
教職員情報 （令和元年6月1日現在)

(1) 教職員数
専任教員数　 非常勤教員数 35名　（男15名　女20名）
専任事務職員数 非常勤事務員数 0名

スクールカウンセラー
(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）

常務理事 髙岡　信吾 専修学校教師(29年) 31

学院長 榊原　俊章 高等学校教員・校長(38年) 42

教務課長 難波　芳子 保育、国際ITｼｽﾃﾑ 1年、2年、3年 英会話Ⅰ 介護概論 英会話教室教師（3年）・介護福祉士（3年)、日本語教師 17

教務課長 中上　篤 保育、ITﾋﾞｼﾞﾈｽ 1年 情報処理入門 情報リテラシー SEプログラマー（2年） 30

課長補佐 岩﨑　千鶴 ホテル・ブライダル １年、２年 ウエディングスペシャリスト ブライダルプロデュース ブライダルアイテム ブライダル業務（4年） 9

学科長 藤原　直樹  国際ITシステム 1年 ハードウェア概論 アルゴリズム概論 VBプログラミング演習 SEプログラマー(9年) 25

学科長 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

2年、3年 Webアプリケーション開発実習 Java実習Ⅱ Python、Python実習 SEプログラマー(8年) 17

学科長 結城　和子 診療情報管理士 1年、2年 保険請求事務（医科） ドクターズクラーク 医療事務(1年10ヶ月) 17

学科長 渡部　千佳子 公務員・公務員速修 1年、2年 高校講師(3年) 15

学科長 福家　道代 CGデザイン １年 DTP概論Ⅰ デザイン実習基礎 ブランディング手法 デザイナー(11年) 12

学科長 岡本　昌子 医療福祉事務 2年 保険請求事務（介護） 医療事務インストラクター(4年) 10

学科長補佐 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

1年、2年 アルゴリズム概論Ⅰ、Ⅱ C言語、C言語実習 SEプログラマー(4年) 26

学科長補佐 浅野　文章 診療情報管理士 1年、2年、3年 医療管理各論Ⅰ・Ⅲ がん登録概論 診療情報管理演習Ⅲ 診療情報管理士・医療事務(6年6ヶ月) 5

学科長代理 土居　直美 保育 １年、２年、３年 乳児保育 食育Ⅰ・Ⅱ 保育実技 保育士（9年) 5

学科長代理 菅原　洋介 経営アシスト 1年、2年 工業簿記Ⅰ、Ⅱ マーケティングⅠ、Ⅱ 販売促進、総務・経理課長（2年） 4

学科長代理 伊藤　宏一郎 情報スペシャリスト 2年 ソフトウェア概論 WEBサイト制作Ⅰ、Ⅱ SEプログラマー(8年) 4

主任 藤岡　勝利 CGデザイン 1年 イラストレーション グラフィックデザイン Illustrator & Photoshop デザイナー・イラストレーター(12年) 15

主任 鳴坂　圭介 ITﾋﾞｼﾞﾈｽ 1年 プレゼンテーション実習 営業部・人事総務部(4年6ヶ月) 5

主任 妹尾　潤 情報システム 1年 Java実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ ソフトウェア概論 SEプログラマー(8年6ヶ月) 4

主任 石井　正人 Webデザイン 1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) 2

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) 29

教員 玉置　順一 診療情報管理士 １年、２年、３年 コンピュータ概論 医療情報リテラシー データベース演習 SEプログラマー(2年6ヶ月) 30

教員 藤井　朋子 全学科 科目担当 接遇演習 親学 総務人事課事務（2年）、医療事務（2年6ヶ月）、塾講師 23

教員 森谷　郁恵 ITﾋﾞｼﾞﾈｽ 2年 専修学校事務（PC,キャリアサポート）（17年） 18

教員 松田　満寿美 ホテル・ブライダル 2年 ブライダルコーディネート ブライダル業務(9年8ヶ月) 13

教員 鈴置　勝信 Webデザイン 2年 動画制作実習 ３D実習 カメラ実習 ３DCG映像制作業務(20年) 2

教員 山本　美紀 保育 3年 短期大学/大学講師(11年) 2

教員 佐藤　沙季 保育 1年、２年 幼児と環境 身体表現Ⅱ 保育士(7年) 3

教員 藤井　克俊 情報スペシャリスト 3年 JAVAⅠ、Ⅱ ネットワーク・セキュリティⅠ、Ⅱ、Ⅲシステム設計概論 SEプログラマー(4年) 3

教員 大森　晴行 経営アシスト 1年、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） 3

教員 佐野　愛 ホテル・ブライダル １年、2年 ウエディングプランナー実務 ドレスコーディネータ実務 接客サービス実務Ⅰ ブライダル業務(6年) 3

教員 熊澤　知子 ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ、ｹﾞｰﾑﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾏｰ

1年、2年、3年 Webアプリケーション開発実習 ソフトウェア概論 ハードウェア概論 SEプログラマー(11年) 2

教員 川西　ともみ 保育 2年 言語表現 身体表現Ⅱ 幼稚園教諭（1年）、保育士(6年) 2

教員 水上　貴博 ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ、ｹﾞｰ
ﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ

1年、2年、3年 ゲーム概論 ゲーム制作実習 プランナー・ディレクター(5年) 1

教員 武下　浩史 公務員 2年 学習塾講師（12年） 1

教員 山本　隆之 情報スペシャリスト 1年 アルゴリズム概論Ⅰ、Ⅱ プロジェクトマネジメント(PMBOK) Ｖｉｓｕａｌ　Ｃ＃．ＮＥＴ SEプログラマー（10年） 1

教員 伊丹　稔博 保育学科 １年、２年、３年 障がい児保育 介護概論 児童家庭福祉 介護福祉士（7年）サービス管理提供責任者(就労)3年 1

教員 三浦　進 ITﾋﾞｼﾞﾈｽ １年、2年 EXCEL実習Ⅰ EXCEL実習Ⅱ WORD実習Ⅱ SEプログラマー（29年） 1

教員 今城 直也 ホテル・ブライダル １年、2年 ホテル料飲、宿泊 ホテル・ブライダル演習 接客サービスⅡ ホテル業務（21年6ヶ月） 1

教員 近藤　妙子 情報システム 1年 アルゴリズム概論Ⅰ、Ⅱ C言語、C言語実習 VisualBasic.NET SEプログラマー（6年） 0

教員 川口　規子 医療福祉事務 １年 保険請求事務 医療保険制度 レセプト演習 医療事務（8年6ヶ月） 0

教員 國司　良子 医療福祉事務 1年2組 医科 検査 医療事務（13年） 0

教員 高橋　正太 保育 1年、２年 教育課程総論 児童文化 教育実習指導 幼稚園教諭（8年） 0

教員 高田　直樹 公務員 １年 高校講師(2年) 0

教員 山下　達也 公務員・公務員速修 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） 0

講師 三宅　佳与 全学科 科目担当 ペン字 書道講師(15年) 20

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） 19

講師 小坂田　佐弓 保育 科目担当 教育方法論 短大講師/非常勤講師(24年1ヶ月) 31

講師 髙岡　純子 保育 科目担当 言葉 専修学校教員(2年) 24

講師 井上　美樹 保育 科目担当 音楽 音楽教室講師(23年) 7

講師 レイス　雅代 保育 科目担当 リトミック 幼稚園・保育所リトミック教師 0

講師 中原　崇 保育学 科目担当 社会福祉 社会的養護内容 社会福祉士施設・各種学校講師(17年) 3

講師 柳井　由美子 保育 科目担当 保育教養 保育実習指導 保育士・園長(39年) 2

講師 川田　美由紀 医療福祉事務 科目担当 レセプト実習Ⅱ 専修学校教員（14年） 15

講師 藤原　なをみ CGデザイン・Webデザイン 科目担当 色彩概論 高等学校/専修学校非常勤講師(3年) 11

講師 三浦　佐代子 Webデザイン 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) 11

講師 玉井　雅子 CGデザイン・Webデザイン 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) 2

講師 澤田　望 Webデザイン 科目担当 Webアクセシビリティ SEデザイナー(17年1ヶ月) 3

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) 12

講師 森元　亜紀子 ホテル・ブライダル 科目担当 ホテル英会話Ⅰ、Ⅱ 英会話塾講師（18年） 1

講師 劉　玲 国際ITシステム 科目担当 中級日本語　語彙中級日本語　文法中級日本語　読解 日本語教師（1年） 0

講師 浦上　典江 国際ITシステム 科目担当 中級日本語　作文・会話日本文化論 日本事情論 日本語教師（53年） 0

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 大学非常勤講師（31年） 17

講師 前川　哲也 診療情報管理士 科目担当 医事コンピュータ 医療情報技師 医療事務(2年) 18

講師 川口　光彦 診療情報管理士 科目担当 臨床医学各論A 医師(28年) 5

講師 瀧　正史 診療情報管理士 科目担当 臨床医学各論C 医師(45年) 4

講師 小川　誠 診療情報管理士 科目担当 臨床医学各論D 医師 0

講師 佐光　智子 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 Photoshop実習 色彩概論 1

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) 2

講師 大島　秀彰 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 キャラクターデザイン デザインスタジオ経営（26年） 3

講師 高松　聖 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 UI設計 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 1

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 1

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） 3

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 1

講師 若林　潤一 情報スペシャリスト 科目担当 PHP データベースⅡ SEプログラマー・経理(21年1ヶ月) 3

講師 梶田　康生 会計ビジネス 科目担当 ビジネスプランニング 1

講師 堀内　和葉 会計ビジネス 科目担当 商業簿記 所得税法 1

講師 守井　照久 会計ビジネス 科目担当 未来会計学 1

講師 坂元　義人 公務員 科目担当 歴史（日本史） 1

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) 3

43名　（男24名　女19名）
16名　（男5名   女11名）

1名　（女1名)

実務経験による授業科目


