
2021年度 実務経験のある教員等による授業科目一覧（経済経営学部経営学科）

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

白石　淳 教育学 １年 2 後期

私は、高校の教員として勤務していました。現在は、

学校評議員として教育現場に係っています。この授業

においてもその知見を活かして授業展開を行っていき

たいと考えています。

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

SSWerを週2回勤務しています。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

務めています。さらに他のNPO法人や社会福祉法人の

理事、監事も兼務しています。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ています。

濱野　貢 スポーツＡ １年 2 通年

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

社会教育として、スポーツ教育、スポーツイベントな

どに携わってきた経験を踏まえ、講義を行っていきた

いと考えています。

枡谷　隆男 世界の音楽 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。また、各大学、生涯学習セン

ター、博物館等の社会教育施設での指導経験も豊富で

す。専門は音楽です。42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。

平　利弘 東洋の美術 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てきまし

た。授業では、これらの経験を活かし、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、

鑑賞力のアップにつなげたいと思います。

平　利弘 ヨーロッパの美術 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てきまし

た。授業では、これらの経験を活かし、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、

鑑賞力のアップにつなげたいと思います。

全学共通

科目
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科目区分 科目担当者 科目名
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年

単
位
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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、高等学校の授

業内容の繰り返しではなく、発展的な学習ができるよ

うな講義を行います。

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

私は、国際コミュニティ開発NGOで15年の実務経験が

あります。この講義では、この経験で得た知見を活か

した講義を展開していきます。

ヒンクルマン

Ｄ.Ｗ.

グローバルボラン

ティアII
１年 2 後期

私は、国際コミュニティ開発NGOで15年の実務経験が

あります。この講義では、この経験で得た知見を活か

した講義を展開していきます。

松川　敏道 障害学 １年 2 後期

社会福祉士として障害者支援の実務に携わってきまし

た。その経験もふまえながら講義を展開していきま

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。

西谷　潤一
英語スキルアップ

Ａ
１年 2 後期

私は、教育委員会で諸外国からの英語指導助手の指導

監督や、高校での英語教育の実践に携わってきまし

た。これらの経験を活かし、①わかりやすい説明とそ

の理解の確認、②実際の場面での英語でのコミュニ

ケーションの工夫、③文化の違いに触れながら講義を

展開したい。

熊田　達夫
キャリアスキル基

礎
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
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。

早川　淑人

白石　英才

グローバルイン

ターンシップＩ
１年 2 通年

早川は、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　淑人

白石　英才

グローバルイン

ターンシップＩI
１年 2 通年

早川は、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。

全学共通

科目

専門科目
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単
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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。

廣崎　匡 職業と人生D ３年 2 後期

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。

赤羽　幸雄
ＩＴコーディネー

ト論
２年 2 後期

ITコーディネータ・防災士として、企業・団体・自治

体などを対象にIT（IoT、AI、FinTech）利活用、情報

セキュリティ、個人情報保護、事業継続計画（BCP）

に関するセミナー・研修・コンサルティングを行って

います。また、札幌市ITビジネス創造アドバイザーと

して、札幌市内の中小企業とIT企業のビジネスマッチ

ングやIT経営に関するイベントの企画・運営を行って

います。これらの実務経験を踏まえた実践的な講義を

行います。

赤羽　幸雄
ＩＴコーディネー

ト応用論
３年 2 後期

ITコーディネータ・防災士として、企業・団体・自治

体などを対象にIT（IoT、AI、FinTech）利活用、情報

セキュリティ、個人情報保護、事業継続計画（BCP）

に関するセミナー・研修・コンサルティングを行って

います。また、札幌市ITビジネス創造アドバイザーと

して、札幌市内の中小企業とIT企業のビジネスマッチ

ングやIT経営に関するイベントの企画・運営を行って

います。これらの実務経験を踏まえた実践的な講義を

行います。

専門科目
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単
位

期
間
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末富　弘 経営戦略論 ２年 2 後期

私は銀行の融資課長、支店長として多数の地域企業の

経営分析や経営指導を行ってきました。その経験を活

かし、具体的かつ実践的な授業を行います。また、大

学発ベンチャーの総務部長、営業開発部長、常務取締

役に７年間就任しており、実際に経営管理や経営戦略

の策定、事業計画の策定他経営全般に関与してきまし

た。これらの経験を基に、実践的かつ具体的な授業を

展開します。

末富　弘 経営管理論 ３年 2 前期

私は銀行の融資課長、支店長として多数の地域企業の

経営分析や経営指導を行ってきました。その経験を活

かし、具体的かつ実践的な授業を行います。また、大

学発ベンチャーの総務部長、営業開発部長、常務取締

役に７年間就任しており、実際に経営管理や経営戦略

の策定、事業計画の策定他経営全般に関与してきまし

た。これらの経験を基に、実践的かつ具体的な授業を

展開します。

川渕　正広 職業指導 ２年 4 通年

私は、１９８０年から３９年間商業科の教員として高

等学校に勤務してきました。その間、管理職、進路指

導主事、担任等を経験したので、講義内でその知見を

生かした授業展開を行っていきたいと考えています。

川渕　正広 商業概論 ２年 4 通年

私は、１９８０年から３９年間商業科の教員として高

等学校に勤務してきました。その間、北海道高等学校

校長協会商業部会の珠算専門委員、北海道珠算実務検

定作問委員等をしていたので、講義内でその知見を生

かした授業展開を行っていきたいと考えています。

玉山　和夫
キャリアマーケ

ティング
３年 2 後期

私は、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。それぞれの企業に採用

されるに際し、就職活動をしてきました。また、自分

の部署に採用するための面接も行ってきました。キャ

リア形成の実践経験から、この科目の授業展開を考え

ます。

専門科目
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単
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中谷　俊雄
ファイナンシャル

プランI
２年 2 前期

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、FP業を2001年

から始めて現在に至ります。FP技能士資格の授業も学

生・社会人を対象に実施しており、累積の講座時間は

3800時間を超えました。個人のマネー相談業務では、

資産形成や不動産活用、相続対策、生命・損害保険な

どの相談を引き受け、保険分野では個人及び小規模事

業者を顧客とした生命・損害保険の取扱いをしていま

す。この授業では、これらの経験を活かした内容を展

開していく予定です。

中谷　俊雄
ファイナンシャル

プランII
２年 2 後期

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、FP業を2001年

から始めて現在に至ります。FP技能士資格の授業も学

生・社会人を対象に実施しており、累積の講座時間は

3800時間を超えました。個人のマネー相談業務では、

資産形成や不動産活用、相続対策、生命・損害保険な

どの相談を引き受け、保険分野では個人及び小規模事

業者を顧客とした生命・損害保険の取扱いをしていま

す。この授業では、これらの経験を活かした内容を展

開していく予定です。

末富　弘 経営学入門 １年 2 前期

私は銀行の融資課長、支店長として多数の地域企業の

経営分析や経営指導を行ってきました。その経験を活

かし、具体的かつ実践的な授業を行います。また、大

学発ベンチャーの総務部長、営業開発部長、常務取締

役に７年間就任しており、実際に経営管理や経営戦略

の策定、事業計画の策定他経営全般に関与してきまし

た。これらの経験を基に、実践的かつ具体的な授業を

展開します。

吉川　敬花 ビジネス韓国語 ２年 2 後期

韓国との貿易ビジネス取引がある会社の就労経験にも

とづいた実務経験を生かし、講義でビジネスの実務の

紹介を行ったり、実際にビジネスで使われるシチュ

エーションを設定して講義を行う。

草野　竹史
ボランティアマネ

ジメント論
３年 2 前期

大学在学中に北海道最大級の野外音楽フェス「RISING

SUN ROCK FESTIVAL」における環境対策活動に参

加。その後、26歳で独立。約20年間、毎年約200名の

ボランティアの現場責任者を担いながら、持続可能な

フェスのあり方を追求。その経験を活かし、現在で

は、都市交通、子ども自然体験、エネルギー、災害支

援など分野問わず、ボランティアマネジメントを事業

として展開。これまでに延べ2万人を超える若者が参加

している。

川渕　正広 簿記Ⅰ １年 4 前期

私は、1980年から39年間商業科の教員として高等学校

に勤務してきました。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。

専門科目
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坂口　勝幸 簿記Ⅱ 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 簿記Ⅲ 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 工業簿記 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。

経済経営学部経営学科 合計 84 単位（全学共通科目 28 単位、専門科目 56 単位）

専門科目


