
 

No. 班名 看護専門学校

1 剣道班 ◎米本　倉基 　　　　　 ○林　孝典 ☆北村　滋敏

2 フラダンス班

（H30年度活動休止）

3 少林寺拳法班 ◎浅田　恭生 山田　晃司 ○大熊　真人

☆深谷　求

4 弓道班 ◎角川　裕造 ○一瀬　千穂 水谷　名穂美

太田　充彦 山田　宏哉

齊藤　成 ☆高橋　勉

5 バスケットボール班 ◎畑　忠善 廣瀬　大輔 渡　哲郎 ○越智　拓 内藤　綾佳

6 バレーボール班 ◎今村　誠司 ○村田　幸則 清水　純 村田　貴之 前田　初美

7 バドミントン班 ◎辻岡　勝美 ○藤村　健太

　

8 ソフトテニス班 高野　一輝 井平　勝 ◎柳生　茂

○水谷　泰嘉 ○李　媛英

9 硬式テニス班 ○安倍　雅人 ◎井手　富彦 ○宗綱　栄二 小八重　和子

日髙　聰 河本　聡志

10 ラグビー班 ◎亀井　哲也 ○大橋　篤 上松　未季

11 サッカー班 ◎刑部　恵介 ○山﨑　一徳 星　雅人 嶋田　誠

新里　昌功 安井　啓祐

12 男子ソフトボール班 ◎堀　　秀生 ○川口　和紀 千原　猛 ○池本　和久

秋山　秀彦 渡辺　章由

13 女子ソフトボール班 ◎雪竹　潤 ○東本　祐紀 楠原　康弘

清水　三紀子

14 ランニング班 ◎石川　浩章 ○岡村　和彦 ○日比谷　信 塚本　健太郎 永岡　唯宏 酒井　和也

荒堀　裕子 竹内　俊幸 J.M.ダイグストラ

15 ニュースポーツ班 ◎柳田　隆正 ○厚味　高広 ☆宮澤　麻希 園井　葉子

16
ボディコントロール＆

◎大江　瑞恵 ○川村　真紀子 ☆有賀　稚枝 ☆加藤 利枝子

エアロビクス運動班

17 ストリートダンス班 ○石亀　敬子 ◎金子　葉子 ☆野原　由希

18 卓球班 ◎鈴木　康司 ○齋藤　邦明 鈴木　孝治

仲本　賢太郎

19 太極拳班 ◎梅沢　栄三 ○清野　溪 ☆田中 美江子 佐久間　千佳

☆脇田　由美

20 連帯太鼓班 ◎金子　千之 ○川井　薫 ○吉川　英治
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No. 班名 看護専門学校

21 合唱班 ◎中井　滋 高田　佳代子 ☆大森　玲子 ○八幡　直樹

22 管弦楽班 ◎南　　一幸 ○世古　留美 明石　優美 ○川戸 美由紀 八代　耕児

☆臼田　徹 ☆加藤　恵 ☆小縣　歩 平田　ゆかり 古澤　彰浩

☆丸　さかえ ☆鈴木　崇洋 鴨下　淳一

23 絵画班 ◎横田　元実 ☆町田　眞実 ○深澤　元晶 河田　美穂

24 茶道班 ◎服部 しのぶ ○盛田 麻己子 皆川　敦子 ☆安西　美恵 ☆藤井　和子

山本　康子 レーグェン キムガン

25 書道班 ◎酒井　一由 ○横山　須美 塩竈　和也 尾之内　高慶 　

若松　一雅 岡島規子 ☆竹内　直美

26 囲碁班 ◎星野　弘喜 ○内藤　久雄

27 将棋班 伊藤　裕子 キム・チュウアイ ◎鏡　裕行 ○尾身　実

☆小野　政秀 河合　房夫

28 手話班 ◎松下　文雄 ○朝居　朋子 伊藤　桜子 岩堀　聡子 新見　敦子

☆海野　和子 ☆黒坂 美智代

29 ロックンロールを 久保　明達 小林　茂樹 ◎吉田　友昭

楽しむ班

30 ハンドベル班 ◎久納　智子 影浦　直子 ☆吉田　年一 ○東　本美

☆青山 恵美代

31 英語班 ◎堀内 ちとせ 上原　信太郎 小清水　久嗣 水谷　謙明 西山　都師恵

近藤　晶子

32 フォークギター＆ ◎大橋　鉱二 ○作佐部 太也 加藤　勝子 ○小谷　侑

フォークソング班

33 バード・ウォッチング班 ◎伊藤　康宏 ○寺西　利生 ○松井　太衛 安井　久司 山口　央輝

金平　蓮 藤垣　英嗣 中島　昭 佐々木　潤

34 健康心理学班 ◎奥原　俊 ○水野　暢子 高井（服部）聡子

35 国際文化研究班 ◎三浦　惠二 ○榊原　正義 八谷　寛 濱島　誠

36 生理学研究班

（H30年度活動休止）

37 ヒト疾患モデル研究班 ○西井　一宏 ◎長尾　静子 ○釘田　雅則

熊本　海生航 吉村　文

萩原　英雄

38 医療ボランティア１班 ◎加賀　順子 佐藤　真一 藤村　健太(兼務) ○佐藤　労 ○中谷　直史 屋木　景子

39 インターネット・ ○武藤　晃一 ◎守口　匡子 〇鈴木　茂孝

チュートリアル班
野村　隆士 石原　悟

40 地域包括ケアシステム ◎阿部　祐子 ○都築　晃 ○長谷川 洋子

在宅医療研究班 櫻井　宏明

（注）最新の担当教員一覧については、アセンブリ・ポータルサイトをご覧ください。
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