
役職名 氏　　名 期　　間

(武蔵)

理事長 西　村　有　作 昭和１３年　４月　７日 ～ 昭和２２年　５月　８日

赤　野　正　信 昭和２２年　５月　９日 ～ 昭和２３年　３月３１日

安　保　賢　蔵 昭和２３年　４月　１日 ～ 昭和２７年　６月　５日

西　村　有　作 昭和２７年　６月　６日 ～ 昭和２９年１１月１０日

五　島　慶　太 昭和２９年１１月１１日 ～ 昭和３０年　５月３１日

(東横)

理事長 五　島　慶　太 昭和１５年　３月３０日 ～ 昭和１９年　２月１８日

篠　原　三千郎 昭和１９年　２月１９日 ～ 昭和２２年１０月　９日

安　藤　楢　六 昭和２２年１０月１０日 ～ 昭和２３年１０月　８日

大　川　　　博 昭和２３年１０月　９日 ～ 昭和２８年１１月２９日

五　島　慶　太 昭和２８年１１月３０日 ～ 昭和３０年　５月３１日

(玉川)

理事長 片　岡　重　助 昭和１４年　３月２９日 ～ 昭和３１年　２月２８日

(大倉山)

理事長 高　野　　　平 昭和１８年　４月　１日 ～ 昭和３１年　２月２８日

八　木　勇　平 昭和３１年　２月２９日 ～ 昭和３１年　８月３１日

(自校)

理事長 五　島　　　昇 昭和３０年　２月２１日 ～ 昭和４７年　５月３１日

蛯　名　忠　雄 昭和４７年　６月　１日 ～ 昭和４８年　７月３１日

学校法人五島育英会　設立以前の歴代理事長



役職名 氏　　名 期　　間

会　長 五　島　　　昇 昭和３９年　９月３０日 ～ 昭和５５年　６月　５日

五　島　　　昇 昭和５６年　６月２２日 ～ 平成　元年　３月２０日

理事長 五　島　慶　太 昭和３０年　６月　１日 ～ 昭和３４年　８月１４日

五　島　　　昇 昭和３４年　９月　２日 ～ 昭和３９年　９月２９日

唐　沢　俊　樹 昭和３９年　９月３０日 ～ 昭和４２年　３月１４日

(代行) 八　木　勇　平 昭和４２年　３月１５日 ～ 昭和４２年　５月３０日

星　野　直　樹 昭和４２年　５月３１日 ～ 昭和４９年　３月２９日

曽　祢　　　益 昭和４９年　３月２９日 ～ 昭和５５年　４月２５日

(代行) 毛　利　　　昭 昭和５５年　４月２６日 ～ 昭和５５年　６月　５日

五　島　　　昇 昭和５５年　６月　６日 ～ 昭和５６年　６月２１日

山　田　秀　介 昭和５６年　６月２２日 ～ 平成　６年　５月２６日

堀　江　音太郎 平成　６年　５月２７日 ～ 平成１２年　５月２６日

秋　山　　　壽 平成１２年　５月２７日 ～ 平成１５年　５月２６日

山　口　裕　啓 平成１５年　５月２７日 ～ 平成２３年　３月３１日

安　達　　　功 平成２３年　４月　１日 ～ 平成３０年　５月２６日

高　橋　　　遠 平成３０年　５月２７日 ～

専務理事 毛　利　　　昭 平成　３年　５月１６日 ～ 平成　６年　９月２８日

山　田　秋　夫 平成　７年　３月２７日 ～ 平成１５年　５月２６日

三　留　克　弘 平成１５年　５月２７日 ～ 平成２２年　６月　１日

國　分　　　榮 平成２２年　６月　２日 ～ 平成２７年　５月２６日

広　江　秀　夫 平成２７年　５月２７日 ～ 平成２８年　５月１８日

村　田　一　志 平成２８年　５月１９日 ～

常務理事 八　木　勇　平 昭和３５年　６月　１日 ～ 昭和４９年　３月２９日

山　本　　　忍 昭和４８年　９月２７日 ～ 昭和５６年　６月２１日

三　好　新　次 昭和４９年　３月２９日 ～ 昭和５８年　６月２１日

堀　江　鎮　夫 昭和５２年　６月２２日 ～ 昭和５５年　４月　９日

毛　利　　　昭 昭和５５年　４月　９日 ～ 平成　３年　５月１６日

岡　崎　　　勲 平成　７年　３月２７日 ～ 平成１５年　５月２６日

中　村　茂　夫 平成　７年　３月２７日 ～ 平成１２年　３月３１日

川　名　宏次郎 平成１５年　５月２７日 ～ 平成１８年　５月２６日

小　谷　純　平 平成１６年　５月２５日 ～ 平成１８年　５月２６日

安　藤　　　健 平成１６年　５月２５日 ～ 平成１８年　５月２６日

國　分　　　榮 平成１８年　５月２７日 ～ 平成２２年　６月　１日

広　江　秀　夫 平成２１年　５月２７日 ～ 平成２７年　５月２６日

橋　本　昌　彦 平成２７年　５月２７日 ～ 平成３０年　５月２６日

上　倉　信　介 平成３０年　５月２７日 ～

学校法人五島育英会　歴代理事長・学長等



役職名 氏　　名 期　　間

校　　長 竹　内　季　一 昭和　４年１２月　１日 ～ 昭和１１年　１月２４日

校長代行 及　川　恒　忠 昭和１１年　１月２５日 ～ 昭和１２年　２月２４日

校　　長 猪　狩　亮　介 昭和１２年　２月２５日 ～ 昭和２０年　９月３０日

校　　長 赤　野　正　信 昭和２０年１０月　１日 ～ 昭和２４年　３月３１日

学　　長 赤　野　正　信 昭和２４年　４月　１日 ～ 昭和２７年　３月３１日

学　　長 荒　川　大太郎 昭和２７年　４月　１日 ～ 昭和３０年　５月１６日

学　　長 八　木　秀　次 昭和３０年　５月１７日 ～ 昭和３５年　３月３１日

学　　長 山　田　良之助 昭和３５年　４月　１日 ～ 昭和５３年　３月３１日

学　　長 石　川　　　馨 昭和５３年　４月　１日 ～ 平成　元年　４月１６日

学長代行 古　浜　庄　一 平成　元年　４月１６日 ～ 平成　元年　８月３１日

学　　長 古　浜　庄　一 平成　元年　９月　１日 ～ 平成１０年　８月３１日

学　　長 堀　川　清　司 平成１０年　９月　１日 ～ 平成１６年　８月３１日

学　　長 中　村　英　夫 平成１６年　９月　１日 ～ 平成２５年　８月３１日

学　　長 北　澤　宏　一 平成２５年　９月　１日 ～ 平成２６年　９月２６日

学長代行 片　田　敏　行 平成２６年　９月２７日 ～ 平成２６年１２月３１日

学　　長 三　木　千　壽 平成２７年　１月　１日 ～

　平成２４年　５月３１日　　環境学部、メディア情報学部設置届出

東京都市大学

　平成　８年１２月１９日　　環境情報学部設置認可

　平成１２年１２月２１日　　大学院環境情報学研究科設置認可

　平成１９年　４月１２日　　知識工学部設置届出

　平成２０年１０月３１日　　都市生活学部、人間科学部設置認可

　平成２１年　４月　１日　　武蔵工業大学を東京都市大学に改称

　昭和　４年　９月１２日　　武蔵高等工科学校設置認可

　昭和１６年１２月　８日　　武蔵高等工科学校を武蔵高等工業学校に昇格認可

　昭和１９年　３月３１日　　武蔵高等工業学校を武蔵工業専門学校に改称

　昭和２４年　２月２１日　　武蔵工業大学（工学部）設置認可

　昭和４１年　３月１８日　　大学院工学研究科設置認可



役職名 氏　　名 期　　間

校　　長 赤　野　正　信 昭和２６年　４月　１日 ～ 昭和２７年　３月３１日

校　　長 荒　川　大太郎 昭和２７年　４月　１日 ～ 昭和３０年　５月１６日

校　　長 八　木　秀　次 昭和３０年　５月１７日 ～ 昭和３５年　３月３１日

校　　長 山　田　良之助 昭和３５年　４月　１日 ～ 昭和３６年　３月３１日

校　　長 長　浜　　　恵 昭和３６年　４月　１日 ～ 昭和５１年　３月３１日

校　　長 石　川　静　一 昭和５１年　４月　１日 ～ 昭和５４年　３月３１日

校　　長 坂　東　忠　彦 昭和５４年　４月　１日 ～ 昭和５５年　３月３１日

校　　長 熊　谷　行　夫 昭和５５年　４月　１日 ～ 平成　４年　３月３１日

校　　長 神　山　光　男 平成　４年　４月　１日 ～ 平成１２年　３月３１日

校　　長 門　　　道　之 平成１２年　４月　１日 ～ 平成１８年　３月３１日

校　　長 五十嵐　　　勲 平成１８年　４月　１日 ～ 平成２４年　３月３１日

校　　長 小　野　正　人 平成２４年　４月　１日 ～ 平成３０年　３月３１日

校　　長 長　野　雅　弘 平成３０年　４月　１日 ～

　平成２１年　４月　１日　　武蔵工業大学付属中学校・高等学校を東京都市大学付属中学校・

　　　　　　　　　　　　　　高等学校に改称

東京都市大学付属中学校・高等学校

　昭和２２年　４月　１日　　正和中学校((財)玉川女子行学園設置）設置認可

　昭和２６年　３月　１日　　武蔵工業学園高等学校設置認可

　昭和２８年１２月　４日　　武蔵工業学園高等学校を武蔵工業大学付属高等学校に改称

　昭和３１年　９月　１日　　正和中学校を武蔵工業大学付属中学校に改称



役職名 氏　　名 期　　間

校　　長 吉　田　　　弘 昭和２２年　４月　１日 ～ 昭和２４年　３月３１日

校　　長 三　浅　勇　吉 昭和２４年　４月　１日 ～ 昭和３０年　４月３０日

校　　長 石　井　鋼次郎 昭和３０年　５月　１日 ～ 昭和４１年　８月３１日

校　　長 田　中　哲　雄 昭和４１年　９月　１日 ～ 昭和４８年　９月３０日

校　　長 大　沢　義　雄 昭和４８年１０月　１日 ～ 昭和５０年　７月３１日

校　　長 坂　東　忠　彦 昭和５０年　８月　１日 ～ 昭和５４年　３月３１日

校　　長 岡　田　正太郎 昭和５４年　４月　１日 ～ 平成　３年　３月３１日

校　　長 高　鳥　正　夫 平成　３年　４月　１日 ～ 平成　４年　３月３１日

校　　長 武　田　守　正 平成　４年　４月　１日 ～ 平成１１年　３月３１日

校　　長 阿　原　八　郎 平成１１年　４月　１日 ～ 平成１４年　３月３１日

校　　長 山　崎　　　勲 平成１４年　４月　１日 ～ 平成１６年　３月３１日

校　　長 矢　島　了　子 平成１６年　４月　１日 ～ 平成２１年　３月３１日

校　　長 海老原　大　樹 平成２１年　４月　１日 ～ 平成２４年　３月３１日

校　　長 原　田　　　豊 平成２４年　４月　１日 ～

　昭和２２年　４月　１日　　等々力中学校設置認可

　昭和２３年　３月１０日　　東横学園高等学校設置認可

　昭和２４年　２月１２日　　等々力中学校を東横学園中学校に改称

　平成２１年　４月　１日　　東横学園中学校・高等学校を東京都市大学等々力中学校・

　　　　　　　　　　　　　　高等学校に改称

東京都市大学等々力中学校・高等学校

　昭和１３年１２月１７日　　東横商業女学校（各種学校）設置認可

　昭和１５年　３月２５日　　東横商業女学校を東横女子商業学校（実業学校）に昇格認可



役職名 氏　　名 期　　間

校　　長 田　中　哲　雄 昭和３６年　４月　１日 ～ 昭和４１年　８月３１日

校　　長 古　屋　一　雄 昭和４１年　９月　１日 ～ 昭和４４年　４月１３日

校　　長 赤　羽　　　誠 昭和４４年　６月１９日 ～ 昭和４９年　３月３１日

校　　長 金　森　貞　夫 昭和４９年　４月　１日 ～ 昭和５７年　３月３１日

校　　長 相　原　基　次 昭和５７年　４月　１日 ～ 平成　５年　３月３１日

校　　長 赤　羽　行　雄 平成　５年　４月　１日 ～ 平成１２年　３月３１日

校　　長 持　田　明　夫 平成１２年　４月　１日 ～ 平成１８年　３月３１日

校　　長 河　西　靖　男 平成１８年　４月　１日 ～ 平成２４年　３月３１日

校　　長 赤　羽　利　文 平成２４年　４月　１日 ～ 平成２９年　３月３１日

校　　長 藤　田　伸　二 平成２９年　４月　１日 ～ 平成２９年　５月３１日

校長代行 阪　本　勝　利 平成２９年　６月　１日 ～ 平成２９年　７月３１日

校　　長 三　浦　　　章 平成２９年　８月　１日 ～

東京都市大学塩尻高等学校

　昭和３１年　９月１７日　　信州電波専門学校（各種学校）設置認可

　昭和３６年　４月１５日　　武蔵工業大学付属信州工業高等学校設置認可

　平成１３年　４月　１日　　校名を武蔵工業大学第二高等学校に名称変更

　平成２１年　４月　１日　　武蔵工業大学第二高等学校を東京都市大学塩尻高等学校に改称



役職名 氏　　名 期　　間

校　　長 片　岡　重　助 昭和２４年　１月１１日 ～ 昭和３１年　８月３１日

校　　長 石　井　鋼次郎 昭和３１年　９月　１日 ～ 昭和４１年　３月３１日

校　　長 小　島　忠　治 昭和４１年　４月　１日 ～ 昭和４９年　１月　９日

校　　長 岸　田　芳　郎 昭和４９年　２月１８日 ～ 昭和５４年　３月３１日

校　　長 大　山　正　幸 昭和５４年　４月　１日 ～ 昭和５９年　３月３１日

校　　長 熊　谷　行　夫 昭和５９年　４月　１日 ～ 平成　７年　３月３１日

校　　長 島　崎　正　造 平成　７年　４月　１日 ～ 平成１６年　３月３１日

校　　長 沖　田　　　侃 平成１６年　４月　１日 ～ 平成２２年　３月３１日

校　　長 重　永　睦　夫 平成２２年　４月　１日 ～

東京都市大学付属小学校

　昭和２４年　１月１１日　　正和小学校((財)玉川女子行学園設置）設置認可

　昭和３１年　９月　１日　　正和小学校を東横学園小学校に改称

　平成２１年　４月　１日　　東横学園小学校を東京都市大学付属小学校に改称



役職名 氏　　名 期　　間

園　　長 及　川　ふ　み 昭和３０年　４月２５日 ～ 昭和４２年　３月３１日

園　　長 藤　田　豊　子 昭和４２年　４月　１日 ～ 昭和５０年　３月３１日

園　　長 鈴　木　次　郎 昭和５０年　４月　１日 ～ 昭和５３年　７月３１日

園　　長 大　山　正　幸 昭和５３年　８月　１日 ～ 昭和５４年　３月３１日

園　　長 別　所　範　鐺 昭和５４年　４月　１日 ～ 昭和５８年　３月３１日

園　　長 宮　川　せ　い 昭和５８年　４月　１日 ～ 昭和５８年　８月３１日

園　　長 大　山　正　幸 昭和５８年　９月　１日 ～ 昭和５９年　３月３１日

園　　長 有　賀　弥寿彦 昭和５９年　４月　１日 ～ 平成　７年　３月３１日

園　　長 島　崎　正　造 平成　７年　４月　１日 ～ 平成１６年　３月３１日

園　　長 波田野　久美子 平成１６年　４月　１日 ～ 平成２５年　３月３１日

園　　長 重　永　睦　夫 平成２５年　４月　１日 ～平成３０年　３月３１日

園　　長 細　川　秀　夫 平成３０年　４月　１日 ～

東京都市大学二子幼稚園

　昭和３０年　６月　２日　　東横学園附属二子幼稚園設置認可

　昭和３１年　３月　１日　　東横学園附属二子幼稚園を東横学園二子幼稚園に改称

　平成２１年　４月　１日　　東横学園二子幼稚園を東京都市大学二子幼稚園に改称



学校法人　五島育英会　各学校の設立等

　昭和１３年　４月　７日　　(財)武蔵高等工科学校設立許可

　昭和１４年　３月２９日　　(財)玉川女子行学園設立許可

　昭和１５年　３月３０日　　(財)東横学園設立許可

　昭和１６年１２月　８日　　(財)武蔵高等工科学校を(財)武蔵高等工業学校に改称認可

　昭和１８年　４月　１日　　(財)大倉山学園設立許可

　昭和１９年　３月３１日　　(財)武蔵高等工業学校を(財)武蔵工業専門学校に改称認可

　昭和２６年　２月２６日　　(財)武蔵工業専門学校を(学)武蔵工業学園に組織変更認可

　昭和２６年　３月　３日　　(財)東横学園を(学)東横学園に組織変更認可

　昭和２６年　１月　　日　　(財)玉川女子行学園を(学)玉川正和行学園に組織変更認可

　昭和３０年　６月　１日　　(学)五島育英会成立

　昭和３１年　７月　１日　　(学)玉川正和行学園及び(学)大倉山学園を合併認可

　昭和４８年　５月１０日　　(学)東急自動車学校を合併認可

　昭和２６年　３月１４日　　(財)大倉山学園を(学)大倉山学園に組織変更認可

　昭和２８年１２月　４日　　(学)武蔵工業学園を(学)武蔵工業大学に改称認可

　昭和３０年　２月１７日　　(学)東急自動車学校設立認可

　昭和３０年　３月３１日　　(学)武蔵工業大学に(学)東横学園を合併し、(学)五島育英会に

　　　　　　　　　　　　　　改称認可


