
令和４年度　実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

静岡大学

科目名 クラス 対象学部 担当教員名 単位数 学期 曜日時限 備考

ＥＳＰⅠ（留学） 工１３ 情・工 安冨　勇希 2 前期 水1･2

ＥＳＰⅠ（留学） 情工５ 情・工 安冨　勇希 2 前期 水3･4

ＥＳＰⅡ（地域） 情工 情・工 安冨　勇希 2 後期 集中

キャリアデザイン 情１ 情 川合　智之 1 前期 集中

キャリアデザイン 情２ 情 滑田　明暢 1 後期 集中

キャリアデザイン 学部共通１ 人昼・教・理・農 滑田　明暢 1 前期 集中

キャリアデザイン 学部共通２ 人昼・教・理・農 滑田　明暢 1 後期 集中

日本国憲法 学部共通２ 人昼・人夜・教・理・農 岡田　安功 2 前期 火3･4

日本国憲法 学部共通３ 人昼・人夜・教・理・農 岡田　安功 2 後期 火3･4

現代の社会 学部共通２ 人昼・人夜・教・理・農 石原　剛志 2 後期 火3･4

経営と経済Ａ 情工２ 情・工 梶原　千里 2 前期 火1･2

経営と経済Ａ 情工３ 情・工 李　皓 2 前期 火3･4

経営と経済Ａ 工４ 情・工 永吉　実武 2 前期 水3･4

ＡＢＰ－ＥＮ　法と社会 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 土生　英里 2 後期 火3･4

ＡＢＰ－ＥＮ　国際社会と日本 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 モベディ　エブル 2 前期 月5･6

ＡＢＰ－ＥＮ　経営と経済Ａ 情工１ 情・工 モベディ　エブル 2 前期 火1･2

数理の構造 情工２ 情・工 和田　忠浩 2 後期 金5･6

生物と環境 情工１ 情・工 戸田　三津夫 2 前期 火1･2

ＡＢＰ－ＥＮ　自然と物理 情工１ 情・工 MOBEDI MOGHTADA 2 後期 火3･4

茶の世界 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 小二田　誠二 2 前期 金3･4

地域社会連携を考える 情 情・工 清水　一男 2 前期 水3･4

静岡県の防災・減災と原子力 情工 情・工 大矢　恭久 2 後期 金5･6

静岡県の防災・減災と原子力 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 大矢　恭久 2 前期 金3･4

浜松市の交通と観光を考える 情工 情・工 戸田　三津夫 2 前期 金3･4

地域メディア論 情 情・工 赤尾　晃一 2 前期 水3･4

地域の人と文字文化 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 杉﨑　哲子 2 前期 月5･6

国際貿易のルールと世界貿易機関（WTO）

学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 土生　英里 2 後期 月5･6

日本法と発展途上国支援 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 土生　英里 2 後期 水1･2

地震防災 情工 情・工 小杉　素子 2 前期 火3･4

地震防災 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 牛山　素行 2 前期 金3･4

地域社会と災害 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 牛山　素行 2 後期 火3･4

防災科学実習 情工 情・工 小杉　素子 1 通年 集中

ふじのくに学（富士山の自然と社会） 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 小山　眞人 2 通年 集中

災害のリスクマネジメント 情工 情・工 小杉　素子 2 後期 水3･4

起業論 情工 情・工 白井　靖人 2 後期 水3･4

地域連携プロジェクト型セミナー 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 滑田　明暢 2 後期 月5･6

消費について考えよう 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 色川　卓男 2 後期 月5･6

共生社会とピアサポート 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 生川　友恒 2 後期 月5･6

社会資本マネジメント論 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 岩田　孝仁 2 後期 月5･6

公共施設デザイン論 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 岩田　孝仁 2 前期 金3･4

地域産業とキャリア 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 宇賀田　栄次 2 後期 水1･2

Pythonで学ぶプログラミング入門 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 永田　正樹 2 後期 火3･4

青年期のメンタルヘルス 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 古橋　裕子 2 前期 金3･4

インターンシップの理論と実践 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 宇賀田　栄次 2 前期 集中

人体の構造と機能及び疾病 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 森　俊明 2 後期 水1･2

囲碁を通じて学ぶ総合力 情工 情・工 堀内　裕晃 2 後期 金3･4

囲碁を通じて学ぶ総合力 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 堀内　裕晃 2 前期 金3･4

技術と人間 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 紅林　秀治 2 後期 月5･6

エネルギーと環境 情工 情・工 大矢　恭久 2 前期 金3･4

エネルギーと環境 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 大矢　恭久 2 後期 金3･4

知的財産実践（インターンシップ） 情工 情・工 清水　一男 2 通年 集中

ABP-EN Global Business Studies 情工１ 情・工 藤巻　義博 2 前期 火3･4

ABP-EN Global Business Studies 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 藤巻　義博 2 前期 月5･6

ＡＢＰ　海外研修Ⅰ 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 藤巻　義博 2 前期 集中

地域創造概論 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 水谷　洋一 2 前期 火3･4

地域サステナビリティ概論 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 国京　則幸 2 後期 水1･2

ＡＢＰ　日本の地理 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 原田　寿和 1 後期 金7･8

ＡＢＰ　日本の政治 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 原田　寿和 1 後期 金5･6

発達と学習 情工 情・工 金子　泰之 2 前期 木5･6

教育と社会 教（Ａ組） 教 島田　桂吾 2 前期 木3･4



教育と社会 教（Ｂ組） 教 小岱　和代 2 前期 木3･4

教育と社会 教（Ｃ組） 教 吉澤　勝治 2 前期 木3･4

（中等）発達と学習 学部共通１ 人昼・人夜・教・理・農 金子　泰之 2 前期 月9･10

（中等）発達と学習 学部共通２ 人昼・人夜・教・理・農 金子　泰之 2 後期 月9･10

※全学教育科目のうち、新入生セミナー、英語（ESP以外）、初修外国語、健康体育等を除く科目を掲載しています。

※上記以外の科目（専門科目等を含む）については、シラバス検索画面のフリーワード欄に「実務経験教員あり」又は「実践的教育から

　 構成」と入力いただくことで検索が可能です。


