
教職員情報　（平成30年5月1日現在）

（１）教職員数
専任教員数 43名　　（男24名　　女19名） 非常勤教員数 31名　　（男　14　名　　女　17名）
専任事務職員数 14名　　（男4名　　女10名） 非常勤事務員数 0名

スクールカウンセラー 1名　　（女1名）
（２）教員担当

役職 氏名 担当 関連業務歴（従事年数） 教育経験年数

常務理事 髙岡　信吾 専修学校教師（30年） 30

学院長 榊原　俊章 高等学校教員・校長（38年） 41

教務課長 難波　芳子 各種学校教師・介護福祉士（2年） 16

教務課長 中上　篤 プログラマー・専修学校助手（4年） 29

課長補佐 岩崎　千鶴 ブライダル業務・専修学校助手（4年7ヶ月） 8

課長補佐 原　雅彦 SEプログラマー・教師（27年3ヶ月） 24

学科長 中上　篤 科目担当 システム設計 プレゼンテーション実習 プログラマー・専修学校助手（4年） 29

学科長 井上　誠 2年 アルゴリズム概論 Ｖｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃ．Ｎｅｔ　 SEプログラマー（4年3ヶ月） 25

学科長 藤原　直樹 2年 C言語 ハードウェア概論 SEプログラマー（4年） 24

学科長 難波　芳子 科目担当 英会話 国語 各種学校教師・介護福祉士（2年） 16

学科長 松浦　登美子 2年 C言語 アルゴリズム SEプログラマー（7年） 16

学科長 結城　和子 1年 医療請求事務（医科） 医療制度 医療事務・専修学校助手（4年） 16

学科長 寺延　恵美子 科目担当 診療情報管理演習 国際統計分類法 診療情報管理士・大学等非常勤講師（31年5ヶ月） 16

学科長 渡部　千佳子 2年 判断推理 公務員リテラシー 高校教師（3年） 14

学科長 福家　道代 1年 デザイン実習 DTP実習 デザイナー（11年） 11

学科長 岩崎　千鶴 2年 ブライダルプロデュース ウェディングスペシャリスト実務 ブライダル業務・専修学校助手（4年7ヶ月） 8

学科長（補） 浅野　文章 1年 保険請求事務（医科） ガン登録 診療情報管理士・医療事務（6年7ヶ月） 4

教員 玉置　順一 3年 Ｗｏｒｄ実習 データベース実習 SEプログラマー（2年7ヶ月） 29

教員 鈴置　勝信 2年 Ｗｅｂデザイン実習 インターネット基礎 専修学校教員（28年） 29

教員 赤木　伸 科目担当 Ａｎｄｒｏｉｄ実習 PLC実習 SEプログラマー（6年5ヶ月） 28

教員 原　雅彦 1年 生物地学 数的推理 SEプログラマー・教師（27年3ヶ月） 24

教員 藤井　朋子 1年 接遇実習 親学 専修学校マナー教育講師（10年） 21

教員 菅原　洋介 1年 工業簿記 相続税法 専修学校教員（19年3ヶ月） 20

教員 森谷　郁恵 1年 Ｗｏｒｄ実習 秘書技能 専修学校事務（ＰＣ、キャリア担当）（17年1ヶ月） 17

教員 山本　美紀 1年副担 保育原理 発達心理学 短期大学/大学講師（14年） 15

教員 藤岡　勝利 2年 ビジネスアプリケーション Ｉｌｌｕｓｔｌａｔｅｒ＆Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ デザイナー/イラストレーター（15年） 14

教員 松田　満寿美 1年 サービス接遇 プレゼンテーション実習 ブライダル業務（9年8ヶ月） 12

教員 岡本　昌子 2年 保険請求事務（医科） デンタルアテンダント 医療事務インストラクター・専修学校助手（4年5ヶ月） 9

教員 鳴坂　圭介 2年 簿記会計 ＩＴパスポート 営業部・人事総務部（4年6ヶ月） 4

教員 土居　直美 3年 乳児保育 食育 保育士（9年） 4

教員 佐藤　沙季 科目担当 児童家庭福祉 青年心理学 保育士・幼稚園教諭（7年） 4

教員 伊藤　宏一郎 1年 システム設計概論 ソフトウエア概論 SEプログラマー（9年） 3

教員 妹尾　潤 1年 アルゴリズム概論 JAVA実習 SEプログラマー（9年） 3

教員 藤井　克俊 3年 Jａｖａ JSP/サーブレットⅡ SEプログラマー（3年） 2

教員 大森　晴行 2年 商業簿記 ＦＰ概論 市公園協会（12年3ヶ月） 2

教員 景政　美香 2年 診療情報管理演習 ドクターズクラーク 診療情報管理士・医療事務（5年9ヶ月） 2

教員 佐野　愛 2年 ホテル・ブライダル演習 パーソナルカラー ブライダル業務（8年） 2

教員 竹竝　智子 2年 保険請求事務（介護） 解剖学 医療事務（7年7ヶ月） 1

教員 熊澤　知子 3年 ＣＧ基礎 ゲーム制作 SEプログラマー（10年） 1

教員 石井　正人 2年 情報デザイン Ｉｌｌｕｓｔｌａｔｅｒ＆Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ デザイナー（8年） 1

教員 川西　ともみ 2年 音楽 身体表現 保育士（7年） 1

教員 中尾　藍 2年 子どもの保健 教育実習指導 保育士・幼稚園教諭（10年） 1

主担当科目等



役職 氏名 担当 関連業務歴（従事年数） 教育経験年数

教員 水上　貴博 1年 ゲーム制作 ソフトウエア概論 ゲームクリエイター（7年1ヶ月） 0

教員 武下　浩史 1年 数的推理 政治経済 塾講師・専門学校教師（12年9ヶ月） 12

教員 赤星　照護 1年 県立高校教師（3年10ヶ月） 2

教員 山本　隆之 科目担当 ＪＡＶＡ実習 システム開発 ＳＥプログラマー（10年10ヶ月） 0

教員 伊丹　稔博 1年 言語表現 障がい児保育 保育士・社会福祉施設（7年9ヶ月） 0

教員 三浦　進 科目担当 情報リテラシー Ｐｏｗｅｒ　Ｐｏｉｎｔ ＳＥプログラマー（28年9ヶ月） 0

講師 小坂田　佐弓 科目担当 教育方法論 短大講師/非常勤講師（24年1ヶ月） 32

講師 秋山　美千代 科目担当 小児保健実習 看護師（病院・社会福祉施設）（39年） 25

講師 小川　智子 科目担当 コミュ二ケーション実習 色彩概論 専修学校教師（23年1ヶ月） 25

講師 三宅　佳与 科目担当 ペン字 書道講師（15年） 19

講師 前川　哲也 科目担当 ＩＴパスポート 医療情報技師 医療事務（2年） 18

講師 永宗　教子 科目担当 フラワーアレンジメント演習 フラワーデザイナー（6年7ヶ月） 18

講師 河中　綾 科目担当 家庭支援論 専修学校助手（2年3ヶ月） 13

講師 難波　由華 科目担当 メイクアップ へアメイク・理容師（13年） 11

講師 藤原　なをみ 科目担当 色彩概論 高等学校/専修学校非常勤講師（3年） 10

講師 井上　美樹 科目担当 音楽 音楽教室講師（23年） 6

講師 三浦　佐代子 科目担当 HTML モバイルコンテンツ 各種学校講師・デザイナー（10年） 10

講師 中原　崇 科目担当 社会福祉 社会的養護内容 社会福祉施設・各種学校講師（17年） 4

講師 川口　光彦 科目担当 臨床医学各論A 医師（28年） 4

講師 瀧　正史 科目担当 臨床医学各論C 医師（45年） 3

講師 若林　潤一 科目担当 PHP MySQL SEプログラマー・経理（21年1ヶ月） 2

講師 佐藤　真佐子 科目担当 英会話 各種塾講師・各種学校講師（6年9ヶ月） 2

講師 澤田　望 科目担当 Webアクセシビリティ SEデザイナー（17年1ヶ月） 2

講師 小川　誠 科目担当 医師 1

講師 上島　佳二 科目担当 Webデザイン実習 デザイナー（7年） 1

講師 玉井　雅子 科目担当 Webデザイン Webマーケティング Webサイト制作（5年10ヶ月） 1

講師 柳井　由美子 科目担当 保育内容総論 保育実習指導 保育士・園長（39年） 1

講師 小林　武 科目担当 ゲーム開発（16年11ヶ月） 1

講師 川田　美由紀 科目担当 保険請求事務（調剤） レセプトコンピュータ実習 医療系パソコン講師・専修学校・短大講師 14

講師 西谷　卓也 科目担当 デザイナー（18年） 4

講師 大島　秀彰 科目担当 各種デザイン業務・デザインスタジオ経営 2

講師 長谷川　真樹 科目担当 専修学校教師・デザイン請負業務（21年） 21

講師 堀内　和葉 科目担当 専修学校講師（14年7ヶ月） 14

講師 森元　亜希子 科目担当 通訳、翻訳・民間英語教師（18年10ヶ月）　 0

スクールカウンセラー 西原　靖子 スクールカウンセラー 心理カウンセラー（15年）

主担当科目等


