
学部　① 学科・課程　② 教員氏名　③ 科目名　④ 単位　⑤

教育学部 学部共通 山﨑　恒郎 人権教育 2

教育学部 学部共通 峯村　操 ピアノ基礎技能演習 1

教育学部 学校教育課程 石井　勉 教科概説「算数」 1

教育学部 学校教育課程 山野井　貴浩 教科概説「理科」 1

教育学部 学校教育課程 伊藤　裕康 社会科教育1 2

教育学部 学校教育課程 小野澤　美明子 生活科教育1 2

教育学部 学校教育課程 中本　敬子 教育心理学 2

教育学部 学校教育課程 豊泉　清浩 道徳教育の理論と方法 2

教育学部 学校教育課程 手嶋　將博 教育制度(比較教育を含む) 2

教育学部 学校教育課程 藤森　裕治 国語科教育 2

教育学部 学校教育課程 田丸　淳哉 社会科教育 2

教育学部 学校教育課程 清水　邦彦 算数科教育 2

教育学部 学校教育課程 小野里　美帆 障害児保育 2

教育学部 学校教育課程 成田　奈緒子 子どもの保健 2

教育学部 学校教育課程 海老原　光子 子どもの健康と安全 2

教育学部 学部共通 山﨑　恒郎 人権教育 2

教育学部 学部共通 衞藤 敦 ICT活用演習 2

教育学部 学部共通 峯村　操 ピアノ基礎技能演習 1

教育学部 心理教育課程 小幡 肇 子ども教育連携論 2

教育学部 心理教育課程 加藤 理 児童文化論 2

教育学部 心理教育課程 清水 邦彦 教育と情報2 2

教育学部 心理教育課程 井上 清子 心理アセスメント実習 2

教育学部 心理教育課程 清水 邦彦 デジタル教材論 2

人間科学部 学部共通 堀尾　健太 国際社会論 2

人間科学部 学部共通 大島　裕子 キャリアライフ論 2

人間科学部 学部共通 小柴　孝子 心理学概論 2

人間科学部 学部共通 鍛冶　美幸 臨床心理学概論 2

人間科学部 人間科学科 青山　鉄兵 子ども・若者活動支援論 2

人間科学部 人間科学科 宮地　さつき スクール・ソーシャルワーク論 2

人間科学部 人間科学科 秋山　美栄子 介護概論 2

人間科学部 人間科学科 関井　友子 逸脱行動論N 2

人間科学部 臨床心理学科 水野　康弘 異常心理学 2

人間科学部 臨床心理学科 三浦　文子 グループアプローチR 2

人間科学部 臨床心理学科 大木　桃代 健康・医療心理学 2

人間科学部 臨床心理学科 名尾　典子 子どもの心理療法 2

人間科学部 心理学科 大木　桃代 人格心理学（感情・人格心理学Ⅰ） 2

人間科学部 心理学科 鎌田　晶子 社会心理学（社会・集団・家族心理学Ⅰ） 2

人間科学部 心理学科 石原　俊一 生理心理学（神経・生理心理学Ⅰ） 2

人間科学部 心理学科 城　佳子 ストレスマネジメント 2

文学部 学部共通 新井　卓治 アジアの言語１ 2

文学部 学部共通 新井　卓治 アジアの言語２ 2

文学部 学部共通 志村　恵子 ヨーロッパの言語１ 2

文学部 学部共通 志村　恵子 ヨーロッパの言語２ 2

文学部 学部共通 二ノ神　正路 日本語教育学１ 2

文学部 学部共通 三枝　優子 日本語教育法１ 2

文学部 学部共通 来代　美佳 キャリアデザイン論 2

文学部 学部共通 山内　由紀人 編集出版の基礎 2

2022年度　実務家教員担当科目一覧表
※「実務家教員」とは大学以外の職務経験を持つ先生のことをいいます。2022年度の開設科目のうち、先生方の職務
     経験を授業内容に反映している代表的な科目を例示します。



情報学部 情報システム学科 釈氏　孝浩 アルゴリズムとデータ構造 2

情報学部 情報システム学科 池辺　正典 プロジェクト演習B 2

情報学部 情報システム学科 池辺　正典 行政情報システム 2

情報学部 情報システム学科 佐野　昌己 コンテンツマーケティング 2

情報学部 情報システム学科 佐野　昌己 プロジェクト演習C 2

情報学部 情報システム学科 吉田　知加 システム設計 2

情報学部 情報システム学科 吉田　知加 システム分析 2

情報学部 情報社会学科 村井　睦 クリエイティブ演習 2

情報学部 情報社会学科 石野　正彦 情報サービス産業の理解 2

情報学部 情報社会学科 石野　正彦 情報社会の分析と理解 2

情報学部 情報社会学科 吉田　知加 企業活動と情報システム 2

情報学部 情報社会学科 吉田　知加 情報化要求の分析とソリューションの提案 2

情報学部 情報社会学科 西尾　好司 情報社会における問題の発見と解決 2

情報学部 情報社会学科 西尾　好司 情報社会のビジネスモデル 2

情報学部 メディア表現学科 竹林　紀雄 テレビ番組制作（スタジオ） 2

情報学部 メディア表現学科 竹林　紀雄 映像表現Ⅱ 2

情報学部 メディア表現学科 藤掛　正邦 情報表現デザイン 2

情報学部 メディア表現学科 藤掛　正邦 広告表現Ⅰ 2

情報学部 メディア表現学科 ボブ田中 コミュニケーション・プランニング論 2

情報学部 メディア表現学科 ボブ田中 テレビコマーシャル論 2

情報学部 メディア表現学科 ボブ田中 広告概論 2

健康栄養学部 管理栄養学科 渡邊　美樹 栄養教育論実習Ⅰ 1

健康栄養学部 管理栄養学科 渡邊　美樹 栄養教育論実習Ⅱ 1

健康栄養学部 管理栄養学科 長瀬　香織 栄養ケア・マネジメント論 2

健康栄養学部 管理栄養学科 長瀬　香織 給食経営管理論Ⅱ 2

健康栄養学部 管理栄養学科 西宮　弘之 臨床栄養指導 2

健康栄養学部 管理栄養学科 杉野　嘉津枝 臨床栄養学実習Ⅰ 1

健康栄養学部 管理栄養学科 杉野　嘉津枝 臨床栄養学実習Ⅱ 1

健康栄養学部 管理栄養学科 秋吉　美穂子 栄養教育各論Ⅰ 2

健康栄養学部 管理栄養学科 宇田川　陽秀 基礎栄養学実験 1

健康栄養学部 管理栄養学科 宇田川　陽秀 解剖生理学実験Ⅰ 1

国際学部 国際理解学科 塩澤　泰子 Integrated English 101 1

国際学部 国際理解学科 林　薫 国際社会の現状と課題 2

国際学部 国際理解学科 林　薫 地域研究H（アフリカ） 2

国際学部 国際理解学科 林　薫 NPO・ボランティアの理論 2

国際学部 国際理解学科 林　薫 開発と国際協力 2

国際学部 国際理解学科 林　薫 国際理解論 2

国際学部 国際理解学科 林　薫・渡邊　三津子 持続可能な開発論 2

国際学部 国際観光学科 塩澤　泰子 Integrated English 101 1

国際学部 国際観光学科 林　薫 国際社会の現状と課題 2

国際学部 国際観光学科 林　薫 地域研究H（アフリカ） 2

国際学部 国際観光学科 林　薫 NPO・ボランティアの理論 2

国際学部 国際観光学科 小島　克巳 エアラインビジネス論 2

国際学部 国際観光学科 小島　克巳 観光交通論 2

国際学部 国際観光学科 石川　桂 ホテルサービス論 2

経営学部 経営学科 鈴木　誠 企業と市場の経済（ミクロ経済） 2

経営学部 経営学科 鈴木　誠 ファイナンス 2

経営学部 経営学科 鈴木　誠 ファイナンスとコーポレートガバナンス 2

経営学部 経営学科 鈴木　誠 起業論 2

経営学部 経営学科 首藤　洋志 財務会計論Ⅰ 2

経営学部 経営学科 首藤　洋志 財務会計論Ⅱ 2

経営学部 経営学科 石田　晴美 財務諸表分析演習 2
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