
30.副校長・主事・主事補・学科主任一覧

副校長 教務主事 学生主事 寮務主事 機械工学科 電気工学科 制御情報工学科 物質工学科 経営情報学科 一般（文）科長 専攻科長 生産システム工学専攻主任

　主事補 　主事補 　主事補 学科主任 学科主任 学科主任 学科主任 学科主任 一般（理）科長 　科長補 物質工学専攻主任

経営情報工学専攻主任

田戸　　保 田戸　　保 山岡　郁雄 宮城　光廣 谷本　昇 三好十武士 杉本　信行 柿並　孝明 大久保明伸 　（文科） 清水　英男 山根　健治
　三宅常時 　福地賢治 　松浦利治　 大野　次征 　藤田和孝 品川　惠美子
　太田　勝 　小川　壽 　西村基弘 　（理科） 　光本真一   ---
　服部勝己 　森重修一 　南　優次 金田　昭久

　花田祐策 　沖　俊任 
　澤  泰人

田戸　　保 田戸　　保 金田　昭久 福地　賢治 谷本　昇 藤本　　勉 清水　英男  村上　定暸 松浦利治    　（文科） 橋本  基 杉本　信行
　山崎博人 　小川　壽 　藤田和孝 大野　次征 　城戸秀樹 深川　勝之
　太田　勝 　勝田祐司 　沖　俊任 　（理科） 　仙波　伸也   ---
　服部勝己 　竹内正美 　光本真一 中村　貢治

　木村　弘 　南　優次
　澤  泰人

村上　定暸 村上　定暸  金田　昭久 福地　賢治 谷本　昇 藤本　　勉 落合　積 品川　惠美子  松浦利治 　（文科） 橋本  基 吉田　政司
　山崎博人 　城戸秀樹 　塚本英明 山下　祐志 　仙波　伸也 山岡　郁雄
　松野成悟 　光本真一 　沖　俊任 　（理科） 　勝田祐司   ---
　薄井信治 　竹内正美 　三谷芳弘 中村　貢治

　伊藤孝夫 　武藤義彦
　花田祐策

村上　定暸 村上　定暸 髙橋　正和 中村　貢治 冨永　彰 藤本　　勉 落合　積 品川　惠美子 伊藤孝夫 　（文科） 橋本  基 吉田　政司
　田辺　誠 　城戸秀樹 　岡　正人 山下　祐志 　仙波　伸也 福地　賢治
　松野成悟 　柿並孝明 　西田克美 　（理科） 　勝田祐司 伊藤　孝夫
　薄井信治 　山崎博人 　武藤義彦 宮城　光廣

　藤岩秀樹 　南　優次
　三浦　敬

村上　定暸 村上　定暸 髙橋　正和 中村　貢治 小川　壽 藤本　　勉 落合　積 柿並孝明 伊藤孝夫 　（文科） 橋本  基 田中　章雄
　冨永　彰 　西田克美 　髙木英俊  福屋利信 　勝田祐司 福地　賢治
　玉城龍洋  久冨木志郎　中野陽一 　（理科） 　城戸秀樹 伊藤　孝夫
　薄井信治 　木村　弘 　太田　勝 宮城　光廣

　藤岩秀樹 　服部勝己
　三浦　敬

村上　定暸 村上　定暸 薄井　信治 冨永　彰 小川　壽 田中　章雄 山根　健治 小倉　薫 伊藤孝夫 　（文科） 吉田　政司 仙波　伸也
　山崎博人 　後藤　実 　仙波伸也  福屋利信 　城戸秀樹 福地　賢治
　玉城龍洋 　日高良和 　髙木英俊 　（理科） 　田辺　誠 伊藤　孝夫
山下　祐志 　勝田祐司 　三谷芳弘 　松浦利治

 久冨木志郎　伊藤太二
　松野成悟
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30.副校長・主事・主事補・学科主任一覧

副校長 教務主事 学生主事 寮務主事 機械工学科 電気工学科 制御情報工学科 物質工学科 経営情報学科 一般（文）科長 専攻科長 生産システム工学専攻主任

　主事補 　主事補 　主事補 学科主任 学科主任 学科主任 学科主任 学科主任 一般（理）科長 　科長補 物質工学専攻主任

経営情報工学専攻主任

年度

橋本  基 橋本  基 薄井　信治 中村　貢治 藤田　和孝 田中　章雄 山根　健治 竹内　正美 武藤　義彦 　（文科） 吉田　政司 岡村　好庸
　仙波伸也 　米澤俊昭  髙木英俊 　岩元修一 　藤田活秀 福地　賢治
　松野成悟 　柿並孝明  久冨木志郎 　（理科） 　田辺　誠 内田　保雄
山下　祐志 　伊藤太二 　太田　勝 　松浦利治

　朴　唯新 　石尾  潤
　畑村  学

橋本  基 橋本  基 山下　祐志 落合  積 藤田　和孝 　岡村　好庸 杉本　信行 竹内　正美 武藤　義彦 　（文科） 吉田　政司 岡　正人
　江原史朗 　日高良和 　久冨木志郎 　岩元修一 　藤田活秀 福地　賢治
　根來宗孝 　田辺　誠 　岸川善紀 　（理科） 　三谷芳弘 内田　保雄
　石田弘隆 　柿並孝明 　松浦利治 　金田昭久

　朴　唯新 　中村　貢治
　後川知美

杉本　信行 杉本　信行 山下　祐志 落合  積 藤田　和孝 岡村　好庸 山根　健治 小倉  薫 伊藤　孝夫 　（文科） 吉田　政司 藤田　和孝
　江原史朗 　小川  壽 　城戸秀樹 薄井　信治 　一田啓介 小倉  薫
　根來宗孝 　日高良和 　碇　智徳 　（理科） 　朴　唯新 伊藤孝夫
　石田弘隆 　三宅常時 　岸川善紀 　金田昭久

　太田　勝 　見正秀彦
　後川知美

杉本　信行 杉本　信行 山下　祐志 武藤　義彦 吉田　政司 西田　克美 三宅　常時 小倉  薫 伊藤　孝夫 　（文科） 藤田　活秀 西田　克美
　畑村  学 　石尾  潤 (落合　積） 薄井　信治 　根來宗孝 小倉  　薫
　春山和男 　久保田良輔　城戸秀樹 　（理科） 　朴　唯新 伊藤　孝夫
　一田啓介 　西野順也 　岡　正人 中村　貢治

　菅原　剛 　中島翔太
　見正秀彦

杉本　信行 小倉　　薫 山下　祐志 武藤　義彦 吉田　政司 西田　克美 三宅　常時 山崎　博人 内田　保雄 　（文科） 藤田　活秀 三宅　常時
　畑村　学 　日高良和 　春山和男 岩元　修一 　根來宗孝 山崎　博人
　久保田良輔 　菅原　剛 　中村嘉雄 　（理科） 　田川晋也 内田　保雄
　杉本憲司 　浅原京子 　島袋勝弥 中村　貢治

　廣原志保 　岡本昌幸

14年度から、教務主事は副校長（教務主事）、学生主事は校長補佐（学生主事）、寮務主事は校長補佐（寮務主事）へ変更
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30.学級担任一覧

入学年月 科別 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 卒業年月

機　　　械 山下　祐志 大﨑　浩一 吉田　政司 吉田　政司 吉田　政司

電　　　気 中村　貢治 重永　和男 岡村　好庸 岡村　好庸 岡村　好庸

制御情報 石尾　　潤 石尾　　潤 田辺　　誠 清水　英男 田辺　　誠

物　　　質 薄井　信治 芝田　秀幹 久冨木志郎 福地　賢治 福地　賢治

経営情報 高橋　正和 畑村　　学 木村　　弘 大﨑　浩一 大﨑　浩一

機　　　械 藤岩　秀樹 藤岩　秀樹 藤田　活秀 藤田　活秀 藤田　活秀

電　　　気 薄井　信治 石尾　　潤 田中　章雄 光本　真一 光本　真一

制御情報 矢次　　綾 南　　優次 三谷　芳弘 米澤　俊昭 米澤　俊昭

物　　　質 三浦　　敬 三浦　　敬 竹内　正美 竹内　正美 竹内　正美

経営情報 山下　祐志 宮城　光廣 木村　　弘 武藤　義彦 木村　　弘

機　　　械 畑村　　学 畑村　　学 岡　　　正人 谷本　　昇 城戸　秀樹

電　　　気 大﨑　浩一 吉　盛一郞 仙波　伸也 西田　克美 西田　克美

制御情報 服部　勝己 服部　勝己 三谷　芳弘 三宅　常時 三宅　常時

物　　　質 高橋　正和 後川　知美 山崎　博人 品川惠美子 品川惠美子

経営情報 福屋　利信 福屋　利信 内田　保雄 田川　晋也 田川　晋也

機　　　械 大野　次征 大野　次征 沖　　俊任 岡　　正人 岡　　正人

電　　　気 澤　　泰人 澤　　泰人 岡村　好庸 光本　真一 田中　章雄

制御情報 石尾　　潤 石尾　　潤 江原　史朗 落合　　積 三宅　常時

物　　　質 矢次　　綾 矢次　　綾
伊藤　太二
中野　陽一

中野　陽一 中野　陽一

経営情報 花田　祐策 吉　盛一郞 朴　　唯新 大﨑　浩一 太田　　勝

機　　　械 畑村　　学 矢次　　綾 徳永　仁夫 内堀　晃彦 内堀　晃彦

電　　　気 後川　知美 後川　知美 日高　良和 西田　克美 西田　克美

制御情報 松浦　利治 澤　　泰人 勝田　祐司 山根　健治 山根　健治

物　　　質 金田　昭久 金田　昭久 根來　宗孝 西野　順也 西野　順也

経営情報 花田　祐策 花田　祐策 玉城　龍洋 伊藤　孝夫 武藤　義彦

機　　　械 見正　秀彦 小川　　壽 徳永　仁夫 徳永　仁夫 藤田　和孝

電　　　気 石田　弘隆 石田　弘隆 春山　和男 仙波　伸也 仙波　伸也

制御情報 宮城　光廣 宮城　光廣 勝田　祐司 田辺　　誠 田辺　　誠

物　　　質 藤岩　秀樹 矢次　　綾 福地　賢治 福地　賢治 福地　賢治

経営情報 南　　優次 南　　優次 木村　　弘 木村　　弘 内田　保雄

機　　　械 後川　知美 矢次　　綾 藤田　活秀 渡邉　　大 渡邉　　大

電　　　気 見正　秀彦 見正　秀彦 田中　章雄 碇　　智徳 碇　　智徳

制御情報 服部　勝己 服部　勝己 三谷　芳弘 三谷　芳弘 三谷　芳弘

物　　　質 金田　昭久 石尾　　潤 中野　陽一 中野　陽一 中野　陽一

経営情報 花田　祐策 中村　嘉雄 田川　晋也 田川　晋也 伊藤　孝夫

機　　　械 南　　優次 南　　優次 後藤　　実 徳永　仁夫 －

電　　　気 藤岩　秀樹 花田　祐策 日高　良和 瀬戸山　英嗣 －

制御情報 三浦　　敬 三浦　　敬 山根　健治 田辺　　誠 －

物　　　質 菅原　　剛 菅原　　剛 三留　規誉 三留　規誉 －

経営情報 岩城　賢太郎 畑村　　学 二木　映子 二木　映子 －

機　　　械 服部　勝己 服部　勝己 後藤　　実 － －

電　　　気 石尾　　潤 岩元　修一 成島　和男 － －

制御情報 中村　嘉雄 中村　嘉雄 江原　史朗 － －

物　　　質 浅原　京子 浅原　京子 髙田　陽一 － －

経営情報 宮城　光廣 宮城　光廣 挟間　雅義 － －

平成18年4月

平成19年4月

平成20年4月

平成21年4月

平成14年4月

平成15年4月

平成16年4月

平成17年4月

平成19年3月

平成20年3月

平成21年3月

平成22年3月

平成23年3月

平成24年3月

平成22年4月



30.学級担任一覧

入学年月 科別 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 卒業年月

機　　　械 三浦　　敬 三浦　　敬 － － －

電　　　気 伊藤　耕作 伊藤　耕作 － － －

制御情報 金田　昭久 薄井　信治 － － －

物　　　質 中井　賢一 中井　賢一 － － －

経営情報 花田　祐策 服部　勝己 － － －

機　　　械 道本　祐子 － － － －

電　　　気 石田　弘隆 － － － －

制御情報 花田　祐策 － － － －

物　　　質 西澤　由輔 － － － －

経営情報 後川　知美 － － － －

平成24年4月

平成23年4月


