
2019年度 実務経験のある教員による授業科目一覧
2019.5.29

■文学部
番号 ナンバリング 学部 学科 他学科 学年 学期 必選 単位 授業科目名 担当教員 実務経験等 科目の概要

1 ZA1a91 文学部 共通 ※ 1 通年 必修 4 宗教学
下室覚道
鈴木一馨

僧侶
僧侶としての経験を活かした
講義

2 ZF3ｃ02 文学部 共通 ※ 3 後期 選択 2 キャリアスキル演習Ⅴ 岩間正則 中学校教諭
教諭としての経験を活かした
教育現状を踏まえた演習

3 335 文学部 日本文 ※ 3 通年 選択 4 教職国語科 岩間正則 中学校教諭
教諭としての経験を活かした
教育現状を踏まえた講義

4 141 文学部 日本文 1 通年 選択 2 書道I 松本文子 高等学校教諭
教諭としての経験を活かした
実践的な指導

5 241 文学部 日本文 1 通年 選択 2 書道II 松本文子 高等学校教諭
教諭としての経験を活かした
実践的な指導

6 ENG231 文学部 英語英米文 2 集中 選択 2 特別実習 加川順治 学外インターンシップ（企業）

7 C11101 文学部 文化財 1 集中 必修 2 実習IA
田中和彦
宗台秀明

鎌倉考古学研究員 近隣文化財の現地巡検実習

8 C21203 文学部 文化財 2 後期 必修 2 博物館経営論 小池富雄
学芸員

文化審議会文化財専門
調査会委員

学芸員経験に基づく博物館の
経営と活用の問題点、今後の

あり方についての講義

9 C22212 文学部 文化財 ※ 2 後期 選択 2 歴史考古学 宗台秀明 鎌倉考古学研究員
鎌倉市街路の発掘調査の経

験を活かした講義

10 C22225 文学部 文化財 ※ 2 前期 選択 2 文化財各論Ⅰ 星野玲子
文化財審議委員(川崎

市、横浜市）
文化財審議委員の経験を活か

した講義

11 C21102 文学部 文化財 2 集中 必修 2 実習ⅡB 田中和彦 千葉県遺跡調査発掘団 発掘調査の実習

12 GC41101 文学部 文化財 4 集中 必修 1 学外館務実習
小池富雄
緒方啓介

学芸員
文化審議会文化財専門

調査会委員

現場の博物館での学芸員実
践実習

13 LIB121 文学部 ドキュ 1 後期 必修 2 ドキュメント処理概論 角田裕之
図書流通（企業）

大学図書館館長補佐

図書館情報資源の組織につい
て図書館の現状を踏まえた講

義

14 LIB224 文学部 ドキュ ※ 2 後期 選択 2 ドキュメント処理各論Ⅰ 角田裕之
図書流通（企業）

大学図書館館長補佐
図書館の現場経験を活かした

講義

15 LIB323 文学部 ドキュ 3 通年 選択 4 ドキュメント処理各論Ⅱ 角田裕之
図書流通（企業）

大学図書館館長補佐
図書館の現場経験を活かした

講義

16 LIB222 文学部 ドキュ 2 前期 選択 2 ドキュメント処理演習Ⅰ 角田裕之
図書流通（企業）

大学図書館館長補佐

図書館情報資源の組織につい
て図書館の現状を踏まえた演

習

17 LIB223 文学部 ドキュ 2 後期 選択 2 ドキュメント処理演習Ⅱ 角田裕之
図書流通（企業）

大学図書館館長補佐

図書館情報資源の組織につい
て図書館の現状を踏まえた演

習
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18 LIB322 文学部 ドキュ 3 前期 選択 2 ドキュメント処理演習Ⅲ 角田裕之
図書流通（企業）

大学図書館館長補佐

図書館情報資源の組織につい
て図書館の現状を踏まえた演

習

19 INF111 文学部 ドキュ ※ 1 後期 必修 2 ﾈｯﾄﾜｰｸ概論 元木章博 大学、IT企業の技術者
ネットワーク技術者としての勤

務経験を活かした講義

20 INF221 文学部 ドキュ ※ 2 前期 選択 2 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ概論 元木章博 大学、IT企業の技術者
ネットワーク技術者としての勤

務経験を活かした講義

21 INF211 文学部 ドキュ ※ 2 後期 選択 2 ﾈｯﾄﾜｰｸ各論I 元木章博 大学、IT企業の技術者
ネットワーク技術者としての勤

務経験を活かした講義

22 INF311 文学部 ドキュ 3 通年 選択 4 ﾈｯﾄﾜｰｸ各論Ⅱ 元木章博 大学、IT企業の技術者
ネットワーク技術者としての勤

務経験を活かした講義

23 DOC101 文学部 ドキュ 1 前期 必修 2 情報機器教育論 元木章博 大学、IT企業の技術者
ネットワーク技術者としての勤

務経験を活かした講義

24 INF312 文学部 ドキュ 2 後期 選択 2 ﾈｯﾄﾜｰｸ演習Ⅰ 元木章博 大学、IT企業の技術者
ネットワーク技術者としての勤

務経験を活かした演習

25 DOC304 文学部 ドキュ 3 前期 選択 2 ﾈｯﾄﾜｰｸ演習Ⅱ 元木章博 大学、IT企業の技術者
ネットワーク技術者としての勤

務経験を活かした演習

26 INF121 文学部 ドキュ ※ 1 後期 必修 2 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ概論 田辺良則 IT企業の技術者
ITｴﾝｼﾞﾆｱの経験を活かした

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの講義

27 INF222 文学部 ドキュ ※ 2 後期 選択 2 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ各論I 田辺良則 IT企業の技術者
ITｴﾝｼﾞﾆｱの経験を活かした

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの講義

28 INF232 文学部 ドキュ ※ 2 前期 選択 2 情報理論 田辺良則 IT企業の技術者
ITｴﾝｼﾞﾆｱの経験を活かしたｱﾙ

ｺﾞﾘｽﾞﾑの講義

29 INF233 文学部 ドキュ 3 後期 選択 2 情報理論演習Ⅰ 田辺良則 IT企業の技術者
ITｴﾝｼﾞﾆｱの経験を活かしたｿﾌ

ﾄｳｪｱ開発の演習

30 INF321 文学部 ドキュ 3 通年 選択 4 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ各論Ⅱ 田辺良則 IT企業の技術者
ITｴﾝｼﾞﾆｱの経験を活かした

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの講義

31 INF322 文学部 ドキュ 3 前期 選択 2 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ演習Ⅱ 田辺良則 IT企業の技術者
ITｴﾝｼﾞﾆｱの経験を活かした

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの演習

32 INF331 文学部 ドキュ 3 後期 選択 2 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ演習Ⅱ 田辺良則 IT企業の技術者
ITｴﾝｼﾞﾆｱの経験を活かしたｿﾌ

ﾄｳｪｱ開発の演習

33 DOC212 文学部 ドキュ ※ 2 前期 必修 2 情報基礎演習Ⅱ 田辺良則 IT企業の技術者
ITｴﾝｼﾞﾆｱの経験を活かした

ﾃﾞｰﾀ処理の指導

34 DOC213 文学部 ドキュ ※ 2 前期 必修 2 情報基礎演習Ⅲ 田辺良則 IT企業の技術者
ITｴﾝｼﾞﾆｱの経験を活かした

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ処理の指導

35
LIB312
CL123

文学部 ドキュ 3 後期 選択 2 児童サービス論 河西由美子
学校司書・図書館管理

者
子ども読書や学校図書館運営

の知見を踏まえた講義

36 LIB212 文学部 ドキュ 2 前期 必修 2 情報サービス概論 河西由美子
学校司書・図書館管理

者
情報サービスの臨床知見を踏

まえた講義
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37
LIB214
CL143

文学部 ドキュ 2 前期 選択 2 情報サービス演習Ⅰ 河西由美子
学校司書・図書館管理

者
情報サービスの臨床知見を踏

まえた演習

38
LIB215
CL153

文学部 ドキュ 2 後期 選択 2 情報サービス演習Ⅱ 河西由美子
学校司書・図書館管理

者
情報サービスの臨床知見を踏

まえた演習

39 DOC311 文学部 ドキュ 3 集中 選択 2 特別実習Ⅰ

角田裕之
河西由美子
田辺良則
元木章博
伊倉史人
大矢一志
加藤弓枝

学校司書
図書館管理者
図書流通業
IT技術者

担当教員の司書経験・図書流
通業勤務経験を活かした

図書館総合展参加・神保町古
書店（見学）実習

合計単位数 87 単位 ＞＝13単位（124単位の1割）

※文学部内における他学科履修可の科目＝学部共通で換算する

単位数計算
学科 学部共通 専門 合計
日本文 4 36 ＞＝13 ○
英語英米文 2 34 ＞＝13 ○
文化財 7 39 ＞＝13 ○
ドキュ 42 74 ＞＝13 ○

32
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1 B210 歯学部 歯 2 前期 必修 1  歯科薬理学Ⅰ 二藤　彰 歯科診療
薬理学の基礎的
な概念の理解

2 B223 歯学部 歯 2 後期 必修 1 歯科薬理学Ⅱ 二藤　彰 歯科診療
薬物の作用と臨
床的応用につい

ての理解

3 B310 歯学部 歯 3 前期 必修 1 歯科薬理学演習 二藤　彰 歯科診療
薬理作用を理解
するための実習

4 AA6501 歯学部 歯 1 前期 必修 1
歯科医師の基本

的資質1
大久保　力廣 歯科診療

医療従事者として
知識・素養の修

得

5 AA6503 歯学部 歯 1 前期 必修 1 文章表現演習 大久保　力廣 歯科診療
歯科診療におけ
る科学的文章表

現を修得

6 C201 歯学部 歯 2 後期 必修 1 歯型彫刻演習Ⅰ 大久保　力廣 歯科診療
歯の形態を、彫
刻の技法により
立体的に造形

7 C316 歯学部 歯 3 前期 必修 1  歯型彫刻演習Ⅱ 大久保　力廣 歯科診療
歯冠形態の設

計・製作

8 C301 歯学部 歯 3 後期 必修 1 全部床義歯補綴学 大久保　力廣 歯科診療
無歯顎患者の病
態理解及び診断
と治療法を学習

9 C309 歯学部 歯 3 後期 必修 2
全部床義歯補綴

学実習
大久保　力廣 歯科診療

全部床義歯の製
作

10 C310 歯学部 歯 3 後期 必修 1 部分床義歯補綴学 大久保　力廣 歯科診療
部分床義歯補綴
学の基本を学習

11 C317 歯学部 歯 3 後期 必修 1
部分床義歯補綴

学演習Ⅰ
大久保　力廣 歯科診療

部分床義歯補綴
治療の概念と製
作の方法を理解

12 C404 歯学部 歯 4 前期 必修 1
部分床義歯補綴

学実習Ⅱ
大久保　力廣 歯科診療

部分床義歯補綴
治療の概念と製
作の方法を理解

13 G202 歯学部 歯 2 前期 必修 1 医療人間科学実習Ⅱ 大久保　力廣 歯科診療
歯科医療人として
の基本的な素養

の修得
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14 C303 歯学部 歯 3 前期 必修 1 口腔外科学Ⅱ 里村　一人 歯科診療
口腔外科学総論
及び各論を学習

15 C403 歯学部 歯 4 前期 必修 1 歯周治療学実習 五味　一博 歯科診療
実地体験を通じ
て歯周治療の理

解を深める

16 C402 歯学部 歯 4 前期 必修 1 歯周病学 五味　一博 歯科診療
歯周疾患を治療
するための臨床
歯科医学の学習

17 G315 歯学部 歯 3 後期 必修 1
歯周病の基礎と

臨床
五味　一博 歯科診療

歯周治療および
歯周組織の修
復・再生の学習

18 C405 歯学部 歯 4 前期 必修 1
ｸﾗｳﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ補綴

学
小川　匠 歯科診療

ｸﾗｳﾝﾌﾞﾘｯｼﾞによ
る機能回復及び
術後管理の理解

19 C406 歯学部 歯 4 前期 必修 1
ｸﾗｳﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ補綴

学実習Ⅰ
小川　匠 歯科診療

ﾌﾞﾘｯｼﾞ製作の基
本知識と技能の

修得

20 C414 歯学部 歯 4 前期 必修 1
ｸﾗｳﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ補綴

学実習Ⅱ
小川　匠 歯科診療

ﾌﾞﾘｯｼﾞ製作の基
本知識と技能の

修得

21 C412 歯学部 歯 4 前期 必修 1 咬合学 小川　匠 歯科診療

顎口腔系の構造
と機能、機能喪失
に対する修復術
式の基本の修得

合計単位数 22 単位 ＞＝19単位（188単位の1割）


