
令和3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 教員氏名 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 書道Ⅰ 横倉　佳男 2

担当教員は、１９８６年度からで中学・高等学校の教諭として勤務し、授業実践をしている。教育

実習生の受入指導を担当した年度もある。 生徒指導の実践、校務分掌の責務も果たしてきている

実務経験を活かし、教職の意義や教員に求められる資質・能力についての指導を行っている。

文学部 日本文学科 書道Ⅱ 横倉　佳男 2

担当教員は、１９８６年度からで中学・高等学校の教諭として勤務し、授業実践をしている。教育

実習生の受入指導を担当した年度もある。 生徒指導の実践、校務分掌の責務も果たしてきている

実務経験を活かし、教職の意義や教員に求められる資質・能力についての指導を行っている。

文学部 日本文学科 書道実習I 神野　雄二 2 大学・高等学校において、授業を行ってきた実務経験を活かし、研究・教育を行っている。

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 表現文化論IIＢ 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 日本文学概説I 山田　利博 2 元中高校教員・前任は教育学部

文学部 日本文学科 日本文学概説II 山田　利博 2 元中高校教員・前任は教育学部

文学部 日本文学科 日本語教授法I 有賀 千佳子 2
日本語学校等の現場を経て、大学の留学生日本語教育を行う。|また、専門職大学院や日本語養成

講座などで、教師養成を行う。

文学部 日本文学科 日本語教授法II 有賀 千佳子 2
日本語学校等の現場を経て、大学の留学生日本語教育を行う。|また、専門職大学院や日本語養成

講座などで、教師養成を行う。

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 マスコミュニケーション論IIＡ 須郷　信二 2
講師は、TBSテレビ、TBSラジオで、報道、番組制作に長年携わってきました。また、6年間人事

部で採用にも関わっており、マスメディア志望者の就活アドバイス希望は歓迎です。

文学部 日本文学科 マスコミュニケーション論IIＢ 須郷　信二 2
講師は、TBSテレビ、TBSラジオで、報道、番組制作に長年携わってきました。また、6年間人事

部で採用にも関わっており、マスメディア志望者の就活アドバイス希望は歓迎です。

文学部 日本文学科 古典教育研究II 塚原　明弘 2

都立高校で、教師を40年勤めました。定時制や職業高校から進学校まで経験しました。痛切に感じ

るのは、定時制で生徒に聞かせるために工夫したことが、進学校でも必要なことだったということ

です。進学を前提としない生徒に、知や教養の魅力で関心や好奇心を喚起しようとしました。それ

が、合格や偏差値にとらわれた生徒にも有効だったのです。|君も、教育の道に踏み出したなら

ば、生徒とともに成長してほしいと思います。

文学部 日本文学科 古筆学 中村　健太郎 2

学芸員として実務経験あり。大学共同機関法人人間文化研究機構国文学研究資料館において機関研

究員、資料評価委員、文献調査委員として調査研究に従事し、国宝や重要文化財の指定文化財を含

む書跡資料の調査および展示業務に従事した。また、帝京大学総合博物館における書跡資料の展示

企画にも参加する。

文学部 日本文学科 伝承文学研究IＡ 田畑　千秋 2 ・奄美市立奄美博物館学芸員|・大分大学教授1994年~2018年3月まで|・大分大学名誉教授

文学部 日本文学科 表現文化論IＢ 森　瑞枝 2 シテ方金春流の能楽師として演能している。|

文学部日本文学科　専門教育科目の合計単位数 34 単位

文学部 中国文学科 中国民俗文化概説 浅野　春二 2
高校国語科の非常勤講師として、授業実践を行ったことがある。中学・高校の漢文の授業に必要な

知識・読解力についても留意して授業を行っている。

文学部 中国文学科 中国原典研究III 浅野　春二 2
高校国語科の非常勤講師として、授業実践を行ったことがある。中学・高校の漢文の授業に必要な

知識・読解力についても留意して授業を行っている。

文学部 中国文学科 中国古典読法基礎 渡辺　正一 2

高等学校教諭としての指導実践、教科書の指導書や各種参考書・問題集の企画・執筆・監修等の経

験、そして本学での研究と実践（特に前年度のZoom遠隔授業）を活かして、できる限り丁寧にわ

かりやすい授業をしたい。

文学部 中国文学科 中国民俗文化特殊講義Ａ 浅野　春二 2
高校国語科の非常勤講師として、授業実践を行ったことがある。中学・高校の漢文の授業に必要な

知識・読解力について留意して授業を行っている。

文学部中国文学科　専門教育科目の合計単位数 8 単位



文学部 外国語文化学科 フランス語演習IＡ 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 フランス語演習IＢ 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 フランス語演習IIＡ 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 フランス語演習IIＢ 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 ドイツ語研究I 小笠原　藤子 2 オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験試験官

文学部 外国語文化学科 ドイツ語研究II 小笠原　藤子 2 オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験試験官

文学部外国語文化学科　専門教育科目の合計単位数 12 単位

文学部 史学科 史学情報処理　中級 植田　真 2

これまで30年以上に亘り、測量を専門とする株式会社パスコで遺跡調査における考古学的測量技術

について実践経験を積んできました。考古学と遺跡調査と測量技術が自分の専門の３本柱です。こ

れまでの業務経験を踏まえた講義を展開し、学生諸君が考古学を学ぶモチベーションを上げたいと

考えています。

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 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 地域からみた日本の歴史Ⅲ 榎本　博 2

講師は、地域博物館の学芸員として、地域に遺される古文書・歴史資料の収集・保存・調査研究・

展示のほか、市民への教育普及やまちづくりに関わる実務を行っている。また、市町村史の編さん

にも携わり、各種資史料を日々取り扱っている。かかる経験を織り交ぜながら講義を進めていきた

い。

文学部 史学科 地域からみた日本の歴史Ⅳ 黒川　徳男 2
栃木・茨城・埼玉・東京などの自治体史編さんの実務経験を有する教員が、農村の地域史に関わる

経験を活かし、農村・農業の近代史・地域史についての教育を行います。

文学部 史学科 史学専門講義（考古学） 大工原　豊 2

地方公共団体での埋蔵文化財専門職員および博物館学芸員の実務経験を活かし、具体的事例を多数

紹介しながら授業を行う。また、講義のテーマだけでなく、遺跡の調査や遺物整理、調査報告書作

成についての合理的方法についての講義も行う。

文学部 史学科 史学専門講義（考古学） 佐々木　由香 2
遺跡出土遺物の自然科学分析会社に勤務経験のある教員が、実際の分析実施経験に基づいた授業を

行う。

文学部 史学科 史学専門講義（考古学） 阿部　常樹 2
担当教員は、動物考古学を専門として研究している。その過程で、さまざまな時代の遺跡より出土

した動物の骨や貝の分析をおこなってきた。

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 史学専門講義（考古学） 植田　真 2

縄文原体の研究を本格的に始めて10年ほどになります。これまでも縄文原体に関する論文をいくつ

か発表し、新しい将来の研究方法について模索しています。これまで30年以上に亘り、測量を専門

とする株式会社パスコで遺跡調査における考古学的測量技術について実践してきました。

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 日本美術史Ａ 藤澤　紫 2

担当教員は美術館・博物館などの国公立の諸機関、および放送局・新聞社・出版社等の各種メディ

アとも連携しながら、美術に関わる社会活動にも携わっています。授業にも可能な限りその体験を

盛り込み、美術業界のリアルタイムの動向についてお伝えするよう心掛けています。

文学部 哲学科 日本美術史Ｂ 藤澤　紫 2

担当教員は美術館・博物館などの国公立の諸機関、および放送局・新聞社・出版社等の各種メディ

アとも連携しながら、美術に関わる社会活動にも携わっています。授業にも可能な限りその体験を

盛り込み、美術業界のリアルタイムの動向についてお伝えするよう心掛けています。

文学部 哲学科 美学・芸術学特殊講義IＡ 藤原　えりみ 2
専門分野：西洋美術史および現代美術史|フリーランスのアートライターおよび編集者・翻訳者と

しての経験に基づいて、幅広い視点から美術作品やアーティストについて解説する授業を行う。

文学部 哲学科 美学・芸術学特殊講義IＢ 藤原　えりみ 2
専門分野：西洋美術史および現代美術史|フリーランスのアートライターおよび編集者・翻訳者と

しての経験に基づいて、幅広い観点から美術作品やアーティストについて解説する授業を行う。

文学部 哲学科 美学・芸術学特殊講義IIIＡ 小池　寿子 2

美術展覧会などの企画、カタログ執筆などにさまざまな事業に関わった経験から、美術史のきわめ

て基本的なアカデミーの教育理念について学ぶとともに、それに対するアンチテーゼとしての芸術

の在り方について学んでほしい。

文学部哲学科　専門教育科目の合計単位数 10 単位



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 消費者法 吉松　惠子 2
1987年から現在に至るまで消費生活相談員として勤務（1989年以降は独立行政国民生活センター

相談情報部勤務）、消費者問題の最前線で消費者への助言やあっせんの業務に携わっています。

法学部 法律学科 フィールドワーク（取材学） 岩田　一平 2

朝日新聞社勤務を経て、定年後の現在も朝日新聞出版でのシニアスタッフ、他にマスコミ塾主宰、

フリーライターなど、マスコミ・出版業界に関わっている。これらの実務経験を活かし、メディア

リテラシーから、取材法、文章表現法など幅広く指導している。

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（心のバリアフリーを育む） 池田　幸也 2

これまで大学教員の傍ら、複数の特定非営利活動法人（NPO）の理事長・理事・監事等を歴任し、

運営に関わってきている。また、市民協働のまちづくり推進に関わる行政職員や市民を対象とした

研修、市民活動団体へのアドバイザリー活動などを行っている。|

法学部 法律学科 行政と市民生活（私たちの生活と行政の活動のルール） 平　裕介 2

授業担当者は、弁護士（2008年登録）として多くの訴訟・不服審査・法律相談の担当経験を有し

ています。また、国立市行政不服審査会委員、東京都建築審査会専門調査員、杉並区法律相談担当

員、江戸川区法律アドバイザー、厚木市職員研修講座講師等を担当し、研究内容のみならず法曹の

実務経験を踏まえた専門的知見を自治体等に提供しています。

法学部 法律学科 心理学Ａ 伊澤　冬子 2

臨床心理士ならびに公認心理師の資格を有し、教育機関および医療機関での心理職として心理面

接・コンサルテーションを担当した経験のある教員が、心の仕組みと働きについて学修する授業を

行う。

法学部 法律学科 心理学Ｂ 伊澤　冬子 2

臨床心理士ならびに公認心理師の資格を有し、教育機関および医療機関での心理職として心理面

接・コンサルテーションを担当した経験のある教員が、心の適応と臨床について学修する授業を行

う。

法学部 法律学科 臨床法学演習(民事法律相談の実際) 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 税法Ａ 高橋　紀充 2
・税理士として、実務経験や実務の現場などの内容も随時織り交ぜる予定。|・就職した後に役立

つ税務豆知識、ビジネスマナー、コツなどの提供も予定している。|

法学部 法律学科 税法Ｂ 高橋　紀充 2
・税理士として、実務経験や実務の現場などの内容も随時織り交ぜる予定。|・就職した後に役立

つ税務豆知識、ビジネスマナー、コツなどの提供も予定している。|

法学部法律学科　専門教育科目の合計単位数 24 単位

経済学部 経済学科 現代ビジネス 白鳥　和生 2 日本経済新聞社勤務。約30年間の記者・編集経験を持つ。

経済学部 経済学科 アジア経済 高橋　克秀 2 日本経済新聞記者として国際経済の取材経験豊富。|

経済学部 経済学科 マーケティング 白鳥　和生 2 非常勤講師（日本経済新聞社勤務）

経済学部 経済学科 組織行動 辻　和洋 2

・読売新聞大阪本社記者、産業能率大学総合研究所職員を歴任|職場内のプロジェクトリーダーと

して成果を残した経験がある|組織開発のエージェントとして学校教員の働き方改善を実践した経

験がある

経済学部 経済学科 日本の中小企業 小野　正人 2

ベンチャーキャピタル、金融機関等に20年以上の実務経験のある教員が、業務の経験を活用しなが

ら講義を運営する。講義において中小企業の経営の実例やケーススタディを用いて、受講者に現実

を理解させるように努める。

経済学部 経済学科 流通システム 矢嶋　剛 2

流通システムの研究：社団法人流通問題研究協会在籍時に、流通機能連関（例　製配販連携、日本

版ECR等）についての調査研究。共著に『医薬品流通論』（東京大学出版会、ISBN-10:

4130401971）

経済学部 経済学科 情報システム 高橋　尚子 2
ICT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 ビジネスインターンシップ 小野　正人 2
金融機関等に20年以上の実務経験のある教員が、業務の経験を活用しながら講義を運営する。講義

において企業経営の実例を用いて、受講者に現実を理解させるように努める。

経済学部 経済学科 消費者と広告 端　義幸 2

パナソニックで30年以上、広告、コミュニケーション、マーケティングの実務に関わってきまし

た。その後5年間化粧品会社フェースでコミュニケーション、販促企画の仕事をしています。そう

いった経験やネットワークを活かして、より実践的で社会にでて役に立つ講義にしていきたいと考

えています。

経済学部経済学科　専門教育科目の合計単位数 18 単位



経済学部 経済ネットワーキング学科現代ビジネス 白鳥　和生 2 日本経済新聞社勤務。約30年間の記者・編集経験を持つ。

経済学部 経済ネットワーキング学科マーケティング 白鳥　和生 2 日本経済新聞社勤務。約30年間の記者・編集経験を持つ。

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
ICT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

OL時代に、Accessを利用したデータベースの構築と運用管理、及び部署内のパソコン教育を担当

していました。|1998年から資格の学校等で、情報処理技術者試験の試験対策講座を担当していま

す（現在はITパスポート講座、情報セキュリティマネジメント講座を担当）。|使いやすいデータ

ベースの構築と活用について、丁寧に解説していきたいと思っています。

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
ICT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・プレゼンテーション 浮島　由美子 2
企業研修講師として社会人にプレゼンテーション、ロジカルシンキング講座を実施している経験を

踏まえ、企業でも通用するプレゼンテーションのノウハウを提供する。

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。|

経済学部経済ネットワーキング学科　専門教育科目の合計単位数 18 単位

経済学部 経営学科 マーケティング 白鳥　和生 2 日本経済新聞社勤務。約30年間の記者・編集経験を持つ。

経済学部 経営学科 組織行動 辻　和洋 2

・読売新聞大阪本社記者、産業能率大学総合研究所職員を歴任|職場内のプロジェクトリーダーと

して成果を残した経験がある|組織開発のエージェントとして学校教員の働き方改善を実践した経

験がある

経済学部 経営学科 日本の中小企業 小野　正人 2
金融機関等に20年以上の実務経験のある教員が、業務の経験を活用しながら講義を運営する。講義

において企業経営の実例を用いて、受講者に現実を理解させるように努める。

経済学部 経営学科 税務会計 佐藤　謙一 2
過去に国税庁等で勤務し、現在は税理士として実務に携わっている担当教員が、税金を計算する目

的で課税所得等を算出す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 専門資格取得指導（入門） 福田　徹 2

複数の会社を経営（経営コンサルティング、海外航空会社日本支社、AI研修会社等）。日本FP協会

にて雑誌への投稿、学生向け研修を実施。他大学で財務分析、証券分析、コーポレートガバナンス

の講義を実施中。CFP、1級FPを取得し、FP業務も行う。上場企業の社外役員を数社経験、上場ア

ドバイスも実施中。

経済学部 経営学科 経営特別演習 辻　和洋 2

・読売新聞大阪本社記者、産業能率大学総合研究所職員を歴任|職場内のプロジェクトリーダーと

して成果を残した経験がある|組織開発のエージェントとして学校教員の働き方改善を実践した経

験がある

経済学部 経営学科 ビジネスインターンシップ 小野　正人 2
金融機関等に20年以上の実務経験のある教員が、業務の経験を活用しながら講義を運営する。講義

において企業経営の実例を用いて、受講者に現実を理解させるように努める。

経済学部 経営学科 経営分析 小野　正人 2
金融機関等に20年以上の実務経験のある教員が、業務の経験を活用しながら講義を運営する。講義

において企業経営の実例を用いて、受講者に現実を理解させるように努める。

経済学部 経営学科 国際会計 関根　俊 2

米国・日本において、米国証券取引委員会（SEC）登録企業を含む米国および日本企業の会計監査

に従事した後、2001年から主にグローバル企業に対してIFRSの知見も生かして広範囲なM&A関連

サービスを提供しており、本講義では理論と実務の両面からIFRSを解説していく。|シカゴ大学経

営大学院修士課程修了（MBA）。米国公認会計士（カリフォルニア州）

経済学部経営学科　専門教育科目の合計単位数 18 単位

神道文化学部 神道文化学科 古典講読IＡ 武田　秀章 2 神社新報社、神社本庁で実務経験あり。

神道文化学部 神道文化学科 古典講読IＢ 武田　秀章 2 神社新報社、神社本庁で実務経験あり。

神道文化学部 神道文化学科 神道史学IIＡ 武田　秀章 2 神社新報社、神社本庁で実務経験あり。

神道文化学部 神道文化学科 神道史学IIＢ 武田　秀章 2 神社新報社・神社本庁で実務経験あり。



神道文化学部 神道文化学科 宗教考古学I 笹生　衛 2

県教育委員会事務局の文化財保護の専門職員として埋蔵文化財の発掘調査と、指定文化財の保護・

活用に従事しました。また、公立博物館の学芸課員、青少年教育施設の専門職員としての勤務経験

もあります。

神道文化学部 神道文化学科 宗教考古学II 笹生　衛 2

県教育委員会事務局の文化財保護の専門職員として埋蔵文化財の発掘調査と、指定文化財の保護・

活用に従事しました。また、公立博物館の学芸課員、青少年教育施設の専門職員としての勤務経験

もあります。

神道文化学部 神道文化学科 宗教芸術研究I 清水　実 2

久能山東照宮博物館と三井記念美術館の学芸員としての40年以上の経験と、各種展覧会の企画、日

本の美術文化史、なかでもライフワークとしている神仏習合美術史の研究を通じて、様々な体験と

多くの写真画像をもとにした講義を行います。

神道文化学部 神道文化学科 宗教芸術研究II 清水　実 2

久能山東照宮博物館と三井記念美術館の学芸員としての40年以上の経験と、各種展覧会の企画、日

本の美術文化史、なかでもライフワークとしている神仏習合美術史の研究を通じて、様々な体験と

多くの写真画像をもとにした講義を行います。

神道文化学部 神道文化学科 神道と書道I 鳥塚　篤広 2
高校教員として書道の授業を長年担当。山王日枝神社での年末年始の筆耕助務を毎年させて頂き、

神札、朱印など神社での筆耕経験が豊富。

神道文化学部 神道文化学科 神道と書道II 鳥塚　篤広 2
高校教員として書道の授業を長年担当。山王日枝神社での年末年始の筆耕助務を毎年させて頂き、

神札、朱印など神社での筆耕経験が豊富。

神道文化学部 神道文化学科 神道教化概論I 新井　君美 2

神社本庁教学研究所、その後は渉外部渉外課長を経て、現在は秩父神社を本務とするほか兼務4社

の宮司、埼玉県神社庁研修所講師などを兼務し後進の指導にあたっている。鎮守の森コミュニティ

研究所特別研究員、社会保険労務士資格保有など。

神道文化学部 神道文化学科 神道教化概論II 新井　君美 2

神社本庁教学研究所、その後は渉外部渉外課長を経て、現在は秩父神社を本務とするほか兼務4社

の宮司、埼玉県神社庁研修所講師などを兼務し後進の指導にあたっている。鎮守の森コミュニティ

研究所特別研究員、社会保険労務士資格保有など。

神道文化学部神道文化学科　専門教育科目の合計単位数 24 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
小学校学級担任|小学校教諭として、授業全般を担当し、主にことば、国語科についての実践研究

を行った。

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 国語概説 成田　信子 2
小学校学級担任|小学校教諭として、授業全般を担当し、主にことば、国語科についての実践研究

を行った。

人間開発学部 初等教育学科 知的障害児の教育 高橋　幸子 2
小学校教諭、特別支援学校教諭として教育実践に取り組んだ実務の経験を生かした授業展開を行

う。学校や福祉現場への理解を促し、具体的な配慮等について指導を行う。

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（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た。

人間開発学部 初等教育学科 学校・学級経営論 杉田　洋 2
さいたま市立小学校教諭、国立教育政策研究所、文部科学省での勤務の経験を活かして、実践的

で、公的根拠に裏付けられた学校・学級経営論の授業を実施。

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 体育概説（実技を含む） 大矢　隆二 2
企業勤務を経た後、高校教員として教育現場に従事。本学における教員養成の実務経験を活かし、

体育概説の講義にあたる。専門は教育学の１分野の「体育科教育学」である。

人間開発学部 健康体育学科 救急法 富田　一誠 2 整形外科医、救急救命医、スポーツ医として豊富な知識と経験を元に講義を行う。

人間開発学部 健康体育学科 健康管理論 富田　一誠 2
日本オリンピック委員会医学サポート委員、スポーツ医、整形外科医としての豊富な知識と経験を

元に講義を行います。

人間開発学部 健康体育学科 運動方法基礎実習表現系I（体操） 佐藤　佑介 1

体操競技日本代表選手・コーチの活動をサポートしています。それらの過程で得たトレーニング法

や身体の動かし方，スポーツを継続するための動機づけ等についての知識を授業に反映させていま

す。|また，東京都の教職員に向けた器械運動の講師も務めています。

人間開発学部 健康体育学科 運動方法基礎実習表現系V（体つくり運動） 大矢　隆二 1
企業勤務を経た後、高校教員として教育現場に従事。本学における教員養成の実務経験を活かし、

運動指導にあたる。専門は教育学の１分野の「体育科教育学」である。

人間開発学部 健康体育学科 運動方法基礎実習武道系II（剣道） 植原　吉朗 1

【教員経歴】|剣道教士七段、杖道三段|全日本都道府県対抗剣道大会3位、全国教職員剣道大会団

体準優勝・個人ベスト8|東京都剣道連盟登録審判員・昇段審査員|全日本剣道連盟国際委員、情報

システム委員を歴任

人間開発学部 健康体育学科 指導法実習表現系I（１）（体操） 佐藤　佑介 1

体操競技日本代表選手・コーチの活動をサポートしています。それらの過程で得たトレーニング法

や身体の動かし方，スポーツを継続するための動機づけ等についての知識を授業に反映させていま

す。|また，東京都の教職員に向けた器械運動の講師も務めています。



人間開発学部 健康体育学科 スポーツ文化演習 藤田大誠 2

現在、本学人間開発学部副学部長の傍ら、神社関係の諸委員や講師、スポーツ関係の共同研究に従

事する学外研究機関共同研究員などを務める中で、各種講習会や講演会、研究会の講師・発題者と

なり、通信教育などにも携はつてきた経験を踏まへ、神道文化や日本の伝統文化、教育文化、ス

ポーツ文化などに関する授業に取り組んでゐる。

人間開発学部 健康体育学科 体育科教育法I 大矢　隆二 2
企業勤務を経た後、高校教員として教育現場に従事。本学における教員養成の実務経験を活かし、

体育科教育法の講義にあたる。専門は教育学の１分野の「体育科教育学」である。

人間開発学部 健康体育学科 体育科教育法II 大矢　隆二 2
企業勤務を経た後、高校教員として教育現場に従事。本学における教員養成の実務経験を活かし、

体育科教育法の講義にあたる。専門は教育学の１分野の「体育科教育学」である。

人間開発学部 健康体育学科 メンタルヘルス 川渕　竜也 2 臨床心理士、公認心理士として、教育現場および医療現場での心理的支援に携わっている。

人間開発学部 健康体育学科 企業内教育I 水村　みのり 2

・民間企業での研修トレーナー。|　主な研修内容はコミュニケーションに関わるもの（ビジネス

マナー、接客対応、電話応対、メール作成、営業、販売等）|・キャリアコンサルタント、産業カ

ウンセラー|　就職相談、仕事上の相談、メンタル不全の相談を受けている。

人間開発学部 健康体育学科 企業内教育II 水村　みのり 2

・民間企業での研修トレーナー。|　主な研修内容はコミュニケーションに関わるもの（ビジネス

マナー、接客対応、電話応対、メール作成、営業、販売等）|・キャリアコンサルタント、産業カ

ウンセラー|　就職相談、仕事上の相談、メンタル不全の相談を受けている。

人間開発学部 健康体育学科 スポーツアナリティクス 渡辺　啓太 2

バレーボール日本代表チームのアナリストとしてオリンピックでのメダル獲得をサポートした経験

がある教員が実務経験を踏まえ、スポーツアナリティクスの実務上の課題や現状を解説し、効果的

に活用するためのポイントについて講じている。

人間開発学部 健康体育学科 スポーツ医学 富田　一誠 2
日本オリンピック委員会医学サポート部員、野球日本代表チームドクター、スポーツ医、整形外科

医として豊富な知識と経験を元に講義を行います。

人間開発学部 健康体育学科 コンディショニング 富田　一誠 2 整形外科医、スポーツ医として豊富な知識と経験を元に講義を行います。

人間開発学部 健康体育学科 スポーツ行政論 高松　政裕 2

２００７年弁護士登録、２０１４年　公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理解増進事業専門員、|

慶應義塾大学大学院法務研究科講師「スポーツと法」【法科大学院、JD】(2014年〜)、「Sports

Law and Dispute Resolution」【LLM】（2018~）|

人間開発学部 健康体育学科 スポーツと法 高松　政裕 2

２００７年弁護士登録、２０１４年　公益財団法人日本スポーツ仲裁機構理解増進事業専門員、|

慶應義塾大学大学院法務研究科講師「スポーツと法」【法科大学院、JD】(2014年〜)、「Sports

Law and Dispute Resolution」【LLM】（2018~）|

人間開発学部 健康体育学科 組織・リーダーシップ論 水野　基樹 2

スポーツチーム（全日本男子バレーボールチーム、JリーグU18チームなど多数）のリーダーシッ

プ・トレーニングやチームビルディング・トレーニング、企業の経営者・管理職研修などを多数実

施してきました。東京都や千葉県をはじめとする全国のスポーツ協会でのリーダーシップやマネジ

メントに関する研修の講師も務めています。|

人間開発学部健康体育学科　専門教育科目の合計単位数 34 単位

人間開発学部 子ども支援学科 保育内容（健康） 鈴木　みゆき 2 駒場幼稚園理事（平成7年〜平成11年）

人間開発学部 子ども支援学科 保育内容（環境） 野本　茂夫 2 幼稚園での園内研指導、或いは、幼稚園での教育実践。

人間開発学部 子ども支援学科 保育内容（言葉） 石川　清明 2
幼稚園・小学校での教員としての経験を生かし、乳幼児期から小学校入門期の言葉の発達やそれを

支える保育者の支援、また言葉を育む指導について、理論面と実践面の両面から講義を行う。

人間開発学部 子ども支援学科 障害児保育I 石川　清明 2
言語障害、聴覚障害を中心に言語聴覚士としての療育相談の経験を踏まえ、保護者指導を含めた保

育者に求められる知識と実践について授業を行う。

人間開発学部 子ども支援学科 乳児保育II 塩谷　香 2

保育士としての実践経験から、子どもの発達や生活にふさわしい教材選定や環境構成は発達の適切

な理解や子どもの実態をよく理解していないとできないことだと実感している。座学だけではなか

なか理解できないことも自分自身で経験してみることで、子どもたちには何が必要でどんな生活の

体験が必要なのかを深く考察し、学んでほしいと期待している。

人間開発学部 子ども支援学科 うたとオペレッタ 中野　圭祐 2 幼稚園で保育経験のある教員が指導を行う

人間開発学部 子ども支援学科 絵本とことば 吉永　安里 2
幼稚園、小学校における教員経験を生かし、演習やフィールドワークも取り入れながら授業を展開

する。

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 14 単位


