
2022年度　実務経験のある教員による授業科目一覧

◎シラバスの内容等については、シラバス照会画面（本学HP⇒学生生活⇒webシラバス）から検索してください。

◎シラバス照会画面から「実務経験のある教員による授業科目」を検索する場合は、次のとおりです。

①シラバス照会画面　⇒　②「ゲストユーザー」をクリック　⇒　③「シラバス照会」をクリック　

　⇒　④「キーワード」の項目に、「実務経験」と入力し「検索」をクリック

（注）特定の学生のみ履修できる授業科目も表示されるので注意してください。

◎音楽学部 音楽学科

全学共通 當相敬愛と浄土真宗Ⅰ 2単位
日髙 明、佐々木 隆晃、四夷
法顕、塚田 博教、釋 大智、
髙田 未明、本多 彩

僧侶としての実務経験 クラス分け

全学共通 仏教思想と現代 2単位
井上 陽、日髙 明、髙田 未
明、本多 彩、釋 大智、赤井
智顕、四夷 法顕

僧侶としての実務経験 クラス分け

全学共通 當相敬愛と浄土真宗Ⅱ 2単位 佐々木 隆晃 僧侶としての実務経験

全学共通 大学と社会 2単位 外部講師（自治体の管理職） 行政責任者としての実務経験 オムニバス

全学共通 キャリアデザイン 2単位 碇　ともみ キャリアコンサルタントとしての実務経験

全学共通 インターンシップ 2単位 碇　ともみ キャリアコンサルタントとしての実務経験

全学共通 生活の中の数学 2単位 西村　勇 教師としての実務経験

全学共通 共生社会論 2単位 西　　靖 アナウンサーとしての実務経験 オムニバス

全学共通 市民性（シティズンシップ）育成論 2単位 西　　靖 アナウンサーとしての実務経験 オムニバス

全学共通 図書館概論 2単位 岡田　大輔 大学図書館での勤務・中学校での専任司書教諭の実務経験

専門科目 日本音楽史 2単位 福本　康之 僧侶としての実務経験

専門科目 常磐津Ⅰ 1単位 常磐津節での実務経験

専門科目 常磐津Ⅱ 1単位 常磐津節での実務経験

専門科目 音楽著作権 2単位 谷奥  孝司
JASRACで14年、毎日放送で23年勤務し、現在、水道筋音楽出版（株）代表取締
役、での実務経験

専門科目 映像と音楽と放送 2単位 江夏　正晃 株式会社マリモレコーズでの実務経験

専門科目 音楽文化論 2単位 江崎　慎平 アニメーション監督としての実務経験

専門科目 音楽療法概論 2単位 後藤  浩子 音楽療法士としての実務経験

専門科目 音楽療法の基礎Ｂ 2単位 石原  興子 音楽療法士としての実務経験

専門科目 音楽療法演習 2単位 石原  興子 音楽療法士としての実務経験

専門科目 臨床即興Ⅰ 2単位 石原  興子 音楽療法士としての実務経験

専門科目 現代音楽概説Ｂ 2単位 山根　明季子 作曲家としての実務経験

専門科目 管弦楽法 2単位 山根　明季子 作曲家としての実務経験　

専門科目 舞台芸術概論 2単位 衣川　絵里子 文化施設スタッフとしての実務経験

科　　目　　名 備考区分 単位数 担　当　者　名 実　務　経　験　に　つ　い　て
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専門科目 舞台スタッフ演習 2単位 衣川　絵里子 文化施設スタッフとしての実務経験

専門科目 レコーディング・エディットＡ 2単位 能美　亮士 音響エンジニアとしての実務経験

専門科目 レコーディング・エディットＢ 2単位 能美　亮士 音響エンジニアとしての実務経験

総　単　位　数 50単位

　［備考欄］

　　・クラス分け　⇒　クラス分けで担当する授業で、実務経験のある担当者のみ担当者欄に掲載

　　・複数担当　⇒　１回の授業を２以上の教員が一緒に担当する授業で、実務経験のある担当者のみ担当者欄に掲載

　　・オムニバス　⇒　各回の担当教員が異なる授業で、実務経験のある担当者のみ担当者欄に掲載

担　当　者　名 実　務　経　験　に　つ　い　て 備考区分 科　　目　　名 単位数
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2022年度　実務経験のある教員による授業科目一覧

◎シラバスの内容等については、シラバス照会画面（本学HP⇒学生生活⇒webシラバス）から検索してください。

◎シラバス照会画面から「実務経験のある教員による授業科目」を検索する場合は、次のとおりです。

①シラバス照会画面　⇒　②「ゲストユーザー」をクリック　⇒　③「シラバス照会」をクリック　

　⇒　④「キーワード」の項目に、「実務経験」と入力し「検索」をクリック

（注）特定の学生のみ履修できる授業科目も表示されるので注意してください。

◎人文学部 人文学科

全学共通 當相敬愛と浄土真宗Ⅰ 2単位 ● ●
日髙 明、佐々木 隆晃、四夷
法顕、塚田 博教、釋 大智、
髙田 未明、本多 彩

僧侶としての実務経験 クラス分け

全学共通 仏教思想と現代 2単位 ● ●
井上 陽、日髙 明、髙田 未
明、本多 彩、釋 大智、赤井
智顕、四夷 法顕

僧侶としての実務経験 クラス分け

全学共通 當相敬愛と浄土真宗Ⅱ 2単位 ● ● 佐々木 隆晃 僧侶としての実務経験

全学共通 大学と社会 2単位 ● ● 外部講師（自治体の管理職） 行政責任者としての実務経験 オムニバス

全学共通 キャリアデザイン 2単位 ● ● 碇　ともみ キャリアコンサルタントとしての実務経験

全学共通 インターンシップ 2単位 ● ● 碇　ともみ キャリアコンサルタントとしての実務経験

全学共通 生活の中の数学 2単位 ● ● 西村　勇 教師としての実務経験

全学共通 共生社会論 2単位 ● ● 西　　靖 アナウンサーとしての実務経験 オムニバス

全学共通 市民性（シティズンシップ）育成論 2単位 ● ● 西　　靖 アナウンサーとしての実務経験 オムニバス

全学共通 図書館概論 2単位 ● ● 岡田　大輔 大学図書館での勤務・中学校での専任司書教諭の実務経験

専門科目 日本文学概論 2単位 ● ● 阿尾  あすか 中学校・高等学校の教員としての実務経験

専門科目 日本文学入門１ 2単位 ● ● 阿尾  あすか 中学校・高等学校の教員としての実務経験

専門科目 日本文学入門２ 2単位 ● ● 荒井  真理亜 中学校・高等学校の教員としての実務経験

専門科目 日本近代文学史 2単位 ● ● 荒井  真理亜 中学校・高等学校の教員としての実務経験

専門科目 文化資料論Ａ（日本文学） 2単位 ● ● 阿尾  あすか 中学校・高等学校の教員としての実務経験

専門科目 文化資料論Ｂ（日本文学） 2単位 ● ● 荒井  真理亜 中学校・高等学校の教員としての実務経験

専門科目 日本文化特殊講義（日本文学） 2単位 ● ● 荒井  真理亜 中学校・高等学校の教員としての実務経験

専門科目 国語表現法 2単位 ● ● 溝端  悠朗 高等学校の教員としての実務経験

専門科目 書道Ａ 1単位 ● ● 泉　美智子 高等学校の教員としての実務経験

専門科目 書道Ｂ 1単位 ● ● 泉　美智子 高等学校の教員としての実務経験

専門科目 上方落語論 2単位 ● ● 桂　文我 落語家としての実務経験

釈　徹宗 僧侶としての実務経験

桂　春團治 落語家としての実務経験　

専門科目 日本思想史 2単位 ● ● 小野　真龍 僧侶としての実務経験

担　当　者　名 実　務　経　験　に　つ　い　て 備　考
2019年度

入学生

複数担当

区分 科　　目　　名 単位数
2020年度
以降入学生

専門科目 大阪特殊文化講義 2単位 ● ●
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専門科目 宗教学概論Ａ 2単位 ● ● 井上　陽 僧侶としての実務経験

専門科目 仏教学概論Ａ 2単位 ● ● 野村　淳爾 僧侶としての実務経験

専門科目 仏教学概論Ｂ 2単位 ● ● 野村　淳爾 僧侶としての実務経験

宇佐美　直八 表具工房での実務経験

吉村　昇洋 僧侶としての実務経験

専門科目 真宗入門 2単位 ● ● 佐々木　隆晃 僧侶としての実務経験

専門科目 宗教儀礼概論 2単位 ● ● 福本　康之 僧侶としての実務経験

専門科目 宗教史 2単位 ● ● 井上　陽 僧侶としての実務経験

専門科目 真宗史 2単位 ● ● 佐々木　隆晃 僧侶としての実務経験

専門科目 日本仏教史Ａ 2単位 ● ● 直林　不退 僧侶としての実務経験

専門科目 日本仏教史Ｂ 2単位 ● ● 直林　不退 僧侶としての実務経験

専門科目 仏教思想論 2単位 ● ● 井上　陽 僧侶としての実務経験

専門科目 宗教哲学 2単位 ● ● 小野　真龍 僧侶としての実務経験

釈　徹宗 僧侶としての実務経験

名越　康文 精神科医としての実務経験

専門科目 仏教と社会福祉 2単位 ● ● 日髙 明、霍野 廣由 僧侶としての実務経験 複数担当

専門科目 真宗学概論 2単位 ● ● 佐々木　隆晃 僧侶としての実務経験

専門科目 真宗聖典学 2単位 ● ● 髙田　未明 僧侶としての実務経験

専門科目 宗門法規 2単位 ● ● 宗本　昌延 浄土真宗本願寺派宗務所での実務経験

専門科目 布教法 2単位 ● ● 赤井　智顕 僧侶としての実務経験

専門科目 勤式作法 2単位 ● ● 近松　照俊 僧侶としての実務経験 複数担当

専門科目 宗教社会活動論 2単位 ● ● 霍野　廣由、釋　大智 僧侶としての実務経験 複数担当

専門科目 ビハーラ演習 2単位 ● ● 岩井　未来 チャプレンとしての実務経験

専門科目 真宗教学史・教団史 2単位 ● ● 髙田  未明 僧侶としての実務経験

専門科目 真宗儀礼演習 2単位 ● ● 近松　照俊 僧侶としての実務経験

専門科目 真宗伝道演習 2単位 ● ● 中平　了悟 僧侶としての実務経験

専門科目 寺院運営論 2単位 ● ● 日髙　明 僧侶としての実務経験 複数担当

専門科目 仏教文化講読１ 2単位 ● ● 井上　陽 僧侶としての実務経験 複数担当

専門科目 アジアの仏教と社会 2単位 ● ● 井上　陽 僧侶としての実務経験

専門科目 公認心理師の職責 2単位 ● 坂井　新
医療法人遊心会にじクリニック副院長及び公認心理士・臨床心理士として
の実務経験

専門科目 カウンセリング演習Ⅱ 2単位 ● 坂井　新 医療機関等での公認心理師・臨床心理士としての実務経験

専門科目 カウンセリング実習 2単位 ● 坂田　真穂 病院でのカウンセリング実務経験

専門科目 生涯発達の臨床心理学（青年期） 2単位 ● 三輪　幸二朗 医療法人聖和錦秀会阪本病院にて臨床心理士としての実務経験　

専門科目 異常心理学 2単位 ● 藤本　航平 企業等での臨床心理士・公認心理師としての実務経験

専門科目 障害者・障害児心理学 2単位 ● 木村　正徳 小学校教員及び学校教育相談としての実務経験

専門科目 教育・学校心理学 2単位 ● 木村　正徳 小学校教員及び学校教育相談としての実務経験

専門科目 カウンセリング論Ⅰ 2単位 ● 坂田　真穂 医療機関での公認心理師・臨床心理士としての実務経験

専門科目 臨床心理学概論 2単位 ● 坂田　真穂 医療機関での公認心理師・臨床心理士としての実務経験

専門科目 カウンセリング論Ⅱ 2単位 ● 西田　吉男 スクールカウンセラーとしての実務経験

● 複数担当

2019年度
入学生 担　当　者　名 実　務　経　験　に　つ　い　て 備　考

複数担当専門科目 宗教心理学 2単位 ● ●

科　　目　　名 単位数
2020年度

入学生

専門科目 仏教と生活 2単位 ●

区分
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専門科目 精神分析学 2単位 ● 坂田　真穂 医療機関での公認心理師・臨床心理士としての実務経験

専門科目 人体の構造と機能及び疾病 2単位 ● 小原　尚恵 医師としての実務経験

専門科目 精神医学 2単位 ● 坂井　新
医療法人遊心会にじクリニック副院長及び公認心理士・臨床心理士として
の実務経験

専門科目 精神疾患とその治療 2単位 ● 坂井　新
医療法人遊心会にじクリニック副院長及び公認心理士・臨床心理士として
の実務経験

専門科目 神経心理学 2単位 ● 上田　有紀人 病院での実務経験

専門科目 神経・生理心理学 2単位 ● 上田　有紀人 病院での実務経験

専門科目 福祉心理学 2単位 ● 三輪　幸二朗 医療法人聖和錦秀会阪本病院にて臨床心理士としての実務経験　

専門科目 情報社会論 2単位 ● ● 古田　誠 FMおおつ代表取締役での実務経験

専門科目 マス・メディア論 2単位 ● ● 古田　誠 FMおおつ代表取締役での実務経験

専門科目 貿易論 2単位 ● ● 上田　利博 ビジネスコンサルタント及び企業でのマネジメント実務経験

120単位 122単位

　［備考欄］

　　・クラス分け　⇒　クラス分けで担当する授業で、実務経験のある担当者のみ担当者欄に掲載

　　・複数担当　⇒　１回の授業を２以上の教員が一緒に担当する授業で、実務経験のある担当者のみ担当者欄に掲載

　　・オムニバス　⇒　各回の担当教員が異なる授業で、実務経験のある担当者のみ担当者欄に掲載

担　当　者　名 実　務　経　験　に　つ　い　て 備　考

総　単　位　数

2019年度
入学生区分 科　　目　　名 単位数

2020年度
入学生
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2022年度　実務経験のある教員による授業科目一覧

◎シラバスの内容等については、シラバス照会画面（本学HP⇒学生生活⇒webシラバス）から検索してください。

◎シラバス照会画面から「実務経験のある教員による授業科目」を検索する場合は、次のとおりです。

①シラバス照会画面　⇒　②「ゲストユーザー」をクリック　⇒　③「シラバス照会」をクリック　

　⇒　④「キーワード」の項目に、「実務経験」と入力し「検索」をクリック

（注）特定の学生のみ履修できる授業科目も表示されるので注意してください。

◎人間発達学部 子ども発達学科

全学共通 當相敬愛と浄土真宗Ⅰ 2単位
日髙 明、佐々木 隆晃、四夷
法顕、塚田 博教、釋 大智、
髙田 未明、本多 彩

僧侶としての実務経験 クラス分け

全学共通 仏教思想と現代 2単位
井上 陽、日髙 明、髙田 未
明、本多 彩、釋 大智、赤井
智顕、四夷 法顕

僧侶としての実務経験 クラス分け

全学共通 當相敬愛と浄土真宗Ⅱ 2単位 佐々木 隆晃 僧侶としての実務経験

全学共通 大学と社会 2単位 外部講師（自治体の管理職） 行政責任者としての実務経験 オムニバス

直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

中塚　景子 幼稚園教諭としての実務経験

全学共通 インターンシップ 2単位 碇　ともみ キャリアコンサルタントとしての実務経験

全学共通 生活の中の数学 2単位 西村　勇 教師としての実務経験

全学共通 共生社会論 2単位 西　　靖 アナウンサーとしての実務経験 オムニバス

全学共通 市民性（シティズンシップ）育成論 2単位 西　　靖 アナウンサーとしての実務経験 オムニバス

全学共通 図書館概論 2単位 岡田　大輔 大学図書館での勤務・中学校での専任司書教諭の実務経験

石本　日和子 小学校教諭としての実務経験

前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

専門科目 保育原理 2単位 永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

専門科目 児童家庭福祉 2単位 直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

専門科目 社会福祉 2単位 直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

専門科目 子ども家庭支援論 2単位 直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

専門科目 保育者論 2単位 永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

辻　直美 看護師としての実務経験

専門科目 障害児保育 2単位 直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

複数担当ベーシックセミナー 2単位

備　考

複数担当2単位キャリアデザイン全学共通

区分 科　　目　　名 単位数

専門科目 乳児保育Ⅱ 1単位 オムニバス

専門科目

担　当　者　名 実　務　経　験　に　つ　い　て
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専門科目 子どもと人間関係 1単位 中塚　景子 幼稚園教諭としての実務経験

専門科目 子どもと言葉 1単位 花房　ナオミ 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

専門科目 保育内容総合 2単位 永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験 オムニバス

専門科目 保育内容人間関係 2単位 中塚　景子 幼稚園教諭としての実務経験

専門科目 保育内容環境 2単位 永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

専門科目 保育内容言葉 2単位 花房　ナオミ 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

専門科目 教職論 2単位 木村　久男 小学校教諭としての実務経験

直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

専門科目 国語（書写を含む） 2単位 石本　日和子 小学校教諭としての実務経験

専門科目 社会 2単位 木村　久男 小学校教諭としての実務経験

専門科目 算数 2単位 辻本　元男 小学校教諭としての実務経験

専門科目 理科 2単位 木村　久男 小学校教諭としての実務経験 複数担当

専門科目 生活 2単位 永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験 オムニバス

専門科目 体育 2単位 前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

専門科目 国語科指導法 2単位 石本　日和子 小学校教諭としての実務経験

専門科目 社会科指導法 2単位 河内　晴彦 小学校教諭としての実務経験

専門科目 算数科指導法 2単位 辻本　元男 小学校教諭としての実務経験

専門科目 理科指導法 2単位 木村　久男 小学校教諭としての実務経験

専門科目 生活科指導法 2単位 石本　日和子 小学校教諭としての実務経験

専門科目 図画工作指導法 2単位 辰巳　三郎 小学校教諭としての実務経験

専門科目 体育科指導法 2単位 前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

専門科目 生徒・進路指導の理論と方法 2単位 木村　久男 小学校教諭としての実務経験

専門科目 世代間交流演習 2単位 中塚　景子 幼稚園教諭としての実務経験

木村　久男 小学校教諭としての実務経験

石本　日和子 小学校教諭としての実務経験

専門科目 保育実践演習 2単位 中塚　景子 幼稚園教諭としての実務経験

木村　久男 小学校教諭としての実務経験

前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

中塚　景子 幼稚園教諭としての実務経験

直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

木村　久男 小学校教諭としての実務経験

石本　日和子 小学校教諭としての実務経験

前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

中塚　景子 幼稚園教諭としての実務経験

前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

石本　日和子 小学校教諭としての実務経験

科　　目　　名

子ども学専門演習

専門科目 教職実践演習（幼・小）

専門科目

複数担当

専門科目 教職特別演習 2単位 複数担当

単位数 備　考

専門科目 特別支援教育（幼・小） 2単位 オムニバス

担　当　者　名 実　務　経　験　に　つ　い　て

2単位

区分

複数担当2単位

1単位 複数担当専門科目 保育・教育マネジメントＡ

7



直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

木村　久男 小学校教諭としての実務経験

石本　日和子 小学校教諭としての実務経験

前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

中塚　景子 幼稚園教諭としての実務経験

直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

木村　久男 小学校教諭としての実務経験

石本　日和子 小学校教諭としての実務経験

前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

中塚　景子 幼稚園教諭としての実務経験

直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

木村　久男 小学校教諭としての実務経験

石本　日和子 小学校教諭としての実務経験

前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

中塚　景子 幼稚園教諭としての実務経験

直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

杉山　宗尚　 児童養護施設職員としての実務経験

専門科目 施設実習 2単位 直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験 複数担当

専門科目 保育実習Ⅲの指導 2単位 直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

専門科目 保育実習Ⅲ 2単位 直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

中井　清津子 幼稚園教諭としての実務経験

中塚　景子 幼稚園教諭としての実務経験

永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

木村　久男 小学校教諭としての実務経験

石本　日和子 小学校教諭としての実務経験

前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

中井　清津子 幼稚園教諭としての実務経験

永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

木村　久男 小学校教諭としての実務経験

石本　日和子 小学校教諭としての実務経験

前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

中塚　景子 幼稚園教諭としての実務経験

直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

専門科目 保育・教育インターンシップ 1単位 石本　日和子 小学校教諭としての実務経験 複数担当

1単位 複数担当

1単位 複数担当

複数担当4単位

保育・教育実践学習 1単位 複数担当

実　務　経　験　に　つ　い　て単位数

専門科目

専門科目

1単位

複数担当

担　当　者　名 備　考

2単位 複数担当施設実習の指導

複数担当

1単位

区分 科　　目　　名

専門科目 教育実習の指導（事前事後指導）

専門科目 保育・教育マネジメントD

専門科目 教育実習（実地実習）

専門科目 保育・教育マネジメントB

専門科目 保育・教育マネジメントC
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直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

永井　毅 保育士・幼稚園教諭としての実務経験

直島　正樹 社会福祉施設職員・社会福祉協議会職員としての実務経験

前田　雅章 小学校教諭としての実務経験

総　単　位　数 108単位

　［備考欄］

　　・クラス分け　⇒　クラス分けで担当する授業で、実務経験のある担当者のみ担当者欄に掲載

　　・複数担当　⇒　１回の授業を２以上の教員が一緒に担当する授業で、実務経験のある担当者のみ担当者欄に掲載

　　・オムニバス　⇒　各回の担当教員が異なる授業で、実務経験のある担当者のみ担当者欄に掲載

専門科目 保育・教育ボランティア実習B 1単位 複数担当

専門科目 複数担当

単位数 担　当　者　名 実　務　経　験　に　つ　い　て

保育・教育ボランティア実習A 1単位

備　考区分 科　　目　　名
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2022年度　実務経験のある教員による授業科目一覧

◎シラバスの内容等については、シラバス照会画面（本学HP⇒学生生活⇒webシラバス）から検索してください。

◎シラバス照会画面から「実務経験のある教員による授業科目」を検索する場合は、次のとおりです。

①シラバス照会画面　⇒　②「ゲストユーザー」をクリック　⇒　③「シラバス照会」をクリック　

　⇒　④「キーワード」の項目に、「実務経験」と入力し「検索」をクリック

（注）特定の学生のみ履修できる授業科目も表示されるので注意してください。

◎人間発達学部 発達栄養学科

全学共通 當相敬愛と浄土真宗Ⅰ 2単位
日髙 明、佐々木 隆晃、四夷
法顕、塚田 博教、釋 大智、
髙田 未明、本多 彩

僧侶としての実務経験 クラス分け

全学共通 仏教思想と現代 2単位
井上 陽、日髙 明、髙田 未
明、本多 彩、釋 大智、赤井
智顕、四夷 法顕

僧侶としての実務経験 クラス分け

全学共通 當相敬愛と浄土真宗Ⅱ 2単位 佐々木 隆晃 僧侶としての実務経験

全学共通 大学と社会 2単位 外部講師（自治体の管理職） 行政責任者としての実務経験 オムニバス

全学共通 キャリアデザイン 2単位 碇　ともみ キャリアコンサルタントとしての実務経験

全学共通 インターンシップ 2単位 碇　ともみ キャリアコンサルタントとしての実務経験

全学共通 生活の中の数学 2単位 西村　勇 教師としての実務経験

全学共通 共生社会論 2単位 西　　靖 アナウンサーとしての実務経験 オムニバス

全学共通 市民性（シティズンシップ）育成論 2単位 西　　靖 アナウンサーとしての実務経験 オムニバス

全学共通 図書館概論 2単位 岡田　大輔 大学図書館での勤務・中学校での専任司書教諭の実務経験

金石　智津子 病院で勤務した管理栄養士としての実務経験

小野　くに子 小学校で勤務した指導栄養教諭としての実務経験

小田　麗子 管理栄養士としての地域での栄養教育活動の実務経験

鷲津　雅三 大阪市行政栄養士としての実務経験

髙井　玲子 大阪府保健所栄養士としての実務経験

金石　智津子 病院で勤務した管理栄養士としての実務経験

小田　麗子 管理栄養士としての地域での栄養教育活動の実務経験

鷺岡　和徳 調理師、食品衛生指導員および第2種衛生管理者としての実務経験

髙井　玲子 大阪府保健所栄養士としての実務経験

鷲津　雅三 大阪市行政栄養士としての実務経験

専門科目 健康管理論 2単位 大西　宏昭 大阪府保健所長としての実務経験

専門科目 公衆衛生学Ａ 2単位 鷲津　雅三 大阪市行政栄養士としての実務経験

専門科目 公衆衛生学Ｂ 2単位 鷲津　雅三 大阪市行政栄養士としての実務経験

専門科目 人体の構造（解剖学） 2単位 品川　英朗 歯科医師としての実務経験

専門科目 産官学食育実践演習 2単位 複数担当

担　当　者　名 実　務　経　験　に　つ　い　て 備　考

クラス分け

オムニバス

区分 科　　目　　名 単位数

専門科目 ベーシックセミナー 2単位

専門科目 食育総論 2単位
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専門科目 生理学Ａ 2単位 林　哲也 医師としての実務経験

林　哲也 医師としての実務経験 オムニバス

野村　篤生 薬剤師としての実務経験

専門科目 疾病の成り立ち 2単位 林　哲也 医師としての実務経験

専門科目 調理学 2単位 杉山　文
調理専門学校および料理教室などで勤務した料理研究家、調理師・管理栄
養士としての実務経験

専門科目 調理学実習Ａ 1単位 杉山　文
調理専門学校および料理教室などで勤務した料理研究家、調理師・管理栄
養士としての実務経験

専門科目 調理学実習Ｂ 1単位 杉山　文
調理専門学校および料理教室などで勤務した料理研究家、調理師・管理栄
養士としての実務経験

専門科目 栄養教育論Ａ 2単位 小野　くに子 小学校で勤務した指導栄養教諭としての実務経験

専門科目 栄養教育論Ｂ 2単位 小田　麗子 管理栄養士としての地域での栄養教育活動の実務経験

専門科目 栄養教育論実習Ａ 1単位 小野　くに子 小学校で勤務した指導栄養教諭としての実務経験

専門科目 栄養教育論実習Ｂ 1単位 小田　麗子 管理栄養士としての地域での栄養教育活動の実務経験

専門科目 栄養教育演習 2単位 小田　麗子 管理栄養士としての地域での栄養教育活動の実務経験

専門科目 臨床栄養学Ａ 2単位 金石　智津子 病院で勤務した管理栄養士としての実務経験

専門科目 臨床栄養学Ｂ 2単位 竹山　育子 研究機関およびクリニックで勤務した管理栄養士としての実務経験　

専門科目 臨床栄養アセスメント論 2単位 石橋　朋美 管理栄養士としての実務経験

専門科目 臨床栄養カウンセリング論 2単位 竹山　育子 研究機関およびクリニックで勤務した管理栄養士としての実務経験　

竹山　育子 研究機関およびクリニックで勤務した管理栄養士としての実務経験　

金石　智津子 病院で勤務した管理栄養士としての実務経験

竹山　育子 研究機関およびクリニックで勤務した管理栄養士としての実務経験　

金石　智津子 病院で勤務した管理栄養士としての実務経験

専門科目 公衆栄養学Ａ 2単位 髙井　玲子 大阪府保健所栄養士としての実務経験

専門科目 公衆栄養学Ｂ 2単位 髙井　玲子 大阪府保健所栄養士としての実務経験

専門科目 公衆栄養学実習Ａ 1単位 髙井　玲子 大阪府保健所栄養士としての実務経験

専門科目 公衆栄養学実習Ｂ 1単位 鷲津　雅三 大阪市行政栄養士としての実務経験

専門科目 給食経営管理論 2単位 角谷　勲 国立病院機構病院の管理栄養士としての実務経験

専門科目 給食経営管理実務論 2単位 岡村　吉隆 病院管理栄養士としての実務経験

専門科目 給食経営管理実習 2単位 角谷　勲 国立病院機構病院の管理栄養士としての実務経験

金石　智津子 病院で勤務した管理栄養士としての実務経験

髙井　玲子 大阪府保健所栄養士としての実務経験

角谷　勲 国立病院機構病院の管理栄養士としての実務経験

竹山　育子 研究機関およびクリニックで勤務した管理栄養士としての実務経験　

竹山　育子 研究機関およびクリニックで勤務した管理栄養士としての実務経験　

金石　智津子 病院で勤務した管理栄養士としての実務経験

髙井　玲子 大阪府保健所栄養士としての実務経験

鷲津　雅三 大阪市行政栄養士としての実務経験

畦岡　悦子 管理栄養士としての実務経験

角谷　勲 国立病院機構病院の管理栄養士としての実務経験

石橋　朋美 管理栄養士としての実務経験

専門科目 臨床栄養学実習Ｂ

専門科目 管理栄養総合演習

複数担当

オムニバス

オムニバス

1単位

1単位

1単位

2単位

複数担当

クラス分け

担　当　者　名 実　務　経　験　に　つ　い　て 備　考

専門科目 解剖生理学実験 1単位

専門科目 臨床栄養学実習Ａ 1単位

専門科目 臨地実習Ａ

専門科目 臨地実習Ｃ 1単位

複数担当

専門科目 臨地実習Ｂ

区分 科　　目　　名 単位数
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角谷　勲 国立病院機構病院の管理栄養士としての実務経験

小野　くに子 小学校で勤務した指導栄養教諭としての実務経験

小野　くに子 小学校で勤務した指導栄養教諭としての実務経験

前田　英子 指導栄養教諭としての実務経験

小野　くに子 小学校で勤務した指導栄養教諭としての実務経験

前田　英子 指導栄養教諭としての実務経験

小野　くに子 小学校で勤務した指導栄養教諭としての実務経験

前田　英子 指導栄養教諭としての実務経験

専門科目 スポーツ栄養演習 2単位 保井　智香子 管理栄養士および健康運動指導士としての実務経験

専門科目 臨床薬理学 2単位 浦嶋　庸子 薬剤師としての実務経験

専門科目 食デザイン演出 2単位 吉田　由美 調理士としての実務経験

竹山　育子 研究機関およびクリニックで勤務した管理栄養士としての実務経験　

鷺岡　和徳 調理師、食品衛生指導員および第2種衛生管理者としての実務経験

専門科目 製菓実習 1単位 杉山　文
調理専門学校および料理教室などで勤務した料理研究家、調理師・管理栄
養士としての実務経験

竹山　育子 研究機関およびクリニックで勤務した管理栄養士としての実務経験　

平野   和保 病院で勤務した管理栄養士としての実務経験

専門科目 栄養疫学 2単位 髙井　玲子 大阪府保健所栄養士としての実務経験

専門科目 インタ－ンシップ実習 1単位 金石　智津子 病院で勤務した管理栄養士としての実務経験

竹山　育子 研究機関およびクリニックで勤務した管理栄養士としての実務経験　

金石　智津子 病院で勤務した管理栄養士としての実務経験

角谷　勲 国立病院機構病院の管理栄養士としての実務経験

小田　麗子 管理栄養士としての地域での栄養教育活動の実務経験

髙井　玲子 大阪府保健所栄養士としての実務経験

鷲津　雅三 大阪市行政栄養士としての実務経験

小野　くに子 小学校で勤務した指導栄養教諭としての実務経験

金石　智津子 病院で勤務した管理栄養士としての実務経験

小田　麗子 管理栄養士としての地域での栄養教育活動の実務経験

角谷　勲 国立病院機構病院の管理栄養士としての実務経験　

髙井　玲子 大阪府保健所栄養士としての実務経験

鷲津　雅三 大阪市行政栄養士としての実務経験

小野　くに子 小学校で勤務した指導栄養教諭としての実務経験

竹山　育子 研究機関およびクリニックで勤務した管理栄養士としての実務経験　

杉山　文
調理専門学校および料理教室などで勤務した料理研究家、調理師・管理栄
養士としての実務経験

専門科目 学校栄養教育論Ａ 2単位

専門科目 学校栄養教育論Ｂ 2単位

複数担当

複数担当

複数担当

担　当　者　名 実　務　経　験　に　つ　い　て 備　考

2単位

2単位

オムニバス

オムニバス

複数担当

専門科目 管理栄養士演習Ｂ 2単位

専門科目

専門科目 管理栄養士演習Ｄ

管理栄養士演習Ｃ 2単位

区分 科　　目　　名 単位数

オムニバス専門科目 在宅栄養ケア演習

専門科目 臨地実習Ｄ（給食の運営を含む） 1単位

専門科目 栄養教育実習 2単位

専門科目 商品開発入門 2単位
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角谷　勲 国立病院機構病院の管理栄養士としての実務経験

小田　麗子 管理栄養士としての地域での栄養教育活動の実務経験

品川　英朗 歯科医師としての実務経験

竹山　育子 研究機関およびクリニックで勤務した管理栄養士としての実務経験　

杉山　文
調理専門学校および料理教室などで勤務した料理研究家、調理師・管理栄
養士としての実務経験

小野　くに子 小学校で勤務した指導栄養教諭としての実務経験

総　単　位　数 109単位

　［備考欄］

　　・クラス分け　⇒　クラス分けで担当する授業で、実務経験のある担当者のみ担当者欄に掲載

　　・複数担当　⇒　１回の授業を２以上の教員が一緒に担当する授業で、実務経験のある担当者のみ担当者欄に掲載

　　・オムニバス　⇒　各回の担当教員が異なる授業で、実務経験のある担当者のみ担当者欄に掲載

備　考担　当　者　名 実　務　経　験　に　つ　い　て

専門科目 卒業研究 4単位 クラス分け

区分 科　　目　　名 単位数
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