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石川　千温 企業の経営と仕事 ２年 2 後期

本講義は実務家（企業経営者）によるオムニバス講義であり、実務家の実務
経験が授業に直接生かされます。従って、履修者が社会に出たときにとても
役に立つ実践的授業と言えます。

田中　敦 現代の福祉 １年 2 前期

1999年よりNPOとして発達障害や精神疾患などにより不登校やひきこもる当
事者及び家族支援に従事するほか、2001年からは札幌市内の学校付相談
員、いわゆるSSWを週2回勤務している。また札幌市長からの委嘱を受け
2017年から札幌市子どもの権利委員会委員を務めている。さらに他のNPO
法人や社会福祉法人の理事、監事も兼務している。これら経験を講義のな
かで活かすことができればと考える。

平　利弘 東洋の美術 １年 2 前期

・美術館の学芸員として多様な美術作品にふれ、企画・展示するとともに、普
及事業の実施に携わった。授業では、個々の作品への読み解き（何が、ど
のように描かれているか、表現の効果はどうか、など）を基点にしながら、美
術がそれを味わう個々の鑑賞者の感情（自然の美、家族や隣人への愛、精
神の高揚感、笑いの感覚、モダンな浮遊感、恐怖や悲しみetc.）に結びつい
ている点も重視し、授業のフィードバックで個々の関心をひろい上げ、鑑賞
力のアップにつなげる。

平　利弘 ヨーロッパの美術 １年 2 後期

・美術館の学芸員として多様な美術作品にふれ、企画・展示するとともに、普
及事業の実施に携わった。授業では、個々の作品への読み解き（何が、ど
のように描かれているか、表現の効果はどうか、など）を基点にしながら、美
術がそれを味わう個々の鑑賞者の感情（自然の美、家族や隣人への愛、精
神の高揚感、笑いの感覚、モダンな浮遊感、恐怖や悲しみetc.）に結びつい
ている点も重視し、授業のフィードバックで個々の関心をひろい上げ、鑑賞
力のアップにつなげる。

木谷　満 日本文学 １年 2 後期
高等学校での古典の授業経験を踏まえ、高等学校での授業内容との重複
がないような講義を行います。

枡谷　隆男 世界の民族音楽 １年 2 前期

私は北海道高等学校教諭として1979年から36年間、私立幼稚園及び認定こ
ども園園長として2015年から5年間勤務してきました。専門は音楽です。41
年間の教職経験で得た知見を活かした授業を展開していきたいと考えてい
ます。

別当屋敷　美穂 職業と人生Ａ １年 2 後期

2007年より現在まで社会保険労務士、キャリアコンサルタントとして企業の
労務管理、就転職希望者の相談対応（特に学生等若年者）を行っています。
講義内では、実社会で起こりえる諸問題の対応や実例など交えてお話しした
いと思います。

別当屋敷　美穂 職業と人生Ｂ ２年 2 前期

2007年より現在まで社会保険労務士、キャリアコンサルタントとして企業の
労務管理、就転職希望者の相談対応（特に学生等若年者）を行っています。
講義内では、実社会で起こりえる諸問題の対応や実例など交えてお話しした
いと思います。

廣崎　匡 職業と人生Ｃ ３年 2 前期

この講義は、就職コンサルタントやキャリアコンサルタントとして各方面で活
躍する実務家による講義である。講義では、これまで長年にわたり企業の採
用や学生の就職活動に携わってきた知見を生かし、社会が求める能力と現
在の就職環境について教授する。

平野　恵子 職業と人生Ｄ ３年 2 前期

この講義は、就職コンサルタントやキャリアコンサルタントとして各方面で活
躍する実務家による講義である。講義では、これまで長年にわたり企業の採
用や学生の就職活動に携わってきた知見を生かし、社会が求める能力と現
在の就職環境について教授する。

濱野　貢 スポーツＡ １年 2 通年

濵野 
・札幌市の中学校、高校で教員として勤務していました。また、札幌市の職
員として青少年の健全育成に関わる業務に従事していました。これまでの学
校教育や地域行政が提供していたスポーツ教育、スポーツイベントを踏ま
え、講義を行っていきたいと考えています。

横江　光良
ファイナンシャルプラ
ンI

２年 2 前期

昭和55年より現在まで、損害保険・生命保険の実務をしております。平成4
年よりファイナンシャルプランナー、平成9年よりFP1級技能士・CFP、確定拠
出年金の導入時教育、こどもや大人を対象とした金銭・金融教育などの講
師をしております。今までの経験を活かして、実務や実生活に適応した授業
展開を行っていきます。

横江　光良
ファイナンシャルプラ
ンII

２年 2 後期

昭和55年より損害保険・生命保険の実務、平成4年よりファイナンシャルプラ
ンナーとして金銭・金融教育の講師を務めております。実生活に役立つ授業
展開を行っていきます。

玉山　和夫
コーポレートファイナ
ンス

３年 4 前期

担当者は、日本の証券会社で証券アナリスト、ストラテジストとして勤務した
経験を有します。また、日本、日米合弁、欧州の資産運用会社でポートフォ
リオ・マネジャーおよびその部門責任者として、資産運用の実際に携わって
きました。これら証券関係の業務に、通算16年間携わりました。また、金融
の世界に入る以前は、5年間、製造業の輸出部門で海外顧客向け営業と、
貿易実務に従事していました。これらの経験を活かして、実務や実生活に適
応した授業展開を行っていきます。

全学共通
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専門科目



2020年度　実務経験のある教員等による授業科目一覧　(経営学部会計ファイナンス学科) 

科目区分 科目担当者 科目名
学
年

単
位

期
間

実務経験の内容（シラバスから抜粋）

玉山　和夫 証券市場論 ２年 4 通年

担当者は、日本の証券会社で証券アナリスト、ストラテジストとして勤務した
経験を有します。また、日本、日米合弁、欧州の資産運用会社でポートフォ
リオ・マネジャーおよびその部門責任者として、資産運用の実際に携わって
きました。これら証券関係の業務に、通算16年間携わりました。また、金融
の世界に入る以前は、5年間、製造業の輸出部門で海外顧客向け営業と、
貿易実務に従事していました。これらの経験を活かして、実務や実生活に適
応した授業展開を行っていきます。

玉山　和夫 ファイナンス入門II １年 2 後期

担当者は、日本の証券会社で証券アナリスト、ストラテジストとして勤務した
経験を有します。また、日本、日米合弁、欧州の資産運用会社でポートフォ
リオ・マネジャーおよびその部門責任者として、資産運用の実際に携わって
きました。これら証券関係の業務に、通算16年間携わりました。また、金融
の世界に入る以前は、5年間、製造業の輸出部門で海外顧客向け営業と、
貿易実務に従事していました。これらの経験を活かして、実務や実生活に適
応した授業展開を行っていきます。

溝江　諭 税務会計論 ３年 4 通年
担当者は、税理士、社会保険労務士、行政書士である。授業では、これらの
経験を活かしながら、実務上の問題点等も解説する。

坂口　勝幸 株式会社会計基礎 １年 4 後期

前職（高等学校商業科教員）で培った、科目「簿記」「財務会計」「原価計算」
の指導経験や、簿記部顧問として高度な資格取得に取り組んだ経験を活か
し、計画的かつ意欲的に学べるよう、教材の精選や無理の無い運営を行い
たい。

坂口　勝幸
株式会社会計基礎演
習

１年 2 後期

前職（高等学校商業科教員）で培った、科目「簿記」「財務会計」「原価計算」
の指導経験や、簿記部顧問として高度な資格取得を行った経験を活かし、
適切な教材提示と成果を認識できるきめ細かな運営をおこなう。

坂口　勝幸 個人企業会計基礎 １年 4 前期
前職（高等学校商業科教員）で培った、科目「簿記」「財務会計」「原価計算」
の指導経験を活かし、演習を重視したきめ細かな運営を行う。

坂口　勝幸
個人企業会計基礎演
習

１年 2 前期

前職（高等学校商業科教員）で培った、科目「簿記」「財務会計」「原価計算」
の指導経験を活かし、計画的かつ意欲的に学べるよう、教材の精選や無理
の無い運営を行いたい。

坂口　勝幸 製造業会計基礎 １年 4 後期

前職（高等学校商業科教員）で培った、科目「簿記」「財務会計」「原価計算」
の指導経験や、簿記部顧問として高度な資格取得に取り組んだ経験を活か
し、計画的かつ意欲的に学べるよう、教材の精選や無理の無い運営を行い
たい。

三好　元 中小企業論 ２年 2 前期
長年に行ってきた中小企業の調査や，中小企業診断士の試験内容を活かし
ながら講義を展開している。

三好　元 中小企業金融論 ３年 4 後期 長年に行ってきた金融機関の調査を活かしながら講義を展開している。

三好　元 フィールド実践I ２年 2 前期
長年に行ってきた中小企業の調査や，中小企業診断士の試験内容を活かし
ながら講義を展開している。

三好　元 フィールド実践II ２年 2 後期 長年に行ってきた金融機関の調査を活かしながら講義を展開している。

三好　元 フィールド実践III ３年 4 通年
長年行ってきた三好ゼミの調査報告を活用しながら講義を展開している。

中谷　俊雄 ファイナンス入門Ｉ １年 2 前期

私は、不動産業界に従事しながら1998年にファイナンシャル・プランナー
（FP)資格を取得し、2001年からFP業を始め現在に至ります。教育機関では
道内2つの専門学校で授業を受け持ち、社会人向けにはFP技能士資格のス
クールを主宰しています。FP技能士資格の講座時間は累積3700時間を超え
ました。 
個人からライフプランを考える相談や、資産形成や不動産活用、相続対策、
生命保険などの相談を受けていることから、本講義にもライフプランとマネー
プラン、その中にある問題へのアドバイス経験などを取り入れています。

中谷　俊雄
ファイナンシャルプラ
ンI

２年 2 前期

私は、不動産業界に従事しながら1998年にファイナンシャル・プランナー
（FP)資格を取得し、2001年からFP業を始め現在に至ります。教育機関では
道内2つの専門学校で授業を受け持ち、社会人向けにはFP技能士資格のス
クールを主宰しています。FP技能士資格の講座時間は累積3700時間を超え
ました。 
個人からライフプランを考える相談や、資産形成や不動産活用、相続対策、
生命保険などの相談を受けていることから、本講義にもライフプランとマネー
プラン、その中にある問題へのアドバイス経験などを取り入れています。

中谷　俊雄
ファイナンシャルプラ
ンII

２年 2 後期

私は、不動産業界に従事しながら1998年にファイナンシャル・プランナー
（FP)資格を取得し、2001年からFP業を始め現在に至ります。教育機関では
道内2つの専門学校で授業を受け持ち、社会人向けにはFP技能士資格のス
クールを主宰しています。FP技能士資格の講座時間は累積3700時間を超え
ました。 
個人からライフプランを考える相談や、資産形成や不動産活用、相続対策、
生命保険などの相談を受けていることから、本講義にもライフプランとマネー
プラン、その中にある問題へのアドバイス経験などを取り入れています。
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播磨谷　浩三 地域金融論 ３年 2 集中

中央信託銀行（現三井住友信託銀行）で5年間の勤務経験があり、かつ同
行が北海道拓殖銀行と合併した経緯があることから、実務的な視点を交え
て地域金融の役割や重要性（特に北海道における）について授業を展開す
る予定です。

邵　藍蘭 国際会計論 ３年 2 前期

第８－９回の内容について、IFRS導入当時、オーストラリア在外研究期間中
ということで、リアルな現地情報を生きた教材として授業で利用できる。2000
年代国際会計基準の動きは最も活発な時期に頻繁に中国を訪問、中国の
国際会計基準への対応における苦悩等、本や教科書では得られない情報
は受講生に面白く伝えられる。

経営学部 会計ファイナンス学科 合計 80 単位（全学共通科目 22 単位　専門科目 58 単位）

専門科目


