
学部名 学科名 教育区分 授業科目名 開講年次 科目担当教員 単位数 実務経験に基づく授業内容等

教養 体育実技　テニス 1年 磯辺　和正 1

日本スポーツ協会公認テニスコーチ2資格。岐阜県テニス協会強化委
員長として国民体育大会監督、大学運動部の監督や岐阜市スポーツ
教室講師。全国レベルから初心者までの指導経験を授業に生かしてい
る。

教養 社会と福祉 1年 長瀨啓子 2
NPO法人理事，公立障害児者センター，発達支援センター，総合病院
等での経験を活かし，理論や制度の体系とともに，総合的で包括的な
観点から，人権尊重を基本とした多様な支援について解説する．

教養 キャリア形成 2年 白木由香 2

外資系企業・海外勤務の経験を活かし，この授業では，自己理解を深
め，自分の強み，価値観・興味・関心を明らかにし，学生に自己の職業
適正，社会で働くために必要とされる能力，将来設計について主体的
に考えることを目指す。

教養 インターンシップA 3年 白木由香 2

外資系企業・海外勤務の経験を活かし，この授業では，学内での事前
授業，夏季就業体験，インターンシップ報告会を通して，就業体験と大
学での学習を統合し，自己の職業適正や将来設計について考えてもら
う。

教養 インターンシップB 3年 白木由香 2
外資系企業・海外勤務の経験を活かし，この授業では，就職活動を見
据えた春季就業体験と位置付け，自己の職業適正や将来設計につい
てより深く考えてもらう。

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 オフィススタディ 1年 遠藤雅子 2
民間企業、学校法人、医療法人における秘書経験を生かし、この授業
では、秘書業務の基礎知識を身につけさせ、社会人としての行動力を
育成する。

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 介護概論 1年 齋藤代彦 2

身障者療護施設における介護職員としての実務経験に基づき、介護
福祉の専門職が介護を通して個々人なりの生き方をどのように肯定的
に理解しつつその意向に沿った支援に携わっていったらよいのかにつ
いて、学生が本質を見極めて考察していくことができるように、本質を
見据える手がかりを適宜提示していく授業展開を行う。

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 ビジネスマナー 1年 白木由香 2
外資系企業・海外勤務の経験を活かし，現代社会のあらゆる組織，企
業で必須とされるマナーを理解し，ビジネスに反映できる能力を身に付
けさせる。

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 児童福祉論Ⅰ 1年 長瀨啓子 2

NPO法人理事，発達支援センター，公立障害児者センター，総合病院
等での経験を活かし，現代社会における子育てに関する課題や問題
点を，各法律や制度の体系とともに，多様な支援を総合的で包括的な
観点から解説する．

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 医療的ケアⅠ 2年 遠藤幸子 2
病院等の医療現場での実務経験を生かして痰の吸引、経管栄養の必
要性について理解を促す。さらに根拠ある状況判断や技術習得、医療
連携できるような基礎的知識を身につけさせる。

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 画像診断学 2年 服部真澄 1
放射線技師として３３年間の病院勤務による臨床経験を活かし、検査
を実施する立場からの解説も含めることで、画像診断検査法の原理と
特性について理解を深める。

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 児童福祉論Ⅱ 2年 長瀨啓子 2
NPO法人理事，発達支援センター，公立障害児者センター，総合病院
等での経験を活かし，児童福祉論Ⅰを踏まえた多様なニーズに対し，
具体例を用いて考えを深めさせ，実践に即した授業を展開する．

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 医療的ケアⅡ 3年 遠藤幸子 2

看護師免許と病院等での5年以上の実務経験を活かし、病院等の痰の
吸引の手順、手技を、チェックリストに沿って間違いなくできるまでシ
ミュレーターにて繰り返し実技演習を行う。特に生命維持に関わる技術
であるため、安全にかつ尊厳ある態度を養う。

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 医療的ケアⅢ 3年 遠藤幸子 2

看護師免許と病院等での5年以上の実務経験を活かし、胃ろう及び経
鼻カテーテルからの経管栄養を、施行時の緊急事態も想定し、安全確
認・状態観察を重視した実技演習をチェックリストに沿って間違いなくで
きるまでシミュレーターにて繰り返し行う。

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 精神保健福祉援助演習Ⅰ 3年 田上博幸 2
精神保健福祉士として業務に携わった経験を生かした授業を通して相
談援助に係る基礎知識と基本的な技術に関する実践的技能を習得さ
せる

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 3年 田上博幸 1
精神保健福祉士として業務に携わった経験を生かした授業を通して、
精神保健福祉援助実習に係る個別指導及び集団指導を行い、精神保
健福祉援助に必要な基礎知識と基本的な技術について習得させる

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 3年 田上博幸 1
精神保健福祉士として業務に携わった経験を生かした授業を通して、
精神保健福祉士に求められる資質、技能、倫理、課題把握力等、総合
的に対応できる技能を習得させる

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 社会福祉実習指導Ⅱ 3年 田上博幸 1

社会福祉士(サービス管理責任者/相談支援専門員)として業務に携
わった経験を生かした授業を通して、社会福祉援助実習に係る個別指
導及び集団指導を行い、社会福祉士に求められる資質、技能、倫理、
課題把握力等、総合的に対応できる技能を習得させる

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 社会福祉実習指導Ⅲ 3年 田上博幸 1

社会福祉士(サービス管理責任者/相談支援専門員)として業務に携
わった経験を生かした授業を通して、社会福祉援助実習に係る個別指
導及び集団指導を行い、具体的な体験や援助活動を専門的知識及び
技術として概念化し体系化していく技能を習得させる

実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

（全学共通科目）9単位　　（専門科目）30単位　　　合計　39単位　　

全学共通科目

全学共通科目

全学共通科目

全学共通科目

全学共通科目

【健康福祉学部　総合福祉学科】



健康福祉学部 総合福祉学科 専門 体外循環装置学演習 3年 濵口淳 1

生体機能代行装置学で学習する人工心肺装置、補助循環装置が生命
維持管理装置の主たる装置でることから、臨床工学技士が主業務とし
て行う生命維持管理装置の操作および保守点検の実施能力育成を目
的とする。生体機能代行装置を理解するためには、代行する臓器の機
能、能力を知ることも重要であるが患者の評価・管理についても理解し
ておく必要がある。臨床で使用される材料などを手に取りながら、実践
での取り扱い等も踏まえて実務経験に基づき演習する。

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 医用治療機器学演習 3年 濵口淳 1

医用治療機器では、効果と同時に安全性が優先されることから、実務
上での落とし穴や、不具合が生じた場合の発見方法、緊急時を含む対
処方法などについて、臨床経験に基づき演習する。機器の原理・使用
方法を理解し、保守点検に繋げることを目的とする。

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 医用機器安全管理学 3年 古川　泰士 2
病院内の透析室及び腎臓病センターでの勤務経験により医用機器に
対する安全管理手法（トレーニング、保守点検）を用いて、学生に実践
することで、臨地実習および卒業後の業務に活かせる指導をする。

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 精神保健福祉援助演習Ⅱ 4年 田上博幸 2
精神保健福祉士として業務に携わった経験を生かした授業を通して相
談援助に係る専門知識と高度な技術に関する実践的技能を習得させ
る

健康福祉学部 総合福祉学科 専門 精神保健福祉援助実習指導Ⅲ 4年 田上博幸 1
精神保健福祉士として業務に携わった経験を生かした授業を通して、
具体的な体験や援助活動を専門的知識及び技術として概念化し体系
化していく技能を習得させる

学部名 学科名 教育区分 授業科目名 開講年次 科目担当教員 単位数 実務経験に基づく授業内容等

教養 体育実技　テニス 1年 磯辺　和正 1

日本スポーツ協会公認テニスコーチ2資格。岐阜県テニス協会強化委
員長として国民体育大会監督、大学運動部の監督や岐阜市スポーツ
教室講師。全国レベルから初心者までの指導経験を授業に生かしてい
る。

教養 社会と福祉 1年 長瀨啓子 2
NPO法人理事，公立障害児者センター，発達支援センター，総合病院
等での経験を活かし，理論や制度の体系とともに，総合的で包括的な
観点から，人権尊重を基本とした多様な支援について解説する．

教養 キャリア形成 2年 白木由香 2

外資系企業・海外勤務の経験を活かし，この授業では，自己理解を深
め，自分の強み，価値観・興味・関心を明らかにし，学生に自己の職業
適正，社会で働くために必要とされる能力，将来設計について主体的
に考えることを目指す。

教養 インターンシップA 3年 白木由香 2

外資系企業・海外勤務の経験を活かし，この授業では，学内での事前
授業，夏季就業体験，インターンシップ報告会を通して，就業体験と大
学での学習を統合し，自己の職業適正や将来設計について考えてもら
う。

教養 インターンシップB 3年 白木由香 2
外資系企業・海外勤務の経験を活かし，この授業では，就職活動を見
据えた春季就業体験と位置付け，自己の職業適正や将来設計につい
てより深く考えてもらう。

健康福祉学部 管理栄養学科 専門 微生物学 1年 山本初津恵 2

岐阜県立岐阜病院（現：岐阜県総合医療センター）においてのべ5年間
微生物検査室に勤務。移り変わりの激しい感染症領域は学ぶべき内
容は格段に増加しているが、必要と考えられる情報を選択し意味づけ
を行うことが大切であることを講義する

健康福祉学部 管理栄養学科 専門 検査機器総論 1年 山本初津恵 2

岐阜県立岐阜病院（岐阜県総合医療センター）および岐阜県立健康管
理院において自動分析装置の保守点検更新などを担当、専門職として
医療に貢献するための原理を含めた使用方法の理解と習熟を身につ
けさせる

健康福祉学部 管理栄養学科 専門 給食経営管理論Ⅰ 2年 山内加代子 2

管理栄養士の経験を活かし、給食業務を合理的・効率的に管理・運営
するために必要な栄養面、安全面を考慮し、マネジメントの基本的な考
え方や方法について、多職種と協働して食生活の側面から給食対象
者の健康をサポートする方法について学生の理解度を深める。

健康福祉学部 管理栄養学科 専門 給食経営管理論Ⅱ 2年 山内加代子 2
管理栄養士の経験を活かし、栄養・食事管理や組織、経営管理など給
食運営のあり方を、各種給食施設（病院、福祉施設、学校、事業所な
ど）の実際に基いて指導する。

健康福祉学部 管理栄養学科 専門 一般検査学実習 2年 山本初津恵 2

岐阜県立岐阜病院（現：岐阜県総合医療センター）・岐阜県立健康管
理院等において40年間臨床検査技師として勤務。　一般検査（寄生虫
含む）をのべ15年間担当。一般検査学は他の専門科目の前段階の基
礎科目と位置付けられており、扱う検体の種類も多く臨床検査の入り
口と言われ、臨床検査を学ぶ第一歩として講義する。

健康福祉学部 管理栄養学科 専門 微生物検査学実習 2年 山本初津恵 1

岐阜県立岐阜病院（現：岐阜県総合医療センター）においてのべ5年間
微生物検査室に勤務。移り変わりの激しい感染症領域は学ぶべき内
容は格段に増加しているが、必要と考えられる情報を選択し意味づけ
を行うことが大切であることを実習する

健康福祉学部 管理栄養学科 専門 栄養治療学実習 3年 長屋　紀美江 1 病院での管理栄養士としての経験を活かして、臨床の現場で求められ
る栄養管理やケアの知識について授業で実践演習を行う。

健康福祉学部 管理栄養学科 専門 臨床栄養活動論実習 3年 長屋　紀美江 1
病院での管理栄養士としての経験を活かして、糖尿病や嚥下障害な
ど、個々の患者に応じた栄養管理やケアの実際について、授業で実践
演習を行う。

健康福祉学部 管理栄養学科 専門 臨床医学実習 3年 長屋　紀美江 1
チーム医療の中で求められるコミュニケーションスキルである、プレゼ
ンテーションについて、病院での管理栄養士としての経験を活かして、
授業で実践演習を行う。

全学共通科目

全学共通科目

全学共通科目

全学共通科目

全学共通科目

【健康福祉学部　管理栄養学科】 （全学共通科目）9単位　　（専門科目）21単位　　　合計　30単位　　



健康福祉学部 管理栄養学科 専門 給食経営管理実習 3年 山内加代子 2
病院や福祉施設での業務経験を活かし、給食経営の方法や給食業務
の流れ、HACCP に基づいた衛生管理、大量調理の方法と技術などを
実際の提供方法などに基いて指導する。

健康福祉学部 管理栄養学科 専門 健康栄養総合演習Ⅰ 3年 山内加代子 1
学校・事業所・福祉施設などの特定給食施設における「給食の運営」と
「給食経営管理」に関する実務について、病院や福祉施設での業務経
験を活かし、学外実習の事前事後指導を行う。

健康福祉学部 管理栄養学科 専門 医動物学 3年 山本初津恵 2

岐阜県立岐阜病院（現：岐阜県総合医療センター）・岐阜県立健康管
理院等において40年間臨床検査技師として勤務　一般検査（寄生虫含
む）をのべ15年間担当した経験を活かしわが国の寄生虫の歴史や感
染症対策について講義する。

健康福祉学部 管理栄養学科 専門 臨地実習B 3年 山本初津恵 1

岐阜県立岐阜病院（現：岐阜県総合医療センター）において実習担当
者としてのべ15年間学生指導に当たった。医療技術者として社会の第
一歩を踏み出すための実習であるため、責任と自覚を養うことを身に
つけさせる

健康福祉学部 管理栄養学科 専門 医療安全管理学 4年 山本初津恵 1
岐阜県立岐阜病院（現：岐阜県総合医療センター）において5年間巡回
健診部医療安全推進者として情報収集と対応に努め病院の安全管理
に尽力した経験を踏まえ医療安全管理の重要さを伝える。

学部名 学科名 教育区分 授業科目名 開講年次 科目担当教員 単位数 実務経験に基づく授業内容等

教養 体育実技　テニス 1年 磯辺　和正 1

日本スポーツ協会公認テニスコーチ2資格。岐阜県テニス協会強化委
員長として国民体育大会監督、大学運動部の監督や岐阜市スポーツ
教室講師。全国レベルから初心者までの指導経験を授業に生かしてい
る。

教養 社会と福祉 1年 長瀨啓子 2
NPO法人理事，公立障害児者センター，発達支援センター，総合病院
等での経験を活かし，理論や制度の体系とともに，総合的で包括的な
観点から，人権尊重を基本とした多様な支援について解説する．

教養 キャリア形成 2年 白木由香 2

外資系企業・海外勤務の経験を活かし，この授業では，自己理解を深
め，自分の強み，価値観・興味・関心を明らかにし，学生に自己の職業
適正，社会で働くために必要とされる能力，将来設計について主体的
に考えることを目指す。

教養 インターンシップA 3年 白木由香 2

外資系企業・海外勤務の経験を活かし，この授業では，学内での事前
授業，夏季就業体験，インターンシップ報告会を通して，就業体験と大
学での学習を統合し，自己の職業適正や将来設計について考えてもら
う。

教養 インターンシップB 3年 白木由香 2
外資系企業・海外勤務の経験を活かし，この授業では，就職活動を見
据えた春季就業体験と位置付け，自己の職業適正や将来設計につい
てより深く考えてもらう。

人間関係学部 心理学科 専門 救急医学概論 1年 甲田智之 2
救急救命士としての実務経験を活かし、医の倫理・生命倫理・救急医
療体制及び病院前救護体制（プレホスピタルケア）における救急救命
士の業務役割等、救急業務全般の講義をする。

人間関係学部 心理学科 専門 救急処置総論 1年 甲田智之 2
救急救命士としての実務経験を活かし、救急現場での傷病者の全身
観察、局所観察並びに病院前救護活動の本質と救急隊員が行う応急
処置等の基本を理解し、救急救命士として必要な教養を習得する。

人間関係学部 心理学科 専門 救急救助実習 1年 橋本英之 2

病院内の救急救命室勤務の経験を活かし、心肺蘇生法（成人・小児）・
AED、窒息傷病者に対しての救命手当。捻挫などの怪我や、出血、骨
折、熱傷の応急手当、スポーツなどにおける怪我への対応。保温や冷
却などの傷病者管理法、徒手および搬送器具を用いた搬送法を学ぶ。

人間関係学部 心理学科 専門 シミュレーションⅠ（疾病） 1年 橋本英之 2

病院内の救急救命室勤務の経験を活かし、救急隊員が行うことのでき
る応急処置の内、傷病者に対する観察、判断、外傷処置、固定処置、
止血処置、搬送中及び救急車内における心肺蘇生要領、BLSの指導
要領について修得する。

人間関係学部 心理学科 専門 人体の構造と機能及び疾病 1年 橋本英之 2

病院内の救急救命室勤務の経験を活かし、体の基礎となる心身機能
と身体構造及び様々な疾病や障害について解説する。特に、① 心身
機能と身体構造及び様々な疾病や障害、② がん、難病等の心理に関
する支援が必要な主な疾病、について学ぶ。

人間関係学部 心理学科 専門 人文地理学 2年 　水谷　　学 2

小学校・中学校教諭として社会科の教材研究や著書作成等の経験等
を活かし、人文地理学の都市地理学を中心に社会・歴史地理学も含め
て講義を行う。また、都市が抱えもつ今日的な課題等については研究・
討議行う。

人間関係学部 心理学科 専門 公衆衛生学 2年 上尾善隆 1 看護師13年間の臨床経験を活かし、公衆衛生学に必要な知識をもって
教育する。

人間関係学部 心理学科 専門 失語症学Ⅲ 2年 上田　正子 1

病院で言語聴覚士として業務に携わった経験を活かし、この授業で
は、失語症例を呈示することによって必要な情報収集、症状分析、検
査結果の解釈を行わせ、失語症状の特徴と日常コミュニケーションに
おける問題点について理解を深めさせる。

人間関係学部 心理学科 専門 高次脳機能障害学Ⅰ 2年 上田　正子 2

病院で言語聴覚士として業務に携わった経験を活かし、この授業で
は、高次脳機能障害の定義、症候、病巣、評価法、リハビリテーション
などについて論じ、脳機能の役割や発現メカニズムを理解させる。さら
に、高次脳機能障害の評価が適切に行え、訓練立案ができるように指
導する。

（全学共通科目）9単位　　（専門科目）29単位　　　合計　38単位　　【人間関係学部　心理学科】

全学共通科目

全学共通科目

全学共通科目

全学共通科目

全学共通科目



人間関係学部 心理学科 専門 救急処置各論 2年 甲田智之 2

救急救命士としての実務経験を活かし、救急現場における救急救命士
の基本的な処置を実践するために、必要な基礎知識・手技を理解し、
習得する講義を行う。

人間関係学部 心理学科 専門 児童心理学 ２年 寺田道夫 2

小中学校教員及び管理職、教育センター相談部員として長年、児童生
徒の教育や教育相談業務等に関わってきた経験を活かし、この授業で
は児童期の心理学的発達的特性や守秘義務を厳守しつつ、小学生の
不登校・いじめ問題等、実践守秘義務を厳守しつつ凡例を基に今日的
課題について学生に考察させる。

人間関係学部 心理学科 専門 青年心理学 ２年 寺田道夫 2

小中学校教員及び管理職、教育センター相談部員として長年、児童生
徒の教育や教育相談業務等に関わってきた経験を活かし、この授業で
は青年期の心理的学的発達的特性について具体例を上げながら学生
の理解を深めさせる。青年期の心の問題の現状については、守秘義
務を厳守しつつ、中学生の不登校・いじめ問題に焦点を当て、心理的
力動の理解に基づく対処の在り方に学生に考察させる。

人間関係学部 心理学科 専門 補聴器・人工内耳Ⅰ 2年 松森久美子 1
言語聴覚士として、難聴・言語通級指導教室での経験を活かし、この
授業では難聴児の補聴器のフィッテイング及び聴覚活用の指導につい
て、機器を使用した実習を取り入れ、実践的な教育を行う。

人間関係学部 心理学科 専門 地誌学 3年 　水谷　　学 2

小学校・中学校教諭として社会科の教材研究や著書作成等の経験等
を活かし、日本地誌や世界地誌について講義を行う。また、地域内に
おける地学的事象を自然・人文両面の見地から研究する方向性を学
生にもたせる。

人間関係学部 心理学科 専門 失語症学Ⅳ 3年 上田　正子 1

病院で言語聴覚士として業務に携わった経験を活かし、この授業で
は、呈示した失語症例の情報収集、症状分析や検査結果の解釈を経
て、症例の抱える問題点を包括的に検討し、訓練目標と訓練プログラ
ムの立案ができるように指導を行う。

人間関係学部 心理学科 専門 災害医学 3年 甲田智之 2
救急救命士としての実務経験を活かし、災害の定義並びにその特徴を
学び、災害医療体制について理解を深める講義をする。

人間関係学部 心理学科 専門 嚥下障害学Ⅰ 3年 二ノ倉　欣久 1

主治医としての担当した実際の症例にもとづく学生との対話的な講義
と演習を実施する。具体的には嚥下機能評価，嚥下造影検査と嚥下内
視鏡検査について、専用実習室において臨床場面を想定した内視鏡
を実際に用いた検査の実演や，造影像の提示などを行い，それを元に
嚥下機能の評価の実際を知識と手技の両面から身につける授業形式
である。

学部名 学科名 教育区分 授業科目名 開講年次 科目担当教員 単位数 実務経験に基づく授業内容等

教養 体育実技　テニス 1年 磯辺　和正 1

日本スポーツ協会公認テニスコーチ2資格。岐阜県テニス協会強化委
員長として国民体育大会監督、大学運動部の監督や岐阜市スポーツ
教室講師。全国レベルから初心者までの指導経験を授業に生かしてい
る。

教養 社会と福祉 1年 長瀨啓子 2
NPO法人理事，公立障害児者センター，発達支援センター，総合病院
等での経験を活かし，理論や制度の体系とともに，総合的で包括的な
観点から，人権尊重を基本とした多様な支援について解説する．

教養 キャリア形成 2年 白木由香 2

外資系企業・海外勤務の経験を活かし，この授業では，自己理解を深
め，自分の強み，価値観・興味・関心を明らかにし，学生に自己の職業
適正，社会で働くために必要とされる能力，将来設計について主体的
に考えることを目指す。

教養 インターンシップA 3年 白木由香 2

外資系企業・海外勤務の経験を活かし，この授業では，学内での事前
授業，夏季就業体験，インターンシップ報告会を通して，就業体験と大
学での学習を統合し，自己の職業適正や将来設計について考えてもら
う。

教養 インターンシップB 3年 白木由香 2
外資系企業・海外勤務の経験を活かし，この授業では，就職活動を見
据えた春季就業体験と位置付け，自己の職業適正や将来設計につい
てより深く考えてもらう。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 教科社会 1年 　水谷　　学 1
小学校教諭としての実務経験を活かし、社会科教育に必要な理論と内
容について、学習指導要領等をもとに具体的に示しながら、実践力育
成に結び付けていく。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 教科器楽Ⅰ 1年 小栗祐子 1

小学校や幼稚園での指導経験から、学校教育や保育の場で音楽表現
活動を行うに当たり、教育・保育に携わるものとして必要なピアノ奏法
や弾き歌いの演奏法、それを支える音楽の基礎知識について指導す
る。授業では、教育・保育の現場を想定して人と関わりながら学び合う
ことを基盤とする。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 子どもとうた 1年 小栗祐子 1

小学校や幼稚園での指導経験から、自分にとってのうたを見つめるこ
とから始め、子どもにとって「うたうこと」とはどのような意味があるの
か、また教育・保育の現場でうたう活動をどう捉えていくのかということ
を、実際に様々なうたをうたう活動を構想したり体験したりすることを通
して考える。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 教職概論 1年 白山眞澄 2

小学校、中学校での教員経験を活かし、この授業では、現代社会にお
いて求められる教職の意義と教員の役割、教員の資質能力、職務内
容等について理解させ、教育の営みとしての学習指導、生徒指導、学
級経営等、学校教育の全体像を模擬活動や討論を通して対話的に学
ばせ、教職への適性を考えながら、教職への志向を確かなものにす
る。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 子ども家庭福祉 1年 長瀨啓子 2

発達支援センター，療育センター，公立障害児者センター，保育所等で
の経験を活かし，保育者としての子どもや保護者への関わり方や他職
種との連携，ネットワーク構築について包括的な観点から具体的に解
説する．

全学共通科目

全学共通科目

全学共通科目

全学共通科目

【人間関係学部　子ども発達学科】 （全学共通科目）9単位　　（専門科目）39単位　　　合計　48単位　　

全学共通科目



人間関係学部 子ども発達学科 専門 カウンセリング ２年 中尾正彦 2

32年間の学校現場での教員経験（特に教育相談・特別支援教育コー
ディネーターの経験）やスクールカウンセラーの経験を活かし、この授
業では、特に保育や教育現場に最も適合する「解決志向ブリーフセラ
ピー」の理論と技法をロールプレイやグループ活動等を通して習得し、
子ども支援に役立つ専門的知識及び実践的指導力を身につけさせ
る。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 総合学習論 ２年 脇田　正 2

小中学校１０年間の実践と県教育委員会指導主事１０年の指導歴をも
とに、教科横断的・総合的な課題について探究活動を取り組ませるな
どして、総合的な学習の時間の今日的な課題を踏まえた実践的指導
力の育成に結びつける。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 社会福祉 ２年 長瀨啓子 2
NPO法人理事，公立障害児者センター，発達支援センター，総合病院
等での経験を活かし，保育におけるソーシャルワークの重要性から，現
代の社会問題を捉え，総合的で包括的な観点から解説する．

人間関係学部 子ども発達学科 専門 社会的養護 ２年 長瀨啓子 2
NPO法人理事，発達支援センター，療育センター，公立障害児者セン
ター，保育所での経験を活かし，児童福祉施設の今日的動向にふれな
がら，制度や実施体系，子どもの権利擁護等を解説する．

人間関係学部 子ども発達学科 専門 社会科指導法 3年 　水谷　　学 2
小学校教諭として社会科の授業計画に携わった経験等を活かし、学習
指導要領に沿った指導案作成や授業の有効性を高める教材つくりなど
実践力につながる授業を行う。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 音楽科指導法 3年 菅野道雄 2

小学校教諭としての経験を活かし、教育課程における音楽科の目標、
存在意義、小学校のカリキュラムになぜ音楽科の授業があるのかにつ
いて解説し、音楽科の具体的学習内容について理解したうえで、音楽
科の授業に積極的に取り組むことのできる教師の育成をめざす。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 生徒・進路指導論 3年 中尾正彦 2

32年間の学校現場での教員経験を活かし、この授業では、学校教育に
おける生徒指導・進路指導及びキャリヤ教育の意義や原理をはじめ、
不登校やいじめ、命の教育等の喫緊の課題はもとより児童生徒の自
己指導能力を育成するための具体的な指導のあり方について、専門
的知識とともに実践的指導力を身につけさせる。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 保育・教育相談支援 3年 中尾正彦 2

32年間の学校現場での教員経験（特に教育相談・保幼小中連携担当
の経験）を活かし、この授業では、子どもの発達に関する心理学的知
見をもとに、子どもの発達特性を理解し、子どもへの直接支援はもとよ
り子育てに係る保護者へコンサルテーションのあり方について、ロール
プレイやグループ活動等を通して専門的知識及び実践的指導力を身
につけさせる。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 国語科指導法 3年 藤垣和博 2 小学校教諭としての経験を生かし、国語科に関する指導事例を多く取
り入れ、指導案作成や授業作りへの助言・提案をしている。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 教育実習指導（小） 3年 藤垣和博 1
小学校教諭としての経験と教員研修担当の経験を生かし、教育実習に
対する心構えや準備等をともに考え、実践的な資質の向上に結びつけ
ている。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 家庭支援論 3年 長瀨啓子 2

発達支援センター，療育センター，公立障害児者センター，保育所等で
の経験を活かし，現代社会における子育てに関する課題を，地域も含
めた多様な家庭ニーズとして考えさせ，保護者と共に子どもを育てる意
味を解説する．

人間関係学部 子ども発達学科 専門 社会的養護内容 3年 長瀨啓子 1
NPO法人理事，発達支援センター，療育センター，公立障害児者セン
ターでの経験を活かし，子どもの権利擁護や自立支援を目指した支援
計画など，実践に即した授業を展開する．

人間関係学部 子ども発達学科 専門 教育経営論 3年
１年

脇田　正 2

小中学校併せて１０年間の管理職経験をもとに、教職員組織の在り
方、学校の諸課題に対する組織的対応・危機管理の実際を具体的に
示し、学校組織の一員としての実践的職務遂行力の育成に結びつけ
る。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 教科社会演習 4年 　水谷　　学 1
小学校教諭としての実務経験を活かし、事例研究や模擬授業等で実
践的な指導を行いながら、教職を希望する学生の実践力に結び付けて
いく。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 発達障害児教育総論 4年 池田敦子 1
特別支援教育心理士として高等学校にて巡回相談を行い、発達や学
習に困難のある生徒に対し本人・保護者・担任との相談、アセスメント、
助言の経験を活かし、発達障害児の理解が深まるよう教授する。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 教科音楽演習 4年 菅野道雄 1

小学校音楽専科教員としての現場経験を活かし、音楽活動の基本的
な知識や能力を深め、現場での指導に直結するより高度な技術の習
得をめざす。自らの音楽表現の力を高めるだけでなく、子どもの活動を
導くことができるための指導の引き出しを多面的に身につけた教師とし
ての力量を身に着けさせる。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 教職実践演習（小）Ａ 4年 中尾正彦 1

32年間の学校現場での教員経験を活かし、この授業では、これまで学
生が身につけた教職に関わる資質能力が有機的に統合され、形成さ
れたかについて最終的に確認する。この科目の履修を通して、教員に
なる上で、自己にとって何が課題であるのかを自覚し、不足している知
識や技能等を補い、教職生活をより円滑にスタートできるようになるこ
とが授業の目的である。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 教科国語演習 4年 藤垣和博 1 小学校教諭としての経験を生かし、国語科に関する専門的知識を精選
し、授業構想や教材分析への助言・提案をしている。

人間関係学部 子ども発達学科 専門 相談援助 4年 長瀨啓子 1

県立高校相談室，発達支援センター，公立障害児者センター等での児
童や保護者への相談経験を活かし，ソーシャルワークの保育への応用
の重要さを示し，多様なニーズに応じた事例検討など，実践に即した授
業を展開する．



人間関係学部 子ども発達学科 専門 家庭支援論演習 4年 長瀨啓子 1

発達支援センター，療育センター，保育所での経験を活かし，現代の
子どもや家庭を取り巻く社会的課題に目を向け，包括的視点から本人
を主体とした支援ができるように，具体的な事例を通して実践に即した
授業を展開する．

人間関係学部 子ども発達学科 専門 教職実践演習（小）B 4年 白山眞澄 1

小学校、中学校での教員経験を活かし、この授業では、教職課程のし
めくくりとして、4年間の授業や教育実習で学んだことを、教育現場で新
任教師として必要とされる総合的な力へと高めるために、学級経営や
子どもの指導など実践的な場面を設定したグループ討論や模擬授業
を行うことで、現場に基づいた基本的な実践力を培う。

学部名 学科名 教育区分 授業科目名 開講年次 科目担当教員 単位数 実務経験に基づく授業内容等

短期大学部 幼児教育学科 教養 オフィススタディ 1年 遠藤雅子 2
民間企業、学校法人、医療法人における秘書経験を生かし、この授業
では、秘書業務の基礎知識を身につけさせ、社会人としての行動力を
育成する。

短期大学部 幼児教育学科 専門 乳児保育Ⅰ 1年 鬼頭弥生 2

保育園での保育士経験と乳児専門園で主任としての保護者支援の経
験を生かして、現場の実践を取り上げながら、乳児保育の意義や子ど
もの発達とその子どもと関わる大人との関係性を主に、乳児保育の果
たす役割について考える。

短期大学部 幼児教育学科 専門 幼児と環境 1年 二橋香代子 1
幼稚園教諭の現場経験を活かし、幼児の取り巻く環境や幼児との環境
のかかわりについて具体的な事例を交えて理解が深まるよう講義す
る。

短期大学部 幼児教育学科 専門 保育内容「環境」の指導法 1年 二橋香代子 1
幼稚園教諭の現場経験を活かし、保育内容「環境」の指導法に関する
具体的な保育を想定した指導案作成と模擬保育を行い実践力を身に
付けさせる。

短期大学部 幼児教育学科 専門 保育原理 1年 三羽 佐和子 2

幼稚園教諭及び幼稚園園長の経験を基に保育者になるための保育の
基礎となる講義で，保育とは何か・子どもの理解・保育の方法・計画・
保育者の役割等を学ぶ。実践経験のない学生がよりよく理解できるよ
うに，現場での様々な事例を挙げて講義を行う。

短期大学部 幼児教育学科 専門 教育・保育課程論 1年 三羽 佐和子 2

保育計画は，小学校のような教科書のない保育現場にとって，その理
解と活用はとても大切である。各園では施設や幼児の実態に合わせ取
り組んでいるのが現状である。幼稚園教諭及び幼稚園園長の経験を
基に実際に現場でのPDCAを理解できるように事例を挙げて講義をす
る。

短期大学部 幼児教育学科 専門 保育実習指導Ⅲ ２年 鬼頭弥生 1
保育園での保育士経験と乳児専門園で主任としての保護者支援の経
験を生かして、現場の実践に即する実習準備及び振り返りを中心に授
業を展開する。

短期大学部 幼児教育学科 専門 保育内容総論 ２年 三羽 佐和子 2

幼稚園教諭及び幼稚園園長の経験を基に「保育原理」をさらに深め，
幼児理解・幼児の発達・遊び・生活・環境等を通して保育内容を捉えた
り，保育内容をどのように捉えたらよいか等，実習経験を活かしたり，
現場での様子について具体的な例での講義となっている

短期大学部 幼児教育学科 専門 家庭支援論 ２年 長瀨啓子 2

発達支援センター，療育センター，公立障害児者センター，保育所等で
の経験を活かし，現代社会における子育てに関する課題を，地域も含
めた多様な家庭ニーズとして考えさせ，保護者と共に子どもを育てる意
味を解説する．

短期大学部 幼児教育学科 専門 相談援助 ２年 長瀨啓子 1

県立高校相談室，発達支援センター，公立障害児者センター等での児
童や保護者への相談経験を活かし，ソーシャルワークの保育への応用
の重要さを示し，多様なニーズに応じた事例検討など，実践に即した授
業を展開する．

【短期大学部　幼児教育学科】 （全学共通科目）2単位　　（専門科目）14単位　　　合計　16単位　　


