
令和元年度　実務経験のある教員による授業科目一覧

１．商学部

（1）経営学科

科目名 単位
実務経歴

（所属機関等）
実務経験と授業との関係
（実務的教育内容）

1 商品戦略論Ａ 2 明治乳業株式会社
本社販売企画部では、インストア・プロモーションの企画立案等を
行っていた。実務内容はマーケティングそのものであり、講義やゼミ
で事例として説明している。

2 商品戦略論Ｂ 2 明治乳業株式会社
本社販売企画部では、インストア・プロモーションの企画立案等を
行っていた。実務内容はマーケティングそのものであり、講義やゼミ
で事例として説明している。

3 マーケティングⅠ 2 明治乳業株式会社
本社販売企画部では、インストア・プロモーションの企画立案等を
行っていた。実務内容はマーケティングそのものであり、講義やゼミ
で事例として説明している。

4 マーケティングⅡ 2 明治乳業株式会社
本社販売企画部では、インストア・プロモーションの企画立案等を
行っていた。実務内容はマーケティングそのものであり、講義やゼミ
で事例として説明している。

5 人的資源管理論Ａ 2
全国信用金庫連合会
社会保険労務士

担当教員は、全国信用金庫連合会での勤務経験および社会保険労務士
としての経験を有し、当該科目においてこれらの経験を踏まえて企業
など人的資源管理の実態や問題点などについて講義します。

6 人的資源管理論Ｂ 2
全国信用金庫連合会
社会保険労務士

担当教員は、全国信用金庫連合会での勤務経験および社会保険労務士
としての経験を有し、当該科目においてこれらの経験を踏まえて企業
など人的資源管理の実態や問題点などについて講義します。

7
経営情報特殊講義Ｂ（ビジネ
ス・ゲーム）

2

日本ゼネラル・エレクトリック株式会社
日本ディジタルイクイップメント株式会
社
サントリー株式会社

担当教員は、GE/DEC/Suntoryでの実務経験を有し、当該科目における
企業経営における意思決定の判断基準について教授します。

8
経営特殊講義Ａ（レジャー産業
論）

2

東急観光株式会社（現東武トップツアー
ズ株式会社）
株式会社東京リーガルマインド
株式会社エス・ピー・アイ
㈱矢野経済研究所

担当教員は、旅行業者での実務経験に加え、調査会社においてレ
ジャー業界の研究の経験を有しています。当該科目にいては、その経
験を生かし、レジャー産業の概要、課題、展望などを教授します。

9
経営特殊講義Ａ（中小企業経
営）

2
ドイツ銀行
株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY

取締役COOの立場から中小企業経営におけるリーダーシップおよび組
織コミュニケーションについて教授します。

10
経営特殊講義Ａ（入門イノベー
ション論）

2 株式会社日本総合研究所
担当教員は、（株）日本総合研究所での実務経験（経営コンサルタン
ト）を有し、当該科目においてイノベーションの関連理論・フレーム
ワークや、経営課題・政策との関連について教授します。

11 経営特殊講義Ａ（起業論） 2 株式会社日本総合研究所
担当教員は、（株）日本総合研究所での実務経験（経営コンサルタン
ト）を有し、当該科目において起業を取り巻く現代的環境と起業プロ
セスにおける方法論・実務的課題について教授します。

12
経営特殊講義Ａ（ビジネスプラ
ンニング）

2 株式会社日本総合研究所
担当教員は、（株）日本総合研究所での実務経験（経営コンサルタン
ト）を有し、当該科目においてビジネスプラン策定の方法論と実務的
課題について教授します。

13
経営特殊講義Ａ（アントレプレ
ナーシップ）

2 株式会社日本総合研究所
担当教員は、（株）日本総合研究所での実務経験（経営コンサルタン
ト）を有し、当該科目においてアントレプレナーシップの関連理論・
フレームワークや現代的課題について教授します。

14
経営特殊講義Ｂ（レジャー産業
論）

2

東急観光株式会社（現東武トップツアー
ズ株式会社）
株式会社東京リーガルマインド
株式会社エス・ピー・アイ
㈱矢野経済研究所

担当教員は、旅行業者での実務経験に加え、調査会社においてレ
ジャー業界の研究の経験を有しています。当該科目にいては、その経
験を生かし、レジャー産業の概要、課題、展望などを教授します。

15
経営特殊講義Ｂ（イノベーショ
ン論）

2 株式会社日本総合研究所
担当教員は、（株）日本総合研究所での実務経験（経営コンサルタン
ト）を有し、当該科目においてイノベーションの関連理論・フレーム
ワークや、経営戦略・製品開発との関連について教授します。

16 経営統計論Ａ 2 日本アスベスト(株)
自分の経験から、企業活動において使用されるだろう数値データを可
能な限り使用している。

17 経営統計論Ｂ 2 日本アスベスト(株)
自分の経験から、企業活動において使用されるだろう数値データを可
能な限り使用している。

18 ネットワーク論Ａ 2

日本ゼネラル・エレクトリック株式会社
日本ディジタルイクイップメント株式会
社
サントリー株式会社

担当教員は、DECでの実務経験を有し、当該科目における情報処理業
務について教授します。

19 ネットワーク論Ｂ 2

日本ゼネラル・エレクトリック株式会社
日本ディジタルイクイップメント株式会
社
サントリー株式会社

担当教員は、DECでの実務経験を有し、当該科目における情報処理業
務について教授します。

20 組織行動論Ａ 2 有限会社組織心理測定研究所
担当教員は、組織心理コンサルティングにかかる実務経験を有し、当
該科目における組織ストレスの測定、ストレスのマネジメントについ
て教授する。

21 経営学総論Ⅰ 2
全国信用金庫連合会
社会保険労務士

担当教員は、全国信用金庫連合会での勤務経験および社会保険労務士
としての経験を有し、当該科目においてこれらの経験を踏まえて企業
などの経営管理の実態や問題点などについて講義します。

22 経営学総論Ⅱ 2
全国信用金庫連合会
社会保険労務士

担当教員は、全国信用金庫連合会での勤務経験および社会保険労務士
としての経験を有し、当該科目においてこれらの経験を踏まえて企業
などの経営管理の実態や問題点などについて講義します。

23 経営管理総論Ａ 2 日本電気株式会社
担当教員は，ＮＥＣでの実務経験を有し，当該科目において，企業の
存続（維持・発展，Going Concern）をはかる上で考え，実践すべき
テーマについて，教授します。
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24 経営管理総論Ｂ 2 日本電気株式会社
担当教員は，ＮＥＣでの実務経験を有し，当該科目において，企業の
存続（維持・発展，Going Concern）をはかる上で考え，実践すべき
テーマについて，教授します。

25 生産管理論Ａ 2 日本アスベスト(株)
企業活動の実態(財務関連、情報関連、技術関連、営業関連)および、
関連する手法を自分の経験から紹介している。

26 生産管理論Ｂ 2 日本アスベスト(株)
企業活動の実態(財務関連、情報関連、技術関連、営業関連)および、
関連する手法を自分の経験から紹介している。

27 サービス・マーケティング論Ｂ 2 明治乳業株式会社
本社販売企画部では、インストア・プロモーションの企画立案等を
行っていた。実務内容はマーケティングそのものであり、講義やゼミ
で事例として説明している。

28 経営科学Ａ 2 日本アスベスト(株)
企業活動の実態(財務関連、情報関連、技術関連、営業関連)を自分の
経験から紹介している。

29 経営科学Ｂ 2 日本アスベスト(株)
企業活動の実態(財務関連、情報関連、技術関連、営業関連)を自分の
経験から紹介している。

30 経営戦略論Ａ 2 日本電気株式会社
担当教員は，ＮＥＣでの実務経験を有し，当該科目において，基礎的
な理論の意義や限界について，教授します。

31 経営戦略論Ｂ 2 日本電気株式会社
担当教員は，ＮＥＣでの実務経験を有し，当該科目において，基礎的
な理論の意義や限界について，教授します。

32 経営組織論Ａ 2
全国信用金庫連合会
社会保険労務士

担当教員は、全国信用金庫連合会での勤務経験および社会保険労務士
としての経験を有し、当該科目においてこれらの経験を踏まえて企業
などの経営組織の実態や問題点などについて講義します。

33 経営組織論Ｂ 2
全国信用金庫連合会
社会保険労務士

担当教員は、全国信用金庫連合会での勤務経験および社会保険労務士
としての経験を有し、当該科目においてこれらの経験を踏まえて企業
などの経営組織の実態や問題点などについて講義します。

34 防災と安全 2 株式会社日本政策研究センター
担当教員は、防災などでの実務経験を有し、当該科目における防災・
減災・知災・備災について教授します。

計 68 単位

科目名 単位
実務経歴

（所属機関等）
実務経験と授業との関係
（実務的教育内容）

1
入門ビジネスコミュニケーショ
ン

2
ドイツ銀行
株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY

グローバル企業・組織での実務経験を有し、当該科目における異文
化、組織、ビジネスコミュニケーションについて教授します。

2
Intermediate Business English
Ⅰ

2
ドイツ銀行
株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY

ドイツ銀行にて貿易実務を担当しており、当該科目における貿易英語
および日商ビジネス英語検定取得に必要な国際ビジネスと英語につい
て教授します。

3
Intermediate Business English
Ⅱ

2
ドイツ銀行
株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY

ドイツ銀行にて貿易実務を担当しており、当該科目における貿易英語
および日商ビジネス英語検定取得に必要な国際ビジネスと英語につい
て教授します。

4 国際貿易論Ⅰ 2
東レ株式会社
トヨタ自動車国際市場調査機関（株）現
代文化研究所

国際貿易一般に関する知識と技能など

5 国際貿易論Ⅱ 2
東レ株式会社
トヨタ自動車国際市場調査機関（株）現
代文化研究所

国際貿易マーケティング実務など

6 貿易政策論 2
東レ株式会社
トヨタ自動車国際市場調査機関（株）現
代文化研究所

貿易マーケティング実務、貿易取引実務、貿易英語コミュニケーショ
ンなど国際ビジネス実務標準の運用技能

7 貿易実務論 2
東レ株式会社
トヨタ自動車国際市場調査機関（株）現
代文化研究所

貿易マーケティング実務、貿易取引実務、貿易英語コミュニケーショ
ンなど国際ビジネス実務標準の運用技能

8 観光概論 2

東急観光株式会社（現東武トップツアー
ズ株式会社）
株式会社東京リーガルマインド
株式会社エス・ピー・アイ
㈱矢野経済研究所

担当教員は、旅行業者での実務経験を有し、当該科目における旅行業
を含む観光産業の機能や役割、また、、その具体的職務について教授
します。

9 観光ビジネス論 2

東急観光株式会社（現東武トップツアー
ズ株式会社）
株式会社東京リーガルマインド
株式会社エス・ピー・アイ
㈱矢野経済研究所

担当教員は、旅行業者での実務経験を有し、当該科目における旅行業
を含む観光産業の機能や役割、また、、その具体的職務について教授
します。

10 旅行業講座Ａ 2

東急観光株式会社（現東武トップツアー
ズ株式会社）
株式会社東京リーガルマインド
株式会社エス・ピー・アイ
㈱矢野経済研究所

担当教員は、旅行業者での実務経験に加え、専門学校（東京リーガル
マインド）において、旅行に関わる国家試験の講義の経験を有してい
ます。当該科目にいては、その経験を生かし、旅行業法、旅行業約
款、国内旅行実務等を教授します。

11 旅行業講座Ｂ 2

東急観光株式会社（現東武トップツアー
ズ株式会社）
株式会社東京リーガルマインド
株式会社エス・ピー・アイ
㈱矢野経済研究所

担当教員は、旅行業者での実務経験に加え、専門学校（東京リーガル
マインド）において、旅行に関わる国家試験の講義の経験を有してい
ます。当該科目にいては、その経験を生かし、旅行業法、旅行業約
款、海外旅行実務等を享受します。

12 防災と安全 2 株式会社日本政策研究センター
担当教員は、防災などでの実務経験を有し、当該科目における防災・
減災・知災・備災について教授します。

計 24 単位

科目名 単位
実務経歴

（所属機関等）
実務経験と授業との関係
（実務的教育内容）

1 財務諸表論Ⅰ 2

青山監査法人（現 PwC あらた有限責任
監査法人）
（株）ビジネストラスト
清松公認会計士事務所
清松敏雄税理士事務所

担当教員は、公認会計士・税理士としての実務経験を有し、本講義で
は単に会計理論を教授するだけでなく、会計基準策定上の実務への配
慮についても解説します。

（2）国際ビジネス学科

（3）会計学科
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2 財務諸表論Ⅱ 2

青山監査法人（現 PwC あらた有限責任
監査法人）
（株）ビジネストラスト
清松公認会計士事務所
清松敏雄税理士事務所

担当教員は、公認会計士・税理士としての実務経験を有し、本講義で
は単に会計理論を教授するだけでなく、会計基準策定上の実務への配
慮についても解説します。

3 経営分析論Ⅰ 2

青山監査法人（現 PwC あらた有限責任
監査法人）
（株）ビジネストラスト
清松公認会計士事務所
清松敏雄税理士事務所

担当教員は、公認会計士・税理士としての実務経験を有し、本講義で
は単に財務諸表分析（経営分析）を機械的に教授するだけでなく、実
例を交えて解説します。

4 経営分析論Ⅱ 2

青山監査法人（現 PwC あらた有限責任
監査法人）
（株）ビジネストラスト
清松公認会計士事務所
清松敏雄税理士事務所

担当教員は、公認会計士・税理士としての実務経験を有し、本講義で
は単に財務諸表分析（経営分析）を機械的に教授するだけでなく、実
例を交えて解説します。

5 租税法概論Ａ 2 国税庁
担当教員は、国税庁での実務経験を有し、当該科目において、税法や
判例の読み方等について教授している。

6 租税法概論Ｂ 2 国税庁
担当教員は、国税庁での実務経験を有し、当該科目において、税法や
判例の読み方等について教授している。

7 上級簿記Ⅰ 2

青山監査法人（現 PwC あらた有限責任
監査法人）
（株）ビジネストラスト
清松公認会計士事務所
清松敏雄税理士事務所

担当教員は、公認会計士・税理士としての実務経験を有し、本講義で
は単に簿記上の処理を教授するだけでなく、実務上の課題と対応につ
いても解説します。

8 上級簿記Ⅱ 2

青山監査法人（現 PwC あらた有限責任
監査法人）
（株）ビジネストラスト
清松公認会計士事務所
清松敏雄税理士事務所

担当教員は、公認会計士・税理士としての実務経験を有し、本講義で
は単に簿記上の処理を教授するだけでなく、実務上の課題と対応につ
いても解説します。

9 財務諸表分析論 2

青山監査法人（現 PwC あらた有限責任
監査法人）
（株）ビジネストラスト
清松公認会計士事務所
清松敏雄税理士事務所

担当教員は、公認会計士・税理士としての実務経験を有し、本講義で
は単に財務諸表分析（経営分析）を機械的に教授するだけでなく、実
例を交えて解説します。

10 所得税法 2 国税庁
担当教員は、国税庁での実務経験を有し、当該科目において、税法や
判例の読み方等について教授している。

11 相続税法 2 国税庁
担当教員は、国税庁での実務経験を有し、当該科目において、税法や
判例の読み方等について教授している。

12 防災と安全 2 株式会社日本政策研究センター
担当教員は、防災などでの実務経験を有し、当該科目における防災・
減災・知災・備災について教授します。

計 24 単位

科目名 単位
実務経歴

（所属機関等）
実務経験と授業との関係
（実務的教育内容）

1 法学入門 2 外務省
担当教員は外務省国際法局国際法課での経験を有し、国際法の学問研
究が実務でどのように生かされているかを教授します。

2

株式会社三井銀行
社団法人海外コンサルティング企業協会
開発研究所
海外経済協力基金

担当教員は、民間企業、政府金融機関、社団法人、ＮＰＯでの実務経
験を有しており、当該科目において産学公連携の重要性およびその課
題等について教授します。

3
公益社団法人　日本経済研究センター
独立行政法人　経済産業研究所

担当教員は、日本経済研究センターでの経済予測作成の実務経験を有
し、当該科目の経常収支の決定についての講義において、経済予測手
法を伝える形で、日本の経常収支がどうなるか教授します。

4 安全保障論 2

フレッチャースクール外交政策分析研究
所
財団法人 世界平和研究所
社団法人 中央政策研究所
防衛庁防衛研究所

担当教員は、防衛省などでの実務経験を有し､当該科目における安全
保障の現状および理論などを教授します。

5 環境政策Ｂ 2 （財）地球環境戦略研究機関
担当教員は、温暖化対策等の研究を行う環境研究機関での実務経験を
有し、その知見をもとに、当該科目で温暖化対策やその国際交渉につ
いて教授しています。

6 国際法Ａ 2 外務省
担当教員は外務省国際法局国際法課での経験を有し、国際会議や他国
との交渉において基礎となる外交政策と国際法学説との関係を教授し
ます。

7 国際法Ｂ 2 外務省
担当教員は外務省国際法局国際法課での経験を有し、国際会議や他国
との交渉において基礎となる外交政策と国際法学説との関係を教授し
ます。

8 地方自治論Ａ 2
民社党
東京都小平市議会議員
特定失踪者問題調査会

担当教員は、市議会議員としての実務経験を有し、当該科目における
自治制度の歴史や経過と現在の諸課題について教授します。

9 地方自治論Ｂ 2
民社党
東京都小平市議会議員
特定失踪者問題調査会

担当教員は、市議会議員としての実務経験を有し、当該科目における
自治制度の理論と地域政策の諸課題の解決策について教授します。

10 ＮＰＯ論 2
民社党
東京都小平市議会議員
特定失踪者問題調査会

担当教員は、NPOでの実務経験を有し、当該科目におけるNPOの意義や
社会的役割とともに、設立、運営、活動といった実務について教授し
ます。

11 地方財政Ａ 2 株式会社PHP研究所
担当教員は、PHP研究所での政策提言・成長戦略作成の実務経験を有
しているため、政府の政策決定過程や税財政制度の将来像について当
該科目で教授します。

12 地方財政Ｂ 2 株式会社PHP研究所
担当教員は、PHP研究所での政策提言・成長戦略作成の実務経験を有
しているため、政府の政策決定過程や税財政制度の将来像について当
該科目で教授します。

2．政経学部

（1）法律政治学科
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13 公務員論 2
民社党
東京都小平市議会議員
特定失踪者問題調査会

担当教員は、市議会議員としての実務経験を有し、当該科目における
公務員制度の歴史や意義、そして今日の公務員制度の諸課題について
教授します。

14 台湾政治論Ｂ 2

株式会社クロスカルチャー事業団
アジア問題研究会
前田建設工業株式会社
Repo China Consultant Co., Ltd
ミャンマー経済経営研究所（現ＮＰＯ
ミャンマー総合研究所）

担当教員は、5年の台湾留学ののち、中国で通訳、コンサルタント業
務に従事した経験と、台湾の政治状況が激変する1990年代に約4年間
日系台湾現地法人に勤務し、主にコンサルタント業務、情報誌の編集
に従事した経験を活かし、台湾を取り巻く国際環境と台湾人自身の視
点を踏まえて教授します。

15 朝鮮半島政治論Ａ 2 民社党
担当教員は民社党本部での実務経験を有し、当該科目における韓国政
治と日本政治の比較等について教授します。

16 朝鮮半島政治論Ｂ 2 民社党
担当教員は民社党本部での実務経験を有し、当該科目における国際政
治・パワーポリティクスからの視点等について教授します。

17 防災と安全 2 株式会社日本政策研究センター
担当教員は、防災などでの実務経験を有し、当該科目における防災・
減災・知災・備災について教授します。

計 32 単位

科目名 単位
実務経歴

（所属機関等）
実務経験と授業との関係
（実務的教育内容）

1 法学入門 2 外務省
担当教員は外務省国際法局国際法課での経験を有し、国際法の学問研
究が実務でどのように生かされているかを教授します。

2

株式会社三井銀行
社団法人海外コンサルティング企業協会
開発研究所
海外経済協力基金

担当教員は、民間企業、政府金融機関、社団法人、ＮＰＯでの実務経
験を有しており、当該科目において産学公連携の重要性およびその課
題等について教授します。

3
公益社団法人　日本経済研究センター
独立行政法人　経済産業研究所

担当教員は、日本経済研究センターでの経済予測作成の実務経験を有
し、当該科目の経常収支の決定についての講義において、経済予測手
法を伝える形で、日本の経常収支がどうなるか教授します。

4 金融論Ａ 2

日本生命保険相互会社
社団法人　日本経済研究センター派遣
ニッセイ基礎研究所株式会社出向
ニッセイアセットマネジメント株式会社
出向
財団法人国際金融情報センター派遣

担当者はアセット会社での実務経験に応じて企業価値やガバナンス、
保険会社での実務経験に応じて融資や格付けや機関投資家のALMや資
産運用にも教えています。

5 金融論Ｂ 2

日本生命保険相互会社
社団法人　日本経済研究センター派遣
ニッセイ基礎研究所株式会社出向
ニッセイアセットマネジメント株式会社
出向
財団法人国際金融情報センター派遣

担当者はシンクタンクでの実務経験に応じて金融政策や中央銀行、保
険会社での実務経験に応じて融資や証券化、証券市場やデリバティブ
について教えています。

6 日本経済論Ａ 2

株式会社三井銀行
社団法人海外コンサルティング企業協会
開発研究所
海外経済協力基金

担当教員は、民間企業、政府金融機関、社団法人、ＮＰＯでの実務経
験を有しており、当該科目において産学公連携の重要性およびその課
題等について教授します。

7 日本経済論Ｂ 2

株式会社三井銀行
社団法人海外コンサルティング企業協会
開発研究所
海外経済協力基金

担当教員は、民間企業、政府金融機関、社団法人、ＮＰＯでの実務経
験を有しており、当該科目において産学公連携の重要性およびその課
題等について教授します。

8 国際経済学Ａ 2
公益社団法人　日本経済研究センター
独立行政法人　経済産業研究所

担当教員は、日本経済研究センターでＴＰＰに関する政策提言作成の
実務経験を有し、当該科目の貿易の利益、関税政策についての講義に
おいて、その実践例として、ＴＰＰの経済効果について教授します。

9 国際経済学Ｂ 2
公益社団法人　日本経済研究センター
独立行政法人　経済産業研究所

担当教員は、日本経済研究センターで為替制度に関する政策提言作成
の実務経験を有し、当該科目の為替レート決定の講義において、企業
の価格付けとの関係で見た為替レートの影響についても教授していま
す。

10 計量経済学Ａ 2 株式会社　三菱総合研究所
担当教員は、民間シンクタンクでの実務経験を有し、当該科目におけ
るエビデンスベースの政策分析について教授します。

11 計量経済学Ｂ 2 株式会社　三菱総合研究所
担当教員は、民間シンクタンクでの実務経験を有し、当該科目におけ
るエビデンスベースの政策分析について教授します。

12 国際金融論Ａ 2

日本生命保険相互会社
社団法人　日本経済研究センター派遣
ニッセイ基礎研究所株式会社出向
ニッセイアセットマネジメント株式会社
出向
財団法人国際金融情報センター派遣

担当者はシンクタンクでの実務経験に応じて各国の金融や資金のファ
イナンスについて教えています。また保険会社での実務経験に応じて
国際規制について教えています。

13 国際金融論Ｂ 2

日本生命保険相互会社
社団法人　日本経済研究センター派遣
ニッセイ基礎研究所株式会社出向
ニッセイアセットマネジメント株式会社
出向
財団法人国際金融情報センター派遣

担当者はシンクタンクでの実務経験に応じて通貨制度や中央銀行、外
貨準備、保険会社での実務経験に応じて為替レートについいて教えて
います。

14 財政学Ａ 2 株式会社PHP研究所
担当教員は、PHP研究所での政策提言・成長戦略作成の実務経験を有
しているため、政府の政策決定過程や税財政制度の将来像について当
該科目で教授します。

15 財政学Ｂ 2 株式会社PHP研究所
担当教員は、PHP研究所での政策提言・成長戦略作成の実務経験を有
しているため、政府の政策決定過程や税財政制度の将来像について当
該科目で教授します。

16 国際貿易論Ａ 2 豊田通商（株）
担当教員は、商社（豊田通商株式会社）での実務経験を有し、貿易事
務の実際を当該科目講義における参照例として教授します。

17 国際貿易論Ｂ 2 豊田通商（株）
担当教員は、商社（豊田通商株式会社）での実務経験を有し、貿易事
務の実際を当該科目講義における参照例として教授します。

18 税制論Ａ 2 株式会社　三菱総合研究所
担当教員は、民間シンクタンクでの実務経験を有し、当該科目におけ
る徴税事務、納税事務の手続きについて教授します。

（2）経済学科
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19 税制論Ｂ 2 株式会社　三菱総合研究所
担当教員は、民間シンクタンクでの実務経験を有し、当該科目におけ
る徴税事務、納税事務の手続きについて教授します。

20 地方財政Ａ 2 株式会社PHP研究所
担当教員は、PHP研究所での政策提言・成長戦略作成の実務経験を有
しているため、政府の政策決定過程や税財政制度の将来像について当
該科目で教授します。

21 地方財政Ｂ 2 株式会社PHP研究所
担当教員は、PHP研究所での政策提言・成長戦略作成の実務経験を有
しているため、政府の政策決定過程や税財政制度の将来像について当
該科目で教授します。

22 ラテン・アメリカ経済論Ａ 2

三菱銀行
外務省出向
東京三菱銀行
財団法人国際協力システム出向
財団法人国際通貨研究所出向

担当教員は、メガバンクの国際部門（中南米部、国際審査部等）での
中南米地域の業務企画や与信管理などの実務経験を講義の中で活用す
るようにします。

23 ラテン・アメリカ経済論Ｂ 2

三菱銀行
外務省出向
東京三菱銀行
財団法人国際協力システム出向
財団法人国際通貨研究所出向

担当教員は、メガバンクの国際部門（中南米部、国際審査部等）での
中南米地域の業務企画や与信管理などの実務経験を講義の中で活用す
るようにします。

24 ヨーロッパ経済論Ａ 2 静岡信用金庫
担当教員は、信用金庫での実務経験を有し、ユーロの導入および資本
移動の自由について教授しています。

25
経済学特講Ａ（Political
Economy）

2

株式会社三井銀行
社団法人海外コンサルティング企業協会
開発研究所
海外経済協力基金

担当教員は、民間企業、政府金融機関、社団法人、ＮＰＯでの実務経
験を有しており、当該科目において産学公連携の重要性およびその課
題等について教授します。

26
経済学特講Ｂ（Political
Economy）

2

株式会社三井銀行
社団法人海外コンサルティング企業協会
開発研究所
海外経済協力基金

担当教員は、民間企業、政府金融機関、社団法人、ＮＰＯでの実務経
験を有しており、当該科目において産学公連携の重要性およびその課
題等について教授します。

27 経済学特講Ａ（産業立地論） 2 豊田通商（株）
担当教員は、商社（豊田通商株式会社）での実務経験を有し、貿易事
務の実際を当該科目講義における参照例として教授します。

28 経済学特講Ｂ（産業立地論） 2 豊田通商（株）
担当教員は、商社（豊田通商株式会社）での実務経験を有し、貿易事
務の実際を当該科目講義における参照例として教授します。

29 経済発展論Ａ 2

三菱銀行
外務省出向
東京三菱銀行
財団法人国際協力システム出向
財団法人国際通貨研究所出向

担当教員は、外務省や援助実施機関への出向経験を有しており、実際
の政策（ＯＤＡ、国際金融機関の実務など）も題材に取り入れて教授
します。

30 経済発展論Ｂ 2

三菱銀行
外務省出向
東京三菱銀行
財団法人国際協力システム出向
財団法人国際通貨研究所出向

担当教員は、外務省や援助実施機関への出向経験を有しており、実際
の政策（ＯＤＡ、国際金融機関の実務など）も題材に取り入れて教授
します。

31
公益社団法人　日本経済研究センター
独立行政法人　経済産業研究所

担当教員は、日本経済研究センターで経済予測作成の実務経験を有
し、当該科目において、経済予測で必要となる、データに基づき経済
事象を検証する思考力を高めるために、経済実験を行い、データを収
集して、講義内容の検証を行う経済実験を行っています。

32 株式会社PHP研究所
担当教員は、PHP研究所での政策提言・成長戦略作成の実務経験を有
しているため、政府の政策決定過程や日本経済の将来像について当該
科目で教授します。

33
公益社団法人　日本経済研究センター
独立行政法人　経済産業研究所

担当教員は、日本経済研究センターで経済予測作成の実務経験を有
し、経済予測で必要となるデータに基づく経済学的思考力を高めるた
めに、数値例でのデータを作成し、その数値例を基にした演習問題を
活用し、講義しています。

34 株式会社PHP研究所
担当教員は、PHP研究所での政策提言・成長戦略作成の実務経験を有
しているため、政府の政策決定過程や日本経済の将来像について当該
科目で教授します。

35 株式会社　三菱総合研究所
担当教員は、民間シンクタンクでの実務経験を有し、当該科目におけ
るマクロ経済の動向分析及び将来予測について教授します。

36

三菱銀行
外務省出向
東京三菱銀行
財団法人国際協力システム出向
財団法人国際通貨研究所出向

担当教員は、メガバンク（本部・支店）での実務経験や外部出向経験
（外務省など）を経済の具体的な側面（実体経済・金融・国際経済）
の教授に活用するようにします。

37 株式会社　三菱総合研究所
担当教員は、民間シンクタンクでの実務経験を有し、当該科目におけ
るマクロ経済の動向分析及び将来予測について教授します。

38

三菱銀行
外務省出向
東京三菱銀行
財団法人国際協力システム出向
財団法人国際通貨研究所出向

担当教員は、メガバンク（本部・支店）での実務経験や外部出向経験
（外務省など）を経済の具体的な側面（実体経済・金融・国際経済）
の教授に活用するようにします。

39
国際経済特講Ａ（アジアの経済
統合）

2
中国上海市財政局
富士総合研究所
富士通総研

担当教員は、役所とシンクタンクでの実務経験を有し、当該科目にお
いて資料収集や分析ツールなどシンクタンクの手法などについて教授
します。

40
国際経済特講Ｂ（アジアの経済
統合）

2
中国上海市財政局
富士総合研究所
富士通総研

担当教員は、役所とシンクタンクでの実務経験を有し、当該科目にお
いて資料収集や分析ツールなどシンクタンクの手法などについて教授
します。

41 防災と安全 2 株式会社日本政策研究センター
担当教員は、防災などでの実務経験を有し、当該科目における防災・
減災・知災・備災について教授します。

計 72 単位

科目名 単位
実務経歴

（所属機関等）
実務経験と授業との関係
（実務的教育内容）

ミクロ経済学Ⅰ 2

マクロ経済学Ⅰ 2

ミクロ経済学Ⅱ 2

３．外国語学部

（1）英米語学科

マクロ経済学Ⅱ 2
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1
３年ゼミナール (児童英語教育
の理論と応用１)

4
文京学院大学中学校
松香フォニックス研究所

担当教員は、文京学院大学中学校、及び松香フォニックス研究所での
実務経験を有し、当該科目における小学校外国語活動について教授し
ます。

2
４年ゼミナール(児童英語教育の
理論と応用2)

4
文京学院大学中学校
松香フォニックス研究所

担当教員は、文京学院大学中学校、及び松香フォニックス研究所での
実務経験を有し、当該科目における早期英語教育の研究について教授
します。

3 初級スペイン語①Ⅰ 1 外務省専門調査員
担当教員は、外務省専門調査員での実務経験を有し、当該科目におい
てスペイン語の文法だけでなくスペイン語圏の文化的背景にについて
も教授します。

4 初級スペイン語①Ⅱ 1 外務省専門調査員
担当教員は、外務省専門調査員での実務経験を有し、当該科目におい
てスペイン語の文法だけでなくスペイン語圏の文化的背景についても
教授します。

5 中級スペイン語①Ⅰ 1 外務省専門調査員
担当教員は、外務省専門調査員での実務経験を有し、当該科目におい
てスペイン語の文法だけでなくスペイン語圏の文化的背景についても
教授します。

6 中級スペイン語①Ⅱ 1 外務省専門調査員
担当教員は、外務省専門調査員での実務経験を有し、当該科目におい
てスペイン語の文法だけでなくスペイン語圏の文化的背景についても
教授します。

7 アメリカ研究入門 2
米国滞在中、「読売アメリカ」（読売新
聞の現地紙）などで取材記事を執筆

担当教員は、「読売アメリカ」、Japanese Children's Societyなど
での実務経験を有し、当該科目におけるアメリカ事情全般について教
授します。

8 英語教育研究Ａ 2
文京学院大学中学校
松香フォニックス研究所

担当教員は、文京学院大学中学校、及び松香フォニックス研究所での
実務経験を有し、当該科目における児童英語教授法の理論について教
授します。

9 英語教育研究Ｂ 2
文京学院大学中学校
松香フォニックス研究所

担当教員は、文京学院大学中学校、及び松香フォニックス研究所での
実務経験を有し、当該科目における第二言語習得について教授しま
す。

10 観光英語 2 英語通訳案内士
担当教員は、現役通訳案内士としての実務経験を有し、当該科目にお
けるインバウンドツアーの現状及び日本の文化・観光箇所についての
英語ガイディング及び簡単な通訳方法について教授します。

11 通訳英語Ⅰ 2
 通訳案内業（英語）免許取得
会議通訳、通訳案内士（通訳ガイド）

担当教員は、会議通訳、通訳案内士の実務経験を有し、当該科目にお
ける通訳論、通訳案内士論について教授します。

12 通訳英語Ⅱ 2
 通訳案内業（英語）免許取得
会議通訳、通訳案内士（通訳ガイド）

担当教員は、会議通訳、通訳案内士の実務経験を有し、当該科目にお
ける通訳論、通訳案内士論について教授します。

13 観光ビジネス論Ⅰ 2
三井観光開発株式会社
株式会社プライムマネジメントコンサル
ティング

担当教員は、観光産業・地域振興コンサルタントでの実務経験を有
し、当該科目における地域振興の視点に立った観光戦略・戦術につい
て教授します。

14 観光ビジネス論Ⅱ 2
三井観光開発株式会社
株式会社プライムマネジメントコンサル
ティング

担当教員は、観光産業・地域振興コンサルタントでの実務経験を有
し、当該科目における観光戦略・戦術の具現化としてのビジネスチャ
ンス創造、企画構築について教授します。

15 防災と安全 2 株式会社日本政策研究センター
担当教員は、防災などでの実務経験を有し、当該科目における防災・
減災・知災・備災について教授します。

計 30 単位

科目名 単位
実務経歴

（所属機関等）
実務経験と授業との関係
（実務的教育内容）

1
コミュニケーション中国語会話
Ⅲ

1 株式会社シー・コミュニケーションズ
担当教員は、約20年間の日中通訳の実務経験を有し、当該科目におけ
る中国語のアウトプットについて教授します。

2 会話Ⅳ 1 株式会社シー・コミュニケーションズ
担当教員は、約20年間の日中通訳での実務経験を有し、当該科目にお
ける中国語のアウトプットについて教授します。

3 初級スペイン語①Ⅰ 1 外務省専門調査員
担当教員は、外務省専門調査員での実務経験を有し、当該科目におい
てスペイン語の文法だけでなくスペイン語圏の文化的背景にについて
も教授します。

4 初級スペイン語①Ⅱ 1 外務省専門調査員
担当教員は、外務省専門調査員での実務経験を有し、当該科目におい
てスペイン語の文法だけでなくスペイン語圏の文化的背景についても
教授します。

5 中級スペイン語①Ⅰ 1 外務省専門調査員
担当教員は、外務省専門調査員での実務経験を有し、当該科目におい
てスペイン語の文法だけでなくスペイン語圏の文化的背景についても
教授します。

6 中級スペイン語①Ⅱ 1 外務省専門調査員
担当教員は、外務省専門調査員での実務経験を有し、当該科目におい
てスペイン語の文法だけでなくスペイン語圏の文化的背景についても
教授します。

7 ビジネス中国語会話Ⅰ 1 株式会社双日、三井物産株式会社
担当教員は、約7年間総合商社での商談や通訳などの実務経験を有
し、当該科目におけるビジネス現場での実用的な会話ついて教授しま
す。

8 ビジネス中国語会話Ⅱ 1 株式会社双日、三井物産株式会社
担当教員は、約7年間総合商社での商談や通訳などの実務経験を有
し、当該科目におけるビジネス現場での実用的な会話ついて教授しま
す。

9 ビジネス中国語講読Ⅲ 1 株式会社双日、三井物産株式会社
担当教員は、約7年間総合商社でのビジネス文書の作成、翻訳などの
実務経験を有し、当該科目におけるビジネス中国語の読解について教
授します。

10 ビジネス中国語講読Ⅳ 1 株式会社双日、三井物産株式会社
担当教員は、約7年間総合商社でのビジネス文書の作成、翻訳などの
実務経験を有し、当該科目におけるビジネス中国語の読解について教
授します。

11 中国語通訳法Ⅰ 2 株式会社シー・コミュニケーションズ
担当教員は、約20年間の日中通訳の実務経験を有し、当該科目におけ
る実践的な日中、中日通訳について教授します。

12 中国語通訳法Ⅱ 2 株式会社シー・コミュニケーションズ
担当教員は、約20年間の日中通訳の実務経験を有し、当該科目におけ
る実践的な日中、中日通訳について教授します。

（2）中国語学科
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13 ビジネス中国語講読演習 2 株式会社双日、三井物産株式会社
担当教員は、約7年間総合商社でのビジネス文書の作成、翻訳などの
実務経験を有し、当該科目におけるビジネス中国語の読解について教
授します。

14 中国経済論Ⅰ 2
(財)日本エネルギー経済研究所　専門研
究員

担当教員は、日本エネルギー経済研究所での実務経験を有し、当該科
目における中国経済およびエネルギ・環境に関する知識ついて教授し
ます。

15 中国経済論Ⅱ 2
(財)日本エネルギー経済研究所　専門研
究員

担当教員は、日本エネルギー経済研究所での実務経験を有し、当該科
目における中国経済およびエネルギ・環境に関する知識ついて教授し
ます。

16 観光ビジネス論Ⅰ 2
三井観光開発株式会社
株式会社プライムマネジメントコンサル
ティング

担当教員は、観光産業・地域振興コンサルタントでの実務経験を有
し、当該科目における地域振興の視点に立った観光戦略・戦術につい
て教授します。

17 観光ビジネス論Ⅱ 2
三井観光開発株式会社
株式会社プライムマネジメントコンサル
ティング

担当教員は、観光産業・地域振興コンサルタントでの実務経験を有
し、当該科目における観光戦略・戦術の具現化としてのビジネスチャ
ンス創造、企画構築について教授します。

18 防災と安全 2 株式会社日本政策研究センター
担当教員は、防災などでの実務経験を有し、当該科目における防災・
減災・知災・備災について教授します。

計 26 単位

科目名 単位
実務経歴

（所属機関等）
実務経験と授業との関係
（実務的教育内容）

1 初級文法①Ⅰ 1 外務省専門調査員
担当教員は、外務省専門調査員での実務経験を有し、当該科目におい
てスペインのＳ語とラ米諸国のＳ語の違いについて教授します。

2 初級文法①Ⅱ 1 外務省専門調査員
担当教員は、外務省専門調査員での実務経験を有し、当該科目におい
てスペインとラ米諸国のＳ語の違いについて教授します。

3 スペイン語通訳法Ⅰ 2
NHKグローバルメディアサービス
バイリンガルセンター

担当教員は、NHKグローバルメディアサービスバイリンガルセンター
での実務経験を有し、当該科目における通訳法について教授します。

4 スペイン語通訳法Ⅱ 2
NHKグローバルメディアサービス
バイリンガルセンター

担当教員は、NHKグローバルメディアサービスバイリンガルセンター
での実務経験を有し、当該科目における通訳法について教授します。

5 現代スペイン事情Ⅰ 2
NHKグローバルメディアサービス
バイリンガルセンター

担当教員は、NHKグローバルメディアサービスバイリンガルセンタ―
での実務経験を有し、当該科目における現代スペイン事情について教
授します。

6 現代スペイン事情Ⅱ 2
NHKグローバルメディアサービス
バイリンガルセンター

担当教員は、NHKグローバルメディアサービスバイリンガルセンター
での実務経験を有し、当該科目における現代スペイン事情について教
授します。

7 スペイン文学特殊研究Ⅰ 2 外務省専門調査員
担当教員は、外務省専門調査員での実務経験を有し、当該科目におい
て文学に反映される政治や社会の在り方の影響について教授します。

8 スペイン文学特殊研究Ⅱ 2 外務省専門調査員
担当教員は、外務省専門調査員での実務経験を有し、当該科目におい
て文学に反映される政治や社会の在り方の影響について教授します。

9 観光ビジネス論Ⅰ 2
三井観光開発株式会社
株式会社プライムマネジメントコンサル
ティング

担当教員は、観光産業・地域振興コンサルタントでの実務経験を有
し、当該科目における地域振興の視点に立った観光戦略・戦術につい
て教授します。

10 観光ビジネス論Ⅱ 2
三井観光開発株式会社
株式会社プライムマネジメントコンサル
ティング

担当教員は、観光産業・地域振興コンサルタントでの実務経験を有
し、当該科目における観光戦略・戦術の具現化としてのビジネスチャ
ンス創造、企画構築について教授します。

11 防災と安全 2 株式会社日本政策研究センター
担当教員は、防災などでの実務経験を有し、当該科目における防災・
減災・知災・備災について教授します。

計 20 単位

科目名 単位
実務経歴

（所属機関等）
実務経験と授業との関係
（実務的教育内容）

横浜ゴム㈱
担当教員は、横浜ゴム（株）での実務経験を有し、当該科目におけるロボット
ハンドの制御について教授します。

㈱新潟鐵工所
担当教員は、（株）新潟鐵工所での実務経験を有し、当該科目におけるロボッ
トハンドの制御について教授します。

2 工業力学Ⅰ 2 ㈱新潟鐵工所
担当教員は、（株）新潟鐵工所での実務経験を有し、当該科目における力学の
基礎について教授します。

3 工業力学Ⅱ 2 ㈱新潟鐵工所
担当教員は、（株）新潟鐵工所での実務経験を有し、当該科目における物体の
運動方程式を立てその運動を解析することについて教授します。

4 材料力学Ⅰ 2 ㈱新潟鐵工所
担当教員は、（株）新潟鐵工所での実務経験を有し、当該科目における応力と
ひずみの関係や破壊と強度について教授します。

5 材料力学Ⅱ 2 ㈱新潟鐵工所
担当教員は、（株）新潟鐵工所での実務経験を有し、当該科目におけるはり部
材のたわみの求め方や応力解析の基本について教授します。

6 機械力学 2 横浜ゴム㈱
担当教員は、横浜ゴム（株）での実務経験を有し、当該科目における振動現象
の解析について教授します。

7 コンピュータ言語と演習 2 横浜ゴム㈱
担当教員は、横浜ゴム（株）での実務経験を有し、当該科目における数値計算
の手法について教授します。

横浜ゴム㈱
担当教員は、横浜ゴム（株）での実務経験を有し、当該科目における回転軸の
危険速度について教授します。

㈱新潟鐵工所
担当教員は、（株）新潟鐵工所での実務経験を有し、当該科目における引張り
試験について教授します。

横浜ゴム㈱
担当教員は、横浜ゴム（株）での実務経験を有し、当該科目における動釣り合
い試験について教授します。

㈱新潟鐵工所
担当教員は、（株）新潟鐵工所での実務経験を有し、当該科目におけるひずみ
ゲージによる応力測定について教授します。

10 制御工学 2 横浜ゴム㈱
担当教員は、横浜ゴム（株）での実務経験を有し、当該科目における制御手法
やその振動抑制への応用などについて教授します。

（3）スペイン語学科

8 機械システム工学実験Ⅰ 2

４．工学部

（1）機械システム工学科

1 機械システム工学基礎Ⅰ 2

9 機械システム工学実験Ⅱ 2
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11 技術者倫理 2
電源開発㈱
公社)日本技術士会

担当教員は、電源開発㈱での実務経験と公社)日本技術士会での技術者倫理関連
活動経験を有し、それらの経験に基づき当該科目において、公益の確保と自身
の幸福のために技術者が備えるべき自律的行動規範（技術者倫理）について教
授します。

オンダ国際特許事務所
創英国際特許法律事務所

担当教員は、特許法律事務所での実務経験を有し、当該科目における知的財産
法の概要及び特許の権利化、権利活用、諸外国での事情について教授します。

日本電信電話㈱、東日本電信電話㈱
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ㈱

担当教員は、日本電信電話株式会社等での実務経験を有し、当該科目における
企業活動での知的財産の重要性、知的財産権の確保及び知的財産リスクのマネ
ジメント等について教授します。

経済産業省特許庁
特許事務所（本多特許事務所）

担当教員は、経済産業省特許庁での意匠登録出願の審査・審判実務及び意匠法
改正・意匠審査基準改定等の経験を有し、当該科目における「意匠法」の法制
及び運用実務について教授します。

13 防災と安全 2 株式会社日本政策研究センター
担当教員は、防災などでの実務経験を有し、当該科目における防災・
減災・知災・備災について教授します。

計 26 単位

科目名 単位
実務経歴

（所属機関等）
実務経験と授業との関係
（実務的教育内容）

1 電気回路Ⅰ 2 日本無線㈱
担当教員は、日本無線㈱での実務経験を有し、当該科目における電気回路の基
礎技術について教授します。

2 電気回路Ⅰ演習 1 日本無線㈱
担当教員は、日本無線㈱での実務経験を有し、当該科目における電気回路の基
礎技術について演習を通して教授します。

3 基礎電磁気学 2 KDDI㈱・KDDI研究所
担当教員は、KDDI㈱・KDDI研究所での実務経験を有し、当該科目において電磁
波工学に関わる基礎技術について教授します。

4 基礎電磁気学演習 1 日本無線㈱
担当教員は、日本無線㈱での実務経験を有し、当該科目における電磁波工学の
基礎技術について演習を通して教授します。

5 電気回路Ⅱ演習 1 日本無線㈱
担当教員は、日本無線㈱での実務経験を有し、当該科目における電気回路の応
用技術について演習を通して教授します。

6 応用電磁気学 2 KDDI㈱・KDDI研究所
担当教員は、KDDI㈱・KDDI研究所での実務経験を有し、当該科目において電磁
波工学に関わる応用技術について教授します。

7 電気磁気測定 2 KDDI㈱・KDDI研究所
担当教員は、KDDI㈱・KDDI研究所での実務経験を有し、当該科目において電気
磁気分野に関わる計測技術について教授します。

8 回路設計Ⅰ 2
㈱東芝・総合研究所,
情報通信システム技術研究所

担当教員は、㈱東芝・総合研究所,情報通信システム技術研究所での実務経験を
有し、当該科目における回路設計の基礎技術について教授します。

9 回路設計Ⅱ 2
㈱東芝・総合研究所,
情報通信システム技術研究所

担当教員は、㈱東芝・総合研究所,情報通信システム技術研究所での実務経験を
有し、当該科目における回路設計の応用技術について教授します。

10 高周波・測定 2
日本無線㈱
マイクロウェーブファクトリー㈱

担当教員は、日本無線㈱及びマイクロウェーブファクトリー㈱での実務経験を
有し、当該科目における高周波回路の応用技術や測定の応用技術について教授
します。

11 電子システム工学実験Ⅲ 2 KDDI㈱・KDDI研究所
担当教員は、KDDI㈱・KDDI研究所での実務経験を有し、当該科目において電子
回路、電磁波工学、デジタル回路、通信工学、計測に関わる技術について実習
します。

㈱東芝・総合研究所,
情報通信システム技術研究所

担当教員は、㈱東芝・総合研究所,情報通信システム技術研究所での実務経験を
有し、当該科目における組み込みシステムや通信ネットワーク技術について実
習を通して教授します。

日本無線㈱
担当教員は、日本無線㈱での実務経験を有し、当該科目におけるコンピュータ
による電子回路制御技術について実習を通して教授します。

13 電子システム工学実験Ⅳ 2 KDDI㈱・KDDI研究所
担当教員は、KDDI㈱・KDDI研究所での実務経験を有し、当該科目において電子
回路、電磁波工学、デジタル回路、通信工学、計測に関わる技術について実習
します。

14 技術者倫理 2
電源開発㈱
公社)日本技術士会

担当教員は、電源開発㈱での実務経験と公社)日本技術士会での技術者倫理関連
活動経験を有し、それらの経験に基づき当該科目において、公益の確保と自身
の幸福のために技術者が備えるべき自律的行動規範（技術者倫理）について教
授します。

オンダ国際特許事務所
創英国際特許法律事務所

担当教員は、特許法律事務所での実務経験を有し、当該科目における知的財産
法の概要及び特許の権利化、権利活用、諸外国での事情について教授します。

日本電信電話㈱、東日本電信電話㈱
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ㈱

担当教員は、日本電信電話株式会社等での実務経験を有し、当該科目における
企業活動での知的財産の重要性、知的財産権の確保及び知的財産リスクのマネ
ジメント等について教授します。

経済産業省特許庁
特許事務所（本多特許事務所）

担当教員は、経済産業省特許庁での意匠登録出願の審査・審判実務及び意匠法
改正・意匠審査基準改定等の経験を有し、当該科目における「意匠法」の法制
及び運用実務について教授します。

16 防災と安全 2 株式会社日本政策研究センター
担当教員は、防災などでの実務経験を有し、当該科目における防災・
減災・知災・備災について教授します。

計 29 単位

科目名 単位
実務経歴

（所属機関等）
実務経験と授業との関係
（実務的教育内容）

1 プログラミング基礎Ⅰ 2 ㈱日立製作所　中央研究所
担当教員は、日立製作所中央研究所での実務経験を有し、当該科目におけるプ
ログラミングの基本について教授します。

2 オブジェクト指向プログラミング 2 ㈱日立製作所　中央研究所
担当教員は、日立製作所中央研究所での実務経験を有し、当該科目におけるプ
ログラムの実装方法とドキュメントの記述方法について教授します。

3 電子回路 2 キヤノン㈱
担当教員は、キヤノン㈱での実務経験を有し、当該科目における電気回路の動
作原理について教授します。

4 センサ工学 2
安藤電気㈱
横河電機㈱

担当教員は、計測機器開発、センシング機器開発での実務経験を有し、当該科
目におけるセンサ信号処理技術（電子回路技術、信号処理技術、制御技術等）
について教授します。

5 情報コミュニケーション技術 2 ㈱日立製作所　中央研究所
担当教員は、㈱日立製作所での33年にわたる実務経験を有し、当該科目におけ
る技術者としての社会生活に必要なコミュニケーションスキルの向上について
教授します。

6 コンパイラ 2
㈱日立製作所　中央研究所
　及び　ソフトウェア工場

担当教員は、日立製作所中央研究所及びソフトウェア工場での実務経験を有
し、当該科目におけるコンパイラの機能と処理方式について教授します。

7 通信工学 2 日本電信電話㈱
担当教員は、日本電信電話㈱での実務経験を有し、当該科目における情報通信
技術について教授します。

8 コンピュータアーキテクチャⅡ 2
㈱日立製作所　中央研究所
キヤノン㈱

担当教員は、日立製作所での実務経験を有し、当該科目においてよりよい物を
作る時どのようにすべきかを教授します。

12 知的財産権 2

（2）電子システム工学科

12 エレクトロニクス応用実験 2

（3）情報工学科

15 知的財産権 2
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9 情報工学と職業 2

大日本印刷㈱及びDNPグループ2社
ＮＰＯ法人日本アクティブキャリア開発
　訓練対応キャリアコンサルタント
公財）東京都中小企業振興公社
　取引適正化相談員

担当教員は、左記の3団体での実務経験を有し、当該科目における企業内情報管
理（業務効率改善、セキュリティ、個人情報、リテラシー）とキャリアコンサ
ルティングの職業理解から情報に関する実務・業務を教授します。

10 システム設計論 2 ㈱日立製作所　ソフトウェア工場
担当教員は、日立製作所ソフトウェア工場での実務経験を有し、当該科目にお
けるソフトウェア工学から見たシステム設計について教授します。

㈱日立製作所　中央研究所
担当教員は、システムの研究開発、製品開発での実務経験を有し、当該科目に
おける新製品・サービスのアイデア創出方法、開発プロセスについて教授しま
す。

㈱日立製作所　中央研究所
  エンタープライズサーバ事業部
  システム＆サービスビジネス

担当教員は、日立製作所での実務経験を有し、当該科目におけるＩＴ分野のモ
ノづくりについて教授します。

12 ヒューマンインタフェース 2 ㈱日立製作所　中央研究所
担当教員は、㈱日立製作所での33年にわたる実務経験を有し、当該科目におけ
る使う側の視点に基づく機器・ソフトのユーザインタフェース設計スキルにつ
いて教授します。

13 技術者倫理 2
電源開発㈱
公社)日本技術士会

担当教員は、電源開発㈱での実務経験と公社)日本技術士会での技術者倫理関連
活動経験を有し、それらの経験に基づき当該科目において、公益の確保と自身
の幸福のために技術者が備えるべき自律的行動規範（技術者倫理）について教
授します。

オンダ国際特許事務所
創英国際特許法律事務所

担当教員は、特許法律事務所での実務経験を有し、当該科目における知的財産
法の概要及び特許の権利化、権利活用、諸外国での事情について教授します。

日本電信電話㈱、東日本電信電話㈱
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ㈱

担当教員は、日本電信電話株式会社等での実務経験を有し、当該科目における
企業活動での知的財産の重要性、知的財産権の確保及び知的財産リスクのマネ
ジメント等について教授します。

経済産業省特許庁
特許事務所（本多特許事務所）

担当教員は、経済産業省特許庁での意匠登録出願の審査・審判実務及び意匠法
改正・意匠審査基準改定等の経験を有し、当該科目における「意匠法」の法制
及び運用実務について教授します。

15 防災と安全 2 株式会社日本政策研究センター
担当教員は、防災などでの実務経験を有し、当該科目における防災・
減災・知災・備災について教授します。

計 30 単位

科目名 単位
実務経歴

（所属機関等）
実務経験と授業との関係
（実務的教育内容）

1 コンピュータリテラシー 2
㈱日立ビルシステム　本社情報システム部
㈱Aiming 大阪スタジオ　インフラエンジニア

担当教員は、㈱日立ビルシステム、㈱Aiming 大阪スタジオでの実務経験を有
し、当該科目におけるMicrosoft Officeソフト、情報モラルについて教授しま
す。

2 デザイン基礎Ⅰ・演習 3 ㈱マドラ
担当教員は、㈱マドラでの実務経験を有し、当該科目におけるグラフィックデ
ザインの基礎について教授します。

㈱富士通ゼネラル
家電事業部デザイン部

担当教員は、家電メーカデザイン部署での実務経験を有し、当該科目における
立体造形を行うための基礎知識と技術について教授します。

ミサワホーム㈱
担当教員は、住宅メーカーで設計及び部品開発の実務経験を有し、当該科目に
おける立体造形を行うための基礎知識と技術について教授します。

4 ディジタルデザイン基礎実習 2
BAOBAB soft　ゲーム開発部
㈱サラヴィオ化粧品　デザイン部

担当教員は、㈱サラヴィオ化粧品での実務経験を有し、当該科目における印刷
メディアの表現について教授します。

5 ＣＡＤ実習 2 ㈱Too See Marketing
担当教員は、㈱Too See Marketingでの実務経験を有し、当該科目における
ＣＡＤモデリング方法について教授します。

6 ディジタルデザイン応用実習 2 BAOBAB soft　ゲーム開発部
担当教員は、BAOBAB softでの実務経験を有し、当該科目における3Dモデリング
について教授します。

7 図学・デザイン製図 3 ㈱長大　構造事業部
担当教員は、㈱長大での実務経験を有し、当該科目における製図の作成方法に
ついて教授します。

8 プロダクトデザインⅠ・演習 3 ㈱Too See Marketing
担当教員は、㈱Too See Marketingでの実務経験を有し、当該科目におけるス
ケッチや模型制作によるデザインアイデア展開について教授します。

㈱長大　構造事業部
担当教員は、㈱長大での実務経験を有し、当該科目におけるイメージと造形の
関係について教授します。

㈱Too See Marketing
担当教員は、㈱Too See Marketingでの実務経験を有し、当該科目におけるユー
ザー調査方法とデザインコンセプトの起案方法について教授します。

10 プロダクトデザイン論 2 ㈱Too See Marketing
担当教員は、㈱Too See Marketingでの実務経験を有し、当該科目における商品
開発のプロセスについて教授します。

11 用品設計・演習 3
㈱富士通ゼネラル
家電事業部デザイン部

担当教員は、家電メーカデザイン部署での実務経験を有し、当該科目における
生活用品の企画立案およびデザイン方法について教授します。

12 室内設計・演習 3 ミサワホーム㈱
担当教員は、住宅メーカーで設計及び部品開発の実務経験を有し、当該科目に
おける生活空間およびその構成要素の提案・表現技術等について教授します。

13 ＣＧ表現・演習 3 BAOBAB soft　ゲーム開発部
担当教員は、BAOBAB softでの実務経験を有し、当該科目におけるCG表現とその
制御について教授します。

14 コンテンツデザイン演習 2 BAOBAB soft　ゲーム開発部
担当教員は、BAOBAB softでの実務経験を有し、当該科目における映像作成につ
いて教授します。

15 視覚デザイン・演習 3 ㈱マドラ
担当教員は、㈱マドラでの実務経験を有し、当該科目におけるイラストレー
ションと写真に関する表現と、印刷データ作成について教授します。

16 視覚デザイン論 2 ㈱マドラ
担当教員は、㈱マドラでの実務経験を有し、当該科目における広告とメディア
の関係や考え方、およびプリントメディアに関する諸事項について教授しま
す。

㈱マドラ
担当教員は、（株）マドラでの実務経験を有し、当該科目におけるVisual
Identityとイメージ構築の方法について教授します。

㈱サラヴィオ化粧品　デザイン部
担当教員は、㈱サラヴィオ化粧品での実務経験を有し、当該科目における企業
PVとそのアプリケーションについて教授します。

18 景観デザイン論 2 ㈱長大　構造事業部
担当教員は、㈱長大での実務経験を有し、当該科目における構造物デザインの
調和や地域活性化の考え方について教授します。

㈱長大　構造事業部
担当教員は、㈱長大での実務経験を有し、当該科目におけるプロダクトデザイ
ンの実践を通して各プロセスのポイントについて教授します。

㈱Too See Marketing
担当教員は、㈱Too See Marketingでの実務経験を有し、当該科目における問題
解決型と提案型のデザインプロセスについて教授します。

㈱富士通ゼネラル
家電事業部デザイン部

担当教員は、家電メーカデザイン部署での実務経験を有し、当該科目における
一部の課題において生活に密着した製品の提案およびデザイン方法について教
授します。

ミサワホーム㈱
担当教員は、住宅メーカーで設計及び部品開発の実務経験を有し、当該科目に
おける一部の課題について、空間およびその構成要素についての提案・デザイ
ン方法について教授します。

㈱富士通ゼネラル
家電事業部デザイン部

担当教員は、家電メーカデザイン部署での実務経験を有し、当該科目における
一部の課題において生活に密着した製品の提案およびデザイン方法について教
授します。

11 情報とモノづくり 2

（4）デザイン学科

3 デザイン基礎Ⅱ・演習 3

14 知的財産権 2

17 コミュニケーションデザイン・演習 3

9 プロダクトデザインⅡ・演習 3

20 生活デザインⅡ・演習 3

19 プロダクトデザインⅢ・演習 3

21 生活デザインⅢ・演習 3
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ミサワホーム㈱
担当教員は、住宅メーカーで設計及び部品開発の実務経験を有し、当該科目に
おける一部の課題について、空間およびその構成要素についての提案・デザイ
ン方法について教授します。

22 コンテンツマーケティング 2 BAOBAB soft　ゲーム開発部
担当教員は、BAOBAB softでの実務経験を有し、当該科目におけるITビジネスに
ついて教授します。

23 技術者倫理 2
電源開発㈱
公社)日本技術士会

担当教員は、電源開発㈱での実務経験と公社)日本技術士会での技術者倫理関連
活動経験を有し、それらの経験に基づき当該科目において、公益の確保と自身
の幸福のために技術者が備えるべき自律的行動規範（技術者倫理）について教
授します。

オンダ国際特許事務所
創英国際特許法律事務所

担当教員は、特許法律事務所での実務経験を有し、当該科目における知的財産
法の概要及び特許の権利化、権利活用、諸外国での事情について教授します。

日本電信電話㈱、東日本電信電話㈱
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ㈱

担当教員は、日本電信電話株式会社等での実務経験を有し、当該科目における
企業活動での知的財産の重要性、知的財産権の確保及び知的財産リスクのマネ
ジメント等について教授します。

経済産業省特許庁
特許事務所（本多特許事務所）

担当教員は、経済産業省特許庁での意匠登録出願の審査・審判実務及び意匠法
改正・意匠審査基準改定等の経験を有し、当該科目における「意匠法」の法制
及び運用実務について教授します。

25 防災と安全 2 株式会社日本政策研究センター
担当教員は、防災などでの実務経験を有し、当該科目における防災・
減災・知災・備災について教授します。

計 63 単位

科目名 単位
実務経歴

（所属機関等）
実務経験と授業との関係
（実務的教育内容）

1 国際政治入門 2 防衛庁防衛研究所
担当教員は、防衛庁防衛研究所での研究教育経験を有し、当該科目に
おける国際関係論の基礎的概念について教授します。

2 中国 2 国際協力機構（旧国際協力事業団）
担当教員は、国際協力機構での中国駐在の実務経験を有し、当該科目
における中国の経済発展、社会、文化等について教授します。

3 東南アジア 2 日本貿易振興機構
担当教員は、日本貿易振興機構におけるシンガポール駐在での実務経
験を有し、当該科目における東南アジアの政治・経済・ビジネスの実
態について教授します。

4 ラテンアメリカ・オセアニア 2 日本貿易振興機構
担当教員は、日本貿易振興機構でのラテンアメリカ各国のマクロ事情
整理および情報提供に関する実務経験を有し、当該科目における各国
事情について教授します。

5 地域研究の方法 2 日本貿易振興機構
担当教員は、日本貿易振興機構海外調査部での実務経験を有し、当該
科目における統計の活用方法等について教授します。

6 地球環境 2 公益財団法人地球環境戦略研究機関
担当教員は、地球環境戦略研究機関での実務経験を有し、当該科目に
おける地球環境問題の解決に向けた国際戦略について教授します。

7 開発データ分析Ⅰ 2 株式会社竹中土木
担当教員は、株式会社竹中土木での実務経験を有し、当該科目におけ
るデータ分析業務、特に実際のデータにおける注意点について教授し
ます。

8 国際社会とボランティア 2
青年海外協力隊
国際開発センター

担当教員は、青年海外協力隊および国際開発センターでの開発途上国
における青年海外協力隊ならびに開発プロジェクトの実務経験を有
し、これらの経験をもとに当該科目にて国際ボランティアに現場で必
要とされる資質について教授します。

9 コミュニティ開発 2 国際開発センター
担当教員は、国際開発センターでの開発途上国におけるコミュニティ
開発支援の実務経験を有し、当該科目におけるコミュニティ開発の分
析枠組や支援手法について教授します。

10 国際政治 2
政策集団　自由社会フォーラム
財団法人　松下政経塾

担当教員は、政策スタッフとして国会議員の政策集団や松下政経塾政
策調査室での実務経験を有し、当該科目における政策決定や政治家の
役割について教授します。

11 中国の政治 2 国際協力機構（旧国際協力事業団）
担当教員は、国際協力機構での中国駐在の実務経験を有し、当該科目
における中国のガバナンス、現代政治史について教授します。

12 開発計画 2
国際協力事業団
国際協力総合研修所

担当教員は、国際協力事業団での実務経験を有し、当該科目における
プロジェクトの経済分析について教授します。

13 技術移転論 2
国際協力事業団
国際協力総合研修所

担当教員は、国際協力事業団での実務経験を有し、当該科目における
技術移転手法とその評価について教授します。

14 インドの経済 2 日本貿易振興機構
担当教員は、日本貿易振興機構におけるインド駐在での実務経験を有
し、当該科目におけるインド経済の実態をビジネス、企業活動等につ
いて教授します。

15
マレーシア・シンガポールの政
治と経済

2 日本貿易振興機構
担当教員は、日本貿易振興機構におけるシンガポール駐在での実務経
験を有し、当該科目におけるシンガポール政府のハブ政策や両国にお
ける企業活動等について教授します。

16 都市交通計画 2 株式会社竹中土木
担当教員は、株式会社竹中土木での実務経験を有し、当該科目におけ
る道路構造・設計の基礎 について教授します。

17 アジアの環境問題 2 公益財団法人地球環境戦略研究機関
担当教員は、地球環境戦略研究機関での実務経験を有し、当該科目に
おけるアジア地域の持続可能な開発の実現手法について教授します。

18 ラテンアメリカの経済 2 日本貿易振興機構
担当教員は、日本貿易振興機構でのラテンアメリカの経済および当該
地域へ進出している企業の経営分析に関する実務経験を有し、当該科
目対象地域の経済、ビジネス環境等について教授します。

19 日米関係 2 防衛庁防衛研究所
担当教員は、防衛庁防衛研究所での研究教育経験を有し、当該科目に
おける日米関係の歴史的展開について教授します。

20 人間と環境 2 公益財団法人地球環境戦略研究機関
担当教員は、地球環境戦略研究機関での実務経験を有し、当該科目に
おける持続可能な開発に向けた様々な主体の取組について教授しま
す。

計 40 単位

５．国際学部

（1）国際学科

24 知的財産権 2

21 生活デザインⅢ 演習 3
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