
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 5013401 2020年度 教育学部 障害児教育学 2 講義 松本　和久 教諭（講師含む）

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。

2 5113101 2020年度 教育学部 特別支援教育基礎 2 講義 安田　和夫
教諭（講師含む）、公
務員（教育行政）

現場での教職経験や教育行政経験を生かし、特別支援教
育を取り巻く情勢をわかりやすく講義するとともに、体験的
な学習を導入する。

3 5128501 2020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）
学校現場の経験を生かし、実際の生活科学習の指導のあ
り方や留意点、課題等について講義する。

4 5128601 2020年度 教育学部 初等英語 2 講義 加藤　拓由 教諭（講師含む）
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。

5 5280303 2020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。

6 6010204 2020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。

7 6011101 2020年度 教育学部
特別活動・総合的な学習の
時間の指導法（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。

総単位数 14



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 5000131 2020年度 外国語学部 宗教学Ⅰ 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。

2 5000231 2020年度 外国語学部 宗教学Ⅱ 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。

3 5352502 2020年度 外国語学部
Media English 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。

4 5352602 2020年度 外国語学部
Media English 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。

5 5356001 2020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。

6 5361001 2020年度 外国語学部 英文法教育研究Ⅰ 2 講義 伊佐地　恒久
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。

7 5361101 2020年度 外国語学部 英文法教育研究Ⅱ 2 講義 伊佐地　恒久
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。

総単位数 13



実務経験のある教員による授業科目一覧

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 実務経験 実務経験を生かした授業内容

1 5102251 2020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
淺野　礼美
子

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
がある外部講師がグループワークの手法等について
授業を行う。

2 5102352 2020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 伊藤　薫 セミナー講師

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を教授し、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グループ
ワークの手法等について授業を行う。

3 5557501 2020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 2020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 2020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 2020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 5521901 2020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。

8 5559701 2020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

総単位数 14



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 7010101 2020年度 看護学部 看護学概論 2 講義 平野　昭彦 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。

2 7011101 2020年度 看護学部 成人看護学概論 2 講義 古川　智恵 看護師
病院勤務の経験を活かし、成人期の患者の特性を踏まえた
看護について講義する。

3 7011601 2020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。

4 7012101 2020年度 看護学部 小児看護学概論 1 講義 大森　裕子 看護師
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。

5 7012701 2020年度 看護学部 母性看護学概論 2 講義
石川　眞奈美、加藤　直
子

看護師、助産師
病院勤務及び看護学教育並びに助産学教育を通して、実
践に即し母性看護学を学生の興味関心を引き出しながら授
業を行う。

6 7013101 2020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。

7 7013501 2020年度 看護学部 在宅看護概論 2 講義
石原　多佳子、加藤　和
子、高田　恵子

看護師　保健師

在宅や病院、施設の連携、特に看看連携にも目を向け、在
宅でその人らしい生活を送るためにはどのように環境を整
えてくか、また単に看護ケアを提供するのではなく、地域の
人々のニーズを集約して社会資源の整備など明示す役割
も理解できるよう授業を展開する。

8 7015101 2020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 15


