
教職員情報 （令和4年5月1日現在)
(1)教職員数

専任教員数 42 名  (男　26名　女　16名） 非常勤教員数 33名  (男　17名　女　16名）

専任事務職員数 17 名  (男　5名　女　12名） 非常勤事務職員数 0名
スクールカウンセラー 1名  (男　0名　女　1名）

(2) 教員担当

役職 氏　名 担当学科 担当学年 関連実務（従事年数） 本校実務年数（職員）

教務次長 岩﨑　千鶴 ウエディングスペシャリスト ブライダルプロデュース イベントプロデュース ウエディングプロデューサー（4年） 12

教務課長 渡部　千佳子 公務員・公務員速修 1年 高校講師(3年) 16

教務課長補佐 伊藤　宏一郎 情報スペシャリスト 2年 PHP WEBサイト制作Ⅰ、Ⅱ Webアプリケーション開発 SEプログラマー(8年) 7

教務課長補佐 結城　和子 診療情報管理士 1年 医療保険制度 ドクターズクラーク 医療事務(1年10ヶ月) 20

グローバル推進室長 難波　芳子 国際ITｼｽﾃﾑ 3年 英会話 多文化共生保育 英会話教室教師（3年）・日本語教師（1年）・保育士・介護福祉士(3年） 20

学科長 中上　篤 CGデザイン学科 2年 情報処理入門 情報リテラシー SEプログラマー（2年） 33

学科長 岡本　昌子 医療福祉事務 1年 医療事務インストラクター(4年) 13

学科長 土居　直美 保育 2年 乳児保育Ⅰ 食育Ⅱ 保育実技 保育士（9年) 8

学科長代理 鳴坂　圭介 データマーケター 2年 データ分析演習 データ分析 営業部・人事総務部(4年6ヶ月) 8

学科長代理 石井　正人 ネット・動画クリエイター 2年 Illustrator & Photoshop 企画プレゼンテーション Webデザイン実習 デザイナー(7年) 5

学科長代理 法華　秀幸
ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ、ｹﾞｰﾑﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾏｰ 1年 アルゴリズム概論Ⅰ Ｃ言語Ⅰ SEプログラマー(3年)、研修講師（2年） 2

学科長代理 菅原　洋介 経営アシスト 1年 工業簿記Ⅰ、Ⅱ マーケティングⅠ、Ⅱ マーケティング部門(2年）、総務・経理（2年）、経営企画室（4年） 5

学科長代理 山下　達也 国際ITシステム 1年、2年 パプアニューギニア高校教員（2年）、日本語学校教員（6ヶ月） 3

学科長補佐 藤井　克俊 情報スペシャリスト 1年 JAVA実習Ⅱ モバイルアプリケーション演習・制作テスト技法 SEプログラマー(4年) 6

学科長補佐 妹尾　潤 情報システム 2年 コンピュータ概論Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ システム開発概論Ⅰ SEプログラマー(8年6ヶ月) 7

学科長補佐 浅野　文章 診療情報管理士 2年 医療管理各論Ⅰ・Ⅱ がん登録概論 診療情報管理士・医療事務(6年6ヶ月) 8

教員 岡本　和也 情報スペシャリスト 3年 NW/セキュリティⅡ NW/セキュリティⅢ システム営業 2

教員 宇野　光司 情報スペシャリスト 2年 JAVAⅠ、Ⅱ アルゴリズム概論Ⅰ、Ⅱ コンピュータ概論Ⅰ SEプログラマー(10年8ヶ月) 1

教員 田中　優平 情報スペシャリスト １年 プログラミングⅠ アルゴリズム概論 SEプログラマー(5年) 0

教員 藤原　直樹  情報システム 1年 コンピュータ概論 情報リテラシー 情報処理技術者Ⅰ SEプログラマー(9年) 28

教員 赤木 　伸 情報システム 2年 LinuxⅠ、Ⅱ ロボコンⅠ PLC実習 SEプログラマー(8年) 32

教員 熊谷　成則 情報系 科目担当 VB・プログラミング 演習 アルゴリズム概論Ⅰ コンピューターシステムⅠ SEプログラマー(15年4ヶ月) 0

教員 森谷　郁恵 データマーケター 1年 専修学校事務（PC,キャリアサポート）（17年） 21

教員 鈴置　勝信 ネット・動画クリエイター 1年 動画制作実習 ３D実習 カメラ実習 ３DCG映像制作業務(20年) 5

教員 玉置　順一 
ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ、ｹﾞｰﾑﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾏｰ ３年 情報セキュリティ システム制御演習 CAD演習 SEプログラマー(2年6ヶ月) 34

教員 井上　 誠
ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ、ｹﾞｰﾑﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾏｰ 2年 コンピュータ概論Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C言語実習Ⅰ SEプログラマー(4年) 29

教員 松浦　登美子 ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ、ｹﾞｰﾑﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾏｰ 3年 C+++実習 Java実習Ⅱ SEプログラマー(8年) 20

教員 藤岡　勝利 CGデザイン 1年 Illustrator演習基礎 Photoshop演習基礎 デッサンⅠ デザイナー・イラストレーター(12年) 18

教員 大森　晴行 経営アシスト 2年 商業簿記Ⅰ、Ⅱ 経理実務 　 市公園協会(13年)、財務・経理（5年） 6

教員 入江　奏 医療福祉事務 1年 医療事務（3年9ヵ月） 2

教員 冨川　真也 医療福祉事務 ２年 医療秘書 ドクターズクラーク演習 診療報酬演習 医療事務・病棟クラーク（19年７ヵ月） 1

教員 矢ケ﨑　忍 医療福祉事務 ２年 医療保険制度 コミュニケーション技法 レセプト演習 医療事務・病棟クラーク（7年11ヵ月） 1

教員 小野　美穂子 医療福祉事務 科目担当 病棟クラーク（8年） 0

教員 武下　浩史 公務員・公務員速修 2年 学習塾講師（12年） 4

教員 今城 直也 公務員・公務員速修 1年 公務員リテラリーⅠ 公務員リテラシーⅡ 文書実務 ホテル業務（21年6ヶ月） 3

教員 高橋　正太 公務員・公務員速修 1年 幼稚園教諭（8年） 3

教員 坂本　恵 ホテル・ブライダル １年 ドレスコーディネーター実務 ホテル・ブライダル演習Ⅰ ユニバーサルサービス ブライダル業務（６年） 1

教員 土師　あやか ホテル・ブライダル ２年 ウエディングプランナー ブライダル・コーディネート ウエディングプランナー８年 1

教員 小野　高義　 診療情報管理士 ３年 実務 医療管理各論Ⅲ 健康医療情報学 病院勤務（15年9ヶ月） 2

教員 友實　薫衣 保育 １年 児童文化 食育Ⅰ 教育課程総論 幼稚園教諭（14年） 0

教員 伊丹　稔博 保育 ３年 施設実習指導 介護概論 介護福祉士（7年）サービス管理提供責任者(就労)3年 4

教員 松田　満寿美 科目担当 ブライダル業務(9年8ヶ月) 16

講師 若林　潤一 情報スペシャリスト・国際ITシステム 科目担当 PHP データベースⅡ Javaﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ演習Ⅱ 7

講師 佐藤　真佐子 情報系 科目担当 英会話 ゲーム業界英語 各種塾講師・各種学校講師(6年9ヶ月） 6

講師 藤浦　理恵 情報システム 科目担当 Java実習 システム開発 4

講師 小野　晋二 情報システム 科目担当 VisualBasic.Net実習 テスト技法 SEプログラマー(33年5カ月) 4

講師 小林　武 ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ、ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ 科目担当 ゲームプランナー実習 ゲーム開発(16年) 5

講師 西　諒馬 ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ、ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ 科目担当 ゲームプランナーⅠ ゲームプランナー演習 数学リテラシー ゲーム(9年) 1

講師 向井　一 ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ、ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ 科目担当 Illustrater実習 4

講師 長谷川　真樹 ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ、ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ 科目担当 ＭＡＹＡ実習Ⅰ アニメーション実習 4

講師 清水　公浩 ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ、ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ 科目担当 ゲーム制作実習Ⅱ Webデザインリテラシー CG応用 2

講師 小山　鉱明 ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ、ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ 科目担当 Maya基礎 ゲームグラッフィク 3Dモデリング演習 ３DCDアニメーター(4年9カ月) 0

講師 安藤　一生 CGデザイン 科目担当 DTP実習 デザイン実習応用 2

講師 山本　里志 CGデザイン 科目担当 マーケティング グブランディング 会社経営(7年7カ月) 0

講師 三浦　佐代子 ネット・動画クリエイター 科目担当 HTML・CSS実習 Webプログラミング 各種学校講師・デザイナー(10年) 5

講師 澤田　望 ネット・動画クリエイター 科目担当 Webアクセシビリティ 5

講師 長野 紘貴 ネット・動画クリエイター 科目担当 HTML制作演習Ⅱ CMS演習 2

講師 冨田　理絵 ネット・動画クリエイター 科目担当 カメラ実習 フォトグラファー、写真科講師(30年) 0

講師 梶田　康生 データマーケター 科目担当 ビジネスプランニング システム関連企業（23年）大学非常勤講師（4年） 5

講師 北牧　諒輔 データマーケター 科目担当 サービス運用分析 0

講師 堀内　和葉 経営アシスト 科目担当 商業簿記 所得税法 法人税法 税理士事務所勤務 4

講師 守井　照久 経営アシスト 科目担当 未来会計学 税理士事務所勤務 4

講師 南渕　憲生 公務員・公務員速修 科目担当 分野別特講（体育） フィットネスクラブ勤務（33年）パーソナルトレーナー（2年） 4

講師 荒木　美英子 公務員・公務員速修 科目担当 塾講師（13年） 2

講師 永宗　教子 ホテル・ブライダル 科目担当 ﾌﾗﾜｰｱﾚｼﾞﾒﾝﾄ演習 フラワーデザイナー(6年7ヶ月） 22

講師 難波　由華 ホテル・ブライダル 科目担当 フォーラムメイク ブライダルビューティー ヘアメイク・理容師(13年) 10

講師 寺延　美恵子 診療情報管理士 科目担当 診療情報管理演習Ⅰ 診療情報管理Ⅱ 診療情報管理演習Ⅱ 大学非常勤講師（31年） 8

講師 田中　裕子 医療福祉事務 科目担当 保険請求事務（調剤） 保険請求事務（介護） デンタルアテンダントⅡ 介護福祉士・非常勤講師（10年） 2

講師 小坂田　佐弓 保育 科目担当 短大講師/非常勤講師(24年1ヶ月) 34

講師 髙岡　純子 保育 科目担当 専修学校教員(2年) 27

講師 井上　美樹 保育 科目担当 音楽教室講師(23年) 10

講師 中原　崇 保育 科目担当 社会福祉士施設・各種学校講師(17年) 6

講師 柳井　由美子 保育 科目担当 保育所実習指導Ⅰ 幼児への特別な支援 保育士・園長(39年) 5

講師 三宅　佳与 全学科 科目担当 ペン字 書道講師(15年) 9

スクールカウンセラー 西原　靖子 全学科 スクールカウンセラー 心理カウンセラー(15年) 6

実務経験による授業科目


