
（実務経験教員は専任教員のみ表示）

No. 幼児保育学科 単位数 担当教員 実務経験（内容・資格） 授業内容

1 こころの科学 2 高下梓 臨床心理士（資格）

スクールカウンセラー等の心理臨床活動経験を踏ま

え、ひとの心の仕組みや機能、心理臨床に関する基

本的知識について講義を行う。

2 保育原理 2 生田惠津子 保育士（資格）

４１年間の保育現場経験を踏まえ、保育の意義、

歴史的変遷、現状と課題、保育者の役割について講

義を行う。

3 教育原理 2 石毛久美子 保育現場勤務経験

保育職員として勤務した経験と知見を踏まえ、教育の

意義、歴史的変遷、現状と課題、乳幼児期の教育

の特性について講義を行う。

4 子ども家庭福祉 2 藤田哲也 児童養護施設勤務経験

児童養護施設での児童指導員、主任指導員経験を

踏まえ、子ども家庭福祉の制度やしくみとその歴史、

現状と課題について講義を行う。

5 社会福祉 2 藤田哲也 児童養護施設勤務経験

児童養護施設での児童指導員、主任指導員経験を

踏まえ、社会福祉の制度やしくみとその歴史、動向と

課題について講義を行う。

6 社会的養護Ⅰ 2 藤田哲也 児童養護施設勤務経験

児童養護施設での児童指導員、主任指導員経験を

踏まえ、社会的養護の制度やしくみとその歴史、現状

と課題について講義を行う。

7 保育者論 2 石毛久美子 保育現場勤務経験

保育職員として勤務した経験と知見を踏まえ、保育

者の役割と倫理、養護と教育の一体的展開、今日

的課題について講義を行う。

8 保育・教育の心理学 2 内藤美智子 臨床心理士（資格）

病院・児童相談所等での心理臨床活動経験を踏ま

え、保育・幼児教育の基礎的事項、発達に応じた保

育援助について講義を行う。

9 子どもの理解と援助 2 内藤美智子 臨床心理士（資格）

病院・児童相談所等での心理臨床活動経験を踏ま

え、子ども理解の意義と基本的態度およびその方法に

ついて講義と演習を行う。

10 教育課程の編成と評価 2 石毛久美子 保育現場勤務経験

保育職員として勤務した経験と知見を踏まえ、保育の

計画と評価の理解、指導計画の基本的事項について

講義を行う。

11 保育内容　総論 1 生田恵津子 保育士（資格）

４１年間の保育現場経験と知見を踏まえ、保育の

内容、現代的課題、保育所の機能、保育の全体構

造について、講義と演習を行う。

12
保育内容の指導法Ⅲ

（言葉）
1 生田恵津子 保育士（資格）

４１年間の保育現場経験を踏まえ、子どもが言葉を

獲得していく過程、言葉の発達のための援助方法につ

いて、講義と演習を行う。

13 子どもと音楽表現 1 山田真治
中学校教諭・高等学校音楽担

当経験

中学校・高等学校での教員経験を踏まえ、幼児の音

楽表現の環境構成および音楽表現活動の支援方法

と理解について講義と演習を行う。

14 子どもと健康 1 白金俊二 小学校・中学校教諭経験

小学校・中学校での教員経験を踏まえ、領域「健康」

について、身体の成長に関わる今日的な課題を含め

て講義と演習を行う。

15 子どもと身体表現 1 山田真治
中学校教諭・高等学校音楽担

当経験

中学校・高等学校での教員経験を踏まえ、幼児の身

体表現の環境構成および身体表現活動の支援方法

と理解について講義と演習を行う。

16 乳児保育Ⅰ 2 石毛久美子 保育現場勤務経験

保育職員として勤務した経験と知見を踏まえ、乳児の

保育内容と運営体制および、乳児保育における連

携・協働について講義を行う。

17 社会的養護Ⅱ 1 藤田哲也 児童養護施設勤務経験

児童養護施設での児童指導員、主任指導員経験を

踏まえ、社会的養護の具体的内容について、講義と

演習を行う。

18 子どもの音楽Ⅰ 2
山田真治

外部講師７名

（山田）中学校教諭・高等学

校音楽担当経験

中学校・高等学校での教員経験を踏まえ、音楽の基

礎知識、発達段階に応じた音楽表現に必要なピアノ

演奏技術を習得する演習を行う。

19 子どもと運動遊び 2 白金俊二 小学校・中学校教諭経験

小学校・中学校での教員経験を踏まえ、子どもの運

動機能の発達、遊びを引き出す環境について保育現

場での遊びを題材に演習を行う。

20 生涯スポーツⅠ 1 白金俊二 小学校・中学校教諭経験

小学校・中学校での教員経験を踏まえ、一人ひとりに

応じたスポーツとのかかわりについて、一般に普及してい

る種目を題材に演習を行う。

21 保育実習指導Ⅰ 2
生田恵津子

藤田哲也

（生田）保育士（資格）

（藤田）児童養護施設勤務

経験

各担当が現場での実務経験を踏まえ、保育実践の

展開に必要な事項全般について指導を行う。

22 健康と運動Ⅰ 1 白金俊二 小学校・中学校教諭経験

小学校・中学校での教員経験を踏まえ、健康な生活

習慣の確立に必要な知識、実践方法について講義を

行う。

23 健康と運動Ⅱ 1 白金俊二 小学校・中学校教諭経験

小学校・中学校での教員経験を踏まえ、条件や状況

に応じてレクリエーションを選択、創造する実践力を実

技により習得する。

4.1.19（1）　　実務経験のある教員等による授業科目の一覧表（幼児保育学科）



24 音楽Ⅱ 1
山田真治

外部講師７名

（山田）中学校教諭・高等学

校音楽担当経験

中学校・高等学校での教員経験を踏まえ、音楽Ⅰよ

り高度な音楽表現力および現場での応用力を習得す

る演習を行う。

25 体育Ⅱ 1 白金俊二 小学校・中学校教諭経験

小学校・中学校での教員経験を踏まえ、各種目の特

性の知識、安全に楽しむ資質や能力をいくつかの種目

の演習により習得する。

26 児童文学 2 生田恵津子 保育士（資格）

４１年間の保育現場経験と、福音館書店現地講師

としての経験を踏まえ、子どもの発達に応じた絵本の

選び方、読み方、与え方について講義を行う。

27 相談援助 1 藤田哲也 児童養護施設勤務経験

児童養護施設での児童指導員、主任指導員経験を

踏まえ、相談援助の方法や技術、展開等の基本的

事項について講義と演習を行う。

28 家庭支援論 2 内藤美智子 臨床心理士（資格）

病院・児童相談所等での心理臨床活動経験を踏ま

え、子育て家庭を取り巻く社会的状況、支援体制、

ニーズについて講義を行う。

29 臨床心理学 2 高下梓 臨床心理士（資格）

スクールカウンセラー等の心理臨床活動経験を踏ま

え、臨床心理学の基礎知識、子どもの心の問題への

支援やケアについて講義を行う。

30 保育内容　人間関係 1 石毛久美子 保育現場勤務経験

保育職員として勤務した経験と知見を踏まえ、領域

「人間関係」の基礎的事項や、ねらいと内容を踏まえ

た保育構想について講義と演習を行う。

31 保育相談支援 1 高下梓 臨床心理士（資格）

スクールカウンセラー等の心理臨床活動経験を踏ま

え、子育て支援の基本的内容や方法について多様な

事例を通して演習を行う。

32 幼児の心理と保育相談 2 内藤美智子 臨床心理士（資格）

病院・児童相談所等での心理臨床活動経験を踏ま

え、子ども理解についての基本的知識・方法について

体験的学習を交えた講義を行う。

33 保育実習指導Ⅱ 1 生田恵津子 保育士（資格）
４１年間の保育現場経験を踏まえ、保育実践の展

開に必要な事項全般について指導を行う。

34 保育実習指導Ⅲ 1 藤田哲也 児童養護施設勤務経験

児童養護施設での児童指導員、主任指導員経験を

踏まえ、養護実践の展開に必要な事項全般について

指導を行う。

52



（実務経験教員は専任教員のみ表示）

NO. 介護福祉学科 単位数 担当教員 実務経験（内容・資格） 授業内容

1 人間の尊厳と自立 2
木内義勝

合津千香

合津千香

　社会福祉士として地域福祉活動コーディネー

ター

　介護福祉士資格

人間としての尊厳の保持と自立支援の必要性、倫理的場

面の対応について、具体的な問題を講義に取り入れている

2 対人コミュニケーション論 2 吉藤郁 介護福祉士および介護支援専門員として従事
人間関係の育成およびチームで働くためのコミュニケーション

力を養成

3 いのちと健康 2
丸山順子

奥原香織

丸山順子

看護師として臨床経験５年・社会福祉士資格

奥原香織

助産師臨床経験２０年

看護師としての経験から命の尊さ健康についてを講義に取り

入れている

4 発達心理学 2 高下梓 臨床心理士（資格）
臨床心理士としての経験から人の発達に関わる基本事項を

体験学習を取り入れて行なう。

5 社会保障論Ⅰ 2 合津千香
社会福祉士として地域福祉活動コーディネーター

介護福祉士資格

地域福祉活動コーディネーターの経験を活かし介護保険制

度の基本について具体的な問題を提示しながら行う。

6 社会保障論Ⅱ 2 合津千香
社会福祉士として地域福祉活動コーディネーター

介護福祉士資格

地域福祉活動コーディネーターの経験を活かし社会保険制

度・生活保護制度・障害者福祉制度について具体的な問

題を提示しながら行う。

7 現代社会と福祉 2 合津千香
社会福祉士として地域福祉活動コーディネーター

介護福祉士資格

地域福祉活動コーディネーターの経験を活かし、生活と地

域、地域福祉に基本的考え方の講義を行う。

8 福祉住環境論 2 福田明

介護福祉士として介護職に従事

福祉住環境コーディネーター資格

社会福祉士資格　　介護支援専門員資格

老人保健施設で介護職の経験、福祉住環境コーディネー

ターの資格を生かして、住環境の整備、高齢者等の生活支

援となる住環境コーディネーターの資格取得を目指して講義

を行う。

9 ストレスと癒し 1

花野希久美

清沢京子

百瀬ちどり

山田真治

看護師臨床経験７年

看護師臨床経験２２年

看護師臨床経験５年

中学校・高等学校教諭（音楽）

看護師・音楽教員としての経験から　癒しの技法と理論及

び対人場面や看護場面で癒しの効果について、実際の体

験を取り入れながら、演習を行う。

10 介護特別講座Ⅰ 2 福田明

介護福祉士として介護職に従事

福祉住環境コーディネーター資格

社会福祉士資格　　介護支援専門員資格

介護老人保健施設での勤務経験を活かし介護福祉士国

家試験合格を目指して講義を行う。

11 介護特別講座Ⅱ 2 福田明

介護福祉士として介護職に従事

福祉住環境コーディネーター資格

社会福祉士資格　　介護支援専門員資格

介護老人保健施設での勤務経験を活かし介護福祉士国

家試験合格を目指して講義を行う。

12 介護福祉論Ⅰ 2 吉藤郁 介護福祉士および介護支援専門員として従事

介護老人保健施設、グループホームでの勤務経験を活かし

介護の本質的理解、介護職としての姿勢の習得の講義を

行う。

13 介護福祉論Ⅱ 2 吉藤郁 介護福祉士および介護支援専門員として従事

介護老人保健施設、グループホームでの勤務経験を活かし

介護福祉士に求められる専門職としての態度の形成習得

の講義を行う。

14 介護の基本Ⅰ（介護の対象） 2 齋藤真木
社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員として介護職に従事

訪問介護員、デイサービス相談員としての経験を活かして支

援や介護を必要とする人とその生活について理解できるよう

講義を行う。

15 介護の基本Ⅱ（自立支援） 2 齋藤真木
社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員として介護職に従事

訪問介護員、デイサービス相談員としての経験を活かして利

用者の自立支援について理解できるよう講義を行う。

16
介護の基本Ⅲ（介護福祉サービ

ス）
2 合津千香 社会福祉士として地域福祉活動コーディネーター

地域福祉活動コーディネーターの経験を活かし、介護を必

要とする人の生活を支援する仕組みと地域連携についての

講義を行う。

17 介護の基本Ⅳ（介護安全対策） 2 齋藤真木
社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員として介護職に従事

訪問介護員、デイサービス相談員としての経験を活かして、

介護を必要とする場においての事故防止、安全確保につい

て理解できるよう講義を行う。

18 コミュニケーションと介護Ⅰ 2 吉藤郁 介護福祉士および介護支援専門員として従事
介護老人保健施設、グループホームでの勤務経験を活か

し、介護現場でのコミュニケーションスキルの講義を行う。

19 コミュニケーションと介護Ⅱ 1 吉藤郁 介護福祉士および介護支援専門員として従事
介護老人保健施設、グループホームでの勤務経験を活か

し、介護現場でのコミュニケーションスキルの講義を行う。

20 生活支援技術総論 2 齋藤真木
社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員として介護職に従事

訪問介護員、デイサービス相談員としての経験を活かして、

生活支援技術の考え方や心構えについて理解できるよう講

義を行う。

21 生活支援技術の基本Ⅰ（移動） 1 齋藤真木
社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員として介護職に従事

訪問介護員、デイサービス相談員としての経験を活かして、

生活支援技術の移動に関する知識、技術、考え方の習得

について講義を行う。

22
生活支援技術の基本Ⅱ（食事・排

泄）
1 齋藤真木

社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員として介護職に従事

訪問介護員、デイサービス相談員としての経験を活かして、

生活支援技術の食事・排泄に関する知識、技術、考え方

の習得について講義を行う。

4.1.19（2）　実務経験のある教員等による授業科目の一覧表（介護福祉学科）



23
生活支援技術の基本Ⅲ（身だしな

み・清潔）
1 吉藤郁 介護福祉士および介護支援専門員として従事

介護老人保健施設、グループホームでの勤務経験を活か

し、生活支援技術の身じたく・清潔に関する知識、技術、考

え方の習得について講義を行う。

24 総合的生活支援Ⅰ 2 福田明

介護福祉士として介護職に従事

福祉住環境コーディネーター資格

社会福祉士資格　　介護支援専門員資格

介護老人保健施設での勤務経験を活かし,総合的な生活

の流れ（生活リズム）の中で、個別支援の方法、自立支

援についての考えることを演習方式で行っている。

25 総合的生活支援Ⅱ 2 吉藤郁
介護福祉士および介護支援専門員として介護

職に従事

介護老人保健施設、グループホームでの勤務経験を活かし

て、地域で暮らす高齢者・障がい者の自立支援について学

べるよう演習方式で行っている。

26 家政の生活支援Ⅰ 2 齋藤真木
社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員として介護職に従事

訪問介護員、デイサービス相談員としての経験を活かして、

自立に向けた家事援助の技法が修得できるよう講義を行

う。

27 終末期の介護 2 矢羽田明美 看護師臨床経験２７年

病院勤務での終末期にある人の看護面の経験から、終末

期の経過にそった支援やチームケアについての知識と技術を

修得できるよう講義を行う。

28
医療的ケアを必要とする生活支援

Ⅰ
1 矢羽田明美 看護師臨床経験２７年

病院勤務で実際に実践していた医療的ケア実施の基礎に

ついて事例に基づいて講義を行う。

29
医療的ケアを必要とする生活支援

Ⅱ
2 矢羽田明美 看護師臨床経験２７年

病院勤務で実際に実践していた医療的ケアにおいて、喀痰

吸引、経管栄養の知識と適切なケアの必要性について事

例に基づいて講義を行う。

30
医療的ケアを必要とする生活支援

Ⅲ
2 矢羽田明美 看護師臨床経験２７年

病院勤務で実際に実践していた医療的ケアにおいて、喀痰

吸引、経管栄養の知識と安全なケア手順について事例に

基づいて講義を行う。

31
医療的ケアを必要とする生活支援

Ⅳ
1 矢羽田明美 看護師臨床経験２７年

病院勤務で実際に実践していた医療的ケアにおいて、喀痰

吸引、経管栄養の適切な援助ができるよう演習方式で行っ

ている。

32 介護過程総論 2 福田明

介護福祉士として介護職に従事

福祉住環境コーディネーター資格

社会福祉士資格　　介護支援専門員資格

介護老人保健施設での勤務経験を活かし、介護過程を展

開するうえで必要となる基本的知識と方法について講義を

行う。

33 介護過程展開論Ⅰ 1 福田明

介護福祉士として介護職に従事

福祉住環境コーディネーター資格

社会福祉士資格　　介護支援専門員資格

介護老人保健施設での勤務経験を活かし、事例を通して

介護過程を展開することでアセスメント、介護計画書の作

成の仕方を学べるよう演習方式で行っている。

34 介護過程展開論Ⅱ 1 福田明

介護福祉士として介護職に従事

福祉住環境コーディネーター資格

社会福祉士資格　　介護支援専門員資格

介護老人保健施設での勤務経験を活かし、事例を通して

介護過程を展開することで介護計画の必要性とその方法を

学べるよう演習方式で行っている。

35 介護過程展開論Ⅲ 1 福田明

介護福祉士として介護職に従事

福祉住環境コーディネーター資格

社会福祉士資格　　介護支援専門員資格

介護老人保健施設での勤務経験を活かし、事例を通して

介護過程を展開することで介護計画の必要性とその方法を

学べるよう演習形式で行っている。

36 居宅サービス展開論 1 合津千香
社会福祉士として地域福祉活動コーディネーター

介護福祉士資格

地域福祉活動コーディネーターの経験を活かし、介護を必

要とする人の居宅における生活を支援する仕組みと地域連

携についての講義を行う。

37 介護総合演習Ⅰ 1
齋藤真木

木内義勝

 齋藤真木

社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員として介護職に従事

訪問介護員、デイサービス相談員としての経験を活かして、

介護実践に必要な基本的な知識の習得と実習での学びに

ついて講義・演習形式で行う。

38 介護総合演習Ⅱ 1 齋藤真木
社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員として介護職に従事

訪問介護員、デイサービス相談員としての経験を活かして、

介護実践に必要な基本的な知識の習得と介護福祉士とし

ての役割の学びについて講義・演習形式で行う。

39 介護総合演習Ⅲ 1 合津千香
社会福祉士として地域福祉活動コーディネーター

介護福祉士資格

地域福祉活動コーディネーターの経験を活かし、介護実習

に臨む準備を行う。

40 介護総合演習Ⅳ 1

齋藤真木

丸山順子

福田　明

合津千香

吉藤　 郁

花野 希久美

齋藤真木

(社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員)

吉藤　郁　（介護福祉士）

福田　明・合津千香（社会福祉士）

丸山順子・花野希久美（看護師）として従事

病院・介護施設での勤務経験を活かし、介護総合実習の

学びを基に課題の探求・研究能力の養成・成果発表までの

演習指導を行う。

41 介護導入実習Ⅰ 1

齋藤真木

丸山順子

福田　明

合津千香

吉藤　 郁

花野 希久美

齋藤真木

(社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員)

吉藤　郁　（介護福祉士）

福田　明・合津千香（社会福祉士）

丸山順子・花野希久美（看護師）として従事

病院・介護施設での勤務経験を活かし、生活支援のための

基本的な知識・技術・介護過程の展開について実習指導

を行う。

42 介護導入実習Ⅱ 1

齋藤真木

丸山順子

福田　明

合津千香

吉藤　 郁

花野 希久美

齋藤真木

(社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員)

吉藤　郁　（介護福祉士）

福田　明・合津千香（社会福祉士）

丸山順子・花野希久美（看護師）として従事

病院・介護施設での勤務経験を活かし、生活支援のための

基本的な知識・技術・介護過程の展開について実習指導

を行う。



43 介護基礎実習 1

齋藤真木

丸山順子

福田　明

合津千香

吉藤　 郁

花野 希久美

齋藤真木

(社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員)

吉藤　郁　（介護福祉士）

福田　明・合津千香（社会福祉士）

丸山順子・花野希久美（看護師）として従事

病院・介護施設での勤務経験を活かし、生活支援のための

基本的な知識・技術・介護過程の展開について実習指導

を行う。

44 個別援助技術実習 3

齋藤真木

丸山順子

福田　明

合津千香

吉藤　 郁

花野 希久美

齋藤真木

(社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員)

吉藤　郁　（介護福祉士）

福田　明・合津千香（社会福祉士）

丸山順子・花野希久美（看護師）として従事

病院・介護施設での勤務経験を活かし、生活支援のための

基本的な知識・技術・介護過程の展開について実習指導

を行う。

45 介護総合実習 4

齋藤真木

丸山順子

福田　明

合津千香

吉藤　 郁

花野 希久美

齋藤真木

(社会福祉協議会訪問介護員・ディサービス相談

員)

吉藤　郁　（介護福祉士）

福田　明・合津千香（社会福祉士）

丸山順子・花野希久美（看護師）として従事

病院・介護施設での勤務経験を活かし、生活支援のための

基本的な知識・技術・介護過程の展開について実習指導

を行う。

46 発達と老化の理解Ⅰ（身体） 2 花野希久美 看護師臨床経験７年

看護師として病院勤務で実際に実践していた経験を活かし

人間の成長と発達の過程で身体的・老化に伴うからだの変

化と共に生活支援に必要な基礎知識について講義を行う。

47 発達と老化の理解Ⅱ（こころ） 2 花野希久美 看護師臨床経験７年

看護師として病院勤務で実際に実践していた経験を活かし

人間の成長と発達の過程で身体的・老化に伴うからだの変

化と共に生活支援に必要な基礎知識について講義を行う。

48 認知症総論 2 丸山順子
看護師として臨床経験５年

社会福祉士資格

看護師としての経験から認知症の人の心理や身体機能、

社会的側面の関する基礎知識と共に取り巻く状況について

講義を行う。

49 認知症援助論 2 丸山順子
看護師として臨床経験５年

社会福祉士資格

看護師としての経験から認知症の医学的、心理学的、社

会的側面理解と、自立支援のための知識,技術について講

義を行う。

50 障害の理解Ⅰ 2 丸山順子
看護師として臨床経験５年

社会福祉士資格

看護師としての経験から障害のある人の心理や身体機能、

社会的側面の関する基礎知識と共に家族への支援につい

て講義を行う。

51 障害の理解Ⅱ 2 丸山順子
看護師として臨床経験５年

社会福祉士資格

看護師としての経験から精神発達、知的障害のある人の事

例を基に支援方法、障害者介護の重要性について講義を

行う。

52 こころのしくみ 1 丸山順子
看護師として臨床経験５年

社会福祉士資格

看護師としての経験から、人の基本的欲求や感情、それに

伴う利用者の心の動きや状態についての基礎について講義

を行う。、

53 人体の構造と機能及び疾病 2 矢羽田明美 看護師臨床経験２７年

看護師として病院勤務で実際に実践していた経験を活かし

人体を構成している部位の名称、はたらき、疾病について講

義を行う。

54 こころとからだのしくみⅠ（移動） 1 花野希久美 看護師臨床経験７年
看護師としての経験から、移動動作に関連したこころとから

だのしくみの基礎知識について講義を行う。、

55
こころとからだのしくみⅡ（食事・排

泄）
2 矢羽田明美 看護師臨床経験２７年

看護師としての経験から、食事・排泄に関連したこころとから

だののしくみについて講義を行う。、

56
こころとからだのしくみⅢ（身だしな

み・清潔・睡眠）
2 丸山順子

看護師として臨床経験５年

社会福祉士資格

看護師としての経験から、身だしなみ、清潔、睡眠に関連し

たこころとからだののしくみの基礎知識について講義を行う。、

57 死にゆく人の理解 1 花野希久美 看護師臨床経験７年

看護師として病院勤務で実際に実践していた経験を活か

し、終末期の心身の変化が生活に及ぼす影響と生活支援

を行うための必要な基礎知識について講義する。
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（実務経験教員は専任教員のみ表示）

NO. 看護学科 単位数 担当教員 実務経験（内容・資格） 授業内容

1 生命倫理 2

宮坂光長

百瀬ちどり

倉科恵里

奥原香織

宮坂光長：看護師臨床経験６年

百瀬ちどり：看護師臨床経験５年

倉科恵里：看護師臨床経験１７年

奥原香織：助産師臨床経験２０年

看護師としての経験を活かして生命の尊厳・価値・医療・看

護にまつわる問題を倫理的に考えることができるよう講義を

行う。

2 健康と運動 1 白金俊二
小学校・中学校教諭経験

（保健・体育）

小学校・中学校教諭経験の経験を活かして、実技をとりい

れながら健康に対する理解および運動の意義と実践につい

ての講義を行う。

3 疾病・治療論各論Ⅰ 1 嶋﨑昌子・垣内いづみ
垣内いづみ

看護師臨床経験１９年

病院勤務で看護の経験と事例を基に脳神経疾患について

講義を行う。

4 疾病・治療論各論Ⅱ 1

横山芳子

大谷健治

西沢三代子

武井浩子

大谷健史：看護師臨床経験１０年

　　　　　　　臨床検査技師臨床経験４年

西沢三代子：看護師臨床経験１３年

武井浩子：看護師臨床経験３４年

病院勤務で看護の経験と事例を基に身体の系統別疾患

について講義を行う。

5 疾病・治療論各論Ⅲ 1 藤田直樹・百瀬ちどり
百瀬ちどり

看護師臨床経験５年

病院勤務で看護の経験と事例を基に呼吸器・消化器系統

機能別疾患について講義を行う。

6 精神疾病・治療論 1 宮坂光長 看護師臨床経験６年
病院勤務で精神科領域での看護の経験と事例を基に精

神疾患について講義を行う。

7 老年疾病・治療論 1
西沢三代子

畔上一代

西沢三代子：看護師臨床経験１３年

畔上一代：看護師臨床経験１８年

病院勤務で看護の経験と事例を基に老年期の疾患につい

て講義を行う。

8 保健医療福祉論 1 五十嵐佳寿美 保健師臨床経験１７年

自治体での保健師として保健指導を実践した経験を基に

地域住民の健康を保証する制度と看護との関連性につい

て講義を行う。

9 心理学 2 内藤美智子 臨床心理士

臨床心理士としての経験から看護に関する心理学として性

格や臨床の領域等を教授し、心理検査実習を取り入れて

自己理解を深める講義を行なう。

10 人間関係論 2 高下梓 臨床心理士（資格）
臨床心理士としての経験から人間関係に関わる基本事項

を体験学習を取り入れて行う。

11 グリーフケア 1
清沢京子

奥原香織

看護師臨床経験２２年

助産師臨床経験２０年

病院勤務で看護の経験と事例を基に遺族の心理の理解と

サポートのあり方について講義を行う。

12 人権と福祉 1 丸山順子 看護師として臨床経験５年
看護師としての経験から人権に関する理念と生活の保障に

ついて講義に取り入れている

13 看護学原論 1 倉科恵里 看護師臨床経験１７年
病院勤務で看護の経験と事例を基に看護の本質、主要概

念、役割と機能について講義を行う。

14 看護理論 1 倉科恵里 看護師臨床経験１７年
病院勤務で看護の経験を活かし看護理論とは何かについ

て講義を行う。

15 看護過程の基礎 2

倉科恵里

山下照美

牛山陽介

看護師臨床経験１７年

看護師臨床経験７年

看護師臨床経験７年

看護師としての臨床経験を活かして、看護援助を行う上で

必要な、看護過程の基本的な考え方について講義を行う。

16 看護過程の実際 2

倉科恵里

山下照美

牛山陽介

看護師臨床経験１７年

看護師臨床経験７年

看護師臨床経験７年

看護師としての臨床経験を活かして、事例展開での講義で

必要な看護援助を明確化すると共にグル―プ演習を行う。

17 生活援助技術論 2

倉科恵里

山下照美

牛山陽介

看護師臨床経験１７年

看護師臨床経験７年

看護師臨床経験７年

看護師としての臨床経験を活かして、日常生活行動の援

助技術について根拠を踏まえた　講義や技術演習を行う。

18 診療の補助技術論 2

倉科恵里

山下照美

牛山陽介

看護師臨床経験１７年

看護師臨床経験７年

看護師臨床経験７年

看護師としての臨床経験を活かして、安全で安楽な診療援

助技術について、根拠を踏まえた講義や技術演習を行う。

19 基礎看護学実習Ⅰ 1

倉科恵里

山下照美

牛山陽介

笠原潮美

倉科恵里：看護師臨床経験１７年

山下照美：看護師臨床経験７年

牛山陽介：看護師臨床経験７年

病院勤務で実際に実践していた経験を活かし　保健医療

福祉の場で看護活動の実際に触れ看護の役割について指

導する。

20 基礎看護学実習Ⅱ 2

倉科恵里・山下照美

牛山陽介・百瀬ちどり

畔上一代・武井浩子

西沢三代子・垣内いづみ

大谷健史・笠原潮美

全員看護師臨床経験
病院勤務で実際に実践していた経験を活かし　看護過程

の展開を通して看護実践を指導する。

4.1.19（3）　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）



21 成人看護学概論 1
百瀬ちどり・大谷健史

武井浩子・笠原潮美

百瀬ちどり：看護師臨床経験５年

大谷健史：看護師臨床経験１０年

　　　　　　　臨床検査技師臨床経験４年

武井浩子：看護師臨床経験３４年

病院勤務で成人・老年領域看護の経験と事例を基に成人

期の特性と看護について講義を行う。

22 臨床看護援助論Ⅰ 1
山本浩子・大谷健史

百瀬ちどり・武井浩子

百瀬ちどり：看護師臨床経験５年

大谷健史：看護師臨床経験１０年

武井浩子：看護師臨床経験３４年

病院勤務で成人・老年領域看護の経験と事例を基に成人

期の特徴を踏まえて急性期から回復期の対象の看護につ

いて講義を行う。

23 臨床看護援助論Ⅱ 1
武井浩子・百瀬ちどり

大谷健史

百瀬ちどり：看護師臨床経験５年

大谷健史：看護師臨床経験１０年

　　　　　　　臨床検査技師臨床経験４年

武井浩子：看護師臨床経験３４年

病院勤務で成人・老年領域看護の経験と事例を基に成人

期の特徴を踏まえて慢性疾患の看護について講義を行う。

24 臨床看護援助論Ⅲ 1
武井浩子・百瀬ちどり

大谷健史・笠原潮美

百瀬ちどり：看護師臨床経験５年

大谷健史：看護師臨床経験１０年

　　　　　　　臨床検査技師臨床経験４年

武井浩子：看護師臨床経験３４年

病院勤務で成人・老年領域領域看護の経験と事例を基に

成人期の仮想の事例に対しての看護計画、看護過程の展

開、看護実践を行い、指導する。

25 がん・ターミナル看護 1 百瀬ちどり 看護師臨床経験５年

病院勤務で成人・老年領域領域看護の経験と事例を基に

がんの疫学に関する基礎知識、治療、ターミナル期における

看護について講義を行う。

26 周手術期看護 1
嶋﨑昌子・百瀬ちどり

大谷健史・武井浩子

百瀬ちどり：看護師臨床経験５年

大谷健史：看護師臨床経験１０年

　　　　　　　臨床検査技師臨床経験４年

武井浩子：看護師臨床経験３４年

病院勤務で成人・老年領域領域看護の経験と事例を基に

成人期の特徴を踏まえて周手術期患者に対する看護につ

いて講義を行う。

27 臨床看護学実習Ⅰ 3
百瀬ちどり・大谷健史

武井浩子・笠原潮美

百瀬ちどり：看護師臨床経験５年

大谷健史：看護師臨床経験１０年

　　　　　　　臨床検査技師臨床経験４年

武井浩子：看護師臨床経験３４年

病院勤務で実際に実践していた経験を活かし、成人・老年

期の特徴を踏まえ、周手術期、急性期、回復期への看護

実践の指導を行う。

28 臨床看護学実習Ⅱ 3

百瀬ちどり・大谷健史

武井浩子・垣内いづ

み

笠原潮美

百瀬ちどり：看護師臨床経験５年

大谷健史：看護師臨床経験１０年

　　　　　　　臨床検査技師臨床経験４年

武井浩子：看護師臨床経験３４年

垣内いづみ：看護師臨床経験１９年

病院勤務で実際に実践していた経験を活かし、成人・老年

期の特徴を踏まえ、慢性期、終末期への看護実践の指導

を行う。

29 老年看護学概論 1
西沢三代子

畔上一代

西沢三代子：看護師臨床経験１３年

畔上一代：看護師臨床経験１８年

病院勤務で成人・老年領域看護の経験と事例を基に老年

期の特性と看護について講義を行う。

30 老年看護援助論Ⅰ 1
西沢三代子

畔上一代

西沢三代子：看護師臨床経験１３年

畔上一代：看護師臨床経験１８年

病院勤務で成人・老年領域看護の経験と事例を基に高齢

者の看護ケアに必要な基礎知識について講義を行う。

31 老年看護援助論Ⅱ 1
西沢三代子

畔上一代

西沢三代子：看護師臨床経験１３年

畔上一代：看護師臨床経験１８年

病院勤務で成人・老年領域看護の経験と事例を基に、高

齢者の疾病、回復を支援する看護過程について講義を行

う。

32 老年看護援助論Ⅲ 1
西沢三代子

畔上一代

西沢三代子：看護師臨床経験１３年

畔上一代：看護師臨床経験１８年

病院勤務で成人・老年領域看護の経験と事例を基に、高

齢者の特徴を踏まえての看護実践方法を演習形式で行

う。

33 老年看護学実習Ⅰ 1
西沢三代子

畔上一代

西沢三代子：看護師臨床経験１３年

畔上一代：看護師臨床経験１８年

病院勤務で実際に実践していた経験を活かし、成人・老年

看護の実践を通じて高齢者の社会保障制度の実際を指

導する。

34 老年看護学実習Ⅱ 3
西沢三代子

畔上一代

西沢三代子：看護師臨床経験１３年

畔上一代：看護師臨床経験１８年

病院勤務で実際に実践していた経験を活かし、高齢者の

疾病の特徴の理解と共に高齢者対象の看護展開と看護

実践について指導を行う。

35 小児看護学概論 1

清沢京子

原理沙

武井陽子

清沢京子：看護師臨床経験２２年

原　理沙：看護師臨床経験９年

　　　　　　 助産師臨床経験２年

病院勤務で小児領域看護の経験と事例を基に、小児看

護のあり方について講義を行う。

36 小児看護援助論Ⅰ 1

清沢京子

原理沙

武井陽子

清沢京子：看護師臨床経験２２年

原　理沙：看護師臨床経験９年

　　　　　　 助産師臨床経験２年

病院勤務で小児領域看護の経験と事例を基に、発達段

階に応じた小児看護の特徴と看護実践に必要な基礎知識

について講義を行う。

37 小児看護援助論Ⅱ 1

清沢京子

原理沙

武井陽子

清沢京子：看護師臨床経験２２年

原　理沙：看護師臨床経験９年

　　　　　　 助産師臨床経験２年

病院勤務で小児領域看護の経験と事例を基に、小児疾

患の基礎知識と必要な看護援助について講義を行う。

38 小児看護援助論Ⅲ 1
清沢京子

原理沙

清沢京子：看護師臨床経験２２年

原　理沙：看護師臨床経験９年

　　　　　　 助産師臨床経験２年

病院勤務で老年領域看護の経験と事例を基に、小児看

護の看護展開ができるよう看護実践方法を演習形式で行

う。

39 小児看護学実習Ⅰ 1
清沢京子

原理沙

清沢京子：看護師臨床経験２２年

原　理沙：看護師臨床経験９年

　　　　　　 助産師臨床経験２年

小児医療看護の経験を活かし、保育施設実習、小児専

門病院の見学を通して適切な援助方法について指導する。

40 小児看護学実習Ⅱ 1
清沢京子

原理沙

清沢京子：看護師臨床経験２２年

原　理沙：看護師臨床経験９年

　　　　　　 助産師臨床経験２年

小児医療の現場で小児領域看護の経験と事例を基に、小

児看護に必要としている援助の看護実践について指導を行

う。

41 母性看護学概論 1
奥原香織

原理沙

奥原香織：助産師臨床経験２０年

原　理沙：看護師臨床経験９年

　　　　　　 助産師臨床経験２年

病院勤務で母性領域看護と助産師として実践した経験と

事例を基に、母性看護のあり方について講義を行う。



42 母性看護援助論Ⅰ 1
奥原香織

原理沙

奥原香織：助産師臨床経験２０年

原　理沙：看護師臨床経験９年

　　　　　　 助産師臨床経験２年

病院勤務で母性領域看護と助産師として実践した経験と

事例を基に、妊娠期の看護のあり方について講義を行う。

43 母性看護援助論Ⅱ 1
奥原香織

原理沙

奥原香織：助産師臨床経験２０年

原　理沙：看護師臨床経験９年

　　　　　　 助産師臨床経験２年

病院勤務で母性領域看護と助産師として実践した経験と

事例を基に、分娩・産褥･新生児期の看護のあり方につい

て講義を行う。

44 母性看護援助論Ⅲ 1
奥原香織

原理沙

奥原香織：助産師臨床経験２０年

原　理沙：看護師臨床経験９年

　　　　　　 助産師臨床経験２年

病院勤務で母性領域看護と助産師として実践した経験と

事例を基に、妊娠期・分娩・産褥･新生児期の看護技術の

実践方法を演習形式で行う。

45 母性看護学実習 2
奥原香織

原理沙

奥原香織：助産師臨床経験２０年

原　理沙：看護師臨床経験９年

　　　　　　 助産師臨床経験２年

助産師として周産期医療に携わった経験から妊産褥婦・新

生児期のケアの実践について指導を行う。

46 精神看護学概論 1 宮坂光長 看護師臨床経験６年
病院勤務で精神領域看護の経験と事例を基に精神看護

学の目的論と援助について講義を行う。

47 精神看護援助論Ⅰ 1 宮坂光長 看護師臨床経験６年
病院勤務で精神領域看護の経験と事例を基に精神保健

の基礎知識について講義を行う。

48 精神看護援助論Ⅲ 1 宮坂光長 看護師臨床経験６年

病院勤務で精神領域看護の経験と事例を基に、精神看

護学実習において展開する看護過程の実際を演習形式で

行う。

49 精神看護学実習 2 宮坂光長 看護師臨床経験６年

病院勤務で精神科領域での看護の経験と事例を基に精

神看護の看護過程の展開等の看護実践について指導を行

う。

50 公衆衛生看護学概論 1 五十嵐佳寿美 保健師臨床経験１７年

自治体での保健師として保健指導を実践した経験を基に

公衆衛生看護の基本理念と看護活動について講義を行

う。

51 在宅看護論 1 垣内いづみ 看護師臨床経験１９年

病院勤務で看護の経験と事例を基に在宅看護の基本的

理念、対象者の特性支援のあり方、その基盤となる訪問看

護制度について講義を行う。

52 地域・在宅看護援助論 1
五十嵐佳寿美

垣内いづみ

五十嵐佳寿美：保健師臨床経験１７年

垣内いづみ：看護師臨床経験１９年

病院勤務で看護の経験および保健師として保健指導を実

践した経験を基に、健康に関する予防から在宅看護までの

必要性について講義を行う。

53 在宅看護援助方法論 1
五十嵐佳寿美

垣内いづみ

五十嵐佳寿美：保健師臨床経験１７年

垣内いづみ：看護師臨床経験１９年

病院勤務で看護の経験および保健師として保健指導を実

践した経験を基に、在宅看護においての必要な基礎知識と

看護過程における基礎的能力を養うため実践方式で指導

する。

54 在宅看護論実習 2
五十嵐佳寿美

垣内いづみ

五十嵐佳寿美：保健師臨床経験１７年

垣内いづみ：看護師臨床経験１９年

看護師として高齢者看護の実務経験から、地域において展

開される訪問看護、保健活動の看護実践について指導す

る。

55 看護福祉論 1
垣内いづみ

五十嵐佳寿美

垣内いづみ：看護師臨床経験１９年

五十嵐佳寿美：保健師臨床経験１７年

病院勤務で看護の経験および保健師として保健指導を実

践した経験を基に、看護に対する共通の理解と看護と福祉

の一体化の必要性について講義を行う。

56 看護研究 1
宮坂光長

倉科恵里

　　宮坂光長：看護師臨床経験６年

　　倉科恵里：看護師臨床経験１７年
臨床経験のある教員が看護を多角的視野から考察し、研

究する基礎の習得について講義を行う。

57 医療安全管理 1 垣内いづみ 看護師臨床経験１９年

病院勤務で実際に実践していた経験を活かし　医療現場

での安全管理対策の現状と医療事故防止　医療安全に

対する知識について講義を行う。

58 災害・国際看護 1 牛山陽介 看護師臨床経験７年

病院勤務で実際に実践していた経験を活かし、災害支援、

国際協力などの場面での看護の機能と役割について講義を

行う。

59 統合実習 2

倉科恵里・百瀬ちどり

西沢三代子・垣内いづみ

武井浩子・畔上一代

山下照美・大谷健史

牛山陽介・笠原潮美

全員看護師臨床経験

病院勤務で看護の経験と事例を基に看護の理念の基づき

統合的な判断・対応を行うための基礎的能力を養うことを

指導する。
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