
食物栄養学科
科目名 分野 授業形態 単位数 担当者 担当者の実務経験

地域栄養調査実習 専門 実習 1 横山 弥枝 なし

栄養学実習 専門 実習 1 水田 文 なし

臨床栄養学実習 専門 実習 1 片山 直美 あり 福祉施設並びに病院管理栄養士

給食経営管理基礎実習 専門 実習 1 田村 孝志

実務経験 あり

管理栄養士として国立大学病院に40年勤務、大学病院での実務経験をもと

に、大量調理における、給食管理、衛生管理、コスト管理の適正化につい

て話をします。

給食経営管理応用実習 専門 実習 1 田村 孝志

実務経験 あり

管理栄養士として国立大学病院に40年勤務、大学病院での実務経験をもと

に、大量調理における、給食管理、衛生管理、コスト管理の適正化につい

て話をします。"

校外実習 専門 実習 1 片山 直美

片山直美 あり 福祉施設ならびに病院管理栄養士 、田村孝志 あり、

伊藤美穂子 あり（管理栄養士として総合病院、クリニックに勤務。医療

機関での実務経験をもとに臨床に関わる病棟栄養管理、病院給食管理業務

について話をします）

臨地実習 専門 実習 4 片山 直美 各担当教員は実務経験あり

栄養教諭教育実習 教職 実習 1 山中 なつみ なし。

教育実習１ 教職 実習 2 三宅 元子 なし

食品衛生管理学（微生物学を含む） 専門 講義 2 中島 正博
あり,研究員、主任研究員、部⾧として名古屋市衛生研究所に勤務。食品衛

生行政、食品衛生に関する研究経験をもとに、食品衛生の各項目について

実際の例を交えて話をします。

公衆栄養学 専門 講義 2 小島 茂義
県及び県教育委員会で管理栄養士業務に従事した経験がある教員がその経

験を活かして関係法令や公衆栄養活動の実際について講義する。

運動生理学 専門 講義 2 近藤 浩代
ハイテクリサーチセンター研究所勤務（ゲノム遺伝子に基づいた骨粗鬆

症、生活習慣病、神経再生の研究）やスポーツクラブ、特定保健指導にお

ける研究・指導経験

栄養カウンセリング演習 専門 演習 2 近藤 志保 あり 病院およびクリニックにて管理栄養士として栄養教育業務に従事

応用栄養学 専門 講義 2 近藤 浩代
ハイテクリサーチセンター研究所におけるゲノム遺伝子に基づいた骨粗鬆

症・生活習慣病・神経再生に関する勤務経験とスポーツクラブ・特定保健

指導の経験

公衆衛生学実験 専門 実験 1 近藤 浩代
ハイテクリサーチセンター研究所における生活習慣病・神経再生に関する

ゲノム遺伝子研究の勤務における経験とスポーツクラブ・特定保健指導の

経験

地域公衆栄養活動論 専門 講義 2 小島 茂義
県及び県教育委員会で管理栄養士業務に従事した経験がある教員が、その

経験を活かして、関係法令や公衆栄養活動の実際について講義する。

臨床栄養学実験 専門 実験 1 伊藤 美穂子
あり（管理栄養士として総合病院、クリニックに勤務。医療機関での実務

経験をもとに、臨床に関わる栄養管理、患者教育、スキルについて講義し

ます）
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実務経験のある教員等による授業科目の配置

単位数合計

1



生活環境学科
科目名 分野 授業形態 単位数 担当者 担当者の実務経験

和装学実習 専門 実習 1 高橋 知子 なし

アパレル生産実習 専門 実習 1 小町谷 寿子 なし

染色加工実習 専門 実習 1 横山 早美 なし

調理学実習２ 専門 実習 1 小出 あつみ なし

被服構成実習１ 専門 実習 1 小町谷 寿子 なし

被服構成実習２ 専門 実習 1 小町谷 寿子 なし

メニュープランニング実習 専門 実習 1 間宮 貴代子 なし

調理学実習１ 専門 実習 1 間宮 貴代子 なし

教育実習２ 教職 実習 2 三宅 元子 なし

教育実習１ 教職 実習 2 三宅 元子 なし

ITマネジメント論 専門 講義 2 神内 教博
あり（コンピュータ技術者として電機メーカーの研究所、及び、ソフト

ウェア開発会社に勤務。企業での実務経験をもとにコンピュータ利用時の

注意点について話をします。）

ソフトウェア開発演習１ 専門 演習 1 神内 教博
あり（コンピュータ技術者として電機メーカーの研究所、及び、ソフト

ウェア開発会社に勤務。企業での実務経験をもとにコンピュータソフト

ウェア開発時の注意点について話をします。）

ソフトウェア開発演習２ 専門 演習 1 神内 教博
あり（コンピュータ技術者として電機メーカーの研究所、及び、ソフト

ウェア開発会社に勤務。企業での実務経験をもとにコンピュータソフト

ウェア開発時の注意点について話をします。）

家庭科教育法１ 教職 講義 2
三宅 元子.

瀧日 滋野
高校教員として勤務。教員での経験をもとに、家庭科の授業設計、授業方

法などについて話をする。(瀧日）

家庭科教育法２ 教職 講義 2
三宅 元子.

瀧日 滋野
高校教員として勤務。教員での経験をもとに、「家庭科」の授業設計、授

業方法などについて話をします。（瀧日）

建築計画１ 専門 講義 2 岡村 裕次
あり（15年）,自らが主宰する建築設計事務所にて各種建築物の設計・監理

業務を行っていた。,意匠設計者としての実務経験をもとに、設計案を考え

る方法について話をします

建築計画２ 専門 講義 2 岡村 裕次
あり（15年）,自らが主宰する建築設計事務所にて各種建築物の設計・監理

業務を行っていた。,意匠設計者としての実務経験をもとに、設計案を考え

る方法について話をします

住宅デザイン演習１ 専門 演習 1 岡村 裕次
あり（15年）,自らが主宰する建築設計事務所にて各種建築物の設計・監理

業務を行っていた。意匠設計者としての実務経験をもとに、設計案を考え

る方法について話をします

住宅デザイン演習２ 専門 演習 1 岡村 裕次
あり（15年）,自らが主宰する建築設計事務所にて各種建築物の設計・監理

業務を行っていた。,意匠設計者としての実務経験をもとに、設計案を考え

る方法について話をします

住宅デザイン演習３ 専門 演習 1 丹羽 倫子
あり（２０年）

一級建築士として設計事務所、ハウスメーカーにて住宅・一般建築を設

計。

住宅デザイン演習４ 専門 演習 1 岡村 裕次
あり（15年）,自らが主宰する建築設計事務所にて各種建築物の設計・監理

業務を行っていた。,意匠設計者としての実務経験をもとに、設計案を考え

る方法について話をします

住宅関連法規１ 専門 講義 2 丹羽 倫子

あり（２０年）

一級建築士として共同主宰する設計事務所、ハウスメーカーにて住宅一般

建築を設計。

実務経験をもとに住宅設計に必要な法規を中心に法順守の重要性について

話しをします。

住宅関連法規２ 専門 講義 2 丹羽 倫子

あり（２０年）

一級建築士として共同主宰する設計事務所、ハウスメーカーにて住宅一般

建築を設計。

実務経験をもとに住宅設計に必要な法規を中心に法順守の重要性について

話しをします。

特別活動の指導法 教職 講義 2
三宅 元子.

瀧日 滋野
高校教員として勤務。教員での経験をもとに、特別活動の授業設計、授業

方法などについて話をする。(三宅）

34単位数合計
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家政経済学科
科目名 分野 授業形態 単位数 担当者 担当者の実務経験

教育実習２ 教職 実習 2 三宅 元子 なし

教育実習１ 教職 実習 2 三宅 元子 なし

家庭科教育法１ 教職 講義 2
三宅 元子.

瀧日 滋野
高校教員として勤務。教員での経験をもとに、家庭科の授業設計、授業方

法などについて話をする。(瀧日）

家庭科教育法２ 教職 講義 2
三宅 元子.

瀧日 滋野
高校教員として勤務。教員での経験をもとに、「家庭科」の授業設計、授

業方法などについて話をします。（瀧日）

情報化社会論 専門 講義 2 神内 教博
あり（コンピュータ技術者として電機メーカーの研究所、及び、ソフト

ウェア開発会社に勤務。企業での実務経験をもとにコンピュータソフト

ウェア利用時の注意点について話をします。）

特別活動の指導法 教職 講義 2
三宅 元子.

瀧日 滋野
高校教員として勤務。教員での経験をもとに、特別活動の授業設計、授業

方法などについて話をする。(三宅）

家庭科A・L指導技術 教職 講義 2

瀧日 滋野.

岡村 裕次.

金井 雄一.

坂本 麗香.

丹羽 倫子.

富士栄 登美子.

三宅 元子.

吉田 競人

富士栄：中・高等学校（教諭）で家庭科、及び三重県総合教育センター

（研修主事）で小・中・高・県立学校の家庭科教員のための研修などの実

務経験有。

教育実習指導 教職 講義 1

瀧日 滋野.

岡村 裕次.

富士栄 登美子.

間瀬 清美.

三宅 元子.

山中 なつみ

富士栄：中・高等学校（教諭）で家庭科、及び三重県総合教育センター

（研修主事）で小・中・高・県立学校の家庭科教員のための研修などの実

務経験有。

15

健康栄養学科
科目名 分野 授業形態 単位数 担当者 担当者の実務経験

臨床栄養学実習 専門 実習 1 片山 直美 あり 福祉施設並びに病院管理栄養士

給食経営管理基礎実習 専門 実習 1 田村 孝志

実務経験 あり

管理栄養士として国立大学病院に40年勤務、大学病院での実務経験をもと

に、大量調理における、給食管理、衛生管理、コスト管理の適正化につい

て話をします。

栄養教育実習 専門 実習 1 近藤 志保 あり 病院およびクリニックにて管理栄養士として栄養教育業務に従事

調理学実習１ 専門 実習 1 間宮 貴代子 なし

調理学実習２ 専門 実習 1 小出 あつみ なし

臨床栄養学１ 専門 講義 2 伊藤 美穂子
あり（管理栄養士として総合病院、クリニックに勤務。医療機関での実務

経験をもとに、臨床に関わる栄養管理、患者教育、スキルについて講義し

ます）

臨床栄養学２ 専門 講義 2 伊藤 美穂子
あり（管理栄養士として総合病院、クリニックに勤務。医療機関での実務

経験をもとに、臨床に関わる栄養管理、患者教育、スキルについて講義し

ます）

口腔健康管理学 専門 講義 2 久保 金弥
あり,・歯科医師としてクリニックや総合病院に勤務。医療機関での実務経

験をもとに口腔疾患の種類や治療法、口腔ケアについてお話をします。

代謝生化学 専門 講義 2 堀江 信之

あり,・1985.4.1から1988.4.30 三菱化成（現三菱化学）総合研究所､分析物

性研究所にて遺伝子組み換え医薬品の分析的研究および医薬品としての申

請業務に従事,・生化学、薬学に関する知識、研究方法、まとめ方などにつ

いて、経験をもとに話をします。

生化学基礎実験 専門 実験 1 堀江 信之

あり,・1985.4.1から1988.4.30 三菱化成（現三菱化学）総合研究所､分析物

性研究所にて遺伝子組み換え医薬品の分析的研究および医薬品としての申

請業務に従事,・生化学、薬学に関する知識、研究方法、まとめ方などにつ

いて、経験をもとに話をします。

単位数合計

3



健康科学概論 学共 講義 2

竹田 千佐子.

伊藤 美穂子.

澤田 樹美.

辻 美智子.

箭野 育子.

山中 なつみ

あり,竹田・箭野：看護師として総合病院に勤務。医療機関での経験をもと

に問題提起などを行う。,伊藤：管理栄養士として総合病院、クリニックに

勤務。医療機関での実務経験をもとに臨床に関わる栄養管理法、スキルに

ついて講義をします。,澤田：管理栄養士として特定健診保健指導および生

活習慣病予防の栄養教育に従事。カウセリングの必要性・食育事例を紹介

する。

病態と治療の基礎 専門 講義 2 渡邊 孝
あり（医師として大学病院ならびに総合病院に勤務。教育・医療機関での

実務経験 をもとに、疾病の発症メカニズムと症状、治療法について講義す

る。）

18

看護学科
科目名 分野 授業形態 単位数 担当者 担当者の実務経験

基礎看護学実習Ⅱ 専門 実習 2

竹田 千佐子.

岸 あゆみ.

小山 沙都実.

春藤 友香.

新實 夕香理.

林 由利江.

増田 富美子.

山本 駿

竹田千佐子・新實夕香理・岸あゆみ・増田富美子・林由利江・山本駿・春

藤友香・小山沙都実・岩久花・大和谷りつ子は、臨床看護あるいは公衆衛

生看護の実務経験を有する。実務経験をもとに実習時の指導に当たる。

基礎看護学実習Ⅰ 専門 実習 1

竹田 千佐子.

岸 あゆみ.

春藤 友香.

新實 夕香理.

林 由利江.

増田 富美子.

山本 駿

あり。竹田千佐子・新實夕香理・岸あゆみ・増田富美子・林由利江・山本

駿・春藤友香・小山沙都実・岩久花・大和谷りつ子（看護師としての実務

経験をもとに実習指導を行います。）

口腔健康管理学 専門 講義 2 久保 金弥
あり,・歯科医師としてクリニックや総合病院に勤務。医療機関での実務経

験をもとに口腔疾患の種類や治療法、口腔ケアについてお話をします。

健康科学概論 学共 講義 2

竹田 千佐子.

伊藤 美穂子.

澤田 樹美.

辻 美智子.

箭野 育子.

山中 なつみ

あり,竹田・箭野：看護師として総合病院に勤務。医療機関での経験をもと

に問題提起などを行う。,伊藤：管理栄養士として総合病院、クリニックに

勤務。医療機関での実務経験をもとに臨床に関わる栄養管理法、スキルに

ついて講義をします。,澤田：管理栄養士として特定健診保健指導および生

活習慣病予防の栄養教育に従事。カウセリングの必要性・食育事例を紹介

する。

フィジカルアセスメント(看護生理学を含む） 専門 演習 1

新實 夕香理.

岸 あゆみ.

小山 沙都実.

春藤 友香.

林 由利江.

増田 富美子.

山本 駿

あり。新實夕香理・岸あゆみ・増田富美子・林由利江・小山沙都実・春藤

友香、あり（看護師としての実務経験をもとに演習指導を行います）。

基礎看護技術演習Ⅰ基礎看護技術 専門 演習 1

岸 あゆみ.

春藤 友香.

竹田 千佐子.

新實 夕香理.

林 由利江.

増田 富美子

あり。竹田千佐子・新實友香理・岸あゆみ・増田富美子・林由利江・春藤

友香・山本駿（臨床における看護師経験をもとに授業を行います。）

基礎看護技術演習Ⅱ日常生活援助技術 専門 演習 2

増田 富美子.

岸 あゆみ.

春藤 友香.

竹田 千佐子.

新實 夕香理.

林 由利江

あり。竹田千佐子・新實夕香理・岸あゆみ・増田富美子・林由利江・山本

駿・春藤友香（看護師としての実務経験をもとに演習を行います。）

単位数合計
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基礎看護技術演習Ⅲ診療援助技術 専門 演習 1

増田 富美子.

岸 あゆみ.

春藤 友香.

竹田 千佐子.

新實 夕香理.

林 由利江

あり。竹田千佐子・新實夕香理・岸あゆみ・増田富美子・林由利江・山本

駿・春藤友香（看護師としての実務経験をもとに演習を行います。）

成人看護援助論Ⅰ(慢性期) 専門 演習 2

盛田 麻己子.

石川 恵美.

山田 順子

あり。盛田麻己子、山田順子、石川恵美、看護師としての実務経験をもと

に演習指導を行ないます。

成人看護援助論Ⅱ(急性期) 専門 演習 2

箭野 育子.

大竹 美紀.

土屋 裕美.

松田 麗子

あり（大学病院での手術室や集中治療室、外科病棟など）

小児看護援助論Ⅰ 専門 演習 1

杉浦 太一.

大橋 麗子.

宮野 幸子

杉浦 太一：看護師として小児病棟および新生児集中治療室（NICU）におけ

る小児看護、ハイリスク新生児の看護の経験,・副看護師⾧としての看護管

理経験、夜間救急外来での看護経験,・看護大学の教員として初年次教育を

含む教養教育、看護専門教育の経験有す。

大橋 麗子：看護師として病院，産婦人科クリニック，障害児入所施設で小

児とその家族に対する看護実践の経験を有す。

宮野 幸子：看護師として病院、障害児入所施設で小児とその家族に対する

看護実践の経験を有す。

それぞれ実務経験をもとにイメージが難しい小児看護の教育を行う。

老年看護援助論Ⅰ 専門 演習 1

福田 峰子.

倉田 亮子.

此島 由紀

福田：大学病院での看護師として勤務。その実務経験をもとに、高齢者の

尊厳とまもり、健康でその人らしい生活への支援に必要な知識・技術につ

いて話をします。此島：看護師として総合病院に勤務。医療機関での実務

経験をもとに情報提供やグループ内の調整等を実施。

精神看護援助論Ⅰ 専門 演習 1

新井 信之.

小山 沙都実.

鈴木 雪乃

あり。新井信之： 看護師として公立総合病院（外科病棟等）に勤務した

後、保健師・精神保健福祉士として東京都立保健所、精神保健福祉セン

ターに勤務。 鈴木雪乃： 看護師として精神科病院（隔離室13床を有する

急性期閉鎖病棟・療養型病棟・男性開放病棟）に勤務し、退院前精神科訪

問看護、退院後精神科訪問看護、地域移行支援、児童思春期デイケアに従

事。 小山沙都実： 看護師として大学病院（精神科病棟・血液内科病棟）、

精神科病院、介護療養型医療施設に勤務。

医療関係法 専門 講義 1
福田 峰子.

山田 裕子

山田：大学病院公衆衛生看護科において保健師として勤務。公衆衛生看護

の実務経験をもとに保健衛生を中心とした話をします。, 福田：大学病院

胸部外科病棟での看護師として勤務。外科の看護師としての実務経験をも

とに、人びとの健康をまもる医療従事者・看護職者の役割に関連する法律

を中心に話します。その中でも、高度医療が進む中で果たすべき看護師の

責務について話します。

女性の健康科学 専門 講義 1 石村 由利子
助産師として総合病院に勤務した実務経験をもとに妊娠・出産、出生前診

断、女性生殖器疾患等について情報提供をします。

人体構造・人体機能学Ⅰ 専門 講義 2
久保 金弥.

⾧谷川 洋子

あり,・久保：歯科医師としてクリニックや歯科医院や総合病院に勤務。医

療機関での勤務経験をもとに疾患の症状や成り立ちについての話をしま

す。,・⾧谷川：看護師、保健師として総合病院や企業の保健管理センター

に勤務。医療機関や保健管理センターでの実務経験をもとに疾病の症状や

成り立ちについて話をします。

人体構造・人体機能学Ⅱ 専門 講義 2
久保 金弥.

⾧谷川 洋子

あり,・久保：歯科医師としてクリニックや総合病院に勤務。医療機関での

実務経験をもとに疾病の症状や成り立ちについて話をします。,・⾧谷川：

看護師、保健師として総合病院や企業の保健管理センターに勤務。病院や

保健管理センターでの実務経験をもとに疾病の症状や成り立ちについて話

をします。

看護学概論 専門 講義 2 竹田 千佐子
あり,竹田：看護師として総合病院に勤務。医療機関での勤務経験をもとに

看護の役割等について講義する。

看護倫理・生命倫理 専門 講義 2
岸 あゆみ.

箭野 育子
あり。箭野育子（教員経験をもとに授業を行います。） 岸あゆみ（臨床

における看護師経験と教員経験をもとに授業を行います。）
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看護過程 専門 講義 2

新實 夕香理.

石川 恵美.

岩久 花.

大竹 美紀.

大橋 麗子.

岸 あゆみ.

此島 由紀.

春藤 友香.

竹田 千佐子.

土屋 裕美.

林 由利江.

増田 富美子.

松田 麗子.

山田 順子.

あり。新實夕香理・岸あゆみ・増田富美子・石川恵美・大竹美紀・此島由

紀・大橋麗子・土屋裕子・松田麗子・山田順子・林由利江・山本駿・春藤

友香・岩久花・大和谷りつ子、あり（看護師としての実務経験をもとに演

習指導を行います）。

成人看護学概論 専門 講義 2
盛田 麻己子.

箭野 育子

箭野育子：大学病院の看護師として様々な科の看護を、看護師⾧としての

看護管理、看護大学の教員の経験を基に、思考・判断を重視した助言等を

行います。

盛田麻己子：大学病院の看護師として様々な科の看護を、副主任としての

看護管理、看護大学の教員の経験を基に、思考・判断を重視した助言等を

行います。

小児看護学概論 専門 講義 2 杉浦 太一

看護師として小児病棟および新生児集中治療室（NICU）における小児看

護、ハイリスク新生児の看護の経験,・副看護師⾧としての看護管理経験、

夜間救急外来での看護経験,・看護大学の教員として初年次教育を含む教養

教育、看護専門教育の経験をもとに教育を行う。

母性看護学概論 専門 講義 2 石村 由利子
助産師として総合病院に勤務した実務経験をもとに妊娠・分娩・産褥期の

女性や新生児、その家族について情報提供をします。

母性看護援助論Ⅰ 専門 講義 1 石村 由利子
助産師として総合病院に勤務した実務経験をもとに妊娠・分娩・産褥期の

女性や新生児、その家族について情報提供をします。

老年看護学概論 専門 講義 2 福田 峰子
大学病院胸部外科病棟での看護師として勤務。外科の看護師としての実務

経験をもとに、高齢者を全人的な視点から理解を深めることができるよう

に話をします。

40

児童教育学科児童教育学専攻
科目名 分野 授業形態 単位数 担当者 担当者の実務経験

社会活動実習 専門 実習 1 羽澄 直子 なし

保育実習ⅠＡ 専門 実習 2
吉川 直志.

野内 友規
特になし

保育実習ⅠＢ 専門 実習 2
吉川 直志.

野内 友規
特になし

保育実習Ⅱ 専門 実習 2 吉川 直志 なし

小学校教育実習 専門 実習 4 竹内 正裕 公立小学校教務主任・公立中学校進路指導主事

介護等体験 専門 実習 1
安藤 春代.

山本 忠
あり（高等学校の数学科教諭として算数・数学教育に携わった経験を授業

設計、教育評価などに反映します。）

海外語学実習 専門 実習 2 服部 幹雄 なし。

海外スクールインターンシップ 専門 実習 4

杉原 央樹.

稲木 真司.

佐々木 基裕.

Joseph Wood.

竹内 正裕.

羽澄 直子.

堀 祥子.

宮原 悟.

村田 あゆみ.

吉田 文

なし

外国語（英語）演習Ⅰ 専門 演習 2
羽澄 直子.

服部 幹雄
服部幹雄：中学校教諭、高等学校教諭の実務経験を活かし、外国語（英

語）指導の実際についての知見を提供する。

外国語（英語）演習Ⅱ 専門 演習 2
服部 幹雄.

羽澄 直子
服部幹雄：中学校教諭、高等学校教諭の実務経験を活かし、外国語（英

語）指導の実際についての知見を提供する。

単位数合計
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教育実習指導（幼）Ⅰ 専門 講義 1

吉川 直志.

稲木 真司.

國京 惠子.

吉村 智恵子

國京,１．実務経験の期間：幼稚園教諭・主任・教頭 41年：昭和49年4月

～平成27年3月,2．実務経験と授業との関連性や活用法 幼稚園での実習指

導の経験より、実習の意味を確認し実習の内容に触れながら、実習の各段

階に沿って、学生自身が何を学ぶのかということを含めて具体的に理解を

深める指導をする。,吉村,１．実務経験の期間 幼稚園助教諭・教諭として

3年間（1980年～1983年）、幼稚園園⾧として11年間（2003年～2014年）,

２．その実務経験と授業との関連性や活用法  教諭・実習生に対する指

導経験及び保育経験から、保育現場で見られる多様な事象について具体的

に示しながら、保育実践をどのように読み取り、記録するかを指導。

教育実習指導（幼）Ⅱ 専門 講義 1

稲木 真司.

國京 惠子.

吉村 智恵子

國京,１．実務経験の期間：幼稚園教諭・主任・教頭 41年：昭和49年4月

～平成27年3月,2．実務経験と授業との関連性や活用法 幼稚園での実習指

導の経験より、実習の意味を確認し実習の内容に触れながら、実習の各段

階に沿って、学生自身が何を学ぶのかということを含めて具体的に理解を

深める指導をする。,吉村,１．実務経験の期間 幼稚園助教諭・教諭として

3年間（1980年～1983年）、幼稚園園⾧として11年間（2003年～2014年）,

２．その実務経験と授業との関連性や活用法  教諭・実習生に対する指

導経験及び保育経験から、保育現場で見られる多様な事象について具体的

に示しながら、保育実践をどのように読み取り、記録するかを指導。

算数科教育法 専門 演習 2 山本 忠
あり（高等学校の数学科教諭として算数・数学教育に携わった経験を授業

設計、教育評価などに反映します。）

社会的養護 専門 講義 2 野内 友規

・教育相談員として大学教育相談室に勤務。大学相談室での実務経験をも

とに、社会的養護について話をします。

・小学校教員、特別支援学校教員として勤務。教員時代の実務経験をもと

に、児童養護施設等との連携支援、施設の実態について話をします。

社会的養護Ⅰ 専門 講義 2 野内 友規

・教育相談員として大学教育相談室に勤務。大学相談室での実務経験をも

とに、社会的養護について話をします。

・小学校教員、特別支援学校教員として勤務。教員時代の実務経験をもと

に、児童養護施設等との連携支援、施設の実態について話をします。

社会的養護Ⅱ 専門 演習 1 野内 友規

・教育相談員として大学教育相談室に勤務。大学相談室での実務経験をも

とに、社会的養護について話をします。

・小学校教員、特別支援学校教員として勤務。教員時代の実務経験をもと

に、児童養護施設等との連携支援、施設の実態について話をします。

社会的養護内容 専門 演習 1 野内 友規

・教育相談員として大学教育相談室に勤務。大学相談室での実務経験をも

とに、社会的養護について話をします。

・小学校教員、特別支援学校教員として勤務。教員時代の実務経験をもと

に、児童養護施設等との連携支援、施設の実態について話をします。

生活の物理 全共 講義 2 吉川 直志
「あり」高エネルギー加速器研究機構において素粒子物理学の研究に従事

した。最新の物理学の情報を織り交ぜて、今、学んでいる物理学からつな

がる未来について講義します。

生命のしくみ 全共 講義 2 高橋 哲也

 あり。以下のように中学校および高校での教員経験あり（高等学校教諭

生物 ３年、高等学校講師 化学 １年、高等学校非常勤講師 生物、化学等 ８

校、中学校講師 理科）。この経験に基づいて生物の「生命のしくみ」につ

いて、幼児教育や児童教育においてはどのように教授したら良いかを話し

ます。

特別支援教育論 専門 講義 2 野内 友規
小学校教員、特別支援学校教員の他、文部科学省インクルーシブ教育シス

テムモデル事業の合理的配慮協力員として小学校、中学校に勤務。各学校

の実務経験をもとに、特別支援教育について話をします。

保育内容の理解と方法（身体表現） 専門 演習 1 倉田 梓
学校・児童館等でのアーティストによる身体表現ワークショップ講師実績

あり。子どもの身体表現の実態について授業内容に組み込みます。

保育内容演習（健康）Ⅰ 専門 演習 1 大曽 基宣
あり,職員（職種：健康教育）としてあいち健康の森健康科学総合センター

健康科学館に勤務。センターでの実務経験をもとに幼児期の基本的生活習

慣、健康管理、安全管理等について講義や実習を行います。

保育内容演習（健康）Ⅱ 専門 演習 1 大曽 基宣
あり,職員（職種：健康教育）としてあいち健康の森健康科学総合センター

健康科学館に勤務。センターでの実務経験をもとに幼児期の基本的生活習

慣、健康管理、安全管理等について講義や実習を行います。
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保育内容演習（言葉）Ⅰ 専門 演習 1
村田 あゆみ.

國京 惠子

國京１．実務経験の期間：幼稚園教諭  ４１年：1974年4月～2015年3月,

２．実務経験と授業との関連性や活用法  保育現場で生起する多様な事

象を基に、幼児期の言葉を豊かに育むこと、さらに言葉の基盤となるもの

をどう捉え育んでいくかを保育者の視点で理解を深めていく。,

保育内容演習（言葉）Ⅱ 専門 演習 1
國京 惠子.

村田 あゆみ

國京１．実務経験の期間：幼稚園教諭  ４１年：1974年4月～2015年3月,

２．実務経験と授業との関連性や活用法  保育現場で生起する多様な事

象を基に、幼児期の言葉を豊かに育むこと、さらに言葉の基盤となるもの

をどう捉え育んでいくかを保育者の視点で理解を深めていく。,

理科A 専門 講義 2
吉川 直志.

山本 忠
「ある」高エネルギー加速器研究機構において素粒子物理の理論研究に従

事した。最新の物理科学の情報を織り交ぜた講義とします。

理科B 専門 演習 1 高橋 哲也

 あり。以下のように中学校および高校での教員経験あり（高等学校教諭

生物 ３年、高等学校講師 化学 １年、高等学校非常勤講師 生物、化学等 ８

校、中学校講師 理科）。この経験に基づいて生物の「生命のしくみ」につ

いて、幼児教育や児童教育においてはどのように教授したら良いかを話し

ます。小学校で行なうべき実験に加え、高校までに関連する生物の知識と

技術を話します。

46

児童教育学科幼児保育学専攻
科目名 分野 授業形態 単位数 担当者 担当者の実務経験

地域実践実習 専門 実習 1 羽澄 直子 なし

保育実習ⅠＡ 専門 実習 2

村田 あゆみ.

門松 愛.

國京 惠子.

榊原 剛

なし

保育実習ⅠＢ 専門 実習 2

榊原 剛.

門松 愛.

國京 惠子.

村田 あゆみ

なし

保育実習Ⅱ 専門 実習 2

村田 あゆみ.

國京 惠子.

倉田 梓.

杉原 央樹

國京,１．実務経験の期間：幼稚園教諭  ４１年：1974年４月～2015年３

月,２．実務経験と授業との関連性や活用法,幼稚園教諭としての専門性を活

かし、子ども理解の方法や、指導計画、実習記録の書き方等において実践

的な指導をおこなう。

保育実習Ⅲ 専門 実習 2 榊原 剛 なし

海外スクールインターンシップ 専門 実習 4

杉原 央樹.

稲木 真司.

佐々木 基裕.

Joseph Wood.

竹内 正裕.

羽澄 直子.

堀 祥子.

宮原 悟.

村田 あゆみ.

吉田 文

なし

算数概論 専門 講義 2 山本 忠
あり（高等学校の数学科教諭として算数・数学教育に携わった経験を授業

設計、教育評価などに反映します。）

社会的養護Ⅰ 専門 講義 2 野内 友規

・教育相談員として大学教育相談室に勤務。大学相談室での実務経験をも

とに、社会的養護について話をします。

・小学校教員、特別支援学校教員として勤務。教員時代の実務経験をもと

に、児童養護施設等との連携支援、施設の実態について話をします。

数学の世界 全共 講義 2 山本 忠
あり（高等学校の数学科教諭として算数・数学教育に携わった経験を授業

設計、教育評価などに反映します。）

生活の物理 全共 講義 2 吉川 直志
「あり」高エネルギー加速器研究機構において素粒子物理学の研究に従事

した。最新の物理学の情報を織り交ぜて、今、学んでいる物理学からつな

がる未来について講義します。

単位数合計
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生命のしくみ 全共 講義 2 高橋 哲也

 あり。以下のように中学校および高校での教員経験あり（高等学校教諭

生物 ３年、高等学校講師 化学 １年、高等学校非常勤講師 生物、化学等 ８

校、中学校講師 理科）。この経験に基づいて生物の「生命のしくみ」につ

いて、幼児教育や児童教育においてはどのように教授したら良いかを話し

ます。

地球環境と人間 全共 講義 2 吉川 直志
「あり」高エネルギー加速器研究機構において、宇宙と地球に関係する物

理学の研究に従事した。宇宙や地球の現状と環境について科学的根拠を持

たせた講義とします。

保育・教職実践演習（幼稚園） 専門 演習 2

門松 愛.

勘米良 祐太.

國京 惠子.

佐々木 真吾.

佐々木 基裕.

柴田 悦子.

杉原 央樹.

吉村 智恵子

國京 １．実務経験の期間：幼稚園教諭  ４１年：1974年４月～2015年

３月,２．実務経験と授業との関連性や活用法 ,幼稚園教諭としての専門性

を活かし、フィールドワークでの実践観察や成果発表の際に、子どもたち

の主体的な思いや活動を尊重する保育の重要性に目的意識を持たせ、観察

や子ども理解の際の視点や方法について具体的に教示する。

吉村 １．実務経験の期間 幼稚園助教諭・教諭として3年間（1980年～

1983年）、幼稚園園⾧として11年間（2003年～2014年）,２．その実務経

験と授業との関連性や活用法  教諭・実習生に対する指導経験及び保育

経験から、保育現場で見られる幼児の発達及び遊びを読み取る視点を指

導。幼稚園でのフィールドワーク時の観察ポイントの提示、保育実践分析

時の多角的な観点を助言指導。

柴田 １．実務経験の期間： 昭和57年4月から、令和２年3月まで名古屋市

立幼稚園教諭 ２．実務経験と授業との関連性や活用法 ,幼稚園教諭として

の専門性を活かし、保護者支援の在り方や子どもと家庭とを含めて支援す

る方法について、実務経験をもとに具体的に教示する。

他はなし。

保育実習指導Ⅰ 専門 演習 2

門松 愛.

國京 惠子.

榊原 剛.

村田 あゆみ

國京 １．実務経験の期間：幼稚園教諭  ４１年：1974年４月～2015年

３月,２．実務経験と授業との関連性や活用法,幼稚園教諭としての専門性を

活かし、子ども理解の方法や、指導計画、実習記録の書き方等において実

践的な指導をおこなう。,,,他はなし。

保育実習指導ⅠA 専門 演習 1

門松 愛.

國京 惠子.

榊原 剛.

日下 真里乃.

村田 あゆみ

國京 １．実務経験の期間：幼稚園教諭  ４１年：1974年４月～2015年

３月,２．実務経験と授業との関連性や活用法,幼稚園教諭としての専門性を

活かし、子ども理解の方法や、指導計画、実習記録の書き方等において実

践的な指導をおこなう。,,,他はなし。

保育実習指導Ⅱ 専門 演習 1

倉田 梓.

國京 惠子.

杉原 央樹.

日下 真里乃.

村田 あゆみ

國京,１．実務経験の期間：幼稚園教諭  ４１年：1974年４月～2015年３

月,２．実務経験と授業との関連性や活用法,幼稚園教諭としての専門性を活

かし、子ども理解の方法や、指導計画、実習記録の書き方等において実践

的な指導をおこなう。

保育内容演習（健康）Ⅰ 専門 演習 1 大曽 基宣
あり,職員（職種：健康教育）としてあいち健康の森健康科学総合センター

健康科学館に勤務。センターでの実務経験をもとに幼児期の基本的生活習

慣、健康管理、安全管理等について講義や実習を行います。

保育内容演習（健康）Ⅱ 専門 演習 1 大曽 基宣
あり,職員（職種：健康教育）としてあいち健康の森健康科学総合センター

健康科学館に勤務。センターでの実務経験をもとに幼児期の基本的生活習

慣、健康管理、安全管理等について講義や実習を行います。

保育内容演習（言葉）Ⅱ 専門 演習 1
國京 惠子.

村田 あゆみ

國京１．実務経験の期間：幼稚園教諭  ４１年：1974年4月～2015年3月,

２．実務経験と授業との関連性や活用法  保育現場で生起する多様な事

象を基に、幼児期の言葉を豊かに育むこと、さらに言葉の基盤となるもの

をどう捉え育んでいくかを保育者の視点で理解を深めていく。,

保育内容演習（言葉）Ⅰ 専門 演習 1
村田 あゆみ.

國京 惠子

國京１．実務経験の期間：幼稚園教諭  ４１年：1974年4月～2015年3月,

２．実務経験と授業との関連性や活用法  保育現場で生起する多様な事

象を基に、幼児期の言葉を豊かに育むこと、さらに言葉の基盤となるもの

をどう捉え育んでいくかを保育者の視点で理解を深めていく。,

保育内容演習（表現）Ⅰ 専門 演習 1 吉田 文
この授業は、ドイツで早期音楽教育に携わった経験を有する教員が，保育

内容領域「表現」について扱う「実務経験のある教員による授業科目」で

ある。
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幼児と健康 専門 講義 1 大曽 基宣
あり,職員（職種：健康教育）としてあいち健康の森健康科学総合センター

健康科学館に勤務。センターでの実務経験をもとに幼児期の心身の発達、

基本的生活習慣、安全な生活、運動発達について講義します。

幼児と人間関係 専門 講義 1
吉村 智恵子.

國京 惠子

國京,１．実務経験の期間：幼稚園教諭  ４１年：1974年4月～2015年3

月,２．実務経験と授業との関連性や活用法  幼稚園在園期間において子

どもを取り巻く人間関係から、保育者を目指す学生に現代を生きる子ども

の姿をリアルに伝わるように、子ども・保育・保育者の事例をもとに理解

を深める指導をする。

吉村  実務経験： 幼稚園教諭3年間、幼稚園園⾧11年間

 実務経験と授業との関連性： 保育の場での人間関係の変化や友だち、

保育者との関係の在り方を発達的側面から具体例を含めて解説し、理解を

促す。

幼児保育基礎演習 専門 演習 1

大曽 基宣.

勘米良 祐太.

佐々木 基裕.

杉原 央樹

あり,大曽：あいち健康の森健康科学総合センター健康科学館における子ど

もを対象とした業務に携わった経験（出張型学校教育支援事業、各種子ど

も向け展示・教室・イベント等の健康科学館事業）を踏まえ、保育者に求

められる基礎的内容について演習を行う。他はなし。

幼児保育総合演習Ⅱ 専門 演習 1

高橋 哲也.

市村 由貴.

大曽 基宣.

小椋 郁夫.

門松 愛.

勘米良 祐太.

倉田 梓.

榊原 剛.

佐々木 真吾.

杉原 央樹.

田村 知栄子.

辻 和良.

坪井 眞里子.

豊永 洵子.

羽澄 直子.

堀 祥子.

 あり（高橋）。高校の教諭として３年間、非常勤講師として９校、及び

中学校講師としての経験を生かし教える者としての心構えやモチベーショ

ンの高め方を指導します。

幼児理解の理論と方法 専門 演習 2

吉村 智恵子.

柴田 悦子.

田村 知栄子

吉村  実務経験： 幼稚園で助教諭・教諭として3年間、園⾧として11年

間,

 実務経験と授業との関連性： フィールドワーク等、具体的な場面での

幼児理解の方法を指導。

柴田  実務経験： 公立幼稚園で教諭・園⾧として38年間。

 実務経験と授業との関連性： 幼児の姿のフィールドワーク等、具体的

な場面での幼児理解の方法を指導。

田村  実務経験： なし

42単位数合計
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