
人文学部文化学科【LC】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介
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24 日本美術史 2 前期 植野 健造

25 日本美術論 2 後期 植野 健造

26 博物館資料論 2 後期 植野 健造

27 応用心理学 2 後期 大上 渉

28 司法・犯罪心理学 2 前期 大上 渉

29 概説政治学 2 前期 東原 正明

12

44

2

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ｂ

芸術Ａ 2

商学Ａ

商学Ｂ

現代を生きる

国際化と日本

2

2

2

2

専門科目単位 小計

合 計

専門教育科目

（専門科目）

全学共通科目単位 小計



人文学部歴史学科【LH】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介
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24 考古学方法論Ａ（含、実習） 2 前期 古澤 義久

25 考古学方法論Ｂ（含、実習） 2 後期 古澤 義久

26 考古学からみた文化と歴史Ｃ 2 前期 高橋 学而

27 考古学からみた文化と歴史Ｄ 2 後期 高橋 学而

28 日本美術史 2 前期 植野 健造

29 日本美術論 2 後期 植野 健造

30 博物館資料論 2 後期 植野 健造

31 概説政治学 2 前期 東原 正明

32 博物館経営論 2 後期 馬場 稔

18

50

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計



人文学部日本語日本文学科【LJ】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介

32

24 日本語教育法Ⅰ 2 前期 江口 正

25 日本語教育法Ⅱ 2 後期 江口 正

26 日本語教育法Ⅲ 2 前期 江口 正

27 日本語教育法Ⅳ 2 後期 江口 正

28 心理言語学特講 2 前期 今村 亜子

29 日本美術史 2 前期 植野 健造

30 日本美術論 2 後期 植野 健造

31 博物館資料論 2 後期 植野 健造

32 日本語教授法演習Ⅰ 2 前期 清水 りえ子

33 日本語教授法演習Ⅱ 2 後期 清水 りえ子

34 博物館経営論 2 後期 馬場 稔

22

54

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計



人文学部英語学科【LE】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介

32

24 日本語教育法Ⅰ 2 前期 江口 正

25 日本語教育法Ⅱ 2 後期 江口 正

26 日本語教育法Ⅲ 2 前期 江口 正

27 日本語教育法Ⅳ 2 後期 江口 正

28 日本語教授法演習Ⅰ 2 前期 清水 りえ子

29 日本語教授法演習Ⅱ 2 後期 清水 りえ子

30 貿易商務論Ａ 2 前期 田代 安彦

31 貿易商務論Ｂ 2 後期 田代 安彦

16

48

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計



人文学部ドイツ語学科【LG】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介
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24 貿易商務論Ａ 2 前期 田代 安彦

25 貿易商務論Ｂ 2 後期 田代 安彦

4

36

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計



人文学部フランス語学科【LF】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介
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24 貿易商務論Ａ 2 前期 田代 安彦

25 貿易商務論Ｂ 2 後期 田代 安彦

4

36

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計



人文学部教育・臨床心理学科【LP】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介
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24 精神疾患とその治療 2 後期 原田 康平

25 考古学からみた文化と歴史Ｃ 2 前期 高橋 学而

26 考古学からみた文化と歴史Ｄ 2 後期 高橋 学而

27 関係行政論 2 前期 高橋 幸市

28 専門演習Ⅰ 2 前期 坂本 憲治

29 専門演習Ⅱ 2 後期 坂本 憲治

30 専門演習Ⅲ 2 前期 坂本 憲治

31 専門演習Ⅳ 2 後期 坂本 憲治

32 心理学実験 2 前期 坂本 憲治

33 産業・組織心理学 2 後期 坂本 憲治

34 インターンシップ実習Ⅱ 2 後期 坂本 憲治

35 キャリアカウンセリング 2 後期 坂本 憲治

36 前期 坂本 憲治

37 前期 友清 由希子

38 教育・学校心理学 2 後期 村上 久美子

39 福祉心理学 2 前期 村上 久美子

40 健康・医療心理学 2 前期 村上 久美子

41 司法・犯罪心理学 2 前期 大上 渉

42 特別支援教育論 2 後期 ⾧谷川 雅寛

43 前期 土本 功

44 後期 土本 功

45 後期 入江 誠剛

46 後期 入江 誠剛

47 前期 和田 美千代

48 概説政治学 2 前期 東原 正明

49 人体の構造と機能及び疾病 2 後期 日吉 哲也

50 法と子どもの権利 2 前期 迫田 登紀子

51 社会・集団・家族心理学 2 前期 本山 智敬

52 生徒指導論（進路指導を含む。） 2 前期 本山 智敬

53 人権教育 2 前期 野口 徹

50

82

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計

総合的な学習の時間と特別活動の指導法

教育相談 2

2

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計



人文学部東アジア地域言語学科【LA】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介
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24 日本語教育法Ⅰ 2 前期 江口 正

25 日本語教育法Ⅱ 2 後期 江口 正

26 日本語教育法Ⅲ 2 前期 江口 正

27 日本語教育法Ⅳ 2 後期 江口 正

28 日本語教授法演習Ⅰ 2 前期 清水 りえ子

29 日本語教授法演習Ⅱ 2 後期 清水 りえ子

30 サービスマーケティング 2 前期 田村 馨

14

46

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計



法学部法律学科【JJ】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 地球環境 2 後期 山本 俊浩

18 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

19 後期 渡邉 裕一

20 後期 辻部 大介
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21 法学部入門ゼミ 2 前期 所 浩代

22 基礎ゼミ 4 通年 久津摩 敏生

23 久津摩 敏生

24 所 浩代

25 東原 正明

26 演習Ⅱ 4 通年 平澤 卓人

27 東原 正明

28 所 浩代

29 海商法 2 集中後期 吉澤 卓哉

30 知的財産法 4 前期 平澤 卓人

31 不動産登記法 2 前期 伊藤 和枝

32 商業登記法 2 後期 伊藤 和枝

33 行政特別演習Ⅱ 4 通年 久津摩 敏生

34 九州地域政策 2 後期 久津摩 敏生

35 マスメディア論 2 前期 鈴木 暁彦

36 民事訴訟法Ⅰ 2 前期 青木 亮

37 民事訴訟法Ⅱ 2 後期 青木 亮

38 前期 所 浩代

39 後期 所 浩代

40 政治過程論 4 後期 東原 正明

41 行政学 4 前期 久津摩 敏生

42 キャリアプランニング 2 後期 久津摩 敏生

43 アジア法セミナーⅠ 4 後期 Ｓ．Ａ． ウエストン

44 児童福祉論 2 後期 瀬里 徳子

45 法医学 2 後期 下田 大介

46 警察活動の理論と実務 2 前期 新屋 達之

47 外国法政論 2 前期 Ｓ．Ａ． ウエストン

48 アジア太平洋関係論 2 後期 Ｓ．Ａ． ウエストン

49 監査論 2 前期 井上 修

50 税と生活 2 前期 山内 進

51 税務会計論 2 後期 山内 進

52 金融論 2 前期 中塚 晴雄

53 金融政策論 2 後期 中塚 晴雄

54 保険論入門 2 前期 植村 信保

55 保険論 2 前期 植村 信保

56 リスクマネジメント論 2 後期 植村 信保
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114

通年4

通年演習Ⅰ 4

2

労働法 4

演習Ⅱb

全学共通科目単位 小計

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

専門科目単位 小計

合 計

専門教育科目

（専門科目）

国際化と日本

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ

芸術Ｂ

2

2

2

商学Ａ 2

商学Ｂ



法学部経営法学科【JB】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 地球環境 2 後期 山本 俊浩

18 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

19 後期 渡邉 裕一

20 後期 辻部 大介

30

21 憲法Ⅰ 2 前期 城野 一憲

22 憲法Ⅱ 2 後期 城野 一憲

23 国際コミュニケーション・法政事情Ⅰ 4 前期 Ｓ．Ａ． ウエストン

24 国際コミュニケーション・法政事情Ⅱ 2 後期 Ｓ．Ａ． ウエストン

25 国際コミュニケーション海外研修 2 集中後期 Ｓ．Ａ． ウエストン

26 久津摩 敏生

27 所 浩代

28 東原 正明

29 演習Ⅱ 4 通年 平澤 卓人

30 所 浩代

31 東原 正明

32 前期 所 浩代

33 後期 所 浩代

34 民事訴訟法Ⅰ 2 前期 青木 亮

35 民事訴訟法Ⅱ 2 後期 青木 亮

36 不動産登記法 2 前期 伊藤 和枝

37 商業登記法 2 後期 伊藤 和枝

38 外国法政論 2 前期 Ｓ．Ａ． ウエストン

39 アジア法セミナーⅠ 4 後期 Ｓ．Ａ． ウエストン

40 アジア太平洋関係論 2 後期 Ｓ．Ａ． ウエストン

41 海商法 2 集中後期 吉澤 卓哉

42 マスメディア論 2 前期 鈴木 暁彦

43 知的財産法 4 前期 平澤 卓人

44 キャリアプランニング 2 後期 久津摩 敏生

45 警察活動の理論と実務 2 前期 新屋 達之

46 行政学 4 前期 久津摩 敏生

47 政治過程論 4 後期 東原 正明

48 法医学 2 後期 下田 大介

49 九州地域政策 2 後期 久津摩 敏生

50 児童福祉論 2 後期 瀬里 徳子

51 行政特別演習Ⅱ 4 通年 久津摩 敏生

52 保険論入門 2 前期 植村 信保

53 保険論 2 前期 植村 信保

54 金融論 2 前期 中塚 晴雄

55 金融政策論 2 後期 中塚 晴雄

56 監査論 2 前期 井上 修

57 税と生活 2 前期 山内 進

58 税務会計論 2 後期 山内 進

59 貿易商務論Ａ 2 前期 田代 安彦

60 貿易商務論Ｂ 2 後期 田代 安彦
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122合 計

演習Ⅰ 通年4

演習Ⅱb 4 通年

労働法 4

全学共通科目単位 小計

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

国際化と日本 2



経済学部経済学科【EE】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介

32

24 起業戦略論Ａ 2 前期 木下 敏之

25 起業戦略論Ｂ 2 後期 木下 敏之

26 九州経済論Ａ 2 前期 木下 敏之

27 九州経済論Ｂ 2 後期 木下 敏之

28 実践ビジネス英語Ａ 4 前期 足立 力也

29 実践ビジネス英語Ｂ 4 後期 足立 力也

30 実務経済論Ａ 2 前期 羽立 章二

31 実務経済論Ｂ 2 後期 羽立 章二

32 産業戦略論A 4 前期 大野 尚

33 産業戦略論B 4 後期 大野 尚

34 情報社会と情報倫理 2 前期 庄野 千鶴

35 経済学のための情報通信 2 後期 庄野 千鶴

36 概説政治学 2 前期 東原 正明

37 行政学 4 前期 久津摩 敏生

38 保険論入門 2 前期 植村 信保

39 保険論 2 前期 植村 信保

40 労働法 4 前期 所 浩代

41 知的財産法 4 前期 平澤 卓人

42 海商法 2 後期 吉澤 卓哉

43 税と生活 2 前期 山内 進

44 税務会計論 2 後期 山内 進

45 監査論 2 前期 井上 修

46 発明と特許 2 前期 山野 有希子

47 基礎防災学 2 前期 重松 幹二

62

94

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

合 計

共通教育科目

（全学共通科目）

全学共通科目単位 小計

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

芸術Ａ

芸術Ｂ

現代を生きる

国際化と日本

2

2

2

2



経済学部産業経済学科【EI】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介

32

24 起業戦略論Ａ 2 前期 木下 敏之

25 起業戦略論Ｂ 2 後期 木下 敏之

26 九州経済論Ａ 2 前期 木下 敏之

27 九州経済論Ｂ 2 後期 木下 敏之

28 実践ビジネス英語Ａ 4 前期 足立 力也

29 実践ビジネス英語Ｂ 4 後期 足立 力也

30 実務経済論Ａ 2 前期 羽立 章二

31 実務経済論Ｂ 2 後期 羽立 章二

32 産業戦略論A 4 前期 大野 尚

33 産業戦略論B 4 後期 大野 尚

34 情報社会と情報倫理 2 前期 庄野 千鶴

35 概説政治学 2 前期 東原 正明

36 行政学 4 前期 久津摩 敏生

37 保険論入門 2 前期 植村 信保

38 保険論 2 前期 植村 信保

39 労働法 4 前期 所 浩代

40 知的財産法 4 前期 平澤 卓人

41 海商法 2 後期 吉澤 卓哉

42 税と生活 2 前期 山内 進

43 税務会計論 2 後期 山内 進

44 監査論 2 前期 井上 修

45 発明と特許 2 前期 山野 有希子

46 基礎防災学 2 前期 重松 幹二

60
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実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計



商学部商学科【CC】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名
1 前期 植野 健造
2 前期 川浪 千鶴
3 後期 植野 健造
4 後期 川浪 千鶴
5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲
6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明
7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明
8 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹
9 心理学Ａ 2 前期 大上 渉
10 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉
11 自然科学入門 2 前期 ⻄園 幸久
12 自然科学と人間 2 後期 ⻄園 幸久
13 後期 鶴田 直之
14 後期 重松 幹二
15 後期 森田 泰暢
16 地球環境 2 後期 山本 俊浩
17 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき
18 後期 渡邉 裕一
19 後期 辻部 大介

28
20 金融入門 2 前期 中塚 晴雄
21 通年 田村 馨
22 通年 弘津 真澄
23 通年 植村 信保
24 通年 中塚 晴雄
25 通年 大上 麻海
26 通年 岡 陽子
27 前期 諸原 真樹
28 前期 弘津 真澄
29 前期 福永 良浩
30 後期 諸原 真樹
31 後期 弘津 真澄
32 後期 福永 良浩
33 商学基礎ゼミナール 2 前期 田村 馨
34 情報産業論 2 前期 弘津 真澄
35 情報システム論 2 前期 川場 隆
36 前期 田村 馨
37 前期 門田 良明
38 後期 田中 靖人
39 後期 井上 修
40 後期 田村 馨
41 後期 門田 良明
42 前期 森脇 淳子
43 前期 田中 靖人
44 特別講義Ｂ（キャリア形成を考える） 2 後期 森脇 淳子
45 前期 田村 馨
46 後期 小濱 和彦
47 後期 田村 馨

48 後期 村上 剛人
49 会社簿記（22台既習者） 4 後期 井上 修
50 後期 田村 馨
51 後期 植村 信保
52 後期 弘津 真澄
53 後期 中塚 晴雄
54 後期 大上 麻海
55 後期 岡 陽子

特別講義Ｆ（ソーシャル・イノベーションⅡ）
特別講義Ｆ（企業戦略におけるロジスティクスの現状と今

後）
2

２年専門ゼミナール 2

特別講義Ａ（キャリア形成入門）
特別講義Ａ（教員育成入門）

2

特別講義Ｅ（ソーシャル・イノベーションⅠ）
特別講義Ｅ（観光経済事情）

2

情報処理基礎 2

特別講義Ｃ（表現する力をきたえるプログラム）
特別講義Ｃ（キャリア形成実践Ⅰ）

特別講義Ｃ（教員実力養成）
特別講義Ｃ（会計プロフェッショナル養成）

2

特別講義Ｄ（表現する力をきたえるプログラム）
特別講義Ｄ（キャリア形成実践Ⅱ） 2

全学共通科目単位 小計

論文ゼミナール 6

情報処理入門 2

専門教育科目
（専門科目）

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

2

2

2

2

共通教育科目
（全学共通科目）

芸術Ａ

芸術Ｂ

現代を生きる

国際化と日本



56 リスクマネジメント論 2 後期 植村 信保
57 外書講読ＢⅠ 2 前期 ⻑⾕川 伸子
58 外書講読ＢⅡ 2 後期 ⻑⾕川 伸子
59 流通・マーケティング入門 2 前期 杉本 宏幸
60 流通システム論 2 後期 明神 実枝
61 サービスマネジメント 2 後期 田村 馨
62 サービスマーケティング 2 前期 田村 馨
63 金融論 2 前期 中塚 晴雄
64 金融政策論 2 後期 中塚 晴雄
65 前期 田村 馨
66 前期 弘津 真澄
67 前期 中塚 晴雄
68 前期 植村 信保
69 前期 大上 麻海
70 前期 岡 陽子
71 後期 田村 馨
72 後期 弘津 真澄
73 後期 中塚 晴雄
74 後期 植村 信保
75 後期 大上 麻海
76 後期 岡 陽子
77 外書講読ⅠＡ 2 前期 ⻑⾕川 伸子
78 外書講読ⅠＢ 2 後期 ⻑⾕川 伸子
79 特別ゼミナールＡ（教員育成基礎） 2 後期 田中 靖人
80 簿記原理（22台既習者） 4 前期 井上 修
81 前期 井上 修
82 前期 田中 靖人
83 九州の経済・経営Ｂ 2 後期 能本 美穂
84 税と生活 2 前期 山内 進
85 税務会計論 2 後期 山内 進
86 経営診断論 2 前期 遠藤 真紀
87 応用経営診断論 2 後期 遠藤 真紀
88 経営心理学 2 前期 門田 良明
89 経営心理学各論 2 後期 門田 良明
90 監査論 2 前期 井上 修
91 クリエイティブ社会論 2 後期 藤野 真
92 経営特別講義Ａ（デザインと経営） 2 前期 吉川 伸彦
93 経営特別講義Ｂ（デザインと経営） 2 後期 吉川 伸彦
94 地域経営論 2 前期 木藤 亮太
95 社会的企業論 2 後期 原口 唯
96 プロジェクト・マネジメント論 2 前期 貝増 匡俊
97 貿易商務論Ａ 2 前期 田代 安彦
98 貿易商務論Ｂ 2 後期 田代 安彦
99 貿易特別講義Ｃ（International Communication ProgramⅠ） 2 前期 ヤング，シャーリー
100 貿易特別講義Ｄ（International Communication ProgramⅡ） 2 後期 ヤング，シャーリー
101 貿易特別講義Ｂ（商社のアントレプレナーシップと日本貿易） 2 後期 保田 明子
102 ビジネス英会話 初級 4 通年 ヤング，シャーリー
103 海上保険論Ａ 2 前期 五十部 沢
104 海上保険論Ｂ 2 後期 五十部 沢
105 ビジネス英会話 中級Ⅰ(International Trade) 2 前期 ヤング，シャーリー
106 ビジネス英会話 中級Ⅱ(International Trade) 2 後期 ヤング，シャーリー
107 ビジネス英会話 上級Ⅱ 2 後期 ヤング，シャーリー
108 海商法 2 後期 吉澤 卓哉
109 行政学 4 前期 久津摩 敏生
110 知的財産法 4 前期 平澤 卓人
111 労働法 4 前期 所 浩代
112 概説政治学 2 前期 東原 正明

138
166

専門教育科目
（専門科目）

合 計
専門科目単位 小計

３年専門ゼミナールⅡ 2

３年専門ゼミナールⅠ 2

２年基礎ゼミナール（CA）
２年基礎ゼミナール（教員育成Ｐ）

2



商学部経営学科【CB】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

9 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

10 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

11 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

12 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

13 後期 鶴田 直之

14 後期 重松 幹二

15 後期 森田 泰暢

16 地球環境 2 後期 山本 俊浩

17 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

18 後期 渡邉 裕一

19 後期 辻部 大介

28

20 保険論入門 2 前期 植村 信保

21 通年 田村 馨

22 通年 弘津 真澄

23 通年 植村 信保

24 通年 中塚 晴雄

25 通年 大上 麻海

26 通年 岡 陽子

27 前期 諸原 真樹

28 前期 弘津 真澄

29 前期 福永 良浩

30 後期 諸原 真樹

31 後期 弘津 真澄

32 後期 福永 良浩

33 情報産業論 2 前期 弘津 真澄

34 情報システム論 2 前期 川場 隆

35 前期 田村 馨

36 前期 門田 良明

37 後期 田中 靖人

38 後期 井上 修

39 後期 田村 馨

40 後期 門田 良明

41 前期 森脇 淳子

42 前期 田中 靖人

43 特別講義Ｂ（キャリア形成を考える） 2 後期 森脇 淳子

44 前期 田村 馨

45 後期 小濱 和彦

46 後期 田村 馨

47 後期 村上 剛人

48 会社簿記（22台既習者） 4 後期 井上 修

49 後期 田村 馨

50 後期 植村 信保

51 後期 弘津 真澄

52 後期 中塚 晴雄

53 後期 大上 麻海

54 後期 岡 陽子

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計

論文ゼミナール 6

情報処理入門 2

情報処理基礎 2

特別講義Ｃ（表現する力をきたえるプログラム）

特別講義Ｃ（キャリア形成実践Ⅰ）

特別講義Ｃ（教員実力養成）

特別講義Ｃ（会計プロフェッショナル養成）

2

特別講義Ｄ（表現する力をきたえるプログラム）

特別講義Ｄ（キャリア形成実践Ⅱ）
2

特別講義Ａ（キャリア形成入門）

特別講義Ａ（教員育成入門）

専門教育科目

（専門科目）

2

特別講義Ｆ（ソーシャル・イノベーションⅡ）

特別講義Ｆ（企業戦略におけるロジスティクスの現状と今

後）

2

２年専門ゼミナール 2

特別講義Ｅ（ソーシャル・イノベーションⅠ）

特別講義Ｅ（観光経済事情）
2



55 保険論 2 前期 植村 信保

56 リスクマネジメント論 2 後期 植村 信保

57 外書講読ＢⅠ 2 前期 ⾧谷川 伸子

58 外書講読ＢⅡ 2 後期 ⾧谷川 伸子

59 流通・マーケティング入門 2 前期 田村 馨

60 流通システム論 2 後期 明神 実枝

61 サービスマネジメント 2 後期 田村 馨

62 サービスマーケティング 2 前期 田村 馨

63 金融論 2 前期 中塚 晴雄

64 金融政策論 2 後期 中塚 晴雄

65 前期 田村 馨

66 前期 弘津 真澄

67 前期 中塚 晴雄

68 前期 植村 信保

69 前期 大上 麻海

70 前期 岡 陽子

71 後期 田村 馨

72 後期 弘津 真澄

73 後期 中塚 晴雄

74 後期 植村 信保

75 後期 大上 麻海

76 後期 岡 陽子

77 外書講読ⅠＡ 2 前期 ⾧谷川 伸子

78 外書講読ⅠＢ 2 後期 ⾧谷川 伸子

79 特別ゼミナールＡ（教員育成基礎） 2 後期 田中 靖人

80 簿記原理（22台既習者） 4 前期 井上 修

81 前期 井上 修

82 前期 田中 靖人

83 経営組織論 2 後期 森田 泰暢

84 九州の経済・経営Ｂ 2 後期 能本 美穂

85 税と生活 2 前期 山内 進

86 税務会計論 2 後期 山内 進

87 経営診断論 2 前期 遠藤 真紀

88 応用経営診断論 2 後期 遠藤 真紀

89 経営心理学 2 後期 大上 麻海

90 経営心理学各論 2 後期 門田 良明

91 監査論 2 前期 井上 修

92 クリエイティブ社会論 2 後期 藤野 真

93 経営特別講義Ａ（デザインと経営） 2 前期 吉川 伸彦

94 経営特別講義Ｂ（デザインと経営） 2 後期 吉川 伸彦

95 経営基礎ゼミナールⅠ（CA） 2 前期 井上 修

96 経営基礎ゼミナールⅡ（CA） 2 後期 井上 修

97 地域経営論 2 前期 木藤 亮太

98 社会的企業論 2 後期 原口 唯

99 プロジェクト・マネジメント論 2 前期 貝増 匡俊

100 貿易商務論Ａ 2 前期 田代 安彦

101 貿易商務論Ｂ 2 後期 田代 安彦

102 貿易特別講義Ｃ（International Communication ProgramⅠ） 2 前期 ヤング，シャーリー

103 貿易特別講義Ｄ（International Communication ProgramⅡ） 2 後期 ヤング，シャーリー

104 貿易特別講義Ｂ（商社のアントレプレナーシップと日本貿易） 2 後期 保田 明子

105 ビジネス英会話 初級 4 通年 ヤング，シャーリー

106 海上保険論Ａ 2 前期 五十部 沢

107 海上保険論Ｂ 2 後期 五十部 沢

108 ビジネス英会話 中級Ⅰ(International Trade) 2 前期 ヤング，シャーリー

109 ビジネス英会話 中級Ⅱ(International Trade) 2 後期 ヤング，シャーリー

110 ビジネス英会話 上級Ⅱ 2 後期 ヤング，シャーリー

111 海商法 2 後期 吉澤 卓哉

112 行政学 4 前期 久津摩 敏生

113 知的財産法 4 前期 平澤 卓人

114 労働法 4 前期 所 浩代

115 概説政治学 2 前期 東原 正明
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172

専門教育科目

（専門科目）

３年専門ゼミナールⅠ 2

合 計

３年専門ゼミナールⅡ 2

２年基礎ゼミナール（CA）

２年基礎ゼミナール（教員育成Ｐ）
2

専門科目単位 小計



商学部貿易学科【CF】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

9 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

10 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

11 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

12 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

13 後期 鶴田 直之

14 後期 重松 幹二

15 後期 森田 泰暢

16 地球環境 2 後期 山本 俊浩

17 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

18 後期 渡邉 裕一

19 後期 辻部 大介

28

20 保険論入門 2 前期 植村 信保

21 通年 田村 馨

22 通年 弘津 真澄

23 通年 植村 信保

24 通年 中塚 晴雄

25 通年 大上 麻海

26 通年 岡 陽子

27 前期 諸原 真樹

28 前期 弘津 真澄

29 前期 福永 良浩

30 後期 諸原 真樹

31 後期 弘津 真澄

32 後期 福永 良浩

33 情報産業論 2 前期 弘津 真澄

34 情報システム論 2 前期 川場 隆

35 前期 田村 馨

36 前期 門田 良明

37 後期 田中 靖人

38 後期 井上 修

39 後期 田村 馨

40 後期 門田 良明

41 前期 森脇 淳子

42 前期 田中 靖人

43 特別講義Ｂ（キャリア形成を考える） 2 後期 森脇 淳子

44 前期 田村 馨

45 後期 小濱 和彦

46 後期 田村 馨

47 後期 村上 剛人

48 会社簿記（22台既習者） 4 後期 井上 修

49 後期 田村 馨

50 後期 植村 信保

51 後期 弘津 真澄

52 後期 中塚 晴雄

53 後期 大上 麻海

54 後期 岡 陽子

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計

論文ゼミナール 6

情報処理入門 2

情報処理基礎 2

特別講義Ｃ（表現する力をきたえるプログラム）

特別講義Ｃ（キャリア形成実践Ⅰ）

特別講義Ｃ（教員実力養成）

特別講義Ｃ（会計プロフェッショナル養成）

2

特別講義Ｄ（表現する力をきたえるプログラム）

特別講義Ｄ（キャリア形成実践Ⅱ）
2

特別講義Ａ（キャリア形成入門）

特別講義Ａ（教員育成入門）

専門教育科目

（専門科目）

2

特別講義Ｆ（ソーシャル・イノベーションⅡ）

特別講義Ｆ（企業戦略におけるロジスティクスの現状と今

後）

2

２年専門ゼミナール 2

特別講義Ｅ（ソーシャル・イノベーションⅠ）

特別講義Ｅ（観光経済事情）
2



55 保険論 2 前期 植村 信保

56 リスクマネジメント論 2 後期 植村 信保

57 外書講読ＢⅠ 2 前期 ⾧谷川 伸子

58 外書講読ＢⅡ 2 後期 ⾧谷川 伸子

59 流通・マーケティング入門 2 前期 田村 馨

60 流通システム論 2 後期 明神 実枝

61 サービスマネジメント 2 後期 田村 馨

62 サービスマーケティング 2 前期 田村 馨

63 金融論 2 前期 中塚 晴雄

64 金融政策論 2 後期 中塚 晴雄

65 前期 田村 馨

66 前期 弘津 真澄

67 前期 中塚 晴雄

68 前期 植村 信保

69 前期 大上 麻海

70 前期 岡 陽子

71 後期 田村 馨

72 後期 弘津 真澄

73 後期 中塚 晴雄

74 後期 植村 信保

75 後期 大上 麻海

76 後期 岡 陽子

77 外書講読ⅠＡ 2 前期 ⾧谷川 伸子

78 外書講読ⅠＢ 2 後期 ⾧谷川 伸子

79 特別ゼミナールＡ（教員育成基礎） 2 後期 田中 靖人

80 簿記原理（22台既習者） 4 前期 井上 修

81 前期 井上 修

82 前期 田中 靖人

83 九州の経済・経営Ｂ 2 後期 能本 美穂

84 税と生活 2 前期 山内 進

85 税務会計論 2 後期 山内 進

86 経営診断論 2 前期 遠藤 真紀

87 応用経営診断論 2 後期 遠藤 真紀

88 経営心理学 2 前期 門田 良明

89 経営心理学各論 2 後期 門田 良明

90 監査論 2 前期 井上 修

91 クリエイティブ社会論 2 後期 藤野 真

92 経営特別講義Ａ（デザインと経営） 2 前期 吉川 伸彦

93 経営特別講義Ｂ（デザインと経営） 2 後期 吉川 伸彦

94 地域経営論 2 前期 木藤 亮太

95 社会的企業論 2 後期 原口 唯

96 プロジェクト・マネジメント論 2 前期 貝増 匡俊

97 貿易商務論Ａ 2 前期 田代 安彦

98 貿易商務論Ｂ 2 後期 田代 安彦

99 貿易特別講義Ｃ（International Communication ProgramⅠ） 2 前期 ヤング，シャーリー

100 貿易特別講義Ｄ（International Communication ProgramⅡ） 2 後期 ヤング，シャーリー

101 貿易特別講義Ｂ（商社のアントレプレナーシップと日本貿易） 2 後期 保田 明子

102 ビジネス英会話 初級 4 通年 ヤング，シャーリー

103 海上保険論Ａ 2 前期 五十部 沢

104 海上保険論Ｂ 2 後期 五十部 沢

105 ビジネス英会話 中級Ⅰ(International Trade) 2 前期 ヤング，シャーリー

106 ビジネス英会話 中級Ⅱ(International Trade) 2 後期 ヤング，シャーリー

107 ビジネス英会話 上級Ⅱ 2 後期 ヤング，シャーリー

108 ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅰ 2 前期 岡 陽子

109 ビジネスコミュニケーション実務初級Ⅱ 2 後期 岡 陽子

110 ビジネスコミュニケーション実務上級Ⅰ 2 前期 田代 安彦

111 ビジネスコミュニケーション実務上級Ⅱ 2 後期 田代 安彦

112 海商法 2 後期 吉澤 卓哉

113 行政学 4 前期 久津摩 敏生

114 知的財産法 4 前期 平澤 卓人

115 労働法 4 前期 所 浩代

116 概説政治学 2 前期 東原 正明

146

174

専門教育科目

（専門科目）

３年専門ゼミナールⅠ 2

合 計

３年専門ゼミナールⅡ 2

２年基礎ゼミナール（CA）

２年基礎ゼミナール（教員育成Ｐ）
2

専門科目単位 小計



商学部第二部商学科【BB】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

2 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

3 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

4 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

5 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

6 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

7 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

8 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

16

9 外書講読ⅠA（二部） 2 前期 チョウ ガイケイ

10 外書講読ⅠB（二部） 2 後期 チョウ ガイケイ

11 外書講読ＢⅠ（二部） 2 前期 チョウ ガイケイ

12 外書講読ＢⅡ（二部） 2 後期 チョウ ガイケイ

13 外書講読ＣⅠ（二部） 2 前期 ⾧谷川 伸子

14 外書講読ＣⅡ（二部） 2 後期 ⾧谷川 伸子

15 基礎ゼミナール（二部） BA 2 前期 井上 修

16 近代日本商業史（二部） 2 前期 草野 真樹

17 金融入門（二部） 2 後期 中塚 晴雄

18 金融論（二部） 2 前期 中塚 晴雄

19 経営学総論（二部） 2 前期 于 暁爽

20 経営診断論（二部） 2 前期 遠藤 真紀

21 経営心理学（二部） 2 前期 大上 麻海

22 経営ゼミナールＡ（二部） 4 通年 大上 麻海

23 経営組織論（二部） 2 前期 森田 泰暢

24 サービスマネジメント（二部） 2 後期 田村 馨

25 情報産業論（二部） 2 前期 弘津 真澄

26 前期 福永 良浩

27 後期 福永 良浩

28 情報処理基礎（二部） 2 後期 福永 良浩

29 情報処理入門（二部） 2 前期 福永 良浩

30 税と生活（二部） 2 前期 山内 進

31 特別講義Ａ（キャリア形成支援）（二部） 2 後期 門田 良明

32 特別講義Ａ（教員育成入門）（二部） 2 前期 田中 靖人

33 特別講義Ｂ（広告の現場）（二部） 2 前期 古賀 禎文

34 特別講義Ｃ（キャリア形成実践）（二部） 2 前期 門田 良明

35 特別講義Ｃ（教員実力養成）（二部） 2 後期 田中 靖人

36 ビジネスコミュニケーション（二部） 2 前期 田代 安彦

37 ヒューマンリソースマネジメント（二部） 2 後期 于 暁爽

38 リスクマネジメント論（二部） 2 後期 植村 信保

39 流通・マーケティング入門（二部） 2 前期 杉本 宏幸

62

78

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

合 計

全学共通科目単位 小計

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

情報システム論（二部） 2



理学部応用数学科【SM】応用数学コース
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

13 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

14 後期 鶴田 直之

15 後期 重松 幹二

16 後期 森田 泰暢

17 地球環境 2 後期 山本 俊浩

18 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

19 後期 渡邉 裕一

20 後期 辻部 大介

26

21 ネットワーク入門 2 前期 藤村 丞

22 インターンシップ 2 後期 白石 修二

4

30

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

芸術Ｂ

現代を生きる

国際化と日本

商学Ａ

商学Ｂ

2

2

合 計

共通教育科目

（全学共通科目）

全学共通科目単位 小計

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

2

2

2

2

芸術Ａ



理学部応用数学科【SM】社会数理・情報コース
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

13 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

14 後期 鶴田 直之

15 後期 重松 幹二

16 後期 森田 泰暢

17 地球環境 2 後期 山本 俊浩

18 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

19 後期 渡邉 裕一

20 後期 辻部 大介

26

21 ネットワーク入門 2 前期 藤村 丞

22 システムプログラミング 4 後期 中國 真教

23 インターンシップ 2 後期 白石 修二

8

34

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計



理学部物理科学科【SP】物理科学コース
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 図形情報 2 後期 藤 智亮

2 前期 植野 健造

3 前期 川浪 千鶴

4 後期 植野 健造

5 後期 川浪 千鶴

6 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

7 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

8 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

9 前期 片山 富弘

10 前期 明神 実枝

11 後期 片山 富弘

12 後期 明神 実枝

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 後期 鶴田 直之

16 後期 重松 幹二

17 後期 森田 泰暢

18 地球環境 2 後期 山本 俊浩

19 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

20 後期 渡邉 裕一

21 後期 辻部 大介

28

22 物理と社会 2 前期 固武 慶

23 理科教育法Ⅰ 2 前期 香月 義弘

24 理科教育法Ⅱ 2 後期 林 壮一

25 発明と特許 2 前期 山野 有希子

26 通信工学 2 後期 太郎丸 眞

27 情報伝送工学 2 前期 大橋 正良

12

40

全学共通科目単位 小計

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

芸術Ａ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計



理学部物理科学科【SP】ナノサイエンス・インスティテュートコース
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 図形情報 2 後期 藤 智亮

2 前期 植野 健造

3 前期 川浪 千鶴

4 後期 植野 健造

5 後期 川浪 千鶴

6 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

7 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

8 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

9 前期 片山 富弘

10 前期 明神 実枝

11 後期 片山 富弘

12 後期 明神 実枝

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 後期 鶴田 直之

16 後期 重松 幹二

17 後期 森田 泰暢

18 地球環境 2 後期 山本 俊浩

19 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

20 後期 渡邉 裕一

21 後期 辻部 大介

28

22 理学と社会 2 前期 固武 慶

23 環境分析化学 2 前期 栗崎 敏

24 理科教育法Ⅰ 2 前期 香月 義弘

25 理科教育法Ⅱ 2 後期 林 壮一

26 発明と特許 2 前期 山野 有希子

27 通信工学 2 後期 太郎丸 眞

28 情報伝送工学 2 前期 大橋 正良

29 ナノ科学応用実習 2 後期 林田 修

16

44

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計



理学部化学科【SC】化学コース
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 図形情報 2 後期 藤 智亮

2 前期 植野 健造

3 前期 川浪 千鶴

4 後期 植野 健造

5 後期 川浪 千鶴

6 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

7 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

8 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

9 前期 片山 富弘

10 前期 明神 実枝

11 後期 片山 富弘

12 後期 明神 実枝

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 後期 鶴田 直之

16 後期 重松 幹二

17 後期 森田 泰暢

18 地球環境 2 後期 山本 俊浩

19 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

20 後期 渡邉 裕一

21 後期 辻部 大介

28

22 環境分析化学 2 前期 栗崎 敏

23 理科教育法Ⅰ 2 前期 香月 義弘

24 理科教育法Ⅱ 2 前期 香月 義弘

25 発明と特許 2 前期 山野 有希子

8

36

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計



理学部化学科【SC】ナノサイエンス・インスティテュートコース
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 図形情報 2 後期 藤 智亮

2 前期 植野 健造

3 前期 川浪 千鶴

4 後期 植野 健造

5 後期 川浪 千鶴

6 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

7 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

8 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

9 前期 片山 富弘

10 前期 明神 実枝

11 後期 片山 富弘

12 後期 明神 実枝

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 後期 鶴田 直之

16 後期 重松 幹二

17 後期 森田 泰暢

18 地球環境 2 後期 山本 俊浩

19 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

20 後期 渡邉 裕一

21 後期 辻部 大介

28

22 理学と社会 2 前期 固武 慶

23 環境分析化学 2 前期 栗崎 敏

24 理科教育法Ⅰ 2 前期 香月 義弘

25 理科教育法Ⅱ 2 後期 林 壮一

26 発明と特許 2 前期 山野 有希子

27 ナノ科学応用実習 2 後期 林田 修

12

40

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計



理学部地球圏科学科【SE】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

13 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

14 後期 鶴田 直之

15 後期 重松 幹二

16 後期 森田 泰暢

17 地球環境 2 後期 山本 俊浩

18 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

19 後期 渡邉 裕一

20 後期 辻部 大介

26

21 応用地球圏科学 2 後期 岩山 隆寛

22 理科教育法Ⅰ 2 前期 香月 義弘

23 理科教育法Ⅱ 2 後期 香月 義弘

6

32

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計



工学部機械工学科【TM】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介

32

24 流体力学Ⅰ 2 前期 稲毛 真一

25 流体機械 2 前期 稲毛 真一

26 流体力学Ⅱ 2 後期 稲毛 真一

27 ターボ機械 2 後期 稲毛 真一

28 機械加工法 2 前期 山辺 純一郎

29 前期 山辺 純一郎

30 前期 山辺 純一郎

31 計測工学 2 後期 山辺 純一郎

32 工作機械 2 後期 山辺 純一郎

33 金属材料学 2 後期 山辺 純一郎

34 機械工作法 2 後期 山辺 純一郎

35 技術者リテラシーⅠ 1 前期 安東 洋一

36 前期 安東 洋一

37 前期 安東 洋一

38 機械制御工学Ⅲ 2 前期 林 ⾧軍

39 数値解析 2 後期 林 ⾧軍

40 基礎防災学 2 前期 重松 幹二

27

59

2

2

2

2

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ

芸術Ｂ

現代を生きる

国際化と日本

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

全学共通科目単位 小計

専門科目単位 小計

合 計

専門教育科目

（専門科目）

機械工作実習 1

流体工学実験 1



工学部電気工学科【TE】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介

32

24 基礎電気工学 1 後期 花井 正広

25 卒業論文 3 集中通年 花井 正広

26 前期 西田 貴司

27 前期 西田 貴司

28 前期 根葉 保彦

29 前期 根葉 保彦

30 前期 花井 正広

31 前期 花井 正広

32 電気材料Ⅰ 2 前期 花井 正広

33 電気材料Ⅱ 2 後期 花井 正広

34 高電圧工学 2 後期 花井 正広

35 前期 江田 孝治

36 前期 江田 孝治

37 前期 江田 孝治

38 前期 江田 孝治

39 プログラム技法 2 後期 江田 孝治

40 後期 江田 孝治

41 後期 江田 孝治

42 後期 江田 孝治

43 後期 江田 孝治

44 後期 小浜 輝彦

45 後期 小浜 輝彦

46 応用電気化学大意 2 前期 高村 紀充

47 基礎防災学 2 前期 重松 幹二

48 電気法規及び施設管理 2 後期 西 孝之

34

66

2

2

2

2

2

合 計

電気基礎実験Ⅰ

電気工学実験Ⅰ

電気工学実験Ⅲ

情報処理Ⅰ

コンピュータ基礎Ⅰ

電気基礎実験Ⅱ

情報処理Ⅱ

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

電気工学実験Ⅱ

2

2

2

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計



工学部電子情報工学科【TL】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介
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24 通信工学Ⅱ 2 前期 大橋 正良

25 通信法規 2 前期 大橋 正良

26 情報理論 2 前期 大橋 正良

27 ディジタル信号処理 2 前期 大橋 正良

28 計算機工学Ⅰ 2 前期 佐藤 寿倫

29 計算機工学Ⅱ 2 前期 佐藤 寿倫

30 後期 佐藤 寿倫

31 後期 佐藤 寿倫

32 計算機工学Ⅲ 2 後期 佐藤 寿倫

33 前期 太郎丸 眞

34 後期 太郎丸 眞

35 通信応用 2 前期 太郎丸 眞

36 通信工学Ⅰ 2 後期 太郎丸 眞

37 電子系のための情報処理 2 後期 太郎丸 眞

38 電気磁気学 2 前期 名倉 徹

39 半導体デバイス 2 前期 名倉 徹

40 基礎電気磁気学 2 後期 名倉 徹

41 半導体工学 2 後期 名倉 徹

42 情報職業論 2 前期 廣重 法道

43 情報化社会論 2 後期 廣重 法道

44 基礎防災学 2 前期 重松 幹二

45 通信・放送システム 2 集中後期 武藤 浩二

40
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専門科目単位 小計

合 計

ディジタル電子回路 2

電気回路Ⅱ 2
専門教育科目

（専門科目）

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計



工学部化学システム工学科【TK】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介
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24 基礎防災学 2 前期 重松 幹二

25 物質移動工学Ⅱ 2 後期 新戸 浩幸

26 技術者倫理 2 後期 野田 賢

27 化学装置設計 2 前期 鈴川 一己

28 伝熱工学 2 前期 鈴川 一己

29 化学工学と社会 2 前期 久保田 純

30 流体工学 2 後期 鈴川 一己

31 化学工学特別講義 2 集中後期 鈴川 一己

32 化学工学計算法 2 後期 野田 賢

33 高分子化学 2 前期 八尾 滋

34 研究開発序論 2 前期 八尾 滋

35 工業有機材料 2 後期 八尾 滋

36 工業有機化学 2 後期 八尾 滋

37 機械的分離工学 2 前期 永島 大

38 化学工学演習Ⅲ 1 前期 久保田 純

39 化学工学演習Ⅳ 1 後期 久保田 純

40 外書講読・コミュニケーション 2 前期 久保田 純

41 修学基礎演習 1 後期 久保田 純

42 卒業論文 4 集中通年 久保田 純
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専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計



工学部社会デザイン工学科【TC】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介
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24 基礎防災学 2 前期 重松 幹二

25 地盤工学 2 前期 佐藤 研一

26 前期 佐藤 研一

27 前期 佐藤 研一

28 構造・空間デザイン演習 2 前期 柴田 久

29 建設景観学 2 前期 柴田 久

30 前期 柴田 久

31 前期 柴田 久

32 景観デザイン論 2 後期 柴田 久

33 都市計画 2 前期 辰巳 浩

34 前期 辰巳 浩

35 前期 辰巳 浩

36 キャリア演習 1 後期 辰巳 浩

37 交通計画学 2 後期 辰巳 浩

38 材料・地盤実験 2 前期 村上 哲

39 防災・環境地盤工学 2 後期 村上 哲

40 後期 村上 哲

41 後期 村上 哲

42 キャリアデザイン 2 前期 村上 哲

43 技術者倫理 2 後期 櫨原 弘貴

44 社会基盤の維持管理 2 後期 添田 政司

45 環境アセスメント 2 前期 為田 一雄

46 工業火薬学 2 後期 中原 和彦
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基礎地盤力学及び演習 3

情報処理演習 1

社会基盤計画学 2

応用地盤力学及び演習 3

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計



工学部建築学科【TA】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介
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24 建築設計Ⅱ 3 後期 池添 昌幸

25 建築設計Ⅰ 3 前期 太記 祐一

26 意匠論Ⅱ 2 前期 趙 翔

27 総合設計Ⅱ 3 前期 趙 翔

28 総合設計Ⅰ 3 後期 趙 翔

29 集住建築論 2 後期 趙 翔

30 前期 吉澤 幹夫

31 前期 吉澤 幹夫

32 建築構造概論 2 前期 吉澤 幹夫

33 技術者倫理 2 前期 吉澤 幹夫

34 建築構法 2 後期 吉澤 幹夫

35 建築構造設計演習 2 後期 吉澤 幹夫

36 建築基礎構造 2 後期 吉澤 幹夫

37 コンピュータ構造解析法 2 後期 吉澤 幹夫

38 建築設計Ⅲ 3 前期 宮崎 慎也

39 建築デザイン基礎Ⅱ 3 後期 野田 りさ

40 建築情報 2 後期 奈尾 信英

41 ランドスケープデザイン論 2 後期 西川 真水

42 建築法規 2 前期 乗松 昭一郎

42
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専門科目単位 小計

合 計

建築生産管理 2

専門教育科目

（専門科目）

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計



医学部医学科【MM】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

2 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

3 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

4 前期 片山 富弘

5 前期 明神 実枝

6 後期 片山 富弘

7 後期 明神 実枝

8 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

9 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

10 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

11 後期 鶴田 直之

12 後期 重松 幹二

13 後期 森田 泰暢

14 地球環境 2 後期 山本 俊浩

15 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

16 後期 渡邉 裕一

17 後期 辻部 大介
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18  専門教育科目（専門科目） 臨床修練Ⅰ
33

（1320時間）
通年 各診療科指導医
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57

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

現代を生きる

国際化と日本

2

2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

全学共通科目単位 小計

専門科目単位 小計

合 計



医学部看護学科【MN】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 地球環境 2 後期 山本 俊浩

18 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき
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19 病気をもつ高齢者の看護 2 前期 有田 久美

20 老年看護学実習 3 集中後期 有田 久美

21 回復期・リハビリテーションと看護 1 後期 岩永 和代

22 災害看護 1 後期 岩永 和代

23 成人看護学実習Ⅰ 3 集中後期 岩永 和代

24 終末期の成人看護 1 前期 浦 綾子

25 看護研究入門 1 前期 江藤 真紀

26 健康行動科学入門  （21台以降） 後期 江藤 真紀

27 健康行動科学入門  （20台以前） 後期 江藤 真紀

28 公衆衛生看護活動論Ⅱ 1 前期 江藤 真紀

29 公衆衛生看護学総論 2 前期 江藤 真紀

30 からだの構造と機能Ⅰ 2 前期 大倉 義文

31 からだの構造と機能Ⅱ 2 前期 大倉 義文

32 からだの防御のしくみ 2 後期 大倉 義文

33 看護研究 2 通年 大倉 義文

34 薬のはたらき 1 後期 大倉 義文

35 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ 2 後期 大倉 義文

36 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱ 2 前期 大倉 義文

37 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅲ 2 後期 大倉 義文

38 看護情報学 2 後期 大田 博

39 看護統計学 1 後期 大田 博

40 急性期の看護 2 前期 大田 博

41 急性期の成人看護 2 前期 大田 博

42 成人看護学概論 1 後期 緒方 久美子

43 先端医療と看護 1 後期 緒方 久美子

44 在宅看護概論 1 後期 木村 裕美

45 在宅看護実践論 2 前期 木村 裕美

46 総合実習 2 集中前期 久木原 博子

47 老化と看護 1 前期 久木原 博子

48 老年看護学概論 2 前期 久木原 博子

49 国際保健看護 1 集中前期 黒髪 恵

50 こころの病と看護 2 前期 黒髪 恵

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ

芸術Ｂ

2

2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

全学共通科目単位 小計

1

専門教育科目

（専門科目）



51 精神看護学実習 2 集中後期 黒髪 恵

52 在宅看護論実習 2 集中後期 古賀 佳代子

53 学校保健 1 後期 小柳 康子

54 健康相談活動 2 前期 小柳 康子

55 養護概説（21台以降） 前期 小柳 康子

56 養護概説（20台以前） 前期 小柳 康子

57 生活看護技術 3 後期 坂梨 左織

58 ヘルスアセスメント 2 前期 坂梨 左織

59 食と生活 2 前期 佐久間 良子

60 女性の健康と看護 1 前期 佐久間 良子

61 発達看護 2 前期 佐久間 良子

62 母性看護学実習 2 集中後期 佐久間 良子

63 医療安全 2 後期 末次 典恵

64 医療安全と多職種連携 2 後期 末次 典恵

65 看護管理 1 前期 末次 典恵

66 看護学概論 1 前期 末次 典恵

67 コミュニケーション論 2 前期 末次 典恵

68 早期看護体験実習 1 集中後期 末次 典恵

69 こころの健康と看護 1 後期 中島 充代

70 精神看護学概論 1 集中前期 中島 充代

71 精神保健 1 後期 中島 充代

72 健康行動科学方法論 1 後期 ⾧谷川 珠代

73 公衆衛生看護活動論Ⅰ 2 後期 ⾧谷川 珠代

74 ヘルスプロモーション実習 1 集中後期 ⾧谷川 珠代

75 保健医療福祉行政論 2 前期 ⾧谷川 珠代

76 疫学・保健統計 2 前期 馬場 みちえ

77 健康政策論 1 後期 馬場 みちえ

78 公衆衛生看護活動論Ⅲ 1 前期 馬場 みちえ

79 公衆衛生看護学実習 5 通年 馬場 みちえ

80 周産期の看護 2 前期 藤木 久美子

81 成人看護学実習Ⅱ 3 集中前期 牧 香里

82 慢性期の看護 2 後期 牧 香里

83 慢性期の成人看護 2 後期 牧 香里

84 小児看護学実習 2 集中後期 松本 祐佳里

85 病気をもつこどもと家族の看護 2 前期 松本 祐佳里

86 感染看護 1 後期 宮城 由美子

87 薬のはたらきと薬物療法 1 前期 宮城 由美子

88 健康なこどもの成⾧発達と生活支援 1 前期 宮城 由美子

89 小児看護学概論 1 集中後期 宮城 由美子

90 発達看護概論 2 後期 宮城 由美子

91 発達看護実習Ⅰ 1 集中後期 宮城 由美子

92 看護過程展開技術 1 前期 宗正 みゆき

93 看護の理論と倫理 1 後期 宗正 みゆき

94 基礎看護学実習Ⅱ  （21台以降） 集中後期 宗正 みゆき

95 基礎看護学実習Ⅱ  （20台以前） 集中後期 宗正 みゆき

96 基礎看護学実習Ⅰ  （21台以降） 集中後期 吉川 千鶴子

97 基礎看護学実習Ⅰ  （20台以前） 集中後期 吉川 千鶴子

98 診療看護技術 2 後期 吉川 千鶴子
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154

専門科目単位 小計

合 計

2

2

1

専門教育科目

（専門科目）



薬学部薬学科【PP】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

13 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

14 後期 鶴田 直之

15 後期 重松 幹二

16 後期 森田 泰暢

17 地球環境 2 後期 山本 俊浩

18 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

19 後期 渡邉 裕一

20 後期 辻部 大介

26

21 薬科処方解析学 「15台以降」 1 前期 江川 孝

22 臨床薬学総合講義Ⅱ 「15台以降」 2 後期 江川 孝

23 実務実習事後学習 「15台以降」 1 前期 江川 孝

24 前期 今給黎 修

25 前期 今給黎 修

26 医薬品開発論 「15台以降」 1 前期 今給黎 修

27 前期 山内 淳史

28 前期 山内 淳史

29 実務実習事前学習 4 通年 山内 淳史

30 調剤学総論 1 前期 緒方 憲太郎

31 前期 松尾 宏一

32 前期 松尾 宏一

33 実務実習 20 通年 神村 英利

34 前期 神村 英利

35 前期 神村 英利

36 後期 神村 英利

37 後期 神村 英利

38 前期 神村 英利

39 前期 神村 英利

40 薬事・医事関係法規総合講義 「15台以降」 2 後期 神村 英利

41 前期 冨永 宏治

42 前期 冨永 宏治
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2

2

2

2

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ

芸術Ｂ

現代を生きる

国際化と日本

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

全学共通科目単位 小計

専門科目単位 小計

合 計

専門教育科目

（専門科目）

医薬品開発・経済学 「P-a」「P-b」

薬学疾患管理学 「P-a」「P-b」

疾患薬理学Ⅳ 「P-a」「P-b」

薬学概論 「P-a」「P-b」

コミュニケーション学 「P-a」「P-b」

薬事関係法規論 「P-a」「P-b」

薬学健康管理学 「P-a」「P-b」

1

1

1

1

1

1

1



スポーツ科学部スポーツ科学科【GS】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介

32

24 スポーツ整形外科学 2 前期 吉村 一朗

25 健康運動器外科学 2 前期 吉村 一朗

26 解剖生理学 2 前期 重森 裕

27 解剖生理学Ⅱ 2 後期 重森 裕

28 運動療法実習 1 通年 上原 吉就

29 スポーツ内科学 2 後期 上原 吉就

30 団体指導 2 後期 梅田 保人

31 保健体育教職演習Ⅰ 2 前期 梅田 保人

32 保健体育教職演習Ⅱ 2 前期 梅田 保人

33 身体コンディショニング論 2 後期 重森 裕

34 ピークパフォーマンス演習Ⅰ 2 前期 乾 真寛

35 ピークパフォーマンス演習Ⅱ 2 通年 田場 昭一郎

36 フィットネス実習 1 通年 道下 竜馬

37 運動療法・処方（含むリハビリテーション） 2 前期 道下 竜馬

38 スポーツメディア論 2 後期 向吉 三郎

39 エアロビックエクササイズ 1 前期 森山 暎子

40 アダプテットスポーツ演習 2 前期 山野 洸平

41 基礎防災学 2 前期 重松 幹二
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2

2

2

実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ

芸術Ｂ

現代を生きる

国際化と日本

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

全学共通科目単位 小計

専門科目単位 小計

合 計

専門教育科目

（専門科目）



スポーツ科学部健康運動科学科【GH】
№ 科目分類 科目名 単位数 期別 教員氏名

1 前期 植野 健造

2 前期 川浪 千鶴

3 後期 植野 健造

4 後期 川浪 千鶴

5 法学Ａ 2 前期 城野 一憲

6 政治学Ａ 2 前期 東原 正明

7 政治学Ｂ 2 後期 東原 正明

8 前期 片山 富弘

9 前期 明神 実枝

10 後期 片山 富弘

11 後期 明神 実枝

12 教育論Ｂ 2 後期 野口 徹

13 心理学Ａ 2 前期 大上 渉

14 心理学Ｂ 2 後期 大上 渉

15 自然科学入門 2 前期 西園 幸久

16 自然科学と人間 2 後期 西園 幸久

17 後期 鶴田 直之

18 後期 重松 幹二

19 後期 森田 泰暢

20 地球環境 2 後期 山本 俊浩

21 生命・健康と医療 2 前期 宗正 みゆき

22 後期 渡邉 裕一

23 後期 辻部 大介

32

24 スポーツ整形外科学 2 前期 吉村 一朗

25 健康運動器外科学 2 前期 吉村 一朗

26 解剖生理学Ⅰ 2 前期 重森 裕

27 解剖生理学Ⅱ 2 後期 重森 裕

28 運動療法実習 1 通年 上原 吉就

29 スポーツ内科学 2 後期 上原 吉就

30 団体指導 2 後期 梅田 保人

31 健康運動指導演習Ⅰ 2 後期 道下 竜馬

32 保健体育教職演習Ⅰ 2 前期 梅田 保人

33 保健体育教職演習Ⅱ 2 前期 梅田 保人

34 身体コンディショニング論 2 後期 重森 裕

35 フィットネス実習 1 通年 道下 竜馬

36 ピークパフォーマンス演習Ⅰ 2 前期 乾 真寛

37 運動療法・処方（含むリハビリテーション） 2 前期 道下 竜馬

38 スポーツメディア論 2 後期 向吉 三郎

39 エアロビックエクササイズ 1 前期 森山 暎子

40 アダプテットスポーツ演習 2 前期 山野 洸平

41 基礎防災学 2 前期 重松 幹二
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実務経験のある教員による授業科目一覧(2022年度開講科目)

共通教育科目

（全学共通科目）

芸術Ａ 2

芸術Ｂ 2

商学Ａ 2

商学Ｂ 2

現代を生きる 2

国際化と日本 2

全学共通科目単位 小計

専門教育科目

（専門科目）

専門科目単位 小計

合 計


