
　　　　　　　　申請時担当予定兼任教授申請時担当予定兼任教授申請時担当予定兼任教授申請時担当予定兼任教授

　　　　　　　　該当教授該当教授該当教授該当教授はははは申請時申請時申請時申請時よりよりよりより

　　　　　　　　担当予定担当予定担当予定担当予定

　 　　 　　 　　 　平成平成平成平成24242424年年年年3333月月月月

　 　　 　　 　　 　田畑和彦教授辞任田畑和彦教授辞任田畑和彦教授辞任田畑和彦教授辞任のためのためのためのため

 　　担当者追加 　　担当者追加 　　担当者追加 　　担当者追加

　　　　　　　　申請時担当予定専任教授申請時担当予定専任教授申請時担当予定専任教授申請時担当予定専任教授

　　　　　　　　該当教授該当教授該当教授該当教授はははは申請時申請時申請時申請時よりよりよりより

　　　　　　　　担当予定担当予定担当予定担当予定

　　　　　　　　申請時該当学科専任教授申請時該当学科専任教授申請時該当学科専任教授申請時該当学科専任教授

　　　　　　　　にににに担当変更担当変更担当変更担当変更

　　　　　　　　平成平成平成平成24242424年年年年3333月月月月

　　　　　　　　田畑和彦教授辞任田畑和彦教授辞任田畑和彦教授辞任田畑和彦教授辞任のためのためのためのため

　　　　　　　　兼任講師兼任講師兼任講師兼任講師にににに担当変更担当変更担当変更担当変更

　　　　　　　　平成平成平成平成24242424年年年年3333月月月月

　　　　　　　　田畑和彦教授辞任田畑和彦教授辞任田畑和彦教授辞任田畑和彦教授辞任のためのためのためのため

　　　　　　　　平成平成平成平成25252525年度採用予定年度採用予定年度採用予定年度採用予定でででで公募中公募中公募中公募中

５　教員組織の状況

＜経営学部　心理経営学科＞

（１） 担当教員表

平成24年４月
田畑　和彦
（49）

教授専任

認　可　時　の　計　画 変　　更　　状　　況

備　　考
専任・

職名
氏　　名
（年　齢）

就任予定年月 担当授業科目名

専任・

職名
氏　　名
（年　齢）

就任予定年月 担当授業科目名
兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　

の別　 の別　

教授教授教授教授
杉山雅浩杉山雅浩杉山雅浩杉山雅浩
（（（（68686868））））

平成平成平成平成24242424年年年年４４４４月月月月 経営学入門経営学入門経営学入門経営学入門経営学入門 兼任兼任兼任兼任

人事管理論 兼任兼任兼任兼任 教授教授教授教授
劉劉劉劉　　　　志宏志宏志宏志宏
（（（（57575757））））

平成平成平成平成24242424年年年年４４４４月月月月 経営学入門経営学入門経営学入門経営学入門

リーダーシップと
チームマネジメント

兼任兼任兼任兼任 講師講師講師講師
熊王康宏熊王康宏熊王康宏熊王康宏
（（（（40404040））））

平成平成平成平成24242424年年年年４４４４月月月月 経営学入門経営学入門経営学入門経営学入門

教授教授教授教授
杉山三七男杉山三七男杉山三七男杉山三七男

（（（（58585858））））
平成平成平成平成24242424年年年年４４４４月月月月

人事管理論
人間関係論

人間関係論 専任専任専任専任

教授教授教授教授
武田正樹武田正樹武田正樹武田正樹
（（（（58585858））））

平成平成平成平成24242424年年年年４４４４月月月月
リーダーシップとリーダーシップとリーダーシップとリーダーシップと

チームマネジメントチームマネジメントチームマネジメントチームマネジメント

兼任兼任兼任兼任 講師講師講師講師 小林正宗小林正宗小林正宗小林正宗 平成平成平成平成24242424年年年年４４４４月月月月 ビジネスビジネスビジネスビジネス心理学心理学心理学心理学

ビジネス心理学 専任専任専任専任

基礎ゼミナール
教養講座B

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ心理学 未開講未開講未開講未開講

専門性専門性専門性専門性をををを高高高高めるためめるためめるためめるため担当者変更担当者変更担当者変更担当者変更（（（（24242424））））

心理学特殊講座A
心理学特殊講座B

広告心理学

未開講未開講未開講未開講
履修該当年次履修該当年次履修該当年次履修該当年次にににに達達達達してしてしてして

いないためいないためいないためいないため（（（（24242424））））

コミュニケーション
の心理学

兼任兼任兼任兼任

葉口英子
（40）

専任 准教授 平成24年4月

教養講座B
専門ゼミナール

発達心理学発達心理学発達心理学発達心理学
親親親親とととと子子子子のののの行動心理学行動心理学行動心理学行動心理学

こどものこどものこどものこどもの心理学心理学心理学心理学
コミュニケーションのコミュニケーションのコミュニケーションのコミュニケーションの

心理学心理学心理学心理学

卒業研究
消費者行動論
メディアと心理

講師講師講師講師
平野美沙子平野美沙子平野美沙子平野美沙子

（（（（34343434））））
平成平成平成平成24242424年年年年４４４４月月月月
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専門性専門性専門性専門性をををを高高高高めるためめるためめるためめるため専任教授担当専任教授担当専任教授担当専任教授担当（（（（24242424））））

専門性専門性専門性専門性をををを高高高高めるためめるためめるためめるため新規採用新規採用新規採用新規採用（（（（24242424））））

専門性専門性専門性専門性をををを高高高高めるためめるためめるためめるため新規採用新規採用新規採用新規採用（（（（24242424））））

　　　　　　　　専門性専門性専門性専門性をををを高高高高めるためめるためめるためめるため専任准教授専任准教授専任准教授専任准教授

　　　　　　　　がががが担当担当担当担当（（（（24242424））））

　　　　　　　　担当予定兼任講師辞退担当予定兼任講師辞退担当予定兼任講師辞退担当予定兼任講師辞退のためのためのためのため

　　　　　　　　専任准教授専任准教授専任准教授専任准教授がががが担当担当担当担当（（（（24242424））））

　　　　　　　　オムニバスオムニバスオムニバスオムニバス科目科目科目科目としてとしてとしてとして

　　　　　　　　専任准教授担当専任准教授担当専任准教授担当専任准教授担当（（（（24242424））））

医療心理学
医療社会学

リーダーシップ論

医療心理学
医療社会学

兼任兼任兼任兼任 講師講師講師講師 小泉直子小泉直子小泉直子小泉直子 平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月 リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップ論論論論

平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月
藤田依久子藤田依久子藤田依久子藤田依久子

（（（（35353535））））
准教授准教授准教授准教授専任専任専任専任

心理学入門
ゼミナールA

専門ゼミナール

対人関係の心理学
集団の心理学
社会心理学演習

藤田依久子
（35）

准教授専任

産業産業産業産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ概論概論概論概論
産業産業産業産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ演習演習演習演習

基礎ゼミナール
心理学

心理学概論

臨床心理学臨床心理学臨床心理学臨床心理学
経営心理学経営心理学経営心理学経営心理学

平成24年4月

こどものこどものこどものこどもの心理学心理学心理学心理学
青年心理学青年心理学青年心理学青年心理学

心理学入門
ゼミナールA

専門ゼミナール

平成24年4月

心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ概論

卒業研究
社会心理学

組織心理学概論

説得説得説得説得のののの心理学心理学心理学心理学

基礎ゼミナール
心理学

心理学概論

心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ概論
心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ演習

メンタルトレーニンメンタルトレーニンメンタルトレーニンメンタルトレーニン
ググググ概論概論概論概論

メンタルトレーニンメンタルトレーニンメンタルトレーニンメンタルトレーニン
ググググ演習演習演習演習

卒業研究
社会心理学

組織心理学概論

産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ概論
産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ演習

兼任兼任兼任兼任 講師講師講師講師 水口政人水口政人水口政人水口政人 平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月

学習心理学
社会心理学
組織心理学

学習心理学
社会心理学
組織心理学

武田正樹
（58）

教授専任

対人関係の心理学
集団の心理学
社会心理学演習

他学部他学部他学部他学部よりよりよりより異動教員異動教員異動教員異動教員がががが担当担当担当担当（（（（24242424））））

履修者多数履修者多数履修者多数履修者多数のためのためのためのため追加担当追加担当追加担当追加担当（（（（24242424））））

教養講座教養講座教養講座教養講座AAAA
文化学文化学文化学文化学
言語学言語学言語学言語学

英語英語英語英語ⅠⅠⅠⅠ----１１１１・・・・２２２２
基礎基礎基礎基礎ゼミナールゼミナールゼミナールゼミナール

専任専任専任専任

心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ概論
心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ演習

教授教授教授教授 天野利彦天野利彦天野利彦天野利彦 平成平成平成平成24242424年年年年４４４４月月月月

専任専任専任専任 准教授准教授准教授准教授
窪田辰政窪田辰政窪田辰政窪田辰政
（（（（43434343））））

平成平成平成平成24242424年年年年４４４４月月月月

基礎基礎基礎基礎ゼミナールゼミナールゼミナールゼミナール
スポーツスポーツスポーツスポーツ科学入門科学入門科学入門科学入門
経営特別講座経営特別講座経営特別講座経営特別講座BBBB
専門専門専門専門ゼミナールゼミナールゼミナールゼミナール

卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究
ストレスとストレスとストレスとストレスと健康健康健康健康のののの科学科学科学科学

スポーツスポーツスポーツスポーツ心理学心理学心理学心理学
スポーツスポーツスポーツスポーツⅤⅤⅤⅤ
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他学部他学部他学部他学部からからからから異動教員異動教員異動教員異動教員がががが担当担当担当担当

（（（（24242424））））

新規教員採用新規教員採用新規教員採用新規教員採用（（（（24242424））））

ﾋﾞｼﾞﾈｽｹﾞｰﾑ
情報経済論

教授教授教授教授 天野利彦天野利彦天野利彦天野利彦 平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月 教養講座教養講座教養講座教養講座AAAA

専任専任専任専任

教養講座A 兼任兼任兼任兼任　　　　

講師講師講師講師 熊王康弘熊王康弘熊王康弘熊王康弘 平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月

デジタルメディアデジタルメディアデジタルメディアデジタルメディア
演習演習演習演習

インターネットインターネットインターネットインターネット演演演演
習習習習

の別　 の別　

基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙ
経営特別講座D

　

　

鷲崎早雄
（66）

平成24年４月

基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙ
経営特別講座D

専 教授
専門ゼミナール

卒業研究
専門ゼミナール

卒業研究

ﾋﾞｼﾞﾈｽｹﾞｰﾑ
情報経済論

５　教員組織の状況

＜経営学部　経営学科＞

（１） 担当教員表

認　可　時　の　計　画 変　　更　　状　　況

備　　考
専任・

職名
氏　　名
（年　齢）

就任予定年月 担当授業科目名

専任・

職名
氏　　名
（年　齢）

就任予定年月 担当授業科目名
兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　
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専門性専門性専門性専門性のののの高高高高いいいい兼任講師兼任講師兼任講師兼任講師
へへへへ変更変更変更変更（（（（24242424））））

担当予定講師辞職担当予定講師辞職担当予定講師辞職担当予定講師辞職のためのためのためのため
専任講師専任講師専任講師専任講師へへへへ変更変更変更変更（（（（24242424））））

専門性専門性専門性専門性のののの高高高高いいいい兼任講師兼任講師兼任講師兼任講師
へへへへ変更変更変更変更（（（（24242424））））

担当予定講師辞職担当予定講師辞職担当予定講師辞職担当予定講師辞職のためのためのためのため
専任教授専任教授専任教授専任教授へへへへ変更変更変更変更（（（（24242424））））

平成24年４月
大西孝之
（32）

講師

　　　　との増減数を記入してください。（記入例：１名減の場合：△１）

専任 教授
山﨑博昭
（69）

平成24年４月

［　　　］ ［　　　］ ［　　　］

（注）・「認可時の計画」には，設置認可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，

　　　　「変更状況」には，平成２４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，［　］内に設置認可時の計画

（4） （　　　） （　　　） （　　　）

5 3 2

［△１］ ［　　　］ ［　　　］

4 3 2

（　　　） （　　　）

認　可　時　の　計　画 変　　更　　状　　況
備　　　　　考

教　授 准教授 講　師 助　教 計 助　手 教　授 准教授 講　師 助　教 計 助　手

　　　・　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教員として授業等を

　　　　担当することは出来ません。

（２） 専任教員数

　　　　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。

　　　　　また，「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。

　　　　　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。

　　　・　年齢は，「「「「認可時認可時認可時認可時のののの計画計画計画計画」」」」にはにはにはには当該学部等当該学部等当該学部等当該学部等のののの就任時就任時就任時就任時におけるにおけるにおけるにおける満年齢満年齢満年齢満年齢を，「「「「変更状況変更状況変更状況変更状況」」」」にはにはにはには平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年５５５５月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在のののの満年齢満年齢満年齢満年齢

　　　　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，

（注）・認可申請書の様式第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。

倫理学倫理学倫理学倫理学専任専任専任専任 教授教授教授教授 浅羽浩浅羽浩浅羽浩浅羽浩 平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月

卒業研究
ｽﾎﾟｰﾂﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

スポーツ産業論 兼任兼任兼任兼任　　　　

卒業研究
ｽﾎﾟｰﾂﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

専任

基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙ
スポーツ科学入

門

プロスポーツ
企業研究

専門ゼミナー
ル

プロスポーツ
企業研究

専門ゼミナー
ル

講師講師講師講師 小梢真小梢真小梢真小梢真 平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月 スポーツスポーツスポーツスポーツ産業論産業論産業論産業論

講師講師講師講師
窪田辰政窪田辰政窪田辰政窪田辰政
（（（（43434343））））

平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月 ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂⅤⅤⅤⅤｽﾎﾟｰﾂⅤ 兼任兼任兼任兼任　　　　

基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙ
スポーツ科学入

門

職名
氏　　名

（年　齢）
就任予定年月 担当授業科目名

ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ社会学社会学社会学社会学

の別　 の別　

認　可　時　の　計　画 変　　更　　状　　況

備　　考
専任・

職名
氏　　名

（年　齢）
就任予定年月 担当授業科目名

専任・

５　教員組織の状況

＜経営学部　ｽﾎﾟｰﾂ経営学科＞

（１） 担当教員表

兼担・ 兼担・

兼任　 兼任　
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（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」

　　　　

　　　　

（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。

　他学部の役職（学生部長）として適任者であったためやむを得ないものとし、平成25年度新規教授を公募する予定である。
　平成24年3月の辞任であったため、履修登録に関してシラバスや時間割の変更が間に合ったため、特別な周知は行なっていない。

（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。

３

１ 教授 田畑和彦
　他学部の役職（学生部長）就任となったため、届出学科の専任教授として、科目担当が
できなくなった。

２

（３） 専任教員辞任等の理由

番　号 職　位 専任教員氏名 辞任（就任辞退を含む）等の理由
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