
2022年度 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表 

1.現代社会学部 

(1)現代社会学科 

担当者 開講時期 科目名称 単位 区分 

喜多 努 前期 スポーツ実習 B 1単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 生活と福祉 2単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 生活と健康 2単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 現代日本社会理解(総合講座 A) 2単位 全学共通科目 

渋谷光美 前期 社会学 2単位 全学共通科目 

合澤浩之 前期 商学入門 2単位 現代社会学科専門科目 

合澤浩之 後期 マーケティング入門 2単位 現代社会学科専門科目 

合澤浩之 前期 マーケティング論Ⅰ 2単位 現代社会学科専門科目 

合澤浩之 後期 マーケティング論Ⅱ 2単位 現代社会学科専門科目 

合澤浩之 前期 中小企業論 2単位 現代社会学科専門科目 

合澤浩之 後期 サービスマーケティング 2単位 現代社会学科専門科目 

合澤浩之 後期 業界研究 2単位 現代社会学科専門科目 

古谷昌重 前期 旅行産業論 2単位 現代社会学科専門科目 

古谷昌重 前後期 観光地理Ⅰ（国内） 2単位 現代社会学科専門科目 

古谷昌重 後期 観光地理Ⅱ（海外） 2単位 現代社会学科専門科目 

古谷昌重 後期 旅行会社実務Ⅰ 2単位 現代社会学科専門科目 

古谷昌重 前期 観光資格研究Ⅰ 2単位 現代社会学科専門科目 

喜多 努 前期 専門スポーツ A 2単位 現代社会学科専門科目 

喜多 努 後期 専門スポーツ B 2単位 現代社会学科専門科目 

喜多 努 前期 スポーツリーダー論Ⅰ 2単位 現代社会学科専門科目 

喜多 努 後期 スポーツリーダー論Ⅱ 2単位 現代社会学科専門科目 

喜多 努 後期 トレーニング論 2単位 現代社会学科専門科目 

単位数合計 43 

  



(2)放送・メデイア映像学科 

担当者 開講時期 科目名称 単位 区分 

喜多 努 前期 スポーツ実習 B 1単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 生活と福祉 2単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 生活と健康 2単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 現代日本社会理解(総合講座 A) 2単位 全学共通科目 

渋谷光美 前期 社会学 2単位 全学共通科目 

浮田 哲 前期 制作概論 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

浮田 哲 前期 メディアリテラシー 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

浮田 哲 後期 情報倫理 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

浮田 哲 後期 放送メディア特別講義 B 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

永岡俊哉 前期 メディア産業論 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

永岡俊哉 前期 アナウンスメント基礎 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

永岡俊哉 後期 アナウンス概論 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

永岡俊哉 後期 エンターテイメント論 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

早岡英介 前期 取材と編集Ⅰ 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

早岡英介 前期 マルチメディア活用基礎 1単位 放送・メディア映像学科専門科目 

早岡英介 後期 取材と編集Ⅱ 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

早岡英介 後期 映像編集基礎 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

早岡英介 後期 映像編集応用 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

玉井敏晴 前期 グラフィックデザインⅠ 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

玉井敏晴 後期 CG演習 I 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

玉井敏晴 前期 CG演習Ⅱ 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

玉井敏晴 前期 CG演習Ⅲ 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

玉井敏晴 前期 映像デザイン論 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

玉井敏晴 後期 空撮演習 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

玉井敏晴 後期 コンポジット演習 2単位 放送・メディア映像学科専門科目 

単位数合計 48 

  



2.人間生活学部 

 (1)食物栄養学科 

担当者 開講時期 科目名称 単位 区分 

喜多 努 前期 スポーツ実習 B 1単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 生活と福祉 2単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 生活と健康 2単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 現代日本社会理解(総合講座 A) 2単位 全学共通科目 

渋谷光美 前期 社会学 2単位 全学共通科目 

石川英子 前期 臨床栄養管理学 2単位 食物栄養学科専門科目 

石川英子 後期 臨床栄養学Ⅱ 2単位 食物栄養学科専門科目 

植田福裕 前期 臨床栄養学Ⅰ 2単位 食物栄養学科専門科目 

植田福裕 後期 臨床栄養学実習Ⅰ 2単位 食物栄養学科専門科目 

大坪 勇 後期 社会福祉論 2単位 食物栄養学科専門科目 

大坪 勇 後期 地域福祉論 2単位 食物栄養学科専門科目 

金岡有奈 前期 公衆栄養学Ⅰ 2単位 食物栄養学科専門科目 

金岡有奈 後期 公衆栄養学Ⅱ 2単位 食物栄養学科専門科目 

金岡有奈 後期 公衆栄養学実習 1単位 食物栄養学科専門科目 

須佐美幸恵 前期 給食経営管理論Ⅰ 2単位 食物栄養学科専門科目 

須佐美幸恵 後期 給食経営管理論演習 1単位 食物栄養学科専門科目 

須佐美幸恵 後期 給食経営管理論実習 2単位 食物栄養学科専門科目 

房 晴美 前期 臨床栄養学実習Ⅱ 2単位 食物栄養学科専門科目 

房 晴美 後期 生活環境論 2単位 食物栄養学科専門科目 

単位数合計 35 

  



 (2)人間生活学科 

①食クリエイトコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

担当者 開講時期 科目名称 単位 区分 

喜多 努 前期 スポーツ実習 B 1単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 生活と福祉 2単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 生活と健康 2単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 現代日本社会理解(総合講座 A) 2単位 全学共通科目 

渋谷光美 前期 社会学 2単位 全学共通科目 

大坪 勇 前期 児童福祉論 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

大坪 勇 前期 人間生活特別講義 A 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

大坪 勇 後期 人間生活特別講義 B 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 前期 人間生活特別講義 D 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 前期 介護概論 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 前期 子どもと社会 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 前期 共生社会と福祉 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 後期 ライフコース論 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 後期 家族関係学 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 後期 コミュニケーション論 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 後期 子どもと健康 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 後期 生活と環境 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

平岡隆一 前期 ファッションビジネス論 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

平岡隆一 後期 ファッションマーケティング 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

市田哲朗 前期 製菓理論Ⅰ 2単位 人間生活学科食クリエイト分野専門科目 

市田哲朗 前期 洋菓子基礎実習Ⅰ 2単位 人間生活学科食クリエイト分野専門科目 

市田哲朗 前期 洋菓子基礎実習Ⅱ 2単位 人間生活学科食クリエイト分野専門科目 

市田哲朗 前期 製菓理論Ⅱ 2単位 人間生活学科食クリエイト分野専門科目 

市田哲朗 前期 和菓子理論 2単位 人間生活学科食クリエイト分野専門科目 

市田哲朗 後期 製菓専門実習 2単位 人間生活学科食クリエイト分野専門科目 

湊 敏文 前期 食品評価論 2単位 人間生活学科食クリエイト分野専門科目 

港 敏文 後期 国際食文化 2単位 人間生活学科食クリエイト分野専門科目 

単位数合計 53 



②ファッションデザインコース・住空間デザインコース、家庭総合コース 

担当者 開講時期 科目名称 単位 区分 

喜多 努 前期 スポーツ実習 B 1単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 生活と福祉 2単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 生活と健康 2単位 全学共通科目 

大坪 勇 前後期 現代日本社会理解(総合講座 A) 2単位 全学共通科目 

渋谷光美 前期 社会学 2単位 全学共通科目 

大坪 勇 前期 児童福祉論 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 前期 介護概論 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 前期 子どもと社会 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 前期 共生社会と福祉 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 後期 ライフコース論 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 後期 家族関係学 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 後期 コミュニケーション論 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 後期 子どもと健康 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

渋谷光美 後期 生活と環境 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

猪木陽子 前期 住空間デザイン実習Ⅰ 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

猪木陽子 後期 住空間デザイン実習Ⅱ 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

大髙寛美 前期 ファッション特別活動Ⅰ 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

大髙寛美 後期 アパレル実習Ⅱ 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

大髙寛美 後期 ファッション特別活動Ⅱ 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

平岡隆一 前期 ファッションビジネス論 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

平岡隆一 後期 ファッションマーケティング 2単位 人間生活学科家庭総合分野専門科目 

単位数合計 41 


