
所属 役職 教員名 所属 役職 教員名

学校長 堤下　隆司※ 住環境リノベーション学科 副科長 山本　順也＊

副校長 見邨　佳朗※ 住環境リノベーション学科 井上　嘉亮

建築学科（昼） 科長 見邨　佳朗※ 住環境リノベーション学科 樋下　昌俊

建築学科（昼） 副科長 辰井　菜緒※ 住環境リノベーション学科 奥山　和行

建築学科（昼） 増田　和浩※ 住環境リノベーション学科 北川　勝広

建築学科（昼） 荒木　伸輔 住環境リノベーション学科 西　恭利

建築学科（昼） 角野　峰生 住環境リノベーション学科 三野　貞佳

建築学科（昼） 稲原　泰裕 住環境リノベーション学科 濱田　吉也

建築学科（昼） 田中　おと吉 住環境リノベーション学科 邊見　栄俊

建築学科（昼） 西村　博之 住環境リノベーション学科 　 藤井　亮輔

建築学科（昼） 泉　洋輔 住環境リノベーション学科 野村　健太

建築学科（昼） 上野　祐紀 土木工学科・建設エンジニア学科 科長 野瀬　孝男

建築学科（昼） 岡﨑　祐介 土木工学科・建設エンジニア学科 広瀬　一樹

建築学科（昼） 青砥　聖逸 土木工学科・建設エンジニア学科 川西　幸男

建築学科（昼） 吉田　秀栄 土木工学科・建設エンジニア学科 森田　俊夫　

建築学科（昼） 福山　亮介 土木工学科・建設エンジニア学科 大塚　雅章

建築学科（昼） 深水　浩 土木工学科・建設エンジニア学科 小野　敬司

建築学科（昼） 小川　文也 土木工学科・建設エンジニア学科 河本　一典

建築学科（昼） 東野　友信 土木工学科・建設エンジニア学科 　 中村　豊

建築学科（昼） 松木　茂 土木工学科・建設エンジニア学科 中村　信義

建築学科（昼） 関口　太樹 土木工学科・建設エンジニア学科 箕浦　康孝

建築学科（昼） 猪股　豊 土木工学科・建設エンジニア学科 佐藤　牧紀

建築学科（昼） 川嶋　真二 土木工学科・建設エンジニア学科 木山　総 

建築学科（昼） 住山　淳子 土木工学科・建設エンジニア学科 武山　和夫

建築学科（昼） 藤原　陽子 土木工学科・建設エンジニア学科 釜本　洋子　

建築学科（昼） 樋本　拓 土木工学科・建設エンジニア学科 八坂　真希子

建築学科（昼） 梶田　慎也 ガーデンデザイン学科 科長 堤下　隆司

建築学科（昼） 瀬口　裕章 ガーデンデザイン学科 中安　哲男

建築学科（昼） 久保田　諭司 ガーデンデザイン学科 田中　幸一

建築学科（昼） 　 永友　翔 ガーデンデザイン学科 坂　一朗

建築学科（昼） 中川　慶一郎 ガーデンデザイン学科 河盛　泰生

建築CGデザイン学科 科長 玉井　香里 ガーデンデザイン学科 廣末　光一

建築CGデザイン学科 岡部　優季 ガーデンデザイン学科 松田　泰行

建築CGデザイン学科 大蔭　政勝 ガーデンデザイン学科 小林　卓司

建築CGデザイン学科 中島　祐三 ガーデンデザイン学科 伊藤　慶太

建築CGデザイン学科 常山　哲男 ガーデンデザイン学科 森本　和真

建築CGデザイン学科 小林　利徳 建築学科（夜） 科長 辰井　菜緒

建築CGデザイン学科 早稲田　敦也 建築学科（夜） 副科長 増田　和浩

空間デザイン学科 科長 鍵谷　啓太 建築学科（夜） 角野　峰生

空間デザイン学科 田中　嘉代 建築学科（夜） 稲原　泰裕

空間デザイン学科 阪本　剛史 建築学科（夜） 見邨　佳朗

空間デザイン学科 眞野　サトル 建築学科（夜） 谷川　博康

空間デザイン学科 　 岡本　朗 建築学科（夜） 荒木　伸輔

空間デザイン学科 伊達　泰正 建築学科（夜） 広瀬　一樹



空間デザイン学科 星山　幸子 建築学科（夜） 田中　おと吉

空間デザイン学科 出雄　隆 建築学科（夜） 田中　嘉代

空間デザイン学科 栗山　宜彦 建築学科（夜） 奥田　喜弘

空間デザイン学科 大澤　亮介 建築学科（夜） 岡﨑　祐介

空間デザイン学科 齋藤　義憲 建築学科（夜） 岡部　優季

空間デザイン学科 大河　千春 建築学科（夜） 深水　浩

専科　2級建築士科 科長 釜友　知與子 建築学科（夜） 藤原　秀憲

専科　2級建築士科 奥田　喜弘 建築学科（夜） 常山　哲男

専科　2級建築士科 中島　謙一郎 建築学科（夜） 佐藤　牧紀

専科　2級建築士科 藤原　秀憲 建築学科（夜） 中西　裕輝子　

専科　2級建築士科 本田　富幸 建築学科（夜） 永友　翔

専科　2級建築士科 藤森　大作 建築学科（夜） 野瀬　孝男

専科　2級建築士科 西村　勇二 建築学科（夜） 小畑　みのり

専科　2級建築士科 大畑　正彦 学生相談室 室長 谷川　博康

専科　1級建築士科 科長 廣辻　雅之 建設ビジネス学（ビジネスマナー他）

専科　1級建築士科 安田　和人 全科共通基礎専門科目

専科　1級建築士科 尾久土　寛

専科　1級建築士科 舩戸　克志

トータルマナー株式会社

中央ゼミナール



設計 監理
施工

管理
施工 その他 年数 大学 高専 短大 高校 常勤 非常勤

見邨　佳朗

建築製図 一級建築士、奈良県被災建築物応急危険度判定士、奈良県ヘリテージマネージャー、福祉住環

境コーディネーター２級

奈良県建築士会　正会員　住まいまちづくり委員、奈良県介護実習普及セン

ター　運営委員

〇 〇 30

谷川　博康

福祉住環境 賃貸不動産経営管理士、公認心理師、国家資格キャリアコンサルタント、国家資格･２級キャリ

アコンサルティング技能士、産業カウンセラー、心理相談員、福祉住環境コーディネーター１

級、宅地建物取引士、カラーコーディネーター１級（環境色彩）、高等学校教諭一種免許状

（地理歴史・公民）、中学校教諭一種免許状（社会）

日本公認心理師協会 正会員、公認心理師の会 正会員、キャリアコンサル

ティング協議会 正会員、日本産業カウンセラー協会 正会員、中央労働災害

防止協会 正会員（ＴＨＰ指導者登録） 〇 5

増田　和浩

建築設計製図

建築設備工学

専修学校 工業専門課程 教員資格、高等学校教諭1種 工業　免許、福祉住環境コーディネー

ター 2級、CADトレース技能審査（中級）

荒木　伸輔

建築製図

建築構造力学・同演習

構造設計

環境社会学

建築物環境衛生管理技術者

辰井　菜緒

一般構造

建築材料学

プレゼンテーションⅠ

一級建築士、商業施設士、インテリアコーディネーター、1級インテリア設計士、インテリアプ

ランナー、キッチンスペシャリスト、ライティングコーディネーター、パーステック検定１

級、福祉住環境コーディネーター２級

日本インテリア設計士協会　正会員、日本ライティングコーディネート協会

正会員

〇 5

玉井　香里

建築製図、IT・BIM基礎・同演習、CG演習、

BIM設計、プレゼンテーションⅡ

一級建築士、1級インテリア設計士、福祉住環境コーディネーター3級、大阪府ヘリテージマ

ネージャー、建築士インスペクター、表現技術検定(まちづくり)

日本建築学会　正会員、都市住宅学会　正会員

〇 25

鍵谷　啓太

建築計画学、建築製図、スペースデザインⅡ、

デザイン論概説

〇 〇 25

樋下　昌俊

ワークショップⅠ・Ⅱ

木造演習

構造演習Ⅰ・Ⅱ

リノベーション演習

一級建築士、1級建築施工管理技士、監理技術者資格証、丸のこ等取扱作業従事者、高所作業車

運転技能、自由研削砥石の取替え、アーク溶接等の業務、ドローン操縦技能

〇 10

山本　順也

施工実務Ⅰ、ワークショップⅠ・Ⅱ、施工管

理、リノベーション演習

1級建築施工管理技士、監理技術者資格証、丸のこ等取扱作業従事者、高所作業車運転技能、自

由研削砥石の取替え、アーク溶接等の業務、ドローン操縦技能、玉掛技能講習、小型移動式ク

レーン運転技能終了 〇 〇 20

井上　嘉亮

ワークショップⅠ・Ⅱ、ライセンスⅠ、施工実

務Ⅱ、建築施工

1級建築施工管理技士、監理技術者、クレーン技能講習終了、玉掛技能講習終了、足場の組み立

て等作業主任者技能講習、特殊小型船舶操縦免許

〇 〇 13

野瀬　孝男

CAD、施工実験実習Ⅰ、施工管理演習、ワーク

ショップ、安全教育実習Ⅰ

1級土木施工管理士、1級建築施工管理士、1級舗装施工管理技士、測量士、2級建設業経理事務

士、第一種衛生管理者、地山掘削・土止め支保工作業主任者、初級システムアドミニストレー

タ試験合格、建築部門中級CADトレース技士 〇 5 〇 8

広瀬　一樹

構造力学Ⅰ、Ⅱ、水理学、積算、土質力学Ⅰ、

設計演習、情報処理Ⅰ、総合演習、建築構造力

学Ⅰ

１級土木施工管理技士、監理技術者資格証、コンクリート技士、国交省認定ドローン操縦技能

認証取得者、測量士補

日本コンクリート学会　正会員

〇 〇
発注者監督員・発注

者設計積算業務
3

川西　幸男

建設マネジメント、施工実験実習Ⅰ・Ⅱ、測量

学Ⅰ・Ⅱ、測量演習、建設概論

測量士、職業訓練指導員（測量科）、1級土木施工管理技士、1級造園施工管理技士、2級建築

施工管理技士、建設業経理士2級、ドローン(UAV）操縦技能認証、職長・安全衛生責任者、玉

掛、土留め支保工、宅地建物取引士、車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）技

能講習修了、電気取扱作業（低圧）安全特別教育講習修了

日本測量協会　正会員

〇 測量 25

中安　哲男

植物管理、芸術、造園法規、積算、庭園デッサ

ン、造園施工特論、企業連携Pro.

1級造園施工管理技士、造園施工監理技術者

〇 〇 〇 〇 30

坂　一朗

園芸福祉、造園植物Ⅰ、園芸実習、園芸学 1級造園施工管理技士

〇 〇 10

西村　博之

建築構造力学・同演習、建築設計製図 一級建築士、高等学校教諭専修免許（工業）

〇 37

阪本　剛史

建築製図、一般構造、デザイン基礎 一級建築士、応急危険度判定士、性能評価員 兵庫県建築士会 青年委員長、兵庫県建築士会阪神支部 理事、日本パース

テック協会 委員

〇 〇 16

田中　おと吉

建築製図、建築歴史、意匠模型 IELTS 7.0ポイント 日本建築協会 工高生教育小委員会委員

〇 21

上野　祐紀

建築製図、建築施工、建築積算 二級建築士、木造建築士、インテリア設計士、カラーコーディネーター2級

〇 〇 〇 5

田中　嘉代

色彩学Ⅰ、インテリアコーディネートⅠ、イン

テリア、福祉住環境、デザイン論A・B

福祉住環境コーディネーター2級、カラーコーディネーター2級、インテリアコーディネー

ター、ライフスタイルプランナー上級、中学校2級教員免許、インテリアデザイン技能検定

公益社団法人インテリア産業協会、一般社団法人輸入住宅産業協会、一般社

団法人日本室内意匠協会

意匠デザイン 20 〇 20

泉　洋輔

建築構造力学・同演習、構造設計 一級建築士、構造設計一級建築士、博士（工学） 日本建築学会　正会員

〇 25 〇 9

青砥　聖逸

建築設計製図、意匠模型、住宅演習 一級建築士 日本建築家協会　近畿支部　正会員・フェロー会員

これまで近畿支部副部長、設計実務委員長、

近畿支部住宅部会副代表世話人、などを歴任。 〇 〇 31 〇 15

眞野　サトル

建築設計製図、スペースデザインⅠ・Ⅱ、デザ

イン論A・B

一級建築士、管理建築士 日本建築家協会近畿支部（正会員、副支部長、住宅部会広報委員長、大阪地

域会幹事）

〇 〇 17

岡﨑　祐介

建築設計製図、建築環境工学 一級建築士、既存住宅状況調査技術者、住宅建築コーディネーター、小型移動式クレーン運転

技能講習終了

大阪府建築士会　正会員、建築家さがしの杜、木造軸組工法による耐火建築

物設計マニュアル講習会終了

〇 〇 〇 17

福山　亮介

建築法規、建築製図 一級建築士、監理技術者、インテリアプランナー、管理建築士、木造耐震診断資格者、既存住

宅状況調査技術者、甲種防火管理者

日本建築家協会　正会員・大阪地域会役員・広報委員・青年委員・住宅部会

員、東京インテリアプランナー協会　正会員・総務委員

〇 〇 17

吉田　秀栄

建築製図、設計演習、グラフィック 一級建築士、管理建築士、宅地建物取引士、福祉住環境コーディネーター２級、2級ファイナン

シャル・プランニング技能士、既存木造住宅耐震診断士

〇 〇 16

氏名 資格 所属学会（団体）・役職

実務経験及び年数 教育経験及び年数

授業科目



設計 監理
施工

管理
施工 その他 年数 大学 高専 短大 高校 常勤 非常勤

氏名 資格 所属学会（団体）・役職

実務経験及び年数 教育経験及び年数

授業科目

稲原　泰裕

建築法規、建築設計製図、建築測量、建築積算 一級建築士、測量士補 奈良県建築士会　正会員

〇 〇 28

岡部　優季

IT・BIM基礎・同演習、建築概論、CG演習、

CAD設計

二級建築士

〇 8

角野　峰生

建築設計製図、情報処理、インテリア、CAD設

計

二級建築士、インテリアコーディネーター、インテリアプランナー、商業施設士、1級商品装飾

展示技能士

〇

内装の設計監理、イ

ンテリア、ディスプ

レーデザイン

19

田中　幸一

造園施工Ⅰ・Ⅱ、施工管理、庭園史、エコロジ

カルデザイン

1級造園施工管理技士、技術士（建設部門）、総合技術管理部門、公園管理運営士、1級土木施

工管理技士

〇 〇 31

釜友　知與子

建築法規・同演習、基礎製図・同演習、設計製

図合格対策演習、

特別講座

一級建築士、福祉住環境コーディネーター２級 大阪府建築士会 正会員、日本建築積算協会 特別会員、大阪府建団連　育成

コンソーシアム委員、関西鉄筋工業協同組合　事業推進委員、大阪府左官工

業組合　人材育成支援協議会委員 〇 4

中島　謙一郎

建築施工・同演習、基礎製図・同演習、設計製

図合格対策演習、特別講座

一級建築士 日本建築家協会 正会員、大阪建築部会　建築と子供たち分科会、大阪府建

築士会 正会員、NPO法人古材文化の会、京都市文化財マネージャー登録、

茨木市森林サポーター 〇 〇 30

奥田　喜弘

建築計画・同演習、基礎製図・同演習、設計製

図合格対策演習、設計事務所の業務演習、特別

講座

一級建築士、管理建築士、2級建築施工管理技士、木造住宅耐震診断士 奈良県建築士会　正会員

〇 30

藤原　秀憲

建築構造・同演習、基礎製図・同演習、設計製

図合格対策演習、設計事務所の業務演習、特別

講座

一級建築士、1級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士、宅地建物取引士、大阪府被災建築

物応急危険度判定士

〇 〇 〇 32

深水　浩

建築歴史、建築計画、建築意匠 一級建築士 日本建築学会正会員、建築史学会正会員、DOCOMOMO japan　正会員

京都府建築士事務所協会正会員、E.D.E.N.（環境デザインエキスパーツネッ

トワーク）副理事長 〇 16 〇 20

猪股　豊

不動産講座 宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、ホームヘルパー2級、介護職員初任

者、マンション管理士、マンション管理業務主任、福祉住環境コーディネーター2級、ファイナ

ンシャルプランニング技能士2級

日本不動産学会　正会員、大阪府宅地建物取引業協会　正会員、特定非営利

活動法人日本グローバルサポート　代表理事、既存住宅・空家プロデュース

協会　代表理事、大阪不動産コンサルティング事業協同組合　専務理事 〇 31

小川　文也

建築設計演習、グラフィックⅠ・Ⅱ 一級建築士

〇 〇 17

東野　友信

建築設計演習、グラフィックⅠ・Ⅱ 一級建築士 公益社団法人日本建築家協会

〇 〇 17

岡本　朗

デザイン基礎、デザイン演習、スペースデザイ

ンⅡ

〇 32

伊達　泰正

プロダクト演習、造形基礎 高等学校教諭免許（美術）

絵画・彫刻制作 32 〇 45

大蔭　政勝

建築構造力学・同演習 一級建築士、インテリアプランナー、高等学校教諭免許状(工業)

〇 〇 30

中島　祐三

建築環境工学 一級建築士、被災建築物応急危険度判定士、ヘリテージマネージャー 大阪府建築士会　正会員

〇 〇 31 〇 10

関口　太樹

意匠模型演習 一級建築士、宅地建物取引士 大阪府建築士会　正会員

〇 〇 12

木山　総

材料学、法学 建設業経理士２級、宅地建物取引士、１級管工事施工管理技士、１級土木施工管理技士、１級

造園施工管理技士、監理技術者(土木・造園）

〇 〇 30

出雄　隆

建築設備工学 一級建築士、高等学校教諭一級教員免許（工業）、色彩検定2級、環境社会検定

〇 41

星山　幸子

グラフィックCAD カラーコーディネーター検定2級、日本語教育能力検定

〇 20 〇 21

大塚　雅章

河海工学 技術士（建設部門：河川、砂防及び海岸・海洋）、１級土木施工管理技士、測量士、ＲＣＣＭ

（建設環境）、河川維持管理技術者、河川点検士、公共工事品質確保技術者(Ⅱ)

〇 〇 32

河本　一典

法規 RCCM（都市計画及び地方計画）、RCCM（道路）、VEリーダー、CALS/ECインストラクター

〇 22 〇 2

箕浦　康孝

建設機械工学 宅地建物取引主任、車両系建設機械運転（整地・解体）、フォークリフト運転、床上操作式ク

レーン運転、玉掛け、ガス溶接、アーク溶接、特定粉塵作業、自由研削砥石取り換え、石綿使

用建設物の解体 〇 31

中村　豊

衛生設備工学 １級管工事施工管理士、水質関係第１種公害防止管理者、浄化槽管理士、下水道処理施設管理

士

〇 〇 〇 30 〇 5 3

中村　信義

施工学 1級土木施工管理技士、1級造園施工管理技士、コンクリート技士、1級舗装施工管理技士、測

量士、給水装置工事主任技術者、1級管工事施工管理技士、第一種下水道技術検定、技術士（上

下水道部門）、浄化槽設備士、推進工事技士 〇 〇 〇 39 　 　

河盛　泰生

造園施工Ⅰ、造園施工Ⅱ 1級造園施工管理技士、2級土木施工管理技士

〇 〇 〇 32



設計 監理
施工

管理
施工 その他 年数 大学 高専 短大 高校 常勤 非常勤

氏名 資格 所属学会（団体）・役職

実務経験及び年数 教育経験及び年数

授業科目

廣末　光一

農薬学、造園材料学、情報処理、造園施工管理

学、起業経営学、樹木保護学

1級造園施工管理技士

〇 〇 〇 〇 32

松田　泰行

ガーデンデザイン、ランドスケープデザイン、

コンピューター演習Ⅱ、CAD・CG演習

2級造園施工管理技士、HTW園芸療法士1級 園芸療法研究会西日本　理事

〇 32

松木　茂

建築材料 一級建築士

〇 〇 22

住山　淳子

CAD設計 CAD利用技術者1級、オートデスクインストラクター認定、グラフィソフト(ArchiCAD)認定ト

レーナー（GAT）、ＭＯＳ

インテリア・キッチ

ン・屋外照明・集合

住宅等設計デザイン

アシスタント、

Office・CAD講師

27

奥山　和行

建築計画学、建築実務CADⅡ 一級建築士、大阪府被災建築物応急危険度判定士

〇 〇 22

川嶋　真二

CAD設計 2級建築士、福祉住環境コーディネーター2級

〇 12

小林　利徳

建築施工 一級建築士、1級土木施工管理技士、2級管工事施工管理技士、2級建築施工管理技士、2級造園

施工管理技士、2級建設業経理事務士、測量士補

大阪府建築士会　正会員

〇 17

北川　勝広

建築計画、建築製図 一級建築士、1級建築施工管理技士、宅地建物取引士、福祉住環境コーディネータ－２級

〇 〇 17

常山　哲男

建築歴史、意匠模型 一級建築士、高等学校教諭1種免許工業科、京都市文化財マネージャー（建造物）、大阪府ヘリ

テージマネージャー、住宅医インスペクター

都市・建築設計協同組合　理事、古材文化の会･伝統建築保存･活用マネー

ジャー会、大阪府ヘリテージマネージャー協議会、泉佐野シティプロモー

ション推進協議会 〇 〇 27

藤原　陽子

色彩学Ⅰ・Ⅱ 色彩検定認定講師、カラーコディネーター1級 日本色彩学会　正会員

色彩検定講座等講師 17

樋本　拓

建築環境工学 一級建築士 大阪府建築士会　正会員

〇 〇 17

西　恭利

建築積算学 一級建築士、1級建築施工管理技士、宅地建物取引士

〇 〇 26 　 　

三野　貞佳

建築一般構造 一級建築士、木造軸組工法による耐火建築物設計マニュアル講習会終了

〇 16

瀬口　裕章

建築施工、一般構造学 一級建築士、CAD利用技術者2級、3級建設業経理事務士、CASBEE戸建評価員資格 　

〇 〇 　 15

梶田　慎也

木造演習 二級建築士

〇 8

森田　俊夫

ワークショップⅠ・Ⅱ、施工実験実習Ⅰ・Ⅱ 監理技術者資格者証、１級土木施工管理技士、１級建築施工管理技士、安全推進員講習修了、

測量士、職業訓練指導員免許（測量科）、指導員講習（48時間講習）、甲種火薬類取扱保安責

任者、足場の組立て等作業主任者、技能講習修了証、型わく支保工の組立て等作業主任者技能

講習修了証、車両系建設機械運転（整地・運搬・積込み用及び掘削用）、ガス溶接技術講習修

了証、アーク溶接特別教育修了証、福祉住環境コーディネーター２級

〇 15

伊藤　慶太

造園技能実習 1級造園施工管理技士

〇 〇 14

久保田　諭司

建築施工 一級建築士

〇 〇 〇 36

齋藤　義憲

建築法規 一級建築士、京都府木造住宅耐震診断士、京都市京町家構造耐震診断士 京都府建築士事務所協会、京都府建築士会、NPO法人古材文化の会

〇 〇 39

大澤　亮介

建築設計製図 福祉住環境コーディネーター2級

〇 5

栗山　宜彦

スペースデザインⅠ 二級建築士

〇 11

野村　建太

建築構造力学・同演習 一級建築士

〇 9

邊見　栄俊

建築設計製図、建築材料学 一級建築士

〇 10

藤井　亮輔

建築実務CADⅠ 二級建築士、管理建築士、2級インテリア設計士、CAD技能検定2級

〇 〇 10

佐藤　牧紀

CAD製図、情報処理Ⅱ AutoCAD・adpackインストラクター

CADソフト講習会講

師

小林　卓司

プレゼンテーション、都市計画Ⅰ、環境リテラ

シー、コンピューター演習Ⅰ

技術士（建設部門；都市及び地方計画、建設環境） NPO法人「水都OSAKA水辺のまち再生プロジェクト」理事、監事、非営利

組織「アメニシティおおさかネットワーク」主宰

〇 〇 28



設計 監理
施工

管理
施工 その他 年数 大学 高専 短大 高校 常勤 非常勤

氏名 資格 所属学会（団体）・役職

実務経験及び年数 教育経験及び年数

授業科目

中西　裕輝子

情報処理Ⅰ カラーコーディネーター3級

CADオペレーター 3

廣辻　雅之

建築計画、環境・設備、基礎製図、設計製図、

ポートフォリオ

建築関係の指導 25

安田　和人

建築法規、基礎製図、設計製図 一級建築士 日本建築士会連合会成年委員長（H28･29）

〇 〇 〇 　 25

尾久土　寛

構造 一級建築士

〇 〇 16

船戸　克志

施工 一級建築士

〇 〇 23

トータルマナー

株式会社

建設ビジネス学
企業の社員研修、公

立学校の教職員研

修、大学・専門学校

の学生指導

30 〇 20

中央ゼミナール

全科共通基礎専門科目

(微分積分学Ⅰ・Ⅱ、応用数学Ⅰ・Ⅱ、物理学

Ⅰ・Ⅱ、線形代数Ⅰ・Ⅱ、工業英語Ⅰ・Ⅱ・

Ⅲ）

大学編入学専門の予

備校
〇 〇 〇

森本　和真

エクステリアデザイン

造園技能実習

1級造園施工管理技士、1級造園技能士、街路樹剪定士、

◯ ◯ 15

小畑　みのり

情報処理Ⅰ・Ⅱ

永友　翔

建築構造力学・同演習、建築構造力学Ⅰ 一級建築士

◯ ◯ 10

大河　千春

造形基礎、グラフィックCAD 二級建築士、福祉住環境コーディネーター２級、カラーコーディネーター３級、グラフィック

デザイン検定

◯ ◯ 5

濱田　吉也

建築総論、ライセンスⅡ、総論 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級電気通信工事施工

管理技士

西村　勇二

設計製図合格対策演習 一級建築士、1級建築施工管理技士、宅地建物取引士、管理建築士、大阪府被災建築物応急危険

度判定士、既存住宅状況調査技術者

〇 〇

八坂　真希子

情報処理 一級建築士、インテリアコーディネーター

〇 〇 14

早稲田　敦也

建築設計製図、建築計画学、建築法規 一級建築士、管理建築士、和歌山県地震被災建築物応急危険度判定士、福祉住環境コーディ

ネーター２級、

〇 〇 〇 〇 11

武山　和夫

鉄筋コンクリート工学、橋梁工学 測量士、1級土木施工管理技士、技術士（建設－項構造及びコンクリート、総合技術監理部

門）、コンクリート診断士、コンクリート構造診断士

〇 〇 47

中川　慶一郎

設備工学 一級建築士、福祉住環境コーディネーター２級

〇 〇 5

釜本　洋子

CAD製図 PowerPointプレゼンテーション技能認定試験上級、Accessビジネスデータベース技能認定試験

１級、福祉住環境コーディネーター２級、インテリアコーディネーター

〇 AutoCAD講師等 30 〇 7

菅井　真樹子

設計製図合格対策演習 一級建築士

〇

小野　敬司

維持管理学 コンクリート技士、1級土木施工管理技士、技術士（建設部門・項構造およびコンクリート）、

コンクリート診断士

〇 〇 30

本田　富幸

設計製図合格対策演習 一級建築士

〇 〇 30

藤森　大作

設計製図合格対策演習 一級建築士

〇 〇 27

大畑　正彦

特別講座 一級建築士

〇 〇 15




