
科目名 担当教員 単位 実務経験を生かした授業の実施

文学 太田　真理 2
実務経験：中学・高等学校非常勤講師
実務経験を生かした授業の実施：中学・高等学校での教育経験をふまえ、教育現場でも活用できる実際的な文学の解釈のあ
り方を提示する。

生命科学 塩瀬　治 2
実務経験：高等学校や専門学校で実施した授業を生かした授業を実施
実務経験を生かした授業の実施：ドイツの環境教育、自然観や生命倫理の授業を展開し、最新の生命科学で活躍する研究者
の実践、研究内容を紹介する。学んだ内容を基に、これからの社会的な教養として必要な、自分の観点を習得すること｡

脳科学 浅野　路子 2

実務経験：研究所研究員
実務経験を生かした授業の実施：「実務経験」研究所研究員 第２回において、研究所研究員の実務経験から、実際の脳機

能 計測方法の実例を示す。

天文学 山田　義弘 2

実務経験：東京大学大学院理学系研究科天文学教育研究センター顧問、北海道大学大学院宇宙観測基礎データセンター研究
員、北海道なよろ市立天文台名誉台長
実務経験を生かした授業：大学（東大・北大）、市立天文台（日本有数の口径1.6m大型望遠鏡）での研究や観測成果を、
ほとんどの授業に生かす。

レクリエーション援
助技術

髙橋　紀子 2

実務経験：保育園　幼稚園等幼児教育における体操の指導・支援、学童期におけるの体操指導、支援　ライフステージごと
に即したレクリエーション活動の支援、発達障害児・者　精神障害児・者　高齢者の介護予防等としての活動
実務経験を生かした授業の実施：
レクリエーション活動は性別、年齢に関係なく対象となる参加者に、レクリエーション活動の手法を工夫する事により、実
践する事が可能になります。それぞれのレクリエーション活動の技法がどの様な状況下で有効なのかを都度、盛り込みつつ
授業を進めます。

①保健所　保健福祉センター等での　乳幼児相談　精神デイケア　認知症の相談支援等

②都内2区での喘息時キャンプ　幼児体操教室　特別養護老人ホーム　デイサービス　デイケアのレクリエーション支援等

③都内チャレンジスクール(高校での福祉教諭)

④テーマパーク　旅行業界でのキャンプ　イベント等

上記全体を通して実務経験を生かしているが特に第8回から10回の事例を通した内容となる。

レクリエーション論 髙橋　紀子 2

実務経験：忍たま乱太郎キャンプ　　ユニバーサルキャンプ　認知症キャンプ　無人島キャンプなど企画　立案実施　また
喘息時のキャンプの実施　企業　学校　福祉領域における　レクリエーションをテーマとして講演　また幼児　障がい児・
者　高齢者の体操教室　いやいや期の遊びと運動など　チャレンジスクールの福祉教諭　都内某区の学習支援　児童相談所
等での相談支援　未成年後見　成年後見支援　司法福祉に関する未成年　成年の支援等　社会福祉士としての独立型事務所
実務経験を生かした授業の実施：実務経験を生かした　様々な角度から獲得してほしい視点等について　実際の事例を通し
て授業を進めていきます。

科目名 担当教員 単位 実務経験を生かした授業の実施

子ども学 近藤　俊明 他 2
実務経験：小・中学校教員、中・高等学校非常勤講師、医療・保健領域、教育領域、福祉領域、 司法・矯正領域、産業領
域等の心理職
実務経験を生かした授業の実施：担当回において、それぞれの実務経験を活かした事例紹介や話題提供を行う。

近藤　俊明

実務経験：【サイコロジスト(米国)】特別支援学校、病院、開業

　　　　　【臨床心理士(日本)】小・中学校スクールカウンセラー
実務経験を生かした授業の実施：使用する教科書は、本教員の自著であり、書かれている問題や対応方法の多くは、実際に
スクールカウンセリング(日本)、病院、特別支援学校（米国）等で対応してきた問題や実践してきた技法である。事例や、
介入において気を付けるべきことを出来るだけ具体的に説明する。

井梅　由美子
実務経験：メンタルクリニック・小児科等での心理臨床業務
実務経験を生かした授業の実施：第３回～第13回の授業において、心理面接やアセスメント、保護者支援の実際について、
事例を交えて講義を行います。

井梅　由美子
実務経験：メンタルクリニック・小児科等での心理臨床業務
実務経験を生かした授業の実施：第7回の「心理療法・アセスメント」、第13回の「心理学の生活への応用～子育て支援と
心理学～」等の授業において、心理面接やアセスメント、保護者支援の実際について、事例を交えて講義を行います。

金子　功一
実務経験と実務経験を生かした授業の実施：東京都公立小学校の教育現場での心理学(認知心理学(錯視等))の実践的な活用
方法について、小学生に向けた勉強会を開催している。また、保育現場の園内研修でマイクロティーチング（教授方法）を
用いたロールプレイを実施している。実務経験を生かした保育実践方法や保育者の経験に即した話を行います。

心理学概論（こころ
の形成）

渡辺　千歳 2
実務経験：保育所・幼稚園・小学校等での巡回相談
実務経験を生かした授業の実施：第6回、第7回、第8回、第12回は臨床発達心理学的支援者としての経験に基づいて事例や
対応を紹介する。

子どもの心理学（総
論）

川原　正人 2
実務経験：特別支援教育巡回相談員、小・中・高等学校スクールカウンセラー、大学附属相談施設相談員
実務経験を生かした授業の実施：子どものメンタルヘルスや心理・発達支援について実務を通して得られた知見を取り入れ
て授業を実施します。

乳幼児心理学（講
義）

川口　めぐみ 2
実務経験：幼稚園教諭
実務経験を生かした授業の実施：幼稚園教諭の経験から，各授業において幼児期の発達に関する事例を紹介する。

科目名 担当教員 単位 実務経験を生かした授業の実施

心理的アセスメント

藤後　悦子
坪井　寿子
井梅　由美子
須田　誠
大橋　智
野中　俊介

2
実務経験：学校臨床、発達相談、病院臨床、司法・矯正分野等での心理臨床
実務経験を生かした授業の実施：各教員の医療保健・教育・福祉・産業・司法などの領域におけるアセスメントの実務経験
を生かして授業を展開する。全回において実務経験の知見を活用する。

発達の課題と障害 渡辺　千歳 2
実務経験：保育園・幼稚園での巡回指導講師、保健相談所心理判定員など。
実務経験を生かした授業の実施：各回において臨床発達心理学的支援を行ってきた経験に基づき、事例や実践的な内容の講
義を行う。

2022年度実務経験を生かした授業の実施状況（通学課程）

こども心理学部

心理学概論（こころ
の理解）

【一般教育科目】

【こども心理学部こども心理学科心理専攻　専門科目等】

【こども心理学部共通科目】

2

子ども臨床心理学 2
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科目名 担当教員 単位 実務経験を生かした授業の実施

親子関係の心理学 井梅　由美子 2
実務経験：メンタルクリニック・小児科等での心理臨床業務
実務経験を生かした授業の実施：事例を扱う回を中心に、心理面接やアセスメント、保護者支援の実際について触れなが
ら、講義を行います。

子育てカンファレン
ス

藤後　悦子 2

実務経験：スクールカウンセラー、保育カウンセラー、就学前支援検討委員、区民評価委員/資格：保育士、公認心理師・
臨床心理士・臨床発達心理士
実務経験を生かした授業の実施：第 1 回目～第14回目の授業において、保育現場での子育て相談の経験から、子どもが学校

で直面する課題や保護者の葛藤などを実例に準じたものを示し、葛藤プロセスを学び、対応事例を検討する。 また足立区
の区民評価委員「ひと分科会」での各事業のヒアリングより、子育てニーズと子育て支援策の実際例を示し、これらを参考
に学生自身にも子育てプログラムを作成してもらう。

心理的アセスメント
上級

川原　正人
坪井　寿子
須田　誠

2

実務経験：医療保健・教育・福祉・産業・司法領域等の心理職、幼稚園・保育所・小学校での巡回相談
実務経験を生かした授業の実施：各教員の医療保健・教育・福祉・産業・司法などの領域におけるアセスメントの実務経験
を生かして授業を展開する。
全回において実務経験の知見を活用する。

子ども心理学実践実
習

渡辺　千歳
坪井　寿子

2
実務経験と実務経験を生かした授業の実施：臨床発達心理士、学校心理士として保育および教育現場における支援者教員は
両名ともに臨床発達心理学的支援を保育や教育の現場で行ってきた。その経験を生かして、子どもに関わる活動へのアドバ
イスを行う。

少年非行の心理学 出口　保行 2

実務経験：全国の少年鑑別所・刑務所・拘置所に勤務していた際に行っていた犯罪者の心理分析実績に基づき、講義を展開
する。
実務経験を生かした授業の実施：毎回講義の中で用いるケースはすべて実務経験上から知りえたケースを仮想ケースに加工
して用いている。
より生のケースに近いものを提供することによって、リアリティを持たせている。
特に、１１回目から１４回目は個別罪種に係る部分であるので、ケース解釈中心に講義を展開し、主に少年鑑別所で勤務し
ていた際の資質鑑別の経験を反映している。

近藤　俊明

実務経験と実務経験を生かした授業の実施：サイコロジスト(米国)：特別支援学校、病院、開業、　臨床心理士(日本)：
小・中学校スクールカウンセラー。毎回の授業において、教員は、自らの実務経験から学んだ心理療法の考え方や技法を、
ロールプレイを中心に教授する。学生は、それまでに学んだ技法とともに、新しいものを加えたロールプレイを行う。コロ
ナの状況を見極めつつ、他の学生と組んで行うことが出来ないときは、家族や、個人で相手を想定しながら行う工夫をす
る。そして、その演習をもとに、学生相互の議論をを促し、実践的かつ概念的理解を深めるように指導する。

藤本　昌樹

実務経験： 臨床心理士・公認心理師・社会福祉士・精神保健福祉士を取得し、 医療（小児科・精神科）・教育（スクール

カウンセラー・学生相談）・ 開業などの各分野で臨床を行ってきた。 経験を生かし、具体的な事例や制度の在り方につい
て教授していく。
実務経験を生かした授業の実施：実務経験を生かした授業の実施長年、カウンセリングを医療機関、学校などで行ってきま
した。講義の４回〜８回の授業で事例などをもとに、講義を行う。

玉井　仁

実務経験と実務経験を生かした授業の実施：心理相談室，医療機関，産業領域，開業領域での臨床心理士・公認心理士とし
ての心理臨床活動を一般化し加工して共有することで、実際の支援を想像しやすくしたり、学びの意味をイメージしやすく
する。また、人間についての基本的な理解を持つことで、自分に照らし合わせて考える工夫を行う。
実務経験を生かした授業の実施となります。

子ども心理学特別講
義

鈴木　公啓
渡辺　千歳

2
実務経験：渡辺は巡回相談講師、乳幼児の発達相談など発達臨床の実務経験がある。
実務経験を生かした授業の実施：第5回、第6回、第7回は療育機関や保健所での乳幼児健診、保育園での気になる子を対象
とした巡回相談などの経験をもとに授業を行う。

心理療法上級A 近藤　俊明 2

実務経験：【サイコロジスト(米国)】：特別支援学校、病院、開業

　　　　　　　　【臨床心理士(日本)】：小・中学校スクールカウンセラー
実務経験を生かした授業の実施：毎回の授業において、心理療法の新しい技法を教授するたびに、教員が、学生とともにデ
モンストレーションを行い、その後全ての学生が相互にロールプレイを行う。そして、その観察・経験をもとに、学生相互
のロールプレイ、議論を促し、実践的・概念的理解を深めるように導く。

心理療法上級B
野中　俊介
藤本　昌樹

2

実務経験：スクールカウンセラー、民間支援施設カウンセラー（野中）。スクールカウンセラー、国立大学保健管理セン
ター、小児科クリニック、精神科クリニック併設カウンセリングルーム、開業カウンセリングルーム（藤本）
実務経験を生かした授業の実施：心理療法におけるクライエントの心の理解や、援助技法について、第4～5回、第10〜13

回の授業において事例の紹介を行います。

司法・犯罪心理学 出口　保行 2

実務経験：全国の少年鑑別・刑務所・拘置所に勤務していた際に行っていた犯罪者の心理分析実績に基づき、講義を展開す
る。
実務経験を生かした授業の実施：毎回講義の中で用いるケースはすべて実務経験上から知りえたケースを仮想ケースに加工
して用いている。
より生のケースに近いものを提供することによって、リアリティを持たせている。
特に、７回目から１４回目はケース解釈中心に講義を展開するので、主に刑務所・拘置所で勤務していた際の資質鑑別の経
験を反映している。

非行犯罪特別講義 出口　保行 2

実務経験：全国の少年鑑別・刑務所・拘置所に勤務していた際に行っていた犯罪者の心理分析実績に基づき、講義を展開す
る。
実務経験を生かした授業の実施：毎回講義の中で用いるケースはすべて実務経験上から知りえたケースを仮想ケースに加工
して用いている。より生のケースに近いものを提供することによって、リアリティを持たせている。特に、３回目から１１
回目はケース処遇中心に講義を展開するので、少年鑑別所・刑務所・拘置所で勤務していた際の資質鑑別及び処遇経験を反
映している。

心理演習

山極　和佳
川原　正人
大橋　智
大村　美菜子

2

実務経験：公認心理師・臨床心理士
実務経験を生かした授業の実施：
　山極：精神科クリニックカウンセラー（第23～26回）

    大村：精神科単科病院非常勤臨床心理士、学生相談室非常勤カウンセラー、区立教育相談室相談員（第9～12回）

    川原：職場内医務室心理療法士（第13～16回）、小・中・高等学校スクールカウンセラー（第5～8回）、大学附属相談
施設相談員
    大橋：市立教育相談室相談員、県特別支援教育巡回相談員、母子保健センター心理相談員（第17～22回）

教育・学校心理学A 須田　誠 2

実務経験：臨床心理学における下記の実務経験を授業に生かす。
実務経験を生かした授業の実施：警察本部での非行・犯罪少年に関する資質鑑別専門員、精神科クリニックでの心理士、高
校での非常勤講師、地域保健所での不登校・ひきこもり相談員としての実務経験から得られた知見を授業に生かして授業を
実施する。

教育・学校心理学B 藤後　悦子 2

実務経験：スクールカウンセラー、保育カウンセラー、就学前支援検討委員、区民評価委員/資格：保育士、公認心理師・
臨床心理士・臨床発達心理士
実務経験を生かした授業の実施：第7回目～第14回目の授業において、スクールカウンセラーや子育て相談の経験から、子
どもが学校で直面する課題や保護者の葛藤などを実例に準じたものを示し、葛藤プロセスを学び、対応事例を検討する。

心理療法基礎 2
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科目名 担当教員 単位 実務経験を生かした授業の実施

社会・集団・家族心
理学A

藤本昌樹 2

実務経験：臨床心理士・公認心理師・社会福祉士・精神保健福祉士を取得し、医療（小児科・精神科）・教育（スクールカ
ウンセラー・学生相談）・開業などの各分野で臨床を行ってきた。
経験を生かし、具体的な事例や制度の在り方について教授していく。
実務経験を生かした授業の実施：長年、家族を対象としたカウンセリングを医療機関、学校などで行ってきました。講義の
４回〜８回の授業で事例をもとに、講義をします。

科目名 担当教員 単位 実務経験を生かした授業の実施

子ども臨床心理学 井梅　由美子 2
実務経験：メンタルクリニック・小児科等での心理臨床業務
実務経験を生かした授業の実施：第３回～第13回の授業において、心理面接やアセスメント、保護者支援の実際について、
事例を交えて講義を行います。

教育心理学 須田　誠 2

実務経験：臨床心理学における下記の実務経験を授業に生かす。
実務経験を生かした授業の実施：警察本部での非行・犯罪少年に関する資質鑑別専門員、精神科クリニックでの心理士、高
校での非常勤講師、地域保健所での不登校・ひきこもり相談員としての実務経験
これらから得られた知見を授業に生かして授業を実施する。全回において実務経験の知見を活用する。

国語 篠原　京子 2

実務経験：小学校教諭、中学校教諭
実務経験を生かした授業の実施：第2回の授業では、小中学校教諭としての経験から、学習の基本を初めにきちんと指導す

ることがその後の指導を効果的に進める上で重要であることを具体的に指導する。13回の授業では、小中学校の教育現場で
の体験を活かし、教師として必要な言語技術について実例を示して指導する。

子ども美術
髙橋　文子
佐々木　恵美子

2

実務経験：小学校教諭（図工主任），中学校美術科教諭，足立区アートボランティア養成講座指導員
実務経験を生かした授業の実施：造形美術活動の指導経験を生かして，子どもの描画の発達段階やそれらの背景にある造形
美術に対する社会の考え方，文化的視点を事例を通して検討する。どのような材料，用具をどのように提供することが幼
児，児童，生徒の造形的な資質や能力を培うのかその感性に働きかける場づくりを共有する。

藤田　倫子
実務経験：「幼児体育指導員」「幼児体育コーディネーター」
実務経験を生かした授業：子どもの運動指導の立場から、現代の子どもの現状について事例と対応策を紹介する。

永井　伸人
実務経験：高等学校教諭（保健体育）、幼児・小学生の体操教室（運動指導）
実務経験を生かした授業：子どもの運動指導の立場から、現代の子どもの現状について事例と対応策を紹介する。

音楽実技ⅢA 高地　誠子 1
実務経験：フェリス音楽教室実技科（ピアノ）講師、小学校音楽教員
実務経験を生かした授業：第6,7回の授業において、子どもの指導の実践例を示して解説する。第11,13回の授業において、
ピアノ指導の経験を生かして指導する。

音楽実技ⅢB 高地　誠子 1
実務経験：フェリス音楽教室実技科（ピアノ）講師、小学校音楽教員
実務経験を生かした授業：第6,7回の授業において、子どもの指導の実践例を示して解説する。第11,13回の授業において、
ピアノ指導の経験を生かして指導する。

人間関係指導法 川口　めぐみ 2
実務経験：幼稚園教諭
実務経験を生かした授業の実施：各回では幼稚園教諭として保育を展開した経験を活かした授業内容を行う。

健康指導法 鳥海　弘子 2
実務経験：公立保育所の看護師
実務経験を生かした授業：保育所の看護師としての実務経験から、各授業において子どもの健康についての事例を紹介す
る。

寒河江　芳枝
実務経験：保育士
実務経験を生かした授業の実施：14回の授業内容において保育者の経験から、得た知識を学生に紹介。

佐々木　由美子
実務経験：保育士・幼稚園教諭
実務経験を生かした授業の実施実務：経験を生かし、3回から10回にかけて、実践例や具体例を紹介。

鈴木　晴子 実務経験実務経験を生かした授業の実施：児童発達支援や幼児教育施設の巡回相談、乳児院の養育と遊びに関するアドバイ
ザー、子育て支援教室の講師等の実務経験を生かした事例を毎授業において提示しながら授業を進める。

横畑　泰希
実務経験：臨床発達心理士として児童発達支援スーパーバイザー／保育園園長
実務経験を生かした授業の実施：第6回～9回については、児童発達支援での実務経験から事例を提示する。第5回および第

13～14回については、保育現場の経験から事例を提示する。

河村　圭
実務経験：現職の幼稚園副園長
実務経験を生かした授業の実施：幼稚園の現場で起こる事例を示し、学びを深める。

初等英語 執行　智子 2
実務経験：文部科学省外国語活動拠点校において外国語活動コーディネーターとして、また東京都中核教員研修講師として
得た知見を授業において活かす。

教育の方法と技術 佐藤　久恵 2
実務経験：法律事務所での実務経験
実務経験を生かした授業の実施：法令等についての理解を深めるために活かす（実務経験を生かした授業の実施回（第11

回））

乳児保育Ⅰ 小野崎　佳代 2
実務経験：保育士
実務経験を生かした授業の実施：保育士の経験から、第7回から第9回の授業において各年齢の保育の事例を、また第13回目
の授業において保護者からの苦情や相談への実際の対応事例を紹介する。

横田　千賀子
実務経験：千葉県内の自治体の心理発達相談員、小児科クリニック・心理担当、他
実務経験を生かした授業の実施：実務経験に基づき、障害児に関する具体的支援事例を紹介しながら授業を実施します。ま
た新聞や雑誌の記事なども随時ご紹介し、障害児保育をめぐる動向も考えていきます。

太田　英樹
特別支援学校教員の実務経験に基づき、障害児に関する具体的支援事例を紹介しながら授業を実施します。また新聞記事や
雑誌の記事も随時ご紹介し、障害児保育をめぐる動向も考えていきます。

障害児保育

【こども心理学部こども心理学科こども保育・教育専攻　専門科目】

子ども体育

環境指導法

1

2

2

2

言葉指導法
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科目名 担当教員 単位 実務経験を生かした授業の実施

在宅保育研究 西村　実穂 2
実務経験：看護師、保育士、保育所・幼稚園の巡回相談員
実務経験を生かした授業の実施：授業全体を通じて実務経験から、現在の保育における課題、保護者からの苦情などの実
例、医療的ケアの必要な子どものケア、障害児保育の実際を具体的に紹介する。

保育実習Ⅱ

利根川　智子
西村　実穂
鳥海　弘子
浅井　かおり
岸本　直美

2
実務経験と実務経験を生かした授業の実施：巡回保育相談員として保育現場に通うなど、現場のことをよく知っている教員
が担当します。連動する実習指導の担当者も保育士経験者が多数いますので、保育の場面を具体的に挙げながら学生に考え
るきっかけを提供します。

初等図画工作科教育
法

髙橋　文子 2

実務経験：小学校教諭（図工主任），足立区アートボランティア養成講座指導員
実務経験を生かした授業の実施：造形美術活動の指導経験を生かして，子どもの描画の発達段階やそれらの背景にある造形
美術に対する社会の考え方，文化的視点を事例を通して検討する。どのような材料，用具をどのように提供することが幼
児，児童，生徒の造形的な資質や能力を培うのかその感性に働きかける場づくりを共有する。

初等社会科教育法 鈴木　亮太 2
実務経験：小・中学校教諭・管理職，早稲田大学教師教育研究所招聘研究員・運営委員
実務経験を生かした授業の実施：学生にパソコンなどを活用して実際の授業の様子を見せる。また，実際に教師自身が学校
現場で行った授業を必要に応じて適宜授業の中で模範的にやって見せる。

初等算数科教育法 紙本　裕一 2

実務経験：中学校・高等学校非常勤講師・教諭，Google 認定教育者（レベル２）
実務経験を生かした授業の実施：
①発達障害だと診断された児童・生徒の行動やその対応事例について紹介します。
②遠隔授業に対応した授業づくり・授業展開を実施します。

初等国語科教育法 篠原　京子 2
実務経験：小学校教諭、中学校教諭（国語）
実務経験を生かした授業の実施：第３回の授業では、小中学校での国語科の指導の経験を生かし、教材研究、発問、指示、
説明、板書等の実例を示して指導する。

生徒・進路指導 中沢　辰夫 2
実務経験：高等学校教諭
実務経験を生かした授業の実施：高校教育現場で体験した教育問題を、できるだけ講義の中に挟み込んで、理論と実践の関
連を深めていく。

特別活動 中沢　辰夫 2
実務経験：高等学校教員
実務経験を生かした授業の実施：現場で体験した行事の指導や、学級経営などの話題を、できるだけ講義の中に挟み込ん
で、理論と実践の関連を深めていく。

子どもと言葉 佐々木　由美子 2
実務経験：保育士・幼稚園教諭
実務経験を生かした授業の実施：文化財の演習、指導において、実践例や具体的事例を紹介。

子育て支援 髙橋　紀子 1

実務経験：チャレンジスクールの福祉教諭　都内某区の学習支援　児童相談所等での相談支援　未成年後見　成年後見支援
司法福祉に関する未成年　成年の支援等　社会福祉士としての独立型事務所
実務経験を生かした授業の実施：実務経験を生かした　様々な角度から保育士として獲得してほしい視点等について　実際
の事例を通して授業を進めていきます

子どもの保健 有馬　祐子 2
実務経験：助産師・保健師・思春期保健相談士
実務経験を生かした授業の実施：第8回：感染症(感染予防)・第9回：感染症(適切な対応)の授業において、病院勤務の経験
などから、感染予防について解説する。

子どもの健康と安全

西村　実穂
鳥海　弘子
壹岐　聡恵
吉本　光希

1
実務経験：看護師
実務経験を生かした授業の実施：看護師の臨床実務経験から、2～14回の講義内で小児ケアの仕方や救急対応など健康・安
全につながる小児看護の説明・実践を行う。

教育実習指導（事前･
事後）（小）

小林　祐一
篠原　京子
中澤　純一
長谷川　かほる
小山　勉

1

実務経験：小学校教員、校長、教育委員会事務局指導主事
実務経験を生かした授業の実施：教育実習担当の指導教諭、初任者研修担当の指導主事、学校長としての現場経験を生か
し、指導・助言を行う。
篠原京子：小中学校教員
小林祐一：小学校教員、教育委員会指導主事
長谷川かほる：小学校教員、副校長・校長

教育実習Ⅰ（小）

小林　祐一
篠原　京子
中澤　純一
長谷川　かほる
小山　勉

2

実務経験：小学校教員、教育委員会事務局指導主事
実務経験を生かした授業の実施：教育実習担当の指導教諭、初任者研修担当の指導主事、学校長としての現場経験を生か
し、教育実習の主担当者としての指導・助言を行う。
篠原京子：小中学校教員
小林祐一：小学校教員、教育委員会指導主事
長谷川かほる：小学校教員、副校長・校長

教育実習Ⅱ（小）

小林　祐一
篠原　京子
中澤　純一
長谷川　かほる
小山　勉

2

実務経験：小学校教員、教育委員会事務局指導主事
実務経験を生かした授業の実施：教育実習担当の指導教諭、初任者研修担当の指導主事、学校長としての現場経験を生か
し、教育実習の主担当者としての指導・助言を行う。
篠原京子：小中学校教員
小林祐一：小学校教員、教育委員会指導主事
長谷川かほる：小学校教員、副校長・校長

保育実習指導Ⅱ（事
前･事後）

利根川　智子
西村　実穂
鳥海　弘子
浅井　かおり
岸本　直美

1
実務経験：担当教員に保育士経験者、保育巡回相談員等が複数人いる。
実務経験を生かした授業の実施：保育の場面を具体的に挙げながら学生に考えるきっかけを提供する。

保育・教育ボラン
ティア実習

小林　祐一
篠原　京子
長谷川　かほる
小山　勉

1

授業担当者3名が、それぞれの経験に即した指導・助言を行います。
篠原京子：小中学校教員
小林祐一：小学校教員、教育委員会指導主事
長谷川かほる：小学校教員、副校長・校長
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科目名 担当教員 単位 実務経験を生かした授業の実施

教育実習指導Ⅰ（事
前･事後）（幼）

越川　葉子
柴田　啓一
杉田　素子

1
実務経験：幼稚園教諭、保育士、企業主導型保育所園長
実務経験を生かした授業の実施：第2回目、第３回目の授業において幼稚園教諭の経験から、幼児の1日の活動内容について
の実例を示し、対応事例などを紹介する。

教育実習指導Ⅱ（事
前･事後）（幼）

越川　葉子
永井　伸人
柴田　啓一
杉田　素子

1
実務経験：幼稚園教諭、保育士、企業主導型保育所園長
実務経験を生かした授業の実施：第3回目、第5回目の授業において幼稚園教諭の経験から、幼児の1日の活動内容について
の実例を示し、対応事例などを紹介する。

初等英語 執行　智子 2
実務経験と実務経験を生かした授業の実施：文部科学省外国語活動拠点校において外国語活動コーディネーターとして、ま
た東京都中核教員研修講師として得た知見を授業において活かす

健康 鳥海　弘子 1
実務経験：公立保育所の看護師
保育所の看護師としての実務経験から、各授業において子どもの健康についての事例を紹介する。

言葉 横畑　泰希 1
実務経験：臨床発達心理士としての心理臨床や巡回相談の経験／保育園および保育団体での現場経験
実務経験を生かした授業の実施：実務経験をもとに、事例を提示しながら授業を展開する。

特別支援教育 太田　英樹 2
実務経験：特別支援学校教員、特別支援教育コーディネーター
実務経験を生かした授業の実施：実務経験に基づき、障害児に関する具体的支援事例を紹介しながら授業を実施します。ま
た新聞記事や雑誌の記事も随時紹介し、特別支援教育をめぐる動向も考えていきます。

総合的な学習の指導
法

小林　祐一 2
実務経験：小学校教員、教育委員会事務局指導主事
実務経験を生かした授業の実施：実践例の解説や学習指導案作成時に、テーマに応じて実務経験を生かした指導・助言を行
う。

小野崎　佳代 1
実務経験：保育士
実務経験を生かした授業の実施：第２～１４回目の授業において保育士の経験から、保育現場で取り入れられている保育技
術の紹介や保護者対応の実例を示している。

西村　実穂 1
実務経験：保育士
実務経験を生かした授業の実施：第２～１４回目の授業において保育士の経験から、保育現場で取り入れられている保育技
術の紹介や保護者対応の実例を示している。

音楽実技ⅣA 高地　誠子 1
実務経験：小田原短期大学乳幼児研究所付属幼児教室音楽担当講師
実務経験を生かした授業の実施：第8,11回の授業において活動計画案の実例を示して解説する。

音楽実技ⅣB 高地　誠子 1

実務経験：小田原短期大学乳幼児研究所付属幼児教室講師、小学校音楽講師。
実務経験を生かした授業の実施：第8、9、10回の授業において、幼児教室での2～3歳児対象の音楽活動の経験を生かし

て、実践例を示して解説する。第11,12回の授業において、小学校での合奏指導の経験を生かして楽器の奏法や編曲の方法
について実践例を示して解説する。

科目名 担当教員 単位 実務経験を生かした授業の実施

経済学 南　雅一郎 2
実務経験：大手金融機関における為替決済業務及び為替ディーリング業務
実務経験を生かした授業の実施：国際経済の中の日本経済を論じるにあたり、外国為替市場がどのように機能しているか、
あるいは日本の機関投資家がどのような行動をとっているかなどについて、具体的に事例を交えて説明する。

会計学 鈴木　敦子 2
実務経験と実務経験を生かした授業の実施：米国公認会計士としてプライスウォーターハウスパロアルト国際税務部、アー
ンストアンドヤングサンフランシスコ国際税務部にて勤務。国際税務、会計、内部監査、コンサルティングを経験する。実
務経験を生かした授業の実施各回で、実務経験での実例を提示

科目名 担当教員 単位 実務経験を生かした授業の実施

心理調査概論 長内　優樹 2
実務経験：合同会社セカンダリー　心理学リサーチセンター
実務経験を生かした授業の実施：第１回の授業において、社会における調査の役割について実例を交えて紹介する。

質的分析法 松永　博子 2
実務経験と実務経験を生かした授業の実施：東京都健康長寿医療センター研究所において、住民調査やインタビュー調査を
行っており、質的分析を用いた学会発表のスライドや論文を学生と共有し、実務を生かした授業（第2回、第8回、第9回）
を行う予定である。

感情・人格心理学A
（人格）

上田　将史 2
実務経験：病院・診療所、大学学生相談室、障がい者福祉施設、EAP事業所、保健センター等のカウンセラー

実務経験と実務経験を生かした授業の実施：1～14回全ての講義において、現場の知見について適宜お伝えしていきます。

産業・組織心理学 長内　優樹 2

実務経験：合同会社セカンダリー
実務経験を生かした授業の実施：第7回と第14回を除く各回において、人事評価や組織運営に関連するコンサルティングお
よびアセスメント開発の実務経験を可能な限りで適宜お話することで、産業場面における実務と心理学の接点を具体的に理
解してもらえるよう試みる。

臨床心理学概論 山極　和佳 2

実務経験：公認心理師・臨床心理士として精神科クリニックにて心理療法・心理アセスメントを担当
実務経験を生かした授業の実施：臨床心理学の実践におけるクライエントの心の理解（第8～11回）や、援助技法(第2～4

回)について、適宜事例の紹介を行います。

心理学的支援法 山極　和佳 2
実務経験：精神科クリニックにて心理療法・心理アセスメントを担当
実務経験を生かした授業の実施：心理学的支援におけるクライエントの心の理解や、援助技法について、第4～6回目の授業
において事例の紹介を行います。

コミュニケーショ
ン・スキル

磯　友輝子
日向野　智子
仲嶺　真

2
実務経験：企業・自治体等における研修講師
実務経験を生かした授業の実施：全授業を通して、企業・自治体等で実施したソーシャルスキルトレーニングやリーダー
シップ研修に用いた課題を実施したり、事例を紹介する。

乳児保育Ⅱ

【一般教育科目】

モチベーション行動科学部モチベーション行動科学科

【モチベーション行動科学科　専門科目等】

- 5 -



科目名 担当教員 単位 実務経験を生かした授業の実施

心理的アセスメント
大村　美菜子
藤本　昌樹

2
実務経験と実務経験を生かした授業の実施：大村･藤本ともに臨床心理士で様々な領域で実務経験を行ってきた。授業全般
にわたり、さまざまな領域の現場でカウンセラーとして働いた経験を基に、心理的アセスメントの実際について説明する。

心理演習

山極　和佳
川原　正人
大橋　智
大村　美菜子

2

実務経験：（公認心理師・臨床心理士）
実務経験を生かした授業の実施：
    山極： 精神科クリニックカウンセラー（第23～26回）

　大村： 精神科単科病院非常勤臨床心理士、学生相談室非常勤カウンセラー、区立教育相談室相談員（第9～12回）

　川原： 職場内医務室心理療法士（第13～16回）、小・中・高等学校スクールカウンセラー（第5～8回）、大学附属相談
施設　相談員
　大橋： 市立教育相談室相談員、県特別支援教育巡回相談員、母子保健センター心理相談員（第17～22回）

社会・集団・家族心
理学C（家族）

佐藤　大海 2
実務経験：小中学校スクールカウンセラー、保育園保護者相談担当相談員、教育相談員等
実務経験を生かした授業の実施：7～9回目、13回目には、小中学校や保育園等のカウンセラー経験から、現代家族の悩みや
支援方法を紹介する。

健康・医療心理学 上田　将史 2
実務経験：病院・診療所、保健センター等のカウンセラー
実務経験を生かした授業の実施：1～14回全ての講義において、現場の知見について適宜お伝えしていきます。

公共サービス論 青木　光夫 2

実務経験：地方行政政策責任者
実務経験を生かした授業の実施：全授業の実施において、地方行政（東京都特別区）における政策責任者（教育長・政策経
営部長・資産管理部長・政策課長）、所管事業責任者（児童福祉課長、国民健康保険課長）としての実務経験を踏まえ授業
を行います。

簿記 鈴木　敦子 2
実務経験：米国公認会計士としてプライスウォーターハウスパロアルト国際税務部、アーンストアンドヤングサンフランシ
スコ国際税務部にて勤務。国際税務、会計、内部監査、コンサルティングを経験する。

経営戦略 洪　聖協 2
実務経験：大手研究所にて主席研究員及び企業の教育研修担当。
実務経験を生かした授業の実施：実際に携わった様々な企業の事例をもとに、各回、経営戦略の重要性を解説する。

流通論 三浦　卓己 2
実務経験：民間企業
実務経験を生かした授業の実施：第２回から第１３回の各テーマに沿って、実務で経験した事例を紹介します。実体験を通
じた事例により、理論と実戦の架橋を試みます。

消費者の行動と心理 三浦　卓己 2
実務経験：民間企業
実務経験を生かした授業の実施：第２回から第１３回の各テーマに沿って、実務で経験した事例を紹介します。実体験を通
じた事例により、理論と実戦の架橋を試みます。

ビジネス・プランニ
ング

洪　聖協 2
実務経験：大手研究所にて主席研究員及び企業の教育研修担当。
実務経験を生かした授業の実施：実際に携わった様々な企業の事例をもとに、各回、ビジネスプラニングを解説する。

売場の科学 三浦　卓己 2
実務経験：民間企業
実務経験を生かした授業の実施：第２回から第１３回の各テーマに沿って、実務で経験した事例を紹介します。実体験を通
じた事例により、理論と実戦の架橋を試みます。

マーケティング概論 三浦　卓己 2
実務経験：民間企業
実務経験を生かした授業の実施：第２回から第１３回の各テーマに沿って、実務で経験した事例を紹介します。実体験を通
じた事例により、理論と実戦の架橋を試みます。

教育課程論 中澤　純一 2

実務経験：私立中学校・高等学校の教員として16年間、生徒達と共に多くの教育活動及び授業実践を積み上げてきた。これ
までに、中学校及び高等学校の学級担任を務め、中学校主任として学校経営に携わり、高等学校における募集広報室長とし
て生徒募集に従事してきた。また、社会科の教員として、社会科における多文化教育及び国際理解教育を視野に入れた授業
づくりをめざし、生徒達の社会認識や行動変容を如何に育てるかを研究のテーマとしてきた。また、社会教育施設における
教員研修の外部講師やJICA中部・開発教育ナビゲーターとして、静岡県内の小中高校の教員からの開発教育及び国際理解
教育を用いた授業実践に関する相談に応じ助言を行い、実際に県内の学校に出向き出前授業を行ってきた。これらの実務経
験を生かした授業を展開する。
実務経験を生かした授業：講義全般において、これまでの教職経験を生かした授業展開を行う。特に、第７回の授業におい
て、総合的な学習（探究）の時間における中学校及び高等学校で実践を行った単元構想と授業実践を紹介する。さらに、第
10回から第13回においては、これまで教育現場で培ったスキルや経験をもとに、単元指導計画のデザイン・改善方法につい
て具体的に提示する。

人文地理学  石田　成人 2

実務経験：
館林市教委学校教育課指導係長、群馬県教委主任指導主事、公立小学校校長、群馬大学教職大学院准教授、東京外国語大学
多文化共生コーディネーター
実務経験を生かした授業：
・第2回の授業で公立小学校校長としてNIE実践推進指定校を受けた3ヵ年の実践について「新聞の力」を中心に紹介。

・第5、7回の授業で公立小学校校長として、在籍する日系ブラジル人の子どもへの学力保障や異文化理解などの取組につい
て紹介。
・第6回の授業で東外大文化共生コーディネーターとして、浜松や静岡などへ集住する多国籍化する児童、生徒への教育な
どの実践について紹介。
・全14回の授業のなかで、市教委、県教委、学校教職大学院の勤務を通して経験した教育上の諸課題について適宜紹介。

社会・公民科教育法
Ⅰ

中澤　純一 2

実務経験：私立中学校・高等学校の社会科教員として16年間、生徒達と共に多くの授業実践を積み上げてきた。社会科にお
ける多文化教育及び国際理解教育を視野に入れた授業づくりをめざし、生徒達の社会認識や行動変容を如何に育てるかを研
究のテーマとしてきた。また、社会教育施設における教員研修の外部講師やJICA中部・開発教育ナビゲーターとして、静
岡県内の小中高校の教員からの開発教育及び国際理解教育を用いた授業実践に関する相談に応じ助言を行い、実際に県内の
学校に出向き出前授業を行ってきた。これらの実務経験を生かした授業を展開する。
実務経験を生かした授業：講義全般において、これまでの教職経験を生かした授業展開を行う。特に、第６回の授業におい
て、社会科の指導計画について中学校の教育実践で行った年間指導計画を紹介する。さらに、第８回から第10回において

は、これまで教育現場で培ったスキルや経験をもとに、授業実践事例と授業分析、第11回から第13回においては、中等社会
系教科における教材研究・開発・実践について教職経験の視点から具体的に提示する。

社会・公民科教育法
Ⅱ

中澤　純一 2

実務経験：私立中学校・高等学校の社会科教員として16年間、生徒達と共に多くの授業実践を積み上げてきた。社会科にお
ける多文化教育及び国際理解教育を視野に入れた授業づくりをめざし、生徒達の社会認識や行動変容を如何に育てるかを研
究のテーマとしてきた。また、社会教育施設における教員研修の外部講師やJICA中部・開発教育ナビゲーターとして、静
岡県内の小中高校の教員からの開発教育及び国際理解教育を用いた授業実践に関する相談に応じ助言を行い、実際に県内の
学校に出向き出前授業を行ってきた。これらの実務経験を生かした授業を展開する。
実務経験を生かした授業：講義全般において、これまでの教職経験を生かした授業展開を行う。特に、第８回、第10回から

第13回の授業において、社会科・公民科の学習指導案の立案・作成及び模擬授業の実施について、中等社会系教科の教員経
験から具体的且つ実践的な視点による指導を行う。
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科目名 担当教員 単位 実務経験を生かした授業の実施

社会科教育法Ⅰ 鈴木　亮太 2
実務経験：小・中学校教諭・管理職，早稲田大学教師教育研究所招聘研究員・運営委員
実務経験を生かした授業の実施：受講している学生にパソコン，プロジェクターを使い，実際の授業の様子を見せる。ま
た，実際に教師自身が学校現場で行った授業を必要に応じて適宜授業の中で師範的にやって見せる。

社会科教育法Ⅱ 鈴木　亮太 2
実務経験：小・中学校教諭・管理職，早稲田大学教師教育研究所招聘研究員・運営委員
実務経験を生かした授業の実施：学生にパソコン，プロジェクターを使い，実際の授業の様子を見せる。また，実際に教師
自身が学校現場で行った授業を必要に応じて適宜授業の中で師範的にやって見せる。

教職論 中澤　純一 2

実務経験：私立中学校・高等学校の教員として16年間、生徒達と共に多くの教育活動及び授業実践を積み上げてきた。これ
までに、中学校及び高等学校の学級担任を務め、中学校主任として学校経営に携わり、高等学校における募集広報室長とし
て生徒募集に従事してきた。また、社会科の教員として、社会科における多文化教育及び国際理解教育を視野に入れた授業
づくりをめざし、生徒達の社会認識や行動変容を如何に育てるかを研究のテーマとしてきた。これらの実務経験を生かした
授業を展開する。
実務経験を生かした授業の実施：講義全般において、これまでの教職経験を生かした授業展開を行う。特に、第５回の授業
において、中学校及び高等学校における教職経験から、教育課程とカリキュラム開発について具体的な事例を示す。また、
第６回の授業では、学級担任の経験から、学級経営における取組や生徒及び保護者との信頼関係の構築について具体例を挙
げて提示する。

特別支援教育 太田　英樹 2
実務経験：特別支援学校教員、特別支援教育コーディネーター
実務経験を生かした授業の実施：実務経験に基づき、障害児に関する具体的支援事例を紹介しながら授業を実施します。ま
た新聞記事や雑誌の記事も随時紹介し、特別支援教育をめぐる動向も考えていきます。

総合的な学習の指導
法

小林　祐一 2
実務経験：小学校教員、教育委員会事務局指導主事
実務経験を生かした授業の実施：実践例の解説や学習指導案作成時に、テーマに応じて実務経験を生かした指導・助言を行
う。

NPOと市民活動 三浦　一朗 2
実務経験：講師の前職(財団法人勤務)時代に経験した実践活動資料の提示
実務経験を生かした授業の実施：講師自身の過去から現在までの市民活動やボランティア実務経験から様々な問題意識を提
示します。 また、講師自身のボランティア活動場面を記録したＤＶＤの視聴などを含みます。

コーチング 髙橋　武子 2

実務経験：ベンチャー企業にて社長秘書、人材育成、研修の企画・実施、コーチングスクールにて主任講師
実務経験を生かした授業の実施：
・自分自身が企業で人材育成をする際、社長秘書として社長をサポートする際にコーチングを活用していた事例をもとに解
説を行っている。
・研修などを通して得られた様々な業界での活用事例を必要に応じて随所で紹介。

クラスマネジメント
論

鈴木　亮太 2
実務経験：小・中学校教諭・管理職，早稲田大学教師教育研究所招聘研究員・運営委員
実務経験を生かした授業の実施：学生にパソコン，プロジェクターを使い，実際の授業の様子を見せる。また，実際に教師
自身が学校現場で行った授業を必要に応じて適宜授業の中で師範的にやって見せる。

コンピュータネット
ワーク

瀬田　陽平 2
実務経験と実務経験を生かした授業の実施：第1回目の授業において神奈川工科大学ヒューマンメディア研究センターの研
究員としての経験から研究開発の場でのコンピュータネットワークの活用事例を紹介。

地域教育支援論 中澤　純一 2

実務経験：私立中学校・高等学校の教員として16年間、生徒達と共に多くの教育活動及び授業実践を積み上げてきた。これ
までに、中学校及び高等学校の学級担任を務め、中学校主任として学校経営に携わり、高等学校における募集広報室長とし
て生徒募集に従事してきた。また、社会科の教員として、社会科における多文化教育及び国際理解教育を視野に入れた授業
づくりをめざし、生徒達の社会認識や行動変容を如何に育てるかを研究のテーマとしてきた。また、社会教育施設における
教員研修や地域市民を対象とした講座の外部講師やJICA中部・開発教育ナビゲーターとして、静岡県内の小中高校の教員
からの開発教育及び国際理解教育を用いた授業実践に関する相談に応じ助言を行い、実際に県内の学校に出向き出前授業を
行うとともに、社会教育施設における開発教育、国際理解教育及び多文化教育における市民向けの講座の企画・立案・実施
に携わってきた。これらの実務経験を生かした授業を展開する。
実務経験を生かした授業の実施；講義全般において、これまでの実務経験を生かした授業展開を行う。特に、第２回の授業
において、中学校の総合的な学習の時間で行った「支援」に関する授業実践を紹介する。さらに、第11回から第13回におい
ては、これまで社会教育施設において市民向けの講座の企画・立案・実施で培ったスキルや経験をもとに、地域教育支援の
学習プログラムのデザインについて具体的に提示する。

事例で学ぶビジネス 三浦　卓己 2
実務経験：民間企業。社外取締役を現任。
実務経験を生かした授業の実施；第２回から第１３回の各テーマに沿って、実務で経験した事例を紹介します。実体験を通
じた事例により、理論と実戦の架橋を試みます。
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