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短期大学部長
教授

加　藤　保　男 かとう やすお 男 62 1980.4.1 2000.4.1 歯科衛生科
鶴見大学歯学部歯学科卒業
歯学博士

保育科長
専攻科専攻主任

教授
山　田　吉　郎 やまだ よしろう 男 63 1999.4.1 2011.4.1 保育科

東北大学大学院文学研究科
博士前期課程修了
博士（文学）

教授 山　室　吉　孝 やまむろ よしたか 男 62 1999.4.1 1999.4.1 保育科
国際基督教大学大学院教育学研究科
博士後期課程満期退学
教育学修士

教授 白　井　京　子 しらい きょうこ 女 66 2003.4.1 2003.4.1 保育科

東京大学大学院医学系研究科
保健学専攻地域看護学
博士課程単位取得満期退学
修士（保健学）

教授 松　本　和　美 まつもと かずみ 女 59 2003.4.1 2010.4.1 保育科

兵庫教育大学大学院学校教育研究科
学校教育学専攻幼年教育コース
修士課程修了
教育学修士

教授 天　野　珠　路 あまの たまじ 女 59 2017.4.1 2017.4.1 保育科
玉川大学文学部教育学科卒業
学士（教育学）

教授 田　家　英　二 たや えいじ 男 56 2005.4.1 2018.4.1 保育科
立正大学大学院社会福祉学研究科
修士課程修了
修士（社会福祉学）

教授 山　里　哲　史 やまさと　てつし 男 55 2018.4.1 2018.4.1 保育科
千葉大学大学院教育学研究科保健体育専攻修了
教育学修士

准教授 斎　藤　　晃 さいとう あきら 男 65 1990.4.1 1994.4.1 保育科
早稲田大学大学院文学研究科
博士後期課程単位取得満期退学
文学修士

准教授 橋　本　弘　道 はしもと ひろみち 男 49 2007.4.1 2012.4.1 保育科

横浜国立大学大学院
国際社会科学研究科経営学専攻
マネジメント専修コース修了
修士（経営学）、修士（教育学）
修士（人間科学）

准教授 陸　路　和　佳 むつろ　わか 女 55 2014.4.1 2014.4.1 保育科
東海大学大学院
芸術学研究科
芸術学修士

准教授 上　野　善　子 うえの　よしこ 女 50 2017.4.1 2017.4.1 保育科
奈良女子大学大学院人間文化研究科
社会生活環境学専攻博士後期課程修了
博士（社会科学）

准教授 秋　田　有希湖 あきた ゆきこ 女 38 2010.4.1 2018.4.1 保育科

お茶の水女子大学大学院
人間文化研究科人文学専攻
博士前期課程修了
人文学修士

准教授 片　川　智　子 かたがわ　ともこ 女 43 2016.4.1 2018.4.1 保育科
日本女子大学大学院家政学研究科
児童学専攻修士課程修了
修士（家政学）

准教授 仙　田　　　考 せんだ　こう 男 47 2015.4.1 2018.4.1 保育科
ﾚﾃﾞｨﾝｸﾞ大学園芸・ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ専攻
博士課程修了
Ph.D
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准教授 木　口　恵美子 きぐち　えみこ 女 53 2018.4.1 2018.4.1 保育科
東洋大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻
博士後期課程修了
博士（社会福祉学）

講師 芹　澤　美奈子 せりざわ　みなこ 女 45 2013.4.1 2013.4.1 保育科
兵庫教育大学大学院学校教育研究科
幼児教育専攻修了
学校教育学修士

講師 鮫　島　良　一 さめじま　りょういち 男 53 2013.4.1 2013.4.1 保育科
東海大学教養学部芸術学科
美術学課程卒業
教養学士

講師 河　合　高　鋭 かわい　たかとし 男 41 2016.10.1 2016.10.1 保育科
横濱国立大学大学院教育学研究科
生活システム系教育専攻修士課程修了
修士（教育学）

歯科衛生科長
教授

小　澤　晶　子 おざわ あきこ 女 58 1990.4.1 2004.4.1 歯科衛生科
鶴見大学大学院歯学研究科
博士課程修了
博士（歯学）

教授 渡　辺　孝　章 わたなべ たかあき 男 64 1979.4.1 2004.4.1 歯科衛生科
鶴見大学歯学部歯学科卒業
歯学博士

教授 志　村　文　隆 しむら ふみたか 男 64 1985.4.1 2000.4.1 歯科衛生科
鶴見大学大学院歯学研究科
博士課程修了
歯学博士

教授 前　澤　眞理子 まえざわ まりこ 女 65 2000.4.1 2000.4.1 歯科衛生科
慶応義塾大学医学部卒業
博士（医学）

准教授 奥　村　英　司 おくむら えいじ 男 56 1990.4.1 1995.4.1 歯科衛生科
東京大学大学院人文科学研究科
国語国文学専門課程修士課程修了
文学修士

准教授 玉　木　裕　子 たまき ゆうこ 女 59 1979.4.1 2005.4.1 歯科衛生科
放送大学教養学部卒業
学士（教養）

准教授 小　林　一　行 こばやし　かずゆき 男 52 1996.1.1 2013.4.1 歯科衛生科
鶴見大学大学院歯学研究科
博士課程修了
博士（歯学）

准教授 花　谷　重　守 はなたに しげる 男 58 1989.4.1 2014.4.1 歯科衛生科
鶴見大学大学院歯学研究科
博士課程修了
博士（歯学）

准教授 藤　原　久　子 ふじわら　ひさこ 女 45 2009.04.01 2014.4.1 歯科衛生科
東京大学大学院医学系研究科博士課程修了
医学博士

准教授 田　中　宣　子 たなか のぶこ 女 54 1984.4.1 2018.4.1 歯科衛生科
放送大学教養学部卒業
学士（教養）

講師 石　黒　　　梓 いしぐろ　あずさ 女 31 2014.9.1 2016.4.1 歯科衛生科
独立行政法人大学評価・学位授与機構
学士（口腔保健学）
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助教 清　田　法　子 せいだ のりこ 女 38 2005.4.1 2017.4.1 歯科衛生科
玉川大学農学部卒業
農学学士

実習助手 森　田　　操 もりた みさお 女 63 1985.10.1 1985.10.1 歯科衛生科
放送大学教養学部卒業
教養学士

実習助手 吉　田　美智子 よしだ みちこ 女 57 1988.1.1 1988.1.1 歯科衛生科
放送大学教養学部卒業
教養学士

実習助手 石　川　奈保美 いしかわ なほみ 女 59 1989.4.1 1989.4.1 歯科衛生科
日本女子大学家政学部卒業
家政学士

実習助手 廣　岡　千　鶴 ひろおか ちづる 女 47 1991.4.1 1991.4.1 歯科衛生科
玉川大学教育学部卒業
教育学士

実習助手 宮　尾　奈　々 みやお なな 女 41 1997.4.1 1997.4.1 歯科衛生科
放送大学教養学部卒業
教養学士

実習助手 山　崎　　忍 やまざき しのぶ 女 44 1999.10.1 1999.10.1 歯科衛生科
放送大学教養学部卒業
教養学士

実習助手 天　野　理　江 あまの りえ 女 45 2012.4.1 2012.4.1 歯科衛生科
鶴見大学女子短期大学部歯科衛生科卒業
準学士

実習助手 後　藤　柚　衣 ごとう　ゆい 女 24 2015.4.1 2015.4.1 歯科衛生科
鶴見大学短期大学部歯科衛生科卒業
準学士

実習助手 星　野　美智子 ほしの　みちこ 女 56 2016.4.1 2016.4.1 歯科衛生科
鶴見大学女子短期大学部保健科卒業
準学士

実習助手 松　風　麻　美 まつかぜ　まみ 女 38 2017.4.1 2017.4.1 歯科衛生科
鶴見大学短期大学部歯科衛生科卒業
準学士

実習助手 阿　部　智　美 あべ　ともみ 女 27 2017.4.1 2017.4.1 歯科衛生科
東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科修士課程修了
修士（口腔保健学）

実習助手 保　坂　真利奈 ほさか　まりな 女 22 2017.4.1 2017.4.1 歯科衛生科
鶴見大学短期大学部歯科衛生科卒業
準学士


