
保育学科
（幼児教育コース）

保育学科
（介護福祉コース）

芸術表現学科

教養科目 ― ― 1単位

専門科目 29単位 11単位 29単位

合計 29単位 11単位 30単位

省令で定める基準単位数 ７単位 ７単位 ７単位

実務経験のある教員による授業科目の単位数    山口芸術短期大学　２０２１



2021年度　実務経験のある教員による授業科目一覧表　　山口芸術短期大学

講義概要
ページ数

科目名 教員名
単位
数

実務経験について　　　　教養教育科目

2 体育 石川美佳 1
モダンバレエ教室の講師：実務経験をもとにコンテンポラリーダンスについて
授業します。

1

講義概要
ページ数

科目名 教員名
単位
数

実務経験について　　　　保育学科幼児教育コース　専門教育科目

106 子ども家庭福祉 山根　望 2
公認心理師、臨床心理士、小学校、中学校、高校でのスクールカウンセラー
として勤務：実務経験をもとに、子どもの発達や特性の理解、子どもの精神
保健および心理的支援、及び保護者に対する支援について話します。

108 子育て支援 林　和子 1
やまぐち子育て福祉総合センターに勤務：子ども・子育て相談対応、利用者
支援の実務経験をもとに、子育て支援、子ども家庭支援について話をしま
す。

109 社会的養護Ⅰ 安村裕美 2
児童養護施設実務経験：社会的養護の理念、制度、実践内容についてお話
しします。

110 保育者論 津田惠子 2
幼稚園教諭経験：実務経験をもとに、幼児の保育、子育て支援及び実習に
ついて話をします。

112 子ども家庭支援の心理学 山根　望 2
公認心理師、臨床心理士：実務経験をもとに、子どもの発達や特性の理解、
子どもの精神保健および心理的支援、及び保護者に対する支援について話
します。

116 子どもの食と栄養 白土由利枝 2
中学校・高等学校の家庭科教員：子供の食生活の現状と課題、食育への対
応について話をします。

117 子ども家庭支援論 林　和子 2
やまぐち子育て福祉総合センターに勤務。子ども・子育て相談対応、利用者
支援の実務経験をもとに、子育て支援、子ども家庭支援について話をしま
す。

121 人間関係の指導法 冨田まり子 1
幼稚園教諭として幼稚園に勤務。実務経験をもとに、幼児の健康な心と体の
育ちや、人間関係の育ち、それを支える保育者の役割について話をします。

122 環境の指導法 冨田まり子 1
幼稚園教諭として幼稚園に勤務。実務経験をもとに、幼児の健康な心と体の
育ちや、人間関係の育ち、環境とのかかわり、それを支える保育者の役割に
ついて話をします。

123 言葉の指導法 津田惠子 1
幼稚園教諭経験：実務経験をもとに、幼児の保育、子育て支援及び実習に
ついて話をします。

130 保育方法論 中原久子 2
幼稚園教諭として幼稚園に勤務。実務経験をもとにこれからの保育を創造す
るための保育の方法について話をします。

131 保育リトミックⅠ 植山典子 1

リトミック研究センター山口第一支部チーフ指導者及びローランド・ミュージッ
ク・スクール幼児科指導スタッフ。それぞれの研修会・講習会での講師を担
当。県内外での研修、県内での保育士研修、幼稚園・保育園での課内授業、
又自身の運営する教室での実務経験をもとに、リトミック指導について話し、
実践をします。

132 保育リトミックⅡ 植山典子 1

リトミック研究センター山口第一支部チーフ指導者及びローランド・ミュージッ
ク・スクール幼児科指導スタッフ。それぞれの研修会・講習会での講師を担
当。県内外での研修、県内での保育士研修、幼稚園・保育園での課内授業、
又自身の運営する教室での実務経験をもとに、リトミック指導について話し、
実践をします。

133 乳児保育Ⅰ 磯部惠子 2
保育士・園長として保育園に勤務。実務経験を基にして、乳幼児の発達、保
育の内容、援助について話をします。

134 乳児保育Ⅱ 磯部惠子 1
保育士・園長として保育園に勤務。実務経験を基にして、乳幼児の発達、保
育の内容、援助について話をします。

芸術表現学科　　教養科目単位数合計



135 特別支援の保育・教育概論 岡本　実 2
障害児支援に長年携わってきた経験をもとに，障害児支援の醍醐味につい
て伝えていきたいと考えています．

136 社会的養護Ⅱ 安村裕美 1
児童養護施設実務経験：社会的養の理念、制度、実践内容についてお話し
します。

143
保育内容の理解と方法・音楽
Ⅰ

杉山綾子
大筋公子

1

杉山：短期大学児童教育学科や専門学校でのピアノと声楽の指導経験：実
務経験をもとに音楽の基礎、楽典、声楽や器楽の理解と方法について授業
をします。
大筋：養護学校、高等学校等（音楽）教師の経験：実務経験もとにピアノや歌
唱の指導を行います。

144
保育内容の理解と方法・音楽
Ⅱ

杉山綾子
大筋公子

1

杉山：・他短期大学児童教育学科や専門学校でのピアノと声楽の指導経験
をもとに音楽の基礎、楽典、声楽や器楽の理解と方法について授業をしま
す。
大筋：養護学校等（音楽）教師の経験を生かしてピアノや歌唱の指導を行い
ます。

147 保育内容の理解と方法・言葉 津田惠子 1
幼稚園教諭経験：実務経験をもとに、保育者としての言語表現技術について
話をします。

29

講義概要
ページ数

科目名 教員名
単位
数

実務経験について　　　　保育学科介護福祉コース　専門教育科目

198 社会の理解Ｂ 伊勢嶋英子 2
介護支援専門員、社会福祉士：実務経験をもとに老人福祉法、介護保険法、
権利擁護関連法を介護教員の立場で話をします。

202 社会保障論 伊勢嶋英子 2 介護福祉士：実務経験をもとに「社会保障」について話をします。

219 家事援助技術 白土由利枝 1
中学校・高等学校の家庭科教員：実務経験をもとに、様々な家事支援におけ
る介護技術について話をします。

221 自立支援技術 中村悦子 2
介護福祉専門学校の介護教員、施設現場での実務経験：どのような状態で
あっても必要な自立援助への基本技術と応用をを話します。

224 介護過程演習ⅡＡ 末廣洋子 1
介護支援専門員としての経験をもとに「個別介護支援計画作成の理論」につ
いて話します。

225 介護過程演習ⅡＢ 末廣洋子 1
介護支援専門員としての経験をもとに個別介護支援計画作成の具体的方法
力を養おう事を目指します。

226 介護過程演習Ⅲ 末廣洋子 1
介護支援専門員としての経験をもとに個別介護支援計画作成の具体的方法
力を養おう事を目指します。

251 介護レクリエーション実技 末廣洋子 1
アクティビティ・ワーカー資格取得担当教員として「生活の快への取り組み方
と実践」について話をします。

11

講義概要
ページ数

科目名 教員名
単位
数

実務経験について　　　　芸術表現学科　　専門教育科目

19 生活文化と造形Ⅰ（陶芸） 上田敦之 1
窯元・作家活動経験：作品作りの考え方や、さまざまな技法について話をしま
す。

21 生活文化と造形Ⅲ（彫金） 佐伯和章 1
彫金作家経験：人に喜んでもらえるための想像から創造へのプロセスを話
し、創作意欲を引き出したいと思います。

42 地域課題解決演習Ⅰ（PBL）
長田和美
澄重成記

2 企業経験を活かして、社会人感覚と実践力を育成する授業を行います。

保育学科　単位数合計

保育学科（介護福祉）専門教育科目単位数合計



43 地域課題解決演習Ⅱ（PBL）
長田和美
澄重成記

2 企業経験を活かして、社会人感覚と実践力を育成する授業を行います。

51 画像編集 前田和也 1
デザイナー経験：業務では欠かせないPhotoshopの実践的な使い方のテク
ニックやデータの作成方法のコツを交えて話をします。

52 ＤＴＰ各論 前田和也 2
デザイナー経験：実務でおこる事故のエピソードなど具体的な実例を交えて
テキストを進めます。

55 広告デザインⅠ 山下明仁 1

現役のCMプランナー・広告デザイナーです（ACC賞、山口県広告大賞など受
賞歴あり）。現在、仕事で使っている方法、「実戦」で使える技術を伝授しま
す。
コンテンツ制作会社を設立：広告はもちろんコンテンツの制作において重要と
なるアイデアの生み出し方。そのアイデアを効果的にアウトプットするまでの
方法論を実務経験を交えながらお伝えします。

57 マンガ・イラストⅠ わだかづよ 1
漫画家、雑誌「なかよし」に連載経験：マンガ、イラスト経験をもとに作品の作
り方、実践的な技術について話をします。

58 マンガ・イラストⅡ わだかづよ 1
漫画家、雑誌「なかよし」に連載経験：マンガ、イラスト経験をもとに作品の作
り方、実践的な技術について話をします。

60 映像制作 山下明仁 2

現役のＣＭプランナー、広告デザイナーです。（ＡＣＣ賞、山口県広告大賞な
ど受賞歴あり）。現在仕事で使っている方法、「実践」で使える技術を伝授し
ます。
コンテンツ制作会社を設立：広告はもちろんコンテンツの制作において重要と
なるアイディアの生み出し方。そのアイディアを効果的にアウトプットするまで
の方法論を実務経験を交えながらお伝えします。

65 服飾デザイン 片山涼子 1
服飾デザイナー及びクリエイター：自社のアトリエ兼ショップを経営の経験を
もとにファッションを通しての表現について実技を交えて話をします。

66 ファッションコーディネート 片山涼子 1
服飾デザイナー及びクリエイター：自社のアトリエ兼ショップを経営の経験を
もとにファッションを通しての表現について実技を交えて話をします。

67 プロダクトデザイン 平川和明 1
家具デザイン・開発に携わってきた実務経験を通してプロダクトデザインの特
に家具分野の造形と機能性について講義をおこない、その実践的な技術を
伝えたいと思います。

78 吹奏楽Ⅰ 小野隆洋 1
国内外での演奏実務経験を活かして、音楽演奏に対するアプローチを指導
します。

79 吹奏楽Ⅱ 小野隆洋 1
国内外での演奏実務経験を活かして、音楽演奏に対するアプローチを指導
します。

80 吹奏楽Ⅲ 小野隆洋 1
国内外での演奏実務経験を活かして、音楽演奏に対するアプローチを指導
します。

81 吹奏楽Ⅳ 小野隆洋 1
国内外での演奏実務経験を活かして、音楽演奏に対するアプローチを指導
します。

82 合唱Ⅰ 小野朋子 1 演奏実務経験を活かして、音楽演奏に対するアプローチを指導します。

83 合唱Ⅱ 小野朋子 1 演奏実務経験を活かして、音楽演奏に対するアプローチを指導します。

84 合唱Ⅲ 小野朋子 1 演奏実務経験を活かして、音楽演奏に対するアプローチを指導します。

85 合唱Ⅳ 小野朋子 1 演奏実務経験を活かして、音楽演奏に対するアプローチを指導します。

92 即興演奏法Ⅰ 佐田尾圭子 1
ヤマハ音楽教室講師の経験をもとに、音楽課題への即興について授業を行
います。

93 即興演奏法Ⅱ 佐田尾圭子 1
ヤマハ音楽教室講師の経験をもとに、音楽課題への即興について授業を行
います。

94 デスクトップミュージックⅠ 北林　　崇 1 実務経験（音楽クリエイター）の経験をもとに楽曲制作について指導します。

95 デスクトップミュージックⅡ 北林　　崇 1 実務経験（音楽クリエイター）の経験をもとに楽曲制作について指導します。

29芸術表現学科　専門教育科目単位数合計


