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日文 1100480A 古典文学研究３ 講義 高木　信 高校教諭 2

日文 1100710A 書論・鑑賞II 講義 下田　章平 中学校・高校教諭 2

日文 1100780A 古文教材特講 講義 高木　信 高校教諭 2

日文 1100920A 書道実習II（行書・含書写） 演習 下田　章平 中学校・高校教諭 1

日文 1100990A 書道実習IX（漢字かな交じり１） 演習 下田　章平 中学校・高校教諭 1

日文 1101000A 書道実習X（漢字かな交じり２） 演習 下田　章平 中学校・高校教諭 1

日文 1101050A 国語科教育法（中・高）I 講義 高木　信 高校教諭 2

日文 1101060A 国語科教育法（中・高）II 講義 高木　信 高校教諭 2

日文 1101070A 書道科教育法I 講義 下田　章平 中学校・高校教諭 2

日文 1101080A 書道科教育法II 講義 下田　章平 中学校・高校教諭 2

日文 1101100A 古典文学研究８ 講義 高木　信 高校教諭 2

英文 1200380A 英語音声学Ａ 講義 上條　美和子 通訳/小学校・中学校・高校教諭/アナウンサー 2

英文 1200470A 日本文化演習Ａ 演習 小泉　京美 客室乗務員 1

英文 1200610A 観光学概論 講義 九里　徳泰 ツアーコーディネーター 2

英文 1200620A ホスピタリティ概論 講義 小泉　京美 客室乗務員 2

英文 1200640A 観光地理学 講義 九里　徳泰 ツアーコーディネーター 2

英文 1200650A 観光ビジネス論 講義 依田　真美 証券アナリスト、コンサルタント 2

英文 1200660A 観光学特別講義I 講義 九里　徳泰 ツアーコーディネーター 2

英文 1200740A ホスピタリティマネジメント 講義 小泉　京美 客室乗務員 2

教育 1300310A 教育内容（算数）Ａ 講義 柳　健 小学校教諭 2

教育 1300320A 教育内容（理科） 講義 池田　仁人 小学校教諭 2

教育 1300330A 教育内容（生活）Ａ 講義 池田　仁人 小学校教諭 2

教育 1300410A 幼児指導論Ａ 講義 浅見　佳子 幼稚園教諭・保育士 2

教育 1300440A 算数科指導法 講義 柳　健 小学校教諭 2

教育 1300460A 生活科指導法 講義 池田　仁人 小学校教諭 2

教育 1300560A 教育相談 講義 荻本　快 臨床心理士 2

教育 1300930A 病弱児の生理・病理 講義 新平　鎮博 医師 2

教育 1301010A 教育指導法実践研究I 演習 柳　健 小学校教諭 1

メディア 1400020A メディアの英語Ａ 講義 Jacqueline Rives 中学校・高校教諭 2

メディア 1400090A デザイン概論 講義 塚本　千晶 プランナー・デザイナー 2

メディア 1400100A 色彩文化論 講義 塚本　千晶 プランナー・デザイナー 2

メディア 1400210A 世界における日本文化 講義 Jacqueline Rives 中学校・高校教諭 2

メディア 1400490A 動画編集基礎Ａ 演習 金　相賢 映像クリエイター 2

メディア 1400500A デジタルコミュニケーションと言語 演習 Jacqueline Rives 中学校・高校教諭 2

メディア 1400520A パフォーマンスと言語 演習 Jacqueline Rives 中学校・高校教諭 2

メディア 1400840A 広告制作演習 演習 金　相賢 映像クリエイター 2

メディア 1401000A エディトリアルデザイン実践 演習 塚本　千晶 プランナー・デザイナー 2

メディア 1401020B 動画編集応用Ｂ 演習 金　相賢 映像クリエイター 2

メディア 1401030A ビジュアルエフェクト演習 演習 金　相賢 映像クリエイター 2

デザイン 1500300A グラフィックデザインI 演習 堀内恭司 アートディレクター 2

デザイン 1500340A 空間デザインＡ 演習 桑原　茂 一級建築士 2

デザイン 1500350A モデルメイキングI 演習 栁邉　匡史 プロダクトデザイナー 2

デザイン 1500520A パターンメイキングＣＡＤ演習II 演習 角田　千枝 パタンナー 2

デザイン 1500540A 製図II 演習 柴田　淳 一級建築士 1

デザイン 1500660A ファブリックワーク 演習 牛尾　卓巳 テキスタイルデザイナー 2

デザイン 1500720A インタラクティブデザイン演習II 演習 門屋　博 WEBデザイナー 2

デザイン 1590240A テキスタイルデザイン演習II 演習 牛尾　卓巳 テキスタイルデザイナー 2

社会 2100500A 行政法 講義 田中　啓之 公務員（行政官） 2

社会 2100510A 公共政策論 講義 田中　啓之 公務員（行政官） 2

社会 2100580A ブランド戦略・商品開発論 講義 金森　剛 コンサルタント 2

社会 2100600A マーケティング・経営戦略論 講義 金森　剛 コンサルタント 2

社会 2100710A 情報通信産業論 講義 田中　啓之 公務員（行政官） 2

社会 2100730A エンターテイメント特講 講義 井坂　聡 映画監督 2

社会 2100740A クリエイティブ技法I（構成） 演習 井坂　聡 映画監督 2

社会 2100750A クリエイティブ技法II（撮影） 演習 井坂　聡 映画監督 2

社会 2100760A クリエイティブ技法III（制作） 演習 井坂　聡 映画監督 2

2022（令和4）年度　実務経験のある教員等による授業科目一覧

※科目と実務経験の関連に係る詳細は、各講義のシラバスをご参照ください。
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心理 2200020A 臨床心理学概論 講義 石川　勇一 臨床心理士・公認心理師 2

心理 2200200A 障害者・障害児心理学 講義 日戸　由刈 臨床心理士 2

心理 2200220A 福祉心理学 講義 日戸　由刈 臨床心理士 2

心理 2200310A 宗教心理学 講義 石川　勇一 臨床心理士・公認心理師 2

心理 2200350A 心理療法演習I 演習 石川　勇一 臨床心理士・公認心理師 2

心理 2200410A ソマティックス演習IＡ 演習 石川　勇一 臨床心理士・公認心理師 2

心理 2200640A ソーシャルワークの基盤と専門職I 講義 狩野　晴子 公務員（児童指導職員） 2

心理 2200650A ソーシャルワークの基盤と専門職II 講義 狩野　晴子 公務員（児童指導職員） 2

心理 2200770A ソーシャルワーク演習（基礎）Ａ 演習 狩野　晴子 公務員（児童指導職員） 1

心理 2200780A ソーシャルワーク演習（専門）I 演習 狩野　晴子 公務員（児童指導職員） 1

健康 3100180A 栄養学総論IＡ 講義 嶋田　昌子 医師 2

健康 3100230A 運動栄養学Ａ 講義 柳沢　香絵 管理栄養士（国立スポーツ科学センター） 2

健康 3100240A 臨床栄養学IＡ 講義 水上　由紀 管理栄養士（病院、厚生技官） 2

健康 3100250A 臨床栄養学IIＡ 講義 水上　由紀 管理栄養士（病院、厚生技官） 2

健康 3100260A 臨床栄養学実習Ａ 実習 水上　由紀 管理栄養士（病院、厚生技官） 1

健康 3100300A 栄養士基礎実習Ａ 実習 柳沢　香絵 管理栄養士（国立スポーツ科学センター） 1

健康 3100320A 給食管理論Ａ 講義 本間　祐子 管理栄養士（小学校・中学校） 2

健康 3100330A 給食管理演習Ａ 演習 本間　祐子 管理栄養士（小学校・中学校） 2

管理 3200150A 臨床医学IＡ 講義 望月　弘彦 医師(消化器外科・在宅医療) 2

管理 3200160A 臨床医学IIＡ 講義 望月　弘彦 医師(消化器外科・在宅医療) 2

管理 3200170A 臨床検査実習Ａ 実習 望月　弘彦 医師(消化器外科・在宅医療) 1

管理 3200400A 臨床栄養管理学IＡ 講義 今井　敦子 管理栄養士（病院） 2

管理 3200410A 臨床栄養管理学IIＡ 講義 今井　敦子 管理栄養士（病院） 2

管理 3200440A 臨床栄養管理実習Ａ 実習 今井　敦子 管理栄養士（病院） 1

管理 3200460A 公衆栄養学IＡ 講義 円谷　由子 管理栄養士（行政） 2

管理 3200470A 公衆栄養学IIＡ 講義 円谷　由子 管理栄養士（行政） 2

管理 3200480A 公衆栄養学実習Ａ 実習 円谷　由子 管理栄養士（行政） 1

栄養 8200070A 解剖生理学Ａ 講義 清家　正博 医師（皮膚科） 2

栄養 8200080A 解剖生理学実習Ａ 実習 清家　正博 医師（皮膚科） 1

栄養 8200130A 食品学総論Ａ 講義 丹尾　式希 研究員（食品企業） 2

栄養 8200140A 食品学各論Ａ 講義 丹尾　式希 研究員（食品企業） 2

栄養 8200150A 食品学実験A 実験 丹尾　式希 研究員（食品企業） 1

栄養 8200210A 臨床栄養学IＡ 講義 清家　正博 医師（皮膚科） 2

栄養 8200220A 臨床栄養学IIＡ 講義 清家　正博 医師（皮膚科） 2

栄養 8200310A 給食管理（マネジメント）Ａ 講義 井上　典代 管理栄養士（病院） 2

栄養 8200340A 給食管理実習（校外実習） 実習 井上　典代 管理栄養士（病院） 1

栄養 8200350A 食物栄養基礎演習 演習 清家　正博 医師（皮膚科） 1

栄養 8200352A 編入学対策講座 演習 清家　正博 医師（皮膚科） 1
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