
[平成２５年度設置］

　　　計画の区分：学部の設置　　　　　　　　　　　　　　　注１
札幌大学　地域共創学群　人間社会学域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注２
【届出】設置に係る設置計画履行状況報告書

学校法人札幌大学　　　

平成２６年５月１日現在　　　作成担当者　　担当部局（課）名　　経営企画室　　　職名・氏名　　参事サンジ　宮　原　卓　哉ミヤ ハラ タク ヤ

届出

大学番号：私002注３

　　　職名・氏名　　参事　宮　原　卓　哉　　　電話番号　　０１１－８５２－９１００　　　（夜間）　　０１１－８５２－１１８１　　　Ｆ Ａ Ｘ　　０１１－８５６－０８１３　　　ｅ－mail　　miyahara@ofc.sapporo-u.ac.jp（注）１　「計画の区分」は設置時の基本計画書「計画の区分」と同様に記載してください。　　　２　大学院の場合は、表題を「○○大学大学院　・・・」と記入してください。　　　　　設置時から対象学部等の名称変更があった場合には，表題には設置時の旧名称を記載し，その下欄に　　　　　（　　）書きにて，現在の名称を記載してください。　　　　　例）　○○大学　△△学部　　　　　　　　　　　　（□□学部（平成◇◇年度より変更））　　　　　表題は「計画の区分」に従い、記入してください。　　　　　例）　　　　　・学部の設置の場合：「○○大学　△△学部」　　　　　・学部の学科の設置の場合：「○○大学　△△学部　□□学科」　　　　　・短期大学の学科の設置の場合：「○○短期大学　△△学科」　　　　　・大学院の研究科の設置の場合：「○○大学大学院　○○研究科」　　　　　・通信教育課程の開設の場合：「○○大学　△△学部　□□学科（通信教育課程）」　　　　　※「留意事項実施状況報告書」の場合は，表題を修正してください。　　　３　大学番号の欄については、平成２６年３月２０日付事務連絡「大学等の設置に係る設置計画履行状況報告　　　　　書等の提出について（依頼）」の別紙に記載のある大学番号を記載してください。
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設　　置　　時 変　更　状　況 備　　　考（ サトウ　トシオ ）佐　藤　俊　夫（平成２１年８月２０日）（ クワバラ　マサト ）桑　原　真　人（平成２３年４月１日）学　　長
職　　名

１　調査対象大学等の概要等（１） 設　置　者　　　　学校法人札幌大学　　　　札幌大学
　　　　北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目３番１号

　　　　記入してください。

（注）・対象学部等の位置が大学本部の位置と異なる場合，本部の位置を（　）書きで記入してください。　　　・対象学部等が複数のキャンパスに所在する場合には，複数のキャンパスの所在地をそれぞれ記載して　　　　ください。
理 事 長

（４） 管理運営組織

（２） 大　学　名
　　　〒０６２－８５２０（３） 大学の位置

学 部 長学科長等
（注）・「変更状況」は，変更があった場合に記入し，併せて「備考」に変更の理由と変更年月日，報告年度を　　　（　）書きで記入してください。　　　　　　平成２６年度に報告する内容　→（26）　　　・昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更があれば，「変更状況」に赤字にて記載（昨年度までに報告　　　　された記載があれば，そこに赤字で見え消し修正）するとともに，上記と同様に，「備考」に変更理由等を　　　・大学院の場合には，「職名」を「研究科長」等と修正して記入してください。
　　　（例）平成２４年度に報告済の内容　→（24）



　　　に報告書を作成してください。　地域共創学群　　人間社会学域　学士（経済学）　学士（英語）　学士(ロシア語)　学士（経営学）　学士（法学）　学士（文化学）
対象年度区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期人 人 人 人 900人 人 900人 人(　－　 　)[ 　20　　 ]

　　　　　　　 備　　考平成２５年度Ａ　 入学定員 平成２４年度 平均入学定員超 過 率　（５）－②　調査対象学部等の入学者の状況平成２３年度 平成２６年度（注）・定員を変更した場合は，「備考」に変更前の人数，変更年月及び報告年度を（　）書きで記入してください。
3600人－9004

　（５）－①　調査対象学部等の名称，定員調査対象学部等の名称（学位） 備　　　　　考収容定員編入学定員入学定員設 置 時 の 計 画修業年限
（５）　調査対象学部等の名称，定員，入学者の状況等（注）・　当該調査対象の学部の学科または研究科の専攻等，定員を定めている組織ごとに記入してください。　　　　修業年限に合わせて作成してください。（修業年限が３年以下の場合には欄を削除し，５年以上の場合　　　・　様式は，平成２３年度開設の４年制の学科の場合（平成２６年度までの４年間）ですが，開設年度・　　　　には，欄を設けてください。）

人年次人年

[ 　　　 ](　　 　)[ 　　　 ](　　 　) (　－　 　)[ 　20　　 ]2201 1691(　 　) (　 　) (　 　) (　 　) (　－ 　) (　－ 　) (3(2年次)) (　－ 　)[ 　 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 21　 ] [ －　 ] [ 16　 ] [ －　 ]2180 1659(　 　) (　 　) (　 　) (　 　) (　－ 　) (　－ 　) (3(2年次)) (　－ 　)[ 　 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 21　 ] [ －　 ] [ 16　 ] [ －　 ]1982 1496(　 　) (　 　) (　 　) (　 　) (　－ 　) (　－ 　) (3(2年次)) (　－ 　)[ 　 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 20　 ] [ －　 ] [ 11　 ] [ －　 ]756 617(　 　) (　 　) (　 　) (　 　) (　－ 　) (　－ 　) (2(2年次)) (　－ 　)[ 　 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 　 ] [ 16　 ] [ －　 ] [ 10　 ] [ －　 ]入学定員超過率Ｂ／Ａ　　　　「－」を記入してください。　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で内数で内数で内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して　　　　ください。　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を　　　　記載してください。　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は、春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は、その他の学期欄は「－」を記入して　　　　ください。また、その他の学期に入学定員を設けている場合は、備考欄にその人数を記入してください。

Ｂ　 入学者数
[ 　20　　 ]受験者数志願者数

合格者数
（注）・　数字は，平成２６年５月１日現在の数字を記入してください。　　　・　（　 ）内には，編入学の状況について外数で外数で外数で外数で記入してください。なお，編入学を複数年次で行って　　　　いる場合には，((  ))書きとするなどし，その旨を「備考」に付記してください。 該当がない年には0.690.84

0.76倍
[ 　　　 ][ 　　　 ] [ 　20　　 ]



　　　・　「入学定員超過率」については，各年度の春季入学とその他を合計した入学定員，入学者数で算出各年度の春季入学とその他を合計した入学定員，入学者数で算出各年度の春季入学とその他を合計した入学定員，入学者数で算出各年度の春季入学とその他を合計した入学定員，入学者数で算出して　　　　ください。なお，計算の際は小数点以下第３位を切り捨て，小数点第２位まで記入してください。　　　・　「平均入学定員超過率」には，開設年度から提出年度までの入学定員超過率の平均を記入してください。　　　　なお，計算の際は「入学定員超過率」と同様にしてください。対象年度学　年 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期[　 　] [　 　] [　 　] [　 　] [　16 ] [　－ 　] [　10　 ] [　－ 　]756 617[　　 ] [　 　] [　　 ] [　 　] [　14　 ] [　－ 　]718[　　 ] [　 　] [　　 ] [　 　][　　 ] [　 　]
　　　　ください。　　　・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる　　　　「留学ビザ」）により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を　　　　記載してください。

４年次

　（５）－③　調査対象学部等の在学者の状況 平成２６年度
３年次

備　　　　　考平成２４年度１年次
計（注）・　数字は，平成２６年５月１日現在の数字を記入してください。756 1335[　　24　　 ][　　16　　 ][　　　　 ][　　　 　]　　　・　[ 　 ]内には，留学生の状況について内数で内数で内数で内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

平成２３年度 平成２５年度
２年次

　　　　記載してください。　　　・　短期交換留学生など，定員内に含めていない学生については記入しないでください。　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は、春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は、その他の学期欄は「－」を記入して　　　　ください。また、その他の学期に入学定員を設けている場合は、備考欄にその人数を記入してください。　　　・　「計」については，各年度の春季入学とその他の学期を合計した在学者数，留学生数各年度の春季入学とその他の学期を合計した在学者数，留学生数各年度の春季入学とその他の学期を合計した在学者数，留学生数各年度の春季入学とその他の学期を合計した在学者数，留学生数を記入してください。



　（５）－④　調査対象学部等の退学者等の状況退学した年度平成２３年度 人 人平成２４年度 人 人平成２５年度 人 人平成２６年度 人 人平成２４年度 人 人平成２５年度 人 人平成２６年度 人 人平成２５年度 14 人 2 人 就学意欲の低下(5人)、学力不足(3人)、就職(1人)、家庭の事情(4人)、その他(1人)平成２６年度 0 人 0 人617 人 0 人 平成２６年度 0 人 0 人 0 ％1373 人 14 人
1.9%

入学者数に対する退学者数の割合（a/b）主な退学理由　　　区　分対象年度 退学者数のうち留学生数退学者数（内訳）
％

平成２５年度入学者 756

退学者数人入学者数（b） 退学者数（a）

人

　　　　　　（記入項目例）・就学意欲の低下　　　・学力不足　　　・他の教育機関への入学・転学　　　　　　　・海外留学　　　　　　　　　　　　　　　・就職　　　・学生個人の心身に関する事情　　　　・家庭の事情　　　・除籍　　　　・その他
　　　・　各年度の入学者数については，該当年度当初に入学した人数を記入してください。（途中で退学者がいた場合でも、その退学者数を減らす必要は　　　・　各年度の退学者数については，退学年度ごとに記入してください。また、留学生数欄の人数については、退学者数の内数を記入してください。　 ・　留学生については，「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる「留学ビザ」）　　により，我が国の大学（大学院を含む。），短期大学，高等専門学校，専修学校（専門課程）及び我が国の大学に入学するための　　準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を記入してください。　　　・　「入学者数に対する退学者数の割合」は，【当該対象年度の入学者のうち，平成２６年５月１日現在までに退学した学生数の合計】を，　　　　【当該対象年度の入学者数】で除した割合（％）を記入してください。その際，小数点以下第２位を四捨五入し，小数点以下第１位までを記入してください。
　　　　　ありません。）
　　　・　「主な退学理由」は，下の項目を参考に記入してください。その際，「就学意欲の低下（○人）」というように，その人数も含めて記入してください。

人14
（注）・　数字は，平成２６年５月１日現在の数字を記入してください。　

％
1.0%

人 0
合　　計

0 #DIV/0!
人
人

#DIV/0!
平成２６年度入学者

平成２３年度入学者
平成２４年度入学者



2 授業科目の概要＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 授業科目表 必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手39 19 2 昇任者4人（26）36 16 4 昇任者4人（25）入門演習 1前 2 33 18 539 19 2 昇任者4人（26）35 17 4 昇任者3人（25）基礎演習 1後 2 33 18 5学生生活と社会生活 1前 2 1 兼11前後 1 2 兼4 時間割の都合により期別変更（26）英語Ⅰ  1前 2 2 3 担当教員の変更（26）1前後 1 4 1 兼5 時間割の都合により期別変更（26）英語Ⅱ  1後 2 2 3 担当教員の変更（26）1前後 1 兼2 時間割の都合により期別変更（26）英語Ⅲ  1前 2 1 1 担当教員の変更（26）1前後 1 兼1 時間割の都合により期別変更（26）英語Ⅳ  1後 2 1 1 担当教員の変更（26）英語Ⅴ 1前後 2 1 兼1 科目追加（26）英語Ⅵ 1後 2 兼2 科目追加（26）2 1 兼1 担当教員の変更（26）ロシア語Ⅰ 1前 2 12 1 兼1 担当教員の変更（26）ロシア語Ⅱ 1後 2 1ロシア語Ⅲ 1前 2 1 兼1 担当教員の変更（26）ロシア語Ⅳ 1後 2 1 兼1 担当教員の変更（26）中国語Ⅰ 1前 2 兼3中国語Ⅱ 1後 2 兼3

科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考

基礎基盤教 中国語Ⅱ 1後 2 兼3中国語Ⅲ 1前 2 兼2中国語Ⅳ 1後 2 兼1ドイツ語Ⅰ 1前 2 1 兼1 担当教員の変更（26）ドイツ語Ⅱ 1後 2 1 兼1 担当教員の変更（26）ドイツ語Ⅲ 1前 2 1 兼1 担当教員の変更（26）ドイツ語Ⅳ 1後 2 1 兼1 担当教員の変更（26）1 兼2 担当教員の変更（26）フランス語Ⅰ 1前 2 1 11 兼2 担当教員の変更（26）フランス語Ⅱ 1後 2 1 11 兼1 担当教員の変更（26）フランス語Ⅲ 1前 2 11 兼1 担当教員の変更（26）フランス語Ⅳ 1後 2 1コリア語Ⅰ 1前 2 1 兼2 担当教員の変更（26）コリア語Ⅱ 1後 2 1 兼2 担当教員の変更（26）コリア語Ⅲ 1前 2 兼2コリア語Ⅳ 1後 2 兼2健康論 1前後 2 1 1体育実技 1前後 1 2 4 1 兼3 担当教員の変更（26）1前後 時間割の都合により期別変更（26）情報リテラシーⅠ  1前 2 1情報リテラシーⅡ 1後 2 146 25 2 兼2261 40 22－ 4 57 0 37 24 5 0 0小計（ ３１３３科目）

礎科目教育科目



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考キャリアアップⅠ 1後 2 1 兼1キャリアアップⅡ 2前 2 1 兼1 担当教員の変更（26）キャリアアップⅢ 2後 2 1 兼1 担当教員の変更（26）ビジネス日本語 1前後 2 兼1 担当教員の変更（26）未開講 担当教員の都合により休講（26）業界事情Ａ（サービス業） 2後 2 2未開講 担当教員の都合により休講（26）業界事情Ｂ（金融業） 2後 2 20 兼2－ 0 12 0 3 0 0 0 0学生発案型授業 1～4後 2 11～4後 兼1 時間割の都合により期別変更（26）ボランティア概論  1～4前 2 1 担当教員の変更（26）ボランティア実習 1～4後 1 1未開講 担当教員留学研修により休講（26）ＮＰＯ論 1～4後 2 1学外研修Ａ 1～4後 2 1学外研修Ｂ 1～4後 4 2日本文化演習Ａ 1～4前 2 兼1日本文化演習Ｂ 1～4後 2 兼11 1 兼3－ 0 17 0 4 2 0 0 0哲学入門 1～4前後 2 1 兼1 担当教員の変更（26）歴史入門 1～4前後 2 1  兼2 担当者が定年退職により兼任となった（25）心理学入門 1～4前後 2 1日本国憲法 1～4前後 2 1

アクティブラーニング科目 小計（８科目）

キャリア科目 小計（６科目）
基盤教育科目 日本国憲法 1～4前後 2 1政治経済入門 1～4前後 2 1数学入門 1～4前後 2 1物理学入門 1～4前後 2 兼1生物学入門 1～4前後 2 1 兼1 担当教員の変更（26）人類学入門 1～4前後 2 1 兼1環境問題入門 1～4前後 2 1環境科学入門 1～4前後 2 11～4前 時間割の都合により期別変更（26）フィールドワーク入門  1～4前後 2 11～4前 時間割の都合により期別変更（26）教養言語Ⅰ  1～4前後 2 兼11～4後 時間割の都合により期別変更（26）教養言語Ⅱ  1～4前後 2 兼16 兼5－ 0 28 0 7 3 0 0 0

現代教養基礎科目
小計（１４科目）



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考地域創生入門 1前 2 2札幌学入門 1後 2 11後 時間割の都合により期別変更（26）経済学入門Ａ  1前 2 11前 時間割の都合により期別変更（26）経済学入門Ｂ  1後 2 1経営学入門 1前 2 3 2 担当教員の変更（26）1 兼1 時間割の都合により期別変更（26）1前後 2 担当教員の変更（26）会計学入門  1後 2 1 11前後 時間割の都合により期別変更（26）情報化社会入門  1前 2 兼11前 時間割の都合により期別変更（26）異文化コミュニケーション入門  1後 2 2 11後 4 時間割の都合により期別変更（26）言語文化研究入門  1前 2 3 1 昇任者1人（26）1前 時間割の都合により期別変更（26）日中文化交流入門  1後 2 兼11後 時間割の都合により期別変更（26）日本語学入門  1前 2 11前 時間割の都合により期別変更（26）日本文化入門  1後 2 2 1 担当教員の変更（26）1後 時間割の都合により期別変更（26）
専攻入門科目基盤教育科目 別変更（26）歴史文化入門  1前 2 41前 1 時間割の都合により期別変更（26）スポーツ文化入門  1後 2 2 3 担当教員の変更（26）1 昇任者1人（26）臨床教育学入門 1前 2 11前 時間割の都合により期別変更（26）憲法入門  1前後 2 11前 1 1 昇任者1人（26）民法入門  1前後 2 2 時間割の都合により期別変更（26）政治学入門 1前 2 1刑事法入門 1後 2 124 1 兼3－ 0 38 0 22 10 2 0 0小計（１９科目）



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考1～4前 時間割の都合により期別変更（26）日本語初級Ⅰ  1～4前後 8 兼2 担当教員の変更（26）1～4後 時間割の都合により期別変更（26）日本語初級Ⅱ  1～4前後 8 兼2 担当教員の変更（26）単位の変更（26）1～4前 4 時間割の都合により期別変更（26）日本語中級Ⅰ  1～4前後 8 1 兼3 担当教員の変更（26）単位の変更（26）1～4後 4 時間割の都合により期別変更（26）日本語中級Ⅱ  1～4前後 8 1 兼3 担当教員の変更（26）キャリアゼミナールＡ 3前 2 1キャリアゼミナールＢ 3前 2 1Japanese AffairsＡ 1～4前 2 兼1Japanese AffairsＢ 1～4後 2 兼1未開講 履修希望者いなかったため（26）1～4前Japanese AffairsＣ  1～4後 2 1 1 昇任者1人（25）Japanese AffairsＤ 1～4前 2 1Japanese AffairsＥ 1～4後 2 12 1 兼7－ 0 54 0 1 2 0 0 0
留学生科目

小計（１１科目）
基盤教育科目



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考経済取引と社会 1後 2 1 1 昇任者1人（25）マネーと社会 1後 2 12後 時間割の都合により期別変更（26）マクロ経済学  2前 2 12前 時間割の都合により期別変更（26）ミクロ経済学  2後 2 1統計学 　 2前 4 11 担当教員の変更（26）会計学 　 2前 4 12後 兼1 時間割の都合により期別変更（26）経済史  2前 4 1 担当教員の変更（26）金融経済論 2後 4 1現代経済学　　 3・4前 4 1財政学 3・4後 4 1経済政策論 3・4前 4 1公共政策論 3・4前 4 1地域経済学　　 3・4後 4 1計量経済学　　 3・4後 4 1農業経済論 3・4後 4 兼1地方財政論 　 3・4前 4 1金融論　　 3・4後 4 1国際経済学　　 3・4前 4 1国際協力論　　 3・4後 4 1環境社会論　　 3・4前 4 1経済学史　　 3・4後 4 1北海道経済論 3・4前 4 兼1国際地域経済研究Ａ(アメリカ） 3・4後 4 1国際地域経済研究Ｂ(アジア） 3・4前 4 1
経済学専攻科目専門科目

国際地域経済研究Ｃ(ヨーロッパ） 3・4後 4 兼1経済学特論Ａ 2～4前 2 11 担当教員の変更（26）経済学特論Ｂ 2～4後 2 1経済学特論Ｃ 2～4前 2 兼1経済学特論Ｄ 2～4後 2 兼16 2 兼29－ 0 100 0 8 6 0 0 0小計（２９科目）



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考資料・データ分析 1後 2 12後 1 時間割の都合により期別変更（26）会計・財務分析  2前 2 1 担当教員の変更（26）日本経済基礎論 1後 2 1国際経済基礎論 1後 2 12後 時間割の都合により期別変更（26）マクロ経済学  2前 2 12前 時間割の都合により期別変更（26）ミクロ経済学  2後 2 11 担当教員の変更（26）地方自治論 2後 4 1未開講 担当教員の都合により休講（26）福祉と経済 2前 2 兼1グローバル化と経済 2前 2 1人口減少と経済 2前 2 1流通・サービスと経済 2後 2 1  兼1 担当教員の変更（26）札幌学Ａ（経済・経営） 2前 2 12前 1 時間割の都合により期別変更（26）札幌学Ｂ（自治）  2後 2 1 担当教員の変更（26）札幌学Ｃ（芸術文化） 2前 2 1未開講 担当教員の都合により休講（26）札幌学Ｄ（食文化） 2後 2 12後 時間割の都合により期別変更（26）札幌学Ｅ（国際交流）  2前 2 兼1未開講 担当教員の都合により休講（26）地域創専 未開講 休講（26）札幌学Ｆ（観光） 2後 2 12後 時間割の都合により期別変更（26）札幌学Ｇ（医療福祉）  2前 2 兼1札幌学Ｈ（スポーツ） 2後 2 1未開講 担当教員留学研修のため休講（26）札幌フィールドワークＡ（まちづくり） 2後 1 1未開講 担当教員留学研修のため休講（26）札幌フィールドワークＢ（イベント） 2後 1 1札幌フィールドワークＣ（文化施設） 2後 1 1指導者論 2前 2 1野外教育論 2前 4 1特別支援教育総論 2前 2 1生涯教育論 2後 2 兼1子どもサポート論Ａ（発達心理） 2前 2 兼1子どもサポート論Ｂ（児童福祉） 2後 2 兼1子どもサポート論Ｃ（子育て支援） 2前 2 兼1子どもサポート論Ｄ（コミュニティ） 2後 2 兼12前 時間割の都合により期別変更（26） 2後 1 兼12後 1 1ＮＰＯ運営実習Ａ 2後 1 1ＮＰＯ運営実習Ｂ 2後 1 1地域経済学 3・4後 4 1北海道経済論 3・4前 4 兼1社会保障論 3・4前 4 1公共政策論 3・4前 4 1国際協力論 3・4後 4 1国際地域経済研究Ａ（アメリカ） 3・4後 4 1国際地域経済研究Ｂ（アジア） 3・4前 4 1
子育て支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習Ａ(英語読み聞かせ)子育て支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実習Ｂ(子育て支援)

創生専攻科目専門科目



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考多文化共生社会論Ａ（自治体国際化論） 3・4前 2 1多文化共生社会論Ｂ（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 3・4後 2 1国際観光論 3・4前 2 兼1国際観光ビジネス論 3・4後 2 兼1地域創生実習（国際交流） 3・4前 1 1地域創生演習Ａ（市民自治） 3・4前 2 1地域創生演習Ｂ（イベント） 3・4後 2 1地域創生演習Ｃ（商業） 3・4前 2 111 5 兼6－ 0 108 0 10 12 1 0 0
地域創生専攻科目 小計（４９科目）

専門科目



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考2経営学基礎 1後 2 2 31 兼1 担当教員の変更（26）2基礎簿記 1後 4 4 1 1情報処理基礎 1後 2 2 12前後 時間割の都合により期別変更（26）経営管理論 　  2前 4 4 1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）2前 時間割の都合により期別変更（26）現代企業論  2後 2 2 12後 時間割の都合により期別変更（26）企業社会論  2前 2 2 12前後 時間割の都合により期別変更（26）マーケティング  2後 4 4 1 兼1 担当教員の変更（26）人事労務管理 2前 4 11 担当教員の変更（26）経営史 2後 4 1組織と個人 2前 2 12前 時間割の都合により期別変更（26）組織と戦略  2後 2 12後 時間割の都合により期別変更（26）国際ビジネス論  2前 2 1アジア経営論 2前 2 12前 時間割の都合により期別変更（26）
経営学専攻（経営･会計 生産管理論  2後 2 2 1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）2後 時間割の都合により期別変更（26）市場調査論  2前 2 1 兼1 担当教員の変更（26）集団行動の心理学 2後 2 1産業技術論 2前 2 兼1財務諸表 　 2前 2 2 兼1財務会計論 2後 2 2 兼1業績管理会計 2前 2 2 1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）意思決定会計 2後 2 2 1原価計算 2前 4 1経営分析 2後 4 1会計情報論 2前 2 1会計情報システム 2後 2 12前後 兼1 時間割の都合により期別変更（26）商業簿記  2前 4 1 担当教員の変更（26）2前 時間割の都合により期別変更（26）工業簿記  2後 2 12前後 2 時間割の都合により期別変更（26）情報倫理 　  2前 4 4 1 担当教員の変更（26）専門性の相当性確保のため必修とした（25）2前 時間割の都合により期別変更（26）インターネット概論  2後 2 2 1経営情報論 2前 2 12前後 時間割の都合により期別変更（26）産業情報論  2後 4 4 兼1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）

計コース、情報経営コース）科目
専門科目



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考2前 時間割の都合により期別変更（26）情報処理応用  2後 2 1コンピュータネットワーク論 2後 2 1プログラミング 2前 4 4 1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）2前 1 時間割の都合により期別変更（26）データベース論  2後 2 2 1 担当教員の変更（26）アルゴリズム論 2前 2 兼12後 1 時間割の都合により期別変更（26）情報通信論  2前 2 1 担当教員の変更（26）情報システム構築 2前 2 兼1情報メディア論 2後 2 2 兼1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）兼1 担当教員の変更（26）情報科学 2前 2 1 科目充実のため追加した（25）情報管理論 2後 2 兼12前後 時間割の都合により期別変更（26）画像処理  2前 2 兼1立地環境論 2前 2 12後 1 時間割の都合により期別変更（26）事業構想学  2前 2地域のベンチャー経営 2後 2 12後 時間割の都合により期別変更（26）まちづくり経営  2前 2 兼1
経営学専攻（経営･会 都市システム論 2後 2 1数理科学 2前 2 1経営統計学 2後 2 12後 時間割の都合により期別変更（26）職業指導論  2前 4 12前後 兼1 時間割の都合により期別変更（26）情報と職業  2後 4 1 担当教員の変更（26）未開講 履修希望者いなかったため（26）モデルシミュレーション論 2前 2 兼1組版ソフトウェア演習 2後 2 1中小企業論 3・4前 4 兼1消費行動の心理学 3・4後 2 1依頼と説得の心理学 3・4後 2 1品質管理論 3・4後 2 1ファイナンス論 3・4前 2 1会計監査 3・4前 2 1税務会計 3・4後 2 兼1簿記演習 3・4前 4 1コンピュータネットワーク実習 3・4前 1 兼1情報セキュリティ 3・4後 2 兼1情報システム実習 3・4前 1 兼1Webデザイン 3・4後 2 兼1マルチメディア実習 3・4前 1 兼1Webコンピューティング 3・4後 2 兼1Webマーケティング論 3・4前 2 兼1ビジネスロジスティクス 3・4後 2 1施設計画論 3・4前 2 1ネットワーク社会論 3・4前 2 1データマイニング 3・4後 2 1社会心理学 2前 2 1 科目追加（26）人間関係の心理学 3・4前 2 1 科目追加（26）123 14 0 兼12－ 52 167 0 13 4 2 0 0

科目充実のため追加した（25）

科目充実のため追加した（25）小計（ ６６  ７２７４科目）

会計コース、情報経営コース）科目
専門科目



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考法学 1後 2 2 1憲法Ⅰ 1後 2 2 1憲法Ⅱ 2前 4 4 兼1行政法Ⅰ 2後 4 1行政法Ⅱ 3前 4 1税法 3後 4 1刑法 2前 4 1刑事訴訟法 2後 4 1民法Ⅰ 1後 2 2 11 昇任者1人（26）民法Ⅱ 2前 4 4 1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）民法Ⅲ 2後 4 4 1商法Ⅰ 2後 4 1商法Ⅱ 3前 4 1民事訴訟法 3前 4 兼1登記法Ⅰ 3前 2 兼1登記法Ⅱ 3後 2 兼1国際法 2後 2 2 兼1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）2前 時間割の都合により期別変更（26）労働法  2後 2 兼1法社会学Ａ 2前 2 12後 時間割の都合により期別変更（26）法社会学Ｂ  2前 2 1未開講 履修希望者いなかったため（26）2前比較法Ａ  2後 2 兼1

専門性の相当性確保のため必修とした(25)

比較法Ｂ 2後 2 兼1政治理論 2前 4 4 1 専門性の相当性確保のため必修とした現代日本政治論 1後 4 1行政学 2前 4 11 担当教員の変更（26）地方自治論 2後 4 11 担当教員の変更（26）自治体財政論 2後 2 12前後 時間割の都合により期別変更（26）憲法特論  2前 4 12前後 1 時間割の都合により期別変更（26）民法特論  2後 4 1 昇任者1人（26）行政法特論 3前 4 1刑法特論 3後 4 1自治行政特論 3後 4 2公務員基礎Ⅰ 2前 2 兼1公務員基礎Ⅱ 2後 2 兼1公務員応用Ⅰ 3前 4 兼1公務員応用Ⅱ 3後 4 兼1推論特論Ⅰ 3前 4 兼1推論特論Ⅱ 3後 4 兼1法律事務特別講座 3後 2 兼1警察実務Ⅰ 3前 2 兼2警察実務Ⅱ 3後 2 兼1消防実務Ⅰ 3前 2 兼2消防実務Ⅱ 3後 2 兼2消費者と法 2後 2 1 担当教員の変更（26）環境と法 2後 2 1 兼1 担当教員の変更（26）未開講 1 担当教員の都合により休講（26）不動産と法 2後 2 1 昇任者1人（26）

専門科目 法学専攻科目



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考製造物責任 3前 2 1情報と法 3前 2 1金融と法 3前 2 11 担当教員の変更（26）国際政治学 2前 4 11 担当教員の変更（26）国際政治史 2後 2 12後 時間割の都合により期別変更（26）マクロ経済学  2前 2 12前 時間割の都合により期別変更（26）ミクロ経済学  2後 2 1 科目充実のため追加した（25）2～4後 時間割の都合により期別変更（26）社会学  2～4前 2 1 兼12～4前 時間割の都合により期別変更（26）哲学  2～4後 2 12～4前 時間割の都合により期別変更（26）倫理学  2～4後 2 1社会思想史 2後 2 1外国政治 3前 2 1 科目追加（26）142 11 兼6－ 24 146 140 7 5 0 0 0小計（ ４９  ５７５８科目）
専門科目 法学専攻科目



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考政治理論 2前 4 1社会思想史 2後 2 1現代日本政治論 1後 4 1行政学 2前 4 11 担当教員の変更（26）地方自治論 2後 4 11 担当教員の変更（26）自治体財政論 2後 2 13・4前 配当年次変更（26）公共政策論  3前 4 11 担当教員の変更（26）国際政治学 2前 4 1憲法Ⅰ 1後 2 1憲法Ⅱ 2前 4 兼1国際関係とジャーナリズム 2後 2 兼1国際法 2後 2 兼1未開講 履修希望者いなかったため（26）平和学  2前 4 兼1ロシア外交論Ａ 2後 2 1ロシア外交論Ｂ 2後 2 1現代政治行政事情 3前 2 11 担当教員の変更（26）国際政治史 2後 2 1外国政治 3前 2 1日米関係論 3前 2 1国際ネゴシエーション 3後 4 13・4後国際協力論  3後 4 1 配当年次変更（26）8 3 兼4－ 0 62 0 4 5 0 0 0小計（２１科目）

専門科目 現代政治専攻科目
－ 0 62 0 4 5 0 0 0小計（２１科目）



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考1 兼9 担当教員の変更（26）Oral CommunicationⅠ 1前 4 4 2  兼4 81 兼10 担当教員の変更（26）Oral CommunicationⅡ 1後 4 4 2  兼4 82 昇任者1人（26）ReadingⅠ 1前 2 2 1 1 1 専門性の相当性確保のため必修とした。Oral CommunicationⅠとⅡはコマ増により兼任数を増やした。Basic Writing ⅠとⅡは専任数を増やし兼任数を減じた。（25）2ReadingⅡ 1後 2 2 1 1 1 昇任者1人（26）兼3 担当教員の変更（26）Basic WritingⅠ 1前 2 2 1 2  兼2 1兼3 担当教員の変更（26）Basic WritingⅡ 1後 2 2 1 2  兼2 11 担当教員の変更（26）Listening 1前 1 1 1 1Pronunciation 1後 1 1 1 兼4 担当教員の変更（26）Oral CommunicationⅢ 2前 2 2 兼4 担当教員の変更（26）Oral CommunicationⅣ 2後 2 22 兼2 担当教員の変更（26）DiscussionⅠ 2前 2 2 1 23 兼1 担当教員の変更（26）DiscussionⅡ 2後 2 2 1 2 専門性の相当性確保のため必修とした（25）3 担当教員の変更（26）ReadingⅢ 2前 1 1 2 14 担当教員の変更（26）ReadingⅣ 2後 1 1 2 1英 ReadingⅣ 2後 1 1 2 1Writing/PresentingⅠ 2前 2 2 兼3 担当教員の変更（26）Writing/PresentingⅡ 2後 2 2 兼3 担当教員の変更（26）Intercultural Study 2～4前 4 11 3 兼1 担当教員の変更（26）TOEICＡ 2～4前 2 2 昇任者2人（26）2～4後 1 3 兼1 時間割の都合により期別変更（26）昇任者2人（26）TOEICＢ  2～4前 2 2 担当教員の変更（26）2～4前後 時間割の都合により期別変更（26）TOEFL  2～4後 2 12～4後 1 時間割の都合により期別変更（26）英米文学概論  2～4前 2 1 担当教員の変更（26）2～4前 時間割の都合により期別変更（26）英語学概論  2～4後 4 兼1言語論Ⅰ 2～4前 2 1言語論Ⅱ 2～4後 2 1Presentation 3・4前 4 1 2 昇任者2人（26）Advanced Reading 3・4後 2 2Academic Writing 3・4前 2 兼1Discussion Ⅲ 3・4後 2 1Regional StudiesＡ 3・4前 2 兼1Regional StudiesＢ 3・4後 2 1イギリス文学史 3・4前 2 1アメリカ文学史 3・4後 2 1英米文学研究Ａ 3・4後 4 1英米文学研究Ｂ 3・4後 4 1専門英語研究Ａ（観光） 3・4前 2 1専門英語研究Ｂ（ビジネス） 3・4後 2 兼1秘書・ビジネス実務総論 3・4前 2 兼1エアライン・サービス論 3・4後 2 兼1

専門科目 英語専攻科目



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考通訳研究 3・4前 2 1通訳演習Ⅰ 3・4前 2 1通訳演習Ⅱ 3・4後 2 1翻訳演習Ⅰ 3・4前 2 1翻訳演習Ⅱ 3・4後 2 1英語学研究Ａ 3・4前 4 1英語学研究Ｂ 3・4後 4 1英語教育 3・4前 2 1日英対照言語研究 3・4後 4 19 4 0 兼14－ 24 110 86 0 8 3 2 0 0小計（４７科目）
専門科目 英語専攻科目



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考1～4前後 時間割の都合により期別変更（26）ロシア語入門Ⅰ  1～4前 5 1 兼11～4前後 兼1 時間割の都合により期別変更（26）ロシア語入門Ⅱ  1～4後 5 1 担当教員の変更（26）1～4前後 時間割の都合により期別変更（26）基礎ロシア語Ⅰ  1～4前 2 11～4前後 時間割の都合により期別変更（26）基礎ロシア語Ⅱ  1～4後 2 1ロシア事情Ａ（地域研究） 1～4前 4 4 1ロシア事情Ｂ（文学・文化） 1～4後 4 4 12～4前 時間割の都合により期別変更（26）ロシア語文法  2～4後 4 4 1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）ロシア語作文 2～4後 4 4 1ロシア語会話Ⅰ 2～4前 2 2 1ロシア語会話Ⅱ 2～4後 2 2 1ロシア語演習Ⅰ 2～4前 2 1ロシア語演習Ⅱ 2～4後 2 1ロシア語発展演習Ａ 2～4前 4 1ロシア語発展演習Ｂ 2～4後 4 1言語論Ⅰ 2～4前 2 1言語論Ⅱ 2～4後 2 1時事ロシア語研究 2～4前 4 兼1日ロ翻訳論 2～4後 4 兼1ロシア語作文研究 2～4前 4 1未開講 履修希望者いなかったため（26）ロシア語学研究Ａ 2～4前 4 1ロシア語専専門科 ロシア語学研究Ａ 2～4前 4 1ロシア語学研究Ｂ 2～4後 4 12～4後 時間割の都合により期別変更（26）現代ロシア語表現研究Ａ  2～4前 4 兼1未開講 履修希望者いなかったため（26）2～4前現代ロシア語表現研究Ｂ  2～4後 4 1ロシア文学研究Ａ 2～4前 4 1ロシア文学研究Ｂ 2～4後 4 1ロシア文学講読Ａ 2～4前 4 兼1ロシア文学講読Ｂ 2～4後 4 1未開講 履修希望者いなかったため（26）ロシア史Ａ 2～4前 2 1未開講 履修希望者いなかったため（26）ロシア史Ｂ 2～4前 2 12後 配当年次変更（26）ロシア外交論Ａ  2～4後 2 12後 配当年次変更（26）ロシア外交論Ｂ  2～4後 2 1未開講 履修希望者いなかったため（26）2～4後 兼1ロシア文化社会論Ａ  2～4前 2ロシア文化社会論Ｂ 2～4後 2 兼16 兼4－ 20 106 86 0 5 1 0 0 0小計（３３科目）

専攻科目科目



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考1前 時間割の都合により期別変更（26）ヒトと文化基礎論  1後 2 1アイヌ語Ⅰ 1～4前 4 1 兼1 担当教員の変更（26）アイヌ語Ⅱ 1～4後 4 1 兼1ヒトと文化 2～4前 2 12後 時間割の都合により期別変更（26）外国史  2前 4 兼1 科目充実のため追加した（25）担当教員の変更（26）日本史 2～4前 4 4 1 兼1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）1 昇任者1人（26）東洋史 2前 2 1 兼1 担当教員の変更（26）西洋史 2後 2 1日本政治史 2後 2 兼12後 時間割の都合により期別変更（26）日本史研究法  2～4前 2 12～4後 時間割の都合により期別変更（26）西洋美術史  2～4前 2 1 科目充実のため追加した（25）未開講 履修希望者いなかったため（26）ロシア史Ａ 2～4前 2 1未開講 履修希望者いなかったため（26）歴 2～4前 時間割の都合により期別変更（26）ロシア史Ｂ  2～4後 2 1ヨーロッパ文明史 2～4前 2 1 兼1 担当教員の変更（26）2～4前 時間割の都合により期別変更（26）考古学研究  2～4後 2 1文化財論 2～4後 2 1自然地理学 2～4前 4 4 12～4前 時間割の都合により期別変更（26）人文地理学  2～4後 2 2 兼1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）地誌学 2～4前 2 2 兼12～4前後 時間割の都合により期別変更（26）文化人類学  2～4後 4 兼1 担当教員の変更（26）アイヌ文化論 2～4後 4 4 1 兼2 専門性の相当性確保のため必修とした2～4後 時間割の都合により期別変更（26）社会学  2～4前 2 12後 時間割の都合により期別変更（26）マクロ経済学  2前 2 12前 時間割の都合により期別変更（26）ミクロ経済学  2後 2 12後 兼1 時間割の都合により期別変更（26）経済史  2前 4 1 担当教員の変更（26）1 担当教員の変更（26）経営史 2後 4 1社会思想史 2後 2 11 担当教員の変更（26）国際政治史 2後 2 1

専門科目 歴史文化専攻科目



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考1 昇任者1人（26）日本文学史 2～4前 4 1 1哲学 2～4前 2 1倫理学 2～4前 2 1日本近代史 3・4前 2 兼1日本現代史 3・4後 2 兼1日ロ関係史 3～4前 2 兼1日本北方史 3・4前 4 4 1北海道地域文化論 3・4後 4 4 1人類学 3・4前 2 1アイヌの歴史 3・4前 4 兼1アイヌ文学 3・4後 4 兼11 昇任者1人（26）中国史 3・4後 4 4 1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）考古学特講Ａ 3・4前 4 兼2考古学特講Ｂ 3・4後 4 113 4 1 兼10－ 32 98 86 0 9 6 1 2 0 0
歴史文化専攻科目専門科目 科目充実のため追加した（25）専門性の相当性確保のため必修とした（25）

小計（ ３３ ４２科目）



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考言語論Ⅰ 2～4前 2 1言語論Ⅱ 2～4後 2 1日本語概論 2～4前 4 4 1日本語表現論 2～4後 4 4 1 1 昇任者1人（26）日本文学史 2～4前 4 4 1 1日本文学表現論 2～4後 4 4 1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）2前 時間割の都合により期別変更（26）文学と現代社会  2～4後 4 4 12～4後 1 時間割の都合により期別変更（26）日本文化論  2～4前 2 2 1 昇任者1人（26）2～4前 時間割の都合により期別変更（26）日本語教授法基礎  2～4後 4 兼11 昇任者1人（26）漢文学 2～4前 4 1書道 2～4前 4 兼12～4後 時間割の都合により期別変更（26）日本武芸文化論  2～4前 4 1日本武芸文化演習基礎 2～4後 4 1日本史 2～4前 4 1 兼1 担当教員の変更（26）日本語史 3・4前 4 4 1日本語文法論 3・4後 4 4 兼1日本語学特講Ａ 3・4前 2 兼1日本語学特講Ｂ 3・4後 2 兼1日本文学特講Ａ 3・4前 4 1日本文学特講Ｂ 3・4前 4 兼1日本文学特講Ｃ 3・4後 4 1
専門科目 日本語･日本文化専攻科目 専門性の相当性確保のため必修とした（25）日本文学特講Ｃ 3・4後 4 1 1 昇任者1人（26）日本文化特講 3・4後 2 1日本語教授法応用 3・4前 4 兼1日本語教材・教具論 3・4前 2 兼1日本武芸文化演習応用 3・4前 4 1日中比較文学文化論 3・4前 4 1日本文学表現史 3・4前 2 1 1 昇任者1人（26）日本語表現演習Ａ 3・4前 4 1 兼11 科目充実のため追加した（25）日本語表現演習Ｂ 3・4後 4 1 兼1 昇任者1人（26）日本語古典文法演習 3・4前 2 1 1 昇任者1人（26）現代日本文学史研究 3・4前 2 10 兼3－ 30 90 74 0 6 7 1 1 0 0小計（ ２６ ３１科目）



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考入門中国語会話Ⅰ 1前 4 兼2入門中国語会話Ⅱ 1後 4 兼2入門中国語閲読Ⅰ 1前 4 1 兼2入門中国語閲読Ⅱ 1後 4 1 兼2初級中国語会話 2～4前 4 兼2初級中国語閲読 2～4前 4 兼2初級中国語聴解 2～4前 4 1 兼1 担当教員の変更（26）2～4前 時間割の都合により期別変更（26）日中通訳ガイドⅠ  2～4後 4 兼2日中通訳ガイドⅡ 2～4後 4 兼21 兼1 担当教員の変更（26）中国語精読Ⅰ 2～4後 4 1 昇任者1人（26）言語論Ⅰ 2～4前 2 1言語論Ⅱ 2～4後 2 11 昇任者1人（26）漢文学 2～4前 4 11 昇任者1人（26）東洋史 2前 2 1アジア経営論 2前 2 1中級中国語会話 3・4前 4 兼1中級中国語閲読 3・4前 4 兼1中級中国語聴解 3・4前 4 1上級中国語会話 3・4後 4 兼1上級中国語閲読 3・4後 4 兼1上級中国語聴解 3・4後 4 11 昇任者1人（26）中国語精読Ⅱ 3・4後 4 1日中通訳ガイドⅢ 3・4前 4 兼1日中比較文学文化論 3・4前 4 11 昇任者1人（26）

専門科目 中国語・中国文化専攻科目
1 昇任者1人（26）中国史 3・4後 4 14 0 兼7－ 0 92 0 2 1 0 0 0小計（２５科目）



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考現代日本政治論 1後 4 1ヒトと文化 2～4前 2 1Intercultural Study 2～4前 4 1表象文化論 2～4後 4 12～4前後 時間割の都合により期別変更（26）文化人類学  2～4後 4 兼1芸術文化論 2～4前 2 12～4後 時間割の都合により期別変更（26）西洋美術史  2～4前 2 1メディア表現演習Ⅰ 2～4前 4 兼1メディア表現演習Ⅱ 2～4後 4 兼12～4後 1 時間割の都合により期別変更（26）日本文化論  2～4前 2 1 昇任者1人（26）アイヌ文化論 2～4後 4 1 兼2 担当教員の変更（26）言語論Ⅰ 2～4前 2 1言語論Ⅱ 2～4後 2 1言語文化論Ａ 2～4前 2 1言語文化論Ｂ 2～4後 2 1 兼1 担当教員の変更（26）2前 2 兼2 配当年次変更（26）DiscussionⅠ  2～4前 2 1 2 担当教員の変更（26）2後 3 兼1 配当年次変更（26）DiscussionⅡ  2～4後 2 1 2 担当教員の変更（26）2前 時間割の都合により期別変更（26）文学と現代社会  2～4後 4 12～4後 1 時間割の都合により期別変更（26）英米文学概論  2～4前 2 1 担当教員の変更（26）2～4前 時間割の都合により期専門科目
異文化コミュニケーション 2～4前 時間割の都合により期別変更（26）人文地理学  2～4後 2 兼12～4後 時間割の都合により期別変更（26）社会学  2～4前 2 1行政学 2前 4 1映像文化論 3・4後 2 13後 配当年次変更（26）国際ネゴシエーション  3・4後 4 1Regional StudiesＡ 3・4前 2 兼1Regional StudiesＢ 3・4後 2 1比較文学 3・4後 4 1日中比較文学文化論 3・4前 4 1英米文学研究Ａ 3・4後 4 1表象文化演習Ａ 3・4前 2 1表象文化演習Ｂ 3・4前 2 1芸術表象演習 3・4前 2 1コミュニケーション演習 3・4後 2 1異文化コミュニケーション演習Ａ 3・4後 2 1異文化コミュニケーション演習Ｂ 3・4後 2 1異文化コミュニケーション演習Ｃ 3・4後 2 1多文化共生社会論Ａ（自治体国際化論） 3・4前 2 1多文化共生社会論Ｂ（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 3・4後 2 110 3 1 兼9－ 0 102 0 11 5 2 0 0

ン専攻科目

小計（３８科目）



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考1 1 担当教員の変更（26）救急・応急処置演習 2～4前 4 4 2 32～4後 1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）スポーツ文化論  2～4前 4 4 2 3 時間割の都合により期別変更（26）担当教員の変更（26）スポーツ史 2～4前 4 12～4後 時間割の都合により期別変更（26）スポーツ教育学  2～4前 4 4 12～4前 専門性の相当性確保のため必修とした（25）スポーツマネジメント  2～4後 2 2 1 時間割の都合により期別変更（26）2～4後 時間割の都合により期別変更（26）日本武芸文化論  2～4前 4 12前 配当年次変更（26）野外教育論  2～4前 4 1日本武芸文化演習基礎 2～4後 4 12～4後 時間割の都合により期別変更（26）生理解剖学  2～4前 2 2 1運動生理学 2～4後 2 2 1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）スポーツ社会学 2～4前 2 2 兼1スポーツ哲学 2～4後 2 2 兼1スポーツ心理学 2～4前 2 2 兼12前 配当年次変更（26）特別支援教育総論  2～4前 2 1スポーツ・レクリエーション演習 3・4後 4 2日本武芸文化演習応用 3・4前 4 1トレーニング・評価 3・4前 4 1スポー トレーニング・評価 3・4前 4 1コーチング 3・4後 2 2 1 専門性の相当性確保のため必修とした（25）サマー・スポーツ演習 3・4後 4 2 3ウィンター・スポーツ演習 3・4後 4 2 33前 配当年次変更（26）発達障害教育総論  3・4前 2 1野外活動演習基礎 2～4後 4 1 ゴール型球技  2～4前 1 1サッカー 2～4前 1 12～4後 時間割の都合により期別変更（26）バスケットボール  2～4前 1 兼1 ネット型球技  2～4前 1 1 1 科目充実のためゴール型球技、ネット型球技、ベースボール型球技の科目名を理解しやすい科目名に変更（25）2～4後 時間割の都合により期別変更（26）バレーボール  2～4前 1 1テニス 2～4前 1 12～4後 時間割の都合により期別変更（26）バドミントン  2～4前 1 1 ベースボール型球技  2～4前 1 1ソフトボール 2～4前 1 12～4前 時間割の都合により期別変更（26）体操・器械体操  2～4後 1 兼1陸上競技 2～4前 1 11 担当教員の変更（26）水泳 2～4前 1 1武道Ａ 2～4前 1 1武道Ｂ 2～4後 1 12～4後ダンス  2～4前 1 1 時間割の都合により期別変更（26）

ーツ文化専攻科目専門科目



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考2前 時間割の都合により期別変更（26）スポーツと現代社会  2後 2 1札幌学H（スポーツ） 2後 2 1医学概論Ⅰ 2後 2 兼13・4後 配当年次変更（26）医学概論Ⅱ  3後 2 兼1 科目充実のため追加した（25）学校安全 3・4前 2 1精神保健 3・4後 2 兼1生理学 3・4前 2 兼1スポーツとメディア 3・4後 2 兼1衛生学及び公衆衛生学 3・4後 2 兼1学校保健 3・4後 2 2 1運動学 3・4前 2 2 兼1野外活動演習応用 3・4後 4 1知的障害者の心理・生理・病理 2～4後 2 1 兼1 内容を充実させるため担当者を変更した（25）2～4前 時間割の都合により期別変更（26）肢体不自由者の心理・生理・病理  2～4後 2 12～4前 時間割の都合により期別変更（26）病弱者の心理・生理・病理  2～4後 2 12～4前 時間割の都合により期別変更（26）知的障害教育論Ⅰ  2～4後 2 1肢体不自由教育論Ⅰ 2～4後 2 1視覚障害者の心理・生理・病理 2～4後 1 兼1視覚障害教育論 2～4後 1 兼1聴覚障害者の心理・生理・病理 2～4後 1 兼1聴覚障害教育論 2～4後 1 兼1

専門性の相当性確保のため必修とした（25）専門科目 スポーツ文化専攻科目
聴覚障害教育論 2～4後 1 兼1知的障害者の心理アセスメント 3・4前 2 兼1知的障害教育論Ⅱ 3・4前 2 1肢体不自由教育論Ⅱ 3・4前 2 1病弱教育論 3・4前 2 1重複障害教育総論 3・4前 2 1教育実習 4後 3 2 1105 5 兼9－ 30 115 101 0 5 4 1 0 0小計（ ４９  ６０６１科目）



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考哲学概論 2前 2 1倫理学概論 2前 2 1論理学概論 2前 2 12前 1 時間割の都合により期別変更（26）歴史学概論  2後 2 1 担当教員の変更（26）法学概論 2前 2 兼1経済学概論 2後 2 兼1数学概論 2前 2 12前後 時間割の都合により期別変更（26）生物学概論  2後 2 1 兼1 担当教員の変更（26）2後 時間割の都合により期別変更（26）生態学概論  2前後 2 12前 時間割の都合により期別変更（26）環境科学概論  2後 2 1現代思想 2前 2 1社会思想史 2後 2 1社会心理学 2前 2 1ゲーム理論 2後 2 12～4前後 配当年次変更（26）文化人類学  2前 4 兼12～4後 配当年次変更（26）表象文化論  2後 4 12～4前 配当年次変更（26）芸術文化論  2前 2 12～4後 1 昇任者1人（26）日本文化論  2前 2 1 配当年次変更（26）2～4後 兼2 担当教員の変更（26）アイヌ文化論  2後 4 1 配当年次変更（26）現代 アイヌ文化論  2後 4 1 配当年次変更（26）2～4後 1 担当教員の変更（26）スポーツ文化論  2前 4 2 3 配当年次変更（26）2～4後 配当年次変更（26）日本武芸文化論  2前 4 12前 時間割の都合により期別変更（26）文学と現代社会  2後 4 12～4前 配当年次変更（26）スポーツ史  2前 4 12～4前 配当年次変更（26）スポーツマネジメント  2後 2 12～4後 配当年次変更（26）運動生理学  2後 2 1スポーツと現代社会 2前 2 1スポーツ競技実習Ⅰ 2前 1 1 1スポーツ競技実習Ⅱ 2後 1 1 1スポーツ指導論基礎 2前 2 1スポーツ指導実践基礎 2後 1 1社会人基礎実習Ａ－Ⅰ 2前 1 1社会人基礎実習Ａ－Ⅱ 2後 1 1社会人基礎実習Ｂ－Ⅰ 2前 1 1社会人基礎実習Ｂ－Ⅱ 2後 1 1倫理と社会 3・4前 2 1思想と社会 3・4後 2 1自然と社会 3・4前 2 1歴史と社会 3・4後 2 1法と社会 3・4前 2 兼1政治と社会 3・4後 2 1経済と社会 3・4前 2 兼1科学と社会 3・4後 2 1生態学と社会 3・4前 2 1北海道地域文化論 3・4後 4 1アイヌの歴史 3・4前 4 兼1公共哲学 3・4後 2 1

代教養専攻科目専門科目



必　修 選　択 自　由 教　授 准教授 講　師 助　教 助　手科目区分 授業科目の名称 配当年次 単位数 専任教員等の配置 備　考国際関係論 3・4前 2 13後 配当年次変更（26）国際ネゴシエーション  3・4後 4 1人間関係の心理学 3・4前 2 1世界の文学 3・4後 2 1トレーニング・評価 3・4前 4 1コーチング 3・4後 2 1スポーツとメディア 3・4前 2 兼1スポーツ指導論 3・4前 2 1スポーツ指導実践 3・4後 1 1スポーツ競技実習Ⅲ 3・4前 1 1 1スポーツ競技実習Ⅳ 3・4後 1 1 1社会人基礎実習Ａ－Ⅲ 3・4前 1 兼1社会人基礎実習Ａ－Ⅳ 3・4後 1 兼1社会人基礎実習ＢーⅢ 3・4前 1 1社会人基礎実習ＢーⅣ 3・4後 1 112 12 1 兼6－ 0 130 0 16 9 3 0 053 19 2 昇任者2人（26）ゼミナールⅠ 2前 2 52 25 453 18 2 昇任者2人（26）ゼミナールⅡ 2後 2 52 25 457 25 3 昇任者3人（26）ゼミナールⅢ 3前 2 55 26 457 25 3 昇任者3人（26）ゼミナールⅣ 3後 2 55 26 457 25 3 昇任者3人（26）ゼミナールⅤ 4前 2 55 26 457 25 3 昇任者3人（26）ゼミナールⅥ 4後 2 55 26 4
専門科目 ゼミナール科目

現代教養専攻科目専門科目
小計（６１科目）

－ 12 0 0 55 26 4 0 01506 63 28 2 兼107228 1532 63 27 6－ 16 1616 61 31 7 0 0
　　　　には，「平成○年○月　提出予定」と記入してください。）　　　・  「配当年次」について，設置認可申請時に開講時期を記入する必要がなかった学部等（平成１９年度認可　　　　以前）についても，設置認可時の状況を黒字で記入してください。また，前年度報告時より修正があれば，　　　　赤字で見え消し修正をしてください。　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目についても記入してください。
（注）・  認可申請書の様式第２号（その２の１）に準じて作成してください。　　　・  設置認可時の授業科目全て（兼任，兼担教員が担当する科目を含む。）を黒字で記載してください。その上　　　　で，前年度報告時（平成２５年度に認可された大学等は設置認可時）より変更されているものは赤字見え消し　　　　修正し，「備考」に赤字で理由・変更年月等を記入してください。　　　　　なお，昨年度の報告書において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。　　　　「専任教員採用等設置計画変更書」の審査年月等を「備考」に記入してください。（今後審査を受ける場合

小計（６科目）
　　　・  兼任，兼担の教員が担当する授業科目については，備考欄に担当する教員数を「兼○」と記入してください。　　　・  授業科目を追加又は内容を変更する場合で，専任教員が担当するため教員審査が必要なものについては，

合計（６６６科目） 合計（６６０科目） 合計（６２１科目）



（注）・　未開講である場合や，配当年次に関わらず，教育課程上の授業科目数を記入する（資格に関する課程など，　　　　別課程としている授業科目については算入する必要はありません。）とともに，［　］内に，届出時の計画　　　　からの増減を記入してください。（記入例：１科目減の場合：△１）[　△30　]
　　　　（２） 授業科目数 0[　0　　] 科目666[　45　　]613 0 科目科目科目必　修 選　択 自　由 計設　置　時　の　計　画科目8 科目 621科目 [　75　　] 計変　　更　　状　　況必　修 選　択83 自　由583科目 備　　　　　　　　考



番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択 未開講の理由，代替措置の有無１ 業界事情Ａ（サービス業） 2 2 一般 選択 担当教員の都合による未開講。後期科目のため、開講に向けて準備したい。２ 業界事情Ｂ（金融業） 2 2 一般 選択 担当教員の都合による未開講。後期科目のため、開講に向けて準備したい。３ ＮＰＯ論 2 1～4 一般 選択 担当教員の都合による未開講。後期科目のため、開講に向けて準備したい。４ 福祉と経済 2 2 専門 選択 担当教員の都合による未開講。５ 札幌学Ｄ（食文化） 2 2 専門 選択 担当教員の都合による未開講。後期科目のため、開講に向けて準備したい。６ 札幌学Ｆ（観光） 2 2 専門 選択 担当教員の都合による未開講。後期科目のため、開講に向けて準備したい。７ 札幌フィールドワークＡ（まちづくり） 1 2 専門 選択 担当教員の都合による未開講。後期科目のため、開講に向けて準備したい。８ 札幌フィールドワークＢ（イベント） 1 2 専門 選択 担当教員の都合による未開講。後期科目のため、開講に向けて準備したい。９ 不動産と法 2 2 専門 選択 担当教員の都合による未開講。後期科目のため、開講に向けて準備したい。
番号 授業科目名 単 位 数 配当年次 一般・専門 必修・選択 廃止の理由，代替措置の有無１ 該当なし２３

担当教員の都合上の措置である。ただし、当該科目のうち後期（秋学期）開設科目が殆どであるため、できる限り開講することとしたい。なお、次年度以降は確実に開講できるよう準備を進めていきたい。

（４） 廃止科目

　　　　知方法」を記入してください。（注）・　授業科目を未開講又は廃止としたことによる学生の履修への影響に関する「大学の所見」及び「学生への周

　　　・　履修希望者がいなかったために未開講となった科目については，記入しないでください。

（５） 授業科目を未開講又は廃止としたことに係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」（注）・　設置時の計画にあり，何らかの理由で廃止（教育課程から削除）した授業科目について記入して　　　　ください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

（注）・　設置時の計画にあった授業科目が配当年次に達しているにも関わらず，何らかの理由で未開講となって　　　　いる授業科目について記入してください。なお，理由については可能な限り具体的に記入してください。

（３） 未開講科目



（注）・　小数点以下第３位を切り捨て，小数点第２位までを記入してください。　　　　
（６） 「設置時の計画の授業科目数の計」に対する「未開講科目と廃止科目の計」の割合＝ 1.45%未開講科目と廃止科目の計設置時の計画の授業科目数の計



備考

77,785千円48,000千円 81,655千円48,000千円81,655千円48,000千円

札幌大学女子短期大学部と共用

9,167〔8,686〕 9,417〔8,936〕（9,167〔8,686〕） （9,417〔8,936〕）9,167〔8,686〕 9,417〔8,936〕（9,167〔8,686〕） （9,417〔8,936〕） 札幌大学女子短期大学部と共用札幌大学女子短期大学部と共用

　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更のあったものについては，変更部分を赤字で見え消し修正するとともに，その　　　　理由及び報告年度「（26）」を「備考」に赤字で記入してください。　　　　　なお，昨年度の報告において赤字で見え消しした部分については，見え消しのまま黒字にしてください。　　　・　校舎等建物の計画の変更（校舎又は体育館の総面積の減少，建築計画の遅延）がある場合には，「建築等設置計画変更書」　　　　を併せて提出してください。
　　　・　運動場用地が校舎敷地と別地にある場合は，その旨（所要時間・距離等）を「備考」に記入してください。

－千円学生納付金以外の維持方法の概要 私立大学等経常費補助金、雑収入等（注）・　設置時の計画を，申請書の様式第２号（その１の１）に準じて作成してください。（複数のキャンパスに分かれている場合，　　　　　　　・　「(５)図書・設備」については，上段に完成年度の予定数値を，下段には平成２６年５月１日現在の数値を記入してください。
電子ジャーナル等の経費は図書購入費に含まれていない共同研究費等については、札幌大学女子短期大学部と共同890千円 －千円890千円学生１人当り納付金　　　　項目はＡＣ対象学部等の数値を記入してください。）

経費の見積り及び維持方法の 概 要 共 同 研 究 費 等 1,000千円 1,000千円第１年次 設備購入費図書購入費区　　分
　　　　複数の様式に分ける必要はありません。なお，「（１）校地等」及び「（２）校舎」は大学全体の数字を，その他の

第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 第６年次1,090千円 890千円経費の見積り 区　　　　分 開設年度 完成年度(８) 教員１人当り研究費等 400千円 400千円(７) 体　　育　　館 面　　　　　積 体育館以外のスポーツ施設の概要4,897.97㎡ 野球場 サッカー場開設前年度 開設年度 完成年度(６) 図　　書　　館 面　　　　　積 閲 覧 座 席 数 収 納 可 能 冊 数7,525.17㎡ 80万68714,943〔3,201〕 14,895〔3,195〕 23,150 （　　　　　） （　　　　　）(680,464〔200,727〕) (673,410〔202,006〕) (14,943〔3,201〕) (14,895〔3,195〕) (22,575)(22,470)
点 点地域共創学群人間社会学域 703,678〔204,750〕　 14,943〔3,201〕 14,895〔3,195〕 23,150 （　　　　　） （　　　　　）(680,464〔200,727〕) (673,410〔202,006〕) (14,943〔3,201〕) (14,895〔3,195〕)

機械・器具 標　　本(５) 〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル　 新設学部等の名称 図　　書 学術雑誌 視聴覚資料図書・設備 冊 種 〔うち外国書〕 点(22,575)(22,470)計 703,678〔204,750〕　
(４) 専任教員研究室 新設学部等の名称 室　　　　　　数地域共創学群人間社会学域 939699 室52室 5室 14 11室 5室 札幌大学女子短期大学部と共用（補助職員　　2人）（補助職員　　0人）（51,034.97㎡） （1,969.00㎡） （69,242.60㎡）(３) 教　　室　　等 講　義　室 演　習　室 実験実習室 情報処理学習施設 語学学習施設6568室
(２) 校　　　　　舎 専　　　用 共　　　用 共用する他の学校等の専用 計16,238.49㎡ 51,034.97㎡ 1,969.00㎡ 69,242.60㎡（16,238.49㎡）

そ　の　他 0㎡ 66,528.17㎡ 0㎡ 66,528.17㎡合　　　計 0㎡ 248,474.53㎡ 0㎡ 248,474.53㎡91,804.36㎡ 0㎡ 91,804.36㎡ 札幌大学女子短期大学部と共用小　　　計 0㎡ 181,946.36㎡ 0㎡ 181,946.36㎡計校　　地　　等 校 舎 敷 地 0㎡ 90,142.00㎡ 0㎡ 90,142.00㎡運動場用地 0㎡
３　施設・設備の整備状況，経費区　　　　　分 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容(１) 区　　 分 専　　　用 共　　　用 共用する他の学校等の専用



大 学 の 名 称 備　　考既設学部等の名称 修業年限 入　学定　員 編入学定　員 収　容定　員 学位又は称号 定　員超過率 開　設年　度 所　在　地年 人 年次 人 倍人経済学部経済学科 4 － － － 学士(経済学) 0.79 昭和42年 平成25年度より学生募集停止外国語学部英語学科 4 － － － 学士(英語) 0.92 昭和42年 平成25年度より学生募集停止外国語学部ロシア語学科 4 － － － 学士(ロシア語) 0.58 昭和42年 平成25年度より学生募集停止経営学部経営学科 4 － － － 学士(経営学) 0.89 昭和43年 平成25年度より学生募集停止法学部法学科 4 － － － 学士(法学) 0.76 平成元年 平成25年度より学生募集停止文化学部文化学科 4 － － － 学士(文化学) 0.85 平成19年 平成25年度より学生募集停止地域共創学群人間社会学域 4 900 － 3600 学士(経済学)学士(英語)学士(ロシア語)学士(経営学)学士(法学)学士

４　既設大学等の状況 　札　幌　大　学

北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目３番１号0.76 平成25年
(文化学)大 学 の 名 称 備　　考既設学部等の名称 修業年限 入　学定　員 編入学定　員 収　容定　員 学位又は称号 定　員超過率 開　設年　度 所　在　地年 人 年次 人 倍人法学研究科法学専攻 2 10 － 20 修士(法学) 0.30 平成９年経営学研究科経営学専攻 2 10 － 20 修士(経営学) 0.55 平成11年外国語学研究科英語学専攻 2 5 － 10 修士(英語学) 0.30 平成12年外国語学研究科ロシア語学専攻 2 3 － 6 修士(ﾛｼｱ語学) 0.00 平成12年経済学研究科地域経済政策専攻 2 10 － 20 修士(経済学) 0.15 平成13年文化学研究科文化学専攻 2 10 － 20 修士(文化学) 0.45 平成13年

　札　幌　大　学  大　学　院
北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目３番１号



大 学 の 名 称 備　　考既設学部等の名称 修業年限 入　学定　員 編入学定　員 収　容定　員 学位又は称号 定　員超過率 開　設年　度 所　在　地年 人 年次 人 倍人英文学科 2 － － － 短期大学士(英文学) 0.19 昭和43年 平成25年度より学生募集停止経営学科 2 － － － 短期大学士(経営学) 0.43 昭和57年 平成25年度より学生募集停止キャリアデザイン学科 2 80 － 160 短期大学士(教養) 0.44 平成25年
　札　幌　大　学　女　子　短　期　大　学　部

北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目３番１号
（注）・　本調査の対象となっている大学等の設置者（学校法人等）が設置している全ての大学（学部，学科），　　　　大学院（専攻）及び短期大学（学科）（ＡＣ対象学部等含む）について，それぞれの学校種ごとに，
　　　　○年より学生募集停止」と記入してください。　　　・　大学，短期大学においては学科単位（短期大学において専攻課程を置くときは専攻課程単位），　　　　大学院においては専攻単位で記入してください。
　　　　平成２６年５月１日現在の上記項目の情報を記入してください。（ただし，専攻科に係るもの　　　　については，記入する必要はありません。）　　　・　「平均定員超過率」には，標準修業年限に相当する期間における入学定員に対する入学者の割合の　　　　平均の小数点第２位まで（小数点第３位を切り捨て）を，学科（短期大学において専攻課程を設置　　　　している場合には，専攻課程）単位で記入してください。　　　・　学生募集を停止している学部等がある場合，入学定員と収容定員は「－」とし，「備考」に「平成



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別専任 教授 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾋﾛ浅野　一弘（44） 平成25年4月 学生発案型授業 専任 教授 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾋﾛ浅野　一弘（45） 平成25年4月  学生発案型授業 担当者変更(26)ゼミナールⅠ ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ外国政治 外国政治基礎演習  基礎演習 担当者変更(26)現代日本政治論 現代日本政治論行政学 行政学政治学入門 政治学入門入門演習  入門演習 担当者変更(26)札幌学B（自治） 担当者変更(26)専任 教授 ｲｲﾀﾞ ﾀｶｵ飯田　隆雄（61） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習業界研究Ａ（サービス業）業界研究Ｂ（金融業）金融論　　現代経済学　　札幌学Ｄ（食文化）入門演習専任 教授 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞｼｹﾞ五十嵐　一成（66） 平成25年4月 ヨーロッパ文明史 兼任 講師 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞｼｹﾞ五十嵐　一成西洋史 平成25年3月31日歴史と社会  五十嵐　一成歴史学概論 定年退職による変更歴史入門専任 教授 ｲﾄｳ ｺｳｷ伊藤　公紀（48） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ｲﾄｳ ｺｳｷ伊藤　公紀（48） ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥプログラミング プログラミング基礎演習 基礎演習市場調査論 市場調査論情報処理応用 情報処理応用入門演習 入門演習情報科学組版ソフトウェア演習情報管理論専任 教授 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ伊藤　悟（58） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 兼任 講師 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ伊藤　悟（59） 平成26年4月  ゼミナールⅠゼミナールⅡ  ゼミナールⅡ 平成26年3月31日ゼミナールⅢ  ゼミナールⅢ 伊藤　悟ゼミナールⅣ  ゼミナールⅣ 退職による変更ゼミナールⅤ  ゼミナールⅤゼミナールⅥ  ゼミナールⅥ環境と法 環境と法税法 税法

設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名

科目充実のための担当科目の追加(25)

備考



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 教授 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｺ井上　治子（66） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ 平成26年3月31日ゼミナールⅢ 井上　治子ゼミナールⅣ 退職ゼミナールⅤゼミナールⅥ公共哲学哲学哲学概論哲学入門専任 教授 ｲﾜﾎﾘ ﾋﾛｼ岩堀　洋士（65） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習金融経済論日本経済基礎論入門演習専任 教授 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ内田　一秀（64） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習経営学基礎経営学入門経営管理論入門演習専任 教授 ｵｳ ｼﾍｲ汪　志平（49） 平成25年4月 アジア経営論 専任 教授 ｵｳ ｼﾍｲ汪　志平（49） 平成25年4月 アジア経営論ゼミナールⅠ ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ企業社会論 企業社会論基礎演習 基礎演習経営学基礎  経営学基礎 担当者変更(25)現代企業論 現代企業論国際地域経済研究Ｂ（アジア） 国際地域経済研究Ｂ（アジア）入門演習 入門演習専任 教授 ｵｵｼﾛ ｽﾐｵ大城　純男（61） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ 平成25年10月17日ゼミナールⅢ 大城　純男ゼミナールⅣ 退職ゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習経済政策論札幌学Ｆ（観光）多文化共生社会論Ａ（自治体国際化論）入門演習



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 教授 ｵｵﾓﾘ ﾖｼﾕｷ大森　義行（55） 平成25年4月 インターネット概論 専任 教授 ｵｵﾓﾘ ﾖｼﾕｷ大森　義行（55） 平成25年4月 インターネット概論コンピュータネットワーク論 コンピュータネットワーク論ゼミナールⅠ ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ基礎演習 基礎演習情報リテラシーⅠ 情報リテラシーⅠ情報リテラシーⅡ 情報リテラシーⅡ情報処理基礎 情報処理基礎入門演習 入門演習ネットワーク社会論専任 教授 ｵｵﾔ ｵﾝ大矢　温（56） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥロシア外交論Ａロシア外交論Ｂロシア語発展演習Ｂロシア史Ａロシア史Ｂロシア事情Ａ（地域研究）基礎演習政治理論入門演習専任 教授 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙﾉ小笠原　はるの（47） 平成25年4月 コミュニケーション演習 専任 教授 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾙﾉ小笠原　はるの（48） 平成25年4月 コミュニケーション演習ゼミナールⅠ ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ異文化コミュニケーション演習Ａ 異文化コミュニケーション演習Ａ異文化コミュニケーション入門 異文化コミュニケーション入門基礎演習 基礎演習言語文化論Ｂ  言語文化論Ｂ 担当者変更(26)入門演習 入門演習表象文化演習Ａ 表象文化演習Ａ言語文化論Ａ 担当者変更(26)専任 教授 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ尾田　智彦（53） 平成25年4月 ReadingⅢ 専任 教授 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ尾田　智彦（54） 平成25年4月 ReadingⅢReadingⅣ ReadingⅣゼミナールⅠ ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ英語Ⅰ 英語Ⅰ英語Ⅱ 英語Ⅱ英語Ⅴ 担当者変更(26)

科目充実のための担当科目の追加(25)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 教授 ｵﾉ ﾔｽﾕｷ小野　保之（58） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ意思決定会計会計学入門会計情報システム業績管理会計経営分析専任 教授 ｶｼﾞｳﾗ ｹｲｼﾞ梶浦　桂司（45） キャリアアップⅠ 専任 教授 ｶｼﾞｳﾗ ｹｲｼﾞ梶浦　桂司（45） 死去(25)キャリアアップⅡキャリアアップⅢゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ学生生活と社会生活基礎演習金融と法商法Ⅰ商法Ⅱ消費者と法製造物責任入門演習専任 教授 ｶﾜｶﾐ ｼﾞﾕﾝ川上　淳（58） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ｶﾜｶﾐ ｼﾞﾕﾝ川上　淳（58） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ基礎演習 基礎演習日本史 日本史日本北方史 日本北方史入門演習 入門演習文化財論 文化財論歴史文化入門 歴史文化入門日本史研究法日ロ関係史専任 教授 ｶﾜﾅ ﾋﾛﾌﾐ川名　広文（56） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習考古学研究考古学特講Ｂ入門演習歴史文化入門
科目充実のための担当科目の追加(25)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 教授 ｷﾀｶﾏｴ ﾀﾛｳ北構　太郎（61） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥマネーと社会環境社会論　　基礎演習入門演習専任 教授 ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾌﾐ工藤　孝史（59） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ｸﾄﾞｳ ﾀｶﾌﾐ工藤　孝史（60） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥフランス語Ⅰ  フランス語Ⅰ 担当者変更(26)フランス語Ⅱ  フランス語Ⅱ 担当者変更(26)基礎演習  基礎演習 担当者変更(26)現代思想  現代思想 担当者変更(26)思想と社会 思想と社会入門演習  入門演習 担当者変更(26)フランス語Ⅲ 担当者変更(26)フランス語Ⅳ 担当者変更(26)哲学 担当者変更(26)哲学入門 担当者変更(26)哲学概論 担当者変更(26)専任 教授 ｸﾄﾞｳ ﾄｼﾋｺ工藤　利彦（58） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ｸﾄﾞｳ ﾄｼﾋｺ工藤　利彦（59） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ自然と社会 自然と社会生物学概論 生物学概論生物学入門 担当者変更(25)入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)専任 教授 ｸﾏｶﾞｲ ﾕﾘﾔ熊谷　ユリヤ（59） 平成25年4月 Discussion Ⅰ 専任 教授 ｸﾏｶﾞｲ ﾕﾘﾔ熊谷　ユリヤ（60） 平成25年4月 Discussion Ⅰ 担当者変更(26)Discussion Ⅱ Discussion Ⅱ 担当者変更(26)Japanese Affairs　D Japanese Affairs　DJapanese Affairs　E Japanese Affairs　EゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ通訳演習Ⅰ 通訳演習Ⅰ通訳演習Ⅱ 通訳演習Ⅱ通訳研究 通訳研究入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)ゼミナールⅠ 担当者変更(26)ゼミナールⅡ 担当者変更(26)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 教授 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾋｻ後藤　善久（47） 平成25年4月 ゼミナールⅢ 教授 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾋｻ後藤　善久（48） 平成25年4月 ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ英語Ⅲ 英語Ⅲ英語Ⅳ  英語Ⅳ 担当者変更(26)英語学研究B 英語学研究B基礎演習 基礎演習専門英語研究 A（観光） 専門英語研究 A（観光）入門演習 入門演習ゼミナールⅠ 担当者変更(26)ゼミナールⅡ 担当者変更(26)DiscussionⅠ 担当者変更(26)DiscussionⅡ 担当者変更(26)ReadingⅢ 担当者変更(26)ReadingⅣ 担当者変更(26)専任 教授 ｺﾏｷ ﾄｵﾙ駒木　泰（54） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習計量経済学　　統計学入門演習専任 教授 ｺﾔﾏ ｼｹﾞﾙ小山　茂（48） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ｺﾔﾏ ｼｹﾞﾙ小山　茂（49） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥフィールドワーク入門 フィールドワーク入門札幌学入門 札幌学入門地域創生演習Ｃ（商業） 地域創生演習Ｃ（商業）入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)専任 教授 ｻｶｲ ﾊﾙｷ酒井　春樹（65） 平成25年4月 依頼と説得の心理学 専任 教授 ｻｶｲ ﾊﾙｷ酒井　春樹（66） 平成25年4月 依頼と説得の心理学社会心理学 社会心理学集団行動の心理学  集団行動の心理学 担当者変更(26)消費行動の心理学 消費行動の心理学心理学入門 心理学入門人間関係の心理学 人間関係の心理学入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)ゼミナールⅠ 担当者変更(26)ゼミナールⅡ 担当者変更(26)専任 教授 ｻﾄｳ ｲｸｵ佐藤　郁夫（57） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ｻﾄｳ ｲｸｵ佐藤　郁夫（58） 平成25年4月  ゼミナールⅠ 担当者変更(26)ゼミナールⅡ  ゼミナールⅡ 担当者変更(26)ゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥファイナンス論 ファイナンス論地域のベンチャー経営 地域のベンチャー経営



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 教授 ｼﾞﾀﾞ-ﾉﾌ ｳﾗｼﾞ-ﾐﾙジダーノフ，ウラジーミル(64) 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ｼﾞﾀﾞ-ﾉﾌ ｳﾗｼﾞ-ﾐﾙジダーノフ，ウラジーミル(65) 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥロシア語会話Ⅰ ロシア語会話Ⅰロシア語会話Ⅱ ロシア語会話Ⅱロシア文学研究Ａ ロシア文学研究Ａ基礎ロシア語Ⅰ 基礎ロシア語Ⅰ基礎ロシア語Ⅱ 基礎ロシア語Ⅱ現代ロシア語表現研究Ｂ 現代ロシア語表現研究Ｂロシア語Ⅰ 担当者変更(26)ロシア語Ⅱ 担当者変更(26)専任 教授 ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｵ下川　和夫（63） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習自然地理学入門演習北海道地域文化論歴史文化入門専任 教授 ｽｽﾞｷ ｼﾞﾕﾝｲﾁ鈴木　淳一（61） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ｽｽﾞｷ ｼﾞﾕﾝｲﾁ鈴木　淳一（62） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥロシア語発展演習Ａ ロシア語発展演習Ａロシア事情Ｂ（文学・文化） ロシア事情Ｂ（文学・文化）ロシア文学研究Ｂ ロシア文学研究Ｂ基礎演習 担当者変更(26)入門演習 担当者変更(26)専任 教授 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁﾛｳ高橋　健一郎（41） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥロシア語演習Ⅰロシア語学研究Ｂロシア語作文ロシア語作文研究基礎演習入門演習専任 教授 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ高橋　裕（62） 平成25年4月 教育実習 専任 教授 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ高橋　裕（62） 平成25年4月 教育実習知的障害教育論Ⅰ 知的障害教育論Ⅰ知的障害教育論Ⅱ 知的障害教育論Ⅱ知的障害者の心理・生理・病理  知的障害者の心理・生理・病理学校安全 科目充実のための担当者の変更及び担当科目の追加(25)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 教授 ﾀｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ高宮　広土（54） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ﾀｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ高宮　広土（54） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥヒトと文化 ヒトと文化ヒトと文化基礎論 ヒトと文化基礎論人類学 人類学人類学入門  人類学入門 担当者変更(25)入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)専任 教授 ﾀｷﾓﾄ ｾｲｷ瀧元　誠樹（43） 平成25年4月 ウィンター・スポーツ演習 専任 教授 ﾀｷﾓﾄ ｾｲｷ瀧元　誠樹（43） 平成25年4月 ウィンター・スポーツ演習サマー・スポーツ演習 サマー・スポーツ演習スポーツと現代社会 スポーツと現代社会スポーツ文化入門 スポーツ文化入門スポーツ文化論 スポーツ文化論ゼミナールⅠ ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥダンス ダンスネット型球技 バドミントン救急・応急処置演習 救急・応急処置演習札幌学Ｈ（スポーツ） 札幌学Ｈ（スポーツ）体育実技 体育実技日本武芸文化演習応用 日本武芸文化演習応用日本武芸文化演習基礎 日本武芸文化演習基礎日本武芸文化論 日本武芸文化論武道 武道Ａ武道Ｂスポーツと現代社会専任 教授 ﾀﾅｶ ﾐｷｺ田中　幹子（51） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習日本文化入門日本文学史日本文学特講Ａ日本文学表現論入門演習専任 教授 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾏｻ千葉　博正（65） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾏｻ千葉　博正（66） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥビジネスロジスティクス ビジネスロジスティクス施設計画論 施設計画論都市システム論 都市システム論立地環境論 立地環境論流通サービスと経済 担当者変更(26)

科目充実のための科目名称の変更及び担当科目の追加(25)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 教授 ﾁﾖｳ ｲﾕｳ張　偉雄（57） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ﾁﾖｳ ｲﾕｳ張　偉雄（57） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ初級中国語聴解 初級中国語聴解上級中国語聴解 上級中国語聴解中級中国語聴解 中級中国語聴解日中比較文学文化論 日中比較文学文化論入門中国語閲読Ⅰ  入門中国語閲読Ⅰ 担当者変更(25)入門中国語閲読Ⅱ  入門中国語閲読Ⅱ 担当者変更(25)専任 教授 ﾂﾙ ﾋﾃﾞﾛｳ靍　日出郎（62） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習基礎簿記原価計算工業簿記入門演習専任 教授 ﾄｷｻﾞｷ ﾋｻｵ時崎　久夫（53） 平成25年4月 Listening 専任 教授 ﾄｷｻﾞｷ ﾋｻｵ時崎　久夫（54） 平成25年4月 ListeningPronunciation PronunciationReadingⅢ ReadingⅢReadingⅣ ReadingⅣゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ英語Ⅱ  英語Ⅱ 担当者変更(26)英語学研究A 英語学研究A基礎演習  基礎演習 担当者変更(26)入門演習 入門演習言語論Ⅰ 担当者変更(26)言語論Ⅱ 担当者変更(26)ゼミナールⅠ 担当者変更(26)専任 教授 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ中本　和秀（61） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾃﾞ中本　和秀（62） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ基礎演習  基礎演習 担当者変更(26)経営学基礎 経営学基礎経営学入門 経営学入門組織と個人 組織と個人組織と戦略 組織と戦略入門演習  入門演習 担当者変更(26)経営史 担当者変更(26)専任 教授 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ中山　健一郎（45） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習経営学入門国際ビジネス論生産管理論



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考入門演習品質管理論専任 教授 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ濱田　英人（55） 平成25年4月 ReadingⅠReadingⅡTOEFLゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ英語教育基礎演習日英対照言語研究入門演習専任 教授 ﾊﾔｼ ｹﾝｿﾞｳ林　研三（62） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ﾊﾔｼ ｹﾝｿﾞｳ林　研三（63） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ法学 法学法社会学Ａ 法社会学Ａ法社会学Ｂ 法社会学Ｂ社会学 担当者変更(26)入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)専任 教授 ﾊﾔｼ ﾕｳｺ早矢仕　有子（48） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ環境問題入門基礎演習生態学と社会生態学概論入門演習専任 教授 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾃﾞｵ藤巻　秀夫（58） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習行政法Ⅰ行政法Ⅱ行政法特論入門演習専任 教授 ﾎﾞｾﾞｱ ｱﾗﾝボゼア，アラン（51） 平成25年4月 Basic WritingⅠ 専任 教授 ﾎﾞｾﾞｱ ｱﾗﾝボゼア，アラン（52） 平成25年4月 Basic WritingⅠ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅰ Oral Communication Ⅰ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅱ Oral Communication Ⅱ 担当者変更(26)Oral CommunicationⅢ Oral CommunicationⅢ 担当者変更(26)Oral CommunicationⅣ Oral CommunicationⅣ 担当者変更(26)Presentation PresentationWriting/PresentingⅠ Writing/PresentingⅠWriting/PresentingⅡ Writing/PresentingⅡ言語文化研究入門 担当者変更(26)DiscussioniⅠ 担当者変更(26)DiscussioniⅡ 担当者変更(26)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 教授 ﾎﾘｶﾜ ﾃﾂ堀川　哲（66） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ倫理学倫理学概論専任 教授 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｺ本田　優子（55） 平成25年4月 アイヌ語Ⅰ 専任 教授 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｺ本田　優子（56） 平成25年4月 アイヌ語Ⅰアイヌ文化論  アイヌ文化論 担当者変更(26)ゼミナールⅠ ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥダンス  ダンス 科目充実のための担当者の変更(25)基礎演習  基礎演習 担当者変更(26)地域創生入門 地域創生入門入門演習  入門演習 担当者変更(26)歴史文化入門 歴史文化入門アイヌ語Ⅱ 担当者変更(26)専任 教授 ﾎﾝﾏ ﾏｻﾐ本間　雅美（61） 平成25年4月 グローバル化と経済 専任 教授 ﾎﾝﾏ ﾏｻﾐ本間　雅美（62） 平成25年4月 グローバル化と経済ゼミナールⅠ ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ経済学特論Ａ 経済学特論Ａ国際協力論 国際協力論国際経済基礎論 国際経済基礎論地域創生入門 地域創生入門入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)専任 教授 ﾏｴﾊﾗ ｺｳｲﾁ前原　宏一（54） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ﾏｴﾊﾗ ｺｳｲﾁ前原　宏一（55） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ基礎演習  基礎演習 担当者変更(26)刑事訴訟法 刑事訴訟法刑事法入門 刑事法入門刑法 刑法刑法特論 刑法特論入門演習  入門演習 担当者変更(26)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 教授 ﾏｽﾀﾞ ｱﾂｼ増田　敦（50） 平成25年4月 ウィンター・スポーツ演習 専任 教授 ﾏｽﾀﾞ ｱﾂｼ増田　敦（51） 平成25年4月 ウィンター・スポーツ演習サマー・スポーツ演習 サマー・スポーツ演習スポーツ教育学 スポーツ教育学スポーツ文化入門 スポーツ文化入門スポーツ文化論 スポーツ文化論ゼミナールⅠ ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ学校保健 学校保健救急・応急処置演習  救急・応急処置演習 担当者変更(26)水泳  水泳 担当者変更(26)体育実技 体育実技野外活動演習応用 野外活動演習応用野外活動演習基礎 野外活動演習基礎野外教育論 野外教育論専任 教授 ﾐｶﾐ ﾏｻｵ三上　勝生（55） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ﾐｶﾐ ﾏｻｵ三上　勝生（56） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ映像文化論 映像文化論言語文化論Ａ  言語文化論Ａ 担当者変更(26)情報倫理 情報倫理論理学概論 論理学概論入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)専任 教授 ﾐﾀﾗｲ ｼﾖｳｼﾞ御手洗　昭治（63） 平成25年4月 Intercultural StudyゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ異文化コミュニケーション入門国際ネゴシエーション専任 教授 ﾐﾖﾝ ﾃ ｽｸ明　泰淑（55） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ学外研修Ａ基礎演習人事労務管理入門演習



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 教授 ﾓﾓｲ ｴﾂｺ百井　悦子（61） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ﾓﾓｲ ｴﾂｺ百井　悦子（62） 平成25年4月  ゼミナールⅠ 担当者変更(26)ゼミナールⅡ  ゼミナールⅡ 担当者変更(26)ゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ発達障害教育総論 発達障害教育総論教育実習 教育実習特別支援教育総論 特別支援教育総論病弱教育論 病弱教育論病弱者の心理・生理・病理 病弱者の心理・生理・病理専任 教授 ﾔﾏｻｷ ﾏｷｺ山﨑　眞紀子（52） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 教授 ﾔﾏｻｷ ﾏｷｺ山﨑　眞紀子（52） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ基礎演習 基礎演習日本文化入門 日本文化入門日本文学特講Ｃ 日本文学特講Ｃ入門演習 入門演習文学と現代社会 文学と現代社会日本文学表現史専任 教授 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ山田　玲良（46） 平成25年4月 ＮＰＯ運営実習ＡＮＰＯ運営実習Ｂゲーム理論業界研究Ａ（サービス業）業界研究Ｂ（金融業）財政学社会人基礎実習Ｂ－Ⅰ社会人基礎実習Ｂ－Ⅱ社会人基礎実習ＢーⅢ社会人基礎実習ＢーⅣ人口減少と経済政治経済入門専任 教授 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ山田　隆（60） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ山田　隆（61） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥロシア語演習Ⅱ ロシア語演習Ⅱロシア語学研究Ａ ロシア語学研究Ａロシア語文法 ロシア語文法学外研修Ｂ 学外研修Ｂ基礎演習 基礎演習言語文化研究入門 言語文化研究入門入門演習 入門演習ロシア語Ⅰ 担当者変更(26)ロシア語Ⅱ 担当者変更(26)

科目充実のための担当科目の追加(25)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 教授 ﾗﾄﾞｸﾘﾌ ﾌｲﾘﾂﾌﾟラドクリフ，フィリップ（56） 平成25年4月 Basic WritingⅡ 専任 教授 ﾗﾄﾞｸﾘﾌ ﾌｲﾘﾂﾌﾟラドクリフ，フィリップ（57） 平成25年4月 Basic WritingⅡ 担当者変更(26)Discussion Ⅲ Discussion Ⅲ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅰ Oral Communication ⅠOral Communication Ⅱ Oral Communication ⅡOral CommunicationⅢ Oral CommunicationⅢ 担当者変更(26)Oral CommunicationⅣ Oral CommunicationⅣ 担当者変更(26)Regional Studies B Regional Studies B Writing/PresentingⅠ Writing/PresentingⅠWriting/PresentingⅡ Writing/PresentingⅡ言語文化研究入門 言語文化研究入門学外研修Ｂ 学外研修Ｂ専任 教授 ﾘ ｷﾖﾝﾐﾝ李　景珉（66） 平成25年4月 コリア語Ⅰ 専任 教授 ﾘ ｷﾖﾝﾐﾝ李　景珉（67） 平成25年4月 コリア語Ⅰコリア語Ⅱ コリア語ⅡゼミナールⅠ  ゼミナールⅠ 担当者変更(26)ゼミナールⅡ  ゼミナールⅡ 担当者変更(26)ゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ言語文化研究入門 言語文化研究入門国際関係論 国際関係論政治と社会 政治と社会専任 教授 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾕﾘ渡辺　さゆり（51） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 教授 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾕﾘ渡辺　さゆり（51） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ基礎演習 基礎演習日本語概論 日本語概論日本語学入門 日本語学入門日本語史 日本語史日本語表現論 日本語表現論入門演習 入門演習日本語古典文法演習専任 准教授 ｱｻﾐ ｼﾛｳ浅見　吏郎（45） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 准教授 ｱｻﾐ ｼﾛｳ浅見　吏郎（46） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ英語Ⅰ 英語Ⅰ英語Ⅱ 英語Ⅱ多文化共生社会論Ｂ（コミュニケーション） 多文化共生社会論Ｂ（コミュニケーション）入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)専任 准教授 ｲｲﾀﾞ ｳﾒｺ飯田　梅子（39） 平成25年4月 ロシア語Ⅰ 専任 准教授 ｲｲﾀﾞ ｳﾒｺ飯田　梅子（40） 平成25年4月 ロシア語Ⅰロシア語Ⅱ ロシア語Ⅱロシア語Ⅲ ロシア語Ⅲロシア語Ⅳ ロシア語Ⅳロシア語入門Ⅰ ロシア語入門Ⅰロシア語入門Ⅱ ロシア語入門Ⅱロシア文学講読Ｂ 担当者変更(26)
科目充実のための担当科目の追加(25)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 准教授 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｳｽｹ稲垣　陽介（47） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ科学と社会環境科学概論環境科学入門基礎演習入門演習専任 准教授 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞｵ井上　繁夫（63） 平成25年4月 教育実習子育て支援ボランティア実習Ｂ（子育て支援）肢体不自由教育論Ⅰ肢体不自由教育論Ⅱ肢体不自由者の心理・生理・病理重複障害教育総論専任 准教授 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶｼ内山　隆司（47） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥマクロ経済学基礎演習経済学史　　経済学入門Ｂ入門演習専任 准教授 ｳﾉ ｼﾞﾛｳ宇野　二朗（39） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ｳﾉ ｼﾞﾛｳ宇野　二朗（40） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 昇任による職名の変更(25)ゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ基礎演習  基礎演習 担当者変更(26)公共政策論 公共政策論札幌学Ｂ（自治）  札幌学Ｂ（自治） 担当者変更(26)自治行政特論 自治行政特論自治体財政論 自治体財政論入門演習  入門演習 担当者変更(26)地方自治論 担当者変更(26)専任 准教授 ｶﾐﾂｸｴ ﾐﾎ上机　美穂（38） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習情報と法入門演習民法Ⅰ民法Ⅲ民法入門



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 准教授 ｷﾝ ﾏｺﾄ金　誠（38） 平成25年4月 ウィンター・スポーツ演習 専任 准教授 ｷﾝ ﾏｺﾄ金　誠（39） 平成25年4月 ウィンター・スポーツ演習サマー・スポーツ演習 サマー・スポーツ演習スポーツ・レクリエーション演習 スポーツ・レクリエーション演習スポーツ史 スポーツ史スポーツ文化入門 スポーツ文化入門スポーツ文化論  スポーツ文化論 担当者変更(26)ゼミナールⅠ ゼミナールⅠゼミナールⅡ  ゼミナールⅡ 担当者変更(26)ゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥベースボール型球技 ソフトボール 科目充実のための科目名称の変更(25)救急・応急処置演習 救急・応急処置演習体育実技 体育実技水泳 担当者変更(26)専任 准教授 ｸﾉ ﾕﾐｴ久野　弓枝（45） 平成25年4月 キャリアゼミナールＡ 専任 准教授 ｸﾉ ﾕﾐｴ久野　弓枝（46） 平成25年4月 キャリアゼミナールＡキャリアゼミナールＢ キャリアゼミナールＢ地域創生実習（国際交流） 地域創生実習（国際交流）日本語初級Ⅰ  日本語初級Ⅰ 担当者変更(26)日本語初級Ⅱ  日本語初級Ⅱ 担当者変更(26)日本語中級Ⅰ  日本語中級Ⅰ 担当者変更(26)日本語中級Ⅱ  日本語中級Ⅱ 担当者変更(26)専任 准教授 ｻﾄｳ ﾐｷ佐藤　美希（41） 平成25年4月 ReadingⅠ 専任 准教授 ｻﾄｳ ﾐｷ佐藤　美希（42） 平成25年4月 ReadingⅠReadingⅡ ReadingⅡイギリス文学史 イギリス文学史ゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ英語Ⅰ  英語Ⅰ 担当者変更(26)英米文学研究Ａ 英米文学研究Ａ基礎演習 基礎演習入門演習 入門演習翻訳演習Ⅰ 翻訳演習Ⅰ翻訳演習Ⅱ 翻訳演習ⅡゼミナールⅡ 担当者変更(26)専任 准教授 ﾀｶｲｼ ｶﾂﾐ高石　克美（59） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 准教授 ﾀｶｲｼ ｶﾂﾐ高石　克美（60） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ指導者論 指導者論情報と職業  情報と職業 担当者変更(26)職業指導論 職業指導論簿記演習 簿記演習入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 准教授 ﾀｶｾ ﾅﾂｺ高瀬　奈津子（42） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ﾀｶｾ ﾅﾂｺ高瀬　奈津子（43） 平成25年4月  ゼミナールⅠ 担当者変更(26)ゼミナールⅡ  ゼミナールⅡ 担当者変更(26)ゼミナールⅢ ゼミナールⅢ 昇任による職名の変更(26)ゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ言語文化研究入門 言語文化研究入門漢文学 漢文学中国語精読Ⅰ 中国語精読Ⅰ中国語精読Ⅱ 中国語精読Ⅱ中国史 中国史東洋史 東洋史入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)専任 准教授 ﾀｹｵｶ ｱｷｺ武岡　明子（39） 平成25年4月 ＮＰＯ論ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習札幌フィールドワークＡ　（まちづくり）自治行政特論地域創生演習Ａ（市民自治）地方自治論入門演習専任 准教授 ﾀﾅｶ ﾂﾈﾋｻ田中　恒寿（47） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 准教授 ﾀﾅｶ ﾂﾈﾋｻ田中　恒寿（48） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥフランス語Ⅰ フランス語Ⅰフランス語Ⅱ フランス語Ⅱフランス語Ⅲ  フランス語Ⅲ 担当者変更(26)フランス語Ⅳ  フランス語Ⅳ 担当者変更(26)基礎演習  基礎演習 担当者変更(26)社会思想史 社会思想史世界の文学 世界の文学入門演習  入門演習 担当者変更(26)歴史学概論 担当者変更(26)専任 准教授 ﾀﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ田原　博幸（47） 平成25年4月 Discussion Ⅰ 専任 准教授 ﾀﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ田原　博幸（48） 平成25年4月 Discussion Ⅰ 担当者変更(26)Discussion Ⅱ Discussion Ⅱ 担当者変更(26)ゼミナールⅠ ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ英語Ⅰ 英語Ⅰ英語Ⅱ 英語ⅡＴＯＥＩＣ Ａ 担当者変更(26)ＴＯＥＩＣ Ｂ 担当者変更(26)入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 准教授 ﾁﾊﾞ ﾀｶｵ千葉　隆生（50） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥミクロ経済学基礎演習経済学入門Ａ国際経済学　　入門演習専任 准教授 ﾁﾝ ﾁﾕｳﾄｸ陳　忠徳（39） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 准教授 ｲﾜﾊｼ ﾁﾕｳﾄｸ岩橋　忠徳（40） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 氏名変更(26)ゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ会計学入門 会計学入門会計監査 会計監査会計情報論 会計情報論基礎演習 基礎演習基礎簿記 基礎簿記商業簿記  商業簿記 担当者変更(26)入門演習 入門演習専任 准教授 ﾂｶﾊﾗ ﾌﾐｵ束原　文郎（35） 平成25年4月 ウィンター・スポーツ演習 専任 准教授 ﾂｶﾊﾗ ﾌﾐｵ束原　文郎（36） 平成25年4月 ウィンター・スポーツ演習ゴール型球技 サッカー 科目充実のための科目名称の変更(25)サマー・スポーツ演習 サマー・スポーツ演習スポーツ・レクリエーション演習 スポーツ・レクリエーション演習スポーツマネジメント スポーツマネジメントスポーツ文化入門 スポーツ文化入門スポーツ文化論  スポーツ文化論 担当者変更(26)ゼミナールⅠ  ゼミナールⅠ 担当者変更(26)ゼミナールⅡ  ゼミナールⅡ 担当者変更(26)ゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ救急・応急処置演習  救急・応急処置演習 担当者変更(26)札幌フィールドワークＢ（イベント） 札幌フィールドワークＢ（イベント）体育実技 体育実技地域創生演習Ｂ（イベント） 地域創生演習Ｂ（イベント）



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 准教授 ﾄﾖｻﾄ ﾏﾕﾐ豊里　真弓（43） 平成25年4月 Discussion Ⅰ 専任 教授 ﾄﾖｻﾄ ﾏﾕﾐ豊里　真弓（44） 平成25年4月 Discussion Ⅰ 担当者変更(26)Discussion Ⅱ Discussion Ⅱ 昇任による職名の変更(25)ReadingⅢ ReadingⅢ 担当者変更(26)ReadingⅣ ReadingⅣアメリカ文学史 アメリカ文学史ゼミナールⅠ  ゼミナールⅠ 担当者変更(26)ゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ英語Ⅲ  英語Ⅲ 担当者変更(26)英米文学概論 英米文学概論英米文学研究Ｂ 英米文学研究Ｂ基礎演習 基礎演習入門演習  入門演習 担当者変更(26)専任 准教授 ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾛｳ豊田　太郎（39） ゼミナールⅠゼミナールⅡ 平成25年3月ゼミナールⅢ   豊田　太郎ゼミナールⅣ 退職ゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習経営史経済史国際地域経済研究Ａ（アメリカ）入門演習専任 准教授 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｻｸ野口　大作（48） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｻｸ野口　大作（50） 平成25年4月 昇任による職名の変更(26)ゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習入門演習不動産と法民法Ⅱ民法特論民法入門専任 准教授 ﾐｽ ﾀｸﾔ三須　拓也（40） 平成25年4月 Japanese Affairs　C 専任 教授 ﾐｽ ﾀｸﾔ三須　拓也（41） 平成25年4月 Japanese Affairs　C 昇任による職名の変更(25)ゼミナールⅠ ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ基礎演習 基礎演習現代政治行政事情 現代政治行政事情国際政治学 国際政治学国際政治史 国際政治史日米関係論 日米関係論入門演習 入門演習学生発案型授業 担当者変更(26)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 准教授 ﾐﾔｶﾜ ｱｷﾖｼ宮川　昭義（43） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 教授 ﾐﾔｶﾜ ｱｷﾖｼ宮川　昭義（43） 平成25年4月 昇任による職名の変更(25)ゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ会計・財務分析会計学基礎演習経済学特論Ｂ経済取引と社会社会保障論入門演習専任 准教授 ﾑｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ武川　一彦（54） 平成25年4月 ボランティア実習 専任 准教授 ﾑｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ武川　一彦（55） 平成25年4月 ボランティア実習社会人基礎実習Ａ－Ⅰ 社会人基礎実習Ａ－Ⅰ社会人基礎実習Ａ－Ⅱ 社会人基礎実習Ａ－Ⅱ入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)専任 准教授 ﾑｼﾔ ｶﾅｴ武者　加苗（34） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥ基礎演習札幌学Ａ（経済・経営）資料・データ分析地域経済学地方財政論入門演習専任 准教授 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ森山　弘二（54） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 准教授 ﾓﾘﾔﾏ ｺｳｼﾞ森山　弘二（55） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ憲法Ⅰ 憲法Ⅰ憲法特論 憲法特論憲法入門 憲法入門日本国憲法 日本国憲法入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)専任 准教授 ﾔｼﾛ ｶｽﾞﾔ谷代　一哉（41） 平成25年4月 ウィンター・スポーツ演習 専任 准教授 ﾔｼﾛ ｶｽﾞﾔ谷代　一哉（42） 平成25年4月 ウィンター・スポーツ演習サマー・スポーツ演習 サマー・スポーツ演習スポーツ文化入門 スポーツ文化入門スポーツ文化論 スポーツ文化論ゼミナールⅠ ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥトレーニング・評価 トレーニング・評価運動生理学 運動生理学救急・応急処置演習  救急・応急処置演習 担当者変更(26)生理解剖学 生理解剖学体育実技 体育実技陸上競技 陸上競技



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 准教授 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾕｷ山内　和幸（44） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 准教授 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾕｷ山内　和幸（45） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ経営統計学 経営統計学数学概論 数学概論数学入門 数学入門数理科学 数理科学入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)専任 准教授 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ山本　裕一（63） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡゼミナールⅢゼミナールⅣゼミナールⅤゼミナールⅥドイツ語Ⅰドイツ語Ⅱドイツ語Ⅲドイツ語Ⅳ基礎演習入門演習専任 准教授 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛｼ米田　浩（58） 平成25年4月 スポーツ競技実習Ⅰ 准教授 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛｼ米田　浩（58） 平成25年4月 スポーツ競技実習Ⅰスポーツ競技実習Ⅱ スポーツ競技実習Ⅱスポーツ競技実習Ⅲ スポーツ競技実習Ⅲスポーツ競技実習Ⅳ スポーツ競技実習Ⅳスポーツ指導実践基礎 スポーツ指導実践基礎スポーツ指導論基礎 スポーツ指導論基礎基礎演習 基礎演習健康論 健康論体育実技 体育実技入門演習 入門演習テニス専任 准教授 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾐ渡部　あさみ（36） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 准教授 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｻﾐ渡部　あさみ（37） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ異文化コミュニケーション演習Ｂ 異文化コミュニケーション演習Ｂ基礎演習 基礎演習入門演習 入門演習比較文学 比較文学表象文化演習Ｂ 表象文化演習Ｂ表象文化論 表象文化論英語Ⅱ 担当者変更(26)英語Ⅳ 担当者変更(26)
科目充実のための担当科目の追加(25)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 講師 ｱﾗｷ ﾅﾐ荒木　奈美（44） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 准教授 ｱﾗｷ ﾅﾐ荒木　奈美（45） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 昇任による職名の変更(26)ゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ基礎演習 基礎演習日本文化特講 日本文化特講日本文化入門  日本文化入門 担当者変更(26)日本文化論 日本文化論日本文学史 日本文学史入門演習 入門演習臨床教育学入門 臨床教育学入門日本語表現演習Ａ日本語表現演習Ｂ現代日本文学史研究専任 講師 ｲﾜｸﾗ ﾕｷ岩倉　由貴（32） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ 平成26年3月31日ゼミナールⅢ 岩倉　由貴ゼミナールⅣ 退職ゼミナールⅤゼミナールⅥマーケティング基礎演習入門演習専任 講師 ｵｵｶﾜ ﾕｳﾔ大川　裕也（33） 平成25年4月 Advanced Reading 専任 准教授 ｵｵｶﾜ ﾕｳﾔ大川　裕也（34） 平成25年4月 Advanced Reading 昇任による職名の変更(26)ReadingⅠ ReadingⅠReadingⅡ ReadingⅡTOEIC A TOEIC ATOEIC B TOEIC BListening 担当者変更(25)ReadingⅢ 担当者変更(26)英語Ⅱ 担当者変更(26)専任 講師 ﾂｼﾏ ﾔｽﾋﾛ對馬　康博（33） 平成25年4月 Advanced Reading 専任 准教授 ﾂｼﾏ ﾔｽﾋﾛ對馬　康博（34） 平成25年4月 Advanced Reading 昇任による職名の変更(26)TOEIC A TOEIC ATOEIC B TOEIC B英語Ⅲ 担当者変更(26)入門演習 担当者変更(26)基礎演習 担当者変更(26)専任 講師 ﾎﾘｴ ｲｸﾔ堀江　育也（39） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 専任 准教授 ﾎﾘｴ ｲｸﾔ堀江　育也（40） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥデータベース論 データベース論基礎演習 基礎演習情報通信論 情報通信論入門演習 入門演習データマイニング経営学入門 担当者変更(26)昇任による職名の変更及び科目充実のための担当科目の追加(25)

科目充実のための担当科目の追加(25)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考専任 講師 ﾏﾂﾄﾓ ﾁｶｺ松友　知香子（39） 平成25年4月 ゼミナールⅠ 講師 ﾏﾂﾄﾓ ﾁｶｺ松友　知香子（39） 平成25年4月 ゼミナールⅠゼミナールⅡ ゼミナールⅡゼミナールⅢ ゼミナールⅢゼミナールⅣ ゼミナールⅣゼミナールⅤ ゼミナールⅤゼミナールⅥ ゼミナールⅥ異文化コミュニケーション演習Ｃ 異文化コミュニケーション演習Ｃ異文化コミュニケーション入門  異文化コミュニケーション入門 担当者変更(25)基礎演習 基礎演習芸術表象演習 芸術表象演習芸術文化論 芸術文化論札幌フィールドワークＣ（文化施設） 札幌フィールドワークＣ（文化施設）札幌学Ｃ（芸術文化） 札幌学Ｃ（芸術文化）西洋美術史 西洋美術史入門演習 入門演習専任 講師 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ安田　貢（43） 平成25年4月 コーチング 専任 講師 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ安田　貢（44） 平成25年4月 コーチングスポーツ競技実習Ⅰ スポーツ競技実習Ⅰスポーツ競技実習Ⅱ スポーツ競技実習Ⅱスポーツ競技実習Ⅲ スポーツ競技実習Ⅲスポーツ競技実習Ⅳ スポーツ競技実習Ⅳスポーツ指導実践 スポーツ指導実践スポーツ指導論 スポーツ指導論ネット型球技 バレーボール基礎演習 基礎演習健康論 健康論体育実技 体育実技入門演習 入門演習スポーツ文化入門 担当者変更(26)ゼミナールⅠ 担当者変更(26)ゼミナールⅡ 担当者変更(26)兼任 講師 ｱｵﾔﾏ　ﾕｳｺ青山　ゆう子 平成26年4月 情報管理論 担当者変更(26)モデルシミュレーション論 担当者変更(26)兼任 講師 ｱﾏﾉ ﾃﾂﾔ天野　哲也（67） 平成27年4月 考古学特講Ａ兼任 講師 ｱﾐﾔ　ﾖｼｵ網谷　義男（44） 平成25年4月 中国語Ⅰ 兼任 講師 ｱﾐﾔ　ﾖｼｵ網谷　義男（45） 平成25年4月 中国語Ⅰ中国語Ⅱ 中国語Ⅱ中国語Ⅲ 中国語Ⅲ 担当者変更(26)中国語Ⅳ 中国語Ⅳ 担当者変更(26)兼任 講師 ｱﾗｷ　ﾐﾁﾄｼ荒木　道利（53） 平成26年4月 社会学 兼任 講師 ｱﾗｷ　ﾐﾁﾄｼ荒木　道利（54） 平成26年4月  社会学 担当者変更(26)兼任 講師 ｲｼｲ ﾏｻﾙ石井　克（31） 平成27年4月 スポーツとメディア兼任 講師 ｲｼｶﾜ　ﾁﾊﾙ石川　千温（52） 平成26年4月 画像処理兼任 講師 ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ泉　敬史（54） 平成25年4月 ボランティア概論 兼任 講師 ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ泉　敬史（55） 平成25年4月 ボランティア概論学外研修Ａ 学外研修Ａ中国語Ⅰ 中国語Ⅰ中国語Ⅱ 中国語Ⅱ中国語Ⅲ 中国語Ⅲ中国語Ⅳ 中国語Ⅳ日中文化交流入門  日中文化交流入門 担当者変更(26)兼任 講師 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾐ泉　春美（42） 平成26年4月 バスケットボール 担当者変更(26)兼任 講師 ｲﾁｵｶ　ﾋﾛｺ市岡　浩子（53） 平成27年4月 国際観光論兼任 講師 ｲﾁｶﾜ　ｱｹﾐ市川　明美（40） 平成25年4月 日本語初級Ⅰ 兼任 講師 ｲﾁｶﾜ　ｱｹﾐ市川　明美（41） 平成25年4月  日本語初級Ⅰ 担当者変更(26)日本語初級Ⅱ 日本語初級Ⅱ日本語中級Ⅰ  日本語中級Ⅰ 担当者変更(26)日本語中級Ⅱ  日本語中級Ⅱ 担当者変更(26)

科目充実のための科目名称の変更(25)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考兼任 講師 ｲﾄｳ ｻﾅｴ伊藤　早苗（58） 平成25年4月 日本語中級Ⅰ 兼任 講師 ｲﾄｳ ｻﾅｴ伊藤　早苗（59） 平成25年4月 日本語中級Ⅰ日本語中級Ⅱ 日本語中級Ⅱ日本語教授法応用 日本語教授法応用日本語教授法基礎 日本語教授法基礎日本語初級Ⅰ  日本語初級Ⅰ 担当者変更(26)日本語初級Ⅱ  日本語初級Ⅱ 担当者変更(26)兼任 講師 ｲﾉｳｴ　ｱﾂｺ井上　敦子（57） 平成25年4月 コリア語Ⅰコリア語Ⅱコリア語Ⅲコリア語Ⅳ 兼任 講師 ｲﾉｳｴ ｶﾂｵ井上　勝生（68） 平成25年4月 歴史入門 担当者変更(25)兼任 講師 ｲﾉｳｴ ｶﾂｵ井上　勝生（69） 平成26年4月  歴史入門 担当者変更(26)兼任 講師 ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ井上　敬介（36） 平成26年4月 日本史 兼任 講師 ｲﾉｳｴ ｾｲｼﾛｳ井上　誠士郎（45） 平成27年4月 精神保健 科目充実のための科目の追加(25)兼任 講師 ｲﾜｻﾜ　ﾔｽﾋﾛ岩澤　康裕（63） 平成26年4月 フランス語Ⅰ 担当者変更(26)フランス語Ⅱ 担当者変更(26)兼任 講師 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾕｷ上田　雅幸（39） 平成27年4月 情報システム実習兼任 講師 ｳﾞﾗ-ｿﾌ ｴﾄﾞｱﾙﾄﾞヴラーソフ，エドアルド（52） 平成26年4月 時事ロシア語研究日ロ翻訳論 兼任 講師 ｳﾝ　ｼｮｳﾊﾞｲ云　肖梅(46) 平成26年4月 初級中国語会話 担当者変更(26)入門中国語会話Ⅰ 担当者変更(26)入門中国語会話Ⅱ 担当者変更(26)兼任 講師 ｵｵｲ ﾕｳｺ大井　裕子（62） 平成25年4月 日本語中級Ⅰ 兼任 講師 ｵｵｲ ﾕｳｺ大井　裕子（63） 平成25年4月 日本語中級Ⅰ日本語中級Ⅱ 日本語中級Ⅱ日本語教材・教具論 日本語教材・教具論日本語初級Ⅰ 日本語初級Ⅰ日本語初級Ⅱ  日本語初級Ⅱ 担当者変更(26)兼任 講師 ｵｵｼﾏ ﾅｵﾕｷ大島　直行（64） 平成27年4月 考古学特講Ａ兼任 講師 ｵｵﾀｶ　ﾁｻｺ大高　千咲子（40） 平成25年4月 体育実技兼任 講師 ｵｵﾇﾏ ﾅｵｺ大沼　尚子（45） 平成25年4月 初級中国語閲読 兼任 講師 ｵｵﾇﾏ ﾅｵｺ大沼　尚子（46） 平成25年4月 初級中国語閲読初級中国語会話  初級中国語会話 担当者変更(26)入門中国語閲読Ⅰ 入門中国語閲読Ⅰ入門中国語閲読Ⅱ 入門中国語閲読Ⅱ入門中国語会話Ⅰ  入門中国語会話Ⅰ 担当者変更(26)入門中国語会話Ⅱ  入門中国語会話Ⅱ 担当者変更(26)兼任 講師 ｵｵﾇﾏ　ﾖｼﾋｺ大沼　義彦（49） 平成26年4月 スポーツ社会学 兼任 講師 ｵｵﾇﾏ　ﾖｼﾋｺ大沼　義彦（50） 平成26年4月  スポーツ社会学 担当者変更(26)兼任 講師 ｵｶﾍﾞ　ｼｹﾞｷ岡部　茂樹（45） 平成26年4月 警察実務Ⅰ公務員基礎Ⅰ公務員基礎Ⅱ消防実務Ⅰ兼任 講師 ｵｷﾞﾜﾗ　ﾀﾂｵ荻原　達夫（45） 平成25年4月 ドイツ語Ⅰ 兼任 講師 ｵｷﾞﾜﾗ　ﾀﾂｵ荻原　達夫（46） 平成25年4月 ドイツ語Ⅰドイツ語Ⅱ ドイツ語Ⅱドイツ語Ⅲ 担当者変更(26)ドイツ語Ⅳ 担当者変更(26)兼任 講師 ｵｸﾞﾗ　ｶｽﾞｼ小倉　一志（43） 平成26年4月 憲法Ⅱ



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考兼任 講師 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ景山　弘幸（53） 平成25年4月 英語Ⅰ 兼任 講師 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ景山　弘幸（54） 平成25年4月  英語Ⅰ 担当者変更(26)英語Ⅱ 英語Ⅱ英語Ⅲ 英語Ⅲ英語Ⅳ  英語Ⅳ 担当者変更(26)英語学概論 英語学概論 担当者変更(26)英語Ⅵ 担当者変更(26)TOEIC A 担当者変更(26)TOEIC B 担当者変更(26)兼任 講師 ｶﾀﾉ　ｱﾂﾋｺ片野　淳彦（45） 平成26年4月 国際法兼任 講師 ｶ-ﾄﾗｲﾄ ｼﾞﾖﾝカートライト，ジョン（41） 平成25年4月 Oral Communication Ⅰ 兼任 講師 ｶ-ﾄﾗｲﾄ ｼﾞﾖﾝカートライト，ジョン（42） 平成25年4月 Oral Communication ⅠOral Communication Ⅱ Oral Communication ⅡBasic WritingⅠ 担当者変更(26)Basic WritingⅡ 担当者変更(26)兼任 講師 ｶﾅｻﾞﾜ　ﾋﾃﾞﾕｷ金沢　英之（48） 平成27年4月 アイヌ文学日本文学特講Ｂ兼任 講師 ｶﾈｼﾛ ﾋﾃﾞｷ金城　秀樹（66） 平成25年4月 Japanese Affairs　A比較法Ａ比較法Ｂ法と社会法学概論 兼任 講師 ｶﾙｼﾞｽ　ｼﾞｮｾﾌカルジス　ジョセフ(43) 平成26年4月 Oral Communication Ⅰ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅱ 担当者変更(26)Discussion Ⅰ 担当者変更(26)Discussion Ⅱ 担当者変更(26)兼任 講師 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷﾄ河口　明人（65） 平成27年4月 衛生学及び公衆衛生学兼任 講師 ｶﾜﾀﾆ ｼｹﾞｷ川谷　茂樹（45） 平成26年4月 スポーツ哲学兼任 講師 ｶﾜﾅ　ﾉﾘﾋﾄ川名　典人（61） 平成25年4月 英語Ⅰ 兼任 講師 ｶﾜﾅ　ﾉﾘﾋﾄ川名　典人（62） 平成25年4月  英語Ⅰ 担当者変更(26)英語Ⅱ  英語Ⅱ 担当者変更(26)英語Ⅲ  英語Ⅲ 担当者変更(26)英語Ⅳ  英語Ⅳ 担当者変更(26)兼任 講師 ｶﾜﾊﾞﾀ　ｼｹﾞｵ川端　茂夫(64) 平成26年4月 体操・器械体操 担当者変更(26)兼任 講師 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝﾔ川村　真也（36） 平成26年4月 人文地理学地誌学兼任 講師 ｶﾜﾑﾗ　ﾔｽﾋﾃﾞ河村　康泰（47） 平成25年4月 日本文化演習Ａ 兼任 講師 ｶ　ﾓｸﾎｳ何　木鳳(34) 平成26年4月 中国語Ⅲ 担当者変更(26)中国語Ⅳ 担当者変更(26)日中文化交流入門 担当者変更(26)兼任 講師 ｷﾀｺﾞｳ ﾋﾛﾐ北郷　裕美（55） 平成25年4月 情報化社会入門 兼任 講師 ｷﾀｺﾞｳ ﾋﾛﾐ北郷　裕美（57）  情報化社会入門 担当者変更(26)兼任 講師 ｷﾀﾊﾗ ｼﾞﾛｳﾀ北原　次郎太（37） 平成25年4月 アイヌ語Ⅱ 兼任 講師 ｷﾀﾊﾗ ｼﾞﾛｳﾀ北原　次郎太（38）  アイヌ語Ⅱ 担当者変更(26)アイヌ文化論 担当者変更(26)兼任 講師 ｷﾉｼﾀ ﾅﾂｷ木下　なつき（37） 平成26年4月 西洋史 担当者変更(26)兼任 講師 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋﾛ木下　正博（55） 平成26年4月 アルゴリズム論 兼任 講師 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋﾛ木下　正博（56） 平成26年4月 アルゴリズム論情報科学 担当者変更(26)兼任 講師 ｷﾑﾗ　ﾉﾘﾂﾈ木村　規矩（67） 平成27年4月 警察実務Ⅱ兼任 講師 ｸﾆﾀｹ　ﾋﾃﾞｵ國武　英生（38） 平成26年4月 労働法 兼任 講師 ｸﾎﾞ　ﾐﾉﾙ久保　稔(69) 平成26年4月 経済学特論Ｃ 担当者変更(26)経済学特論Ｄ 担当者変更(26)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考兼任 講師 ｸﾞﾘ-ﾝ ｳｲﾘｱﾑグリーン，ウィリアム（47） 平成25年4月 Basic WritingⅠ 兼任 講師 ｸﾞﾘ-ﾝ ｳｲﾘｱﾑグリーン，ウィリアム（48） 平成25年4月 Basic WritingⅠBasic WritingⅡ Basic WritingⅡDiscussion Ⅲ Discussion Ⅲ 担当者変更(26)Regional Studies A Regional Studies A 担当者変更(26)英語Ⅰ  英語Ⅰ 担当者変更(26)英語Ⅱ  英語Ⅱ 担当者変更(26)英語Ⅲ 英語Ⅲ英語Ⅳ  英語Ⅳ 担当者変更(26)Discussion Ⅰ 担当者変更(26)Discussion Ⅱ 担当者変更(26)英語Ⅵ 担当者変更(26)兼任 講師 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ紅林　幸子（62） 平成26年4月 書道日本語文法論兼任 講師 ｹｲ ｷﾞﾖｸｼケイ　玉芝（51） 平成27年4月 上級中国語会話 兼任 講師 ｹｲ ｷﾞﾖｸｼケイ　玉芝（52） 平成26年4月 上級中国語会話中級中国語会話 中級中国語会話入門中国語会話Ⅰ 担当者変更(26)入門中国語会話Ⅱ 担当者変更(26)兼任 ケラヴァ,ヘレナ（54） 平成26年4月 言語文化論Ｂ 担当者変更(25)兼任 講師 ｺｲｹ　ﾉﾘﾌﾐ小池　紀文（61） 平成26年4月 体育実技 担当者変更(26)兼任 講師 ｺｶﾞ ｻﾄｼ小賀　聡（53） 平成26年4月 メディア表現演習Ⅰ 兼任 講師 ｺｶﾞ ｻﾄｼ小賀　聡（54） 平成26年4月  メディア表現演習Ⅰ 担当者変更(26)メディア表現演習Ⅱ メディア表現演習Ⅱ兼任 講師 ｺｶﾞ ﾄﾓｶ小賀　朋加（52） 平成27年4月 Webデザイン 兼任 講師 ｺｶﾞ ﾄﾓｶ小賀　朋加（53） 平成26年4月 Webデザインマルチメディア実習 マルチメディア実習メディア表現演習Ⅰ 担当者変更(26)兼任 講師 ｺﾀﾞ ｷﾖｼ小田　清（68） 平成27年4月 北海道経済論兼任 講師 ｺﾀﾆ　ﾄﾓﾅﾘ小谷　大整（38） 平成27年4月 警察実務Ⅰ公務員応用Ⅰ公務員応用Ⅱ消防実務Ⅰ推論特論Ⅰ推論特論Ⅱ 兼任 講師 ｺﾞﾄｳ　ﾏﾓﾙ後藤　守（70） 平成26年4月 知的障害者の心理・生理・病理 科目充実のための科目担当者の変更(25)兼任 講師 ｺﾞﾄｳ　ﾐﾁ後藤　道（65） 平成26年4月 札幌学Ｅ（国際交流） 生理学平成26年4月 医学概論Ⅰ医学概論Ⅱ兼任 講師 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｵ小林　俊夫（65） 平成26年4月 まちづくり経営 兼任 講師 ｻｲﾓﾝｽﾞ　ｸﾘｽﾄﾌｧｰサイモンズ,　クリストファー（52） 平成26年4月 Oral Communication Ⅰ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅱ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅲ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅳ 担当者変更(26)兼任 講師 ｻｶｲ　ﾋﾛﾕｷ酒井　博行（38） 平成27年4月 民事訴訟法兼任 講師 ｻｶｼﾀ　ｼｹﾞﾙ坂下　繁（64） 平成25年4月 体育実技 兼任 講師 ｻｶｼﾀ　ｼｹﾞﾙ坂下　繁（65） 平成26年4月  体育実技 担当者変更(26)
科目充実のための科目の追加(25)ｺﾊﾞﾔｼ　ｾｲｲﾁ小林　清一（63）兼任 講師



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考兼任 講師 ｻｸﾓﾄ ｻﾄｼ佐久本　智（41） 平成26年4月 ゴール型球技 講師 ｻｸﾓﾄ ｻﾄｼ佐久本　智（42） 平成26年4月  バスケットボール 科目充実のための科目名称の変更(25)担当者変更(26)兼任 講師 ｻｸﾗﾀﾞ ﾕｽﾞﾙ櫻田　譲（44） 平成27年4月 税務会計 兼任 講師 ｻｻｷ　ｱｶﾈ佐々木　茜（35） 平成26年4月 商業簿記 担当者変更(26)兼任 講師 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ佐藤　晋也（34） 平成26年4月 運動学 兼任 講師 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ佐藤　晋也（35） 平成26年4月 運動学体操・器械体操  体操・器械体操 担当者変更(26)兼任 講師 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾐﾁ佐藤　忠道（69） 平成26年4月 聴覚障害教育論聴覚障害者の心理・生理・病理 兼任 講師 ｻﾄｳ　ﾖｼｱｷ佐藤　芳彰（62） 平成26年4月 マーケティング 担当者変更(26)兼任 講師 ｻﾄｳ ﾖｼﾂｸﾞ佐藤　芳次（66） 平成25年4月 会計学入門基礎簿記財務会計論財務諸表兼任 講師 ｼﾞﾀﾞ-ﾉﾜ ﾅﾀ-ﾘﾔジダーノワ，ナターリャ（61） 平成25年4月 ロシア語Ⅰロシア語Ⅱロシア語Ⅲロシア語Ⅳ現代ロシア語表現研究Ａ 平成26年4月 Oral Communication Ⅰ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅱ 担当者変更(26)日本語表現演習Ａ日本語表現演習Ｂ兼任 ビジネス日本語 担当者変更(26)兼任 講師 ｽｶﾞﾜﾗ　ｹﾝﾀ菅原　健太（32） 平成25年4月 英語Ⅰ 兼任 講師 ｽｶﾞﾜﾗ　ｹﾝﾀ菅原　健太（33） 平成26年4月  英語Ⅰ 担当者変更(26)英語Ⅱ  英語Ⅱ英語Ⅲ  英語Ⅲ英語Ⅳ  英語Ⅳ平成26年4月 日中通訳ガイドⅠ 担当者変更(26)日中通訳ガイドⅡ 担当者変更(26)兼任 講師 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｵ鈴木　重男（66） 平成26年4月 視覚障害教育論視覚障害者の心理・生理・病理兼任 講師 ｽｽﾞｷ　ﾀｸﾏ鈴木　卓真（39） 平成27年4月 コンピュータネットワーク実習兼任 講師 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾏｻ鈴木　敏正（66） 平成26年4月 生涯教育論兼任 講師 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ鈴木　秀昭（65） 平成27年4月 消防実務Ⅱ兼任 講師 ｾｶﾞﾜ　ﾀｶｵ瀬川　高央（36） 平成26年4月 国際関係とジャーナリズム兼任 講師 ｾﾄ　ﾀﾀﾞｼ瀬戸　正（63） 平成25年4月 英語Ⅰ 兼任 講師 ｾﾄ　ﾀﾀﾞｼ瀬戸　正（64） 平成26年4月 英語Ⅰ英語Ⅱ  英語Ⅱ 担当者変更(26)ｿｳﾉ　ﾌﾐﾄｼ宗野　文俊（43） 平成26年4月 体育実技 担当者変更(26)兼任 講師 ﾀｶｸ　ﾋﾄｼ高久　均（66） 平成25年4月 英語Ⅰ英語Ⅱ兼任 講師 ﾀｶﾊｼ　ｻｵﾘ高橋　さおり（31） 平成25年4月 ビジネス日本語 兼任 講師 ﾀｶﾊｼ　ｻｵﾘ高橋　さおり（32） 平成26年4月  ビジネス日本語 担当者変更(26)兼任 講師 ﾀｶﾊｼ　ﾘｮｳ高橋　了（64） 平成26年4月 経済学特論Ｃ経済学特論Ｄ

ｼﾞｮﾝｿﾝ　ﾛﾊﾞｰﾄジョンソン,ロバート(48)兼任 講師兼任 講師 ｽｷﾞｴ　ｻﾄｺ杉江　聡子（37） 平成26年4月ｼﾊﾞﾀ　ﾐﾕｷ柴田　美幸(31)兼任 講師 科目充実のための科目の追加(25)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考兼任 講師 ﾀｹｳﾁ　ｺｳｼﾞ竹内　康二（60） 平成25年4月 英語Ⅰ 兼任 講師 ﾀｹｳﾁ　ｺｳｼﾞ竹内　康二（61） 平成26年4月  英語Ⅰ 担当者変更(26)英語Ⅱ  英語Ⅱ 担当者変更(26)英語Ⅲ  英語Ⅲ 担当者変更(26)英語Ⅳ  英語Ⅳ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾀｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ田坂　和大（49） 平成26年4月 情報システム構築 兼任 講師 ﾀﾅﾍﾞ　ﾖｼｺ田鍋　佳子（41） 平成26年4月 集団行動の心理学 担当者変更(26)兼任 講師 ﾀﾆｳﾁ ﾃﾂｼﾞ谷内　哲治（61） 平成27年4月 上級中国語閲読 兼任 講師 ﾀﾆｳﾁ ﾃﾂｼﾞ谷内　哲治（61） 平成27年4月 上級中国語閲読中級中国語閲読 中級中国語閲読入門中国語閲読Ⅰ 担当者変更(26)入門中国語閲読Ⅱ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾄ田村　将人（38） 平成27年4月 アイヌの歴史 兼任 講師 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾄ田村　将人（39） 平成26年4月 アイヌの歴史アイヌ語Ⅰ 担当者変更(26)アイヌ語Ⅱ 担当者変更(26)アイヌ文化論 担当者変更(26)兼任 講師 ﾁｭｳﾊﾞﾁﾚｲｼﾞ中鉢　令兒（66） 平成27年4月 国際観光ビジネス論 兼任 講師 ﾁｮｳ　ｾﾝ張　セン（28） 平成26年4月 初級中国語聴解 担当者変更(26)兼任 講師 ﾁｮﾝ　ﾌｱｼﾞｼﾞｬ鄭　華智子（53） 平成25年4月 コリア語Ⅰコリア語Ⅱコリア語Ⅲコリア語Ⅳ兼任 講師 ﾂｶｻﾞｷ ｷﾖｳｺ塚崎　今日子（45） 平成26年4月 ロシア文化社会論Ａ 兼任 講師 ﾂｶｻﾞｷ ｷﾖｳｺ塚崎　今日子（46） 平成26年4月 ロシア文化社会論Ａロシア文化社会論Ｂ ロシア文化社会論Ｂロシア語入門Ⅰ 担当者変更(26)ロシア語入門Ⅱ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾂｼﾏ  ﾃﾙﾐ対馬　輝美（60） 平成26年4月 札幌学Ｇ（医療福祉）兼任 講師 ﾂｼﾏ  ﾉﾘｱｷ対馬　徳昭（61） 平成26年4月 福祉と経済兼任 講師 ﾂﾅﾓﾘ　ﾌﾐﾔｽ綱森　史泰（36） 平成27年4月 法律事務特別講座兼任 講師 ﾃﾂﾞｶ　ｶｵﾙ手塚　　薫（52） 平成26年4月 文化人類学 兼任 講師 ﾄﾞｲ　ｶﾂﾋｻ土井　勝久（68） 平成26年4月 商法Ⅰ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾅｶｻﾞﾄ ﾉｿﾞﾐ中里　のぞみ（52） 平成25年4月 エアライン・サービス論兼任 講師 ﾅｶﾞﾀ　ｹﾝｲﾁ長田　健一（67） 平成27年4月 消防実務Ⅱ 兼任 講師 ﾅｶﾔﾏ　ﾖｼﾕｷ中山　由之（62） 平成26年4月 情報と職業 担当者変更(26)兼任 講師 ﾉｸﾞﾁ　ｱｷﾋﾛ野口　明広（48） 平成25年4月 人類学入門 担当者変更(25)兼任 講師 ﾊｾｶﾞﾜ ｵｻﾑ長谷川　理（40） 平成25年4月 生物学入門兼任 講師 ﾊﾞﾛ- ｽﾃｲ-ﾌﾞﾝバロー，スティーブン（44） 平成25年4月 Basic WritingⅠ 兼任 講師 ﾊﾞﾛ- ｽﾃｲ-ﾌﾞﾝバロー，スティーブン（45） 平成25年4月 Basic WritingⅠBasic WritingⅡ Basic WritingⅡWriting/PresentingⅡ Writing/PresentingⅡ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅰ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅱ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾊﾝ　ｹﾂﾋﾞﾝ潘　潔敏（50） 平成26年4月 中国語精読Ⅰ 担当者変更(26)日中通訳ガイドⅠ 担当者変更(26)日中通訳ガイドⅡ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾊﾝﾌﾟﾄﾝ ﾃﾞｲﾝハンプトン，デイン（58） 平成27年4月 Academic Writing 兼任 講師 ﾊﾝﾌﾟﾄﾝ ﾃﾞｲﾝハンプトン，デイン（58） 平成26年4月 Academic WritingOral Communication Ⅱ 担当者変更(26)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考兼任 講師 ﾋｻﾉ　ﾏｻﾋﾄ久野　政人（64） 平成25年4月 英語Ⅰ 兼任 講師 ﾋｻﾉ　ﾏｻﾋﾄ久野　政人（65） 平成25年4月  英語Ⅰ 担当者変更(26)英語Ⅱ 英語Ⅱ兼任 講師 ﾋｼﾞｶﾀ　ﾅｵｺ土方　直子（47） 平成25年4月 秘書・ビジネス実務総論 兼任 講師 ﾋｼﾞｶﾀ　ﾅｵｺ土方　直子（48） 平成25年4月 秘書・ビジネス実務総論学生生活と社会生活 担当者変更(25)キャリアアップⅠ 担当者変更(25)キャリアアップⅡ 担当者変更(26)キャリアアップⅢ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾌｼﾞﾜﾗ　ｱｻ藤原　安佐（43） 平成25年4月 日本語初級Ⅰ 兼任 講師 ﾌｼﾞﾜﾗ　ｱｻ藤原　安佐（44） 平成25年4月 日本語初級Ⅰ日本語初級Ⅱ 日本語初級Ⅱ日本語中級Ⅰ  日本語中級Ⅰ 担当者変更(26)日本語中級Ⅱ  日本語中級Ⅱ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾌｼﾞｻﾜ　ﾉﾘﾖｼ藤澤　法義（65） 平成26年4月 情報化社会入門 担当者変更(26)兼任 講師 ﾌﾞﾗｳﾝ ﾀﾞｲｱﾝブラウン，ダイアン（48） 平成25年4月 英語Ⅰ 兼任 講師 ﾌﾞﾗｳﾝ ﾀﾞｲｱﾝブラウン，ダイアン（49） 平成25年4月  英語Ⅰ 担当者変更(26)英語Ⅱ  英語Ⅱ 担当者変更(26)英語Ⅲ  英語Ⅲ 担当者変更(26)英語Ⅳ 英語Ⅳ子育て支援ボランティア実習Ａ（英語読み聞かせ） 子育て支援ボランティア実習Ａ（英語読み聞かせ）英語Ⅴ 担当者変更(26)Writing／Presenting Ⅰ 担当者変更(26)Writing／Presenting Ⅱ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾌﾘｰｾﾞﾝ　ｹﾝﾚｲフリーゼン,　ケンレイ（48） 平成26年4月 Writing／Presenting Ⅰ 担当者変更(26)Writing／Presenting Ⅱ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾎｶﾞ-ﾄﾞ ｼﾖ-ﾝホガード，ショーン（40） 平成27年4月 専門英語研究 B（ビジネス）兼任 講師 ﾎﾘｺｼ ｼｹﾞｺ堀越　しげ子（46） 平成26年4月 ロシア文学講読Ａ 兼任 講師 ﾎﾘｺｼ ｼｹﾞｺ堀越　しげ子（47） 平成26年4月 ロシア文学講読Ａロシア文学講読Ｂ  ロシア文学講読Ｂ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾎﾝｼﾞﾖｳ ﾀﾞｲｲﾁ本城　大一（47） 平成25年4月 教養言語Ⅰ教養言語Ⅱ 兼任 講師 ﾏｴﾀ　ｶｽﾞｼ前田　和司（51） 平成26年4月 スポーツ社会学 担当者変更(26)兼任 講師 ﾏｴﾉ　ｷｴｺ前野　紀恵子（65） 平成26年4月 子どもサポート論Ａ（発達心理） 兼任 講師 ﾏｴﾉ　ｷｴｺ前野　紀恵子（66） 平成26年4月 子どもサポート論Ａ（発達心理）子どもサポート論Ｄ（コミュニティ） 子どもサポート論Ｄ（コミュニティ）知的障害者の心理アセスメント 知的障害者の心理アセスメント子どもサポート論C（子育て支援）担当者変更(26)子どもサポート論B（児童福祉） 担当者変更(26)兼任 講師 ﾏｴﾉ　ﾃﾂｼｹﾞ前野　哲量（65） 平成26年4月 子どもサポート論Ｂ（児童福祉） 兼任 講師 ﾏｴﾉ　ﾃﾂｼｹﾞ前野　哲量（66） 平成26年4月  子どもサポート論B（児童福祉） 担当者変更(26)子どもサポート論Ｃ（子育て支援）  子どもサポート論C（子育て支援）担当者変更(26)兼任 講師 ﾏｻｷ　ｽｸﾞﾙ正木　卓（31） 平成27年4月 農業経済論 兼任 講師 ﾏｽﾀﾞ　ﾉﾘｺ増田　哲子（34） 平成26年4月 ヨーロッパ文明史 担当者変更(26)兼任 講師 ﾏﾂﾓﾄ　ｹﾞﾝﾀﾛｳ松本　源太郎（65） 平成25年4月 国際地域経済研究Ｃ（ヨーロッパ）Japanese Affairs　B経済と社会経済学概論中小企業論兼任 講師 ﾐﾂｷﾞ ﾖｼｵ三ッ木　芳夫（64） 平成25年4月 社会人基礎実習Ａ－Ⅲ 兼任 講師 ﾐﾂｷﾞ ﾖｼｵ三ッ木　芳夫（65） 平成26年4月 社会人基礎実習Ａ－Ⅲ社会人基礎実習Ａ－Ⅳ 社会人基礎実習Ａ－Ⅳ流通・サービスと経済  流通・サービスと経済 担当者変更(26)兼任 講師 ﾐﾔﾀｹ　ｶｵﾘ宮武　香織（51） 平成25年4月 英語Ⅰ 兼任 講師 ﾐﾔﾀｹ　ｶｵﾘ宮武　香織（52） 平成25年4月 英語Ⅰ英語Ⅱ 英語Ⅱ英語Ⅲ  英語Ⅲ 担当者変更(26)英語Ⅳ  英語Ⅳ 担当者変更(26)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考兼任 講師 ﾐﾗｰ　ﾀﾞﾝｶﾝミラー,ダンカン（42） 平成26年4月 Oral Communication Ⅰ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅱ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅲ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅳ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾐﾙｷ- ﾏｲｹﾙミルキー，マイケル（44） 平成25年4月 Oral Communication ⅠOral Communication ⅡOral Communication ⅢOral Communication Ⅳ兼任 講師 ﾑﾗﾔﾏ　ﾉﾘｱｷ村山　紀明（62） 平成25年4月 フランス語Ⅰフランス語Ⅱフランス語Ⅲフランス語Ⅳ兼任 講師 ﾓﾘｽ ﾏｼﾕ-モリス，マシュー（40） 平成25年4月 Oral Communication Ⅰ 兼任 講師 ﾓﾘｽ ﾏｼﾕ-モリス，マシュー（41） 平成25年4月 Oral Communication Ⅰ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅱ Oral Communication Ⅱ 担当者変更(26)Writing/PresentingⅠ Writing/PresentingⅠ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾓﾘｼﾀ　ﾖｼﾕｷ森下　嘉之（34） 平成26年4月 経済史 担当者変更(26)兼任 講師 ﾓﾘﾖｼ　ﾉﾘｴ森吉　紀江（34） 平成25年4月 英語Ⅰ英語Ⅱ兼任 講師 ﾔｸﾜ　ﾕｷﾉﾌﾞ八鍬　幸信（67） 平成26年4月 Webマーケティング論 兼任 講師 ﾔｸﾜ　ﾕｷﾉﾌﾞ八鍬　幸信（68） 平成25年4月 Webマーケティング論経営情報論 経営情報論事業構想学 事業構想学情報セキュリティ 情報セキュリティ情報倫理 担当者変更(26)兼任 講師 ﾔﾁ ｾｲｲﾁ矢地　晴一（46） 平成25年4月 物理学入門兼任 講師 ﾔﾏｼﾀ　ﾏｻｼ山下　正志（66） 平成25年4月 産業情報論情報メディア論兼任 講師 ﾔﾏﾀﾞ　ｱﾂｼ山田　敦士（37） 平成26年4月 言語論Ⅰ 兼任 講師 ﾔﾏﾀﾞ　ｱﾂｼ山田　敦士（38） 平成26年4月  言語論Ⅰ 担当者変更(26)言語論Ⅱ  言語論Ⅱ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾖ山田　実千代（62） 平成25年4月 日本文化演習Ｂ兼任 講師 ﾔﾏﾈ　ｺｳﾈﾝ山根　光年（47） 平成27年4月 登記法Ⅰ登記法Ⅱ兼任 講師 ﾔﾏﾓﾄ ｽｽﾑ山本　暢（50） 平成27年4月 Webコンピューティング兼任 講師 ﾔﾝ　ﾁｰｶﾝ楊　志剛（55） 平成25年4月 中国語Ⅰ 兼任 講師 ﾔﾝ　ﾁｰｶﾝ楊　志剛（56） 平成25年4月 中国語Ⅰ中国語Ⅱ 中国語Ⅱ中国語Ⅲ  中国語Ⅲ 担当者変更(26)中国語Ⅳ  中国語Ⅳ 担当者変更(26)日本政治史日本近代史日本現代史 歴史入門 担当者変更(25)担当者変更(26)兼任 講師 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾐ吉田　聡美（47） 平成26年4月 スポーツ心理学兼任 講師 ﾖｼﾀﾞ　ﾅﾂﾔ吉田　夏也（51） 平成27年4月 日本語学特講Ａ日本語学特講Ｂ兼任 講師 ﾖｼﾀﾞ　ﾊﾙﾖ吉田　晴代（62） 平成26年4月 産業技術論 兼任 講師 ﾖｼﾐﾈ　ｼｹﾞｷ吉嶺　茂樹（50） 平成26年4月 外国史 科目充実のための科目の追加(25)
ﾖｺｼﾏ　ｺｳｼﾞ横島　公司（40） 平成26年4月兼任 講師 科目充実のための科目の追加(25)



5 　教員組織の状況＜地域共創学群　人間社会学域＞(1) 担当教員表専任・ 専任・兼担・ 氏名 兼担・ 氏名兼任 （年齢） 兼任 （年齢）の別 の別設　　置　　時　　の　　計　　画 変　　更　　状　　況担当授業科目の名称就任予定年月 就任予定年月 担当授業科目の名称職名 職名 備考兼任 講師 ﾗｲｱﾝ ｱﾝﾄﾞﾘﾕ-ライアン，アンドリュー（38） 平成25年4月 Oral Communication Ⅰ 兼任 講師 ﾗｲｱﾝ ｱﾝﾄﾞﾘﾕ-ライアン，アンドリュー（39） 平成25年4月 Oral Communication ⅠOral Communication Ⅱ Oral Communication ⅡOral Communication Ⅲ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅳ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾘﾄﾝ　ｹﾋﾞﾝリトン, ケビン（51） 平成26年4月 Oral Communication Ⅰ 担当者変更(26)Oral Communication Ⅱ 担当者変更(26)Writing／Presenting Ⅰ 担当者変更(26)Writing／Presenting Ⅱ 担当者変更(26)兼任 講師 ﾘﾕｳ ｷﾝｷﾖ劉　金挙（45） 平成26年4月 日中通訳ガイドⅠ 兼任 講師 ﾘﾕｳ ｷﾝｷﾖ劉　金挙（46） 平成26年4月  日中通訳ガイドⅠ 担当者変更(26)日中通訳ガイドⅡ  日中通訳ガイドⅡ 担当者変更(26)日中通訳ガイドⅢ 日中通訳ガイドⅢ兼任 講師 ﾜｶﾂｷ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ若月　秀和（44） 平成26年4月 平和学兼任 講師 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏﾕﾐ渡辺　真弓（53） 平成25年4月 日本語初級Ⅰ 兼任 講師 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏﾕﾐ渡辺　真弓（54） 平成25年4月  日本語初級Ⅰ 担当者変更(26)日本語初級Ⅱ  日本語初級Ⅱ 担当者変更(26)日本語中級Ⅰ 日本語中級Ⅰ日本語中級Ⅱ 日本語中級Ⅱ　　　　　なお，設置認可審査時に教員審査省略となっている場合は，「備考」に「（教員審査省略）」及びその変更の理由，変更年度　　　　（　）書き等のみを記入してください。　　　・　認可で設置された学部等の専任教員を変更する場合認可で設置された学部等の専任教員を変更する場合認可で設置された学部等の専任教員を変更する場合認可で設置された学部等の専任教員を変更する場合は，当該専任教員が授業を開始する前に必ず「専任教員採用等設置計画　　　　変更書」を提出し，大学設置・学校法人審議会による教員資格審査（AC教員審査）を受けてください。AC教員審査を受けずに専任AC教員審査を受けずに専任AC教員審査を受けずに専任AC教員審査を受けずに専任　　　　教員として授業等を　教員として授業等を　教員として授業等を　教員として授業等を担当することは出来ません。担当することは出来ません。担当することは出来ません。担当することは出来ません。　　　・　「専任教員採用等変更書（ＡＣ）」を提出し「可」の教員判定を受けている場合は「○年○月教員審査済」，変更書を提出予定　　　　の場合は「○年○月変更書提出予定」と記入してください。　　　・　年齢は，「設置時の計画」には当該学部等の就任時における満年齢「設置時の計画」には当該学部等の就任時における満年齢「設置時の計画」には当該学部等の就任時における満年齢「設置時の計画」には当該学部等の就任時における満年齢を，「変更状況」には平成２６年５月１日現在の満年齢「変更状況」には平成２６年５月１日現在の満年齢「変更状況」には平成２６年５月１日現在の満年齢「変更状況」には平成２６年５月１日現在の満年齢　　　　を記入してください。　　　・　教員を学年進行中に変更した又は変更する予定の場合（「新規採用」，「担当授業科目の変更」又は「昇格」をいう。）は，　　　　変更後の状況を記入するとともに，その理由，後任者が決まっていない場合は，「変更状況」の「氏名」に「後任未定」と記入し，　　　　及び今後の採用計画を「備考」に記入してください。（注）・　申請書の様式第３号（その２の１）に準じて作成してください。　　　　　なお，当該設置に係る学部，学科等に所属しない教員であって，全学共通，学部共通などの授業科目を担当する教員組織に　　　　所属している場合は，〈○○学部　△△学科〉の箇所を「共通」とし，表を分けて作成してください。　　　・　後任が決まっていない場合には，「後任未定」と記入してください。　　　・　辞任者は「備考」に退職年月，氏名，理由を記入してください。



教員の定年年齢 定年を延長している教員数65歳 7名
　　　　し、「定年を延長している教員数」には合算した数を記入してください。

31 7 2 0 9361（　63　　） （　27　　） （　6　　） （　　0　）　　　　および，平成２６年５月１日現在，定年に関する規定に基づく特例等により定年を超えて専任教員として採用されている　　　　教員数を記入してください。　　　・なお,職位等によって定年年齢が異なる場合には,職位ごとの定年年齢を「定年規定の定める定年年齢」に二段書きで記入　　　・「年齢構成」には，当該学部における教員の定年に関する規定に基づく定年年齢（特例等による定年年齢ではありません），　　　　との増減数を記入してください。（記入例：１名減の場合：△１）　　　　「変更状況」には，平成２６年５月１日現在（就任予定の者を含む）の状況を記入するとともに，［　］内に設置時の計画（注）・「設置時の計画」には，設置時に予定されていた完成年度時の人数を記入するとともに，（　）内に開設時の状況を記入し，
年　齢　構　成設　置　時　の　計　画 99 63 28 助　教変　　更　　状　　況教　授 准教授 講　師 助　教 計計 教　授 准教授 講　師［  △5　］ ［　　0　］ ［　△6　　］（　96　　）0 ［　 2　　］ ［  △3　］

（２） 専任教員数



（４） 専任教員交代に係る「大学の所見」及び「学生への周知方法」         とともに，「辞任（就任辞退を含む）等の理由」に辞任理由等および（）書きで報告年度を記入

　

（注）・　専任教員の辞任等の理由について，可能な限り具体的に記入してください。　　　　 してください。上記１の教員が担当する科目については、当該教員を兼任教員として採用し開講した。学生に対してもこの件を周知済みである。上記２～４の教員が担当する科目については、科目担当者を補充し対応に当たった。この件についても、学生に周知済みである。
（注）・　上記（３）の専任教員辞任等による学生の履修等への影響に関する「大学の所見」及び「学生への周知方法」を記入してください。

伊藤　悟 割愛(26)
4 講師  岩倉由貴　　　　・　昨年度の報告後から今年度の報告時までに専任教員が新たに辞任等した場合，赤字にて記入する

上記２による対応により、学生への影響はほぼないと判断している。学生への周知方法については、オリエンテーション、ガイダンス等で通知した。

（３） 専任教員辞任等の理由番　号 職　位
割愛(26)２ 教授 井上治子 自己都合退職(26)

専任教員氏名 辞任（就任辞退を含む）等の理由１ 教授教授 大城純男 定年退職(26)3



区　　　分 留　意　事　項 履　行　状　況 未履行事項についての実施計画設　置　時 該当なし（平成２５年４月）設置計画履行状況調　　 査　　 時（△△年△△月）設置計画履行状況調　　 査　　 時（□□年□□月）設置計画履行状況調　　 査　　 時（●●年●●月）

６　留意事項に対する履行状況等

（注）・　「設置時」には，当該大学等の設置時に付された留意事項（学校法人の寄附行為又は寄附行為変更
　　　・　該当がない場合には，「該当なし」と記入してください。　　　　履行状況等について，具体的に記入するとともに，その履行状況等を裏付ける資料があれば，添付　　　・　定員管理に係る留意事項への履行状況は，指摘を受けた学科等についてのみ記入してください。
　　　　の認可の申請に係る留意事項を除く。） と，それに対する履行状況等について，具体的に記入し，　　　　報告年度を（　　）書きで付記してください。　　　・　「設置計画履行状況調査時」には，当該設置計画履行状況調査の結果，付された留意事項に対する　　　　してください。



設　置　時　の　計　画 変更内容・状況，今後の見通しなど該当なし（注）・　１～６の項目に記入した事項以外で，設置時の計画より変更のあったもの（未実施を含む。）
（２） 教員の資質の維持向上の方策（ＦＤ活動含む）　　　　及び法令適合性に関して生じた留意すべき事項について記入してください。　　　・　設置時の「設置の趣旨等を記載した書類」の項目に沿って作成し，それ以外の事柄については

　　　①　教員：3人（FD活動の統括担当、学生コンサルタント担当、学生発案型授業担当）　　　③　学生：1人　　　②　職員：3人（FD関係事務、学生コンサルタント補助、IR担当）

７　その他全般的事項＜地域共創学群　人間社会学域＞（１） 設置計画変更事項等
　　　　適宜項目を設けてください。（記入例参照）
①　実施体制　　至っている。　ａ　委員会の設置状況
　ｂ　委員会の開催状況（教員の参加状況含む）　　　平成25年4月からの地域共創学群開設に併せ、それまで本学のFD活動の中心を担ってきたFD推進委員会を　　廃止し、FD担当副学長補の下にFD推進プロジェクト（専任教職員および学生により構成）を設置し、現在に　　　FD推進プロジェクトを中心に適宜活動している。同プロジェクトの構成は以下のとおり。

　　・学外FD協議会（ネットワーク”つばさ”）及び学生FDサミット等（立命館大学、追手門大学）への参加　　・学生FD委員会主催によるカフェプロジェクト（054カフェ）の実施
　　　FD推進プロジェクトを中心に活動している。　　　（参考）平成25年度の状況　　・学生発案型授業（科目名「学生発案型授業」）の開設　　・FD講演会の開催。教員13人、職員10人、学生4人が参加。演題は以下のとおり。　　　「ラーニング・ポートフォリオの意義と授業への導入」

　ａ　実施内容
　　　③　学生：1人

　ｂ　実施方法　ｃ　開催状況（教員の参加状況含む）
　　　（平成26年度計画）　　・授業評価アンケートの実施②　実施状況
　ｃ　委員会の審議事項等

　　　「大学教育の質保証：学生による授業コンサルティングプログラムの導入」

　　・学生FD委員会（札大おこし隊）の活動支援（フォーラムの開催、平成27年度学生発案型授業への取組み）
　　・学外FD協議会、学生FDサミット等への参加　　・学生発案型授業（科目名「学生発案型授業」）の開設
　　・教員の授業改善に向けた取組み（公開授業・検討会の実施、授業改善アンケートの実施）　　・組織的FD活動へ向けた体制の見直し（センター方式の可能性の検討）



　ｄ　実施結果を踏まえた授業改善への取組状況

　本学は、平成25年4月より従来の5学部6学科体制から1学部1学科相当の1学群13専攻制へと大きく改組転換した。｢主体性をもって、現代社会を生き抜く教養を備え、他者とのきずなを育みながら協働し、公共の基盤を下から、誠実に支える気概をもって、地域社会を共創する人材の育成・輩出｣を目指すことを趣旨に学群名を｢地域共創学群｣とした。また、｢地域共創｣の理念を社会の中で実践する切り口として、これまでの伝統的な学問分野に時代のニーズに対応する新分野を加えた13の専攻(学位認定基盤となる科目群)を開設した。その際、レイターセレクション制度とメジャー・マイナー制度を導入することによって、専攻選択のミスマッチを解消するとともに、容易に専攻横断的学修ができるようにした。また体験知重視の観点からアクティブラーニング、サービスラーニング科目を充実させる一方、4つのアクションプログラム(｢グローバルアクションプログラム｣｢キャリアデザインプログラム｣｢教職アクションプログラム｣｢ウレｼパプログラム｣)を立ち上げた。さらに入学時から明確な将来計画を持し、ハイレベルな学修を望む学生のために3つのエキスパートコース(｢法専門職・公務員エキスパートコース｣｢英語教育エキスパートコース｣｢通訳翻訳エキスパートコース｣)も開設した。　新体制にあっては、科目担当予定者の急逝という不測の事態と入学定員の未充足による一部科目における履修者数僅少という問題があったものの、概ねスムーズにスタートを切ることができた。今年度以降定員充足は喫緊の課題と認識し、学群設置趣旨および教育内容の理解と周知にいっそう邁進し、新たな理念に基づく教育研究の促進と学生サービスの充実はもとより、進学相談会、高校訪問、オープンキャンパス等の学生募集活動に総力をあげて取り組んでゆかなければならない。

（３） 自己点検・評価等に関する事項（注）・「①ａ　委員会の設置状況」には，関係規程等を転載又は添付すること。　　　　「②実施状況」には，実施されている取組を全て記載すること。（記入例参照）
③　学生に対する授業評価アンケートの実施状況　ａ　実施の有無及び実施時期　　　アンケート結果を報告書に取りまとめ教職員に配布した。
①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見

　　　FD担当副学長補を中心とする勉強会を随時開催し、各種取組み結果を踏まえた授業改善について検討した。　　　授業改善中間及び期末アンケートを実施した。　ｂ　教員や学生への公開状況，方法等

ればならない。　今年度は開設２年目であり、自己点検・評価の具体的検討段階に到達している。爾後随時、設置の趣旨・目的およびその達成手段である教育課程の履行状況を精査し、設置計画を着実に履行していくよう努めるつもりである。②　自己点検・評価報告書
　　・ホームページにて公表予定
　　　　含めて記入してください。

　ａ　公表（予定）時期　　・平成２６年度中を予定
　　・平成２９年度に認証評価機関の評価を受けるべく、学内で検討中
　ｂ　公表方法
（注）・　設置時の計画の変更（又は未実施）の有無に関わらず記入してください。　　　　また，「①　設置の趣旨・目的の達成状況に関する総括評価・所見」については，できるだけ具体的な根拠を③　認証評価を受ける計画
　　　　いて記入してください。　　　　　なお，「②　自己点検・評価報告書」については，当該調査対象の組織に関する評価内容を含む報告書につ



　ｂ　公表時期（未公表の場合は予定時期）　　　　（　　　　平成２６年６月　　）
（４） 情報公表に関する事項○　設置計画履行状況報告書　ａ　ホームページに公表の有無　　　　　　　　　（　　　有　　　・　　　無　　　）


