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№ 担当学科 氏 名 主な担当科目 主な職歴 

1 校 長 山本 昭彦  国土交通省航空局 

2 教務次長 江畑 優子 エアライン実務、就職対策、 日本航空 客室乗務員 

外地（ｶﾅﾀﾞ）ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾀｯﾌ 

3 エアライン学科長 大久保 知里 エアライン実務、就職対策、 

航空概論 

ＡＮＡ 

客室乗務員（出向） 

4 エアライン学科 家長 あい子 エアライン実務、ビジネスマナ

ー、救命救急 

シンガポール航空 

客室乗務員 

5 エアライン学科 佐々木 佳絵 中国語、英語 エバー航空 

客室乗務員 

6 エアライン学科 加藤 晶子 英語、TOEIC TESL(英語教授法)修士課

程修了/中学・高校教諭一

種免許（英語） 

7 エアライン学科 光山 麻美 英語 カタール航空 

客室乗務員 

8 エアポート学科長 落合 可之 車輌実習、就職対策 ＪＡＬｸﾞﾗﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 大阪 

9 エアポート学科 宗  一喜 一般常識、ＩＴ基礎 近畿コンピュータ電子専

門学校 

10 エアポート学科 岩永 哲也 車輌実習、グランドハンドリング Ｋグランドサービス（出

向） 

11 エアポート学科 浅井 純司 車輌実習、安全品質 ＡＮＡ関西（出向） 

12 エアポート学科 石川 敬隆 車輌実習、航空危険物、一般常

識、 

本校卒業生 

13 エアポート学科 納谷 瑞希 車輌実習、危険物 ＪＧＳ（成田空港） 

14 エアポート学科 藤城 萌絵 車輌実習、航空用語、一般常識 ＡＮＡ関西 

15 航空整備士学科長 田村 成彦 アマデウス、ＩＴ基礎、ＩＴ応用 近畿コンピュータ電子専

門学校 

16 航空整備士学科 柳瀬 善行 機体実技、機体システム、 

航空計器 

海上保安庁 

17 航空整備士学科 山田 義幸 機体実技、機体システム、 

発動機（ピストン） 

昭和航空 

18 航空整備士学科 関口 宏 機体構造、航空機材料、機体シス 

テム、基本技術、航空英語 

日本航空（出向） 

19 航空整備士学科 今野 彰紀 機体構造、航空機材料、基本技術 ＡＮＡベースメンテナン

ス 

テクニクス（出向） 

20 航空整備士学科 小西 射 航空法規、電子装備品、基本技術 日本航空 

21 航空整備士学科 宮本 信治 航空計器、航空力学、機体構造 日本航空 



22 航空整備士学科 中村 拓也 機体実技、発動機（ピストン） 日本地域航空 

23 航空整備士学科 齋藤 幸博 機体実技、発動機（ピストン） 阪急航空 

24 航空整備士学科 新谷 勝信 総合技術、ＳＰＩ ﾎﾝﾀﾞﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ 

25 航空整備士学科 近藤 正昭  大阪府警察本部航空隊 

26 航空整備士学科 清水 裕子 ＳＰＩ、パソコン、就職対策 MOS（Excel、Word、Access 

PowerPoint） 

27 航空整備士学科 佐谷 雄亮 基本技術、非破壊検査、ＳＰＩ、

就職対策 

本校卒業生 

28 航空整備士学科 加藤 凡典 プロペラ、電気技術、電子装備品 海上保安庁 

29 航空整備士学科 荒木 真美 基本技術 本校卒業生 

30 パイロット学科長 松田 雄二 飛行機 海上自衛隊 

31 パイロット学科 山崎 元弘 飛行機 航空自衛隊 

32 パイロット学科 大内 芳一 飛行機 Ｊ－ＡＩＲ 

33 パイロット学科 中野 信吾 飛行機 航空自衛隊 

34 パイロット学科 長渡 吉英 飛行機 航空自衛隊 

35 パイロット学科 松本 敏久 飛行機 ＡＮＡウィングス 

36 パイロット学科 柴田 潤一 飛行機 海上自衛隊 

37 パイロット学科 野中 広秀 飛行機 スカイマーク（出向） 

38 パイロット学科 高島 幸治 飛行機 航空自衛隊 

39 パイロット学科 加藤 武朗 飛行機  

40 パイロット学科 藤井 邦彦 飛行機 国土交通省航空局 

41 パイロット学科 岡嶋 和政 飛行機 航空自衛隊 

42 パイロット学科 市川 博一 飛行機 日本航空 

43 パイロット学科 恵良 和義 回転翼航空機 ＦＡＡ教官 

44 パイロット学科 飛騨 清彦 回転翼航空機 和歌山県警 

45 パイロット学科 安藤 康比呂 回転翼航空機 国土交通省航空局 

46 パイロット学科 安東 真矢 回転翼航空機 本校卒業生 

  

 


