
令和元年度「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧（専門教育科目）

学部名 学科名 授業科目 教員名 単位数 担当教員等の実務経験に関する記載

文学部 日本文学科 表現文化論ⅠＡ 森　瑞枝 2
能楽金春流の能楽師による授業。金春流現行版の謡本（台本・楽譜）の詞章と節を吟
味し、実際に謡（うた）うことを通して、能の詩的言語と身体表現を体験し、曲の構想、
それらの土台となっている思想や美意識に迫ることが出来る。

文学部 日本文学科 表現文化論ⅡＡ 三遊亭　遊吉 2
落語家による授業。実際の落語を通して、江戸文化、また言葉、笑いのパ
ターンなどを知ることが出来る。落語の原点・発生についての理解が可能と
なる。

文学部 日本文学科 中国書道史Ⅰ 尾川　明穂 2
書家による授業。中国唐代までの書の様式の変遷を概観しその基本的な知
識を習得することが出来る。また、中国書道史の大局的な流れを把握するこ
とで、書跡を鑑賞・説明する能力を養うことが出来る。

文学部 日本文学科 中国書道史Ⅱ 尾川　明穂 2
書家による授業。中国唐代までの書の様式の変遷を概観しその基本的な知
識を習得することが出来る。また、中国書道史の大局的な流れを把握するこ
とで、書跡を鑑賞・説明する能力を養うことが出来る。

文学部 日本文学科 民俗文化財論Ⅰ 菊池　健策 2
文化庁主任調査官による授業。日本の民俗文化財の範囲と保護の在り方、
活用の考え方等を理解し、民俗文化財の抱える現状を把握してその解決策
等について検討することができるようになる。

文学部 日本文学科 民俗文化財論Ⅱ 菊池　健策 2
文化庁主任調査官による授業。日本の民俗文化財の範囲と保護の在り方、
活用の考え方等を理解し、民俗文化財の抱える現状を把握してその解決策
等について検討することができるようになる。

文学部日本文学科　専門教育科目の合計単位数 12 単位

文学部 中国文学科 中国古典読法基礎 渡辺　正一 2
高等学校の教員として実務経験のある教員が、漢文の初学者を対象として、
高等学校までの学習内容との連携を視野に入れ、中国古典の学習法・漢文
訓読法の基本や基礎知識の習得を目指す科目である。

文学部 中国文学科 中国古典読法Ⅲ 長谷川 清貴 2
高等学校の教員として実務経験のある教員が、高等学校までの学習内容と
の連携を視野に入れ、「漢文訓読法」の整理・古語表現への習熟・調査の方
法・注釈の読解法・内容把握法などの修得を目指す科目である。

文学部 中国文学科 中国学入門 青木　洋司 2
高等学校の教員として実務経験のある教員が、高等学校までの学習内容と
の連携を視野に入れ、中国文学のみならず、中国思想や中国文化など中国
学の諸内容の理解を深めることを目指す科目である。

文学部 中国文学科 人文総合基礎Ⅲ 青木　洋司 2
高等学校の教員として実務経験のある教員が、高等学校までの学習内容と
の連携を視野に入れ、中国思想、特に儒家思想の理解を深めることを目指
す科目である。

文学部 中国文学科 中国文学概説 宮内　克浩 2
高等学校の教員として実務経験のある教員が、高等学校までの学習内容と
の連携を視野に入れ、先秦より明・清に至るまでの中国文学の特質を理解す
ることを目指す科目である。

文学部中国文学科　専門教育科目の合計単位数 10 単位

文学部 外国語文化学科 フランス語研究I 笠間　直穂子 2
翻訳家としての経験を活かし、文芸作品のフランス語原文と担当者による日本語訳を
照合する作業を通じて、フランス語と日本語の文法・語彙などにおける違いを学ぶとと
もに、その違いを乗り越えて訳すための工夫に触れる内容の授業を行っている。

文学部 外国語文化学科 フランス語研究II 笠間　直穂子 2
翻訳家としての経験を活かし、文芸作品のフランス語原文と担当者による日本語訳を
照合する作業を通じて、フランス語と日本語の文法・語彙などにおける違いを学ぶとと
もに、その違いを乗り越えて訳すための工夫に触れる内容の授業を行っている。

文学部 外国語文化学科 外国文学Ⅴ（仏） 笠間　直穂子 2
翻訳家としての経験を活かし、文芸作品のフランス語原文と担当者による日本語訳を
照合する作業を通じて、フランス語と日本語の文法・語彙などにおける違いを学ぶとと
もに、その違いを乗り越えて訳すための工夫に触れる内容の授業を行っている。

文学部 外国語文化学科 外国文学Ⅵ（仏） 笠間　直穂子 2
翻訳家としての経験を活かし、文芸作品のフランス語原文と担当者による日本語訳を
照合する作業を通じて、フランス語と日本語の文法・語彙などにおける違いを学ぶとと
もに、その違いを乗り越えて訳すための工夫に触れる内容の授業を行っている。

文学部外国語文化学科　専門教育科目の合計単位数 8 単位

文学部 史学科 史料管理・保存論Ⅰ 榎本　博 2
博物館学芸員としての実務経験を有する教員が、史料管理・保存に関わる
実務経験を活かし、史料読解・取扱についての教育を行う。

文学部 史学科 史料管理・保存論Ⅱ 榎本　博 2
博物館学芸員としての実務経験を有する教員が、史料管理・保存に関わる
実務経験を活かし、史料読解・取扱についての教育を行う。

文学部 史学科 日本文化史Ⅰ 菅根　幸裕 2
博物館学芸員等としての実務経験を有する教員が、日本の伝統文化・民俗
に関わる実務経験を活かし、文化史についての教育を行う。

文学部 史学科 美術工芸史 内川　隆志 2
博物館学芸員等としての実務経験を有する教員が、工芸作品に関わる実務
経験を活かし、美術工芸史についての教育を行う。

文学部 史学科 考古学概論Ⅰ 青木　敬 2
研究所研究員・文化財担当職員としての実務経験を有する教員が、埋蔵文
化財に関わる実務経験を活かし、考古学全般について教育を行う。
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文学部 史学科 考古学概論Ⅱ 青木　敬 2
研究所研究員・文化財担当職員としての実務経験を有する教員が、埋蔵文
化財に関わる実務経験を活かし、考古学全般について教育を行う。

文学部 史学科 考古科学 工藤　雄一郎 2
博物館職員としての実務経験を有する教員が、考古学における自然科学的
分析手法に関わる実務経験を活かし、植物考古学について教育を行う。

文学部 史学科 地域文化資源論 佐々木　和博 2
博物館学芸員・文化財担当職員等としての実務経験を有する教員が、地域
文化財に関わる実務経験を活かし、地域文化資源の保存・活用について教
育を行う。

文学部 史学科 文化財行政論 佐藤　雅一 2
文化財担当職員としての実務経験を有する教員が、文化財行政に関わる実
務経験を活かし、文化財行政についての教育を行う。

文学部 史学科 自然地理学 小松　陽介 2
研究所研究員としての実務経験を有する教員が、自然環境に関わる実務経
験を活かし、自然地理学についての教育を行う。

文学部史学科　専門教育科目の合計単位数 20 単位

文学部 哲学科 西洋美術史ⅡA 小池　寿子 2
担当教員は美術館等とも連携しながら様々な展示イベント等の企画運営に
関わり、その実務経験を活かし、美術史教育を行っている。

文学部 哲学科 西洋美術史ⅡB 小池　寿子 2
担当教員は美術館等とも連携しながら様々な展示イベント等の企画運営に
関わり、その実務経験を活かし、美術史教育を行っている。

文学部 哲学科 日本美術史B 藤澤　紫 2
担当教員は美術館等とも連携しながら様々な展示イベント等の企画運営に
関わり、その実務経験を活かし、美術史教育を行っている。

文学部 哲学科 美学B 松谷　容作 2
担当教員は美術館等とも連携しながら様々な展示イベント等の企画運営に
関わり、その実務経験を活かし、美術史教育を行っている。

文学部哲学科　専門教育科目の合計単位数 8 単位

法学部 法律学科 法と社会参加（暮しの中の法律実務） 森田　聡 2
担当教員は弁護士であり、一般的な市民生活で生じうる法律問題を取り上
げ、実務的な観点から、民事刑事等の枠にとらわれずに多面的に検討を行っ
ていく授業である。

法学部 法律学科 法と社会参加（私たちと司法） 四宮　啓 2
担当教員は本学教授・弁護士であり、司法制度改革を中心に、司法へのアクセス、司
法制度と国民、司法制度を担う法律家などについて、授業回ごとにテーマを選び、事
前の資料読解のうえで討議を行っていく授業である。フィールドワークも含まれ得る。

法学部 法律学科 法と社会参加（企業での活動と法） 中川　徹也 2
担当教員は本学教授・弁護士であり、経済生活・経済活動にかかわる法制
度や法規の基本的な事項について、企業活動の主体（株式会社）とその内容
の観点から基礎的な知識の習得を目指す授業である。

法学部 法律学科 法と社会参加（高齢者・障害者の生活と法） 佐藤　彰一 2
担当教員は本学教授・弁護士であり、高齢者や障害者をめぐる成年後見、虐
待、社会的排除などとこれらに関する法について、具体的事例を交えて学習
していく。授業である。

法学部 法律学科 政治と社会参加（社会を変えるNPO活動） 桔川　純子 2

担当者はNPOを運営しており、社会貢献をミッションとするさまざまな組織について、
海外の事例も交えつつ、どのような社会で暮らし、どのような社会を創っていきたいの
かを考え、持続可能な社会や地域づくりに必要な組織のあり方、ガバナンスの問題な
どについて考察する授業である。ワークショップも含む。

法学部 法律学科 政治と社会参加（子供たちの未来のために） 福田　恵美 2
担当者はNPOを運営しており、NPOについての基本から学び、日本の未来を担う子ど
もたちの現状について学んでいく授業である。授業では、ＮＰＯリーダーのゲスト講師
を招いたり、ワークショップ形式でなどで行われる回もある。

法学部 法律学科 政治と社会参加（心のバリアフリーを育む） 奈良　里紗 2

担当者は視覚障害者を支援する団体を運営しており、マイノリティのニーズに応じるた
めの多様なNPO活動とそれを支える人々の思いを理解する姿勢を養い、また、実際に
NPO活動を体験し、その体験を共有する経験を通じて、体験を言葉としてプレゼン
テーションする力を身につけることを目的・目標とする授業である。

法学部 法律学科 法教育入門 今井　秀智 2

担当者は弁護士であり、紛争解決のための「ものさし（解決基準）」の必要性を考え、
法やルールがなぜあるのか、なぜ守らなければならないのか、守らなかったときに制
裁が加えられるのはなぜかなどの考察を通じて、法や司法制度の根源的価値を学ぶ
授業である。立憲主義教育、シチズンシップ教育にも検討・考察対象を広げている。

法学部法律学科　専門教育科目の合計単位数 16 単位

経済学部 経済学科 アジア経済 竹島　慎吾 2
大手銀行の経済調査室での実務経験をもつ担当教員が、現代アジア（中国・
ASEAN）の経済・政治・社会について解説する授業である。

経済学部 経済学科 まちづくりと市民 遠藤　哲人 2
区画整理・再開発対策に関する特定非営利活動法人の実務経験をもつ担当
教員が、都市計画の制度と自治・まちづくりについて解説する授業である。

経済学部 経済学科 情報処理の基礎 岡田　長治 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、コンピュータハードウェアに関する
基本的知識およびコンピュータによる情報処理システムについて解説する授
業である。
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経済学部 経済学科 情報システム 高橋　尚子 2
IT企業での実務経験を持つ担当教員が、ICT社会における情報システムとこ
れからのスマート社会について解説する授業である。

経済学部 経済学科 コンピュータ応用・データベース 三ツ矢　眞紀 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、関係データベースの基本機能につ
いて解説し、実際にデータベースファイルを作成・活用する実習形式の授業
である。

経済学部 経済学科 コンピュータ応用・ネットワーク活用 高橋　尚子 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、インターネットでの情報検索や信憑
性の判断方法、電子メールの書き方やマナー、SNSでのコミュニケーション技
術やマナーについて解説し、実習する授業である。

経済学部 経済学科 コンピュータ応用・プレゼンテーション 浮島　由美子 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、プレゼンテーションソフトの操作及び
活用方法について解説し、実習する授業である。

経済学部 経済学科 コンピュータ応用・Webデザイン 大塚　秀雄 2
IT企業での実務経験を持つ担当教員が、Webコンテンツの作成と管理のため
の基礎技術の習得を図るための授業である。

経済学部 経済学科 プログラミング技法 岡田　長治 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、コンピュータにプログラムを実行さ
せるためのアルゴリズムの考え方とフローチャートの表現方法について解説
する授業である。

経済学部 経済学科 現代の企業経営 本田　一成 2
企業やNPOなど現実の組織を運営している経営者や代表者の方々を講師に
招き、現実の経営や運営について、事例を交えながら講義を受けるオムニバ
ス形式の授業である。

経済学部 経済学科 企業問題入門 白鳥　和生 2
大手新聞社での実務経験をもとにした担当教員が、現代の企業および企業
経営の課題について具体例を挙げながら解説し、議論を深めるための授業
である。

経済学部 経済学科 生産管理 門脇　一彦 2
大手製造企業での実務経験をもとにした担当教員が、日本のものづくりに関する構成
要素や諸原理、マネジメントの在り方について最新の生産方式や大量生産の歴史を
踏まえて解説し、ゲストスピーカーによる講義も取り入れた授業である。

経済学部 経済学科 税務会計 佐藤　謙一 2
国税庁での実務経験をもとにした担当教員が、税金を計算する目的で課税
所得を算出するための会計である税務会計について解説する授業である。

経済学部 経済学科 国際会計  関根　俊 2
日米企業の会計監査に関する実務経験をもつ担当教員が、国際財務報告基
準（IFRS）の実務的な知識や日本会計基準との比較について、企業のアニュ
アルレポートやケーススタディを踏まえて解説する授業である。

経済学部 経済学科 消費者と広告 端　義幸 2
大手製造企業のマーケティング部門での実務経験をもとにした担当教員が、現代企
業が行うマーケティング、ブランディング、プロモーション活動について、実際の広告活
動の事例を紹介しながら、体系的かつ包括的に学習する授業である。

経済学部経済学科　専門教育科目の合計単位数 30 単位

経済学部 経済ネットワーキング学科 アジア経済 竹島　慎吾 2
大手銀行の経済調査室での実務経験をもつ担当教員が、現代アジア（中国・
ASEAN）の経済・政治・社会について解説する授業である。

経済学部 経済ネットワーキング学科 まちづくりと市民 遠藤　哲人 2
区画整理・再開発対策に関する特定非営利活動法人の実務経験をもつ担当
教員が、都市計画の制度と自治・まちづくりについて解説する授業である。

経済学部 経済ネットワーキング学科 情報処理の基礎 岡田　長治 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、コンピュータハードウェアに関する
基本的知識およびコンピュータによる情報処理システムについて解説する授
業である。

経済学部 経済ネットワーキング学科 情報システム 高橋　尚子 2
IT企業での実務経験を持つ担当教員が、ICT社会における情報システムとこ
れからのスマート社会について解説する授業である。

経済学部 経済ネットワーキング学科 コンピュータ応用・データベース 三ツ矢　眞紀 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、関係データベースの基本機能につ
いて解説し、実際にデータベースファイルを作成・活用する実習形式の授業
である。

経済学部 経済ネットワーキング学科 コンピュータ応用・ネットワーク活用 高橋　尚子 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、インターネットでの情報検索や信憑
性の判断方法、電子メールの書き方やマナー、SNSでのコミュニケーション技
術やマナーについて解説し、実習する授業である。

経済学部 経済ネットワーキング学科 コンピュータ応用・プレゼンテーション 浮島　由美子 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、プレゼンテーションソフトの操作及び
活用方法について解説し、実習する授業である。

経済学部 経済ネットワーキング学科 コンピュータ応用・Webデザイン 大塚　秀雄 2
IT企業での実務経験を持つ担当教員が、Webコンテンツの作成と管理のため
の基礎技術の習得を図るための授業である。

経済学部 経済ネットワーキング学科 プログラミング技法 岡田　長治 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、コンピュータにプログラムを実行さ
せるためのアルゴリズムの考え方とフローチャートの表現方法について解説
する授業である。
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令和元年度「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧（専門教育科目）

学部名 学科名 授業科目 教員名 単位数 担当教員等の実務経験に関する記載

経済学部 経済ネットワーキング学科 現代の企業経営 本田　一成 2
企業やNPOなど現実の組織を運営している経営者や代表者の方々を講師に
招き、現実の経営や運営について、事例を交えながら講義を受けるオムニバ
ス形式の授業である。

経済学部 経済ネットワーキング学科 企業問題入門 白鳥　和生 2
大手新聞社での実務経験をもとにした担当教員が、現代の企業および企業
経営の課題について具体例を挙げながら解説し、議論を深めるための授業
である。

経済学部 経済ネットワーキング学科 生産管理 門脇　一彦 2
大手製造企業での実務経験をもとにした担当教員が、日本のものづくりに関する構成
要素や諸原理、マネジメントの在り方について最新の生産方式や大量生産の歴史を
踏まえて解説し、ゲストスピーカーによる講義も取り入れた授業である。

経済学部 経済ネットワーキング学科 税務会計 佐藤　謙一 2
国税庁での実務経験をもとにした担当教員が、税金を計算する目的で課税
所得を算出するための会計である税務会計について解説する授業である。

経済学部 経済ネットワーキング学科 国際会計  関根　俊 2
日米企業の会計監査に関する実務経験をもつ担当教員が、国際財務報告基
準（IFRS）の実務的な知識や日本会計基準との比較について、企業のアニュ
アルレポートやケーススタディを踏まえて解説する授業である。

経済学部 経済ネットワーキング学科 消費者と広告 端　義幸 2
大手製造企業のマーケティング部門での実務経験をもとにした担当教員が、現代企
業が行うマーケティング、ブランディング、プロモーション活動について、実際の広告活
動の事例を紹介しながら、体系的かつ包括的に学習する授業である。

経済学部経済ネットワーキング学科　専門教育科目の合計単位数 30 単位

経済学部 経営学科 アジア経済 竹島　慎吾 2
大手銀行の経済調査室での実務経験をもつ担当教員が、現代アジア（中国・
ASEAN）の経済・政治・社会について解説する授業である。

経済学部 経営学科 まちづくりと市民 遠藤　哲人 2
区画整理・再開発対策に関する特定非営利活動法人の実務経験をもつ担当
教員が、都市計画の制度と自治・まちづくりについて解説する授業である。

経済学部 経営学科 情報処理の基礎 岡田　長治 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、コンピュータハードウェアに関する
基本的知識およびコンピュータによる情報処理システムについて解説する授
業である。

経済学部 経営学科 情報システム 高橋　尚子 2
IT企業での実務経験を持つ担当教員が、ICT社会における情報システムとこ
れからのスマート社会について解説する授業である。

経済学部 経営学科 コンピュータ応用・データベース 三ツ矢　眞紀 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、関係データベースの基本機能につ
いて解説し、実際にデータベースファイルを作成・活用する実習形式の授業
である。

経済学部 経営学科 コンピュータ応用・ネットワーク活用 高橋　尚子 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、インターネットでの情報検索や信憑
性の判断方法、電子メールの書き方やマナー、SNSでのコミュニケーション技
術やマナーについて解説し、実習する授業である。

経済学部 経営学科 コンピュータ応用・プレゼンテーション 浮島　由美子 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、プレゼンテーションソフトの操作及び
活用方法について解説し、実習する授業である。

経済学部 経営学科 コンピュータ応用・Webデザイン 大塚　秀雄 2
IT企業での実務経験を持つ担当教員が、Webコンテンツの作成と管理のため
の基礎技術の習得を図るための授業である。

経済学部 経営学科 プログラミング技法 岡田　長治 2
IT企業での実務経験をもつ担当教員が、コンピュータにプログラムを実行さ
せるためのアルゴリズムの考え方とフローチャートの表現方法について解説
する授業である。

経済学部 経営学科 現代の企業経営 本田　一成 2
企業やNPOなど現実の組織を運営している経営者や代表者の方々を講師に
招き、現実の経営や運営について、事例を交えながら講義を受けるオムニバ
ス形式の授業である。

経済学部 経営学科 企業問題入門 白鳥　和生 2
大手新聞社での実務経験をもとにした担当教員が、現代の企業および企業
経営の課題について具体例を挙げながら解説し、議論を深めるための授業
である。

経済学部 経営学科 生産管理 門脇　一彦 2
大手製造企業での実務経験をもとにした担当教員が、日本のものづくりに関する構成
要素や諸原理、マネジメントの在り方について最新の生産方式や大量生産の歴史を
踏まえて解説し、ゲストスピーカーによる講義も取り入れた授業である。

経済学部 経営学科 税務会計 佐藤　謙一 2
国税庁での実務経験をもとにした担当教員が、税金を計算する目的で課税
所得を算出するための会計である税務会計について解説する授業である。

経済学部 経営学科 国際会計  関根　俊 2
日米企業の会計監査に関する実務経験をもつ担当教員が、国際財務報告基
準（IFRS）の実務的な知識や日本会計基準との比較について、企業のアニュ
アルレポートやケーススタディを踏まえて解説する授業である。

経済学部 経営学科 消費者と広告 端　義幸 2
大手製造企業のマーケティング部門での実務経験をもとにした担当教員が、現代企
業が行うマーケティング、ブランディング、プロモーション活動について、実際の広告活
動の事例を紹介しながら、体系的かつ包括的に学習する授業である。
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令和元年度「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧（専門教育科目）

学部名 学科名 授業科目 教員名 単位数 担当教員等の実務経験に関する記載

経済学部経営学科　専門教育科目の合計単位数 30 単位

神道文化学部 神道文化学科 宗教音楽研究Ⅰ 小野　貴嗣 2

担当教員は指導的立場にある現任神職で、かつ実績ある著名な雅楽組織の指導者
である。学生は雅楽を題材に、祭典楽の確立過程と伝承の変遷を学び、祭りに於ける
音楽の意義、神道は雅楽に何を求めてきたか、の基礎を実践的に教授される。さら
に、古代音楽の基本である「歌・拍子・楽器」の基本的実技を実習する。

神道文化学部 神道文化学科 宗教音楽研究Ⅱ 小野　貴嗣 2

担当教員は指導的立場にある現任神職で、かつ実績ある著名な雅楽組織の指導者
である。学生は宗教音楽研究Ⅰに引き続いて、雅楽を題材に、祭りに於ける音楽の意
義や教学的意義について実践的に教授される。また、式楽としての雅楽と祭祀での実
施について実習する。

神道文化学部 神道文化学科 神社実務演習 宮澤　佳廣 2

担当教員は、神社本庁等で法人組織運営の実務経験を有する現任神職である。学生
は、神社管理運営に直接携わる者としての教学的心得と共に、関係法規ほか法人運
営上のさまざまな知識の理解を教授され、神社の公共性と神道信仰について、実務を
踏まえて考え学ぶ。

神道文化学部 神道文化学科 祭祀学特殊講義 茂木　貞純 2
担当教員は、神社本庁で法人組織運営の実務経験を有し、祭祀研究教育の業績を有
する現任神職である。学生は、皇室祭祀・神宮祭祀の概要、神宮大麻の頒布、式年遷
宮の意義などについて、教員の実務経験も踏まえて教授され、学び理解を深める。

神道文化学部 神道文化学科 神社祭式特論 茂木　貞純 2

担当教員は、もと神社本庁職員として組織運営の実務経験を有し、祭祀研究教育の
業績を有する現任神職である。学生は、修得した祭式作法を復習し、祭典・行事に関
する教学、祭式の制度沿革史、祭祀服制と衣紋、諸祭式等について、責任ある神職た
る実務に応用できるよう教授される。

神道文化学部 神道文化学科 神社管理特論 新井　君美 2

担当教員は、もと神社本庁職員として法人組織運営の実務経験を有し、また社会保
険労務士でもある現任神職である。学生は、教員の実務経験を踏まえた指導を受け、
神社にふさわしい労務管理について、神職のもつ聖俗二面性を理解し、法律知識と管
理技術を学ぶ。

神道文化学部 神道文化学科 神道教学特論 小平　美香 2

担当教員は、近代神道史に関する研究業績を踏まえて、神社実務に携わる現任神職
である。学生は、神道教学に基づいた神社・神職の在り方、教化活動の実践につい
て、教員の経験に即しつつ、現代の神社をとりまく社会的・地域的な問題から、課題と
解決法を探る。

神道文化学部 神道文化学科 宗教考古学Ⅰ 笹生　衛 2

担当教員は、宗教考古学の研究実績を持ち、かつ文化財の調査・研究、保護・管理、
活用の行政実務に20年以上携わった経験を持つ。この経験を踏まえた講義により、
学生は、考古資料から見た弥生～古墳時代の信仰の変遷と歴史的背景を学び、地域
の文化財の意味と、その継承に必要な視点・考え方を修得することができる。

神道文化学部 神道文化学科 宗教考古学Ⅱ 笹生　衛 2

担当教員は、宗教考古学の研究実績を持ち、かつ文化財の調査・研究、保護・管理、
活用の行政実務に20年以上携わった経験を持つ。この経験を踏まえた講義により、
学生は、考古資料に見る奈良・平安時代の神仏信仰の変遷と歴史的背景を学び、地
域の文化財の意味と、その継承に必要な視点・考え方を修得することができる。

神道文化学部 神道文化学科 神道と国際交流Ⅱ 岩橋　克二 2

担当教員は現任神職で、神社本庁の国際交流実務担当の職員・責任者として、第一線で活動
した経験を有する。学生は、教員の実務経験に即した課題意識に導かれながら、国際交流とは
何か、日本文化や他国・他宗教の知識、英語で表現できること・できないこと、これまで神社神
道が行ってきた国際交流、について学び、交流実践に必要な力を身につける。

神道文化学部神道文化学科　専門教育科目の合計単位数 20 単位

人間開発学部 初等教育学科 初等科教育法（国語） 成田信子 2
お茶の水大学附属小学校教諭の経験を活かして、実践的な国語教育を教え
ている。

人間開発学部 初等教育学科 初等科教育法（算数） 吉川成夫 2
文部科学省教科調査官の経験を活かして、実践的な理科教育を教えてい
る。

人間開発学部 初等教育学科 初等科教育法（理科） 寺本貴啓 2
静岡県小学校、中学校教諭の経験を活かして、実践的な理科教育を教えて
いる。

人間開発学部 初等教育学科 初等科教育法（社会） 安野　功 2
埼玉県公立小学校教諭、文部科学省教科調査官の経験を活かして、実践的
な社会科教育を教えている。

人間開発学部 初等教育学科 初等科教育法（生活） 田村　学 2
新潟県公立小学校教諭、文部科学省教科調査官の経験を活かして、実践的
な社会科教育を教えている。

人間開発学部 初等教育学科 道徳教育の理論と方法（小） 田沼茂紀 2 川崎公立学校教諭の経験を活かして、実践的な道徳教育を教えている。

人間開発学部 初等教育学科 特別活動の理論と方法（小） 杉田　洋 2
さいたま市立小学校教諭、文部科学省教科調査官の経験を活かして、実践
的な特別活動を教えている。

人間開発学部初等教育学科　専門教育科目の合計単位数 14 単位

人間開発学部 健康体育学科 スポーツバイオメカニクス演習 神事努 2
国立スポーツ科学センター在籍時の経験を活かし、受講学生が動作分析の
原理とその限界について理解できることを目標とした授業を展開している。

人間開発学部 健康体育学科 運動学 神事努 2
国立スポーツ科学センター在籍時の経験を活かし、受講学生が力学の基礎
概念を理解でき、バイオメカニクス的な分析、評価法の基礎が理解できること
を目標とした授業を行なっている。

人間開発学部 健康体育学科 体力トレーニング論 千野謙太郎 2
国立スポーツ科学センター在籍時の経験を活かし、受講学生が一般的なト
レーニングプログラムを作成したり，体力を正しく測定評価できるようになるこ
とを目標とした授業を行なっている。
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令和元年度「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧（専門教育科目）

学部名 学科名 授業科目 教員名 単位数 担当教員等の実務経験に関する記載

人間開発学部 健康体育学科 運動生理学演習Ⅰ（神経・筋系） 千野謙太郎 2
国立スポーツ科学センター在籍時の経験を活かし、受講学生が神経-筋のつながりを
生理学的に説明できることや、神経-筋（骨格も含む）に関する各種測定方法の原理
や限界を説明できるようになることを目標とした授業を行なっている。

人間開発学部 健康体育学科 健康運動実習 千野謙太郎 2
国立スポーツ科学センター在籍時の経験を活かし、受講学生が各種トレーニ
ングによって得られる身体的効果の生理学的意義とメカニズムを説明できる
ようなることを目標とした授業を展開している。

人間開発学部 健康体育学科 統計と測定評価 千野謙太郎 2
国立スポーツ科学センター在籍時の経験を活かし、受講学生が正しく体力測
定を実施できたり、PCソフトを用いて基本的な分析やそのアウトプットができ
るようになることを目標とした授業を行なっている。

人間開発学部健康体育学科　専門教育科目の合計単位数 12 単位

人間開発学部 子ども支援学科 教育の方法と技術（幼） 吉永安里 2
幼稚園及び小学校において11年半の勤務経験のある専任教員が、その実
務経験を生かし、多様な教育の方法と技術及び評価の方法等についての講
義を行う。

人間開発学部 子ども支援学科 子ども支援論 塩谷香 2
保育所及び幼稚園保育所の一体化施設の保育者として28年の経験がある
専任教員が、幼児教育や家庭教育、子育て支援等に関する講義を行ってい
る。

人間開発学部 子ども支援学科 乳児保育Ⅰ 塩谷香 2
保育所及び幼稚園保育所の一体化施設の保育者として28年の経験がある
専任教員が、乳児および1・2歳児の保育援助や環境構成、配慮事項等につ
いて講義・演習を行っている。

人間開発学部 子ども支援学科 乳児保育Ⅱ 塩谷香 2
保育所及び幼稚園保育所の一体化施設の保育者として28年の経験がある
専任教員が、乳児および1・2歳児の保育援助や環境構成、配慮事項等につ
いて講義・演習を行っている。

人間開発学部子ども支援学科　専門教育科目の合計単位数 8 単位

6/6


