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教職員と主な担当授業科目

教職員と主な担当授業科目（平成22年度）

専任教職員一覧

　学 園 長　　井　上　隆　弘

　名誉教授　　白　田　喜代志

　名誉教授　　高　石　直　良

　名誉教授　　西　村　典　夫

　名誉教授　　砂　田　義　雄

　名誉教授　　坪　野　敏　美

　名誉教授　　佐　藤　　　尭

　教務部長　　　教授　　山　本　英　治

　事業部長　　　教授　　小　沼　和　重

　事務部長　　　主事　　北　川　晴　三

食農環境科／農業経営科学科

 教　授 山　本　英　治 畜産，家畜飼養，家畜人工授精論，飼料学，受精卵移植技術実習，

畜産実務実習

 教　授 浅　野　　　昭 花卉園芸

 教　授 及　川　隆　光 栽培学概論，作物育種，食用作物学，食農教育実習，作物栽培

 教　授 小　川　吉　雄 土壌，作物栽培実験，植物栄養，有機農業 1，肥料，特殊作物

 教　授 小　沼　和　重 農業機械，情報処理基礎，農業情報システム

 教　授 假　屋　喜　弘 家畜衛生，公衆衛生，解剖生理，畜産実験，家畜生理，家畜栄養

 教　授 川　崎　昇　三 農業簿記，農業経営分析，簿記，農業経営，地域営農システム

 教　授 杉　山　博　茂 食品加工実習，畜産利用

 教　授 藤　澤　一　郎 植物病理，農作物の安全，バイテク基礎，植物生理

 教　授 涌　井　義　郎 野菜園芸，有機農法論，有機農業派遣実習，有機農業 2

 准教授 井　上　洋　一 農業社会，経済生活，農業協同組合論

 准教授 中　島　　　智 園芸バイテク実験，園芸バイテク，生物

 准教授 長谷川　量　平 フードシステム 1・2，海外派遣実習

 准教授 大　熊　哲　仁 生産加工販売実習，施設園芸，農業技術入門，野菜栽培

 講　師 佐　藤　利　文 生産加工販売実習，農業技術入門，家畜飼養，農産加工派遣実習，

飼料・飼料作物

食品栄養科／生活栄養科学科

 教　授 小　林　秀　行 食品学実験，理化学実験，食品学 1・2，食品衛生学 2，化学

 教　授 入　江　三弥子 調理学 1・2，栄養管理情報システム 2，調理学実習 2・3，食生活論，

給食管理学

 教　授 杉　山　博　茂 食品化工学 2，食品加工実習，畜産物利用，畜産利用

 准教授 野　口　貴　彦 分子生物学，微生物学，食品衛生学 1，食品衛生学実験，生物
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 准教授 長谷川　量　平 フードシステム 1

 准教授 若　林　陽　子 応用栄養学 1

 准教授 浅　津　竜　子 基礎調理学実習 1，基礎給食管理，調理学，給食管理校内実習，献

立作成演習

 講　師 小　沼　博　美 栄養学実習 1，調理学実習 2・3，栄養管理情報システム 1・2

 講　師 冨　山　正　直 臨床栄養学各論，栄養学実習 2，臨床栄養学実習

 助　手 白　石　千香子 給食管理実習，大量調理実習

 助　手 大　場　真　紀 食品学実験，生化学実験，食品衛生学実験

 主事補 田　村　恵　理 基礎調理学実習，食品加工実習，食品の官能評価・鑑別演習

事業部　　　部　　長　　　　　　　教　　　　　授　　小　沼　和　重　（前出）

　農場課　　課　　長　　　　　　　教　　　　　授　　及　川　隆　光　（前出）

　　　　　　作物・園芸係　係長　　講　　　　　師　　大　熊　哲　仁　（前出）

　　　　　　　　　　　　　　　　　講師（実習専任）　　秋　葉　勝　矢　生産加工販売実習

　　　　　　　　　　　　　　　　　講師（実習専任）　　菊　池　　　崇　生産加工販売実習

　　　　　　　　　　　　　　　　　講師（実習専任）　　田　山　和　実　生産加工販売実習

　　　　　　　　　　　　　　　　　講師（実習専任）　　高　田　信　廣

　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　　補　　大　山　瑞　樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　　補　　木　村　貴　文　　

　　　　　　畜産・加工係　係長　　講　　　　　師　　佐　藤　利　文　（前出）

　　　　　　　　　　　　　　　　　講師（実習専任）　　磯　野　卓　司　生産加工販売実習

　　　　　　　　　　　　　　　　　講師（実習専任）　　広　瀬　勇　祐　生産加工販売実習

　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　　補　　丹　　　裕次郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　　補　　天　野　勇　人

　研修課　　課　　長　　　　　　　教　　　　　授　　及　川　隆　光　（前出）

　　　　　　実務研修係　　係長　　教　　　　　授　　九　石　　　裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　講　　　　　師　　冨　山　正　直　（前出）

　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　　補　　木　下　修　司

　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　　補　　塚　本　晃　大

　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　　補　　谷　津　尚　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　　補　　原　田　重　利

　　　　　　国際研修係　　係長　　准　　教　　授　　長谷川　量　平　（前出）

　（事業部直属）直売所係　　　係長　　主　　　　　事　　大　圖　　　清

　（事業部直属）学生食堂係　　係長　　助　　　　　手　　白　石　千香子　（前出）

　　　　　　　　　　　　　　　　　助手（実習専任）　　大久保　美　保　給食管理実習，大量調理実習

　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　　補　　内　田　ますみ　給食管理実習，大量調理実習

　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　　補　　二　川　純　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　　補　　大　窪　朋　恵

事務部　　部　　長　　　　　　　　主　　　　　事　　北　川　晴　三

　　　　　総　務　係　　　係長　　主　　　　　事　　齋　藤　亮　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　講師（実習専任）　　鈴　木　一　広　環境美化，機械実習

　　　　　　　　　　　　　　　　　講師（実習専任）　　藤　枝　　　進　環境美化，機械実習

　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　　　　事　　佐久間　もと子
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　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　　補　　杉　田　理恵子

　　　　　教　務　係　　　係長　　主　　　　　事　　広　瀬　町　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　　補　　柳　林　ふちみ

非常勤職員一覧

ａ）一般教養科目

　　木　村　　　競 社会倫理　 茨城大学教授

　　小　島　英　一 国語表現　 陶芸家

　　富　塚　祥　夫 市民法　 関東学院大学非常勤講師

　　林　　　武　史 職業（進路）　 元茨城県立鹿島灘高校校長

　　大　屋　正　明 生活環境論 元通産省工業技術院研究所部長

ｂ）専門科目

　農業経営科学科

　　川　井　　　光 食品衛生，食品加工 元鯉淵学園教授

　　神　山　安　雄 農業法人 元全国農業会議所

　　矢　島　正　晴 農業気象 

　　片　桐　澄　雄 果樹園芸 元茨城県農業大学校副校長

　　栗　原　伸　一 畜産経営 千葉大学准教授

　　小　山　眞一郎 生物工学，家畜発生 プレス・クライブ・ゲノミックス K.K

　　廣　木　政　昭 繁殖生理 元鯉淵学園教授

　　森　　　英　紀 家畜育種 茨城大学講師

　生活栄養科学科

　　市　毛　啓　子 公衆栄養学，健康管理概論 茨城県立看護専門学院講師

　　緒　方　瑠美子 消費科学 元消費生活センター相談員

　　高　　　文　江 栄養指導論実習，栄養学 3 茨城県栄養士会理事

　　舘　　　治　彦 病理学 たち医院院長

　　永　山　精　美 食品加工学，食品学 1 元茨城大学准教授

　　平　井　栄　一 運動生理学　

　　宮　口　右　二 生化学実験　 茨城大学准教授

　　櫻　井　栄　子　 社会福祉概論　 居宅介護支援事業所ケアマネージャー

　　武　田　君　代　 臨床栄養学，臨床栄養学実習　 元国立病院管理栄養士

　　砂　押　啓　子　 健康管理概論，栄養指導論実習 元保健所管理栄養士

　　大　津　音　江　 資格試験特別講座，臨床栄養管理論 西山苑管理栄養士

　　石　川　祐　一　 臨床栄養管理論　 日立製作所日立総合病院栄養科長

　　植　田　和　子 栄養教育論 1，2 元鯉淵学園教授

　　根　本　久美子 公衆衛生学 元茨城県県北食肉衛生検査所長

　　久保田　正　亜 公衆衛生 1 元茨城大学教授

　食農環境科

　　川　口　幸　男　 生物 元上野動物園飼育課

　　川　村　隆　一 新規就農論 県農業会議

　　新　地　通　哉 農協会計論 元茨城県農協中央会

　　代　永　道　裕 資源循環 元畜産草地研究所

　　阿　部　四　郎 農協法令 ㈳ JA総研客員研究員
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　　中　村　統　一 農協簿記論 元茨城県農協中央会

　　片　桐　澄　雄 果樹栽培 元茨城県農業大学校副校長

　　大　野　和　興 環境保全型農業 元日本農業新聞

　　桑　原　考　史 農業政策論

　　川　井　　　光 食品衛生 元鯉淵学園教授

　　木名瀬　一　雄 農協経済事業論 元農協五連室長

　　小　林　一　成 農協指導事業論 元茨城県農村研修館館長

　　齊　藤　　　努 農協監査論 元茨城県農協中央会

　　須　田　哲　也 農協経営管理論 元茨城県農協中央会

　　藤　木　千　草 農業関係法規 ワーカーズコレクティブ

  ネットワークジャパン事務局長

　　細　谷　正　人 農協信用・共済事業事業論 元茨城県信用農業協同組合連合会

　　福　間　莞　爾 農業協同組合論 元全国農協中央会常務理事

　食品栄養科

　　大　津　実恵子 保健体育 元大成女子高校教諭

　　千　葉　　　茂 基礎栄養学 常磐大学教授

　　宮　崎　章　夫　 発達心理学　 茨城大学准教授

　　市　毛　啓　子 公衆栄養学 茨城県立看護専門学院講師

　　植　田　和　子 栄養教育論 元鯉淵学園教授

　　大　津　音　江 臨床栄養学各論 西山苑管理栄養士

　　久　米　京　子 健康管理概論 日立市役所管理栄養士

　　小　島　英　一 国語表現 陶芸家

　　坂　田　由美子 外国語表現 元高校教諭

　　根　本　久美子 公衆衛生 元茨城県県北食肉衛生検査所長

　　古　橋　雅　子 解剖生理 つくばメディカルセンター

　　木　村　　　競 社会倫理 茨城大学教授




