
令和3年度　教職相談窓口 一覧
筑波大学 社会連携課　教職サポートルーム相談窓口 (任期R3.4.1~R4.3.31)

番号 所属 姓　名 卒年 卒科･群 役職1(茗渓会関係） 役職2(自治体)

1 連携課 武井 秀一 S51 教大化 教職部会員 元/県立土浦第一高等学校 校長
2 連携課 青砥 武夫 S55 筑二農林 会員 元/県立水戸農業高等学校 校長
3 連携課 佐藤 達 S53 教大農化 会員 元/県立水戸市立第四中学校 校長
4 連携課 植木 邦夫 S58 筑二人間 教職部会員 前/県立土浦第一高等学校 校長

茗渓会教職相談窓口  (任期R3.9.1～R4.8.31)
番号 地域 姓　名 卒年 卒科･群 役職1(茗渓会関係） 役職2(自治体)

1 北海道 川口 淳 S58 筑修教 代議員 札幌龍谷学園高等学校 校長

2 青　森 前田 済 S59 筑一自 支部長 青森大学 教授

3 岩　手 清水 将 H10 筑修教 会員 岩手大学教育学部 准教授

4 宮　城  齊　隆 S57 筑一自 前/支部長,顧問 岩沼市教育委員会教育総務課　教育指導専門監

5 秋　田 猿橋 薫 S57 筑体 会員 前/県立雄物川高等学校 校長

6 山　形 鳥羽 聡 H08 筑体 事務局長 県高等学校体育連盟 事務局長

7 福　島 大沼 博文 S56 筑二人間 支部長 (公財)福島県文化振興財団 理事長

8 茨　城 髙村 祐一 S61 筑一人文 支部長 県立水戸第一高等学校・附属中学校 校長

9 栃  木 上岡 利夫 S53 筑一自 元/支部長 宇都宮大学　教職センター特任教授

10 群  馬 西村 琢己 H03 筑修教 会員 県立前橋女子高等学校 校長

11 埼  玉 田中 邦典 H04 筑修教 会員 県教育局高校教育指導課　教育指導幹

12 千  葉 百瀬 明宏 S55 筑一人文 支部長,理事 秀明大学 教授

13 東　京 髙橋 基之 S53 筑一自 支部長,理事 東邦音楽大学附属中学校・高等学校 校長

14 神奈川 大畑 多津雄 S52 教大数 支部長 神奈川工科大学 教職教育センター 支援室長

15 山  梨 小俣 宏記 S59 筑体 支部長 県立城西高等学校 校長

16 長  野 巻山 圭一 S59 筑一人文 支部長,代議員 県立松本蟻ケ崎高等学校 校長

17 新  潟 山下 幸治 H08 筑芸修 事務局長 県立柏崎総合高等学校 校長

18 富  山 福島 英晴 S57 筑三情 支部長 県立富山高等学校 教諭(再)

19 石  川 居村 吉記 H01 筑体 会員 県教育委員会保健体育課　課長

20 福  井 金﨑　肇 S59 筑一自 支部長 県立羽水高等学校 校長

21 静  岡 小川 伸吾 S60 筑一人文 支部長 県立沼津西高等学校 校長

22 愛  知 蟹江 吉弘 S61 筑一人文 事務局長,代議員 県立横須賀高等学校　校長

23 岐  阜 鈴木　健 S59 筑二生 支部長 県立岐阜北高等学校 校長

25 三  重 岡村 芳成 S63 筑体 支部長 県立四日市中央工業高等学校 校長

24 滋  賀 藤江 隆史 H08 筑体 事務局長 県文化スポーツ部競技力向上対策課　副主幹

26 京  都 三橋 利彦 S58 筑体 支部長 府立東稜高等学校 教諭(再)

27 大  阪 戸井田 克己 S59 筑二比 事務局長 近畿大学　教授

28 兵  庫 升川 清則 S59 筑体 支部長,代議員 県立兵庫高等学校 校長

29 奈  良 井上 徳之 S58 筑一自 事務局長 県立高田高等学校 教諭(再)

30 和歌山 岡本　規 H05 筑体 庶務 (公社)和歌山県体育協会 事務局長

31 鳥  取 小倉 建一 S53 筑体 支部長 前/県立八頭高等学校 校長

32 島  根 野々村 卓 S58 筑一人文 代議員 県立安来高等学校 教諭(再) 

33 岡  山 長尾 隆史 S55 筑体 支部長 前/県立水島工業高等学校校長

34 広  島 谷川 秀樹 S60 筑体 会員 県立祇園北高等学校 教諭

35 山  口 藤本 秀夫 H05 筑修体 事務局長 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 教諭

36 徳  島 田北 直樹 H05 筑体 事務局 県体育学校安全課 主任

37 香  川 山本 主税 H01 筑一人文 元/支部長,代議員 県立小豆島中央高等学校 校長

38 愛  媛 星川 志朗 S61 筑修教 支部長 県立新居浜南高等学校 校長

39 高  知 田頭 克文 S57 筑体 支部長 県立高岡高等学校 校長

40 福  岡 稲富  勉 S61 筑体 支部長、代議員 県立スポーツ科学情報センター 所長

41 佐  賀 松雪　誉 S61 筑体 支部長,代議員 県立鳥栖高等学校 校長

42 長　崎 山口 千樹 S60 筑二生 支部長,代議員 県立長崎北陽台高等学校 校長

43 熊  本 寺本　護 H08 筑体 前/事務局長 県教育庁学校安全安心推進課　課長補佐

44 大  分 田崎 弘宣 S63 筑体 前/事務局長 県立安心院高等学校 主幹教諭
45 宮  崎 松田 太郎 H04 筑芸 会員 県立宮崎商業高等学校 教頭
46 鹿児島 鹿倉　貢 S57 筑体 前/事務局長 (公財)鹿児島県学校給食会 理事長

47 沖　縄 三輪 一義 H02 筑修体 事務局長 琉球大学教育学部 教授



*所属1の理事、代議員、会員は茗渓会の理事、代議員、会員、支部長は地域(支部)の長,事務局長は幹事長も含みます。


