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経済経営学部 経済学科 

実務経験者による授業科目一覧 

2020年 5月 1日時点 

科目 担当者 単位 科目 

種別 

企業実務Ａ 三保 紀裕・安達 房子・

茅野 千江子 

４ 実習 

海外企業実務Ａ 村田 淑子 ４ 実習 

労働法 柏﨑 洋美 ２  

金融入門 李 立栄 ２  

税法 村井 淳一 ２  

入門簿記 齊藤 稔 ２  

株式投資入門 日根野 健 ２  

ファイナンシャル・プランニングⅠ 山本 陽一・岡本 久嗣 ２  

ファイナンシャル・プランニングⅡ 山本 陽一 ２  

  計２２  

 

 

 

経済経営学部 経営学科 

実務経験者による授業科目一覧 

2020年 5月 1日時点 

科目 担当者 単位 科目 

種別 

企業実務Ａ 三保 紀裕・安達 房子・

茅野 千江子 

４ 実習 

海外企業実務Ａ 村田 淑子 ４ 実習 

経営戦略論入門 大島 博行 ２  

経営戦略論 大島 博行 ２  

マーケティング論 袖川 芳之 ２  

会社法 小野里 光広 ２  

商法 小野里 光広 ２  

  計１８  
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人文学部 心理学科 

実務経験者による授業科目一覧 

2020年 5月 1日時点 

科目 担当者 単位 
科目 

種別 

臨床心理学概論 

(臨床心理学Ⅰ) 
久保 克彦 ２ 

 

健康・医療心理学 

(医療心理学) 
久保 克彦 ２ 

 

福祉心理学 

(司法・矯正・福祉心理学) 
上松 幸一 ２ 

 

障害者・障害児心理学 

(発達臨床心理学) 
上松 幸一 ２ 

 

心理的アセスメント 

(心理アセスメント) 
田中 史子 ２ 

 

心理学的支援法 

(心理療法) 
田中 史子 ２ 

 

広告広報論Ⅰ 

(広告広報論) 
君塚 洋一 ２ 

 

表現文化論 君塚 洋一 ２  

  計１６  
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人文学部 歴史文化学科 

実務経験者による授業科目一覧 

2020年 5月 1日時点 

科目 担当者 単位 
科目 

種別 

伝統文化論Ｂ（能楽） 山﨑 ふさ子 ２  

伝統文化論Ｂ実習（能楽） 山﨑 ふさ子 １ 実習 

江戸文化論 山﨑 ふさ子 ２  

日本文化論Ｂ 山﨑 ふさ子 ２  

古文書講読Ⅰ 鍛治 宏介 ２  

デジタルアーカイブ学 関口 久雄 ２  

メディア・リテラシー 関口 久雄 ２  

伝統文化論Ａ実習（茶道） 飯島 照仁 ２ 実習 

伝統文化論Ａ（茶道） 飯島 照仁 ２  

  計１７  
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バイオ環境学部 バイオサイエンス学科 

実務経験者による授業科目一覧 

2020年 5月 1日時点 

科目 担当者 単位 科目種別 

環境教育・富良野自然塾 鈴木 玲治 ２ 実習 

バイオ環境事業見学実習 髙瀬 尚文 １ 実習 

食品安全学 藤田 裕之 ２  

作物栽培実習（実践プロジェクト A） 

（作物栽培実習（SLSⅠB）） 

髙瀬 尚文・ 

河田 尚之 

２ 実習 

シリーズ特別講義Ａ 

（バイオ環境と社会のつながり） 

高澤 伸江 ２ 外部実務者

招致 

シリーズ特別講義Ｂ 

（バイオテクノロジー産業の最前線） 

藤田 裕之 ２ 外部実務者

招致 

応用微生物学 A 

（発酵醸造学） 

萩下 大郎 ２ 外部実務者

招致 

  計１３  

 

 

バイオ環境学部 バイオ環境デザイン学科 

実務経験者による授業科目一覧 

2020年 5月 1日時点 

科目 担当者 単位 科目種別 

環境教育・富良野自然塾 鈴木 玲治 ２ 実習 

バイオ環境事業見学実習 髙瀬 尚文 １ 実習 

環境アセスメント 原 雄一 ２  

環境アセスメント演習 原 雄一 ２ 実習 

作物栽培実習（実践プロジェクト A） 

（作物栽培実習（SLSⅠB）） 

鈴木 玲治・藤

井孝夫 

２ 実習 

シリーズ特別講義Ａ 

（バイオ環境と社会のつながり） 

藤井 孝夫・高

澤 伸江 

２ 外部実務者

招致 

シリーズ特別講義Ｂ 

（バイオテクノロジー産業の最前線） 

藤田 裕之 ２ 外部実務者

招致 

  計１３  
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バイオ環境学部 食農学科 

実務経験者による授業科目一覧 

2020年 5月 1日時点 

科目 担当者 単位 科目種別 

環境教育・富良野自然塾 鈴木 玲治 ２ 実習 

バイオ環境事業見学実習 髙瀬 尚文 １ 実習 

発酵醸造学 

(発酵醸造学 A) 

萩下 大郎 ２ 外部実務者

招致 

作物栽培実習（実践プロジェクト A） 

（作物栽培実習（SLSⅠB）） 

佐藤 隆徳・船

附 秀行 

２ 実習 

シリーズ特別講義Ａ 

（バイオ環境と社会のつながり） 

高澤 伸江 ２ 外部実務者

招致 

シリーズ特別講義Ｂ 

（バイオテクノロジー産業の最前線） 

藤田 裕之 ２ 外部実務者

招致 

作物栽培学 

（作物学） 

船附 秀行 ２  

  計１３  
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健康医療学部 看護学科 

実務経験者による授業科目一覧 

2020年 5月 1日時点 

科目 担当者 単位 科目 

種別 

健康医療学概論 楯谷 智子 １  

スタートアップゼミⅠ 伊豆 一郎・中尾 奈歩・嶌田 

理佳・今西 誠子・夏山 洋子・

山本 多香子・鈴木 ひとみ・那

須 潤子・高尾 憲司・杉山 智

春・吉田 乃里子・磯野 洋一・

谷口 光代・杉島 優子・藤本 

美穂・村田 優子 

１  

看護学概論 西田 直子 ２  

看護倫理Ⅰ 西田 直子 １  

看護倫理 今西 誠子 １  

成長発達Ⅰ（小児の健康と看護） 今西 誠子 １  

成長発達Ⅱ（成人の健康と看護） 嶌田 理佳 １  

成長発達Ⅲ（高齢者の健康と看

護） 

江本 厚子 １  

成長発達Ⅳ（女性の生涯発達と看

護） 

杉山 智春 １  

成長発達Ⅴ（心の健康と看護） 伊豆 一郎 １  

看護基本技術論 西田 直子・鈴木 ひとみ・村田 

優子・那須 潤子・江頭 典江 

１  

看護生活技術論 鈴木 ひとみ・西田 直子・那須 

潤子・村田 優子・江頭 典江 

２  

看護体験実習 西田 直子・滝沢 美智子・鈴木 

ひとみ・江頭 典江・村田 優

子・那須 潤子 

１ 実習 

実践基礎看護学実習 

 

 

西田 直子、滝沢 美智子、鈴木 

ひとみ、松井 達也、高尾 憲

司、杉島 優子、上野 千代子、

藤本 美穂、谷口 光代、夏山 

洋子、江頭 典江、村田 優子、

２ 実習 
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那須 潤子、磯野 洋一、吉田 

乃里子 

在宅看護概論 渡部洋子 ２  

在宅看護学実習 渡部洋子、上野千代子 ２ 実習 

母性看護学実習 杉山智春、夏山洋子、谷口光代 ２ 実習 

小児看護学実習 今西誠子、高尾憲司、藤本美穂 １ 実習 

  計２４  
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健康医療学部 言語聴覚学科  

実務経験者による授業科目一覧 

2020年 5月 1日時点 

科目 担当者 単位 科目 

種別 

音声学 苅安 誠 ２  

音声学演習 苅安 誠 １  

言語聴覚障害学概論Ⅰ 高ノ原 恭子 １  

言語聴覚障害学概論Ⅱ 弓削 明子 １  

リハビリテーション概論 高ノ原 恭子 １  

レクリエーション論 高ノ原 恭子 ２  

実用日本語 吉村 貴子 ２  

解剖学Ⅰ 楯谷 智子 １  

解剖学Ⅱ 楯谷 智子 １  

生理学Ⅰ 楯谷 智子 １  

生理学Ⅱ 楯谷 智子 １  

言語発達障害学Ⅰ 橋本 かほる ２  

構音障害学Ⅰ 苅安 誠 ２  

失語・高次脳機能障害学Ⅰ 吉村 貴子 ２  

臨床実習Ⅲ 高ノ原 恭子、苅安 誠、吉村 

貴子、橋本 かほる、弓削 明

子、大平 芳則、楯谷 智子 

８ 実習 

  計２８  
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健康医療学部 健康スポーツ学科 

実務経験者による授業科目一覧 

2020年 5月 1日時点 

科目 担当者 単位 
科目 

種別 

健康運動レクリエーション論 三宅 基子 ２  

健康運動レクリエーション実

習 

三宅 基子 
１ 

実習 

発達と加齢 青木 好子 ２  

健康スポーツ概論 谷口 有子、三宅 基子、井口 

順太、青木 好子、足立 名津美 
２ 

 

水泳 束原 文郎、木野 和樹、西田 

円 
１ 

実習 

ベースボール型球技 服部 イツ子 １ 実習 

健康スポーツ理論 坂﨑 富夫 ２  

健康スポーツトレーニング実

習 

井口 順太・石井 泰光 
１ 

実習 

健康スポーツトレーニング論 井口 順太 ２  

実践プロジェクトⅠ 青木 好子・瀧本 真己 ２  

ゴール型球技 細野 裕希 １ 実習 

障がい者スポーツ論 青木 好子 ２  

障がい者スポーツレクリエー

ション実習 

青木 好子 
１ 

実習 

運動発育発達論 青木 好子 ２  

健康と疫学 三宅 基子 ２  

健康スポーツ指導方法論 細野 裕希 ２  

  計２６  
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工学部 機械電気システム工学科 

実務経験者による授業科目一覧 

2020年 5月 1日時点 

科目名 担当者 単位数 
科目 

種別 

機械電気システム工

学概論 
田畑 修 ２  

プレキャップストーン

プロジェクトⅠ 

田畑 修、川上 浩司、Ian PIUMARTA、今井 

欽之、沖 一雄、中村 康一、堀井 滋、福島 

宏明、Alberto Castellazzi、生津 資大、西 

正之、松本 龍介、岸田 逸平、高橋 亮、佐藤 

啓宏、Fuat Kucuk、Salem Ibrahim Salem、梁  

滋璐 

２  

プレキャップストーン

プロジェクトⅡ 

田畑 修、川上 浩司、Ian PIUMARTA、今井 

欽之、沖 一雄、中村 康一、堀井 滋、福島 

宏明、Alberto Castellazzi、生津 資大、西 

正之、松本 龍介、岸田 逸平、高橋 亮、佐藤 

啓宏、Fuat Kucuk、Salem Ibrahim Salem、梁  

滋璐 

４  

キャップストーンプロ

ジェクトⅠ 

田畑 修、川上 浩司、Ian PIUMARTA、今井 

欽之、沖 一雄、中村 康一、堀井 滋、福島 

宏明、Alberto Castellazzi、生津 資大、西 

正之、松本 龍介、岸田 逸平、高橋 亮、佐藤 

啓宏、Fuat Kucuk、Salem Ibrahim Salem、梁  

滋璐 

２  

キャップストーンプロ

ジェクトⅡ 

田畑 修、川上 浩司、Ian PIUMARTA、今井 

欽之、沖 一雄、中村 康一、堀井 滋、福島 

宏明、Alberto Castellazzi、生津 資大、西 

正之、松本 龍介、岸田 逸平、高橋 亮、佐藤 

啓宏、Fuat Kucuk、Salem Ibrahim Salem、梁  

滋璐 

４  

    計１４  

 

 

 

 


