
被服科 育児 食物科 保育専門

S25 1950 大方

S26 1951

S27 1952 北野 西村

S28 1953 大辻

S30 1955 多居 山口 山口

S31 1956 藤堂

S32 1957 伊藤

 S33　 1958 音野 澤村

＜　保育　＞

S35 1960 西村 出口

S36 1961 髙橋

S37 1962 吉持・森田

S38 1963 向井 石路

S39 1964 木下 高岸 大森・明山・桐畑

S40 1965 福井 田村・時岡

S41 1966 外海 寺村

＜家政科＞

S42 1967 矢吹 渡辺 辻

S43 1968 武村

S44 1969 大橋・氏家

S45 1970 大西・馬場 樋口

＜幼児教育＞

S46 1971 高木 山崎

S47 1972 藤井

S48 1973 田口・若松・田邊

S49 1974 森澤 小澤 北村

S50 1975 太田 中川

S51 1976 増田 長谷川

S52 1977 関谷 小林 氏原

S53 1978 南部 松田・川上 伊吹

S54 1979 川口 野村 小宅

S55 1980 小林 大原 藤原 細田・木村

S56 1981 大菅 川邉 山本

S57 1982 児玉 野本 布施 藤堂

S58 1983 杉本 産田 清水

S59 1984 岡本 姉川 大嵜

S60 1985 辻 松宮 平尾

S61 1986 田中 渡辺

S62 1987 藤崎 石川 雨森

S63 1988 水田 大橋 林 嶋村

H01 1989 山内 早川 馬屋原 辻

H02 1990 吉澤 河原田 能川 岩崎

H03 1991 田村 国友 石垣

H04 1992 山内 森山 金谷

H05 1993 西村 高木 奥野 若松

H06 1994 渡部 弓削 平田 市原

H07 1995 川﨑 若林 松本

H08 1996 伊藤 阿閉・杉山

地域文化 生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ 生活栄養 人間関係 国際コミュニケーション

H11 1999 東野 能登 ＊

H12 2000 山元 北川 木里 大原 ＊
H13 2001 石橋 嶋崎 ＊
H14 2002 藤井 大崎 藤本 ＊
H15 2003 髙間 吉島 ＊
H16 2004 鈴木 土屋 ＊
H17 2005 伊藤 中川 ＊
H18 2006 木村 ＊
H19 2007 上田 久保 鋒山 城 ＊
H20 2008 櫻田 増田 藤原 ＊
H21 2009 吉水 上田 桐畑 松原 ＊
H22 2010 木田 谷口 廣畑 風間 ＊

H23 2011 今井 梶岡 門田 青木 ＊

H24 2012 河村 原口 田中 安陪 ＊

H25 2013 大西・西村・宮下 小田・住田・西山 中村 大槻・勝木 ＊
H26 2014 原田 冨岡・中本 富田 居川・野原 ＊

H27 2015 國友 梶山 西村 西村 ＊

H28 2016 石田・西澤 嶋津・太田 大硲・横山 安食・小森 浅田・吉田

H29 2017 河本・齋藤 保科・前川 佐藤・岡島 山口・笹森 北岸・竹中

H30 2018 松村・井口 岡田・吉本 土田・城 本間・宮島 山元・堂山

H31 2019 佐藤・八田 大西・永田 佐草・村木 福永 増田・西田

R2 2020 小泉・井上 坂口・小林 中江・福井 東野・樋口 片木・玉置

R3 2021 真野・伊藤 下田・安達 政所・西田 石神・岸川 桐畑・田中
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