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菊地　達夫 人文地理学概説 １年 2 後期

私は高等学校教諭（地理歴史・公民科）として5年間勤務してきました。この
間、教育実習生の指導も行ってきました。現在でも、現場教員（小中高）との
研究会等を通じた交流を継続しており、そうした知見も授業展開に活かして
いきたいと思います。

菊地　達夫 自然地理学概説 １年 2 後期

私は、高等学校教諭（地理歴史科・公民科）として、５年間勤務してきました。
その間、教育実習生の指導も担当しました。現在でも、現場教員（小中高）と
の研究会等を通じた交流を継続しており、そうした知見も授業展開に活かし
ていきたいと思います。

菊地　達夫 地誌学概説 １年 2 前期

私は、高等学校教諭（地理歴史科・公民科）として、５年間勤務してきました。
その間、教育実習生の指導も担当しました。現在でも、現場教員（小中高）と
の研究会等を通じた交流を継続しており、そうした知見も授業展開に活かし
ていきたいと思います。

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。

ヒンクルマン　Ｄ.Ｗ.
グローバルボランティ
アＩ

１年 2 後期

担当者は、国際コミュニティ開発NGOで15年の実務経験があります。 その
後、日本の大学で異文化交流を教え30年の実績があります。 さらに、コミュ
ニケーションスキルの教科書、教室で使用するための配布資料を作成し、練
習用のインタラクティブなビデオを準備しています。

ヒンクルマン　Ｄ.Ｗ.
グローバルボランティ
アII

２年 2 後期

担当者は、国際コミュニティ開発NGOで15年の実務経験があります。 その
後、日本の大学で異文化交流を教え30年の実績があります。 さらに、コミュ
ニケーションスキルの教科書、教室で使用するための配布資料を作成し、練
習用のインタラクティブなビデオを準備しています。

白石　英才.早川
淑人

グローバルインターン
シップＩ

１年 2 通年

担当教員の実務経験：早川保険貿易事務所の経営者としてこれまで約３０
年、保険、リスクマネジメント及び貿易コンサルティングに携わってきました。
特にマレーシアをはじめとする東南アジア諸国とのビジネスや宗教対策にお
いて培ってきた経験をグローバルインターンシップにおいても発揮すべく、実
践的な教育プログラムとなるよう制度設計しています。また、経営者の視点
から就職活動に対する助言も行いたいと思います（早川）。

白石　英才.早川
淑人

グローバルインターン
シップＩI

２年 2 通年

担当教員の実務経験：早川保険貿易事務所の経営者としてこれまで約３０
年、保険、リスクマネジメント及び貿易コンサルティングに携わってきました。
特にマレーシアをはじめとする東南アジア諸国とのビジネスや宗教対策にお
いて培ってきた経験をグローバルインターンシップにおいても発揮すべく、実
践的な教育プログラムとなるよう制度設計しています。また、経営者の視点
から就職活動に対する助言も行いたいと思います（早川）。
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櫻澤　智志
プロジェクトマネジメ
ント入門

１年 2
前期
前半

講師は、日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社に勤務するア
ドバイザリープロジェクトマネジャーです。 
金融機関向けに、システムやアプリを構築・開発しデリバリーするプロジェク
トを数多く経験しています。 
本講義は、現場での経験も紹介しながら、プロジェクトマネジメント知識の基
礎を「楽しく」学習できるカリキュラムです。 
毎週楽しみに来てもらえる講義を目指します。 
また、社会人の先輩として、みなさんにとって良き相談相手でありたいと考え
ています。 
※道内企業のプロジェクトマネジャーが、サブ講師としてみなさんをサポート
します。

佐藤　満 全学共通特別演習Ａ ２年 2 前期

特別支援学校での教職経験・福祉事業所での勤務経験があり、特別支援教
育対象の児童生徒の実際的な理解と指導方法を基に受講生に対し、実践
的な教育を行っている。また、受講生の多くが教員採用試験に合格している
経験から受講生一人一人の進度に合った講義を行っている。

矢川　美惠子 全学共通特別演習Ｂ ２年 2 後期

ANA客室乗務員として33年間勤務後、現在ANAビジネスソリューション研修
講師として活動中。現場でのお客様対応、部門内での品質向上策策定や
PDCAサイクル仕組み作り、人財育成に従事した経験から培ったホスピタリ
ティマネジメントの本質を講義で伝え、演習を通し体感していただく授業を行
います。

矢川　美惠子 全学共通特別演習Ｃ ３年 2 前期

ANA客室乗務員として33年間勤務後、現在ANAビジネスソリューション研修
講師として活動中。現場でのお客様対応、部門内での品質向上策策定や
PDCAサイクル仕組み作り、人財育成に従事した経験から培ったホスピタリ
ティマネジメントの本質を講義で伝え、演習を通し体感していただく授業を行
います。

望月　和代.定平
憲之

全学共通特別演習Ｄ ３年 2 後期

望月：精神科医療、精神保健、司法福祉の分野での実践経験があり、また、
精神保健福祉士の国家資格を有している。これらの経験や資格を生かし
て、国家試験合格のための双方向性のある授業を展開する。
定平：精神科医療、司法福祉、精神保健福祉士養成分野での実務経験があ
り、精神保健福祉士の国家資格を有している。これらの経験や資格を生かし
て、国家試験合格のための双方向性のある授業を展開する。

山岡　正司 外国書講読Ｂ ２年 2 後期

私は現在まで、公立・私立高校の教員（進路指導部長）、教育行政職員（指
導主事など）、及び校長・教頭の管理職を経験してきました。専門は英語・英
文学です。講義内でその知見を活かした授業展開や、教員採用試験などに
関する情報提供、面接練習を行っていきたいと考えています。

荻野　昭一
会社法Ａ（ガヴァナン
ス）

２年 2 前期
教員のこれまでの経験（中央省庁における法令立案経験及び民間企業にお
ける法令運用経験）を反映した授業展開を行う。

荻野　昭一
会社法Ｂ（ファイナン
ス）

２年 2 後期
教員のこれまでの経験（中央省庁における法令立案経験及び民間企業にお
ける法令運用経験）を反映した授業展開を行う。

荻野　昭一 会社法Ｃ（組織再編） ３年 2 前期
教員のこれまでの経験（中央省庁における法令立案経験及び民間企業にお
ける法令運用経験）を反映した授業展開を行う。

熊田　達夫 キャリアスキル基礎Ａ １年 2 前期
私は36年間の道立高校の数学の教員としての経歴を持ち、その経験を生か
して学生とともにわかる授業を追及していきます。

熊田　達夫 キャリアスキル応用Ａ １年 2 後期
私は36年間の道立高校の数学の教員としての経歴を持ち、その経験を生か
して学生とともにわかる授業を追及していきます。

山岡　正司 キャリアスキル応用Ｂ ２年 2 前期

私は現在まで、公立・私立高校の教員（進路指導部長）、教育行政職員（指
導主事など）、及び校長・教頭の管理職を経験してきました。 
専門は英語・英文学です。講義内でその知見を活かした授業展開や、教員
採用試験などに関する情報提供、面接練習を行っていきたいと考えていま
す。

谷口　茂樹 行政学特論Ａ ２年 2 前期

北海道警察官（北海道）及び警察庁警察官（国）として、刑事等のフィールド
ワークをはじめ、警察署長や警察本部の部長、方面本部長等のポストに就
き、多くの部署で様々な警察活動・運営に当たってきた。これらの経験を活
かして、警察の仕組みや活動内容、その目的とするところ、仕事のやりがい
などについて、具体的で分かりやすい講義を展開し、将来、警察という職業
を希望する学生の期待に応えたい。

鈴木　英昭 行政学特論Ｂ ２年 2 前期

札幌市消防局において、消防署長、警防部長、消防学校長として勤務し、職
員への実務指導を経験した後、公益財団法人北海道消防協会事務局長と
して全道の消防職団員への研修も担当してきており、公務員（特に「消防職
員」）を目指す、熱意を持った方々がその希望を実現できるような授業を実
施したいと考えていますので、志のある方の授業参加を待っています。

高田　耕平 刑法総論Ｉ １年 2 後期
担当教員は、日常業務として刑事事件を取り扱う現役弁護士です。理論的
視点と実務的視点の双方を取り入れた実践的な授業を行います。

高田　耕平 刑法総論ⅠⅠ ２年 2 前期
担当教員は、日常業務として刑事事件を取り扱う現役弁護士です。理論的
視点と実務的視点の双方を取り入れた実践的な授業を行います。
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高田　耕平 刑法各論Ｉ ３年 2 前期
担当教員は、日常業務として刑事事件を取り扱う現役弁護士です。理論的
視点と実務的視点の双方を取り入れた実践的な授業を行います。

高田　耕平 刑法各論ＩＩ ３年 2 後期
担当教員は、日常業務として刑事事件を取り扱う現役弁護士です。理論的
視点と実務的視点の双方を取り入れた実践的な授業を行います。

神元　隆賢 刑事政策 ２年 2 前期
（財）交通事故紛争処理センター判例調査室 判例調査員(1996-2008)の経
歴に照らし、交通犯罪にかかる多様な事案を解説する。

小林　友彦 国際法 ２年 2 前期

担当教員は国際紛争処理を担当した実務経験を有するため、紛争処理過
程をシミュレーションできるようなディベートまたは模擬交渉を取り入れる。

阿部　智巳
公務員対策特別演習
Ａ

２年 2 前期

高校受験・大学受験・公務員受験対策の学友館の経営および学習指導に
加え、公務員指導に関してはワセダセミナー、LECの大手公務員予備校や
他大学での経験を生かして、学生に合わせた自作のレジュメを交えながら指
導していく。

阿部　智巳
公務員対策特別演習
Ｂ

２年 2 後期

高校受験・大学受験・公務員受験対策の学友館の経営および学習指導に
加え、公務員指導に関してはワセダセミナー、LECの大手公務員予備校や
他大学での経験を生かして、学生に合わせた自作のレジュメを交えながら指
導していく。

阿部　智巳
公務員対策特別演習
Ｇ

３年 2 前期

高校受験・大学受験・公務員受験対策の学友館の経営および学習指導に
加え、公務員指導に関してはワセダセミナー、LECの大手公務員予備校や
他大学での経験を生かして、学生に合わせた自作のレジュメを交えながら指
導していく。

阿部　智巳.谷口
茂樹

公務員対策特別演習
Ｈ

３年 2 後期

北海道警察官（北海道）及び警察庁警察官（国）として、刑事等のフィールド
ワークをはじめ、警察署長や警察本部の部長、方面本部長等のポストに就
き、様々な警察活動を経験してきた。また、警察や民間会社で、採用面接官
や昇任試験の採点等も行ってきたので、これらの経験を活かして授業を展
開していくこととしている。

荻野　昭一 商法総則・商行為法 ３年 2 後期
教員のこれまでの経験（中央省庁における法令立案経験及び民間企業にお
ける法令運用経験）を反映した授業展開を行う。

原　琢磨 情報と法 ２年 2 後期

弁護士として，情報法分野の紛争の解決に取り組んでいる実務経験を生か
して，実際起きている問題とそれに対する解決の在り方について講義してい
きます。

川股　修二 税法Ｉ（概説） ２年 2 前期

私は、現在まで、25年間、税理士として納税者の税務申告業務等に携わっ
てきています。講義内では、実務において経験したことなど、その知見を活
かした授業展開を行っていきたいと考えています。

岩下　誠 税法ＩＩ（法人税法） ３年 2 後期

１４年間にわたる税理士事務所への勤務、うち６年間の税理士として勤務し
てきました。税を取り巻く仕事に永らく関わってきた経験から、実務で特に重
要とされることや法律としての税への理解を活かした授業展開を行っていき
たいと考えています。

吉田　博 地方自治論 ２年 2 前期

札幌市職員として財政や都市経営部門、さらには、区役所の勤務などを経
験して、数々の政策立案、事業実施にあたってきました。まさに理論と現場
の融合を実際に体験してきたことから、講義では、この知見を生かした授業
展開をしていきたいと考えています。

原　琢磨
知的財産法Ａ（著作
権法その他）

３年 2 前期

弁護士として知的財産法の法律相談や事案の解決，知的財産法の研鑽に
努めてきました。講義ではその知見を活かした授業展開をしていきたいと考
えています。

原　琢磨
知的財産法Ｂ（特許
法その他）

３年 2 後期
弁護士としての知的財産法に関する法律相談や研鑽を踏まえて，実務経験
を活かした講義を行います。

佐藤　立.寺田　英
司

地域インターンシップ
Ｂ

２年 2 前期

寺田…NPO法人代表理事（教育分野）、会社経営、公共コンサルティング
（自治体向けコンサルティング）、通信制高校非常勤講師、北海道大学客員
教授などの経験を活かし、事業の社会的意義だけなく経営的な観点も踏ま
えた持続的な社会変革のあり方を柱に授業を展開します。
佐藤…NPO法人理事、新卒採用コンサルテイング、地方議会議員などの経
験を活かし、言葉には十分あらわれない社会の現実を踏まえた、めざすべき
社会の構築を柱に授業を展開します。

荻野　昭一 法政総合講座Ｃ ２年 2 後期
教員のこれまでの経験（中央省庁における業者監督行政）を反映した授業
展開を行う。

荻野　昭一 法職ゼミナールＩ ２年 2 前期
教員のこれまでの経験（中央省庁における法令立案経験及び民間企業にお
ける法令運用経験）を反映した授業展開を行う。

荻野　昭一 法職ゼミナールＩＩ ２年 2 後期
教員のこれまでの経験（中央省庁における法令立案経験及び民間企業にお
ける法令運用経験）を反映した授業展開を行う。

鈴木　英昭 法政特殊講義Ｃ ２年 2 後期

札幌市消防局において、消防署長、警防部長、消防学校長として勤務し、職
員への実務指導を経験した後、公益財団法人北海道消防協会事務局長と
して全道の消防職団員への研修も担当してきており、公務員（特に「消防職
員」）を目指す、熱意を持った方々がその希望を実現できるような授業を実
施したいと考えていますので、志のある方の授業参加を待っています。

専門科目
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谷口　茂樹 法政特殊講義Ｄ ２年 2 後期

北海道警察官（北海道）及び警察庁警察官（国）として、刑事等のフィールド
ワークをはじめ、警察署長や警察本部の部長、方面本部長等のポストに就
き、多くの部署で様々な行政活動に携わってきた。これらの経験を活かし
て、行政の組織や活動内容、その目的とするところなどについて、具体的で
分かりやすい講義を展開し、将来、警察職員をはじめとする公務員という職
業を希望する学生の期待に応えたい。

横路　俊一 民事訴訟法Ｉ ３年 2 前期

担当者は現役の弁護士であり，訴状等のモデルを用いながら，実際の訴訟
手続の流れに即して，実務の運用にも触れつつ手続の中で問題となる諸論
点について解説します。

横路　俊一 民事訴訟法ＩＩ ３年 2 後期
担当者は現役の弁護士であり，実務経験に即して，各手続の実務的及び理
論的意義を解説する。

横路　俊一 労働法Ａ ２年 2 前期
担当者は現役の弁護士であり，実務経験に基づいて各項目の解説を行う。

横路　俊一 労働法Ｂ ２年 2 後期 担当者は現役の弁護士であり，実務経験に基づき各項目の解説を行う。

法学部 法律学科 合計 108 単位（全学共通科目 36 単位　専門科目 72 単位）

専門科目


