
実務経験のある教員による授業科目の配置一覧

講義
コード

年度 開講責任部署 科目名 単位
講義
区分

担当教員 実務家教員 実務経験を生かした授業内容

1 5013801 2019年度 教育学部 教育課程論 2 講義 玉置　崇 教諭（講師を含む）

教育課程編成の最終責任者は校長にあることから、すべて
の回において、校長として教育課程編成においてどう動い
たか、どう見直し、編成をしてきたかなど学校現場での実例
を示しながら、学生の教育課程への理解を深める。

2 5013804 2019年度 教育学部 教育課程論 2 講義 後藤　孝文 教諭（講師を含む）

教育課程の最終責任者は校長にあることから、すべての回
において、校長として教育課程編成においてどう動いたの
か、どう見直し、編成をしてきたかなど学校現場での実例を
示しながら、学生の教育課程への理解を深める。

3 5013701 2019年度 教育学部 教育行政学 2 講義 成田　幸夫 教諭（講師を含む）

小中学校教員・校長時代の実体験や、文科省学校安全対
策や学校建築関係の委員・教委外部評価委員・学校評議
員等の経験を生かし、豊富な事例を基に教育行政学と教育
学をつなげた臨場感のある学習を展開する。

4 5170901 2019年度 教育学部 教育行政学（初等） 2 講義 成田　幸夫 教諭（講師を含む）

小中学校教員・校長時代の実体験や、文科省学校安全対
策や学校建築関係の委員・教委外部評価委員・学校評議
員等の経験を生かし、豊富な事例を基に教育行政学と教育
学をつなげた臨場感のある学習を展開する。

5 5014101 2019年度 教育学部 教育情報方法論 2 講義 芳賀　高洋 教諭（講師を含む）
ＩＣＴの活用、実習を伴う授業方法、特別支援の要素を取り
入れた学習方法

6 5174601 2019年度 教育学部 教育情報方法論（初等） 2 講義 石原　一彦 教諭（講師を含む）
学校現場の経験を生かし、教育方法や教育の情報化に資
する技能を演習形式で指導する。

7 5014401 2019年度 教育学部 教育相談 2 講義 入野　奈穂 臨床心理士
スクールカウンセラー、精神科病院などでの勤務の経験を
活かし、不適応を起こしやすい子ども達への支援について
講義する。

8 5112601 2019年度 教育学部
教師コミュニケーション力演
習

1 演習 水川　和彦 教諭（講師を含む）
さまざまな実務経験をもとに、学校における子ども、教員、
保護者との良好なコミュニケーションのあり方を実践的に学
べる演習を構築する。

9 5113201 2019年度 教育学部 教師道 2 講義 水川　和彦 教諭（講師を含む）

さまざまな実務経験をもとに、教師になったのちにどのよう
な教師として育っていくのかまで学生が考えることができる
よう、適切な実例をあげながら、学生が実践的な力を育め
るよう授業を構築する。

10 6010204 2019年度 教育学部 教師論（幼・小・中・高） 2 講義 玉置　崇 教諭（講師を含む）

様々な実務経験をもとに、教師の在り方や対応等について
具体的な事例を示し、その背景にある捉え方、考え方、基
盤にすべき事項などについて論議をする授業を構築す
る。、

11 6010201 2019年度 教育学部 教師論（幼・小・中・高） 2 講義 水川　和彦 教諭（講師を含む）
様々な実務経験をもとに、教師の在り方や対応等について
具体的な事例を示し、その背景にある捉え方、考え方、基
盤にすべき事項などについて論議する授業を構築する。

12 5112801 2019年度 教育学部 授業力アップと研究・研修力 2 講義 鈴木　明裕 教諭（講師を含む）

教育現場での経験から，グループワークで出てきた問題，
模擬授業(プレゼンテーション）で課題となった対応等々につ
いて，多面的に捉え，受講している者全員の課題として考
え，議論できるようにしていく。

13 5128601 2019年度 教育学部 初等英語 2 講義 加藤　拓由 教諭（講師を含む）
小中学校現場での指導経験を生かし、英語教育の意義や
教師の役割について講義する

14 5128201 2019年度 教育学部 初等家庭Ⅰ 1 演習
本多　恭子　長
瀬　秀子

教諭（講師を含む）
学校現場の経験を生かし、家庭科教育の意義や指導方法
について講義する。

15 5280803 2019年度 教育学部 初等教科教育法（家庭） 2 講義
本多　恭子　長
瀬　秀子

教諭（講師を含む）
学校現場の経験を生かし、家庭科教育の意義や指導方法
について講義する。

16 5280801 2019年度 教育学部 初等教科教育法（家庭） 2 講義
長瀬　秀子　南
谷　東子

教諭（講師を含む）
学校現場の経験を生かし、家庭科教育の意義や指導方法
について講義する。

17 5280802 2019年度 教育学部 初等教科教育法（家庭） 2 講義
長瀬　秀子　片
岡　恭代

教諭（講師を含む）
学校現場の経験を生かし、家庭科教育の意義や指導方法
について講義する。

18 5280303 2019年度 教育学部 初等教科教育法（算数） 2 講義 鈴木　明裕 教諭（講師を含む）
教育現場での経験から，教科書には書ききれてない子ども
の理解の実態，誤答への対応等もディスカッションのテーマ
として取り上げ，理解を深めるようにする。

19 5280301 2019年度 教育学部 初等教科教育法（算数） 2 講義 塩澤　友樹 教諭（講師を含む）
学校現場での経験を生かし，体験的な活動も交えながら，
数学的活動を取り入れた授業づくりについて学ぶ。

20 5280305 2019年度 教育学部 初等教科教育法（算数） 2 講義 林　茂男 教諭（講師を含む）
教育現場での経験から，教科書には書ききれてない子ども
の理解の実態，誤答への対応等もディスカッションのテーマ
として取り上げ，理解を深めるようにする。
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21 5280202 2019年度 教育学部 初等教科教育法（社会） 2 講義 小林　直樹 教諭（講師を含む）
地域の自然や産業及び歴史や文化をどのように教材化す
ると、児童が意欲的に学習に立ち向かうかを、模擬授業を
通しながら体得させる。

22 5280201 2019年度 教育学部 初等教科教育法（社会） 2 講義 須本　良夫 教諭（講師を含む）
地域の自然や産業及び歴史や文化をどのように教材化す
ると、児童が意欲的に学習に立ち向かうかを、模擬授業を
通しながら体得させる。

23 5280503 2019年度 教育学部 初等教科教育法（生活） 2 講義 柘植　良雄 教諭（講師を含む）
学校現場での実際の生活科授業の参観、学習映像や子供
の姿、指導教員の低学年指導の実際を紹介するなどして授
業を展開する。

24 5280501 2019年度 教育学部 初等教科教育法（生活） 2 講義 井深　智子 教諭（講師を含む）
学校現場での実際の生活科授業の参観、学習映像や子供
の姿、指導教員の低学年指導の実際を紹介するなどして授
業を展開する。

25 5280901 2019年度 教育学部 初等教科教育法（体育） 2 講義 稲垣　良介 教諭（講師を含む）
学校現場の経験を活かし、小学校の体育授業に密接に関
連させながら体育の目標、内容、方法について講義する。

26 5280401 2019年度 教育学部 初等教科教育法（理科） 2 講義 髙木　正之 教諭（講師を含む）
担当教員による模擬授業を通して、問題解決の授業のあり
方を理解する。

27 5127002 2019年度 教育学部 初等国語（含書写） 2
講義
・

演習
濱千代　いづみ 教諭（講師を含む）

国語教科書における「言葉の特徴や使い方」に関わる部分
や事項を取り上げつつ講義する。（第1～13回）　書写の指
導のポイントを押さえる。（第14、15回）

28 5127003 2019年度 教育学部 初等国語（含書写） 2
講義
・

演習
今井　亨 教諭（講師を含む）

国語教科書における「言葉の特徴や使い方」に関わる部分
や事項を取り上げつつ講義する。（第1～13回）　書写の指
導のポイントを押さえる。（第14、15回）

29 5127001 2019年度 教育学部 初等国語（含書写） 2
講義
・

演習
藤田　万喜子 教諭（講師を含む）

国語教科書における「言葉の特徴や使い方」に関わる部分
や事項を取り上げつつ講義する。（第1～13回）書写の指導
のポイントを押さえる。（第14、15回）

30 5127004 2019年度 教育学部 初等国語（含書写） 2
講義
・

演習
藤田　万喜子 教諭（講師を含む）

国語教科書における「言葉の特徴や使い方」に関わる部分
や事項を取り上げつつ講義する。（第1～13回）書写の指導
のポイントを押さえる。（第14、15回）

31 5128501 2019年度 教育学部 初等生活Ⅰ 2 講義 柘植　良雄 教諭（講師を含む）
学校現場での実際の生活科学習の映像や子供の姿、指導
教員の指導の実際を紹介するなどして授業を展開する。

32 5128504 2019年度 教育学部 初等生活Ⅰ 2 講義 井深　智子 教諭（講師を含む）
学校現場での実際の生活科学習の映像や子供の姿、指導
教員の指導の実際を紹介するなどして授業を展開する。

33 5128401 2019年度 教育学部 初等生活Ⅱ 1 演習 柘植　良雄 教諭（講師を含む）
学校現場での自然体験学習の実態や留意点を映像や実地
を通して紹介・体験し、教師自らが体験することの重要性を
学ぶ。

34 5127901 2019年度 教育学部 初等理科Ⅰ 1 演習 髙木　正之 教諭（講師を含む）
実験の方法を扱うだけでなく、児童の思考や安全指導も含
めた講義を行う。

35 5128001 2019年度 教育学部 初等理科Ⅱ 1 演習 髙木　正之 教諭（講師を含む）
実験の方法を扱うだけでなく、児童の思考や安全指導も含
めた講義を行う。

36 5013401 2019年度 教育学部 障害児教育学 2 講義 松本　和久 教諭（講師を含む）

通常の学級（3年），特別支援学級（11年），特別支援学校
（3年）と，合計17年間学校教育現場で児童生徒の支援に携
わってきた。その経験を踏まえ，具体的な事例を交えながら
講義を進める。

37 5170601 2019年度 教育学部 障害児教育学（初等） 2 講義 松本　和久 教諭（講師を含む）

通常の学級（3年），特別支援学級（11年），特別支援学校
（3年）と，合計17年間学校教育現場で児童生徒の支援に携
わってきた。その経験を踏まえ，具体的な事例を交えながら
講義を進める。

38 5111401 2019年度 教育学部 人権教育 2 講義 小森　保直 教諭（講師を含む）
学校人権教育の在り方、学校における人権課題の実例と
教員の役割について講義する。

39 6011801 2019年度 教育学部
特別活動の指導法（小・中・
高）

2 講義 成田　幸夫 教諭（講師を含む）

特活や総合学習の実践を踏まえ、臨場感をもって指導す
る。具体的には、感動的な学びづくりに向けた教師の意識
改革、好ましい人間関係を築くための指導の在り方、自己
肯定感を大切にした指導計画の立て方、自治的活動の事
例　などを豊富な実践事例と関連させつつ理解させる。

40 6011804 2019年度 教育学部
特別活動の指導法（小・中・
高）

2 講義 柴崎　直人 教諭（講師を含む）

特活や総合学習の実践を踏まえ、臨場感をもって指導す
る。具体的には、感動的な学びづくりに向けた教師の意識
改革、好ましい人間関係を築くための指導の在り方、自己
肯定感を大切にした指導計画の立て方、自治的活動の事
例　などを豊富な実践事例と関連させつつ理解させる。
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41 5113101 2019年度 教育学部 特別支援教育基礎 2 講義 安田　和夫 教諭（講師を含む）
小中学校及び特別支援学校の勤務経験を生かし、実際に
あった事例や対応を例に挙げながら説明したり、グループ
ワークの助言を行ったりする。

総単位数 51
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1 5352502 2019年度 外国語学部 ME Ⅰ(メディアの英語Ⅰ) 2 講義 宮原　淳
新聞記者（中日新
聞）

記者経験を生かして、報道の現場を紹介する

2 5352602 2019年度 外国語学部 ME Ⅱ(メディアの英語Ⅱ) 2 講義 宮原　淳
新聞記者（中日新
聞）

記者経験を生かして、報道の現場を紹介する

3 5352501 2019年度 外国語学部 Media English Ⅰ 2 講義 宮原　淳
News reporter (the
Chunichi Shimbun)

Introduce news media based on journalistic experience

4 5352601 2019年度 外国語学部 Media English Ⅱ 2 講義 宮原　淳
News reporter (the
Chunichi Shimbun)

Introduce news media based on journalistic experience

5 5334301 2019年度 外国語学部 キャリアデザインⅠ 2 講義 中村　亜綺
キャリアコンサルタン
ト

個人や組織の問題の本質を探り解決を図る

6 5359001 2019年度 外国語学部
キャリセミXⅢ(エアライン講
座Ⅱ)

1 演習 松田　有理
航空会社（キャビンア
テンダント）

航空業界が求める人材を、実際の業務内容から学生が考
えられる授業を実施する。

7 5359101 2019年度 外国語学部 キャリセミXⅣ(企業研究) 1 演習 長谷川　信 会社員（採用担当）
会社での採用担当・教育担当の経験を生かし、初めて就職
活動する学生に必要な話題を提供する。

8 5358901 2019年度 外国語学部
キャリセミXII(エアライン講座
Ⅰ)

1 演習 松田　有理
航空会社（キャビンア
テンダント）

航空業界が求める人材を、実際の業務内容から学生が考
えられる授業を実施する。

9 5361002 2019年度 外国語学部 英文法教育研究Ⅰ(C5-8) 2 講義
伊佐地　恒久、
大屋　進

岐阜県公立高校英
語科教諭

文法指導の理論と実践をは実務経験を生かして結びつけ、
学生を指導する。

10 5361101 2019年度 外国語学部 英文法教育研究Ⅱ(C1-4) 2 講義
伊佐地　恒久、
大屋　進

岐阜県公立高校英
語科教諭

英文法の実践的な指導を学生に理解させるために、実務経
験を生かす。

5000131 2019年度 外国語学部 宗教学Ⅰ〔外看〕 2 講義 蜷川　祥美
浄土真宗本願寺派
僧侶・教師・輔教・教
師検定試験委員

僧侶として、信仰者の情操を参照しながら講義する。

5000132 2019年度 外国語学部 宗教学Ⅰ〔外看〕 2 講義 蜷川　祥美
浄土真宗本願寺派
僧侶・教師・輔教・教
師検定試験委員

僧侶として、信仰者の情操を参照しながら講義する。

5000133 2019年度 外国語学部 宗教学Ⅰ〔外看〕 2 講義 蜷川　祥美
浄土真宗本願寺派
僧侶・教師・輔教・教
師検定試験委員

僧侶として、信仰者の情操を参照しながら講義する。

5000134 2019年度 外国語学部 宗教学Ⅰ〔外看〕 2 講義 蜷川　祥美
浄土真宗本願寺派
僧侶・教師・輔教・教
師検定試験委員

僧侶として、信仰者の情操を参照しながら講義する。

5000231 2019年度 外国語学部 宗教学Ⅱ〔外看〕 2 講義 蜷川　祥美
浄土真宗本願寺派
僧侶・教師・輔教・教
師検定試験委員

僧侶として、信仰者の情操を参照しながら講義する。

5000232 2019年度 外国語学部 宗教学Ⅱ〔外看〕 2 講義 蜷川　祥美
浄土真宗本願寺派
僧侶・教師・輔教・教
師検定試験委員

僧侶として、信仰者の情操を参照しながら講義する。

5000233 2019年度 外国語学部 宗教学Ⅱ〔外看〕 2 講義 蜷川　祥美
浄土真宗本願寺派
僧侶・教師・輔教・教
師検定試験委員

僧侶として、信仰者の情操を参照しながら講義する。

5000234 2019年度 外国語学部 宗教学Ⅱ〔外看〕 2 講義 蜷川　祥美
浄土真宗本願寺派
僧侶・教師・輔教・教
師検定試験委員

僧侶として、信仰者の情操を参照しながら講義する。

13 5359701 2019年度 外国語学部 小学校英語教育研究Ⅰ 2 講義 清水　万里子
小学校特別非常勤
講師・可児市英語教
育アドバイザー

小学校における英語教育の具体的な授業例を紹介する

14 5359801 2019年度 外国語学部 小学校英語教育研究Ⅱ 2 講義 清水　万里子
小学校特別非常勤
講師・可児市英語教
育アドバイザー

小学校における英語教育の具体的な授業例を紹介する

5356001 2019年度 外国語学部 情報実務Ⅲ 1 演習 長谷川　信 システムエンジニア
コンピュータ会社の勤務経験を生かし、データの活用方法と
ソフトウェアの活用方法について演習を行う。

5356002 2019年度 外国語学部 情報実務Ⅲ 1 演習 長谷川　信 システムエンジニア
コンピュータ会社の勤務経験を生かし、データの活用方法と
ソフトウェアの活用方法について演習を行う。

5356101 2019年度 外国語学部 情報実務Ⅳ 1 演習 長谷川　信 システムエンジニア
コンピュータ会社の勤務経験を生かし、データの活用方法と
ソフトウェアの活用方法、文書へのまとめ方について演習を
行う。

5356102 2019年度 外国語学部 情報実務Ⅳ 1 演習 長谷川　信 システムエンジニア
コンピュータ会社の勤務経験を生かし、データの活用方法と
ソフトウェアの活用方法、文書へのまとめ方について演習を
行う。

11

12

15

16



実務経験のある教員による授業科目の配置一覧

講義
コード

年度 開講責任部署 科目名 単位
講義
区分

担当教員 実務家教員 実務経験を生かした授業内容

17 5359501 2019年度 外国語学部 第二言語習得理論Ⅰ 2 講義 伊佐地　恒久
岐阜県公立高校英
語教諭

第二言語習得の理論を実際の外国語学習と外国語指導で
はどのように応用できるのかを、実務経験に基づいて指導
する。

18 5359601 2019年度 外国語学部 第二言語習得理論Ⅱ 2 講義 伊佐地　恒久
岐阜県公立高校英
語科教員

第二限習得の理論と英語教育の指導実践を関連づけるた
めに、実務経験を生かす。

総単位数 45



実務経験のある教員による授業科目の配置一覧

講義
コード

年度 開講責任部署 科目名 単位
講義
区分

担当教員 実務家教員 実務経験を生かした授業内容

1 5102359 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
基礎セミナーⅡ[経済情報] 1 演習 阿部 邦美 講師（インストラクタ）

授業の一部で、IT企業等での実務経験がある外部講師が
パワーポイントの手法等の授業を行う。

2 5102251 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
基礎セミナーⅠ[経済情報] 1 演習 伊東　裕希 セミナー講師

授業の一部で、キャリアコンサルタント等の実務経験がある
外部講師がｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸの手法等について授業を行う。

3 5557501 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
商学概論 2 講義 山田　浩喜

流通小売業でのマー
ケティング担当

流通小売業でのマーケティング業務経験を活かし、流通業
の仕組みや課題を講義する。

4 5557601 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
流通論 2 講義 山田　浩喜

流通小売業でのマー
ケティング担当

流通小売業でのマーケティング業務の経験を活かし、流通
業の戦略や課題について講義する。

5 5557901 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
マーケティング論 2 講義 山田　浩喜

企業でのマーケティ
ング担当

企業でのマーケティング業務の経験を活かし、マーケティン
グ戦略の目的や役割について講義する。

6 5558001 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
マーケティングリサーチ 2 講義 山田　浩喜

企業でのマーケティ
ング担当

企業でのマーケティング業務の経験を活かし、データ分析の
手法、マーケティング施策について講義する。

7 5519801 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
情報処理Ⅰ 2 演習 坂本　真弓 講師（インストラクタ）

IT企業での講師経験を生かし、ビジネスシーンでのソフト活
用法について実習を行う。

8 5519901 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
情報処理Ⅱ 2 演習 坂本　真弓 講師（インストラクタ）

IT企業での講師経験を生かし、ビジネスシーンでのソフト活
用法について実習を行う。

9 5520201 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
マルチメディアⅡ 2 演習 坂本　真弓 講師（インストラクタ）

IT企業での講師経験を生かし、ビジネスシーンでのソフト活
用法について実習を行う。

10 5560601 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科

マルチメディアⅠ(実習を含
む)

2 演習 坂本　真弓 講師（インストラクタ）
IT企業での講師経験を生かし、ビジネスシーンでのソフト活
用法について実習を行う。

11 5559701 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
キャリアデザインⅡ 2 講義 中村　亜綺

キャリアコンサルタン
ト

個人や組織の問題の本質を探り解決を図る

12 5558101 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
ウェブサービス 2 演習 柏樹　若奈 ＷＥＢサイト制作

ＣＭＳを組み込んだWEBサイトの制作請負の経験を生かし、
ＷＥＢサイト構築の演習を行います。

13 5553601 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科

経済の現場から　資本市場
の役割と証券投資

2 講義 鈴木　基充陽 証券会社勤務
弊社若手社員や自身の家族に話すように同じ目線で金融
の仕組みを説明していく

14 5521901 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
キャリアデザインⅠ 2 講義 今枝 正史

就職支援コンサルタ
ント

「キャリア形成」教育支援会社や就職支援コンサルタントの
経験を活かし、大学卒業後のキャリア設計および社会人基
礎力について講義する。

15 5556101 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
ベンチャー企業論 2 講義 深井 昌克

企業の海外現地法
人の社長

銀行員、企業の海外現地法人の経営者として、新たな事業
の立案とその実施にあたってきた経験、および、大学の起
業家育成プログラムで、学生を指導してきた経験を活かし、
「アントレナーシップ」を学生に体感してもらう授業としたい。

16 5559901 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
キャリアデザインⅣ 2 講義 中村　亜綺

キャリアコンサルタン
ト

様々な業界の「今」の情報と、業界や企業を研究する視点の
持ち方

17 5559801 2019年度
経済情報学
部経済情報

学科
キャリアデザインⅢ 2 講義 佐藤 孝夫 採用コンサルタント

採用コンサルタントとしての実務経験を活かし、企業側の視
点や採用手法など実践的な講義を行う

総単位数 32



実務経験のある教員による授業科目の配置一覧

講義
コード

年度 開講責任部署 科目名 単位
講義
区分

担当教員 実務家教員 実務経験を生かした授業内容

1 6001801 2019年度 看護学部 特別支援教育・看護合同演習 1 演習

大見　サキエ、髙橋　由
美子、小平　由美子、深
谷　由美、高木　歩実、
安田　和夫、松本　和
久、河野　文光、野村
香代

教諭（講師含む）、看
護師、臨床心理士

特別支援学校の教員としての経験、病院で看護師、臨床心
理士として勤務した経験をもとに授業展開する。

2 7000101 2019年度 看護学部 解剖生理学Ⅰ 2 講義 江村　正一
医学部解剖学及び
生理学分野教員

医学部解剖学分野教員時における解剖実習経験をもとに
講義する。

3 7000201 2019年度 看護学部 解剖生理学Ⅱ 1 演習 恵良　聖一
医学部分子生理学
分野教員

国立大学医学部生理学分野教員として医科・看護学科学生
に対する講義・実習の経験をもとに，解剖生理学Ⅱの講義・
実習を実施する。

4 7000301 2019年度 看護学部 解剖生理学Ⅲ 1 実習 江村　正一、恵良　聖一
医学部解剖学及び
生理学分野教員

両教員ともそれぞれ国立大学医学部解剖学・生理学分野教
員として，医科・看護学科学生に対して解剖学・生理学の講
義・実習を行ってきた経験をもとに，解剖生理学の統合的講
義・実習を実施します。

5 7000701 2019年度 看護学部 薬理薬剤学 2 講義 鷲野　嘉映
薬剤師、製薬会社
（研究者）

薬剤師および製薬企業での研究者としての経験を踏まえ
て、薬の安全な使用方法について講義する。

6 7000801 2019年度 看護学部 現代医療論 1 講義 松波　英寿 医師
医療現場での経験を活かし、現代の医学・医療を通して看
護職者としての役割を講義する。

7 7000901 2019年度 看護学部 病態治療学Ⅰ 2 講義
春日井　敏夫、森岡　貴
勢、上野　勝己

医師
医療現場での経験を活かし、看護職に必要とされる医学・医
療の知識を講義する。

8 7001001 2019年度 看護学部 病態治療学Ⅱ 2 講義
伊藤　康文、山北　宜
由、村山　正憲

医師
医療現場での経験を活かし、看護職に必要とされる医学・医
療の知識を講義する。

9 7001101 2019年度 看護学部 病態治療学Ⅲ 1 講義
萩原　徳康、澤田　元
史、福田　雅

医師
医療現場での経験を活かし、看護職に必要とされる医学・医
療の知識を講義する。

10 7001201 2019年度 看護学部 病態治療学Ⅳ 1 講義
松波　和寿、林　照恵、
小林　建司

医師
医療現場での経験を活かし、看護職に必要とされる医学・医
療の知識を講義する。

11 7001501 2019年度 看護学部 代替補完療法 1 講義 由利　陽子、清水　啓子 音楽療法士
音楽療法士の経験を生かし、音楽療法の効果について講義
する。

12 7001601 2019年度 看護学部 生涯発達論 1 講義
中尾　治子、寺田　美和
子、大久保　仁司、髙橋
由美子

看護師
生命の誕生から老年期までの人間の発達課題について、各
期を通した事例から人間理解につなげる。

13 7001801 2019年度 看護学部 クリニカルコミュニケーション 1 演習 古川　智恵 看護師
先進国や発展途上国での看護実践経験を生かし、国際社
会に対応するために必要なコミュニケーションについて講義
を行う。

14 7001901 2019年度 看護学部 看護の対象理解論 1 演習
大見サキエ、林　和枝、
近藤　裕子

看護師、臨床心理士
医療機関における看護師としての経験、臨床心理士として
育児相談活動の経験を踏まえて授業展開する。

15 7002101 2019年度 看護学部 日本手話 1 演習 原　大介、黒坂　美智代 手話通訳士（黒坂）
医療場面をはじめ、さまざまな現場での手話通訳実務の経
験を活かして、コミュニケーションを重視した演習を行う。

16 7002201 2019年度 看護学部 臨床心理学 2 講義 臼井　みずほ 臨床心理士
病院および保健センターでの経験を生かし、患者の特徴と
求められる支援について講義する。

17 7002301 2019年度 看護学部 公衆衛生学と法規 2 講義 鷲野　嘉映 行政書士
行政書士事務所所長としての経験を生かし、医療関連法規
について講義する。

18 7002601 2019年度 看護学部 保健医療福祉行政論 2 講義 日置　敦巳 医師
医療現場での経験を活かし、看護職として必要とされる知識
や地域看護の役割を講義する。

19 7002801 2019年度 看護学部 医療安全 1 講義 栗田　恭子、田中　広司 看護師
当院の医療安全管理部で実際に行っていることを取り入れ
て授業を行う。

20 7002901 2019年度 看護学部 ボランティア活動 1 演習
中尾　治子、寺田　美和
子、柴田　美意子

看護師
病院勤務等の経験を活かして学生のボランティア活動とボ
ランティア活動の本質、「利他」の理解を支援する。

21 7003001 2019年度 看護学部 多職種連携論 1 講義
中尾　治子、小林　純
子、古澤　洋子

看護師
看護職として、多職種と連携する必要性についてゲストを迎
えながら基本的姿勢を考える機会とする。



実務経験のある教員による授業科目の配置一覧

講義
コード

年度 開講責任部署 科目名 単位
講義
区分

担当教員 実務家教員 実務経験を生かした授業内容

22 7003101 2019年度 看護学部 退院支援論 1 講義
門脇　千恵、大見　サキ
エ、寺田　美和子、森
京子、鈴木　雪乃

看護師
病院での臨床経験を活かし、退院支援の意義、看護師に必
要とされる支援のあり方を講義する。

23 7010101 2019年度 看護学部 看護学概論 2 講義 上田　ゆみ子 看護師
病院勤務における患者への看護ケアを通して得た知識と経
験を交えながら、看護とは何かを講義する

24 7010201 2019年度 看護学部 生活援助技術論 2 講義
上田　ゆみ子、田島　真
智子、古田　千恵、山﨑
ちひろ

看護師
病院勤務の経験を活かし、患者の安全・安楽・自立および
個性別に配慮した援助方法を講義する

25 7010301 2019年度 看護学部 診療援助技術論 2 講義
田島　真智子、古田　千
恵、山﨑　ちひろ

看護師
病院勤務の経験を活かし、患者の安全・安楽・自立および
個性別に配慮した援助方法を講義する

26 7010401 2019年度 看護学部 生活援助技術演習 1 演習
上田　ゆみ子、田島　真
智子、古田　千恵、山﨑
ちひろ

看護師
臨床において看護師として患者の個別性に合わせた看護ケ
アの実務経験を活かし、患者の安全・安楽・自立に配慮した
看護ケアが実践できるよう指導する

27 7010501 2019年度 看護学部 診療援助技術演習 1 演習
上田　ゆみ子、田島　真
智子、古田　千恵、山﨑
ちひろ

看護師
臨床において看護師として患者の個別性に合わせた看護ケ
アの実務経験を活かし、患者の安全・安楽・自立に配慮した
看護ケアが実践できるよう指導する

28 7010601 2019年度 看護学部 フィジカルアセスメント 1 演習
上田　ゆみ子、田島　真
智子、古田　千恵、山﨑
ちひろ

看護師
病院勤務における患者への看護ケアでの体験を通して講義
を行い、デモンストレーションを用いて技術の理解を深める

29 7016001 2019年度 看護学部 看護過程 1 演習
上田　ゆみ子、田島　真
智子、古田　千恵、山﨑
ちひろ

看護師
病院勤務における患者への看護ケアを行う際の思考過程
について講義する

30 7010701 2019年度 看護学部 看護倫理 1 講義 大見　サキエ 看護師 医療機関での看護師の経験をもとに授業展開する。

31 7010801 2019年度 看護学部 SPP技術演習 1 演習
上田　ゆみ子、田島　真
智子、古田　千恵、山﨑
ちひろ

看護師
病院勤務における患者への看護ケアの経験を生かし、患者
の個別性に配慮した看護ケアの応用方法を指導する

32 7011101 2019年度 看護学部 成人看護学概論 2 講義
大久保　仁司、古川　智
恵

看護師
成人期にある人の健康障害が生活に与える影響とそれを支
える看護の概要について、病院勤務の経験を活かし解説す
る。

33 7011201 2019年度 看護学部 成人看護学援助論Ⅰ 1 演習
大久保　仁司、古川  智
恵、森　京子

看護師
病院勤務の経験を活かし、成人期における健康障害の特徴
と看護について講義・演習を行う。

34 7011301 2019年度 看護学部 成人看護学援助論Ⅱ 1 演習
大久保　仁司、古川  智
恵、森　京子

看護師
病院勤務の経験を活かし、成人期における健康障害の特徴
と看護について講義・演習を行う。

35 7011401 2019年度 看護学部 がん看護援助論 2 講義
大久保　仁司、古川  智
恵、森　京子

看護師
病院勤務の経験を活かし、がん患者の特徴と看護について
講義・演習を行う。

36 7011601 2019年度 看護学部 老年看護学概論 2 講義 中尾　治子 看護師
病院・施設勤務の経験を生かし、老年看護の特徴と看護の
役割について講義する。

37 7011701 2019年度 看護学部 老年看護学援助論Ⅰ 1 演習
中尾　治子、寺田　美和
子、柴田　美意子

看護師
病院勤務を生かし、加齢や疾患により生じた健康障害の理
解、価値・信念に基づいた生き方の選択等看護のあり方を
講義する。

38 7011801 2019年度 看護学部 老年看護学援助論Ⅱ 1 演習
中尾　治子、寺田　美和
子、近藤　裕子、柴田
美意子

看護師
病院勤務の経験を生かし、老年期を生きる患者の看護計画
立案のために必要な思考プロセスについて講義する。

39 7012101 2019年度 看護学部 小児看護学概論 1 講義
大見サキエ、髙橋　由美
子、小平　由美子

看護師、子育て支援
活動家

医療機関での看護師の勤務経験、地域における子育て支
援活動の経験を踏まえて講義を展開する。

40 7012201 2019年度 看護学部 小児看護学援助論Ⅰ 1 演習
髙橋　由美子、小平　由
美子、高木　歩実

看護師
病院勤務の経験を生かし、小児看護の特徴と看護の実践に
ついて講義する。

41 7012301 2019年度 看護学部 小児看護学援助論Ⅱ 1 演習
小平　由美子、髙橋　由
美子、高木　歩実

看護師 医療機関での勤務経験を活かして授業展開する

42 7012401 2019年度 看護学部 小児看護学援助論Ⅲ 1 演習
小平　由美子、髙橋　由
美子、高木　歩実

看護師
病院勤務の経験を生かし、小児看護の特徴と看護の実践に
ついて講義する。
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43 7012701 2019年度 看護学部 母性看護学概論 2 講義 門脇　千恵 看護師、助産師
病院や地域において行ってきた（妊産婦指導・更年期指導・
思春期指導）について講義をする。

44 7012801 2019年度 看護学部 母性看護学援助論Ⅰ 1 演習
門脇　千恵、近藤　邦
代、白木　京子

看護師・助産師
病院および地域での臨床経験を活かし、妊娠期・分娩期・産
褥期・新生児の看護に必要な援助の方法、看護師の役割に
ついて講義する。

45 7012901 2019年度 看護学部 母性看護学援助論Ⅱ 1 演習
門脇　千恵、近藤　邦
代、白木　京子

看護師・助産師
病院・助産院などでの経験をいかして、新生児期の看護、妊
娠期の看護、分娩期の看護、産褥期の看護について講義
するを行う。

46 7013101 2019年度 看護学部 精神看護学概論 2 講義 小林　純子 看護師
精神科病院での勤務経験を活かし、精神看護学の概要と看
護の役割について講義する。

47 7013201 2019年度 看護学部 精神看護学援助論Ⅰ 1 演習
小林　純子、林　和枝、
鈴木　雪乃、廣瀬　健二

看護師　医師
精神科病院での臨床経験を活かし、精神の健康問題や症
状とその看護の方法、看護師の役割について講義する。

48 7013301 2019年度 看護学部 精神看護学援助論Ⅱ 1 演習
小林　純子、林　和枝、
鈴木　雪乃

看護師
精神科病院での勤務経験を活かし、臨地実習に応用できる
ように作成した事例に基づき、看護過程演習を行う。

49 7013601 2019年度 看護学部 在宅看護援助論 2 演習 深谷　由美
訪問看護師・介護支
援専門員

訪問看護や介護支援専門員の実践を通して、在宅看護の
特徴と多職連携について講義・演習を行う。

50 7013801 2019年度 看護学部 研究の基礎 1 講義
門脇　千恵、鷲野　嘉
映、林　和枝

看護師
臨床現場や教育機関での研究経験を踏まえ、授業展開す
る。

51 7014001 2019年度 看護学部 看護管理論 1 講義 古澤　幸江 　看護師
臨床での看護管理者としての経験を活かし、看護における
マネジメントの必要性や意義などについて講義する。

52 7014101 2019年度 看護学部 災害看護論 1 講義 林　和枝 看護師、救急救命士 臨床現場や教育機関での経験を踏まえ、授業を展開する。

53 7014201 2019年度 看護学部 国際看護論 1 講義 古川　智恵 看護師
先進国や発展途上国での看護実践経験を生かし、国内外
で行うグローバルな看護活動について講義を行う。

54 7014501 2019年度 看護学部 救急看護 1 講義 大久保　仁司 看護師
病院勤務の経験を活かし、急性状況にある患者の看護につ
いて講義を行う。

55 7014601 2019年度 看護学部 SPP技術指導演習 1 演習
大見　サキエ、林　和枝,
高木　歩実

看護師
医療機関で勤務した経験、臨床で後輩や学生を指導した経
験を踏まえ、授業展開する。

56 7014701 2019年度 看護学部 多職種連携実践演習 1 演習 古澤　洋子、尾関　唯未 保健師
保健所、保健センター勤務の経験を生かし、多職種連携に
おける具体的な実践方法について演習を行う。

57 7015101 2019年度 看護学部 公衆衛生看護学概論 2 講義 古澤　洋子 保健師
保健所、健診センター勤務の経験を生かし、公衆衛生看護
活動の実際と役割について講義する。

総単位数 74
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