
講義要綱の補足
　2021年度のスクーリング科目について、実務経験のある教員等による授業科目は以下のとおりです。

設置 共通開講 担当教員 単位 科目名 補足内容

國本 学史 2 芸術（美術）
企画・展示の実務経験に基づき、歴史資料の活用に供する分
析的アプローチについての視点を盛り込む。

小林 宏充ほか 2 環境学入門
この授業の第7回では、環境法の基本理念・原則に関して、
現役弁護士による実務経験に基づく知見も提供しながら講義
します。

辻 将悟 2 情報処理

現役のITエンジニアが、幅広い業務経験を活かして、文書処
理や表計算、プレゼンテーションを中心とした情報スキル
と、Scratchを利用したビジュアルプログラミングについて
実習を指導する。

沢村 静 1 英語（ライティング）９
この授業では、担当教員の企業研修講師としての実務経験か
ら得られた知見が反映されています。

文学部専門教育科目 ― 原田 範行 2 イギリス文学

担当教員は、高等学校および専門学校での英語および文学に
関する教育実務経験を有しており、英語文章表現に関する基
礎および応用力育成のための指導が、本授業に活用されま
す。

法学部 久野 新 2 国際経済学
担当教員の過去の民間シンクタンク勤務時および経済産業省
出向時の実務経験をもとに、経済理論と現実の通商政策がし
ばしば乖離する背景についても考察を行う。

法学部 久野 新 2 世界経済論
担当教員の過去の民間シンクタンク勤務時および経済産業省
出向時の実務経験をもとに、経済理論と現実の通商政策がし
ばしば乖離する背景についても考察を行う。

法学部 八代 充史 2 産業関係論

私は１９８７年から１９９６年まで雇用職業総合研究所（現
労働政策研究・研修機構）に研究員とし勤務しており、労働
政策や雇用制度に関する実態調査に従事していました。この
講義では、こうした知見を活かして、企業の雇用制度の実態
を講じたいと思います。

経済学部
佐藤拓磨
橋本広大

2 刑法
共同担当者の橋本氏は外務省総合外交政策局国際安全・治安
対策協力室テロ対策専門員などの職歴があり、第10回・第11
回はその実務経験を踏まえた内容になります。

経済学部 佐々木 浩子 2 国際法
講義では、外務省での実務経験から得られた知見も反映しま
す。

設置 共通開講 担当教員 単位 科目名 補足内容

沢村 静 1 英語（ライティング）５
この授業では、担当教員の企業研修講師としての実務経験か
ら得られた知見が反映されています。

井上　愛子 1 英語（ライティング）6

私が過去に米国大学の経営研究機関に勤務し、日本企業で行
われた異文化コミュニケーション研修等に携わった経験や、
外資系企業社内通訳・翻訳などの経験を踏まえ、異文化コ
ミュニケーションの観点からライティング向上に役立つと思
われる興味深い内容を講義に盛り込む予定です。

文学部専門教育科目 ― 新倉　慎右 2 西洋美術史

担当者は美術館で学芸員として勤務しており、また美術史の
研究者でもある。研究で得た知見を用いるだけでなく、それ
を学芸員として広く美術を公開していく業務で培った、わか
りやすく表現する能力をいかして、美術を解説する。

経済学部専門教育科目 法学部 久野 新 2 国際経済学
担当教員の過去の民間シンクタンク勤務時および経済産業省
出向時の実務経験をもとに、経済理論と現実の通商政策がし
ばしば乖離する背景についても考察を行う。

― 佐々木    浩子 2 国際紛争処理法
授業においては、外務省での実務経験から得られた知見を反
映します。

経済学部 池田　豊彦 2 政治過程論
長期間にわたり、全国の知事・市町村長、地方議会議員に対
する取材活動を行っており、その知見を授業に生かしてい
く。

専門教育科目／総合講座 ３学部共通 吉田　栄介ほか 2 総合講座
この授業には、担当教員の組織デザイン、IT、租税、コーポ
レートガバナンス、目標設定、企業成長、予算管理、原価企
画・管理の実務経験から得られた知見が反映されています。

設置 共通開講 担当教員 単位 科目名 補足内容

総合教育科目 3学部共通 沢村 静 1 英語（ライティング）2
この授業では、担当教員の企業研修講師としての実務経験か
ら得られた知見が反映されています。

■春期週末スクーリング

総合教育科目 ３学部共通

法学部専門教育科目

■夏期スクーリング

総合教育科目 ３学部共通

経済学部専門教育科目

法学部専門教育科目

■夜間スクーリング



講義要綱の補足 
　2020年度のスクーリング科目について、実務経験のある教員等による授業科目は以下のとおりです。

■夏期スクーリング
設置 共通開講 担当教員 単位 科目名 補足内容

國本 学史 2 芸術（美術）
この授業には、担当教員の企画・展示の実務経験に基づきい
た知見が反映されています。

小林 宏充ほか 2 環境学入門
この授業には、環境法の基本理念・原則に関して、現役弁護
士による実務経験に基づく知見が反映されています。

大島 英幹 2 地理学
この授業には、担当教員のシンクタンクでの実務経験（GISを
活用した鉄道や航空の利用者数予測や費用対効果分析）から
得られた知見が反映されています。

辻 将悟 2 情報処理
この授業には、現役ITエンジニアとしての幅広い実務経験に基
づく知見が反映されています。

原田 範行 1 英語（ライティング）14
この授業には、担当教員の過去の実務経験から得られた知見
が反映されています。

文学部専門教育科目 ― 石神 裕之 2 考古学
この授業には、担当教員の過去の調査員としての発掘経験か
ら得られ た知見が反映されています。

法学部 久野 新 2 国際経済学
この授業には、担当教員の過去の民間シンクタンク勤務時お
よび経済産業省出向時の実務経験から得られた知見が反映さ
れています。

法学部 久野 新 2 世界経済論
この授業には、担当教員の過去の民間シンクタンク勤務時の
実務経験から得られ た知見が反映されています。

― 佐々木 浩子 2 国際法
この授業には、担当教員の外務省での実務経験から得られた
知見を反映されています。

文学部
経済学部

宮岡 勲 2
国際政治論
（文学部：社会学特殊）

この授業には、担当教員の過去の外交官としての実務経験が
反映されています。

文学部
経済学部

小嶋 華津子 2
地域研究（現代中国論）
（文学部：東洋史特殊）

この授業には、担当教員の外務省専門調査員、国際問題研究
所研究員としての実務経験から得られた知見が反映されてい
ます。

■夜間スクーリング
設置 共通開講 担当教員 単位 科目名 補足内容

恋田　知子 2 文学
この授業には、担当教員の国文学研究資料館での実務経験
（古典籍の展示や講座の企画・運営など）から得られた知見
が反映されています。

沢村 静 1 英語（ライティング）4
この授業では担当教員の企業研修講師としての実務経験から
得られた知見が反映されています。

原田 範行 1 英語（ライティング）6
この授業には、担当教員の過去の実務経験から得られ た知見
が反映されています。

文学部専門教育科目 ― 大谷 公美 2 西洋美術史
この授業には、担当教員の博物館・美術館における展覧会関
連実務、およびドキュメンタリストとしての実務経験から得
られた知見が反映されています。

法学部 久野 新 2 国際経済学
この授業には、担当教員の過去の民間シンクタンク勤務時お
よび経済産業省出向時の実務経験から得られた知見が反映さ
れています。

法学部 八代 充史 2 産業関係論
この授業には、担当教員の過去の雇用職業総合研究所（現労
働政策研究・研修機構）の研究員としての実務経験から得ら
れ た知見が反映されています。

法学部専門教育科目 ― 佐々木　浩子 2 国際紛争処理法
この授業には、担当教員の外務省での実務経験から得られた
知見が反映されています。

■春期週末スクーリング
設置 共通開講 担当教員 単位 科目名 補足内容

総合教育科目
3学部
共通

沢村 静 1 英語（ライティング）２
この授業では担当教員の企業研修講師としての実務経験から
得られた知見が反映されています。

文学部専門教育科目
経済学部
法学部

松本　直樹 2 図書館・情報学
この授業では， 担当教員の過去の図書館職員としての実務経
験から得られた知見が反映されています。

経済学部専門教育科目

3学部
共通

3学部
共通

総合教育科目

経済学部専門教育科目

法学部専門教育科目

総合教育科目
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