
実務経験のある教員による授業科目の配置 
 

実務経験のある教員が担当する科目単位数 

 人間科学部 

心身健康科学科 

教 養 科 目 ７ 

専 門 科 目 ４１ 

合     計 ４８ 

設置基準上の標準単位数 １２４ 

 

 

実務経験のある教員の教育上の業績及び職務上の実績等 

氏名 実務経験の内容 実務経験をどう授業どのように活かしますか 

天野 透 ・愛知県立高等学校の保健体育教諭として３

８年間勤務し、保健主事、学年主任、生徒指

導主事を歴任した。また、その間、少年自然

の家や県警本部に出向し、学校教育と社会

教育との連携や青少年の健全育成に携わっ

た。 

・管理職としては、県立高等学校の教頭とし

て４年間、校長として７年間勤務した。 

・体育の実技に関しては保健体育教諭として授業を

行ってきた経験を指導に生かしており、特に陸上

競技は自分が専門に取り組んできた種目でもある

ため、競技者の目線で指導するよう努めている。 

・教職に関しては、高等学校での主任や管理職の経

験から、学校現場における実際の状況や喫緊の課

題について取り上げている。 

加藤 隆宏 ・業務プログラム設計および開発 

・業務システム設計および開発 

・ネットワーク制御システム設計および開発 

・プロジェクトマネジメント 

・システムパッケージ拡販 

・パソコンで利用される Office 製品は膨大な機能を

有しているが、その基本機能を紹介したうえで、よ

り実務的な操作方法、作成方法など実例を交えな

がらグループワークに生かしている。 

・コンピューターやネットワーク、世の中のコンピ

ューターシステム全般の基本的な仕組みや構造に

ついて、実際の開発経験を交えながら紹介してい

る。 

・様々な業種に接した経験やプロジェクトマネジメ

ントの経験から、会社組織に属するということは

どんなことかをキャリア教育に生かしている。 

後藤 多知子 ・愛知県公立中学校養護教諭勤務（正規採用）

9 年間、公立小学校養護教諭勤務 3 ヶ月（療

養休暇補充常勤講師） 

・豊田市立中学校心の相談員 2 年間 

・経験した事例（救急処置・健康相談・保健指導）を

紹介したり、健康観察、健康診断、環境衛生検査、

衛生管理、保健室経営などに必要な知識や技術の

修得に経験を生かしている。 

・現職教員や自治体職員等の人脈を生かし、授業講

師に招いたり、学生を学校保健室ボランティアと

して派遣している。 

佐藤 祐造 ・名古屋大学医学部附属病院、愛知学院大学

歯学部附属病院の他、いくつかのクリニッ

クで糖尿病を中心とした診療を行って来

た。また、糖尿病、糖尿病運動療法、スポー

ツ医学、学校保健等の分野で研究、研究指

導を行い、多数の学術論文、著書を刊行し

ている。 

・教員採用選考試験の合格を目標に、2018 年から指

導書「保健体育教師を目指して」（2018 年版、2019

年版、2020 年版）を作成し、授業で活用している。

（教育職入門、保健体育科教育法Ⅰ・Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ） 

･教育委員会及び管理職等の経験をもとに、特に学校

（管理下・外）で発生する事件・事故への具体的な

対応方法（危機管理）を活かしている。（全科目） 

 

 

 



氏名 実務経験の内容 実務経験をどう授業どのように活かしますか 

桜井 栄一 １．システムエンジニアとして、企業や学校

で使用するコンピューターシステムの開発

導入に携わった。 

２．社内外のコンピューター技術者に対する

技術教育（主に TCP/IP ネットワーク上のク

ライアント―サーバーシステムについて）

を行った。 

３．Microsoft 社等と提携し、社内外に対する

新技術（Microsoft Office 関連を含む）普

及を行った。 

４．社内のシステムエンジニアや営業担当者

に対する技術支援（技術的な問題が発生し

た際の解決支援や顧客に対する技術的な質

問対応等）を行った。 

１．それぞれの科目で学修させる内容（Word や Excel

の機能やコンピューターの基礎理論、インターネ

ットの仕組みや安全性確保等）について、これらが

現代社会でどのように使われ、学生が社会に出た

際にどのように利用できるかをシステム開発や技

術教育・支援の現場で得た知識・経験を基に具体的

に伝えている。 

２．実務経験を生かして学内ネットワークシステム

の設計・構築を行い、インターネット入門において

学内ネットワークの有効な活用法を教えている。 

佐藤 祐造 ・名古屋大学医学部附属病院、愛知学院大学

歯学部附属病院の他、いくつかのクリニッ

クで糖尿病を中心とした診療を行って来

た。また、糖尿病、糖尿病運動療法、スポー

ツ医学、学校保健等の分野で研究、研究指

導を行い、多数の学術論文、著書を刊行し

ている。 

・教員採用選考試験の合格を目標に、2018 年から指

導書「保健体育教師を目指して」（2018 年版、2019

年版、2020 年版）を作成し、授業で活用している。

（教育職入門、保健体育科教育法Ⅰ・Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ） 

･教育委員会及び管理職等の経験をもとに、特に学校

（管理下・外）で発生する事件・事故への具体的な

対応方法（危機管理）を活かしている。（全科目） 

鈴木 揚一 ・愛知県立高校教諭 23 年 

（保健主事、学年主任、総務主任、生徒指導

主事） 

・県教育委員会 4 年 

（安全担当） 

・県立高校教頭 7 年（1 校） 

・県立高校校長 4 年（1 校） 

・学校現場（学校管理下・外）で発生する殆どの事件・

事故を様々な立場から経験しており、危機管理を

主として実際の対応方法等を授業に活かしてい

る。（全科目） 

・教員採用選考試験の合格を目標に、指導書「保健体

育教師を目指して」を作成し、授業で活用してい

る。（教育職入門、保健体育科教育法Ⅰ・Ⅱ） 

舘 英津子 ・看護師 

大学病院などで循環器、CCU、腎臓内科な

どを中心とした内科病棟看護師として計 5

年間の臨床経験を積んだ。 

 

・保健師 

人口約 10 万の保健センターにて非常勤保

健師として健診業務などに携わった。 

学生は、年若く様々な経験が少ないためにテキス

ト等に書いてある抽象的な表現を具体的に想像する

ことが出来かったり、数少ない事例の印象にとらわ

れていたりすることが多い。 

そのため実際の医療現場や保健所などでケアする

側として接した人やその家族を特定されない形で事

例として紹介し、身近に感じてもらいながら学生の

中のイメージを豊かにするようにしている。 

 具体的には、けがや疾患、その処置方法、対象者

の苦痛（不安・悩みなどを含む）の様子、苦痛軽減

の方法や接し方などを講義や演習内で説明やデモン

ストレーションを示すときに生かしている。 

 

  



氏名 実務経験の内容 実務経験をどう授業どのように活かしますか 

田中 清子 昭和 48 年 4 月から平成 23 年までと平成 27

年から 28 年の 2 年間合計 40 年は、名古屋市

立の小学校養護教諭として勤務した。後半

は、保健主事の兼務や主任養護教諭としての

勤務もあった。 

 平成 24 年から 26 年までは、名古屋市こど

も適応相談センターの適応部で適応相談員と

して主に不登校の中学生の指導に当たった。 

保健科教育法Ⅰ，Ⅱでは、養護教諭として単独で

体育（保健領域）の指導に当たったり、ティームテ

ィーチングで担任や栄養士と共に指導を行ったりし

た経験をもとに中学校、高等学校の保健教育におけ

るポイントを指導内容に生かしている。特に、模擬

授業の指導実践に役立てている。 

 健康教育・保健室経営演習では、養護教諭、保健

主事として保健室経営を行ってきた経験を演習の指

導に生かしている。 

学校保健【健スポ】では、養護教諭として保健主

事として学校保健計画を立案し実践した経験を指導

に役立てている。 

特に、保健体育科教師として身につけておきたい学

校保健に関する知識および理解や技術を始め全校体

制での学校保健運営について、指導を行うのに役立

てている。 

中林 恭子 ＊神科病院および精神科クリニック 心理職 

心理療法、心理検査 

精神科リハビリテーション 

＊保健センター 臨床心理士 

発達障害の子どもの発達支援 

子育て支援 

＊公立中学校、私立高等学校スクールカウン

セラー 

生徒、保護者とのカウンセリング 

教員へのコンサルテーション 

連携・協働 

＊児童養護施設心理療法担当職員 

入所児童の遊戯療法、心理療法 

職員へのコンサルテーション、研修 

他機関との連携 

＊児童相談所一時保護所 スパーバイザー 

職員へのスーパービジョン 

＊心理学的支援法（概論） 

心理療法の経験を生かして、支援法の基本的な理

論、姿勢、コミュニケーションについて教える。 

＊心理的アセスメント 

心理検査の経験を生かして、心理的アセスメントの

方法、心理検査の分析、報告書の作成について教え

る。 

＊教育相談 

スクールカウンセラーの経験を生かして、カウンセ

リングの基本、学校で行われる教育相談、連携、協

働について教える。 

＊福祉心理学 

児童養護施設、児童相談所、保健センターでの経験

を生かして、児童福祉、児童虐待、発達障害、子育

て支援について教える。 

野村 隆英 医師としての実務経験は以下の通りである。 

 大学卒業後約 7 年間内科学教室に内科医と

して籍を置いた。その間、糖尿病、内分泌疾

患を中心とした内科診療、研究に従事した。

また、内科教室在籍中の 2 年間は米国インデ

ィアナ大学に留学し、脂質代謝の基礎的研究

に従事した。 

 内科教室から医学部薬理学教室に移った後

は、30 余年にわたり、医学部学生教育と薬

理学研究に従事した。薬理学での研究は、薬

物の臨床応用，作用機序、有害作用などにつ

いてである。また、薬理学教室に籍を置いて

いた期間の一部の期間には企業の産業医を兼

務した。 

 大学教員を退職後は、介護老人保健施設に

て非常勤医師としてこれまで 5 年間、老人介

護と医療の職に従事してきている。健康と老

い、病が混然となる高齢者では、今後解決す

べき社会的問題も山積しており、学ぶべき事

柄も多く、研究に取り組んでいる。 

現在の担当科目は、人体の解剖学、生理学、病理学

（病気の成り立ち）、薬理概論であり、これらは医

学の基礎となる知識と同時に、人の健康科学を考え

るための知識を提供できる。学生が将来、社会で活

躍するためのプロフェッショナリズムを形成するた

めに基礎医学・臨床医学の両観点から理論と実践を

踏まえて授業で学ことが、学びの意欲を引き出すに

は必要である。私は出来る限り、自らの医師として

の実務経験から、分かりやすいようなエピソードを

授業の中に盛り込んで話している。学びを志す学生

を鼓舞し、将来への希望を吹き込むため、私の医師

としての臨床、研究での実地経験が少しでも役に立

てるよう努力している。 

  



実務経験のある教員による授業科目一覧 

科目名 単位 年次 開講学期 担当教員 

健康へのアプローチ 2 1 集中 

佐藤 祐造 

土田 満 

野村 隆英 

野外活動・レクリエーション実践(バドミントン) 1 1 前期又は後期 天野 透 

インターネット入門 
1 

1 第 2 ｸｵｰﾀ 加藤 隆宏 

インターネット入門【再履修】 2 第 2 ｸｵｰﾀ 桜井 栄一 

パソコン演習(基礎) 
1 

1 第 1 ｸｵｰﾀ 加藤 隆宏 

パソコン演習(基礎)【再履修】 2 第 1 ｸｵｰﾀ 桜井 栄一 

パソコン演習(応用) 
2 

1 後期 加藤 隆宏 

パソコン演習(応用)【再履修】 2 後期 桜井 栄一 

心身健康論 2 1 前期 佐藤 祐造 

学校保健【健スポ】 
2 

1 後期 田中 清子 

学校保健【養護】 1 後期 後藤 多知子 

生活習慣病論 2 3 前期 佐藤 祐造 

ヘルスアセスメント 2 2 前期 舘 英津子 

薬理学概論 2 2 後期 野村 隆英 

看護学概論 2 1 後期 舘 英津子 

基礎看護方法論 2 2 前期 舘 英津子 

学校救急処置(臨床実習を含む。) 2 3 前期 舘 英津子 

養護概説 2 2 前期 後藤 多知子 

健康相談・健康相談活動 2 2 後期 後藤 多知子 

養護活動実習 2 3 通年 

田中 清子 

後藤 多知子 

舘 英津子 

健康教育・保健室経営演習 2 3 後期 田中 清子 

体育実技（陸上） 1 2 第 2 又は第 3 ｸｵｰﾀ 天野 透 

健康スポーツ医学(運動療法を含む。) 2 3 後期 佐藤 祐造 

心理学的支援法(概論) 2 1 後期 中林 恭子 

福祉心理学 2 3 後期 中林 恭子 

教育職入門 2 1 後期 鈴木 揚一 

保健体育科教育法Ⅰ 2 3 前期 鈴木 揚一 

保健体育科教育法Ⅱ 2 3 後期 鈴木 揚一 

保健科教育法Ⅰ 2 2 前期 田中 清子 

保健科教育法Ⅱ 2 2 後期 田中 清子 

※ 次の３科目（教育相談(カウンセリングを含む。)【養護】、解剖・生理学(人体の構造と機能及び疾病Ⅰ)【養護】、

病気の成り立ち(人体の構造と機能及び疾病Ⅱ)【養護】）については、クラス分けの関係から実務経験のある教員が

担当する科目より除外したため、シラバス（p.229～232）との差異が生じています。 

 


