
期生 番号 氏　　　名 ふりがな 所　　属

1 相本　雄一郎 あいもと　ゆういちろう 社会福祉法人大分県社会福祉事業団 　糸口第二厚生園

2 穴井　由美子 あない　ゆみこ キッズアカデミー保育園

3 阿部　京子 あべ　きょうこ からだの教室　Ｌａｕｇｈ

4 池田　緑 いけだ　みどり 大分市役所　子育て支援課

5 越智　芳子 おち　よしこ 社会福祉法人別府発達医療センター　児童発達支援センターこじか園

6 鹿島　清子 かしま　きよこ

7 神田　みよ かんだ　みよ

8 塩入　智加 しおいり　ちか 社会福祉法人みのり村　みのり学園

9 佐々木　多江子 ささき　たえこ

10 佐藤　庸子 さとう　ようこ 大分市立宗方小学校

11 高橋　秀子 たかはし　ひでこ 大分市教育センターエデュサポートおおいた

12 宮崎　景子 みやざき　けいこ

13 宮本　久美子 みやもと　くみこ 社会福祉法人別府発達医療センター　地域支援センターほっと

14 森　裕佳 もり　ゆか 大分市立大東中学校

15 渡辺　香織 わたなべ　かおり NPO法人さんぽ　こども発達支援センターあ～く

16 秋月　正博 あきづき　まさひろ 社会福祉法人萌葱の郷　ライフサポートセンターなごみ園

17 姫野　康成 ひめの　こうせい

18 石川　恵利 いしかわ　えり 社会福祉法人　真珠園

19 市口　朋子 いちぐち　あきこ 大分県立宇佐支援学校

20 櫻井　志保 さくらい　しほ 社会福祉法人大分県社会福祉事業団 　糸口学園

21 大久保　秀子 おおくぼ　ひでこ 別府市放課後児童クラブ　南子育て仲良しクラブ

22 奥田　展代 おくだ　ひろよ チャイルドラインおおいた

23 菊地　祥江 きくち　よしえ 社会福祉法人みずほ厚生センター　こどもﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽあらかし

24 久保　英之 くぼ　ひでゆき 社会福祉法人大分県事業団　糸口第二厚生園

25

26 近藤　利恵 こんどう　としえ 社会福祉法人三重福祉会　三重東こども園

27 佐藤　祐子 さとう　ゆうこ 豊後大野市立朝地小学校

28 佐保　真由美 さほ　まゆみ 豊後大野市立三重東小学校

29

30 志賀　喜美子 しが　きみこ 大分県自閉症協会

31 重岡　尚子 しげおか　なおこ 宇佐市立四日市南小学校

32 首藤　淳子 しゅとう　じゅんこ 別府隣保館保育園

33 角　稚珠子 すみ　ちずこ 大分県立鶴崎工業高等学校

34 高畑　真理 たかはた　まり 大分県立大分支援学校

35 伊達　直美 だて　なおみ 大分市立賀来小中学校

36 仲野　照代 なかの　てるよ 佐伯市教育支援センター「グリーンプラザ」

37 鶴見　めぐみ つるみ　めぐみ 社会福祉法人県南福祉会　さつき園小島

38 藤田　真由美 ふじた　まゆみ 社会福祉法人聖母の騎士会　潔き聖母の家

39

40 村田　広子 むらた　ひろこ 地域子育て支援センター　にじのひろば

41 海口　廣子 うみぐち　ひろこ 海口福祉事務所

42 森崎　洋子 もりさき　ようこ 大分県立大分支援学校

43 野上　恵子 のがみ　けいこ 大分県自閉症協会

44 佐藤　任孝　 さとう　ひでたか 大分県発達障がい者支援センター　ECOAL

45 足立　朋子 あだち　ともこ 社会福祉法人アップルミント　ヘルパーステーション

46 若林　智恵　　　 わかばやし　ちえ 大分県立佐伯支援学校

47 板井　光代 いたい　みつよ 大分市立稙田東中学校はばたき分校

48

49 栗林　久美 くりばやし　ひさみ 国東市立オレンジ保育所

50

51 廣瀬　政明 ひろせ　まさあき 社会福祉法人紫雲会　本城苑作業所Beハウス

52

53 赤坂　美保 あかさか　みほ 社会福祉法人大分県社会福祉事業団　糸口通勤寮
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54

55 井上　尚人 いのうえ　なおと NPO法人グッドイナフの会

56 岩川　幸造 いわかわ　こうぞう 株式会社EC　児童デイサービス　トライアングル

57 大原　聖子 おおはら　せいこ 社会福祉法人大野福祉会　おおのルンビニこども園

58 小嶋　美佳 こじま　みか 社会福祉法人秀渓会　いきいきっこクラブ

59 木付　一音 きつき　かずね 玖珠町立森中学校

60

61 後藤　寿美枝 ごとう　すみえ 別府市立石垣小学校

62 後藤　昌代 ごとう　まさよ 豊後大野市立新田小学校

63 末田　まゆみ すえだ　まゆみ 豊後高田市地域総合支援センター

64 須賀　敏子 すが　としこ 社会福祉法人みのり村　児童発達支援センター「プリンちゃん」

65 栃原　美紀子 とちはら　みきこ

66 長野　善洋 ながの　よしひろ 社会福祉法人藤本愛育会　大分こども発達支援センターつばさ学園

67 西畑　俊美 にしはた　としみ

68 橋本　純子 はしもと　じゅんこ NPO法人グッドイナフの会

69 藤沢　晴美 ふじさわ　はるみ 社会福祉法人みずほ厚生センター　あらかしの園

70 松原　映子 まつばら　えいこ 株式会社はらだ福祉サービス　こどもデイサービスポピー

71 三浦　厚子 みうら　あつこ 大分県立佐伯支援学校

72

73 三重野　由子 みえの　よしこ

74 森若　達哉 もりわか　たつや 学校法人吉田学園　認定子ども園　ことぶき幼稚園

75 幸　佳代 ゆき　かよ 大分市立金池小学校

76 渡邉　太郎 わたなべ　たろう

77 阿部　美佳 あべ　みか

78 長岡　孝宣 ながおか　たかのぶ 正光保育園

79

80 立石　妃恵 たていし　よしえ 大分市立寒田小学校

81 波多野　秀子 はだの　ひでこ

82

83 武生　智子 たけお　ともこ 佐伯市立鶴見中学校

84 三股　裕子 みまた　ゆうこ 社会福祉法人大分県社会福祉事業団　大分県なおみ園

85 牟田　敬子 むた　けいこ るりいろ保育園

86

87 岩尾　梨加 いわお　りか 社会福祉法人泰生会　GHリベラホーム　おぐら

88 清野　太蔵 きよの　たいぞう 社会福祉法人幸福会

89 清松　順子 きよまつ　じゅんこ 社会福祉法人秀渓会　障害者生活支援センタータイレシ

90 釘宮　由紀子 くぎみや　ゆきこ 大分市保健所

91 小長　恵 こちょう　めぐみ

92

93 佐藤　初美 さとう　はつみ 大分市役所長寿福祉課

94 髙山　ひとみ たかやま　ひとみ 学校法人いずみヶ丘学園　しいのみこども園

95 田中　一旭 たなか　かずてる 社会福祉法人みんなの広場とんとん　こども発達支援センターもも

96 谷口　由美 たにぐち　ゆみ 佐伯市教育支援センター「グリーンプラザ」

97 土屋　比佐美 つちや　ひさみ 社会福祉法人大分県社会福祉事業団

98 奈良　真由美 なら　まゆみ 大分労働局

99 羽田野　やよい はたの　やよい 豊後大野市立三重中学校

100 玉ノ井　貴子 たまのい　たかこ 社会福祉法人大分県福祉会　児童養護施設森の木

101 堀　美保子 ほり　みほこ

102 本徳　光雄 ほんとく　みつお 社会福祉法人大分県社会福祉事業団　渓泉寮

103

104 森　敦 もり　あつし 社会福祉法人藤本愛育会　つばさ学園

105 若林　美奈子 わかばやし　みなこ 社会福祉法人希望の森　エバーグリーン

106 穴井　靖彦 あない　やすひこ 社会福祉法人大分県社会福祉事業団　日田はぎの園

107 内田　千恵美 うちだ　ちえみ 学校法人得丸学園　宮河内幼稚園
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108 梶原　なおみ かじわら　なおみ 中津市医師会　中津ファビオラ看護学校

109 下村　正成 しもむら　まさなり

110 高橋　美貴 たかはし　みき 社会福祉法人県南福祉会　児童発達支援センター　つぼみ

111

112 武宮　律子 たけみや　りつこ 大分県社会福祉士会

113 恒任　珠美 つねとう　たまみ 九重町立南山田小学校

114 若林　靖幸 わかばやし　やすゆき 社会福祉法人希望の森　エバーグリーン

115 栁田　知絵 やなぎだ　ちえ 医療法人謙誠会　博愛病院

116 木下　祐市 きのした　ゆういち 社会福祉法人萌葱の郷　障害福祉サービス事業所どんこの里いぬかい

117 中島　健博 なかしま　たけひろ 社会福祉法人秀渓会　　障害者生活支援センタータイレシ

118 江口　栄二 えぐち　えいじ 後藤医院

119 坂本　恵理 さかもと　えり NPO法人さんぽ　こども発達支援センター　あ～く

120 石松　聡美 いしまつ　さとみ 社会福祉法人すぎのこ村　Beeすけっと

121 八田　理奈 やつだ　りな 医療生協　子育て・療育支援センターきらり

122 小袋　照美 おぶくろ　てるみ 子ども発達支援センター「銀河」

123 中島　妙美 なかしま　たえみ 大分県青少年自立支援センター

124 阿部　奈美 あべ　なみ 社会福祉法人別府発達医療センター　ひばり園

125 阿南　新一 あなん　しんいち 社会福祉法人聖母の騎士会　潔き聖母の家

126

127 林田　千鶴 はやしだ　ちづる

128 古長　俊亜 こちょう　としあ 大分県立新生支援学校

129 坂本　香織 さかもと　かおり 社会福祉法人すぎのこ村　ひばり～ヒルズ

130 園田　和則 そのだ　かずのり

131 豊田　聡恵 とよだ　さとえ 社会福祉法人博愛会　博愛地域総合支援センター・大分プラザ

132 中村　江里子 なかむら　えりこ さくら保育園

133 廣岡　由香 ひろおか　ゆか ＮＰＯ法人支援ハウス豊さん家　こどもデイサービスひまわり

134 藤本　美樹 ふじもと　みき 社会福祉法人共生荘　障がい者サポートセンター三角ベース

135 渡辺　幸恵 わたなべ　さちえ

136

137 安部　祐輔 あべ　ゆうすけ 医療法人謙誠会　博愛こども成育医療センター

138 吹田　まどか ふきた　まどか

139 舎川　正和 とねがわ　まさかず 合同会社　あこいや

140 太田　宏子 おおた　ひろこ 大分市立稙田東中学校

141 合田　紀子 ごうだ　のりこ 社会福祉法人萌葱の郷　こども発達・子育て支援センターなかよしひろば

142 小林　秀綱 こばやし　ひでつな 社会福祉法人杉の木会　杉の木園

143 板井　幸治 いたい　こうじ 社会福祉法人みずほ厚生センター　四季の郷

144 大塚　さとみ おおつか　さとみ 大分県社会福祉士会

145 岡田　美希 おかだ　みき 別府市立内竈保育所

146 小林　育子 こばやし　いくこ 学校法人別府大学　境川保育園

147 宿利　萌 しゅくり　もえ NPO法人さんぽ　こども相談支援センターのあ

148 髙木　亮佑 たかき　りょうすけ NPO法人銀河鉄道　

149 高木　美帆 たかぎ　みほ 社会福祉法人社会福祉事業団　大分県のぞみ園

150 多田　弥生 ただ　やよい 社会福祉法人萌葱の郷　こども発達支援センター大分なごみ園

151

152 新納　梨香 にいの　りか 大分県立大分支援学校

153 西田　亜耶奈 にしだ　あやな 社会福祉法人秀渓会

154 野依　厚恵 のより　あつえ 社会福祉法人暁雲福祉会八風園　放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ「風の子クラブ」　

155 原田　美奈子 はらだ　みなこ 社会福祉法人杉の木会　第二杉の木園

156 古川　高 ふるかわ　たかし 大分市立賀来小中学校

157 宮本　真美 みやもと　まみ 社会福祉法人別府発達医療センター

158 山本　修司 やまもと　しゅうじ 社会福祉法人杵築・速見のぞみ会　障害福祉サービス事業所　樹の実園

159 村谷　久美子 むらや　くみこ 大分県立由布支援学校

160

161 内尾　由利子 うちお　ゆりこ 大分県立宇佐支援学校
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162 河野　拓 こうの　たく 緑ヶ丘こども園

163 井芹　真次 いせり　しんじ 向陽学園

164

165

166 大谷　健一 おおたに　けんいち 社会福祉法人みのり村　白萩園

167 岡部　裕美子 おかべ　ゆみこ つぼみ保育園

168 北林　京子 きたばやし　きょうこ 玖珠町立塚脇小学校

169 後藤　幹雄 ごとう　みきお 社会福祉法人博愛会　第二博愛寮

170 後藤　美穂 ごとう　みほ 社会福祉法人萌葱の郷　豊後大野子育て総合支援センターゆうゆうキッズ

171 定平　佳子 さだひら　よしこ 社会福祉法人とんとん　こども発達支援センターもも

172 佐藤　直子 さとう　なおこ 大分県立大分東高等学校

173 関戸　恵子 せきど　けいこ 日本文理大学

174 谷川　加代子 たにがわ　かよこ 社会福祉法人子ども未来ネット弥生　にじいろこども園

175 稲摩　美保 とうま　みほ 社会福祉法人三重福祉会　すがおこども園

176 禿末　郁子 とくすえ　いくこ

177 冨田　利恵 とみた　りえ 障がい者ケアサポートセンター愛・愛

178 中尾　恭子 なかお　きょうこ 大分県立新生支援学校

179 長田　啓子 ながた　けいこ 大分障害者職業センター

180 平松　伸一 ひらまつ　しんいち 大分県立別府支援学校

181 深瀬　雅子 ふかせ　まさこ

182 宮本　由紀 みやもと　ゆき 社会福祉法人慈育会　封戸保育園

183 山城　渚　 やましろ　なぎさ

184 野上　悦生 のがみ　えつお 社会福祉法人萌葱の郷　　障害者支援施設めぶき園

185 藤原　恵美 ふじわら　えみ

186 溝口　美和 みぞぐち　みわ 社会福祉法人大分県社会福祉事業団　地域総合支援センターどんぐり３

187 竹長　イツ子 たけなが　いつこ

188 渡邉　紀暁 わたなべ　のりあき 社会福祉法人萌葱の郷　　障害者支援施設めぶき園

189 河合　良子 かわい　りょうこ 佐伯民生福祉会　みなみ保育園

190 穴井　志穂 あない　しほ 社会福祉法人光輪福祉会　たかすこども園

191 上野　雅代 うえの　まさよ 大分県立津久見高等学校

192 後藤　智昭 ごとう　ともあき 社会福祉法人みずほ厚生センター　ジョブサポートあらかし商会

193 後藤　美樹 ごとう　みき 社会福祉法人長清会　ももえだこども園

194 佐藤　友果 さとう　ゆか 社会福祉法人暁雲福祉会　放課後等デイサービス「風の子クラブ」

195

196 竪谷　香生梨 たてや　かおり ＮＰＯ法人銀河鉄道

197 田原　優子 たはら　ゆうこ 宇佐市地域子育て支援拠点　とよかわchildはうす　わくわく

198 田中　哲史 たなか　てつし 社会福祉法人みのり村　みのり学園児童発達支援センター「プリンちゃん」

199

200

201 野見山　和 のみやま　かず 鹿児島保護観察所

202 丸尾　康子 まるお　やすこ 別府市立鶴見保育所

203 右田　幸平 みぎた　こうへい 大分県立日出支援学校

204 山森　ゆかり やまもり　ゆかり 社会福祉法人豊海会　地域生活支援センターとよみ園

205 湯浅　万里 ゆあさ　まり 九重町立東飯田小学校

206 一色　翔太 いっしき　しょうた 社会福祉法人別府発達医療センター　地域支援センターほっと

207 後藤　伸二 ごとう　しんじ 大分県発達障がい者支援センターECOAL

208 時枝　圭子 ときえだ　けいこ 社会福祉法人大分県福祉事業団　大分県糸口第二厚生園

209 坂口　洋子 さかぐち　ようこ 大分県中高年齢者就業支援センター

210 佐藤　瑠美 さとう　るみ 社会福祉法人海辺福祉会　海辺保育園

211 廣瀬　幸恵 ひろせ　さちえ 大分市保健所西部保健福祉センター　野津原健康支援室

212 永松　謙一 ながまつ　けんいち 医療法人謙誠会　博愛病院

213

214 黒木　弘子 くろき　ひろこ One's Way

215 瀬口　裕司 せぐち　ひろし 社会福祉法人育心会　障害者支援施設コスモス

8

HP掲載未承諾

HP掲載未承諾

9

HP掲載未承諾

HP掲載未承諾

HP掲載未承諾

HP掲載未承諾



216 福田　和彦 ふくだ　かずひこ 社会福祉法人萌葱の郷  放課後等デイサービス戸次なごみ園

217 丹生　朱美 にゅう　あけみ 社会福祉法人萌葱の郷　障害福祉サービス事業所どんこの里いぬかい


	HP掲載用

