
(3)　旧職員（H10年4月～H30年12月末までの転出・退職者）

1)　教育職員（常勤）

氏名 転退職時の所属 転退職時の職名 離任年月 備考 氏名 転退職時の所属 転退職時の職名 離任年月 備考

鈴木 宏昌 一般教科 講師 H10.7 大野 貴雄 一般教科 講師 H22.3

松野 　理 商船学科 教授 H11.3 定年 益池 寿子（折本） 流通情報工学科 助敎 H22.3

千須和 富士夫 流通情報工学科 教授 H11.3 定年 二村 　彰 商船学科 准教授 H22.4

久保 利介 校長 校長 H12.3 寺田 大介 商船学科 准教授 H22.9

宮川 敏征 商船学科 助手 H12.3 馬場 弘明 商船学科 教授 H23.3 定年

福屋 正武 一般教科 教授 H13.3 定年 大橋 孝治 商船学科 准教授 H23.3 定年

大西 浩之 電子制御工学科 教授 H13.3 定年 吉廣　晃 電子制御工学科 准教授 H23.3

根本 憲一 流通情報工学科 教授 H13.3 定年 横瀬 義雄 電子制御工学科 准教授 H23.3

水下 佐知子(加賀) 流通情報工学科 助手 H13.9 藤井　誠 練習船広島丸 助敎  (一等機関士) H23.3

臼井 英夫 商船学科 助教授 H14.3 笹 　健児 商船学科 准教授 H24.9

小川 仁士 電子制御工学科 助教授 H14.3 卋登 順三 商船学科 教授 H25.3 定年

繁村 龍彦 商船学科 教授 H15.3 定年 中村 一正 商船学科 敎授 H25.3 定年

戸田 朋子（森田） 流通情報工学科 講師 H15.3 田中 康仁 流通情報工学科 准教授 H25.3

岩本 誠之 商船学科 教授 H15.4 森　宗一 流通情報工学科 助敎 H25.3

西川 弘志 一般教科 教授 H16.3 定年 佐久間 大 流通情報工学科 講師 H25.9

飛弾 　暁 一般教科 教授 H16.3 定年 松木 雅文 一般教科 教授 H26.3 定年

小路口 聡 一般教科 助教授 H16.3 中島 邦廣 商船学科 教授 H26.3 定年

河本 敬子 流通情報工学科 助手 H16.3 髙山 敦好 商船学科 講師 H26.3

葉山 安信 商船学科 教授 H17.3 定年 池田 　晶 一般教科 講師 H26.3

古賀 國夫 電子制御工学科 教授 H17.3 定年 小田 哲雄 一般教科 教授 H27.3 定年

桒島 史欣 電子制御工学科 助手 H17.3 井田 徹哉 電子制御工学科 准教授 H28.3

杉本 文太 練習船広島丸 助手  (一等機関士) H17.9 今井慎一 電子制御工学科 准教授 H28.3

和田 啓史 商船学科 教授 H18.3 定年 岡村 修司 流通情報工学科 教授 H28.3

笠井 聖二 商船学科 助教授 H18.3 村上 定瞭 校長 校長 H28.3 定年

久間 英樹 電子制御工学科 助教授 H18.3 辰己 明子 一般教科 准教授 H29.3

江頭 幸代 流通情報工学科 講師 H18.3 芝田　浩 電子制御工学科 准教授 H29.3

藤原 　享 練習船広島丸 助教授（機関長） H18.3 定年 穆　盛林 電子制御工学科 准教授 H29.3

正田 　満 商船学科 教授 H19.3 定年 土屋 政憲 流通情報工学科 教授 H29.3 定年

湯地 敏史 電子制御工学科 助手 H19.3 岐美 　宗 流通情報工学科 教授 H29.3

冨島 俊彦 流通情報工学科 教授 H19.3 定年 辰己 公朗 商船学科 教授 H29.12

太田 　亨 一般教科 講師 H19.9 舟木 弥夫 一般教科 教授 H30.3

坂本 　守 一般教科 教授 H20.3 定年 岩井 一師 一般教科 准教授 H30.3

岩瀬 　潔 商船学科 教授 H20.3 徳田 太郎 商船学科 准教授 H30.3

齋藤 陽平 電子制御工学科 講師 H20.3 松島 勇雄 電子制御工学科 教授 H30.3 定年

嶋本 雅宏 流通情報工学科 助敎 H20.3 藤冨 信之 電子制御工学科 教授 H30.3 定年

堀籠 教夫 校長 校長 H20.3 定年 木下 惠介 商船学科 助敎 H30.8

石川 富雄 一般教科 教授 H21.3 定年 若松 裕紀 電子制御工学科 講師 H30.9

藤野 俊和 商船学科 助敎 H21.3
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2)　事務系職員（常勤）

氏名 転退職時の所属 転退職時の職名 離任年月 備考 氏名 転退職時の所属 転退職時の職名 離任年月 備考

末永 壽男 会計課 会計課長 H11.3 長尾 逸司 学生課 実験実習第一係長 H17.3 定年

岸田 宏志 学生課 学生課長 H11.3 高田 和子 庶務課 人事主任 H17.3

内藤 雅美 庶務課 人事係 H11.3 三澤 和男 会計課 会計課長 H17.9

森川 泰彦 会計課 総務係総務主任 H11.3 宮﨑 俊彦 事務部 事務部長 H18.3 定年

前田 裕之 会計課 施設係長 H11.3 岡田 龍彦 庶務課 図書主任 H18.3 定年

松浦 　清 学生課 実験実習第一係長 H11.3 定年 奥本 泰義 学生課 寮務係長 H18.3 定年

長尾 光仙 事務部 事務部長 H12.2 逝去 町田 勝吉 学生課 専門職員（情報システム担当） H18.3

村上 弘幸 学生課 学生主任 H12.3 和田 芳弘 会計課 用度係長 H18.3

渡壁 康二 会計課 用度係 H12.3 中村　 洋 会計課 一般職員 H18.3

成相 和道 会計課 総務主任 H12.3 小林 弘典 学生課 学生係 H18.3

有田 清志 学生課 教務係長 H12.3 定年 池田 奈緒子 会計課 総務係 H18.3

原 　年明 庶務課 庶務課長 H12.10 吉田 全大 学生課 一般職員 H18.3

井上 由紀 会計課 会計課長 H13.3 片桐 裕子 総務課 人事主任 H18.5

中山 有二 学生課 学生課長 H13.3 松本 　充 総務課 課長補佐 H19.3 定年

桜井 修司 会計課 用度係 自動車運転手 H13.3 定年 玉田 耕三 学生課 課長補佐 H19.3 定年

岡田 一樹 学生課 専門職員 H13.3 定年 村上 達也 総務課 施設係長 H19.3

望月 美彦 学生課 実験実習第一係長 H13.3 定年 栁田 一彦 学生課 学生課長 H20.1

原田 宜輝 会計課 用度係 H13.3 武内 　洋 総務課 財務係長 H20.3

清戸 義博 会計課 出納係 H13.3 渡邉 　裕 事務部 事務部長 H20.3

松浦 幸夫 練習船広島丸 操舵手 H13.3 定年 町田　 優 練習船広島丸 甲板長 H20.3 定年

那須 　勉 学生課 教務係 H13.9 武内 　洋 総務課 財務係長 H20.3

藤谷 栄二 学生課 実験実習第二係 H13.11 原野 克彦 学生課 学生主任 H20.3

早川 武幸 会計課 施設係長 H13.11 秋田 和秀 総務課 一般職員 H20.3

登り 惇哉 事務部 事務部長 H14.3 定年 錦織 千枝 総務課 総務主任 H20.9

吉盛 光昭 庶務課 庶務係 H14.3 青木 隆典 総務課 一般職員 H20.12

佐々木 貴久 会計課 用度係 H14.4 藤原 　司 総務課 総務課長 H21.3

玉井 浩二 会計課 総務係 H14.7 田中 則雄 練習船広島丸 操機手 H21.3

常重 美恵 庶務課 庶務課 H15.1 髙田 和彦 総務課 契約係長 H21.3

大前 　弘 庶務課 庶務課長 H15.3 廣井 保治 練習船広島丸 操機長 H21.3 定年

國定 　久 学生課 学生課長 H15.3 小野田 正夫 学生課 課長補佐 H21.3

平原 弘道 学生課 専門職員 H15.3 定年 増田 賢太郎 学生課 一般職員 H21.3

湯野 巌宣 学生課 教務係 H15.3 今井 康晴 総務課 一般職員 H21.3

金行 宣佳 学生課 学生主任 H15.3 武田 貴宏 総務課 一般職員 H21.3

宅明 宣惠 会計課 用度係長 H15.7 渡辺 真梨子 学生課 一般職員 H21.3

村上 　尚 庶務課 専門職員（企画調整担当） H15.7 竹島 隆文 学生課 学生課長 H21.9

小島 俊夫 事務部 事務部長 H15.9 小林 和則 事務部 事務部長 H22.3 定年

石坪 辰男 会計課 会計課長 H15.9 蒔田 俊夫 技術教育支援センター 技術専門職員 H22.3 定年

田中 芳延 会計課 出納係 H16.3 森下 義博 技術教育支援センター 技術専門職員 H22.3 定年

松岡 武夫 会計課 総務係長 H16.3 定年 宮本 和平 総務課 課長補佐 H22.3 定年

岡本 章生 会計課 施設係長 H16.3 宮本 悦子 学生課 課長補佐 H22.3 定年

高橋 淳子 学生課 教務係 H16.3 久保 京子 総務課 図書係長 H22.3 定年

梅谷 昇志 会計課 総務主任 H16.3 蒔田 　清 技術教育支援センター 技術長 H22.3 定年

東 　善和 庶務課 庶務課長 H17.3 藤井 謙二 総務課 人事係長 H22.3

深田 　哲 学生課 学生課長 H17.3 横道 知枝 総務課 一般職員 H22.3

山本 須男 練習船広島丸 甲板長 H17.3 定年 岡本 太志 総務課 一般職員 H22.3

山本 稔三 学生課 技術専門職員 H17.3 定年 船島 大輔 学生課 一般職員 H22.3

土井 忠幸 庶務課 図書係長 H17.3 定年 田谷 　修 学生課 教務係 H22.9

松浦 　巧 学生課 実験実習第二係長 H17.3 定年 井上 直志 事務部 事務部長 H23.3 定年
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氏名 転退職時の所属 転退職時の職名 離任年月 備考

吉野 　勉 学生課 学生課長 H23.3

岡本 春記 学生課 寮務係長 H23.3 定年

大野 和司 総務課 一般職員 H23.3

有田 直純 学生課 広報主任 H23.7

矢野 浩三 学生課 一般職員 H23.7

臣守 常勝 総務課 総務課長 H24.3

望月 伸宏 総務課 課長補佐 H24.3 定年

玉田 　寛 学生課 学生係長 H24.3

加納 史朗 技術教育支援センター 技術専門職員 H24.4

宮田 亮史 練習船広島丸 操舵手 H24.9

赤木 　仁 事務部 事務部長 H25.3

洲之内 善基 学生課 学生課長 H25.3

藤井 隆司 会計課 総務係総務主任 H25.3

上代 裕久 総務課 人事係長 H25.3

岡田 英治 総務課 図書係長 H25.3

黒崎 　彩 総務課 一般職員 H25.3

森本 千鈴 総務課 課長補佐 H26.3 定年

大下 泰史 学生課 教務係長 H26.3

松本 幸市 技術支援センター 技術職員 H26.3

近藤 尚美 総務課 総務課長 H26.12

植村 　剛 事務部 事務部長 H27.3 定年

村岡 昌良 学生課 課長補佐 H27.3

井上 尚紀 学生課 図書主任 H27.3

中神 祐樹 総務課 一般職員 H27.3

浅野間　靖 学生課 教務主任 H27.3

上田 恭平 技術支援センター 技術職員 H27.3

高橋 貞夫 学生課 学生課長 H28.3 定年

坂本 晃一 学生課 教務係長 H28.3

清水 和敏 練習船広島丸 甲板員 H28.3

西田 俊一 事務部 事務部長 H29.3

高橋 健二 総務課 総務課長 H29.3

橋本 泰明 学生課 専門職員 H29.3

日野 美穂（内田） 総務課 図書主任 H29.3

唐井 啓士 総務課 施設主任 H30.3

福田 真也 学生課 入試教務室員 H30.3

松﨑 秀幸 学生課 入試・教務室主任 H30.3

三木 圭介 学生課 課長補佐 H30.3
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