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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（2021年度） 

 

No. 開設部局 区分 科目名 教員名 単位数 

G01 教養教育科目 全学共通 現代社会におけるリーダーシップ 藤永 博、竹林 明 1 

G02 教養教育科目 全学共通 知的財産権 恵下 隆、三河 巧、吉島 保則 1 

G03 教養教育科目 全学共通 囲碁から広がる教養の世界 今村 俊也、石塚 亙、小田 将人、藤永 博 2 

G04 教養教育科目 全学共通 障がい学生支援概論 森 麻友子、古井 克憲 2 

G05 教養教育科目 全学共通 学生生活の危機管理 
 

江田 裕介、吉田 雅章、内尾 文隆、金川 めぐみ、藤山 一郎、此松 昌彦 2 

G06 教養教育科目 全学共通 和歌山企業トップ経営論 木村 亮介 2 

G07 教養教育科目 全学共通 ASEANと日本 藤山 一郎 2 

G08 教養教育科目 全学共通 国際協力論 藤山 一郎 2 

G09 教養教育科目 全学共通 自然災害と防災・減災 西川 一弘、宮定 章、此松 昌彦、塚田 晃司、平田 隆行 2 

G10 教養教育科目 全学共通 地域協働セミナー 藤田 和史、西川 一弘、木村 亮介、佐藤 祐介、宮川 智子、佐久間 康富、大浦 由美、永瀬 節治 2 

G11 連携展開科目 全学共通 世界農業遺産 此松 昌彦、養父 志乃夫、原 祐二 2 

G12 連携展開科目 全学共通 食と農のこれからを考える 岸上 光克、藤田 武弘、大浦 由美 2 

G13 連携展開科目 全学共通 博物館情報・メディア論 福島 幸宏 2 

G14 連携展開科目 全学共通 熊野郷土学2Ｄ 森重 良太、此松 昌彦、江種 伸之、竹林 浩志、出口 竜也 2 

G15 連携展開科目 全学共通 囲碁とコミュニティ創生 藤永 博、今村 俊也、石塚 亙、小田 将人 2 

G16 連携展開科目 全学共通 学童期の子どもの育ちと現代社会 村田 和子、船越 勝、米澤 好史、豊田 充崇、谷口 知美 2 

G17 連携展開科目 全学共通 災害後の生活再建とまちの復興 宮定 章、平田 隆行、佐久間 康富 2 

G18 連携展開科目 全学共通 地域創業論 木村 亮介、佐藤 祐介 2 

G19 連携展開科目 全学共通 地域の課題と多様な関わりを考える 西川 一弘、木村 亮介 1 

G20 連携展開科目 全学共通 たなべフィールド演習 西川 一弘、木村 亮介 1 
    全学共通 計 36 

 
No. 開設部局 区分 科目名 教員名 単位数 

L01 教育学部 専門教育科目 教育学部基礎セミナー 教員養成カリキュラム委員会他 2 

L02 教育学部 専門教育科目 特別な教育的ニーズの理解と支援 古井克憲・竹澤大史 2 

L03 教育学部 専門教育科目 教育実地研究Ⅰ 教育実習委員会 1 

L04 教育学部 専門教育科目 教育実地研究Ⅱ 教育実習委員会 1 

L05 教育学部 学部等共通科目 教育実習事前・事後指導 教育実習委員会 1 

L06 教育学部 学部等共通科目 教育実習Ａ（小学校） 教育実習委員会 4 

L07 教育学部 学部等共通科目 教育実習Ａ（中学校） 教育実習委員会 4 

L08 教育学部 学部等共通科目 教職実践演習（幼・小・中・高） 教職実践演習運営委員会 2 

    教育学部 計 17 
    全学共通＋教育学部 合計 53 

 
No. 開設部局 区分 科目名 教員名 単位数 

E01 経済学部 専門科目 ラーニング・スキル演習Ⅱ 早津俊秀 2 

E02 経済学部 専門科目 マクロ経済学Ⅰ 荒井信幸 2 

E03 経済学部 専門科目 現代日本経済論 荒井信幸 2 

E04 経済学部 専門科目 日本的・リーン生産システム論 クパニ ルンビディ 2 

E05 経済学部 専門科目 システムと情報Ａ 牧野真也 1 

E06 経済学部 専門科目 システムと情報Ｂ 牧野真也 1 

E07 経済学部 専門科目 IT基礎 牧野真也 1 

E08 経済学部 専門科目 ビジネスモデルデザイン 牧野真也 2 

E09 経済学部 専門科目 資本市場の役割と証券投資 野村證券 2 

E10 経済学部 専門科目 租税法実務 近畿税理士会 2 

E11 経済学部 専門科目 国家基盤づくりに係る土地・家屋の調査 土地家屋調査士会 2 

E12 経済学部 専門科目 労働行政実務 和歌山労働局 2 
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E13 経済学部 専門科目 協同労働と働くことの意味 ワーカーズコープ 2 

E14 経済学部 専門科目 ECアグリビジネス実践演習 橋本卓爾，河村能夫，教務委員会他 2 

E15 経済学部 専門科目 データベース 野間口隆郎 2 

E16 経済学部 専門科目 経営情報システム論 野間口隆郎 2 
    経済学部 計 29 
 
 

   全学共通＋経済学部 合計 65 

No. 開設部局 区分 科目名 教員名 単位数 

S01 システム工学部 専門教育科目 インテリアデザイン論 川角典弘 2 

S02 システム工学部 専門教育科目 データベースアーキテクチャ 風間一洋 2 

S03 システム工学部 専門教育科目 データ解析 八谷大岳 2 

S04 システム工学部 専門教育科目 デザイン企画論A 原田利宣 1 

S05 システム工学部 専門教育科目 デザイン企画論B 原田利宣 1 

S06 システム工学部 専門教育科目 デザイン基礎概論 原田利宣，川角典弘 2 

S07 システム工学部 専門教育科目 デザイン表現演習 川角典弘 1 

S08 システム工学部 専門教育科目 メディアデザインセミナー2A 入野俊夫，原田利宣，川角典弘 1 

S09 システム工学部 専門教育科目 メディアデザインセミナー2B 入野俊夫，原田利宣，川角典弘 1 

S10 システム工学部 専門教育科目 メディアデザインセミナー1A 入野俊夫，原田利宣，川角典弘 1 

S11 システム工学部 専門教育科目 メディアデザインセミナー1B 入野俊夫，原田利宣，川角典弘 1 

S12 システム工学部 専門教育科目 メディア情報数理 入野俊夫 2 

S13 システム工学部 専門教育科目 UXデザイン演習 原田利宣 1 

S14 システム工学部 専門教育科目 音響設計論 入野俊夫 2 

S15 システム工学部 専門教育科目 構造学A 髙砂正弘 1 

S16 システム工学部 専門教育科目 構造学B 髙砂正弘 1 

S17 システム工学部 専門教育科目 構造計画A 髙砂正弘 1 

S18 システム工学部 専門教育科目 構造計画B 髙砂正弘 1 

S19 システム工学部 専門教育科目 住環境設計演習 河崎昌之 1 

S20 システム工学部 専門教育科目 水土環境実験実習A 井伊博行、養父志乃夫、中島敦司 1 

S21 システム工学部 専門教育科目 水土環境実験実習B 井伊博行、養父志乃夫、中島敦司 1 

S22 システム工学部 専門教育科目 生活環境設計製図Ⅰ 河崎昌之 2 

S23 システム工学部 専門教育科目 生態環境実験実習Ⅰ 井伊博行、養父志乃夫、中島敦司 1 

S24 システム工学部 専門教育科目 生態環境実験実習Ⅱ 井伊博行、養父志乃夫、中島敦司 1 

S25 システム工学部 専門教育科目 精密物質セミナーⅠＡ 林 聡子 2 

S26 システム工学部 専門教育科目 精密物質セミナーⅡＡ 林 聡子 2 

S27 システム工学部 専門教育科目 精密物質実験Ｃ 田中一郎、林 聡子 2 

S28 システム工学部 専門教育科目 有機理論化学Ⅰ 林 聡子 1 

S29 システム工学部 専門教育科目 有機理論化学Ⅱ 林 聡子 1 

S30 システム工学部 専門教育科目 有機化学Ⅱ 林 聡子 2 

S31 システム工学部 専門教育科目 組込みシステム 鈴木 新 2 

S32 システム工学部 専門教育科目 知能情報学演習 八谷大岳 2 

S33 システム工学部 専門教育科目 都市環境設計製図A 髙砂正弘 1 

S34 システム工学部 専門教育科目 都市環境設計製図B 髙砂正弘 1 
    システム工学部 計 47 
    全学共通＋システム工学部 合計 83 
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No. 開設部局 区分 科目名 教員名 単位数 

T01 観光学部 専門教育科目 観光と宇宙 尾久土 正己 2 

T02 観光学部 専門教育科目 観光ガイド論 山田 桂一郎，出口 竜也 2 

T03 観光学部 専門教育科目 観光史 青木 義英 2 

T04 観光学部 専門教育科目 観光政策 青木 義英 2 

T05 観光学部 専門教育科目 世界観光地論 青木 義英 2 

T06 観光学部 専門教育科目 国際交流論 青木 義英 2 

T07 観光学部 専門教育科目 日本観光事情 廣岡 裕一 2 

T08 観光学部 専門教育科目 観光関連法規A 廣岡 裕一 2 

T09 観光学部 専門教育科目 旅行産業論 廣岡 裕一 2 

T10 観光学部 専門教育科目 観光文化特殊講義B 小野 健吉 2 

T11 観光学部 専門教育科目 観光文化特殊講義C 小野 健吉 2 

T12 観光学部 専門教育科目 観光応用プロジェクトB 谷 俵太，木川 剛志 2 

T13 観光学部 専門教育科目 基礎自主演習A 担当教員 1 

T14 観光学部 専門教育科目 基礎自主演習B 担当教員 2 

T15 観光学部 専門教育科目 基礎自主演習C 担当教員 4 

T16 観光学部 専門教育科目 観光学部インターンシップA 教務委員長 1 

T17 観光学部 専門教育科目 観光学部インターンシップB 教務委員長 2 

T18 観光学部 専門教育科目 観光学部インターンシップC 教務委員長 4 

T19 観光学部 専門教育科目 観光学部インターンシップD 教務委員長 7 

T20 観光学部 専門教育科目 Global Corporate Internship A 教務委員長 1 

T21 観光学部 専門教育科目 Global Corporate Internship B 教務委員長 2 

T22 観光学部 専門教育科目 Global Corporate Internship C 教務委員長 4 

T23 観光学部 専門教育科目 Global Corporate Internship D 教務委員長 7 

    観光学部 計 59 
    全学共通＋観光学部 合計 95 

 


