
実務経験のある教員等による授業科目の一覧表(大学共通)

科目名称 単位数 備考

キリスト教概論Ⅰ 2 教授 高木　総平 キリスト教会牧師

宗教と人間 2 教授 高木　総平 キリスト教会牧師

身体による表現活動Ⅱ(ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ実技) 1 准教授 稲垣  貴彦 福祉施設職員、保健所精神保健福祉相談員

美濃と飛騨のふくし 2 教授 飯尾  良英 社会福祉協議会職員

ボランティア活動論 2 教授 宮嶋　淳 社会福祉協議会職員他

スポーツ科学論 2 助教 後藤　健太 県立病院に健康運動指導士として勤務

准教授 浅田 訓永 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

講師 柿島 新太郎 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣
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職業体験Ⅰ 2



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表(人間福祉学部共通)

科目名称 単位数 備考

社会福祉概論Ａ 2 講師 小松尾　京子 社会福祉協議会職員他

社会福祉概論Ｂ 2 講師 小松尾　京子 社会福祉協議会職員他

公的扶助論 2 教授 柴田　純一 行政職員(福祉事務所、介護保険課等)

児童福祉論 2 教授 宮嶋　淳 社会福祉協議会職員他

地域福祉論Ａ 2 教授 飯尾  良英 社会福祉協議会職員

地域福祉論Ｂ 2 教授 飯尾  良英 社会福祉協議会職員

社会福祉援助技術概論Ａ 2 講師 小松尾　京子 社会福祉協議会職員他

社会福祉援助技術概論Ｂ 2 講師 小松尾　京子 社会福祉協議会職員他

人間福祉特論 2 教授 宮嶋　淳 社会福祉協議会職員他

人間福祉入門 2 教授 飯尾  良英 社会福祉協議会職員

臨床心理学 2 教授 高木　総平 中学・高校のカウンセリングルームの実務経験

中小企業論 2 教授 安藤 信雄 企業経験有

特別支援教育論 2 教授 別府　悦子 臨床心理士(行政職員、スクールカウンセラー他)

社会福祉援助技術論ⅠＡ 2 教授 谷口　真由美 病院医療ソーシャルワーカー、社会福祉施設相談員他

教授 谷口　真由美 病院医療ソーシャルワーカー、社会福祉施設相談員他

特任講師 打保 由佳 福祉施設生活支援員

社会福祉援助技術論ⅡＡ 2 教授 谷口　真由美 病院医療ソーシャルワーカー、社会福祉施設相談員他

社会福祉援助技術論ⅡＢ 2 教授 谷口　真由美 病院医療ソーシャルワーカー、社会福祉施設相談員他

教授 柴田　純一 行政職員(福祉事務所、介護保険課等)

教授 大藪  元康 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

教授 谷口　真由美 病院医療ソーシャルワーカー、社会福祉施設相談員他

講師 小松尾　京子 社会福祉協議会職員他
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社会福祉援助技術論ⅠＢ 2

社会福祉実習 4



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表(人間福祉学科)

科目名称 単位数 備考

こころとからだのしくみ【教職】 2 教授 横山　さつき 保健所保健師、病院保健師、産業保健師・看護師

スクールソーシャルワーク演習 1 教授 宮嶋　淳 社会福祉協議会職員他

スクールソーシャルワーク実習 2 教授 宮嶋　淳 社会福祉協議会職員他

スクールソーシャルワーク実習指導 1 教授 宮嶋　淳 社会福祉協議会職員他

スクールソーシャルワーク論 2 教授 宮嶋　淳 社会福祉協議会職員他

8
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実務経験のある教員等による授業科目の一覧表(人間福祉学科_介護福祉士取得希望者)

科目名称 単位数 備考

医療的ケアＡ 2 准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 名倉 弘美 病院看護師、居宅介護支援事業所介護支援専門員

講師 松田　武美 看護師

准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 名倉 弘美 病院看護師、居宅介護支援事業所介護支援専門員

講師 松田　武美 看護師

介護コミュニケーション技術論 2 准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

介護の基本Ｄ（レクリエーション） 2 准教授 稲垣  貴彦 福祉施設職員、保健所精神保健福祉相談員

介護福祉論Ⅰ 2 准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

介護福祉論Ⅱ 2 准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

ケア管理論 2 准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

公的扶助論 2 教授 柴田　純一 行政職員(福祉事務所、介護保険課等)

こころとからだのしくみＡ（介護） 1 准教授 名倉 弘美 病院看護師、居宅介護支援事業所介護支援専門員

こころとからだのしくみＢ（介護） 1 准教授 名倉 弘美

障害の理解 2 講師 松田　武美 看護師

生活支援技術（介護）Ⅰ 2 准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

生活支援技術（介護）Ⅲ 2 准教授 名倉 弘美 病院看護師、居宅介護支援事業所介護支援専門員

生活支援技術（介護）Ⅱ 4 准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

生活支援技術B（住居・被服） 1 教授 菊池　啓子 高校教員

認知症の理解Ｂ（生活支援・制度） 1 准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

発達と老化の理解 2 准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 名倉 弘美 病院看護師、居宅介護支援事業所介護支援専門員

准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 名倉 弘美 病院看護師、居宅介護支援事業所介護支援専門員

准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 名倉 弘美 病院看護師、居宅介護支援事業所介護支援専門員

准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 名倉 弘美 病院看護師、居宅介護支援事業所介護支援専門員

准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 名倉 弘美 病院看護師、居宅介護支援事業所介護支援専門員

准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 名倉 弘美 病院看護師、居宅介護支援事業所介護支援専門員

准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 名倉 弘美 病院看護師、居宅介護支援事業所介護支援専門員

准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 名倉 弘美 病院看護師、居宅介護支援事業所介護支援専門員

准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 名倉 弘美 病院看護師、居宅介護支援事業所介護支援専門員

准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

准教授 山下 科子 病院・福祉施設看護師、介護支援事業所介護支援専門員

准教授 名倉 弘美 病院看護師、居宅介護支援事業所介護支援専門員
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医療的ケアＣ 1

介護過程Ⅰ 2



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表(人間福祉学科_精神保健福祉士取得希望者)

科目名称 単位数 備考

精神医学A 2 特任教授 羽部 仁 病院精神科医

精神医学B 2 特任教授 羽部 仁 病院精神科医

精神科リハビリテーション学Ａ 2 助教 渡辺　明夏 精神保健福祉士(福祉施設相談員他)

精神科リハビリテーション学Ｂ 2 助教 渡辺　明夏 精神保健福祉士(福祉施設相談員他)

精神保健学A 2 特任教授 羽部 仁 病院精神科医

精神保健学B 2 特任教授 羽部 仁 病院精神科医

精神保健福祉援助技術各論Ａ 2 講師 北川　博司 ソーシャルワーカー(公立病院、隣保館、市福祉事務所等勤務)

精神保健福祉援助技術各論Ｂ 2 講師 北川　博司 ソーシャルワーカー(公立病院、隣保館、市福祉事務所等勤務)

精神保健福祉相談援助の基盤（基礎） 2 講師 北川　博司 ソーシャルワーカー(公立病院、隣保館、市福祉事務所等勤務)

精神保健福祉相談援助の基盤（専門） 2 講師 北川　博司 ソーシャルワーカー(公立病院、隣保館、市福祉事務所等勤務)

精神保健福祉論Ａ 2 准教授 加藤 大輔 福祉施設精神保健福祉士

精神保健福祉論Ｂ 2 准教授 加藤 大輔 福祉施設精神保健福祉士

精神保健福祉論Ｃ 2 准教授 加藤 大輔 福祉施設精神保健福祉士

精神保健福祉援助技術演習Ⅰ 1 准教授 加藤 大輔 福祉施設精神保健福祉士

精神保健福祉援助技術演習Ⅱ 1 准教授 加藤 大輔 福祉施設精神保健福祉士

准教授 加藤 大輔 福祉施設精神保健福祉士

講師 北川　博司 ソーシャルワーカー(公立病院、隣保館、市福祉事務所等勤務)

准教授 加藤 大輔 福祉施設精神保健福祉士

講師 北川　博司 ソーシャルワーカー(公立病院、隣保館、市福祉事務所等勤務)

助教 渡辺　明夏 精神保健福祉士(福祉施設相談員他)

准教授 加藤 大輔 福祉施設精神保健福祉士

講師 北川　博司 ソーシャルワーカー(公立病院、隣保館、市福祉事務所等勤務)

助教 渡辺　明夏 精神保健福祉士(福祉施設相談員他)
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精神保健福祉援助実習 5

精神保健福祉援助実習指導 3

精神保健福祉援助技術演習Ⅲ 1



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表(子ども教育学科)

科目名称 単位数 備考

英文法論Ⅰ 2 講師 田路　敏彦 中学・高校教員

英文法論Ⅱ 2 講師 田路　敏彦 中学・高校教員

英語コミュニケーションⅠ 1 教授 服部　吉彦 小中学校教員、教育委員会職員

英語コミュニケーションⅡ 1 准教授 新井　謙司 小中学校教員、教育委員会職員

国語科教育法 2 教授 山田　丈美 小学校教員

音楽Ａ 1 特任教授 市橋　佳明 小学校教員

体育 2 准教授 平井　博史 幼児体育関連企業

日本語表現法（書写含む） 2 教授 山田　丈美 小学校教員

理科 2 特任教授 伏屋　英幸 小・中学校教員

理科教育法 2 特任教授 伏屋　英幸 小・中学校教員

算数 2 教授 林　茂男 小中学校教員、教育委員会職員

算数科教育法 2 教授 林　茂男 小中学校教員、教育委員会職員

図画工作 1 講師 八桁　健 小学校教員

図画工作科教育法 1 講師 八桁　健 小学校教員

教育原理 2 特任教授 小林　直樹 小中学校教員、教育委員会職員

教職入門 2 特任教授 小林　直樹 小中学校教員、教育委員会職員

教育行政学 2 特任教授 小林　直樹 小中学校教員、教育委員会職員

生活科教育法 2 教授 友田　靖雄 小中学校教員、博物館職員

生徒指導論 2 特任教授 伏屋　英幸 小・中学校教員

総合表現活動A 2 特任教授 市橋　佳明 小学校教員

総合表現活動B 2 特任教授 市橋　佳明 小学校教員

教育課程論（小・中） 2 教授 山田　丈美 小学校教員

教育方法論（小） 2 教授 山田　丈美 小学校教員

教授 林　茂男 小中学校教員、教育委員会職員

特任教授 伏屋　英幸 小・中学校教員

教授 山田　丈美 小学校教員

特任教授 伏屋　英幸 小・中学校教員

教授 友田　靖雄 小中学校教員、博物館職員

教授 服部　吉彦 小中学校教員、教育委員会職員

教授 友田　靖雄 小中学校教員、博物館職員

教授 林　茂男 小中学校教員、教育委員会職員

特任教授 伏屋　英幸 小・中学校教員

教授 服部　吉彦 小中学校教員、教育委員会職員

教授 友田　靖雄 小中学校教員、博物館職員

教授 林　茂男 小中学校教員、教育委員会職員

教授 服部　吉彦 小中学校教員、教育委員会職員

講師 田路　敏彦 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

特任教授 伏屋　英幸 小・中学校教員

教授 山田　丈美 小学校教員

講師 田路　敏彦 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

教授 服部　吉彦 小中学校教員、教育委員会職員

特任教授 伏屋　英幸 小・中学校教員

教授 友田　靖雄 小中学校教員、博物館職員

教授 服部　吉彦 小中学校教員、教育委員会職員

教師への道Ⅱ 1 教授 服部　吉彦 小中学校教員、教育委員会職員

教授 林　茂男 小中学校教員、教育委員会職員

教授 服部　吉彦 小中学校教員、教育委員会職員

教授 友田　靖雄 小中学校教員、博物館職員

教授 林　茂男 小中学校教員、教育委員会職員

教授 服部　吉彦 小中学校教員、教育委員会職員

准教授 新井　謙司 小中学校教員、教育委員会職員

講師 田路　敏彦 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

特任教授 伏屋　英幸 小・中学校教員

小学校教育実習指導 1 教授 林　茂男 小中学校教員、教育委員会職員

公的扶助論 2 教授 柴田　純一 行政職員(福祉事務所、介護保険課等)

介護概論【集中】 2 講師 海老 諭香 福祉施設介護職員

社会福祉実習 4 准教授 平野　華織 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

子育て支援 1 助教 梅田　裕介 中学・高校教員、幼稚園教諭他

子どもの保健ⅠＡ 2 講師 植松　勝子 市町村保健センター保健師、精神保健福祉士(行政職員)

子どもの保健ⅠＢ 2 講師 植松　勝子 市町村保健センター保健師、精神保健福祉士(行政職員)

子どもの保健Ⅱ 1 教授 今井 七重 病院看護師、病児保育園看護師

障害児保育Ａ 1 教授 別府　悦子 臨床心理士(行政職員、スクールカウンセラー他)

障害児保育Ｂ 1 教授 別府　悦子 臨床心理士(行政職員、スクールカウンセラー他)

地域子育て支援実習 4 教授 西垣  吉之 保育園保育士

地域子育て支援実習方法研究 1 教授 西垣  吉之 保育園保育士

特別支援教育 1 教授 別府　悦子 臨床心理士(行政職員、スクールカウンセラー他)

発達支援論 2 教授 別府　悦子 臨床心理士(行政職員、スクールカウンセラー他)

保育原理 2 教授 西垣  吉之 保育園保育士

保育者論 1 助教 梅田　裕介 中学・高校教員、幼稚園教諭他

保育相談支援 1 教授 別府　悦子 臨床心理士(行政職員、スクールカウンセラー他)

保育内容（言葉）Ⅰ 1 助教 小木曽　友則 保育士・幼稚園教諭

保育内容（環境）Ⅰ 1 助教 梅田　裕介 中学・高校教員、幼稚園教諭他

保育内容演習ⅡB（人間関係） 1 教授 西垣  吉之 保育園保育士

保育内容演習ⅢB（環境） 1 助教 梅田　裕介 中学・高校教員、幼稚園教諭他

保育内容総論 1 教授 西垣  吉之 保育園保育士

幼児指導法 1 教授 西垣  吉之 保育園保育士

幼児と環境 1 助教 梅田　裕介 中学・高校教員、幼稚園教諭他

幼児理解の理論と方法 2 教授 西垣  吉之 保育園保育士

教育方法論（幼） 2 助教 小木曽　友則 保育士・幼稚園教諭

保育・教育課程論（幼） 2 教授 西垣  吉之 保育園保育士

ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ論 1 准教授 平井　博史 幼児体育関連企業

教授 西垣  吉之 保育園保育士

准教授 平井　博史 幼児体育関連企業

教授 西垣  吉之 保育園保育士

准教授 益川　優子 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

保育実習ⅠＢ（施設） 2 准教授 水野　友有 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

保育実習Ⅱ（保育所実習） 2 准教授 益川　優子 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

保育現場参観 1

保育実習ⅠＡ（保育所実習） 2

1

教師への道Ⅲ 1

1

教育現場参観 1

1

教職実践演習（小） 2

教育現場体験

小学校教育実習 4

教師への道Ⅰ

担当教員

学校インターンシップⅡ 1

授業実践演習Ⅰ 1

授業実践演習Ⅱ

学校インターンシップⅠ

1



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表(子ども教育学科)

保育実習Ⅲ(施設) 2 准教授 平野　華織 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

講師 八桁　健 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

助教 梅田　裕介 中学・高校教員、幼稚園教諭他

准教授 益川　優子 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

助教 梅田　裕介 中学・高校教員、幼稚園教諭他

幼稚園教育実習事前・事後指導Ⅰ 1 助教 梅田　裕介 中学・高校教員、幼稚園教諭他

幼稚園教育実習事前・事後指導Ⅱ 1 助教 梅田　裕介 中学・高校教員、幼稚園教諭他

教授 西垣  吉之 保育園保育士

教授 別府　悦子 臨床心理士(行政職員、スクールカウンセラー他)

准教授 水野　友有 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

教授 別府　悦子 臨床心理士(行政職員、スクールカウンセラー他)

准教授 水野　友有 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣
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幼児教育・保育・福祉インターンシップＢ 1

幼稚園教育実習Ⅱ 2

幼児教育・保育・福祉インターンシップＡ 1

幼稚園教育実習Ⅰ 2



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表(理学療法学科)

科目名称 単位数 備考

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

講師 西中川　剛 病院理学療法士

教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 西中川　剛 病院理学療法士

講師 菅沼　惇一 病院理学療法士、訪問看護ステーション理学療法士

運動生理学 1 准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

教授 大嶽　昇弘 病院理学療法士

教授 西嶋 力 病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

講師 西中川　剛 病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

講師 菅沼　惇一 病院理学療法士、訪問看護ステーション理学療法士

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

老年医学系医療学 2 教授 三上　章允 リハビリテーション病院勤務

教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 小松　博子 病院看護師

特任教授 田中 耕 保健所研究員

教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

准教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

筋力トレーニング論 2 准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

骨関節障害系理学療法学 2 教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

骨関節障害系理学療法学実習 1 教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

骨関節障害系理学療法評価学 1 教授 西嶋 力 病院理学療法士

小児発達系理学療法学 2 准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

小児発達系理学療法学実習 1 准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

神経障害系理学療法学 2 講師 菅沼　惇一 病院理学療法士、訪問看護ステーション理学療法士

神経障害系理学療法学実習 2 講師 菅沼　惇一 病院理学療法士、訪問看護ステーション理学療法士

神経障害系理学療法評価学 1 教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

神経内科系医療学 2 教授 三上　章允 リハビリテーション病院勤務

ストレッチング 2 准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

臨床心理学 2 教授 高木　総平 中学・高校のカウンセリングルームの実務経験

スポーツ障害系理学療法学 2 准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

スポーツ障害系理学療法学実習 1 准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

スポーツ障害系理学療法評価学 1 准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

精神医学系医療学 2 特任教授 羽部 仁 病院精神科医

生理学実習 1 講師 笠野 由布子 病院理学療法士

体表解剖学 1 教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

体表解剖学実習 1 教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 西中川　剛 病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 西中川　剛 病院理学療法士

内部障害系理学療法評価学 1 准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

日常生活活動学 2 教授 大嶽　昇弘 病院理学療法士

日常生活活動学実習 1 教授 大嶽　昇弘 病院理学療法士

認知運動療法概論 2 教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

物理療法学 2 教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

講師 西中川　剛 病院理学療法士

マニュアルセラピー 2 教授 大嶽　昇弘 病院理学療法士

理学療法概論Ⅰ 2 教授 大嶽　昇弘 病院理学療法士

理学療法概論Ⅱ 1 教授 大嶽　昇弘 病院理学療法士

教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

講師 西中川　剛 病院理学療法士

運動器超音波解剖実習 1

理学療法研究（卒業研究）Ⅲ 1

臨床運動学 1

理学療法研究（卒業研究）Ⅰ 1

理学療法研究（卒業研究）Ⅱ 1

内部障害系理学療法学 2

内部障害系理学療法学実習 1

物理療法学実習 1

2

基礎理学療法検査・測定論Ⅰ 1

基礎理学療法検査・測定論Ⅱ 1

基礎理学療法検査・測定論Ⅲ 1

担当教員

医療安全学（感染防御学＜感染＞） 2

運動学Ⅰ 1

運動学Ⅱ 1

運動学実習 1

義肢装具学



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表(理学療法学科)

教授 大嶽　昇弘 病院理学療法士

教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

講師 西中川　剛 病院理学療法士

講師 菅沼　惇一 病院理学療法士、訪問看護ステーション理学療法士

教授 大嶽　昇弘 病院理学療法士

教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

講師 菅沼　惇一 病院理学療法士、訪問看護ステーション理学療法士

教授 大嶽　昇弘 病院理学療法士

教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

講師 菅沼　惇一 病院理学療法士、訪問看護ステーション理学療法士

教授 大嶽　昇弘 病院理学療法士

教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

講師 菅沼　惇一 病院理学療法士、訪問看護ステーション理学療法士

教授 大嶽　昇弘 病院理学療法士

教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

講師 菅沼　惇一 病院理学療法士、訪問看護ステーション理学療法士

教授 大嶽　昇弘 病院理学療法士

教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

講師 西中川　剛 病院理学療法士

講師 菅沼　惇一 病院理学療法士、訪問看護ステーション理学療法士

教授 大嶽　昇弘 病院理学療法士

教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

講師 菅沼　惇一 病院理学療法士、訪問看護ステーション理学療法士

教授 大嶽　昇弘

教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

准教授 鵜飼　建志 病院理学療法士、スポーツメディカルコーチ

教授 西嶋 力 病院理学療法士

准教授 濱岸　利夫 福祉施設理学療法士、病院理学療法士

准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

講師 笠野 由布子 病院理学療法士

講師 西中川　剛 病院理学療法士

講師 菅沼　惇一 病院理学療法士、訪問看護ステーション理学療法士
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臨床実習指導Ⅲ 1

臨床体験見学実習 1

臨床評価実習 3

臨床実習指導Ⅰ 1

臨床実習指導Ⅱ 1

理学療法特講(理学療法学総合演習) 2

総合臨床実習Ⅰ 7

総合臨床実習Ⅱ 7



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表(看護学科)

科目名称 単位数 備考

准教授 小松　博子 病院看護師

准教授 尾藤　泰子 病院看護師

疫学 2 特任教授 田中 耕 保健所研究員

看護学概論Ⅰ 2 教授 藤井　洋子 病院看護師

看護学概論Ⅱ（看護理論） 1 教授 藤井　洋子 病院看護師

教授 宮田 延子 病院保健師他

教授 藤井　洋子 病院看護師

教授 粕谷　恵美子 病院看護師

教授 今井 七重 病院看護師、病児保育園看護師

准教授 小松　博子 病院看護師

准教授 樋田　小百合 病院看護師

准教授 尾藤　泰子 病院看護師

准教授 木村 恵子 病院看護師

講師 青木　郁子 病院看護師

講師 岡本　千尋 病院看護師

講師 柴　裕子 病院看護師

講師 林　久美子 病院看護師

講師 瓜巣　敦子 病院看護師、福祉施設看護師

講師 平澤 園子 病院看護師、福祉施設看護師

講師 留田 由美 病院看護師

講師 木挽 秀夫 病院看護師

講師 藤川　小夜子 病院看護師、在宅医療訪問看護師

講師 植松　勝子 市町村保健センター保健師、精神保健福祉士(行政職員)

看護管理論 2 准教授 小松　博子 病院看護師

講師 青木　郁子 病院看護師

講師 岡本　千尋 病院看護師

講師 野田　明敬 病院看護師

講師 箕浦　文枝 病院看護師

講師 青木　郁子 病院看護師

講師 岡本　千尋 病院看護師

講師 野田　明敬 病院看護師

講師 箕浦　文枝 病院看護師

看護倫理学 1 教授 藤井　洋子 病院看護師

教授 藤井　洋子 病院看護師

講師 青木　郁子 病院看護師

講師 岡本　千尋 病院看護師

講師 野田　明敬 病院看護師

講師 箕浦　文枝 病院看護師

教授 藤井　洋子 病院看護師

講師 青木　郁子 病院看護師

講師 岡本　千尋 病院看護師

講師 野田　明敬 病院看護師

講師 柴　裕子 病院看護師

講師 瓜巣　敦子 病院看護師、福祉施設看護師

講師 平澤 園子 病院看護師、福祉施設看護師

講師 箕浦　文枝 病院看護師

教授 藤井　洋子 病院看護師

講師 青木　郁子 病院看護師

講師 岡本　千尋 病院看護師

講師 野田　明敬 病院看護師

講師 柴　裕子 病院看護師

講師 瓜巣　敦子 病院看護師、福祉施設看護師

講師 平澤 園子 病院看護師、福祉施設看護師

講師 留田 由美 病院看護師

講師 箕浦　文枝 病院看護師

教授 藤井　洋子 病院看護師

講師 青木　郁子 病院看護師

講師 岡本　千尋 病院看護師

講師 野田　明敬 病院看護師

講師 箕浦　文枝 病院看護師

ケアマネジメント 1 特任教授 後藤  真澄 障がい者施設職員、助産師

公衆衛生学 1 特任教授 田中 耕 保健所研究員

公衆衛生看護学概論 2 教授 宮田 延子 病院保健師他

教授 宮田 延子 病院保健師他

教授 藤丸　郁代 保健師

准教授 植松　勝子 市町村保健センター保健師、精神保健福祉士(行政職員)

基礎看護学実習Ⅱ 2

基本看護技術Ⅰ（共通） 2

公衆衛生看護学実習Ⅰ(個人・家族・集団の生活支援実習) 2

看護技術Ⅴ(フィジカルアセスメント) 1

基礎看護学演習Ⅱ 1

基礎看護学実習Ⅰ 1

担当教員

医の安全 1

看護学専門演習(看護研究）　 2

看護技術Ⅳ（診療の補助） 1



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表(看護学科)

教授 宮田 延子 病院保健師他

講師 植松　勝子 市町村保健センター保健師、精神保健福祉士(行政職員)

教授 藤丸　郁代 保健師

准教授 植松　勝子 市町村保健センター保健師、精神保健福祉士(行政職員)

子ども家庭福祉論 2 教授 宮嶋　淳 社会福祉協議会職員他

教授 宮田 延子 病院保健師他

教授 今井 七重 病院看護師、病児保育園看護師

講師 藤川　小夜子 病院看護師、在宅医療訪問看護師

特任教授 後藤  真澄 障がい者施設職員、助産師

疾病治療各論Ⅱ（老人） 1 教授 三上　章允 リハビリテーション病院勤務

小児看護学概論 2 教授 今井 七重 病院看護師、病児保育園看護師

教授 今井 七重 病院看護師、病児保育園看護師

講師 留田 由美 病院看護師

小児臨床看護論Ⅰ(健康障害と看護) 1 講師 留田 由美 病院看護師

教授 今井 七重 病院看護師、病児保育園看護師

講師 留田 由美 病院看護師

精神看護学概論 2 准教授 木村 恵子 病院看護師

成人看護学概論 2 教授 粕谷　恵美子 病院看護師

教授 粕谷　恵美子 病院看護師

講師 柴　裕子 病院看護師

講師 林　久美子 病院看護師

教授 粕谷　恵美子 病院看護師

講師 柴　裕子 病院看護師

講師 林　久美子 病院看護師

精神臨床看護論Ⅰ(健康障害と看護) 1 准教授 木村 恵子 病院看護師

教授 粕谷　恵美子 病院看護師

講師 林　久美子 病院看護師

准教授 木村 恵子 病院看護師

講師 木挽 秀夫 病院看護師

教授 粕谷　恵美子 病院看護師

講師 柴　裕子 病院看護師

教授 粕谷　恵美子 病院看護師

講師 柴　裕子 病院看護師

講師 林　久美子 病院看護師

教授 粕谷　恵美子 病院看護師

講師 柴　裕子 病院看護師

講師 林　久美子 病院看護師

地域福祉論 2 教授 飯尾  良英 社会福祉協議会職員

准教授 森田　直子 福祉施設介護職員、相談員

准教授 小松　博子 病院看護師

准教授 西嶋 力 病院理学療法士

教授 今井 七重 病院看護師、病児保育園看護師

准教授 小松　博子 病院看護師

准教授 樋田　小百合 病院看護師

准教授 木村 恵子 病院看護師

講師 林　久美子 病院看護師

講師 藤川　小夜子 病院看護師、在宅医療訪問看護師

教授 今井 七重 病院看護師、病児保育園看護師

准教授 小松　博子 病院看護師

准教授 樋田　小百合 病院看護師

准教授 木村 恵子 病院看護師

講師 林　久美子 病院看護師

講師 藤川　小夜子 病院看護師、在宅医療訪問看護師

講師 青木　郁子 病院看護師

講師 岡本　千尋 病院看護師

講師 野田　明敬 病院看護師

教授 藤井　洋子 病院看護師

教授 宮田 延子 病院保健師他

准教授 植松　勝子 市町村保健センター保健師、精神保健福祉士(行政職員)

保健医療福祉制度政策論Ⅱ（法制度） 1 特任教授 田中 耕 保健所研究員

保健統計学 2 特任教授 田中 耕 保健所研究員

母性看護学概論 2 特任教授 大法　啓子 病院看護師

母性臨床看護論Ⅰ(周産期の看護) 1 准教授 尾藤　泰子 病院看護師

准教授 尾藤　泰子 病院看護師

特任教授 大法　啓子 病院看護師

リハビリテーション論 1 教授 千鳥　司浩 病院理学療法士

臨床栄養学 2 教授 菊池　啓子 高校教員

老年看護学概論 2 准教授 樋田　小百合 病院看護師

准教授 樋田　小百合 病院看護師

講師 瓜巣　敦子 病院看護師、福祉施設看護師

講師 平澤 園子 病院看護師、福祉施設看護師

准教授 樋田　小百合 病院看護師

講師 瓜巣　敦子 病院看護師、福祉施設看護師

講師 平澤 園子 病院看護師、福祉施設看護師

母性臨床看護論Ⅱ(看護技術・看護過程演習) 1

老年看護学実習（医療・保健施設、福祉施設） 4

老年臨床看護論Ⅰ(健康障害と看護) 1

統合看護学演習 1

フィジカルアセスメント 1

保健医療福祉制度政策論Ⅰ（政策論） 1

成人臨床看護論Ⅳ(看護過程演習) 1

チーム医療論 1

統合看護学実習 2

精神臨床看護論Ⅱ(看護技術・看護過程演習) 1

成人臨床看護論Ⅱ(成人慢性期) 1

成人臨床看護論Ⅲ(看護技術演習) 1

成人看護学実習（急性期） 3

成人看護学実習（慢性期） 3

成人臨床看護論Ⅰ(周手術期看護) 1

在宅臨床看護論(看護技術・看護過程演習) 1

小児看護学実習 2

小児臨床看護論Ⅱ(看護技術・看護過程演習) 1

公衆衛生看護管理 2

公衆衛生看護技術論(家庭訪問、健康教育) 2

災害看護論 1



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表(看護学科)

准教授 樋田　小百合 病院看護師

講師 瓜巣　敦子 病院看護師、福祉施設看護師

講師 平澤 園子 病院看護師、福祉施設看護師

講師 青木　郁子 病院看護師

講師 岡本　千尋 病院看護師

講師 野田　明敬 病院看護師

教授 宮田 延子 病院保健師他

教授 藤丸　郁代 保健師

准教授 植松　勝子 市町村保健センター保健師、精神保健福祉士(行政職員)

教授 宮田 延子 病院保健師他

教授 藤丸　郁代 保健師

准教授 植松　勝子 市町村保健センター保健師、精神保健福祉士(行政職員)

講師 藤川　小夜子 病院看護師、在宅医療訪問看護師

特任教授 後藤  真澄 障がい者施設職員、助産師

講師 藤川　小夜子 病院看護師、在宅医療訪問看護師

特任教授 後藤  真澄 障がい者施設職員、助産師

教授 今井 七重 病院看護師、病児保育園看護師

講師 留田 由美 病院看護師

教授 粕谷　恵美子 病院看護師

講師 柴　裕子 病院看護師

講師 林　久美子 病院看護師

准教授 木村 恵子 病院看護師

講師 木挽 秀夫 病院看護師

准教授 木村 恵子 病院看護師

講師 木挽 秀夫 病院看護師

准教授 尾藤　泰子 病院看護師

特任教授 大法　啓子 病院看護師

准教授 尾藤　泰子 病院看護師

特任教授 大法　啓子 病院看護師

准教授 樋田　小百合 病院看護師

講師 瓜巣　敦子 病院看護師、福祉施設看護師

講師 平澤 園子 病院看護師、福祉施設看護師
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老年看護学演習 1

精神看護学演習 1

母性看護学実習 2

母性看護学演習 1

小児看護学演習 1

成人看護学演習 1

精神看護学実習 2

公衆衛生看護診断演習 2

在宅看護学実習 2

在宅看護学演習 1

老年臨床看護論Ⅱ(看護技術・看護過程演習) 1

基本看護技術Ⅱ（日常生活援助技術） 3

公衆衛生看護学実習Ⅱ(公衆衛生看護活動展開実習) 3



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表(スポーツ健康科学科)

科目名称 単位数 備考

インターンシップ（企業） 2 教授 藪下  武司 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

准教授 池谷　茂隆 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

講師 柿島 新太郎 ★科目内容が｢主として実践的教育から構成される授業科目｣

インターンシップ（ｽﾎﾟｰﾂ施設）事前事後指導 1 准教授 池谷　茂隆 スポーツクラブ勤務経験

学校保健Ａ（小児保健、精神保健含む） 2 教授 今井 七重 病院看護師、病児保育園看護師

基礎経営学 2 教授 安藤 信雄 民間電機会社勤務経験

教職入門 2 特任教授 友田　靖雄 小中学校教員、博物館職員

教育行政学 2 特任教授 小林 直樹 小中学校教員、教育委員会職員

教育学Ａ 2 特任教授 小林 直樹 小中学校教員、教育委員会職員

教育学Ｂ 2 特任教授 小林 直樹 小中学校教員、教育委員会職員

コーチング学 2 准教授 池谷　茂隆 スポーツクラブ勤務経験

障がい者スポーツ実技 1 助教 後藤　健太 障がい者スポーツセンター職員他

障がい者スポーツ論入門 2 助教 後藤　健太 障がい者スポーツセンター職員他

スポーツカウンセリング 2 教授 鈴木　壯 大阪体育大学スポーツカウンセラー

スポーツカウンセリング演習 1 教授 鈴木　壯 大阪体育大学スポーツカウンセラー

スポーツ教育論 2 教授 原田　憲一 小・中学校教員

スポーツクラブ経営論 2 准教授 池谷　茂隆 スポーツクラブ勤務経験

スポーツクラブ経営論入門 2 准教授 池谷　茂隆 スポーツクラブ勤務経験

スポーツ実技（体つくり運動） 1 准教授 有川　一 高校教員

スポーツ実技（剣道） 1 准教授 有川　一 高校教員

スポーツ指導論 2 准教授 池谷　茂隆 スポーツクラブ勤務経験

スポーツバイオメカニクス 2 教授 浅野　昭裕 病院理学療法士

スポーツマネジメント 2 准教授 池谷　茂隆 スポーツクラブ勤務経験

スポーツ施設論 2 准教授 池谷　茂隆 スポーツクラブ勤務経験

中小企業論 2 教授 安藤 信雄 企業経験有

特別支援教育論 2 教授 別府　悦子 臨床心理士(行政職員、スクールカウンセラー他)

メンタルトレーニング 1 教授 鈴木　壯 大阪体育大学スポーツカウンセラー

リハビリテーション論 2 准教授 三川　浩太郎 病院理学療法士

レクリエーション論 2 准教授 稲垣  貴彦 福祉施設職員、保健所精神保健福祉相談員

衛生学及び公衆衛生学 2 特任教授 田中 耕 保健所研究員

教育実習事前・事後指導 1 教授 原田　憲一 小・中学校教員

障がい者スポーツ実習Ⅰ 1 助教 後藤　健太 障がい者スポーツセンター職員他

障がい者スポーツ実習Ⅱ 1 助教 後藤　健太 障がい者スポーツセンター職員他

障がい者スポーツ論Ⅰ 2 助教 後藤　健太 障がい者スポーツセンター職員他

障がい者スポーツ論Ⅱ 2 助教 後藤　健太 障がい者スポーツセンター職員他

障がい者スポーツ論Ⅲ 2 助教 後藤　健太 障がい者スポーツセンター職員他
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担当教員

インターンシップ（ｽﾎﾟｰﾂ施設） 1



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表 

人間福祉学部人間福祉学科通信教育課程 

 

授  業  科  目  単位数  学科別  

医学知識  ２  

共通  

介護概論  ２  

公的扶助論  ２  

地域福祉論  ４（２）  

社会福祉援助技術論Ｂ    ４（２）  

精神医学  ４  

精神保健学  ４  

リハビリテーション論         ２       

障害者の心理         ２       

スクールソーシャルワーク論        ２  

２（２）  

(小計 ) 
２８(４) 

２８(６) 

社会福祉援助技術演習Ⅰ  ２（１）  

社会福祉士  

取得希望者  

社会福祉援助技術演習Ⅱ  ２（１）  

社会福祉援助技術演習 (事後)  １（１）  

社会福祉実習  ４  

社会福祉実習指導  ２（２）  

(小計 ) １１(５) 

精神科ソーシャルワーク論  ２  

精神保健福祉士

取得希望者  

精神保健福祉論  ６  

精神保健福祉援助演習Ⅱ  １（１）  

精神保健福祉援助実習指導  ２（２）  

精神保健福祉援助実習  ４  

(小計 ) １５ (３ ) 

(合計 ) 
５４ (１２ ) 

５４ (１４ ) 

( )内はスクーリング単位数で内数   


