
学校法人 ほっかいどう学院 くしろせんもん学校 教職員一覧    令和４年５月１日現在 

 

 氏 名 役職・担当 所 属  担 当 科 目 

1 伊原  明 ほっかいどう学院理事長    

2 杉村 典史 校長    

3 武藤 篤訓 副校長 こども環境科専任講師  特別支援教育 ほか 

4 大西 英一 環境・教育研究センター長   自然と環境 ほか 

5 氏原 陽子 こども環境科学科長・2年 TA こども環境科専任講師  教育社会学 ほか 

6 赤神 正倫 こども環境科 1年 TA こども環境科専任講師  体育 ほか 

7 森田 有紀子  こども環境科専任講師  保育内容の指導法（言
葉） ほか 

8 川崎 晶子  こども環境科専任講師  音楽 ほか 

9 福士 隆敏  こども環境科専任講師  図画工作 ほか 

10 伊東 利恵 介護環境科 2年 TA 介護環境科専任講師 介護福祉士 生活支援技術 ほか 

11 西  圭子  介護環境科専任講師 介護福祉士 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術 ほか 

12 長谷 由香 介護環境科 1年 TA 介護環境科専任講師 看護師 医療的ケア ほか 

13 豊島 節子 
介護福祉士実務者養成通信
科主任指導者 

介護福祉士実務者養成
通信科専任講師 

社会福祉主
事任用資格 社会的養護 ほか 

14 若生 みゆき 事務主任    

15 紺野 千穂 事務職員    

16 櫻庭 利香子 広報担当    

17 斎藤 江里 附帯事業担当    

  

非常勤講師 

 氏 名 担 当 科 目  氏 名 担 当 科 目 

1 浅利 美穂 器楽演奏法 22 佐藤 瑠美子 アクティビティ・ケア 

2 阿部 みつゑ 医療的ケア演習 ほか 23 佐山 由起子 こころとからだのしくみ ほか 

3 阿部 美穂子 ムーブメント教育・療法 24 高野 幸子 障害別生活支援 

4 阿部 素子 アクティビティ・ケア 25 田仲 京子 教育相談・育児相談 ほか 

5 新井  貢 保育内容の指導法（健康） 26 津田 順二 国語 

6 五十嵐 あや子 こころとからだのしくみ ほか 27 土岐 勝江 視覚障害者・聴覚障害者の支援 

7 伊藤 眞理 こども理解 ほか 28 沼口 託也 ガイドヘルパー 

8 岩澤  哲 日本国憲法 29 長谷川 由佳里 視覚障害者・聴覚障害者の支援 

9 内山  隆 教職概論 30 羽鳥 美乃 保育内容総論 

10 大坪 千草 情報技術 31 日置 真世 社会福祉概論 ほか 

11 大野 孝惠 乳児保育 32 匹田 美紀子 介護福祉概論 ほか 

12 桂  裕二 アクティビティ・ケア ほか 33 福岡 真理子 発達心理学 ほか 

13 金子 一也 障害の理解 ほか 34 本間 咲江 認知症の理解 

14 ｶﾈﾌﾗｰ･ｸﾘｽﾄﾌｧｰ 英語コミュニケーション 35 本間 容子 生活支援技術（被服） 

15 木下 太陽 器楽演奏法 36 三浦  啓 生活支援技術（住環境） 

16 久納 里香 保育内容の指導法（人間関係） 37 三宅 博子 保育実習指導 

17 煙山 雅彦 障害別生活支援 38 村上 智実 生活支援技術 

18 近藤 逸郎 生活 39 村山 恵子 生活支援技術（食生活） 

19 酒井 賢一 介護福祉専門職論 ほか 40 山本  悟 障害者とスポーツ 

20 佐々木 幸子 人間の尊厳と自立 ほか 41 横内 俊郎 文章表現 

21 佐藤 あゆ美 子どもの食と栄養 42 横川 牧子 保育内容の指導法（表現） 




