
2021年4月7日

自動車整備科１年・１級自動車科１年・国際整備科2年 自動車整備科２年・１級自動車科２年・国際整備科３年

学期 科目名 担当者 学期 科目名 担当者

小向　剛志(専任教員,整備歴19年,１級小型自動車整備士) 池田　信久(専任教員,整備歴14年,１級小型自動車整備士)

樋口　典孝(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士) 山口誠一郎(専任教員,１級小型自動車整備士)

戸賀沢愛彦(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士) 藤崎　浩誠(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

安藤　洋一(専任教員,整備歴6年,１級小型自動車整備士) 内藤　慶介(専任教員,整備歴10年,１級小型自動車整備士)

花本　真吾(専任教員,整備歴6年,１級小型自動車整備士) 高際　勝麻(専任教員,整備歴6年,１級小型自動車整備士)

綿貫　寛伸(専任教員,整備歴16年,1級小型自動車整備士) 橋本　佳輔(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士)

木村　弘孝(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士) 分須　敦(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士)

高野　理加(専任教員,１級小型自動車整備士) 和合　篤史(専任教員,整備歴11年,１級小型自動車整備士)

坪井　佑輔(専任教員,１級小型自動車整備士) 溝尾　伸良(専任教員,整備歴4年,1級指導員講習修了)

須山　勝光(専任教員,１級小型自動車整備士) 恩田　和彦(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

親﨑　裕孝(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士) 黒沢　茂(専任教員,整備歴2年,１級小型自動車整備士)

門澤  春喜（専任教員,整備歴9年、１級小型自動車整備士） 菱沼　雄祐(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士)

秋田谷　貴(専任教員,整備歴6年,１級小型自動車整備士) 鈴木　透久(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士)

畠山　志保(専任教員,１級小型自動車整備士) 向山　慧美(専任教員,１級小型自動車整備士)

石川　隆行(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士) 林　祐一(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士)

小畑　貴裕(専任教員,整備歴6年,1級小型自動車整備士) 佐藤　秀一(専任教員,1級指導員講習修了)

自動車工学Ⅰ 担任 自動車工学Ⅳ 担任

小向　剛志(専任教員,整備歴19年,１級小型自動車整備士) 池田　信久(専任教員,整備歴14年,１級小型自動車整備士)

樋口　典孝(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士) 山口誠一郎(専任教員,１級小型自動車整備士)

戸賀沢愛彦(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士) 藤崎　浩誠(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

安藤　洋一(専任教員,整備歴6年,１級小型自動車整備士) 内藤　慶介(専任教員,整備歴10年,１級小型自動車整備士)

花本　真吾(専任教員,整備歴6年,１級小型自動車整備士) 高際　勝麻(専任教員,整備歴6年,１級小型自動車整備士)

綿貫　寛伸(専任教員,整備歴16年,1級小型自動車整備士) 橋本　佳輔(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士)

木村　弘孝(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士) 分須　敦(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士)

高野　理加(専任教員,１級小型自動車整備士) 和合　篤史(専任教員,整備歴11年,１級小型自動車整備士)

坪井　佑輔(専任教員,１級小型自動車整備士) 溝尾　伸良(専任教員,整備歴4年,1級指導員講習修了)

須山　勝光(専任教員,１級小型自動車整備士) 恩田　和彦(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

親﨑　裕孝(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士) 黒沢　茂(専任教員,整備歴2年,１級小型自動車整備士)

門澤  春喜（専任教員,整備歴9年、１級小型自動車整備士） 菱沼　雄祐(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士)

秋田谷　貴(専任教員,整備歴6年,１級小型自動車整備士) 鈴木　透久(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士)

畠山　志保(専任教員,１級小型自動車整備士) 向山　慧美(専任教員,１級小型自動車整備士)

石川　隆行(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士) 林　祐一(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士)

小畑　貴裕(専任教員,整備歴6年,1級小型自動車整備士) 佐藤　秀一(専任教員,1級指導員講習修了)

自動車工学Ⅱ 担任 自動車工学Ⅴ 担任

小向　剛志(専任教員,整備歴19年,１級小型自動車整備士) 自動車総合Ⅰ 自動車整備２科全員

樋口　典孝(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士) 自動車総合Ⅱ・Ⅲ 担任

戸賀沢愛彦(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士) 故障探究 担任

安藤　洋一(専任教員,整備歴6年,１級小型自動車整備士) 検査 担任

花本　真吾(専任教員,整備歴6年,１級小型自動車整備士) 法令 担任

綿貫　寛伸(専任教員,整備歴16年,1級小型自動車整備士)

木村　弘孝(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士)

高野　理加(専任教員,１級小型自動車整備士)

坪井　佑輔(専任教員,１級小型自動車整備士)

須山　勝光(専任教員,１級小型自動車整備士)

親﨑　裕孝(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

門澤  春喜（専任教員,整備歴9年、１級小型自動車整備士）

秋田谷　貴(専任教員,整備歴6年,１級小型自動車整備士)

畠山　志保(専任教員,１級小型自動車整備士)

石川　隆行(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

小畑　貴裕(専任教員,整備歴6年,1級小型自動車整備士)

自動車工学Ⅲ 担任
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　2021年度（令和3年度）専門学校トヨタ東京自動車大学校　授業担当者名簿
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2021年4月7日

１級自動車科３年・１級専攻科１年 １級自動車科４年・１級専攻科２年

学期 科目名 担当者 学期 科目名 担当者

峯岸　和哉(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士) 羽柴　武志(専任教+F59:F73員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

吉岡雄太郎(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士) 川口　貴大(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

黒岩　芳春(専任教員,整備歴11年,１級小型自動車整備士) 小林　秀馬(専任教員,整備歴14年,１級小型自動車整備士)

大倉　悟(専任教員,１級小型自動車整備士) 平良　勇登(専任教員,整備歴1年,１級小型自動車整備士)

間中　敏之(専任教員,整備歴1年,１級小型自動車整備士) 大越洋一朗(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士)

佐藤　新一(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士) 石井　裕樹(専任教員,１級小型自動車整備士)

黒岩　芳春(専任教員,整備歴11年,１級小型自動車整備士) 経営・経済学概論 湯川雅弘（兼任教員）

大倉　悟(専任教員,１級小型自動車整備士) 商法・簿記会計学 武石鉄昭（兼任教員）

峯岸　和哉(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士) 自動車運動工学 増田賢二（兼任教員）

吉岡雄太郎(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士) 羽柴　武志(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

間中　敏之(専任教員,整備歴1年,１級小型自動車整備士) 川口　貴大(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

佐藤　新一(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士) 大越洋一朗(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士)

上田　博之(専任教員) 石井　裕樹(専任教員,１級小型自動車整備士)

高柳　尚之(専任教員) 小林　秀馬(専任教員,整備歴14年,１級小型自動車整備士)

平良　勇登(専任教員,整備歴1年,１級小型自動車整備士)

機械工学概論 香川　美仁（兼任教員）

峯岸　和哉(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士) 羽柴　武志(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

吉岡雄太郎(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士) 川口　貴大(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

峯岸　和哉(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士) 大越洋一朗(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士)

吉岡雄太郎(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士) 石井　裕樹(専任教員,１級小型自動車整備士)

黒岩　芳春(専任教員,整備歴11年,１級小型自動車整備士) 小林　秀馬(専任教員,整備歴14年,１級小型自動車整備士)

大倉　悟(専任教員,１級小型自動車整備士) 平良　勇登(専任教員,整備歴1年,１級小型自動車整備士)

黒岩　芳春(専任教員,整備歴11年,１級小型自動車整備士) 実務研修 木村　勇(専任教員,１級小型自動車整備士)

大倉　悟(専任教員,１級小型自動車整備士) 上田　博之(専任教員)

間中　敏之(専任教員,整備歴1年,１級小型自動車整備士) 高柳　尚之(専任教員)

佐藤　新一(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士)

黒岩　芳春(専任教員,整備歴11年,１級小型自動車整備士) 羽柴　武志(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

大倉　悟(専任教員,１級小型自動車整備士) 川口　貴大(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

間中　敏之(専任教員,整備歴1年,１級小型自動車整備士) 大越洋一朗(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士)

佐藤　新一(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士) 石井　裕樹(専任教員,１級小型自動車整備士)

峯岸　和哉(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士) 小林　秀馬(専任教員,整備歴14年,１級小型自動車整備士)

吉岡雄太郎(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士) 平良　勇登(専任教員,整備歴1年,１級小型自動車整備士)

間中　敏之(専任教員,整備歴1年,１級小型自動車整備士)

佐藤　新一(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士)

工場管理論 飯塚　聡(専任教員,整備歴11年,１級小型自動車整備士)

峯岸　和哉(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士) 羽柴　武志(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

吉岡雄太郎(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士) 川口　貴大(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

間中　敏之(専任教員,整備歴1年,１級小型自動車整備士) 大越洋一朗(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士)

佐藤　新一(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士) 石井　裕樹(専任教員,１級小型自動車整備士)

黒岩　芳春(専任教員,整備歴11年,１級小型自動車整備士) 小林　秀馬(専任教員,整備歴14年,１級小型自動車整備士)

大倉　悟(専任教員,１級小型自動車整備士) 平良　勇登(専任教員,整備歴1年,１級小型自動車整備士)

間中　敏之(専任教員,整備歴1年,１級小型自動車整備士) 羽柴　武志(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

佐藤　新一(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士) 川口　貴大(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

黒岩　芳春(専任教員,整備歴11年,１級小型自動車整備士) 大越洋一朗(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士)

大倉　悟(専任教員,１級小型自動車整備士) 石井　裕樹(専任教員,１級小型自動車整備士)

間中　敏之(専任教員,整備歴1年,１級小型自動車整備士) 小林　秀馬(専任教員,整備歴14年,１級小型自動車整備士)

佐藤　新一(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士) 平良　勇登(専任教員,整備歴1年,１級小型自動車整備士)

峯岸　和哉(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士)

吉岡雄太郎(専任教員,整備歴5年,１級小型自動車整備士)
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　2021年度（令和3年度）専門学校トヨタ東京自動車大学校　授業担当者名簿
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2021年4月7日

スマートモビリティ科１年 スマートモビリティ科２年

学期 科目名 担当者 学期 科目名 担当者

HVシステム演習Ⅰ
（HV脱着研究）

佐野　慎太朗(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士) HVシステム演習Ⅱ 佐野　慎太朗(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

電気工事士概論 仁宮　直人(専任教員,整備歴14年,１級小型自動車整備士) 鈴木　秀明(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

仁宮　直人(専任教員,整備歴14年,１級小型自動車整備士) 佐野　慎太朗(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

佐野　慎太朗(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士) 仁宮　直人(専任教員,整備歴14年,１級小型自動車整備士)

片桐　周平(専任教員,整備歴2年,１級小型自動車整備士) 片桐　周平(専任教員,整備歴2年,１級小型自動車整備士)

鈴木　秀明(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士) スマート工学Ⅰ 鈴木　秀明(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

上田　博之(専任教員) 自動車新機構Ⅰ 片桐　周平(専任教員,整備歴2年,１級小型自動車整備士)

高柳　尚之(専任教員) 問題解決手法Ⅱ 岡谷　広徳(専任教員,整備歴9年,１級小型自動車整備士)

基礎製図 岡谷　広徳(専任教員,整備歴9年,１級小型自動車整備士) 営業工場管理 鈴木　充正(専任教員,整備歴28年,２級自動車整備士)

機械設計Ⅰ（CAD) 水嶋　徹（兼任教員） データ・情報活用手法演習Ⅲ 担任

データ・情報活用手
法基礎

担任

香川　美仁（兼任教員） スマート工学Ⅱ 鈴木　秀明(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

雨堤　徹（兼任教員） 自動車新機構Ⅱ 鈴木　秀明(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

機械要素 岡谷　広徳(専任教員,整備歴9年,１級小型自動車整備士) 仁宮　直人(専任教員,整備歴14年,１級小型自動車整備士)

電気工学 岩渕　功尚（兼任教員） 鈴木　秀明(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

基礎工学 岩渕　功尚（兼任教員） 仁宮　直人(専任教員,整備歴14年,１級小型自動車整備士)

車両整備Ⅰ 片桐　周平(専任教員,整備歴2年,１級小型自動車整備士) 片桐　周平(専任教員,整備歴2年,１級小型自動車整備士)

HVシステム概論 佐野　慎太朗(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士) インターンシップ 担任

営業工場管理Ⅱ 鈴木　充正(専任教員,整備歴28年,２級自動車整備士) データ・情報活用手法演習Ⅳ 担任

材料工学Ⅰ（材料力
学）（機械材料）

岩渕　功尚（兼任教員） 上田　博之(専任教員)

機械設計Ⅰ（CAD) 水嶋　徹（兼任教員） 高柳　尚之(専任教員)

データ・情報活用手法演習Ⅰ 担任

エネルギー工学 鈴木　秀明(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士) 車両整備Ⅱ 片桐　周平(専任教員,整備歴2年,１級小型自動車整備士)

電動車両研究 仁宮　直人(専任教員,整備歴14年,１級小型自動車整備士) 卒業研究 スマートモビリティ科全員

HVシステム演習Ⅰ
（故障診断）

佐野　慎太朗(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士) 卒業研究発表会 スマートモビリティ科全員

機械設計Ⅰ（CAD) 水嶋　徹（兼任教員）

問題解決手法Ⅰ 岡谷　広徳(専任教員,整備歴9年,１級小型自動車整備士)

データ・情報活用手法演習Ⅱ 担任

自動車整備（多頻
度・振動騒音）

片桐　周平(専任教員,整備歴2年,１級小型自動車整備士)

　2021年度（令和3年度）専門学校トヨタ東京自動車大学校　授業担当者名簿

電動システム

１
学
期

１
学
期

機械設計Ⅱ

電気工事士演習

自動車産業研究Ⅰ

２
学
期

２
学
期

材料工学Ⅱ（エステメー
ション）

トレーナ実習

自動車産業研究Ⅱ

３
学
期

３
学
期



2021年4月7日

トヨタセールスエンジニア科１年 トヨタセールスエンジニア科２年

学期 科目名 担当者 学期 科目名 担当者

商品知識Ⅰ 平岡    洋(専任教員,整備歴37年,２級自動車整備士) 商品知識Ⅳ 斎藤　浩孝（専任教員）

自動車技術Ⅰ 平岡    洋(専任教員,整備歴37年,２級自動車整備士) 自動車技術Ⅲ 渡辺　浩(専任教員,整備歴2年,1級指導員講習修了)

ビジネス基礎Ⅰ 平岡    洋(専任教員,整備歴37年,２級自動車整備士) ビジネス応用Ⅰ 斎藤　浩孝（専任教員）

営業工場管理Ⅰ 鈴木　充正(専任教員,整備歴28年,２級自動車整備士) 商談・応対Ⅱ 斎藤　浩孝（専任教員）

自動車産業研究Ⅰ 高柳　尚之(専任教員) 問題解決手法Ⅱ 岡谷　広徳(専任教員,整備歴9年,１級小型自動車整備士)

スマート工学Ⅰ 鈴木　秀明(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

経営・経済学概論 湯川雅弘（兼任教員）

商法・簿記会計学 武石鉄昭（兼任教員）

商品知識Ⅱ 平岡    洋(専任教員,整備歴37年,２級自動車整備士) 商品知識Ⅴ 斎藤　浩孝（専任教員）

関連商品知識 平岡    洋(専任教員,整備歴37年,２級自動車整備士) ビジネス応用Ⅱ 斎藤　浩孝（専任教員）

ビジネス基礎Ⅱ 平岡    洋(専任教員,整備歴37年,２級自動車整備士) 商談・応対Ⅲ 斎藤　浩孝（専任教員）

商談・応対Ⅰ 平岡    洋(専任教員,整備歴37年,２級自動車整備士) インターンシップⅡ 斎藤　浩孝（専任教員）

営業工場管理Ⅱ 鈴木　充正(専任教員,整備歴28年,２級自動車整備士) 総合整備Ⅱ 渡辺　浩(専任教員,整備歴2年,1級指導員講習修了)

綿引　裕規(専任教員,整備歴9年,１級小型自動車整備士) 高柳　尚之(専任教員)

大岩　俊一(専任教員,１級小型自動車整備士) 斎藤　浩孝（専任教員）

総合整備Ⅰ 平岡    洋(専任教員,整備歴37年,２級自動車整備士)

問題解決手法Ⅰ 岡谷　広徳(専任教員,整備歴9年,１級小型自動車整備士)

商品知識Ⅲ 平岡    洋(専任教員,整備歴37年,２級自動車整備士) 商品知識Ⅵ 斎藤　浩孝（専任教員）

自動車技術Ⅱ 平岡    洋(専任教員,整備歴37年,２級自動車整備士) インターンシップⅢ 斎藤　浩孝（専任教員）

プレゼン手法 平岡    洋(専任教員,整備歴37年,２級自動車整備士) 卒業研究 斎藤　浩孝（専任教員）

インターンシップⅠ 平岡    洋(専任教員,整備歴37年,２級自動車整備士)

自動車産業研究Ⅱ

２
学
期

１
学
期

　2021年度（令和3年度）専門学校トヨタ東京自動車大学校　授業担当者名簿

３
学
期

エステメーション

１
学
期

３
学
期

２
学
期



2021年4月7日

ボデークラフト科 ボデークラフト研究科

学期 科目名 担当者 学期 科目名 担当者

鈴木　充正(専任教員,整備歴28年,２級自動車整備士)

古角　守寛(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士) 古角　守寛(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

板金Ⅰ 綿引　裕規(専任教員,整備歴9年,１級小型自動車整備士) 塗装Ⅳ 大岩　俊一(専任教員,１級小型自動車整備士)

塗装Ⅰ 大岩　俊一(専任教員,１級小型自動車整備士) 塗装Ⅴ 大岩　俊一(専任教員,１級小型自動車整備士)

営業工場管理Ⅰ 鈴木　充正(専任教員,整備歴28年,２級自動車整備士) 板金Ⅲ 綿引　裕規(専任教員,整備歴9年,１級小型自動車整備士)

綿引　裕規(専任教員,整備歴9年,１級小型自動車整備士)

大岩　俊一(専任教員,１級小型自動車整備士)

鈴木　充正(専任教員,整備歴28年,２級自動車整備士) インターンシップ 望月　邦和(専任教員,整備歴15年,１級小型自動車整備士)

古角　守寛(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士) 板金Ⅳ 綿引　裕規(専任教員,整備歴9年,１級小型自動車整備士)

鈴木　充正(専任教員,整備歴28年,２級自動車整備士)

古角　守寛(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

板金Ⅱ 綿引　裕規(専任教員,整備歴9年,１級小型自動車整備士)

塗装Ⅱ 大岩　俊一(専任教員,１級小型自動車整備士)

営業工場管理Ⅱ 鈴木　充正(専任教員,整備歴28年,２級自動車整備士)

綿引　裕規(専任教員,整備歴9年,１級小型自動車整備士)

大岩　俊一(専任教員,１級小型自動車整備士)

綿引　裕規(専任教員,整備歴9年,１級小型自動車整備士)

大岩　俊一(専任教員,１級小型自動車整備士)

鈴木　充正(専任教員,整備歴28年,２級自動車整備士)

古角　守寛(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

鈴木　充正(専任教員,整備歴28年,２級自動車整備士)

古角　守寛(専任教員,整備歴4年,１級小型自動車整備士)

　2021年度（令和3年度）専門学校トヨタ東京自動車大学校　授業担当者名簿

総合整備Ⅳ

卒業研究

総合整備Ⅰ

自主研究Ⅰ

総合整備Ⅱ

総合整備Ⅲ

２
学
期

１
学
期

３
学
期

エスティメーション

自主研究Ⅱ

FRP加工

３
学
期

インターンシップ 望月　邦和(専任教員,整備歴15年,１級小型自動車整備士)

１
学
期

２
学
期



2021年4月7日

国際整備科１年

学期 科目名 担当者

戸賀沢愛彦(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士)

安藤　洋一(専任教員,整備歴6年,１級小型自動車整備士)

木村　弘孝(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士)

高野　理加(専任教員,１級小型自動車整備士)

親﨑　裕孝(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

門澤  春喜（専任教員,整備歴9年、１級小型自動車整備士）

石川　隆行(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

小畑　貴裕(専任教員,整備歴6年,1級小型自動車整備士)

基礎自動車工学Ⅰ 担任

戸賀沢愛彦(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士)

安藤　洋一(専任教員,整備歴6年,１級小型自動車整備士)

木村　弘孝(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士)

高野　理加(専任教員,１級小型自動車整備士)

親﨑　裕孝(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

門澤  春喜（専任教員,整備歴9年、１級小型自動車整備士）

石川　隆行(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

小畑　貴裕(専任教員,整備歴6年,1級小型自動車整備士)

基礎自動車工学Ⅱ 担任

戸賀沢愛彦(専任教員,整備歴3年,１級小型自動車整備士)

安藤　洋一(専任教員,整備歴6年,１級小型自動車整備士)

木村　弘孝(専任教員,整備歴7年,１級小型自動車整備士)

高野　理加(専任教員,１級小型自動車整備士)

親﨑　裕孝(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

門澤  春喜（専任教員,整備歴9年、１級小型自動車整備士）

石川　隆行(専任教員,整備歴8年,１級小型自動車整備士)

小畑　貴裕(専任教員,整備歴6年,1級小型自動車整備士)

基礎自動車工学Ⅲ 担任

３
学
期

２
学
期

基礎走行Ⅱ

基礎定期点検Ⅰ

　2021年度（令和3年度）専門学校トヨタ東京自動車大学校　授業担当者名簿

１
学
期

基礎エンジンⅠ

基礎燃料・手仕上げ

基礎走行Ⅰ

基礎制動Ⅰ

基礎エンジン整備

基礎エンジンⅡ

基礎駆動Ⅰ

基礎制動Ⅱ

基礎エンジンⅢ

基礎ジーゼルⅠ


