
科目名 代表教員
プログラミング応用　 佐野　建樹　
社会情報実践　 白澤　秀剛　
地域理解　 二ノ宮リム　さち　
地域理解　 神戸　佳子　
地域理解　 能津　和雄　
国際理解　 グラディシェヴァ　ヤロスラヴァ　
地域理解　 山川　智　
国際理解　 サスマン　デービット　
地域理解　 大木　志門　
国際理解　 二ノ宮リム　さち　
国際理解　 アルマズヤッド　オスマン　
地域理解　 岡田　工　
国際理解　 鈴木　広子　
国際理解　 能津　和雄　
知識とコミュニケーション　 鈴木　広子　
知識とコミュニケーション　 福留　恵子　
社会的課題の理解と探究Ａ　 儀間　敏彦　
社会的課題の理解と探究Ａ　 二ノ宮リム　さち　
社会的課題の理解と探究Ｂ　 能津　和雄　
社会参加の方法と実践Ｂ　 宮永　耕　
健康・スポーツ概論Ｃ　 松浪　稔　
フィットネス１　 大越　正大　
フィットネス２　 大越　正大　
フィットネス３　 大越　正大　
フィットネス４　 大越　正大　
アウトドアスポーツ１　 川邊　保孝　
アウトドアスポーツ２　 川邊　保孝　
アウトドアスポーツ３　 川邊　保孝　
アウトドアスポーツ４　 川邊　保孝　
オブジェクト指向プログラミング　 佐野　建樹　
ＷＥＢクリエイション入門　 木田　剛　
データベース　 山口　良二　
マルチメディアコンピューティング入門　 木田　剛　
マルチメディアコンピューティング入門　 橋塚　耕平　
マルチメディアコンピューティング　 木田　剛　
ミュージッククリエイション　 永野　光浩　
ムービークリエイション　 木田　剛　
生涯スポーツ理論実習　 大越　正大　
健康・スポーツ概論Ｂ　 松浪　稔　
健康スポーツ１　 大越　正大　
健康スポーツ１　 川邊　保孝　
健康スポーツ２　 大越　正大　
健康スポーツ２　 川邊　保孝　
健康スポーツ３　 大越　正大　
健康スポーツ３　 川邊　保孝　
健康スポーツ４　 大越　正大　
健康スポーツ４　 川邊　保孝　
国際理解　 日比　慶久　
国際理解　 鈴木　広子　
アカデミック・リテラシー　 星野　芳恵　
パブリック・ワークＡ　 儀間　敏彦　
パブリック・ワークＡ　 二ノ宮リム　さち　
パブリック・スキルＢ　 宮永　耕　
社会科学演習Ａ　 鈴木　広子　
社会科学演習Ａ　 福留　恵子　
パブリック・ワークＢ　 能津　和雄　
プログラミング応用Ｂ　 佐野　建樹　
データベース開発　 山口　良二　
ビジネスＩＴ応用Ａ　 白澤　秀剛　
ディジタルイメージング　 木田　剛　
ディジタルイメージング　 橋塚　耕平　
インタフェースデザイン　 木田　剛　

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧



３ＤＣＧクリエイション　 半田　享　
理科教育法１　 前田　善仁　
理科教材論　 前田　善仁　
教職論　 反町　聡之　
教職論　 今井　良男　
教職論　 桜田　京子　
教職論　 奥村　仁　
教職論　 篠生　恵美子　
教職論　 神戸　秀巳　
教育心理学　 稲垣　智則　
教育心理学　 塚原　望　
教職論　 山川　勝久　
教育方法論　 塚原　望　
日本国憲法　 笹原　和織　
教育相談　 稲垣　智則　
教育相談　 弓田　千春　
図書館制度・経営論　 三村　敦美　
図書館サービス概論　 三村　敦美　
情報資源組織論Ａ　 山口　洋　
図書館情報学総合演習Ａ　 森　智彦　
学校経営と学校図書館　 高田　淳子　
情報サービス演習Ａ　 高田　淳子　
図書館特論　 丸島　隆雄　
図書館施設論　 森　智彦　
博物館概論　 篠原　聰　
博物館概論　 江水　是仁　
博物館教育論　 島　絵里子　
博物館資料論　 篠原　聰　
博物館資料保存論　 篠原　聰　
博物館資料保存論　 江水　是仁　
博物館展示論　 江水　是仁　
博物館展示論　 島　絵里子　
博物館経営論　 江水　是仁　
博物館情報・メディア論　 江水　是仁　
博物館実習１　 篠原　聰　
博物館実習２　 朝倉　徹　
時事ニュース研究Ａ　 阪堂　博之　
ニュース原稿作成Ａ　 阪堂　博之　
ジャーナリズム入門Ａ　 笠原　一哉　
ジャーナリズム・ゼミナールＡ　 笠原　一哉　
教職論　 佐藤　陽一　
教育相談　 鈴木　淳子　
生徒指導論　 山川　勝久　
生徒指導論　 前田　善仁　
生徒指導論　 高木　俊樹　
生徒指導論　 奥村　仁　
生徒指導論　 佐藤　陽一　
生徒指導論　 反町　聡之　
生徒指導論　 今井　良男　
生徒指導及び進路指導論　 山川　勝久　
生徒指導及び進路指導論　 前田　善仁　
生徒指導及び進路指導論　 高木　俊樹　
生徒指導及び進路指導論　 奥村　仁　
生徒指導及び進路指導論　 佐藤　陽一　
生徒指導及び進路指導論　 反町　聡之　
生徒指導及び進路指導論　 今井　良男　
卒業論文研究　 吉川　直人　
専門ゼミナール２　 和田　龍太　
国際学序論Ａ　 内川　明佳　
国際関係史Ｂ　 和田　龍太　
人間の安全保障　 田辺　圭一　
国際協力とＮＧＯ　 木下　理仁　
ジェンダー論　 小貫　大輔　
書道１　 西村　弥生　
創作表現２　 青山　七恵　



俳句を読む　 石田　千　
現代文学の展望　 石田　千　
演劇入門　 葛生　賢　
文学精読　 倉数　茂　
文学とセクシュアリテイ　 小原　眞紀子　
詩学入門　 小原　眞紀子　
創作表現１　 葛生　賢　
批評の役割　 三輪　太郎　
コミュニケーション学入門　 綾部　功　
プロデューサー実務　 熊谷　薫　
行政広報論　 河井　孝仁　
ゼミナールＡ　 樋口　喜昭　
女性とメディア　 清原　悠　
雑誌編集技術　 岡田　章子　
マスコミ文章表現　 岡田　章子　
ゼミナールＡ　 岡田　章子　
ゼミナールＡ　 羽生　浩一　
ゼミナールＣ　 熊谷　薫　
ラジオ番組制作　 樋口　喜昭　
ゼミナールＣ　 水島　久光　
ゼミナールＡ　 笠原　一哉　
臨床ボランティア実習１　 芳川　玲子　
臨床心理学１　 山田　幸恵　
統計学　 坂田　成輝　
人間関係の心理　 有沢　孝治　
情報社会理論　 小林　隆　
自治体インターンシップ　 小林　隆　
アメリカ政治論　 西田　竜也　
政治学演習Ａ　 小林　隆　
卒業研究Ａ　 小林　隆　
民法１　 齊藤　雅俊　
ＮＧＯと国際協力　 西田　竜也　
経済学特講Ｇ　 大熊　一寛　
経済学特講Ｈ　 大熊　一寛　
経済学演習１Ａ　 竹内　文英　
法学基礎演習２　 内藤　悟　
法学基礎演習２　 山中　純子　
法学基礎演習２　 鈴木　宏昌　
行政救済法　 内藤　悟　
税法　 藤中　敏弘　
物権法　 鈴木　宏昌　
不当利得・不法行為　 鈴木　宏昌　
商取引法　 石田　清彦　
法学特講Ａ　 鈴木　宏昌　
法学特講Ａ　 内藤　悟　
法学特講Ｂ　 鈴木　宏昌　
法学特講Ｂ　 内藤　悟　
演習１　 内藤　悟　
演習１　 鈴木　宏昌　
演習１　 山中　純子　
演習３　 内藤　悟　
演習３　 山中　純子　
情報法　 藤中　敏弘　
自然地理学概論　 戸田　真夏　
地誌　 須田　英一　
国際経済学　 竹内　文英　
国際政治学　 藤巻　裕之　
人文地理学概論　 中西　雄二　
環境法　 内藤　悟　
地域と文明　 大平　秀一　
都市空間と文明　 三浦　尚子　
都市空間論　 三浦　尚子　
卒業論文２　 大平　秀一　
文明学文献研究　 中西　雄二　
文明学セミナー１　 中西　雄二　



文明学セミナー１　 大平　秀一　
文明学セミナー２　 大平　秀一　
文明学セミナー２　 中西　雄二　
卒業論文１　 大平　秀一　
卒業論文１　 中西　雄二　
卒業論文２　 中西　雄二　
古文書講読　 下重　清　
日本近世史演習（政治）　 吉田　厚子　
弥生文化研究　 立花　実　
歴史考古学研究１　 田尾　誠敏　
インカ文明　 大平　秀一　
国語科教材論　 上野　隆久　
国語科教育法１　 上野　隆久　
卒業論文１　 綾部　功　
コミュニケーション学概論　 綾部　功　
コミュニケーション学演習１　 綾部　功　
東南アジア概論　 内藤　耕　
東南アジアの文化と社会　 佐藤　恵子　
現代中国論　 葉　千栄　
国際社会のなかのアジア　 内藤　耕　
アジア文化理解Ｂ　 葉　千栄　
アジア研究セミナー２　 葉　千栄　
卒業論文１　 葉　千栄　
ヨーロッパ芸術論Ｂ　 余村　聡二郎　
西洋文学の世界Ａ　 原　基晶　
中世・ルネサンス論　 原　基晶　
フィンランド概論　 柴山　由理子　
ストーリーを発見する　 倉数　茂　
文章と表現　 青山　七恵　
文学の遠近法（創作のための文学史）　 倉数　茂　
文芸批評入門　 助川　幸逸郎　
世界の文学を読むＡ　 青山　七恵　
世界の文学を読むＢ　 三輪　太郎　
映画史入門　 葛生　賢　
日本の古典を読む　 青山　七恵　
文芸創作入門ワークショップ　 三輪　太郎　
演劇ワークショップ　 葛生　賢　
詩の技法　 小原　眞紀子　
思春期文学とファンタジー　 倉数　茂　
現代文学のフロンティア　 石田　千　
クリエイティヴ・ライティング１　 葛生　賢　
クリエイティヴ・ライティング２　 青山　七恵　
俳句ワークショップ　 石田　千　
ノンフィクションを読む　 三輪　太郎　
文学とセクシュアリティ　 小原　眞紀子　
読み換えの技法　 三輪　太郎　
サブカルチャーと文学　 岡和田　晃　
編集ワークショップ　 三輪　太郎　
卒業制作ワークショップ２　 三輪　太郎　
卒業制作ワークショップ２　 青山　七恵　
卒業制作ワークショップ２　 倉数　茂　
卒業制作ワークショップ２　 葛生　賢　
Ｗｅｂメディア論　 河井　孝仁　
プロデューサー実践　 熊谷　薫　
ゼミナールＡ　 樋口　喜昭　
アドバンスゼミナール　 水島　久光　
新聞・出版論　 笠原　一哉　
グローバル化とメディア　 羽生　浩一　
コンテンツ分析論　 水島　久光　
メディア・コミュニケーション論　 水島　久光　
メディア英語演習　 羽生　浩一　
ゼミナールＡ　 岡田　章子　
ゼミナールＡ　 羽生　浩一　
ゼミナールＣ　 熊谷　薫　
ゼミナールＣ　 水島　久光　



ゼミナールＡ　 笠原　一哉　
映像制作　 樋口　喜昭　
心理学統計法　 坂田　成輝　
教育・学校心理学　 芳川　玲子　
健康・医療心理学　 坂田　成輝　
発達心理学　 菅沼　真樹　
障害者・障害児心理学　 中島　由宇　
精神疾患とその治療　 山本　賢司　
感情・人格心理学　 山田　幸恵　
心理演習１　 中島　香澄　
心理演習１　 有沢　孝治　
心理実習　 菅沼　真樹　
心理・社会学研究Ａ　 芳川　玲子　
ゼミナール１　 菅沼　真樹　
ゼミナール１　 芳川　玲子　
ゼミナール３　 菅沼　真樹　
古文基礎　 佐藤　瞳　
政治学演習１　 小林　隆　
卒業研究１　 小林　隆　
政治学特講Ａ　 末延　吉正　
政治学特講Ａ　 小林　隆　
民法　 齊藤　雅俊　
現代日本政治論　 末延　吉正　
情報政策論　 小林　隆　
国際協力論　 西田　竜也　
外交政策論　 西田　竜也　
応用経済学Ｅ　 大熊　一寛　
応用経済学Ｆ　 大熊　一寛　
経済学演習１Ａ　 大熊　一寛　
ゼミナール２Ａ　 久田　祥子　
ゼミナール３Ａ　 久田　祥子　
ゼミナール３Ａ　 成川　忠之　
ゼミナール３Ｂ　 内藤　陽子　
ゼミナール４Ａ　 久田　祥子　
ゼミナール４Ａ　 成川　忠之　
ゼミナール４Ｂ　 内藤　陽子　
組織行動論　 内藤　陽子　
ファイナンス１　 久田　祥子　
監査論　 井村　順子　
経営特別セミナーＢ　 森井　真広　
民法（物権）　 鈴木　宏昌　
民法（不当利得・不法行為）　 鈴木　宏昌　
大気環境論　 山本　秀正　
微生物生態学　 林　一也　
絵画Ａ　 森本　宏起　
彫刻－モデリング　 柳川　貴司　
石版画－単色刷り　 佐藤　逸平　
美術科教育法１　 長尾　幸治　
壁画実習　 中西　基広　
美術科教材論　 長尾　幸治　
エチュード・モドレ１　 柳川　貴司　
インダストリアルデザイン論　 戸谷　毅史　
デザインマネージメント論　 矢島　進二　
メディアアート論　 杉浦　忠雄　
ユニバーサルデザイン論　 山崎　正人　
知的財産権論　 成田　陽一　
カラーデザイン　 青木　美都　
デザインリサーチ　 田部　賢一　
アートディレクション論　 大曲　龍太郎　
エンターテイメントデザイン実習３　 池村　明生　
エンターテイメントデザイン実習４　 池村　明生　
プロダクトデザイン実習３　 戸谷　毅史　
プロダクトデザイン実習４　 戸谷　毅史　
デザイン概論　 富田　誠　
プレゼンテーション・ポートフォリオ　 瀧　知惠美　



卒業研究　 富田　誠　
音楽療法概論　 近藤　真由　
リトミック　 上村　綾乃　
ソルフェージュ　 余村　聡二郎　
声楽１　 梶井　龍太郎　
器楽・作曲１　 沖野　成紀　
声楽２　 梶井　龍太郎　
声楽３　 梶井　龍太郎　
器楽・作曲３　 沖野　成紀　
臨床医学各論１　 阿部　真貴子　
専門研究１　 檜垣　智也　
専門研究１　 近藤　真由　
ゼミナール１　 近藤　真由　
ゼミナール１　 檜垣　智也　
研究方法論　 佐藤　典子　
障害学　 阿部　真貴子　
音楽療法治療構造論　 近藤　真由　
介護概論　 阿部　正昭　
合唱３　 大沼　徹　
合唱５　 大沼　徹　
音楽療法各論２　 今村　ゆかり　
音楽音響学　 鈴木　和秀　
音楽療法各論１　 生野　里花　
声楽４　 梶井　龍太郎　
音楽療法セッション１　 近藤　真由　
専門実技１　 沖野　成紀　
音楽療法セッション３　 近藤　真由　
合唱４　 大沼　徹　
卒業演奏１　 沖野　成紀　
音楽療法セッション５　 近藤　真由　
卒業研究１　 近藤　真由　
卒業研究１　 梶井　龍太郎　
卒業研究１　 檜垣　智也　
エチュード・モドレ１　 柳川　貴司　
美術科教育法１　 長尾　幸治　
美術科教材論　 長尾　幸治　
美術入門ゼミナール　 田口　かおり　
文明学外国語講読　 中西　雄二　
歴史時代講義Ａ　 田尾　誠敏　
歴史時代演習Ａ　 田尾　誠敏　
弥生時代講義　 立花　実　
弥生時代演習　 立花　実　
コミュニケーション学概論　 綾部　功　
コミュニケーション学研究　 綾部　功　
東・東南アジア概論　 葉　千栄　
中世・ルネサンス研究　 原　基晶　
文芸批評入門Ａ　 助川　幸逸郎　
世界の文学Ｂ　 三輪　太郎　
日本の古典を読むＡ　 青山　七恵　
思春期文学とファンタジーＡ　 倉数　茂　
文学の遠近法（創作のための文学史）A　 倉数　茂　
映画史入門Ａ　 葛生　賢　
現代文学のフロンティアＡ　 石田　千　
映画史入門Ｂ　 葛生　賢　
現代文学のフロンティアＢ　 石田　千　
文芸批評入門Ｂ　 助川　幸逸郎　
文学で学ぶ異文化Ｂ　 三輪　太郎　
文学で学ぶ異文化Ａ　 青山　七恵　
日本の古典を読むＢ　 青山　七恵　
入門ゼミナールＢ　 倉数　茂　
文学とセクシュアリティ　 岡和田　晃　
詩の技法　 岡和田　晃　
思春期文学とファンタジーＢ　 倉数　茂　
文学の遠近法（創作のための文学史）Ｂ　 倉数　茂　
世界の文学Ａ　 青山　七恵　



新聞概論　 笠原　一哉　
出版概論　 笠原　一哉　
自然地理学概論Ａ　 戸田　真夏　
自然地理学概論Ｂ　 戸田　真夏　
地誌Ａ　 須田　英一　
地誌Ｂ　 須田　英一　
人文地理学概論Ａ　 中西　雄二　
人文地理学概論Ｂ　 中西　雄二　
デザインプレゼンテーション　 瀧　知惠美　
デザイン演習１　 富田　誠　
コンピュータデザイン　 富田　誠　
マンガ表現　 青田　めい　
プロダクトデザイン論　 戸谷　毅史　
エンターテイメントデザイン実習１　 池村　明生　
エンターテイメントデザイン実習２　 池村　明生　
プロダクトデザイン実習１　 戸谷　毅史　
プロダクトデザイン実習２　 戸谷　毅史　
デザイン連携プロジェクト１　 池村　明生　
デザイン連携プロジェクト１　 戸谷　毅史　
デザイン連携プロジェクト１　 富田　誠　
デザイン連携プロジェクト１　 熊谷　慶　
卒業研究１　 富田　誠　
卒業研究２　 富田　誠　
グローバルビジネスＡ　 貴家　勝宏　
国際協力とＮＧＯ　Ａ　 木下　理仁　
人間の安全保障Ａ　 田辺　圭一　
国際協力とＮＧＯ　Ｂ　 木下　理仁　
人間の安全保障Ｂ　 田辺　圭一　
ジェンダーとセクシュアリティＡ　 小貫　大輔　
ラテン・アメリカ研究　 小貫　大輔　
基礎ゼミナール１　 アブドーラ　アルモーメン　
基礎ゼミナール２　 和田　龍太　
国際機構とガバナンスＡ　 大森　功一　
卒業論文研究　 アブドーラ　アルモーメン　
卒業論文研究　 貴家　勝宏　
卒業論文研究　 和田　龍太　
ジェンダーとセクシュアリティＢ　 小貫　大輔　
グローバル・ヒストリーＢ　 和田　龍太　
ＥＮＧＬＩＳＨ　ＦＯＲ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＳＴＵＤＩＥＳ　Ｃ　 久保谷　政義　
応用ゼミナール１　 田辺　圭一　
応用ゼミナール２　 和田　龍太　
専門ゼミナール１　 和田　龍太　
専門ゼミナール１　 貴家　勝宏　
専門ゼミナール１　 アブドーラ　アルモーメン　
専門ゼミナール１　 内川　明佳　
専門ゼミナール１　 田辺　圭一　
国際研修　 内川　明佳　
国際研修　 和田　龍太　
日本外交Ａ　 アブドーラ　アルモーメン　
専門ゼミナール１　 吉川　直人　
応用ゼミナール１　 アブドーラ　アルモーメン　
応用ゼミナール１　 内川　明佳　
合唱１　 大沼　徹　
合唱２　 大沼　徹　
保健体育科教材論　 大越　正大　
解剖学　 花岡　美智子　
体つくり運動　理論及び実習　 中村　なおみ　
卓球　理論及び実習　 小菅　公夫　
剣道　理論及び実習　 天野　聡　
バドミントン　理論及び実習　 齋藤　美恵子　
スポーツ医学　 宮崎　誠司　
水泳　理論及び実習　 大越　正大　
ダンス　理論及び実習　 田巻　以津香　
体育経営管理学　 川邊　保孝　
スポーツ史　 松浪　稔　



保健授業論　 岡崎　勝博　
体育授業の基礎　 大越　正大　
保健体育学習指導法実習Ａ　 岡崎　勝博　
保健体育授業づくり演習　 中村　なおみ　
体育・スポーツ科学研究ゼミナール１　 内田　匡輔　
体育・スポーツ科学研究ゼミナール１　 中村　なおみ　
体育・スポーツ科学研究ゼミナール３　 岡崎　勝博　
体育・スポーツ科学研究ゼミナール３　 中村　なおみ　
リハビリテーション理論及び実習　 花岡　美智子　
コンディショニング概論　 花岡　美智子　
アスレティックトレーナー理論及び実習　 花岡　美智子　
スポーツ心理学特講　 武田　大輔　
スポーツマッサージ理論及び実習　 花岡　美智子　
スポーツマッサージ理論及び実習　 石田　智子　
アスレティックトレーナー演習１　 花岡　美智子　
競技スポーツ研究ゼミナール１　 武田　大輔　
競技スポーツ研究ゼミナール３　 武田　大輔　
競技スポーツ研究ゼミナール２　 花岡　美智子　
武道学研究法　 天野　聡　
武道実習Ｅ（杖道）　 天野　聡　
武道科学概論　 天野　聡　
なぎなた１　 大塚　真由美　
剣道指導論　 大塚　真由美　
剣道審判法演習　 天野　聡　
剣道特別実習１　 天野　聡　
剣道研究ゼミナール１　 天野　聡　
武道研究ゼミナール１　 天野　聡　
生涯スポーツインターンシップ　 吉岡　尚美　
健康教育論　 久保田　晃生　
成人保健学　 中村　知己　
生涯スポーツ論　 知念　嘉史　
生涯スポーツ基礎演習　 田巻　以津香　
高齢者スポーツ演習　 吉岡　尚美　
健康運動指導特講　 久保田　晃生　
労働衛生法規１（労働基準法を含む）　 内藤　堅志　
健康・体力づくり演習　 久保田　晃生　
生涯スポーツ企画・運営演習　 川邊　保孝　
生涯スポーツ研究ゼミナール１　 吉岡　尚美　
生涯スポーツ研究ゼミナール１　 知念　嘉史　
生涯スポーツ研究ゼミナール３　 吉岡　尚美　
生涯スポーツ研究ゼミナール３　 知念　嘉史　
マネジメント論Ａ　（メディア）　 落合　博　
スポーツ＆レジャー概論　 松浪　稔　
マネジメント論Ｃ　（ビジネス）　 押見　大地　
スポーツ＆レジャー論Ａ　（文化）　 松浪　稔　
国際スポーツ＆レジャーカルチャー論　 ルーミィ　アンドリュー　ローレンス　
マネジメントゼミナール１　 松浪　稔　
マネジメントゼミナール２　 松浪　稔　
スポーツ＆レジャー論Ｂ　（コミュニケーション）　 押見　大地　
国際スポーツ＆レジャー論　 ルーミィ　アンドリュー　ローレンス　
研究ゼミナール１　 押見　大地　
研究ゼミナール１　 松浪　稔　
研究ゼミナール１　 ルーミィ　アンドリュー　ローレンス　
研究ゼミナール２　 押見　大地　
研究ゼミナール２　 松浪　稔　
研究ゼミナール２　 ルーミィ　アンドリュー　ローレンス　
研究ゼミナール３　 押見　大地　
研究ゼミナール３　 松浪　稔　
研究ゼミナール３　 ルーミィ　アンドリュー　ローレンス　
研究ゼミナール４　 押見　大地　
研究ゼミナール４　 松浪　稔　
研究ゼミナール４　 ルーミィ　アンドリュー　ローレンス　
スポーツ＆レジャーインターンシップ　 吉原　さちえ　
スポーツ＆レジャーボランティア　 秋吉　遼子　
SDGs入門　 内川　明佳　



入門ゼミナールＢ　 小林　隆　
政策入門　 大熊　一寛　
アカンティング＆ファイナンス入門　 久田　祥子　
アカンティング＆ファイナンス入門　 成川　忠之　
国際関係論　 和田　龍太　
ＳＤＧｓ（ＳＵＳＴＡＩＮＡＢＬＥ　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　ＳＴＵＤＩＥＳ）持続可能な開発目標　 田辺　圭一　
ＳＤＧｓ（ＳＵＳＴＡＩＮＡＢＬＥ　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　ＳＴＵＤＩＥＳ）持続可能な開発目標　 アブドーラ　アルモーメン　
ＳＤＧｓ（ＳＵＳＴＡＩＮＡＢＬＥ　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　ＳＴＵＤＩＥＳ）持続可能な開発目標　 内川　明佳　
ＧＬＯＢＡＬ　ＳＴＵＤＹ　ＴＯＵＲ　Ａ　 和田　龍太　
ＧＬＯＢＡＬ　ＳＴＵＤＹ　ＴＯＵＲ　Ａ　 内川　明佳　
入門ゼミナールＡ　 アブドーラ　アルモーメン　
観光学概論1　 橋本　佳典　
自然科学基礎　 大川　猛　
権利擁護と成年後見制度　 阿部　正昭　
精神保健福祉相談援助の基盤（専門）　 舳松　克代　
相談援助実習指導　 中野　いずみ　
精神保健福祉援助演習１　 舳松　克代　
精神保健福祉援助実習指導　 長沼　洋一　
ソーシャルワーク演習３　 小林　理　
相談援助実習　 中野　いずみ　
精神保健福祉援助実習　 長沼　洋一　
精神医学１　 長沼　洋一　
介護学入門　 阿部　正昭　
精神医学２　 長沼　洋一　
精神保健の課題と支援２　 長沼　洋一　
ソーシャルワーク基礎１　 中越　章乃　
権利擁護を支える法制度　 阿部　正昭　
コミュニティデザイン論　 市川　享子　
運動による外傷・障害と救急処置　 遠藤　慎也　
精神保健ソーシャルワークの基礎２　 舳松　克代　
健康づくり運動の実技と指導Ａ　 有賀　誠司　
食品の安全性　 佐原　啓二　
健康統計学　 柴田　健雄　
ウエルネス経営論　 有賀　誠司　
健康づくり運動の理論とプログラム　 有賀　誠司　
多職種連携論　 舳松　克代　
学校保健概論（小児保健・精神保健・学校安全を含む）　 内田　匡輔　
品質管理概論　 関根　嘉香　
卒業研究１　 関根　嘉香　
コンピュータリテラシー　 牧野　浩典　
メディカルイメージング　 黒田　輝　
卒業研究２　 中島　孝　
卒業研究２　 黒田　輝　
知識と推論　 飯塚　泰樹　
ゼミナール２　 飯塚　泰樹　
科学英語　 笠見　直子　
マイクロコンピュータ　 浅川　毅　
ロボット設計学　 土屋　秀和　
コンピュータ応用実験１　 稲垣　克彦　
コンピュータ応用ゼミナール　 土屋　秀和　
ゼミナール１　 飯塚　泰樹　
コンピュータ応用ゼミナール　 浅川　毅　
卒業研究１　 浅川　毅　
基礎化学　 蟹江　治　
情報数理演習Ａ　 飯塚　泰樹　
機器分析　 苫米地　祐輔　
電磁気学１　 鄭　和翊　
原子物理学　 ベンツ　ヴォルフガング　
機器分析　 淺香　隆　
化学英語１　 苫米地　祐輔　
卒業研究２　 稲津　敏行　
有機反応化学　 稲津　敏行　
分析化学　 淺香　隆　
統計学　 佐藤　正志　
卒業研究１　 稲津　敏行　



卒業研究１　 佐藤　正志　
卒業研究１　 淺香　隆　
卒業研究２　 佐藤　正志　
研究ゼミナール　 稲津　敏行　
研究ゼミナール　 佐藤　正志　
研究ゼミナール　 淺香　隆　
卒業研究２　 淺香　隆　
卒業論文　 稲津　敏行　
卒業論文　 佐藤　正志　
卒業論文　 淺香　隆　
卒業研究１　 苫米地　祐輔　
研究ゼミナール　 苫米地　祐輔　
卒業研究２　 苫米地　祐輔　
卒業論文　 苫米地　祐輔　
動画情報論　 坂東　幸浩　
薄膜工学　 室谷　裕志　
光工学特別講義　 前田　秀一　
ホログラフィー工学　 伊達　宗和　
卒業研究２　 立崎　武弘　
卒業研究１　 立崎　武弘　
原子炉工学演習　 堺　公明　
原子炉工学　 堺　公明　
放射線防護の基礎　 古澤　哲　
卒業研究１　 堺　公明　
卒業研究１　 亀山　高範　
原子炉物理　 亀山　高範　
核燃料サイクル演習１　 堺　公明　
原子力プラント　 松村　哲夫　
原子炉物理演習　 亀山　高範　
卒業研究２　 若杉　圭一郎　
卒業研究２　 亀山　高範　
卒業研究２　 堺　公明　
電気通信法　 正源　和義　
衛星通信　 正源　和義　
電力工学　 石丸　将愛　
集積回路プロセス　 小林　清輝　
電気機器　 大口　英樹　
制御工学１　 大口　英樹　
音響と映像　 熊田　典明　
電気自動車　 木村　英樹　
入門ゼミナール１　 葛巻　徹　
無機材料工学　 松下　純一　
貴金属・宝石材料学　 松下　純一　
材料科学実験１　 小黒　英俊　
材料科学研究１　 葛巻　徹　
材料物性工学　 高尻　雅之　
材料科学ゼミナール２　 葛巻　徹　
材料科学研究２　 葛巻　徹　
情報科学ゼミナール　 中島　孝　
情報科学ゼミナール　 黒田　輝　
情報科学ゼミナール　 高雄　元晴　
卒業研究１　 中島　孝　
卒業研究１　 黒田　輝　
建築材料　 渡部　憲　
建築入門　 小沢　朝江　
建築デザイン３・同演習　 山崎　俊裕　
空間計画総論　 十亀　昭人　
建築設備　 山川　智　
生産・構法実験　 渡部　憲　
建築環境工学・同演習　 中野　淳太　
建築設計論２・同演習　 河内　一泰　
建築構造力学１Ｂ・同演習　 山本　憲司　
空間測量実習　 野村　圭介　
ランドスケープ　 岩崎　克也　
建築美学　 渡邉　研司　



建築鉄筋コンクリート構造・同演習　 野村　圭介　
建築構造力学２・同演習　 山本　憲司　
建築デザイン４・同演習　 河内　一泰　
建築デザイン１・同演習　 後藤　純　
卒業研究　 十亀　昭人　
卒業研究　 高橋　達　
卒業論文・卒業設計　 十亀　昭人　
卒業研究　 山川　智　
卒業研究　 山本　憲司　
卒業研究　 渡邉　研司　
卒業研究　 渡部　憲　
卒業研究　 河内　一泰　
卒業研究　 野口　直人　
卒業論文・卒業設計　 山川　智　
卒業論文・卒業設計　 山本　憲司　
卒業論文・卒業設計　 渡邉　研司　
卒業論文・卒業設計　 渡部　憲　
卒業論文・卒業設計　 高橋　達　
卒業論文・卒業設計　 野口　直人　
卒業論文・卒業設計　 河内　一泰　
卒業論文・卒業設計　 岩崎　克也　
卒業研究　 岩崎　克也　
建築環境工学・同演習　 篠原　奈緒子　
卒業研究　 野村　圭介　
卒業論文・卒業設計　 野村　圭介　
卒業研究　 篠原　奈緒子　
卒業論文・卒業設計　 篠原　奈緒子　
工学基礎（基礎数学）　 伊達　重之　
工学基礎（微積分学）　 伊達　重之　
土の力学（演習含む）　 藤原　覚太　
土木実験１　 杉山　太宏　
橋梁工学　 三神　厚　
情報化施工　 伊達　重之　
測量実習　 杉山　太宏　
メンテナンス工学　 伊達　重之　
応用数学　 奥山　淳　
精密工学実験２　 千葉　雅史　
システム制御１　 奥山　淳　
流体力学　 土屋　寛太朗　
電子回路　 内田　ヘルムート貴大　
問題発見ゼミナール２　 内田　ヘルムート貴大　
ものづくりと知的財産権　 山本　佳男　
環境と社会　 土屋　寛太朗　
卒業研究１　 内田　ヘルムート貴大　
卒業研究１　 山本　佳男　
卒業研究１　 奥山　淳　
卒業研究１　 土屋　寛太朗　
卒業研究１　 千葉　雅史　
卒業研究１　 窪田　紘明　
卒業研究２　 内田　ヘルムート貴大　
卒業研究２　 千葉　雅史　
卒業研究２　 奥山　淳　
卒業研究２　 土屋　寛太朗　
卒業研究２　 窪田　紘明　
機械材料　 岩森　暁　
機械要素設計　 落合　成行　
機械工学実験２　 畔津　昭彦　
トライボロジー　 落合　成行　
ファクトリーオートメーション　 金子　弘生　
先端材料　 岩森　暁　
機械デザイン２　 落合　成行　
卒業研究２　 長谷川　真也　
カーマテリアル　 太田　高裕　
動力機械基礎演習４　 荻野　弘彦　
機械製作法　 太田　高裕　



自動車工学　 加藤　英晃　
基礎動力機械実験　 森山　裕幸　
基礎動力機械実験ゼミナール　 森山　裕幸　
動力機械実験　 森山　裕幸　
動力機械実験ゼミナール　 森山　裕幸　
動力機械設計製図　 陳　之立　
基礎情報処理　 佐川　耕平　
動力機械基礎演習２　 森山　裕幸　
卒業研究１　 山本　建　
卒業研究１　 長谷川　真也　
卒業研究１　 荻野　弘彦　
卒業研究１　 太田　高裕　
卒業研究２　 太田　高裕　
卒業研究２　 荻野　弘彦　
航空宇宙学製図　 堀澤　秀之　
航空産業論　 林　敦志　
航空基礎実験　 新井　直樹　
職業操縦士とＣＲＭ　 天満　憲一　
卒業研究１　 清水　信介　
卒業研究１　 野間　大作　
卒業研究１　 鈴木　昌和　
卒業研究１　 新井　直樹　
卒業研究１　 天満　憲一　
卒業研究２　 清水　信介　
卒業研究２　 鈴木　昌和　
卒業研究２　 新井　直樹　
卒業研究２　 天満　憲一　
卒業研究２　 野間　大作　
医学概論　 高原　太郎　
特許戦略　 菊地　公一　
建築の理数学　 中野　淳太　
建築デザイン入門　 小沢　朝江　
数学科教育法１　 笹木　集夢　
プログラミング１　 飯塚　泰樹　
人工知能Ａ　 飯塚　泰樹　
数学科教育法１　 小原　豊　
数学科教材論　 守屋　誠司　
マイコンプログラミング　 浅川　毅　
マイコンプログラミング　 土屋　秀和　
コンピュータアーキテクチャ　 浅川　毅　
ハードウェアプログラミング　 土屋　秀和　
理工系のＴＯＥＩＣ（Ｒ）初級　 笠見　直子　
卒業研究１　 土屋　秀和　
コンピュータ応用実験３　 稲垣　克彦　
卒業研究２　 土屋　秀和　
卒業研究２　 浅川　毅　
生命有機化学４　 蟹江　治　
生命化学発展研究１　 蟹江　治　
生命化学発展研究３　 蟹江　治　
卒業研究　 蟹江　治　
研究ゼミナール２　 佐藤　正志　
研究ゼミナール２　 稲津　敏行　
研究ゼミナール２　 淺香　隆　
研究ゼミナール２　 苫米地　祐輔　
卒業研究２　 佐藤　正志　
卒業研究２　 稲津　敏行　
卒業研究２　 淺香　隆　
卒業研究２　 苫米地　祐輔　
有機反応機構　 苫米地　祐輔　
応用化学概論　 佐藤　正志　
無機機器分析　 淺香　隆　
化学英語基礎　 苫米地　祐輔　
有機機器分析　 苫米地　祐輔　
研究ゼミナール１　 佐藤　正志　
研究ゼミナール１　 稲津　敏行　



研究ゼミナール１　 淺香　隆　
研究ゼミナール１　 苫米地　祐輔　
卒業研究１　 佐藤　正志　
卒業研究１　 稲津　敏行　
卒業研究１　 淺香　隆　
卒業研究１　 苫米地　祐輔　
光・画像特別講義　 前田　秀一　
三次元画像形成　 伊達　宗和　
卒業研究１　 立崎　武弘　
卒業研究２　 立崎　武弘　
原子炉工学演習　 堺　公明　
原子炉熱工学　 堺　公明　
原子力プラント　 松村　哲夫　
原子炉物理演習　 亀山　高範　
卒業研究１　 亀山　高範　
卒業研究１　 堺　公明　
原子力入門　 堺　公明　
電気通信法　 正源　和義　
制御理論　 大口　英樹　
半導体工学１　 小林　清輝　
卒業研究２　 佐川　耕平　
卒業研究２　 木村　英樹　
卒業研究２　 小林　清輝　
映像音響技術　 熊田　典明　
電気自動車工学　 木村　英樹　
卒業研究１　 木村　英樹　
卒業研究１　 小林　清輝　
卒業研究１　 佐川　耕平　
材料科学ゼミナールＡ　 葛巻　徹　
材料科学実験Ａ　 小黒　英俊　
材料科学ゼミナールＢ　 葛巻　徹　
材料科学研究　 葛巻　徹　
先行卒業研究　 葛巻　徹　
入門ゼミナール　 葛巻　徹　
材料物性工学　 高尻　雅之　
無機材料工学　 松下　純一　
材料化学　 松下　純一　
貴金属・宝石材料学　 松下　純一　
卒業研究１　 高尻　雅之　
卒業研究１　 松下　純一　
卒業研究２　 松下　純一　
建築環境工学・演習　 中野　淳太　
建築環境工学・演習　 篠原　奈緒子　
建築構造力学１Ｂ・演習　 山本　憲司　
建築文化史　 渡邉　研司　
建築設備　 山川　智　
建築鉄筋コンクリート構造・演習　 野村　圭介　
建築構造力学２・演習　 山本　憲司　
都市デザイン　 岩崎　克也　
空間計画　 十亀　昭人　
建築環境計画・演習　 中野　淳太　
建築測量実習　 野村　圭介　
建築デザイン演習１　 後藤　純　
建築デザイン演習３　 山崎　俊裕　
建築デザイン演習４　 河内　一泰　
建築デザイン演習６　 河内　一泰　
デジタルデザイン演習　 十亀　昭人　
デジタルデザイン演習　 明野　岳司　
土木の数学　 伊達　重之　
土木の微積分　 伊達　重之　
コンクリート構造　 中野　友裕　
土木実験　 杉山　太宏　
土木施工　 伊達　重之　
上下水道工学　 貝谷　吉英　
卒業研究１　 杉山　太宏　



卒業研究１　 伊達　重之　
卒業研究１　 中野　友裕　
卒業研究１　 藤原　覚太　
卒業研究２　 伊達　重之　
卒業研究２　 中野　友裕　
卒業研究２　 奥山　淳　
卒業研究２　 千葉　雅史　
卒業研究２　 内田　ヘルムート貴大　
卒業研究２　 土屋　寛太朗　
問題発見ゼミナール１　 内田　ヘルムート貴大　
卒業研究２　 窪田　紘明　
材料力学１　 土屋　寛太朗　
基礎設計学２　 山本　佳男　
工業力学１　 土屋　寛太朗　
卒業研究１　 奥山　淳　
卒業研究１　 千葉　雅史　
卒業研究１　 山本　佳男　
卒業研究１　 内田　ヘルムート貴大　
卒業研究１　 土屋　寛太朗　
卒業研究１　 窪田　紘明　
創造プロジェクト　 畔津　昭彦　
材料力学演習　 森山　裕幸　
自動車工学　 加藤　英晃　
車両振動工学　 荻野　弘彦　
カーマテリアル　 太田　高裕　
基礎動力機械実験　 森山　裕幸　
動力機械実験　 森山　裕幸　
基礎動力機械実験ゼミナール　 森山　裕幸　
動力機械実験ゼミナール　 森山　裕幸　
エンジン設計　 陳　之立　
卒業研究１　 荻野　弘彦　
卒業研究１　 山本　建　
卒業研究１　 長谷川　真也　
卒業研究１　 太田　高裕　
卒業研究２　 長谷川　真也　
操縦士と人間力　 天満　憲一　
航空基礎実習　 新井　直樹　
無線工学　 野間　大作　
病理学概論　 大島　浩　
工業科教育法１　 後藤　博史　
職業指導　 後藤　博史　
日本剣道形理論演習　 天野　聡　
生涯スポーツ論　 久保田　晃生　
Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｓｐｏｒｔ　＆　Ｌｅｉｓｕｒｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　 ルーミィ　アンドリュー　ローレンス　
精神保健の課題と支援２　 長沼　洋一　
ソーシャルワーク基礎１　 中越　章乃　
ソーシャルワークの理論と方法Ｂ２　 舳松　克代　
権利擁護を支える法制度　 阿部　正昭　
運動による外傷・障害と救急処置　 遠藤　慎也　
精神保健ソーシャルワークの基礎２　 舳松　克代　
健康づくり運動の実技と指導Ａ　 有賀　誠司　
健康マーケティング論　 有賀　誠司　
健康づくり運動の理論とプログラム　 有賀　誠司　
協働の理論と方法　 舳松　克代　
学校保健概論（小児保健・精神保健・学校安全を含む）　 内田　匡輔　
６年次選択臨床実習 中川　儀英　
分子と細胞の医学２ 秦野　伸二　
人体構造学２ 隅山　香織　
生理学２ 玉木　哲朗　
薬理学 小林　広幸　
感染と防御　 佐藤　健人　
病理学入門 中村　直哉　
人間関係学（地域理解・シティズンシップ・ボランティア） 山本　賢司　
クリニカルコミュニケーション 關　敏郎　
応用薬理学 金谷　泰宏　



病理学各論・臨床検査学　 中村　直哉　
臨床病態学１ 川田　浩志　
臨床病態学２ 浜田　昌史　
社会医学１ 立道　昌幸　
臨床診断学　 浦野　哲哉　
５年次クリニカルクラークシップ 中川　儀英　
社会医学２ 立道　昌幸　
臨床医学総論２　 高原　太郎　
代謝機能代行装置学　 綿引　哲夫　
循環機能代行装置学１　 大島　浩　
関係法規　 綿引　哲夫　
卒業研究ゼミナール　 綿引　哲夫　
卒業研究　 綿引　哲夫　
現代文明論２　 森　正樹　
国際コミュニケーションＢ（ハワイ）　 庄村　雅子　
臨床看護技術演習１（治療・処置）　 庄村　雅子　
保健医療関係法規　 吉川　隆博　
国際コミュニケーションＡ（国内）　 山村　朋子　
公衆衛生看護学概論　 吉野　純子　
成人老年看護学概論Ａ　 今泉　郷子　
疾病と看護Ａ（消化器）　 沓澤　智子　
疾病と看護Ｂ（呼吸器・循環器）　 沓澤　智子　
疾病と看護Ｃ（腎・泌尿器・皮膚）　 新村　直子　
看護過程論　 森　祥子　
感染と防御　 小椋　正道　
基礎看護学実習２（生活援助）　 森屋　宏美　
看護情報学　 岡部　春香　
母性看護学　 石井　美里　
行政保健師活動論　 三橋　祐子　
成人看護学演習　 岩本　敏志　
地域精神保健福祉と看護　 吉川　隆博　
産業保健看護学　 錦戸　典子　
在宅看護学概論　 岡部　明子　
在宅看護学　 石原　孝子　
小児看護学演習　 小泉　織絵　
老年看護学演習　 安井　大輔　
看護研究概論　 今泉　郷子　
学校保健　 籠谷　恵　
精神看護学　 荻野　夏子　
疫学　 友滝　愛　
養護実習　 籠谷　恵　
公衆衛生看護技術論　 島本　さと子　
看護管理論　 吉川　隆博　
保健医療パートナーシップ演習　 錦戸　典子　
退院支援・在宅ケアマネジメント論　 岡部　明子　
行政保健師実習　 吉野　純子　
小児看護学実習Ｂ（健康障がいのある小児の看護）　 小泉　織絵　
成人看護学実習　 櫻井　大輔　
精神看護学実習　 荻野　夏子　
母性看護学実習　 石井　美里　
老年看護学実習Ａ（健康障害を持つ高齢者の看護）　 安井　大輔　
統合実習　 杉村　篤士　
統合実習　 石井　美里　
統合実習　 手島　芳江　
統合実習　 矢口　菜穂　
統合実習　 荻野　夏子　
国際看護演習Ａ（デンマーク）　 望月　好子　
統合実習　 小椋　正道　
小児看護学実習Ａ（健康な小児の看護）　 井上　玲子　
看護学概論　 塚越　みどり　
生活者看護論　 石原　孝子　
国際看護研修（ハワイ）　 庄村　雅子　
医療情報学 小見山　智義　
物理学の基礎 株木　重人　
早期医学実習 津田　万里　



良医入門 大貫　優子　
医学英語1 谷口　俊恭　
基礎医学概論 林　丈晴　
生理学1 玉木　哲朗　
分子と細胞の医学1 秦野　伸二　
臨床医学各論Ａ　 高原　太郎　
循環機能代行装置学Ａ　 大島　浩　
代謝機能代行装置学　 綿引　哲夫　
関係法規　 綿引　哲夫　
生体機能代行装置学実習　 大島　浩　
看護学概論　 大島　浩　
卒業研究ゼミナール　 高原　太郎　
卒業研究ゼミナール　 綿引　哲夫　
卒業研究　 高原　太郎　
卒業研究　 綿引　哲夫　
臨床実習　 大島　浩　
オブジェクト指向プログラミング　 星野　祐子　
データ構造とアルゴリズム応用　 星野　祐子　
メディアコンテンツ制作１　 山田　光穗　
企業研究　 田中　良一　
ソフトウェア設計　 星野　祐子　
情報システム開発・同演習　 小林　洋　
技術英語１　 澤村　誠　
卒業研究１　 星野　祐子　
情報メディアゼミナール　 星野　祐子　
卒業研究２　 星野　祐子　
論理回路　 清水　尚彦　
コンピュータアーキテクチャ　 清水　尚彦　
コンピュータネットワーク　 撫中　達司　
通信工学　 今村　誠　
技術英語１　 山浦　恒央　
技術英語１　 澤村　誠　
組込みソフトウェア開発特別講義　 今村　誠　
ソフトウェア工学１　 撫中　達司　
コンパイラ　 渡辺　晴美　
卒業研究１　 撫中　達司　
卒業研究１　 清水　尚彦　
卒業研究１　 佐藤　未来子　
卒業研究１　 大川　猛　
卒業研究２　 今村　誠　
卒業研究２　 清水　尚彦　
卒業研究２　 渡辺　晴美　
卒業研究２　 佐藤　未来子　
卒業研究２　 大川　猛　
卒業研究１　 田畑　智章　
卒業研究２　 田畑　智章　
金融工学　 金子　勝一　
ネットワークアーキテクチャ１　 高山　佳久　
ネットワークセキュリティ　 村山　純一　
卒業研究１　 高山　佳久　
卒業研究１　 村山　純一　
ゼミナール２　 高山　佳久　
ゼミナール２　 村山　純一　
卒業研究２　 高山　佳久　
卒業研究２　 村山　純一　
社会科学　 岡野　俊輔　
シティズンシップ　 田中　良一　
システム開発論　 星野　祐子　
技術英語　 山浦　恒央　
技術英語　 澤村　誠　
プロジェクト基礎１　 落合　昭　
プロジェクト基礎１　 渡辺　晴美　
組込み開発プロジェクト１　 大川　猛　
データ構造とアルゴリズム・同演習　 撫中　達司　
ゲームプログラミング・同演習　 渡辺　晴美　



ソフトウェア工学２　 撫中　達司　
ネットワークコンピューティング　 撫中　達司　
データ工学　 今村　誠　
論理回路・同演習　 清水　尚彦　
電子回路１　 大川　猛　
組込みシステム特別講義２　 今村　誠　
通信ネットワーク実習１　 高山　佳久　
卒業プロジェクト１　 高山　佳久　
卒業プロジェクト１　 村山　純一　
卒業研究１　 高山　佳久　
卒業研究１　 村山　純一　
卒業プロジェクト２　 高山　佳久　
卒業プロジェクト２　 村山　純一　
卒業研究２　 高山　佳久　
卒業研究２　 村山　純一　
ゼミナール　 高山　佳久　
ゼミナール　 村山　純一　
建築の理数学　 中野　淳太　
生産・構法Ａ　 渡部　憲　
建築デザイン演習１（設計製図基礎）　 後藤　純　
人文科学　 前田　芳男　
日本の文化・社会　 堀口　雅代　
教育相談　 蔵岡　智子　
教育実習１　 一井　武幸　
総合的な学習の時間の指導法　 林　敬三　
特別な教育的ニーズの理解と支援　 黒山　竜太　
観光ビジネス概論　 小林　寛子　
観光関連法規　 能津　和雄　
ホテル経営論　 那須　弘生　
ホスピタリティ経営論　 荒尾　千春　
九州の文化と観光　 阿部　正喜　
エアラインビジネス演習　 立山　由生　
臨床医学Ａ　 土居　二人　
医用治療機器学　 土居　二人　
臨床工学実習１　 土居　二人　
臨床工学実習２　 土居　二人　
アグリマーケティング論　 木之内　均　
ゼミナール１　 木之内　均　
ゼミナール１　 的場　英行　
エコツーリズム論　 小林　寛子　
観光政策と資源管理　 阿部　正喜　
観光地域づくり関連法規　 前田　芳男　
ソフト・コンテンツ観光論　 前田　芳男　
観光地域づくり演習２　 前田　芳男　
ゼミナール１　 荒尾　千春　
臨床医学Ｄ　 笠野　靖代　
卒業研究１　 土居　二人　
ゼミナール３　 木之内　均　
ゼミナール３　 的場　英行　
ゼミナール２　 小林　寛子　
ゼミナール２　 荒尾　千春　
ゼミナール２　 前田　芳男　
ゼミナール１　 前田　芳男　
卒業研究１　 小林　寛子　
卒業研究１　 荒尾　千春　
卒業研究１　 前田　芳男　
ゼミナール２　 木之内　均　
ゼミナール２　 的場　英行　
ゼミナール４　 的場　英行　
卒業研究２　 土居　二人　
卒業研究２　 荒尾　千春　
アグリビジネスフィールド実習　 的場　英行　
アカデミックジャパニーズ　 堀口　雅代　
自然災害と暮らし　 前田　芳男　
観光学概論　 小林　寛子　



アグリビジネスフィールド演習　 的場　英行　
社会学概論　 荒尾　千春　
メディア社会論　 荒尾　千春　
心理学概論　 蔵岡　智子　
阿蘇の自然と農業　 木之内　均　
地域社会学概論　 前田　芳男　
入門ゼミナールＡ　 伊藤　秀一　
園芸学の基礎　 川邊　隆大　
農学基礎実習　 平野　将司　
情報リテラシーＡ　 向井　重雄　
健康・フィットネス理論実習　 森　敏　
健康・フィットネス理論実習　 島崎　百恵　
地域創造ゼミナール１　 高橋　正年　
地域創造ゼミナール３　 高橋　正年　
球技の理論と実習Ｃ　 高橋　正年　
地域創造ゼミナール２　 高橋　正年　
地域創造ゼミナール４　 高橋　正年　
生態学実習　 松井　晋　
野生生物調査実習　 鈴木　大　
スポーツ指導論　 相原　博之　
スポーツバイオメカニクス　 広川　龍太郎　
学校体育実技Ａ　 島崎　百恵　
アイデア発想法　 笹川　寛司　
プロダクトデザイン論　 笹川　寛司　
ＷＥＢメディア　 安田　光孝　
空間デザインＢ　 田川　正毅　
ブランドデザイン　 加藤　淳　
フィールドワークＡ　 藤森　修　
地学実験　 岡本　研　
動物の生理学　 寺尾　晶　
インターンシップ　 笠原　宏一　
環境と水産資源　 大橋　正臣　
魚類生理・生化学　 木原　稔　
水産・海洋の職業　 大橋　正臣　
健康・フィットネス理論実習　 高橋　正年　
健康・フィットネス理論実習　 服部　正明　
健康・フィットネス理論実習　 塚本　未来　
生涯スポーツ理論実習　 高橋　正年　
健康・フィットネス理論実習　 広川　龍太郎　
地域創造プレゼミナール　 高橋　正年　
スポーツ指導論　 相原　博之　
球技の理論と実習Ｄ　 島崎　百恵　
球技の理論と実習Ｂ　 塚本　未来　
スポーツバイオメカニクス　 広川　龍太郎　
保健体育科教育法１　 高橋　正年　
保健体育科教材論　 高橋　正年　
英語通訳入門　 北間　砂織　
英語で学ぶアジア事情　 平木　隆之　
英語通訳初級　 北間　砂織　
ゼミナール１　 平木　隆之　
ゼミナール１　 ハミルトン　マーク　
インターンシップＡ　 ハミルトン　マーク　
卒業研究ゼミナール１　 ハミルトン　マーク　
卒業研究ゼミナール１　 平木　隆之　
英語で学ぶメディア　 平木　隆之　
卒業研究ゼミナール２　 ハミルトン　マーク　
卒業研究ゼミナール２　 平木　隆之　
ゼミナール２　 ハミルトン　マーク　
ゼミナール２　 平木　隆之　
モデリングＢ　 渡辺　宏二　
インテリアデザイン　 中尾　紀行　
メディア表現Ｃ　 渡辺　宏二　
メディアデザインＢ　 石塚　耕一　
空間デザインＢ　 田川　正毅　
フィールドワークＡ　 藤森　修　



生物学　 寺尾　晶　
理科教育法１　 岡本　研　
インターンシップ　 南　秀樹　
理科教材論　 岡本　研　
環境と水産資源　 大橋　正臣　
資源生物学　 山口　幹人　
海洋生物科学通論　 木原　稔　
学外技術実習　 南　秀樹　
特別活動論　 橋本　尚典　
地域デザイン論　 笹川　寛司　
生物学A　 寺尾　晶　
生物学B　 寺尾　晶　
入門ゼミナールＢ　 天満　憲一　
情報処理　 佐川　耕平　
材料力学基礎　 落合　成行　
材料力学基礎　 土屋　寛太朗　
プログラミング１　 石丸　将愛　
医用機器学　 大島　浩　
理論化学　 蟹江　治　
人文科学　 蔵岡　智子　
教育実習２　 一井　武幸　
生徒指導及び進路指導論　 福山　裕士　
生徒指導論　 福山　裕士　
教育心理学　 蔵岡　智子　
農業科教育法１　 福山　裕士　
フレッシュマンセミナー　 伊藤　秀一　
園芸と文化　 川邊　隆大　
外書講読２　 阿部　淳　
卒業研究演習１　 阿部　淳　
果樹園芸学　 安田　喜一　
蔬菜花卉園芸学　 川邊　隆大　
卒業研究１　 阿部　淳　
応用植物学特別実験・実習１　 阿部　淳　
卒業研究２　 阿部　淳　
動物栄養学　 服部　育男　
動物管理学　 稲永　敏明　
実験動物学　 河原崎　達雄　
動物繁殖学　 河原崎　達雄　
動物科学実験３　 稲永　敏明　
家畜人工授精論　 河原崎　達雄　
分析化学　 永井　竜児　
理科教材論　 一井　武幸　
理科教育法１　 一井　武幸　
食品加工基礎実習　 平野　将司　
農学基礎実習　 平野　将司　
船舶工作法　 山下　泰生　
経営学基礎　 岡田　夕佳　
海運論　 合田　浩之　
経済学基礎　 合田　浩之　
海洋環境総合演習　 成田　尚史　
水産社会概論　 関　いずみ　
沿岸環境調査実習　 吉田　弥生　
海洋環境保全概論　 脇田　和美　
海洋文化と資源管理　 斉藤　雅樹　
海洋安全保障論　 山田　吉彦　
海洋実習３　 日下　宗一郎　
美術・デザイン史　 山本　香瑞子　
環境と倫理　 吉田　弥生　
環境教育と市民活動　 廣瀬　慎美子　
地域調査実習　 小林　孝広　
海の自然観察実習　 仁木　将人　
海洋実習３　 廣瀬　慎美子　
環境社会学演習　 吉田　弥生　
環境社会学ゼミナール　 吉田　弥生　
環境社会学総合研究　 吉田　弥生　



分析化学実験　 成田　尚史　
生物化学海洋学実験　 成田　尚史　
海洋実習３　 植原　量行　
資源生物学　 福井　篤　
水産学ゼミナール　 後藤　慶一　
水産学ゼミナール　 清水　宗茂　
水産学総合研究　 後藤　慶一　
水産学総合研究　 清水　宗茂　
食品衛生学　 後藤　慶一　
微生物学実験　 後藤　慶一　
食品流通論　 平塚　聖一　
食育実習　 平塚　聖一　
ＨＡＣＣＰ実務管理論　 後藤　慶一　
技術者倫理論　 後藤　慶一　
国際海事法　 関根　博　
海事法令　 合田　浩之　
船舶管理概論　 関根　博　
運用学演習１　 榊原　繁樹　
海難論　 鈴木　卓也　
グローバルロジスティクス論　 合田　浩之　
財務会計基礎　 合田　浩之　
海事ビジネス演習　 合田　浩之　
産業・企業研究演習　 合田　浩之　
潜水概論　 鉄　多加志　
溶接・救急再圧員特別教育　 鉄　多加志　
海洋スポーツマネジメント論　 鉄　多加志　
スクーバダイビング実習　 高野　修　
サーフィン・ＳＵＰ実習　 鉄　多加志　
ＴＯＥＩＣ（Ｒ）初級Ａ　 望月　浩　
教職論　 小林　俊行　
教育課程論　 町　岳　
博物館教育論　 井上　輝夫　
教育方法論　 小林　俊行　
学習指導論　 小林　俊行　
理科教育法１　 小林　俊行　
工業科教育法１　 紅林　秀治　
総合的な学習の時間の指導法　 小林　俊行　
博物館展示論　 井上　輝夫　
博物館展示論　 渡辺　友美　
博物館実習２　 渡辺　友美　
理科教材論　 小林　俊行　
海洋レクリエーション論　 鉄　多加志　
潜水概論　 鉄　多加志　
海洋経済論　 合田　浩之　
経済学　 合田　浩之　
ＴＯＥＩＣ（Ｒ）初級A　 望月　浩　
観光経営管理総論　 干田　英晶　
観光広告論　 橋本　佳典　
観光学概論　 橋本　佳典　
文化とホスピタリティー　 橋本　朋子　
ホスピタリティー論　 橋本　朋子　
サービス・マネジメント　 崔　載弦　
国際交通論　 橋本　佳典　
パークス＆リゾート論　 田中　伸彦　
ネーチャー・レクリエーション論　 田中　伸彦　
イベントプラニング論　 遠藤　晃弘　
セミナー４　 田中　伸彦　
観光学実習　 橋本　朋子　
セミナー１　 藤本　祐司　
セミナー１　 橋本　佳典　
セミナー１　 田中　伸彦　
セミナー１　 橋本　朋子　
セミナー１　 崔　載弦　
セミナー３　 橋本　佳典　
セミナー３　 田中　伸彦　



セミナー３　 橋本　朋子　
セミナー３　 崔　載弦　


