
常勤講師 冨田　朝香 国語 ３－７　スポーツ科学 応援・チアリーディング／書道

常勤講師 土橋　星太 地歴公民 ２－２　研志 サッカー　男

常勤講師 土井　 蓮 保健体育 ２－７　スポーツ科学 バレーボール　女

常勤講師 寺岡　昭子 地歴公民 ２－３　研志 鳥大コース

常勤講師 田中　康史 保健体育 ２－１　研志 陸上競技　男女

常勤講師 田中　あゆみ 国語 １－１　研志 空手道　男女

常勤講師 竹ケ原 康佑 地歴公民 １－１１　スポーツ科学 新聞

教職員一覧と分掌、部活動

学年・クラス・コース 分掌部長・主任　等 部活動
校長・理事長 石浦 外喜義 保健体育 (相撲　男女)

職　種 氏　名 教　科

副校長・理事 西村　岩雄 数学 ボート男女/アントレプレナー

教頭・理事 西本　　誠 地歴公民

教頭 伊藤　真介 理科

主幹教諭 山木　博之 保健体育

主幹教諭 安藤　章夫 国語

専任教諭 秋山　未空 保健体育 ３－１０　スポーツ科学 サッカー　女

バスケットボール　女

専任教諭 池原　修司 国語 １－６　研志

専任教諭 糸乗　克 保健体育 ２－８　スポーツ科学

専任教諭 石谷　洋祐 保健体育 ３－９　スポーツ科学

ソフトテニス　女

専任教諭 井上　俊男 商情 教務部長 相撲　男

専任教諭 上田　貴之 数学 教務・生徒情報主任

専任教諭 浦島　洋文 理科 ３－２　研志

バスケットボール　女

専任教諭 上田　由紀 数学 ２－９　スポーツ科学

ソフトボール　女専任教諭 小川　浩司 保健体育 生徒指導部長・部活動推進主任

バスケットボール　男専任教諭 河上　貴博 地歴公民 ３－８　スポーツ科学

硬式野球　男専任教諭 小池　利明 地歴公民 １－１０　スポーツ科学

専任教諭 佐々木　善規 国語 ３－８　スポーツ科学

専任教諭 小谷　輝紀 英語 １－３　研志

専任教諭 霜村　しおり 国語 １－１２　スポーツ科学

専任教諭 塩見　拓博 数学 ３－４　研志

専任教諭 霜村　亮 地歴公民 ２－９　スポーツ科学コース主任 硬式野球　男

専任教諭 鈴木　佑介 理科 １－８　志学 バドミントン　男女

専任教諭 須藤　愛 保健体育 ２－１　研志コース主任 相撲　女

専任教諭 大本　陽介 国語 ３－６　志学 放送

専任教諭 田中　将省 理科 ３学年　主任

専任教諭 田中　光一 数学 ２－１０　スポーツ科学

専任教諭 田中　里枝 理科 １－４　研志

専任教諭 田中　基洋 英語 １－１３　スポーツ科学

専任教諭 谷本　将也 保健体育 １－１１　スポーツ科学 相撲　男

専任教諭 中嶋　愛 国語 ３－６　志学

専任教諭 中尾　美弥子 英語 １－９　志学

水泳　男女

専任教諭 中島　悠貴 商情 ３－３　研志 硬式野球　男

専任教諭 前川　裕次 英語 １－７　志学

専任教諭 西川　淳 商情 就職指導部長

専任教諭 矢﨑　正人 地歴公民 総務部長・主任

専任教諭 松本　康弘 地歴公民 ２－５　志学

専任教諭 山﨑　和麻 地歴公民 ３－１　研志

専任教諭 矢田貝　辰也 理科 １－１　研志

山田　健二 数学 １－９　志学コース主任専任教諭

𠮷田　夏美 英語 １－５　研志

専任教諭

山根　亮文 芸術 ２学年　主任専任教諭

英語 進学指導部長山根　正樹

１－４　研志 サッカー　女

１－３　研志

専任教諭 数学 ２－４　研志・志学山本　玲湖

山本　真也 保健体育 生徒会・管理主任専任教諭

専任教諭 吉本　尋 保健体育 １学年　主任

専任助教諭 中島　直樹 芸術 ３－９　スポーツ科学

専任教諭 吉本　裕美 英語 ２－４　研志・志学

常勤講師 赤堀　楠生子 国語 ３－３　研志

常勤講師 青木　信子 英語 ２－５　志学

常勤講師 安藤　稔浩 国語 １－１２　スポーツ科学

常勤講師 穴山　千広 地歴公民 ２－１　研志

常勤講師 石川　さやか 保健体育 ３－２　研志

常勤講師 池口　弘晃 保健体育 １－２　研志

硬式野球　男

常勤講師 小川　大貴 数学 ２－６　志学

２－６　志学

３－４　研志

３－７　スポーツ科学

神波　徹 数学

北野　涼華 地歴公民

木戸　捷太 地歴公民

専任教諭

常勤講師

常勤講師

常勤講師

後藤　香奈

小山　勘太

塩澤　聖也

常勤講師

常勤講師

常勤講師

硬式野球　男

バドミントン　男女

新体操／クライミング

テニス　男女

鳥大コース

クイズ研究

サッカー　女

鳥大コース／ボランティア

美術

吹奏楽

グローバル

吹奏楽

駅伝　女

写真／弓道・卓球・ビームライフル　他

書道
バスケットボール　男／鳥大コース

剣道　男女

鳥大コース／吹奏楽

グローバル

ボランティア

駅伝　男

保健体育

英語

国語

弓道・卓球・ビームライフル　他

駅伝　女

ソフトテニス　男

駅伝　男

２－１０　スポーツ科学 バスケットボール　女

写真

サッカー　男／剣道　男女

新聞

ダンス　男女

茶道

陸上競技　男女

バレーボール　女

サッカー　男

アントレプレナー／鳥大コース
ボランティア／バスケットボール　男

バレーボール　女／硬式野球　男

ボート　男女

スキー

アントレプレナー

鳥大コース

バドミントン　男女
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外部指導員 中原　大樹 バレーボール部　女
外部指導員 河村　心優 サッカー部　女

外部指導員 德丸　達也 バドミントン　男女
外部指導員 磯江　　周 バドミントン　男女

非常勤舎監 山根　京子 外部指導員 谷口　寿彦 弓道
外部指導員 米村　亮悟 水泳

非常勤舎監 宮本　愛一 外部指導員 岡田　知佳 新体操

非常勤舎監 山川　かおり 外部指導員 潮　　政和 硬式野球　男

非常勤舎監 中田　祐二 外部指導員 廣尾　達成 相撲　男

非常勤舎監 松堀　朔 外部指導員 大上　詩乃 相撲　女

非常勤舎監 河藤　敏子 外部指導員 岡村　将広 空手道　男女

非常勤舎監 北村　礼子 外部指導員 西郷　智博 相撲　男

大村　匡由

非常勤舎監 門脇　伸代 外部指導員 福原 寛人 ボクシング　男女

非常勤舎監 岩﨑　郁子 外部指導員 山口　彰彦 ボクシング　男女 薬剤師

金谷　敦史

職　種 氏　名 外部指導員 角 久仁夫 ボート 校医（歯） 本荘　真也

職　種 氏　名 部活動 校医（歯） 石川　勝之

〔寮舎監〕 部活指導員 白岩　俊光 ボート 校医（歯）

スクールカウンセラー 筒井　明日香 職　種 氏　名
スクールカウンセラー 堀内　佑樹 〔外部指導員〕 校医（内） 船本　慎作

スクールカウンセラー 谷口　敏淳 非常勤講師 山田　愛 英語 〔学校医等〕

用 務 員 澤口由美子 非常勤講師 厨子　幸喜 保健体育

用 務 員 村田　義和 非常勤講師 西川　裕美 国語

山本　春夫

非常勤主事 須﨑　香織 非常勤講師 聲高　郁子 看護 学園事務局 秦　　 隆範

ｷｬﾘｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 大林　仁 非常勤講師 木下　圭史郎 国語 常勤技能主事

山根　宏司

司 書 加藤　晴美 非常勤講師 川本　収 数学 常勤技能主事 山本　栄作

主 事 小川　彩乃 非常勤講師 川上　朱美子 理科 常勤技能主事

竹内　久夫

主 事 平田　恵理 非常勤講師 荻原　俊行 理科 常勤技能主事 中尾　栄治

主 事 井上　由美 非常勤講師 大西　裕子 地歴公民 常勤技能主事

恩地　功

事 務 長 荒木　健司 非常勤講師 伊藤 まりか 国語 常勤技能主事 河上　典正

参 事 加藤　陽子 非常勤講師 畔上　克己 英語 常勤技能主事

〔事務室他〕 〔非常勤講師〕 〔スクールバス〕

職　種 氏　名 職　種 氏　名 教科 職　種 氏　名

常勤養護教諭 中村　留美 養護

常勤養護教諭 石浦　美智代 養護 保健厚生主任

専任養護教諭 寺垣　萌 養護

常勤助教諭 Rentsendorj Gantugs 保健体育 ２－８　スポーツ科学 相撲　男

常勤助教諭 Daniel Bowley Smith 英語 １－５　研志 ボート　男女

常勤助教諭 Tyrell Balajo 英語 １－２　研志 ダンス

常勤助教諭 清水　康弘 英語 １－１０　スポーツ科学 ボクシング

常勤助教諭 Justin Naoya Kakinoki 英語 ３－５　志学 弓道・卓球・ビームライフル 他／剣道　男女

常勤講師 米田　朱里 家庭 １－６　研志 ソフトボール　女

常勤講師 山本　徹 芸術 保健教育部長/人権・教育相談主任 吹奏楽／人権研究

常勤講師 山内　佳代 家庭 ３－１　研志 茶道

常勤講師 三河　有葵 家庭 １－１３　スポーツ科学 陸上競技　男女

常勤講師 前田　倫宏 数学 １－７　志学 陸上競技　男女

常勤講師 濱橋　顕一 国語 １－８　志学 鳥大コース

常勤講師 花房　晃介 数学 ３－５　志学 クイズ研究

常勤講師 貫場　貴之 保健体育 ２－７　スポーツ科学 サッカー　男

常勤講師 西田　貴幸 数学 ２－３　研志 テニス　男女

常勤講師 難波　皓平 保健体育 ３－１０　スポーツ科学 駅伝　男


