
桜美林大学2022年度（中・高課程）

＜2019年度採用＞

No. 勤務校 職名 専任 教科 所属 卒業年度

1 長野県　公立中学校　 常勤講師 国語 中国語中国文学科 1992

2 神奈川県　公立学校　 教諭 ○ 国語 リベラルアーツ学群 2017

3 相模原市　公立中学校　 臨時的任用教員 国語 リベラルアーツ学群 2017

4 神奈川県　公立中学校　 教諭 ○ 国語 リベラルアーツ学群 2018

5 私立　高等学校　 非常勤講師 国語 リベラルアーツ学群 2018

6 川崎市　公立中学校　 臨時的任用教員 国語 リベラルアーツ学群 2018

7 私立　高等学校　 教諭 ○ 地理歴史 リベラルアーツ学群 2017

8 川崎市　公立中学校　 臨時的任用教員 社会 リベラルアーツ学群 2017

9 東京都　公立小学校　 非常勤講師 社会 リベラルアーツ学群 2018

10 沖縄県立　特別支援学校中学部　 臨時的任用教員 社会 リベラルアーツ学群 2018

11 私立　専門高等学校　 教諭 ○ 地理歴史・公民 リベラルアーツ学群 2018

12 千葉県　公立小学校（特別支援学級） 非常勤講師 社会（小学校） リベラルアーツ学群 2014

13 神奈川県　公立中学校　 教諭 ○ 数学 リベラルアーツ学群 2018

14 神奈川県　公立中学校　 臨時的任用教員 数学 リベラルアーツ学群 2018

15 私立　中学校・高等学校　 非常勤講師 数学 リベラルアーツ学群 2018

16 神奈川県　公立中学校　 非常勤講師 数学 リベラルアーツ学群 2018

17 山梨県　公立中学校　 町単教員 数学 リベラルアーツ学群 2018

18 私立　高等学校　 常勤講師 理科 リベラルアーツ学群 2015

19 東京都　公立中学校　 教諭 ○ 理科 リベラルアーツ学群 2017

20 私立　高等学校　 教諭 ○ 理科 リベラルアーツ学群 2018

21 川崎市　公立高等学校　 教諭 ○ 理科 リベラルアーツ学群 2018

22 山形県　公立中学高等学校　 教諭 ○ 英語 リベラルアーツ学群 2016

23 私立　中学校高等学校　 教諭 ○ 英語 リベラルアーツ学群 2017

24 静岡県　公立高等学校　 教諭 ○ 英語 リベラルアーツ学群/科目等履修生 2017/2018

25 東京都　公立中学校　 教諭 ○ 英語 リベラルアーツ学群 2018

26 私立　高等学校　 非常勤講師 英語 リベラルアーツ学群 2018

27 私立　高等専修学校　 教諭 ○ 商業 ビジネスマネジメント学群 2015

28 神奈川県　公立中学校　 教諭 ○ 音楽 芸術文化学群 2018

29 神奈川県　公立中学校　 教諭 ○ 美術 総合文化学群/科目等履修生 2014/2015

30 東京都　公立中学校　 教諭 ○ 美術 芸術文化学群 2017

31 千葉県　公立中学校　 臨時的任用教員 美術 芸術文化学群 2018

32 川崎市　公立中学校　　 臨時的任用教員 美術 芸術文化学群 2018

33 川崎市　公立中学校　 臨時的任用教員 美術 芸術文化学群 2018

34 神奈川県　公立高等学校　 教諭 ○ 保健体育 健康福祉学群 2015

35 千葉県　公立中学校　 教諭 ○ 保健体育 健康福祉学群 2015

36 東京都　公立中学校　 教諭 ○ 保健体育 健康福祉学群 2015

37 川崎市　公立学校　 教諭 ○ 保健体育 健康福祉学群 2016

38 私立　高等学校　 教諭 ○ 保健体育 健康福祉学群 2018

39 私立　中学校高等学校　 非常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2018

40 千葉県　公立小学校　 学校サポート教員 保健体育（小学校） 健康福祉学群 2018

41 私立　中学校　 教諭 ○ 保健体育 健康福祉学群 2018

42 私立　中学校・高等学校　 常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2018

43 相模原市　公立中学校　 非常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2018

44 川崎市　公立中学校　 非常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2018

45 東京都　公立中学校　 非常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2018

46 東京都立　公立高等学校　 非常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2018

47 神奈川県　公立高等学校　 非常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2018

48 私立　中学・高等学校　 非常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2018

卒業生の教員就職状況 （2019年度採用～2022年度採用　本人からの報告に基づき作成） （中高1種課程）



桜美林大学2022年度（中・高課程）

＜2020年度採用＞

No. 勤務校 職名 専任 教科 所属 卒業年度

1 川崎市　公立中学校　 教諭 ○ 国語 リベラルアーツ学群 2018

2 神奈川県　公立中学校　 教諭 ○ 国語 リベラルアーツ学群 2019

3 神奈川県　公立高等学校　 教諭 ○ 国語 リベラルアーツ学群 2019

4 私立　高等学校　 常勤講師 国語 リベラルアーツ学群 2019

5 東京都　公立中学校　 非常勤講師 国語 リベラルアーツ学群 2019

6 神奈川県　公立中学校　 教諭 ○ 社会 リベラルアーツ学群 2016

7 川崎市　公立中学校　 教諭 ○ 社会 リベラルアーツ学群 2017

8 川崎市　公立中学校　 非常勤講師 社会 リベラルアーツ学群 2019

9 東京都　公立中学校 臨時的任用教員 社会 ビジネスマネジメント学群/科目等履修生 2014/2015

10 国立大学附属高等学校　 非常勤講師 地理歴史 リベラルアーツ学群 2019

11 私立　高等学校　 常勤講師 数学 リベラルアーツ学群 2019

12 東京都　公立中学校　 サポート員 数学 リベラルアーツ学群 2019

13 横浜市　公立中学校　 教諭 ○ 数学 リベラルアーツ学群 2015

14 神奈川県　公立高等学校　 教諭 ○ 英語 リベラルアーツ学群 2017

15 東京都　公立中学校　 教諭 ○ 英語 リベラルアーツ学群 2018

16 東京都　公立中学校　 期限付採用 英語 リベラルアーツ学群 2019

17 私立　高等学校　 教諭 英語 リベラルアーツ学群 2019

18 神奈川県　公立中学校　 臨時的任用教員 英語 リベラルアーツ学群 2019

19 私立　高等学校　 非常勤講師 英語 リベラルアーツ学群 2019

20 私立　高等学校　 常勤講師 英語 リベラルアーツ学群/科目等履修生 2017/2019

21 沖縄県　公立高等学校　 臨時的任用教員 英語 リベラルアーツ学群 2019

22 相模原市　公立中学校　 教諭 ○ 音楽 芸術文化学群 2019

23 神奈川県　公立高等学校　 非常勤講師 音楽 芸術文化学群 2019

24 川崎市　公立中学校　 教諭 ○ 美術 芸術文化学群 2019

25 神奈川県　公立高等学校　 教諭 ○ 保健体育 健康福祉学群 2015

26 神奈川県　公立高等学校　 教諭 ○ 保健体育 健康福祉学群 2018

27 東京都　公立中学校　 教諭 ○ 保健体育 健康福祉学群 2019

28 私立　中学校・高等学校　 常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2019

29 私立　専門学校　 教諭 保健体育 健康福祉学群 2019

30 私立　中学校・高等学校　 非常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2019

31 静岡県　公立学校　 学校支援員 保健体育 健康福祉学群 2019

32 神奈川県　公立高等学校　 非常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2019

33 群馬県　公立中学校　 臨時的任用教員 保健体育 健康福祉学群 2019

34 東京都　公立中学校　 教諭 ○ 保健体育（特別支援学級） リベラルアーツ学群/科目等履修生 2014/2017

35 静岡県　公立特別支援学校　 臨時的任用教員 ○ 保健体育（特別支援学校） 健康福祉学群 2015

36 神奈川県立　公立特別支援学校　 臨時的任用教員 保健体育（特別支援学校） 健康福祉学群 2019

37 東京都　公立小学校　 介助員 保健体育（小学校介助員） 健康福祉学群 2019

38 川崎市　公立小学校　 教諭 ○ 小学校（保健体育） 健康福祉学群 2015



桜美林大学2022年度（中・高課程）

＜2021年度採用＞

No. 勤務校 職名 専任 教科 所属 卒業年度

1 私立　高等学校 生徒指導主事 ○ 国語 中国語中国文学科 1981

2 横浜市　公立中学校・高等学校 教諭 ○ 国語 ビジネスマネジメント学群 2014

3 東京都　公立中学校 教諭 ○ 国語 リベラルアーツ学群 2019

4 神奈川県　公立中学校 教諭 ○ 国語 リベラルアーツ学群 2020

5 神奈川県　公立中学校 教諭 ○ 国語 リベラルアーツ学群 2020

6 東京都　公立高等学校 教諭 ○ 国語 リベラルアーツ学群 2020

7 私立　高等学校 非常勤講師 国語 リベラルアーツ学群 2020

8 神奈川県　公立中学校 非常勤講師 国語 リベラルアーツ学群 2020

9 東京都　公立中学校 臨時的任用教員 国語 リベラルアーツ学群 2020

10 相模原市　公立中学校 臨時的任用教員 国語 リベラルアーツ学群 2020

11 新潟県　公立中学校 臨時的任用教員 社会 リベラルアーツ学群 2020

12 横浜市　公立中学校 非常勤講師 社会（特別支援学級） リベラルアーツ学群 2020

13 私立　高等学校 非常勤講師 地理歴史 リベラルアーツ学群 2020

14 神奈川県　公立高等学校 教諭 ○ 英語 リベラルアーツ学群 2019

15 東京都　公立小学校 学生生活支援員 英語（小学校） リベラルアーツ学群/科目等履修生 2019/2020

16 東京都　公立高等学校 教諭 ○ 英語 リベラルアーツ学群 2020

17 栃木県　公立中学校 臨時的任用教員 英語 リベラルアーツ学群 2020

18 神奈川県　公立中学校 非常勤講師 音楽 芸術文化学群 2018

19 神奈川県　公立中学校 臨時的任用教員 音楽 芸術文化学群 2020

20 東京都　公立中学校・高等学校 教諭 ○ 美術 芸術文化学群 2018

21 神奈川県　公立中学校 教諭 ○ 保健体育 健康福祉学群 2015

22 神奈川県　公立中学校 教諭 ○ 保健体育 リベラルアーツ学群 2016

23 川崎市　公立中学校・高等学校 教諭 ○ 保健体育 健康福祉学群 2018

24 東京都　公立中学校・高等学校 教諭 ○ 保健体育 健康福祉学群 2018

25 神奈川県　公立高等学校 非常勤講師 保健体育 健康福祉学群/科目等履修生 2018/2020

26 横浜市　公立中学校 教諭 ○ 保健体育 健康福祉学群 2020

27 東京都　公立中学校 学校生活支援員 保健体育 健康福祉学群 2020

28 私立　高等学校 常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2020

29 神奈川県　公立中学校 臨時的任用教員 保健体育 健康福祉学群 2020

30 神奈川県　公立高等学校 非常勤講師　臨時的任用教員 保健体育 健康福祉学群 2020

31 長野県　公立養護学校 常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2020

32 栃木県　公立中学校 臨時的任用教員 保健体育 健康福祉学群 2020



桜美林大学2022年度（中・高課程）

＜2022年度採用＞

No. 勤務校 職名 専任 教科 所属 卒業年度

1 東京都　公立高等学校 臨時的任用教員 国語 リベラルアーツ学群 2018

2 神奈川県　公立中学校 教諭 ○ 国語 リベラルアーツ学群 2020

3 栃木県　公立高等学校 教諭 ○ 国語 リベラルアーツ学群 2021

4 東京都　公立高等学校 教諭 ○ 国語 リベラルアーツ学群 2021

5 神奈川県　公立中学校 教諭 ○ 国語 リベラルアーツ学群 2021

6 相模原市　公立中学校 臨時的任用教員 国語 リベラルアーツ学群 2021

7 千葉県　公立特別支援学校 教諭 ○ 社会・地理歴史（特別支援） リベラルアーツ学群 2014

8 横浜市　公立特別支援学校 教諭 ○ 社会・地理歴史（特別支援） リベラルアーツ学群 2015

9 神奈川県　公立特別支援学校 教諭 ○ 社会・地理歴史（特別支援） リベラルアーツ学群/科目等履修 2015/2016

10 神奈川県　公立高等学校 教諭 ○ 地理歴史（日本史） リベラルアーツ学群 2016

11 島根県　公立中学校 教諭 ○ 社会 リベラルアーツ学群 2021

12 私立　高等学校 非常勤講師 社会 リベラルアーツ学群 2021

13 相模原市　公立中学校 臨時的任用教員 社会 リベラルアーツ学群 2021

14 茨城県　公立中学校 教諭 ○ 数学 リベラルアーツ学群 2021

15 さいたま市　公立中学校 教諭 ○ 数学 リベラルアーツ学群 2021

16 私立　高等学校 専任講師 ○ 数学 リベラルアーツ学群 2021

17 埼玉県　公立高等学校 教諭 ○ 理科 リベラルアーツ学群 2021

18 相模原市　公立中学校 臨時的任用教員 保健体育（英語） リベラルアーツ学群 2019

19 私立　中学校高等学校 専任教員 ○ 英語 リベラルアーツ学群 2021

20 新潟市　公立中学校 教諭 ○ 英語 芸術文化学群 2021

21 神奈川県　公立中学校 教諭 ○ 英語 リベラルアーツ学群 2021

22 さいたま市　公立中学校 期限付採用 英語 リベラルアーツ学群 2021

23 東京都　公立高等学校 臨時的任用教員 英語 リベラルアーツ学群 2021

24 神奈川県　公立中学校 教諭 ○ 音楽 芸術文化学群 2020

25 茨城県　公立中学校 教諭 ○ 音楽 芸術文化学群 2021

26 神奈川県　公立特別支援学校 教諭 ○ 保健体育（特別支援） 健康福祉学群 2013

27 神奈川県　公立中学校 教諭 ○ 保健体育 健康福祉学群 2016

28 神奈川県　公立特別支援学校 教諭 ○ 保健体育（特別支援） 健康福祉学群 2019

29 私立　高等専修学校 常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2021

30 神奈川県　公立中学校 臨時的任用教員 保健体育 健康福祉学群 2021

31 神奈川県　公立中学校 臨時的任用教員 保健体育 リベラルアーツ学群 2021

32 静岡県　公立中学校 常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2021

33 神奈川県　公立高等学校 非常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2021

34 私立　高等学校 非常勤講師 保健体育 健康福祉学群 2021

35 埼玉県　公立高等学校 臨時的任用教員 保健体育 健康福祉学群 2021

36 茨城県　公立小学校 常勤講師 小学校（英語） リベラルアーツ学群 2021


