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No. 学部等 時間割コード 学期 単位数 授業科目名 担当教員 備考
1 世界教養プログラム 19180008 春学期 2 国際社会と地域1 富田　麻理 実務経験有
2 世界教養プログラム 19180050 春学期 2 こころの科学2 橋本　和幸 実務経験有
3 世界教養プログラム 19180065 秋学期 2 教育相談 橋本　和幸 実務経験有
4 世界教養プログラム 19180227 春学期 2 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論1 浦田  和幸 リレー講義（講師：企業人等）

5 世界教養プログラム 19180228 春学期 2 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論1 鈴木　美伸 実務経験有,リレー講義（講師：企業人等）

6 世界教養プログラム 19180230 夏学期 2 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論1 鈴木　美伸 実務経験有
7 世界教養プログラム 19180231 秋学期 2 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論2 鈴木　美伸 実務経験有,リレー講義（講師：企業人等）

8 世界教養プログラム 19180234 春学期 1 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ論3 鈴木　美伸 実務経験有,リレー講義（講師：企業人等）

9 世界教養プログラム 19180235 夏学期 2 就業体験1 鈴木　美伸 実務経験有
10 世界教養プログラム 19190006 春学期 2 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 小西　悦子 実務経験有

合計 19

【言語文化学部】
No. 学部等 時間割コード 学期 単位数 授業科目名 担当教員 備考
1 言語文化学部 19312008 春学期 2 通訳概論1 西畑　香里 実務経験有
2 言語文化学部 19312025 春学期 2 多言語・多文化社会論概論1 内藤  稔 実務経験有
3 言語文化学部 19412023 春学期 2 通訳・翻訳論1 西畑　香里 実務経験有
4 言語文化学部 19412026 夏学期 2 通訳・翻訳論1 奥山　奈穂子 実務経験有
5 言語文化学部 19412027 春学期 2 通訳・翻訳論1 奥山　奈穂子 実務経験有
6 言語文化学部 19412028 春学期 2 通訳・翻訳論1 タパス 実務経験有
7 言語文化学部 19412029 春学期 2 通訳・翻訳論1 内藤  稔 実務経験有
8 言語文化学部 19412030 秋学期 2 通訳・翻訳論2 西畑　香里 実務経験有
9 言語文化学部 19412032 冬学期 2 通訳・翻訳論2 奥山　奈穂子 実務経験有
10 言語文化学部 19412034 秋学期 2 通訳・翻訳論2 タパス 実務経験有
11 言語文化学部 19412035 秋学期 2 通訳・翻訳論2 内藤  稔 実務経験有
12 言語文化学部 19412042 春学期 2 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ3 内藤  稔 実務経験有
13 言語文化学部 19412043 秋学期 2 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ4 内藤  稔 実務経験有
14 言語文化学部 19412089 春学期 2 通訳・翻訳論演習1 西畑　香里 実務経験有
15 言語文化学部 19412090 秋学期 2 通訳・翻訳論演習2 西畑　香里 実務経験有
16 言語文化学部 19412091 春学期 2 ｺﾐｭﾆﾃｨ通訳研究演習1 内藤  稔 実務経験有
17 言語文化学部 19412092 秋学期 2 ｺﾐｭﾆﾃｨ通訳研究演習2 内藤  稔 実務経験有

合計 34

No. 学部等 時間割コード 学期 単位数 授業科目名 担当教員 備考
1 国際社会学部 19323003 春学期 2 国際政治概論1 篠田  英朗 実務経験有
2 国際社会学部 19422049 秋学期 2 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ演習4 真島  一郎 実務経験有
3 国際社会学部 19423012 夏学期 2 公法 岩元　惠 実務経験有
4 国際社会学部 19423015 夏学期 2 私法1 廣瀬　崇史 実務経験有
5 国際社会学部 19423017 春学期 2 私法1 上原　拓也 実務経験有
6 国際社会学部 19423019 秋学期 2 私法2 佐藤　恵二 実務経験有
7 国際社会学部 19423024 秋学期 2 国際法2 松隈  潤 実務経験有
8 国際社会学部 19423025 秋学期 2 国際機構論 富田　麻理 実務経験有
9 国際社会学部 19423026 秋学期 2 国際機構論 小尾  尚子 実務経験有

10 国際社会学部 19423027 夏学期 2 国際機構論 横井　幸生 実務経験有
11 国際社会学部 19423043 春学期 2 平和・紛争論1 篠田  英朗 実務経験有
12 国際社会学部 19423044 秋学期 2 平和・紛争論2 伊勢崎  賢治 実務経験有
13 国際社会学部 19423045 春学期 2 平和・紛争論3 伊勢崎  賢治 実務経験有
14 国際社会学部 19423049 秋学期 2 国際協力論1 吉澤　啓 実務経験有
15 国際社会学部 19423052 秋学期 2 国際協力論2 花谷 厚 実務経験有
16 国際社会学部 19423053 冬学期 2 国際協力論2 ウィリアム　バリガ 実務経験有
17 国際社会学部 19423065 春学期 2 国際法演習1 松隈  潤 実務経験有
18 国際社会学部 19423066 秋学期 2 国際法演習2 松隈  潤 実務経験有
19 国際社会学部 19423075 春学期 2 平和・紛争論演習1 篠田  英朗 実務経験有
20 国際社会学部 19423077 春学期 2 平和・紛争論演習3 伊勢崎  賢治 実務経験有
21 国際社会学部 19423078 秋学期 2 平和・紛争論演習4 伊勢崎  賢治 実務経験有

合計 42

【参考】「実務経験のある教員等による授業科目」一覧（整理表）

【全学共通科目】世界教養プログラム（言語文化学部/国際社会学部/国際日本学部　共通のプログラム）

【国際社会学部】

※これらの「実務経験のある教員による授業科目」とは、担当する授業科目に関連した実務経験を有している者が,その実務経験を授業に
活かしつつ,実践的教育を行っている授業科目を指します。必ずしも実務経験のある教員が直接の担当でなくとも,オムニバス形式で多様な
企業等から講師を招いて指導を行う場合や,学外でのインターンシップや実習等を授業の中心に位置づけているなど,主として実践的教育か
ら構成されている授業科目を含みます。


