
2022年度「実務経験のある教員等による授業科目」一覧
常磐大学

【　全学共通　】
学科 授業科目の名称 講義コード 担当者 単位数

経済学 30110000 文堂　弘之 （他 1名） 2
キャリア形成と大学 30320000 橋爪　英輔 2
キャリア形成と大学 30320010 飯野　令子
キャリア形成と大学 30320020 西岡　裕美
キャリア形成と大学 30320030 ⾧谷川　幸一
キャリア形成と大学 30320040 森　弘一
キャリア形成と産業社会 30321000 旦　まゆみ 2
インターンシップ 30324000 旦　まゆみ （他 1名） 2
海外研修A 30333000 菅田　浩一郎 （他 1名） 2
海外研修A 30333010 木下　恵二 （他 1名）
海外研修A 30333020 旦　まゆみ （他 1名）
海外研修A 30333040 崔　蘭英 （他 1名）
海外研修B 30334000 菅田　浩一郎 （他 1名） 2
海外研修B 30334010 木下　恵二 （他 1名）
海外研修B 30334020 旦　まゆみ （他 1名）
海外研修B 30334040 崔　蘭英 （他 1名）
海外研修C 30335000 菅田　浩一郎 （他 1名） 2
海外研修C 30335010 木下　恵二 （他 1名）
海外研修C 30335020 旦　まゆみ （他 1名）
海外研修C 30335040 崔　蘭英 （他 1名）

全学共通 集計 14
図書館実習 30635000 田嶋　知宏 1

全学共通（人間科学部健康栄養学科・看護学部看護学科除く） 集計 1

全学共通 合計 15

【　人間科学部　】
学科等 授業科目の名称 講義コード 担当教員 単位数
心理学科 臨床心理学実験実習 32108000 島田　茂樹 （他 3名） 2
心理学科 知覚・認知心理学（認知） 32111000 渡辺　めぐみ 2
心理学科 臨床心理学概論 32117000 馬塲　久美子 2
心理学科 産業・組織心理学 32121000 申　紅仙 2
心理学科 心理学的支援法 32127000 秋山　邦久 2
心理学科 精神疾患とその治療 32130000 馬塲　久美子 （他 1名） 2
心理学科 司法・犯罪心理学 32133000 寺村　堅志 2
心理学科 公認心理師の職責 32135000 馬塲　久美子 （他 1名） 2
心理学科 関係行政論 32136000 寺村　堅志 2
心理学科 心理演習 32137000 秋山　邦久 （他 1名） 2
心理学科 心理実習 32138000 島田　茂樹 （他 4名） 2
心理学科 心理実習 32138010 島田　茂樹 （他 3名）
心理学科 集計 22



学科等 授業科目の名称 講義コード 担当教員 単位数
教育学科初等教育コース 教育者への道Ⅰ 32200000 平野　哲也 （他 11名） 2
教育学科初等教育コース 教育者への道Ⅱ 32201000 平野　哲也 （他 9名） 2
教育学科初等教育コース 介護等の体験 32206010 大髙　皇 （他 1名） 2
教育学科初等教育コース 学校インターンシップＡ 32207000 小島　睦 （他 3名） 1
教育学科初等教育コース 学校インターンシップＢ 32208000 小島　睦 （他 2名） 1
教育学科初等教育コース 学校インターンシップＣ 32209010 小島　睦 （他 2名） 1
教育学科初等教育コース 教育実践研究 32211000 柴原　宏一 （他 1名） 2
教育学科初等教育コース 教職設計演習Ⅰ 32213000 小島　睦 （他 1名） 2
教育学科初等教育コース 教職設計演習Ⅱ 32214000 小島　睦 （他 2名） 2
教育学科初等教育コース 教職設計演習Ⅲ 32215000 小島　睦 （他 2名） 2
教育学科初等教育コース 教職入門（初等） 32230000 小島　睦 2
教育学科初等教育コース 国語 32242000 渡邊　洋子 2
教育学科初等教育コース 幼児教育課程の意義と編成 32254000 佐藤　賢一郎 2
教育学科初等教育コース 保育内容指導法（人間関係） 32256000 佐藤　賢一郎 2
教育学科初等教育コース 幼児・児童の理解と指導 32261000 佐藤　賢一郎 2
教育学科初等教育コース 初等国語科教育法 32262000 渡邊　洋子 2
教育学科初等教育コース 道徳教育の理論と実践（初等） 32272000 石井　純一 2
教育学科初等教育コース 教育方法学（初等） 32275000 打越　正貴 2
教育学科初等教育コース 小学校教育実習（事前事後指導を含む） 32279000 渡邊　洋子 （他 1名） 5
教育学科初等教育コース 小学校教育実習（事前事後指導を含む） 32279010 石﨑　友規 （他 1名）
教育学科初等教育コース 小学校教育実習（事前事後指導を含む） 32279020 渡邊　洋子 （他 1名）
教育学科初等教育コース 幼稚園教育実習（事前事後指導を含む） 32280000 佐藤　賢一郎 5
教育学科初等教育コース 幼稚園教育実習（事前事後指導を含む） 32280010 佐藤　賢一郎
教育学科初等教育コース 幼稚園教育の実際（幼小連携教育を含む） 32281000 佐藤　賢一郎 2
教育学科初等教育コース 教職実践演習（幼・小） 32282000 佐藤　賢一郎 2
教育学科初等教育コース 教職実践演習（幼・小） 32282010 渡邊　洋子 （他 1名）
教育学科初等教育コース 集計 30
教育学科中等教育コース 教育者への道Ⅰ 32200010 平野　哲也 （他 11名） 2
教育学科中等教育コース 教育者への道Ⅱ 32201010 平野　哲也 （他 9名） 2
教育学科中等教育コース 介護等の体験 32206030 大髙　皇 （他 1名） 2
教育学科中等教育コース 学校インターンシップＡ 32207010 小島　睦 （他 3名） 1
教育学科中等教育コース 学校インターンシップＢ 32208010 小島　睦 （他 2名） 1
教育学科中等教育コース 学校インターンシップＣ 32209000 小島　睦 （他 2名） 1
教育学科中等教育コース 教育実践研究 32211010 柴原　宏一 （他 1名） 2
教育学科中等教育コース 教職設計演習Ⅰ 32213010 小島　睦 （他 1名） 2
教育学科中等教育コース 教職設計演習Ⅱ 32214010 小島　睦 （他 2名） 2
教育学科中等教育コース 教職設計演習Ⅲ 32215010 小島　睦 （他 2名） 2
教育学科中等教育コース 教職入門（中等） 32300000 柴原　宏一 2
教育学科中等教育コース 法律学（国際法を含む） 32328000 尾﨑　久仁子 2
教育学科中等教育コース 道徳教育の理論と実践（中等） 32337000 石井　純一 2
教育学科中等教育コース 教育方法学（中等） 32340000 打越　正貴 2
教育学科中等教育コース 中学校教育実習（事前事後指導を含む） 32344000 大髙　皇 （他 1名） 5
教育学科中等教育コース 中学校教育実習（事前事後指導を含む） 32344010 大髙　皇
教育学科中等教育コース 高等学校教育実習（事前事後指導を含む） 32345000 大髙　皇 （他 1名） 3
教育学科中等教育コース 高等学校教育実習（事前事後指導を含む） 32345010 大髙　皇
教育学科中等教育コース 教職実践演習（中・高） 32346000 大髙　皇 （他 1名） 2
教育学科中等教育コース 集計 18



学科等 授業科目の名称 講義コード 担当教員 単位数
現代社会学科 法律学（国際法を含む） 32328010 尾﨑　久仁子 2
現代社会学科 心理学と心理的支援 32443000 若林　功 2
現代社会学科 ソーシャルワークの基盤と専門職 32447000 若林　功 2
現代社会学科 ソーシャルワークの基盤と専門職（専門） 32448000 若林　功 2
現代社会学科 更生保護制度 33415000 寺村　堅志 1
現代社会学科 相談援助実習指導 33419000 若林　功 3
現代社会学科 相談援助実習指導 33419010 若林　功
現代社会学科 相談援助実習 33420000 若林　功 4
現代社会学科 相談援助実習 33420010 若林　功
現代社会学科 社会福祉実習指導Ⅰ 33458000 若林　功 1
現代社会学科 社会福祉実習指導Ⅱ 33459000 若林　功 1
現代社会学科 社会福祉実習 33460000 若林　功 4
現代社会学科 障害者福祉 32456000 竹内　淳 2
現代社会学科 児童・家庭福祉 32457000 秋山　邦久 2
現代社会学科 集計 26
コミュニケーション学科
コミュニケーション学科 集計 0



学科等 授業科目の名称 講義コード 担当教員 単位数
健康栄養学科 公衆衛生学Ⅰ 32702000 矢口　明子 2
健康栄養学科 公衆衛生学Ⅰ 32702010 矢口　明子
健康栄養学科 公衆衛生学Ⅱ 32703000 矢口　明子 2
健康栄養学科 公衆衛生学Ⅱ 32703010 矢口　明子
健康栄養学科 公衆衛生学実習 32704000 矢口　明子 1
健康栄養学科 公衆衛生学実習 32704010 矢口　明子
健康栄養学科 生化学 32705000 藤堂　景史 （他 1名） 2
健康栄養学科 生化学 32705010 藤堂　景史 （他 1名）
健康栄養学科 生化学実験 32706000 藤堂　景史 1
健康栄養学科 生化学実験 32706010 藤堂　景史
健康栄養学科 病理学 32711000 小泉　雅典 2
健康栄養学科 病理学 32711010 小泉　雅典
健康栄養学科 臨床医学Ⅰ 32712000 大河内　信弘 2
健康栄養学科 臨床医学Ⅰ 32712010 大河内　信弘
健康栄養学科 臨床医学Ⅱ 32713000 大河内　信弘 2
健康栄養学科 臨床医学Ⅱ 32713010 大河内　信弘
健康栄養学科 食品衛生学 32720000 小髙　秀正 2
健康栄養学科 食品衛生学 32720010 小髙　秀正
健康栄養学科 食品衛生学実験 32721000 小髙　秀正 1
健康栄養学科 食品衛生学実験 32721010 小髙　秀正
健康栄養学科 栄養教育論Ⅰ 32733000 澤田　樹美 2
健康栄養学科 栄養教育論Ⅰ 32733010 澤田　樹美
健康栄養学科 栄養教育論Ⅱ 32734000 澤田　樹美 2
健康栄養学科 栄養教育論Ⅱ 32734010 澤田　樹美
健康栄養学科 栄養教育論Ⅲ 32735000 澤田　樹美 2
健康栄養学科 栄養教育論Ⅲ 32735010 澤田　樹美
健康栄養学科 栄養教育論実習 32736000 澤田　樹美 1
健康栄養学科 栄養教育論実習 32736010 澤田　樹美
健康栄養学科 臨床栄養学Ⅰ 32737000 栗原　惠子 2
健康栄養学科 臨床栄養学Ⅰ 32737010 栗原　惠子
健康栄養学科 臨床栄養学Ⅱ 32738000 大津　美紀 2
健康栄養学科 臨床栄養学Ⅱ 32738010 大津　美紀
健康栄養学科 臨床栄養学Ⅲ 32739000 大津　美紀 2
健康栄養学科 臨床栄養学Ⅲ 32739010 大津　美紀
健康栄養学科 臨床栄養学実習Ⅰ 32740000 岡　純子 1
健康栄養学科 臨床栄養学実習Ⅰ 32740010 岡　純子
健康栄養学科 臨床栄養学実習Ⅱ 32741000 大津　美紀 （他 1名） 1
健康栄養学科 臨床栄養学実習Ⅱ 32741010 大津　美紀 （他 1名）
健康栄養学科 臨床検査概論 32742000 植木　浜一 2
健康栄養学科 臨床栄養臨地実習 32751000 大津　美紀 2
健康栄養学科 臨床栄養臨地実習 32751010 大津　美紀
健康栄養学科 公衆栄養臨地実習 32752000 秋山　隆 1
健康栄養学科 公衆栄養臨地実習 32752010 秋山　隆
健康栄養学科 臨床薬理学 32755000 大河内　信弘 2
健康栄養学科 学校栄養教育論Ⅰ 32761000 柳澤　けい子 2
健康栄養学科 学校栄養教育論Ⅱ 32762000 柳澤　けい子 2
健康栄養学科 栄養教育実習（事前事後指導を含む） 30606000 柳澤　けい子 2
健康栄養学科 教職実践演習（栄養） 30607000 柳澤　けい子 （他 1名） 2
健康栄養学科 集計 47

人間科学部 合計 143



【　総合政策学部　】
学科等 授業科目の名称 講義コード 担当教員 単位数
経営学科 キャリア開発論 34107000 文堂　弘之 （他 1名） 2
経営学科 国際ビジネス論 34108000 菅田　浩一郎 2
経営学科 中小企業経営論 34119000 菅田　浩一郎 2
経営学科 国際経営論 34121000 菅田　浩一郎 2
経営学科 財務管理論 34140000 文堂　弘之 2
経営学科 観光文化産業論 35104000 正木　聡 2
経営学科 集計 12
法律行政学科 行政法Ⅰ 34205000 吉田　勉 2
法律行政学科 国際法 34208000 尾﨑　久仁子 2
法律行政学科 自治体経営論 34214000 吉田　勉 （他 1名） 2
法律行政学科 集計 6
総合政策学科 国際経営論 34121010 菅田　浩一郎 2
総合政策学科 国際関係論 34310000 尾﨑　久仁子 （他 1名） 2
総合政策学科 行政法 34315000 吉田　勉 2
総合政策学科 立法技術論 34321000 吉田　勉 （他 1名） 2
総合政策学科 地域文化資源と観光 34339000 正木　聡 2
総合政策学科 地域文化資源のデザイン 34340000 正木　聡 2
総合政策学科 地域観光産業 34341000 正木　聡 2
総合政策学科 観光マーケティング 34342000 正木　聡 2
総合政策学科 観光ビジネス実務総論 34344000 正木　聡 2
総合政策学科 観光ビジネス実務演習 34345000 正木　聡 2
総合政策学科 観光文化産業論 35104000 正木　聡 2
総合政策学科 集計 22

総合政策学部 合計 40

【　看護学部　】
学科等 授業科目の名称 講義コード 担当教員 単位数
看護学科 臨床薬理学 36005000 本杉　侑也 2
看護学科 疾病と治療論Ⅰ 36007000 小泉　智三 （他 4名） 2
看護学科 疾病と治療論Ⅱ 36008000 小泉　智三 （他 3名） 2
看護学科 疾病と治療論Ⅲ 36009000 安田　貢 （他 7名） 2
看護学科 疾病と治療論Ⅳ 36010000 竹谷　俊樹 2
看護学科 健康行動とヘルスプロモーション 36015000 黒田　暢子 （他 3名） 1
看護学科 医療問題解決方法 36016000 福田　大祐 （他 1名） 1
看護学科 保健医療福祉行政論 36019000 会沢　紀子 （他 2名） 2
看護学科 看護職への道Ⅰ（看護職の学びの基盤） 36023000 坂間　伊津美 （他 2名） 1
看護学科 看護学概論 36024000 細矢　智子 （他 1名） 2
看護学科 看護倫理 36025000 細矢　智子 （他 1名） 1
看護学科 看護管理とチームアプローチ 36026000 柳橋　礼子 1
看護学科 基礎看護援助技術Ⅰ（生活援助技術） 36029000 萩野谷　浩美 （他 3名） 2
看護学科 基礎看護学実習Ⅰ（看護職の理解） 36031000 菅原　直美 （他 26名） 1
看護学科 基礎看護学実習Ⅱ（援助の実践） 36032000 萩野谷　浩美 （他 6名） 1
看護学科 小児看護援助 36038000 沼口　知恵子 （他 2名） 2
看護学科 母性看護援助 36040000 中田　久恵 （他 2名） 2
看護学科 看護展開導入演習 36042000 沼口　知恵子 （他 27名） 1
看護学科 小児看護学実習 36046000 南雲　史代 （他 2名） 2
看護学科 母性看護学実習 36047000 坂間　伊津美 （他 2名） 2
看護学科 異文化と看護 36048000 橋本　麻由美 1
看護学科 健康教育演習 36051000 板垣　昭代 （他 7名） 1
看護学科 精神看護援助 36053000 池内　彰子 （他 1名） 2
看護学科 精神看護学実習 36054000 福田　大祐 （他 1名） 2
看護学科 公衆衛生看護学概論Ⅰ（歴史・主要概念） 36060000 田村　麻里子 （他 1名） 1



学科等 授業科目の名称 講義コード 担当教員 単位数
看護学科 公衆衛生看護論 36062000 横山　和世 （他 3名） 2
看護学科 公衆衛生看護管理論 36063000 中川　泉 （他 1名） 1
看護学科 産業保健 36064000 包國　幸代 1
看護学科 学校保健 36065000 猿田　和美 2
看護学科 養護概説 36068000 猿田　和美 2
看護学科 健康相談活動 36069000 猿田　和美 2
看護学科 地域包括ケア演習 36070000 中川　泉 （他 11名） 1
看護学科 看護の質改善 36071000 柳橋　礼子 （他 4名） 1
看護学科 海外看護研修 36072000 橋本　麻由美 2
看護学科 課題探究方法論 36073000 前田　和子 1
看護学科 看護課題の探究 36074000 沼口　知恵子 （他 25名） 2
看護学科 看護展開統合演習 36075000 黒田　暢子 （他 27名） 2
看護学科 統合実習 36076000 沼口　知恵子 （他 27名） 2
看護学科 遺伝と健康 37002000 村井　文江 （他 1名） 1
看護学科 医療と経済 37003000 池袋　昌子 1
看護学科 ヘルスアセスメントⅠ 37004000 黒田　暢子 （他 9名） 1
看護学科 ヘルスアセスメントⅡ 37005000 黒田　暢子 （他 6名） 1
看護学科 情報と看護展開Ⅰ 37006000 細矢　智子 （他 5名） 1
看護学科 基礎看護援助技術Ⅱ 37008000 萩野谷　浩美 （他 3名） 2
看護学科 基礎看護学実習Ⅲ 37011000 細矢　智子 （他 6名） 2
看護学科 成人・高齢者看護援助Ⅰ 37012000 角田　直枝 （他 6名） 2
看護学科 成人・高齢者看護援助Ⅱ 37013000 黒田　暢子 （他 7名） 3
看護学科 情報と看護展開Ⅱ 37014000 沼口　知恵子 （他 9名） 2
看護学科 生涯発達における援助技術 37015000 中田　久恵 （他 14名） 1
看護学科 成人・高齢者看護学実習Ⅰ 37016000 角田　直枝 （他 6名） 3
看護学科 成人・高齢者看護学実習Ⅱ 37017000 黒田　暢子 （他 6名） 4
看護学科 成人・高齢者看護学実習Ⅲ 37018000 菅原　直美 （他 6名） 1
看護学科 国際保健演習 37019000 橋本　麻由美 1
看護学科 国際保健演習 37019010 橋本　麻由美
看護学科 地域・在宅看護援助Ⅰ 37020000 田村　麻里子 （他 5名） 2
看護学科 地域・在宅看護援助Ⅱ 37021000 板垣　昭代 （他 6名） 1
看護学科 情報と看護展開Ⅲ 37022000 菅原　直美 （他 9名） 1
看護学科 地域・在宅援助技術 37023000 会沢　紀子 （他 4名） 1
看護学科 地域・在宅看護学実習Ⅰ 37024000 会沢　紀子 （他 4名） 1
看護学科 地域・在宅看護学実習Ⅱ 37025000 田村　麻里子 （他 4名） 2
看護学科 公衆衛生看護学概論 37026000 板垣　昭代 （他 3名） 2
看護学科 公衆衛生看護学実習Ⅰ 37027000 板垣　昭代 （他 5名） 2
看護学科 公衆衛生看護学実習Ⅱ 37028000 板垣　昭代 （他 5名） 2
看護学科 看護職への道Ⅱ 37029000 前田　和子 （他 4名） 1
看護学科 養護実習（事前事後指導を含む） 30608000 猿田　和美 5
看護学科 教職実践演習（養護） 30609000 猿田　和美 （他 1名） 2
看護学科 集計 108

看護学部 合計 108

常磐大学 合計 291


