澤　朋美 砺　波 鷹栖小学校 荒井　光貴

入　善 上青小学校 目澤　俊平 南砺東 南砺つばき学舎 澤川　雄太

黒　部 黒部中央小学校 朝倉　貴泰 南砺西 福光中部小学校 中島　昇平

魚　津 清流小学校 大森　玲央 特別支援 にいかわ総合支援学校 小島　麻衣子

滑　川 滑川西部小学校 島田　友里恵 特別支援 富山総合支援学校 内村　壮

上　市 宮川小学校 二川　愛 特別支援 高岡支援学校 中川　真希

立山・舟橋 立山北部小学校 後藤　友梨菜 特別支援 こまどり支援学校 金原　明希

富　山 堀川中学校 高村　彰吾 特別支援 しらとり支援学校 小森　知永美

婦中・山田 宮野小学校 菊地　若奈 特別支援 となみ東支援学校 針原　慶子

富山南部 杉原小学校 古木　知佳 特別支援 となみ総合支援学校 中村　樹生

射　水 堀岡小学校 澤野　豊

高　岡 国吉義務教育学校 高辻　竜成

氷　見 朝日丘小学校 野崎　悦之

担当執行委員：市川 義浩　担当書記：上杉 りか

日教組青年部常任委員：音川小学校　山崎　卓也
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青年部員用です。 ※今年度、36 歳になられる方まで 

 青年部だから気付くこと、青年部だから言えること、青年部だからできること 

 青年部の力が何かを変え、動かすかもしれない。そのために、仲間を増やしていこう。 

 

青年部長からのメッセージ 
 

青年部の先生方（もしかしたら、そうではない方もお 

られるかもしれませんが）初めまして今年度富山県教組 

青年部長になった野崎です。今回、このような大役を１ 

年間やり遂げることができるのか非常に不安に思ってい 

ますが、一生懸命がんばりますので、よろしくお願いし 

ます。  

 さて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って学校現 

場にも様々な影響がありました。私の勤務校でも、「例年 

通り」という言葉がほとんど使えなくなるほど様々な行事や活動に変更が求められるように

なりました。そのため、昨年度までの活動を「振り返り、反省し、計画を練り直す」ことを

頻繁に行っていくことになりました。このことで、非常に負担感が増したと感じる一方で、

良い面もあったのではないかと感じています。それは、今まで「当たり前」「常識」「当然」

等と思っていたことを見直すチャンスになったということです。それは、子どもたちが行う

行事や活動だけではありません。先生方が本当に行うべき仕事を見極めていくチャンスだと

思います。  

気付いたら、夕方になっていたということを、私はよく経験します。忙しくて自分に余裕

がなくなると、授業の質や子どもたちへの声かけの質も下がってしまうと思います。これか

らの社会を担う子どもたちのために、様々なとりくみを行っていくことは変わりないです

が、その子どもたちを育てる私たち教職員を守るために改善すべきところは改善していきま

しょう。一人一人の声は小さいかもしれません。また、言ったとしても変わらないこともあ

ります。しかし、言わなければ変わりません。みなさんが日々過ごされていて気付いたこと

を広げていきましょう。そんな時の組合だと思います。一生懸命がんばりますので、１年間

どうぞよろしくお願いします。 

県青年部長 野崎
の ざ き

 悦之
え つ し

さん 
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ご意見・ご感想は、下記までご連絡ください。 
富山県教職員組合 

ＴＥＬ (076) 441－4451 携帯 080-6350-2834 ＦＡＸ (076) 441－3910 
Ｍａｉｌ：ttu＠room.ocn.ne.jp            青年部担当 市川・上杉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年度の青年部長の皆さん （5 月 27 日青年部長会にて） 

＜各地区(区域)・特別支援学校支部各分会の青年部長名簿（敬称略）＞  

一年間よろしくお願いします！ 

役職 地区 名前 学校名 役職 地区 名前 学校名

県部長 氷　見 朝日丘小学校 野崎　悦之 小矢部 大谷中学校 杉森　太一

朝　日 あさひ野小学校 高澤　朋美 支部長 砺　波 鷹栖小学校 荒井　光貴

入　善 上青小学校 目澤　俊平 南砺東 南砺つばき学舎 澤川　雄太

黒　部 黒部中央小学校 朝倉　貴泰 南砺西 福光中部小学校 中島　昇平

魚　津 清流小学校 大森　玲央 支部長 特別支援 にいかわ総合支援学校 小島　麻衣子

滑　川 滑川西部小学校 島田　友里恵 特別支援 富山総合支援学校 内村　壮

上　市 宮川小学校 二川　愛 特別支援 高岡支援学校 中川　真希

立山・舟橋 立山北部小学校 後藤　友梨菜 特別支援 こまどり支援学校 金原　明希

支部長 富　山 堀川中学校 高村　彰吾 特別支援 しらとり支援学校 小森　知永美

婦中・山田 宮野小学校 菊地　若奈 特別支援 となみ東支援学校 針原　慶子

富山南部 杉原小学校 古木　知佳 特別支援 となみ総合支援学校 中村　樹生

支部長 射　水 堀岡小学校 澤野　豊

高　岡 国吉義務教育学校 高辻　竜成

氷　見 朝日丘小学校 野崎　悦之

担当執行委員：市川 義浩　担当書記：上杉 りか

日教組青年部常任委員：音川小学校　山崎　卓也


