
他学部から異動教員が担当

（24）

新規教員採用（24）

５　教員組織の状況

＜経営学部　経営学科＞　　（変更なし）

兼担・ 兼担・

の別　 の別　

氏　　名
（年　齢）

就任予定年月
兼任　 兼任　

専任・

職名 担当授業科目名

専任・

基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙ
経営特別講座D

就任予定年月 担当授業科目名

専門ゼミナール
卒業研究

職名
氏　　名
（年　齢）

平成24年４月

基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙ
経営特別講座D

ﾋﾞｼﾞﾈｽｹﾞｰﾑ
情報経済論

　

　

教養講座A 兼任　

専

（１） 担当教員表

認　可　時　の　計　画 変　　更　　状　　況

備　　考

鷲崎早雄
（66）

教授 天野利彦 平成24年4月 教養講座A

熊王康弘 平成24年4月専任

デジタルメディア
演習

インターネット演
習

教授
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

講師
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専門性の高い兼任講師専門性の高い兼任講師専門性の高い兼任講師専門性の高い兼任講師
へ変更（24）へ変更（24）へ変更（24）へ変更（24）

担当予定講師辞職のため担当予定講師辞職のため担当予定講師辞職のため担当予定講師辞職のため
専任講師へ変更（24）専任講師へ変更（24）専任講師へ変更（24）専任講師へ変更（24）

専門性の高い兼任講師専門性の高い兼任講師専門性の高い兼任講師専門性の高い兼任講師
へ変更（24）へ変更（24）へ変更（24）へ変更（24）

担当予定講師辞職のため担当予定講師辞職のため担当予定講師辞職のため担当予定講師辞職のため
専任教授へ変更（24）専任教授へ変更（24）専任教授へ変更（24）専任教授へ変更（24）

専任准教授退職のため専任准教授退職のため専任准教授退職のため専任准教授退職のため

専任講師へ変更（25）専任講師へ変更（25）専任講師へ変更（25）専任講師へ変更（25）

専任准教授退職のため専任准教授退職のため専任准教授退職のため専任准教授退職のため

専任准教授へ変更（25）専任准教授へ変更（25）専任准教授へ変更（25）専任准教授へ変更（25）

（１） 担当教員表

認　可　時　の　計　画 変　　更　　状　　況

備　　考
専任・

職名

の別　

兼任　

氏　　名
（年　齢）

就任予定年月 担当授業科目名
兼担・ 兼担・

担当授業科目名

５　教員組織の状況

＜経営学部　ｽﾎﾟｰﾂ経営学科＞

専任

基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙ
スポーツ科学入

門

専任 講師
大西孝之
（32）

窪田辰政窪田辰政窪田辰政窪田辰政
（43）（43）（43）（43）

プロスポーツ
企業研究

専門ゼミナー
ル

平成24年４月

教授
山﨑博昭
（69）

平成24年４月 ｽﾎﾟｰﾂⅤ

ｽﾎﾟｰﾂ社会学ｽﾎﾟｰﾂ社会学ｽﾎﾟｰﾂ社会学ｽﾎﾟｰﾂ社会学

基礎ｾﾞﾐﾅｰﾙ
スポーツ科学入

門

ｽﾎﾟｰﾂⅤｽﾎﾟｰﾂⅤｽﾎﾟｰﾂⅤｽﾎﾟｰﾂⅤ

兼任　

専任・

職名
氏　　名

（年　齢）
就任予定年月

の別　

講師講師講師講師兼任　兼任　兼任　兼任　 平成24年4月平成24年4月平成24年4月平成24年4月

小梢真小梢真小梢真小梢真
(32）(32）(32）(32）

平成24年4月平成24年4月平成24年4月平成24年4月 スポーツ産業論スポーツ産業論スポーツ産業論スポーツ産業論

卒業研究
ｽﾎﾟｰﾂﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

倫理学倫理学倫理学倫理学

プロスポーツ
企業研究

専門ゼミナー
ル

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　 講師講師講師講師

専任専任専任専任 平成24年4月平成24年4月平成24年4月平成24年4月教授教授教授教授
浅羽浩浅羽浩浅羽浩浅羽浩
（60）（60）（60）（60）

講師
大西孝之大西孝之大西孝之大西孝之
（33）（33）（33）（33）

運動生理学演習運動生理学演習運動生理学演習運動生理学演習

専任専任専任専任 准教授准教授准教授准教授
小栗和雄小栗和雄小栗和雄小栗和雄
（37）（37）（37）（37）

平成24年4月平成24年4月平成24年4月平成24年4月 海外スポーツ研究海外スポーツ研究海外スポーツ研究海外スポーツ研究 専任 平成24年4月 海外スポーツ研究

専任 准教授
館　俊樹館　俊樹館　俊樹館　俊樹
（35）（35）（35）（35）

平成24年4月
運動生理学演習
運動プログラム

概論
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　　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

　　該当教授は申請時より　　該当教授は申請時より　　該当教授は申請時より　　該当教授は申請時より

　　担当予定　　担当予定　　担当予定　　担当予定

　 　平成24年3月　 　平成24年3月　 　平成24年3月　 　平成24年3月

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

 　　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

　　該当教授は申請時より　　該当教授は申請時より　　該当教授は申請時より　　該当教授は申請時より

　　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

　　に担当変更　　に担当変更　　に担当変更　　に担当変更

　専門性の高い兼任教員を採用　専門性の高い兼任教員を採用　専門性の高い兼任教員を採用　専門性の高い兼任教員を採用

　　平成24年3月　　平成24年3月　　平成24年3月　　平成24年3月

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

　　平成25年度採用予定で公募中　　平成25年度採用予定で公募中　　平成25年度採用予定で公募中　　平成25年度採用予定で公募中

　　平成24年3月　　平成24年3月　　平成24年3月　　平成24年3月

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

　　平成25年度兼任教員採用　　平成25年度兼任教員採用　　平成25年度兼任教員採用　　平成25年度兼任教員採用

専門性を高めるため担当者変更（24）専門性を高めるため担当者変更（24）専門性を高めるため担当者変更（24）専門性を高めるため担当者変更（24）

基礎ゼミナール
教養講座B

専門ゼミナール

未開講未開講未開講未開講

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

（34）（34）（34）（34）
平成24年４月平成24年４月平成24年４月平成24年４月

発達心理学発達心理学発達心理学発達心理学
親と子の行動心理学親と子の行動心理学親と子の行動心理学親と子の行動心理学

こどもの心理学こどもの心理学こどもの心理学こどもの心理学
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

履修該当年次に達して履修該当年次に達して履修該当年次に達して履修該当年次に達して
いないため（24）いないため（24）いないため（24）いないため（24）

講師講師講師講師 服部勝人服部勝人服部勝人服部勝人

未開講未開講未開講未開講

小林正宗小林正宗小林正宗小林正宗兼任兼任兼任兼任

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

教授教授教授教授
武田正樹武田正樹武田正樹武田正樹
（58）（58）（58）（58）

平成24年４月平成24年４月平成24年４月平成24年４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

講師講師講師講師 小泉直子小泉直子小泉直子小泉直子

専任専任専任専任

平成24年４月平成24年４月平成24年４月平成24年４月

ビジネス心理学ビジネス心理学ビジネス心理学ビジネス心理学

平成25年4月平成25年4月平成25年4月平成25年4月 マネジメント心理学マネジメント心理学マネジメント心理学マネジメント心理学

平成24年４月平成24年４月平成24年４月平成24年４月

専任

兼任兼任兼任兼任

准教授
葉口英子
（40）

平成24年4月

心理学特殊講座A
心理学特殊講座B

コミュニケーション
の心理学

兼任兼任兼任兼任

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ心理学

広告心理学

人事管理論 兼任兼任兼任兼任

人間関係論 専任専任専任専任

ビジネス心理学

平成24年４月平成24年４月平成24年４月平成24年４月

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

専任・

教授教授教授教授
杉山雅浩杉山雅浩杉山雅浩杉山雅浩
（68）（68）（68）（68）

専任 教授

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ心理学

講師講師講師講師

平成24年４月平成24年４月平成24年４月平成24年４月 経営学入門経営学入門経営学入門経営学入門

兼担・
就任予定年月職名

氏　　名
（年　齢）

人事管理論
人間関係論

の別　

担当授業科目名

経営学入門経営学入門経営学入門経営学入門平成24年４月平成24年４月平成24年４月平成24年４月

平成24年４月平成24年４月平成24年４月平成24年４月 経営学入門経営学入門経営学入門経営学入門

５　教員組織の状況

＜経営学部　心理経営学科＞

平成24年４月

職名
氏　　名

（年　齢）
就任予定年月

（１） 担当教員表

備　　考

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

（58）（58）（58）（58）

認　可　時　の　計　画 変　　更　　状　　況

熊王康宏熊王康宏熊王康宏熊王康宏
（40）（40）（40）（40）

教授教授教授教授
劉　志宏劉　志宏劉　志宏劉　志宏
（57）（57）（57）（57）

講師講師講師講師

兼任　

の別　

専任・

担当授業科目名

経営学入門 兼任兼任兼任兼任

兼任　

兼担・

田畑　和彦
（49）
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専門性を高めるため専任教授担当（24）専門性を高めるため専任教授担当（24）専門性を高めるため専任教授担当（24）専門性を高めるため専任教授担当（24）

専門性を高めるため新規採用（24）専門性を高めるため新規採用（24）専門性を高めるため新規採用（24）専門性を高めるため新規採用（24）

専門性を高めるため新規採用（24）専門性を高めるため新規採用（24）専門性を高めるため新規採用（24）専門性を高めるため新規採用（24）

専門性を高めるため専任准教授が専門性を高めるため専任准教授が専門性を高めるため専任准教授が専門性を高めるため専任准教授が

担当（25）担当（25）担当（25）担当（25）

専門性を高めるため専任講師が専門性を高めるため専任講師が専門性を高めるため専任講師が専門性を高めるため専任講師が

担当（25）担当（25）担当（25）担当（25）

より専門性の高い非常勤講師がより専門性の高い非常勤講師がより専門性の高い非常勤講師がより専門性の高い非常勤講師が

担当（25）担当（25）担当（25）担当（25）

より専門性の高い非常勤講師がより専門性の高い非常勤講師がより専門性の高い非常勤講師がより専門性の高い非常勤講師が

担当（25）担当（25）担当（25）担当（25）

より専門性の高い非常勤講師がより専門性の高い非常勤講師がより専門性の高い非常勤講師がより専門性の高い非常勤講師が

担当（25）担当（25）担当（25）担当（25）

　　専門性を高めるため専任准教授　　専門性を高めるため専任准教授　　専門性を高めるため専任准教授　　専門性を高めるため専任准教授

　　が担当（24）　　が担当（24）　　が担当（24）　　が担当（24）

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

　　専任准教授が担当（24）　　専任准教授が担当（24）　　専任准教授が担当（24）　　専任准教授が担当（24）

　　オムニバス科目として　　オムニバス科目として　　オムニバス科目として　　オムニバス科目として

　　専任准教授担当（24）　　専任准教授担当（24）　　専任准教授担当（24）　　専任准教授担当（24）

学習心理学
社会心理学
組織心理学

医療心理学
医療社会学

対人関係の心理学
集団の心理学

社会心理学演習

対人関係の心理学
集団の心理学
社会心理学演習

組織心理学組織心理学組織心理学組織心理学
医療心理学医療心理学医療心理学医療心理学
医療社会学医療社会学医療社会学医療社会学

平成24年4月平成24年4月平成24年4月平成24年4月

専任 教授
武田正樹
（58）

平成24年4月
医療心理学
医療社会学

学習心理学
社会心理学
組織心理学

説得の心理学説得の心理学説得の心理学説得の心理学

水口政人水口政人水口政人水口政人 平成24年4月平成24年4月平成24年4月平成24年4月
産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ概論産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ概論産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ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産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ演習産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ演習産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ演習

平成24年4月平成24年4月平成24年4月平成24年4月リーダーシップ論 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 リーダーシップ論リーダーシップ論リーダーシップ論リーダーシップ論

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

藤田依久子藤田依久子藤田依久子藤田依久子
（37）（37）（37）（37）

兼任兼任兼任兼任

准教授准教授准教授准教授

専任専任専任専任

兼任兼任兼任兼任

高城佳那高城佳那高城佳那高城佳那

専任専任専任専任

講師講師講師講師

平成24年4月平成24年4月平成24年4月平成24年4月林　美恵子林　美恵子林　美恵子林　美恵子講師講師講師講師

社会心理学演習社会心理学演習社会心理学演習社会心理学演習講師講師講師講師

学習心理学学習心理学学習心理学学習心理学

集団の心理学集団の心理学集団の心理学集団の心理学小泉直子小泉直子小泉直子小泉直子 平成24年4月平成24年4月平成24年4月平成24年4月

平成24年4月平成24年4月平成24年4月平成24年4月

卒業研究
社会心理学

組織心理学概論

心理学入門
ゼミナールA

専門ゼミナール

心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ概論
心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ演習

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25年4月平成25年4月平成25年4月平成25年4月

平成24年4月平成24年4月平成24年4月平成24年4月

対人関係の心理学対人関係の心理学対人関係の心理学対人関係の心理学兼任兼任兼任兼任 酒井哲也酒井哲也酒井哲也酒井哲也講師講師講師講師

専任専任専任専任 准教授准教授准教授准教授

メンタルトレーニングメンタルトレーニングメンタルトレーニングメンタルトレーニング
概論概論概論概論

メンタルトレーニングメンタルトレーニングメンタルトレーニングメンタルトレーニング
演習演習演習演習

心理学入門
ゼミナールA

専門ゼミナール

卒業研究
社会心理学

組織心理学概論

心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ概論
心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ演習

こどもの心理学こどもの心理学こどもの心理学こどもの心理学
青年心理学青年心理学青年心理学青年心理学

基礎ゼミナール
心理学

心理学概論

藤田依久子藤田依久子藤田依久子藤田依久子
（35）（35）（35）（35）

専任 准教授
藤田依久子

（35）
平成24年4月
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他学部より異動教員が担当（24）他学部より異動教員が担当（24）他学部より異動教員が担当（24）他学部より異動教員が担当（24）

他学部より異動教員が担当（24）他学部より異動教員が担当（24）他学部より異動教員が担当（24）他学部より異動教員が担当（24）

他学科担当へ変更（25）他学科担当へ変更（25）他学科担当へ変更（25）他学科担当へ変更（25）

履修者多数のため追加担当（24）履修者多数のため追加担当（24）履修者多数のため追加担当（24）履修者多数のため追加担当（24）

　　専門性の高い非常勤講師　　専門性の高い非常勤講師　　専門性の高い非常勤講師　　専門性の高い非常勤講師

　　担当（25）　　担当（25）　　担当（25）　　担当（25）

　　新規採用専任教授が担当（25）　　新規採用専任教授が担当（25）　　新規採用専任教授が担当（25）　　新規採用専任教授が担当（25）

新規専任教授が担当（25）新規専任教授が担当（25）新規専任教授が担当（25）新規専任教授が担当（25）

専任准教授から変更（25）専任准教授から変更（25）専任准教授から変更（25）専任准教授から変更（25）

専任講師が担当（25）専任講師が担当（25）専任講師が担当（25）専任講師が担当（25）

年　　齢　　構　　成

68              1

　　　　　　歳　　　　　　　名

       採用されている教員数を記入してください。

2

　　　　「変更状況」には，平成２５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

　　　　との増減数を記入してください。（記入例：１名減の場合：△１）

（4） （　　　） （　　　） （　　　）

5

　　　・　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，

変　　更　　状　　況

　　 ・「年齢構成」には、当該学部における教員の定年年齢および、平成25年5月1日現在、特例等により定年を越えて専任教員として

［　　　］

准教授 講　師 助　教

（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，

3

　　　・　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。

(　　　　）［△3］ ［　　　］ ［　　　］

　　　・　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，

　　　　担当することは出来ません。

教員の定年年齢　　定年を延長
　　　　　　　　している教員数

計 教　授

（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。

　　　　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

　　　　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

　　　　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

(　　　　）

　　　・　辞任者は「備考」に退職年月，氏名，理由を記入してください。

　　　・　年齢は，「認可時の計画」には当該学部等の就任時における満年齢「認可時の計画」には当該学部等の就任時における満年齢「認可時の計画」には当該学部等の就任時における満年齢「認可時の計画」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２４年５月１日現在の満年齢「変更状況」には平成２４年５月１日現在の満年齢「変更状況」には平成２４年５月１日現在の満年齢「変更状況」には平成２４年５月１日現在の満年齢

　　　　を記入してください。

教　授

　　　　（　）書き等のみを記入してください。

助　教

（２） 専任教員数

計

23 2

准教授

心理学実験演習

兼任兼任兼任兼任

性格心理学性格心理学性格心理学性格心理学

基礎ゼミナール基礎ゼミナール基礎ゼミナール基礎ゼミナール
スポーツ科学入門スポーツ科学入門スポーツ科学入門スポーツ科学入門
経営特別講座B経営特別講座B経営特別講座B経営特別講座B
専門ゼミナール専門ゼミナール専門ゼミナール専門ゼミナール

卒業研究卒業研究卒業研究卒業研究
ストレスと健康の科学ストレスと健康の科学ストレスと健康の科学ストレスと健康の科学

スポーツ心理学スポーツ心理学スポーツ心理学スポーツ心理学
スポーツⅤスポーツⅤスポーツⅤスポーツⅤ

精神保健

産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ概論産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ概論産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ概論産業ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ概論

精神保健精神保健精神保健精神保健心理学基礎実験

心理アセスメント心理アセスメント心理アセスメント心理アセスメント

心理学研究法

専任専任専任専任

心理検査法

臨床心理学

　　　　　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。

平成25年4月平成25年4月平成25年4月平成25年4月

性格心理学性格心理学性格心理学性格心理学

教授教授教授教授

専任専任専任専任 教授教授教授教授

発達心理学発達心理学発達心理学発達心理学

心理検査法心理検査法心理検査法心理検査法教授教授教授教授

平成24年4月

専任専任専任専任

藤田美枝子
（58）

心理療法概論心理療法概論心理療法概論心理療法概論

天野利彦天野利彦天野利彦天野利彦

大日方重利大日方重利大日方重利大日方重利 平成25年4月平成25年4月平成25年4月平成25年4月

窪田辰政窪田辰政窪田辰政窪田辰政
（43）（43）（43）（43）

平成24年４月平成24年４月平成24年４月平成24年４月

平成24年4月平成24年4月平成24年4月平成24年4月心理療法概論

国際理解A国際理解A国際理解A国際理解A
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Ⅰ-１・２英語Ⅰ-１・２英語Ⅰ-１・２英語Ⅰ-１・２
基礎ゼミナール基礎ゼミナール基礎ゼミナール基礎ゼミナール

高城佳那高城佳那高城佳那高城佳那専任専任専任専任

教授教授教授教授兼任兼任兼任兼任

准教授准教授准教授准教授

大日方重利大日方重利大日方重利大日方重利

平成24年４月平成24年４月平成24年４月平成24年４月

心理学実験演習心理学実験演習心理学実験演習心理学実験演習

心理学研究法心理学研究法心理学研究法心理学研究法

講　師

設　置　時　の　計　画

青年心理学青年心理学青年心理学青年心理学

心理学基礎実験心理学基礎実験心理学基礎実験心理学基礎実験

専任 教授

教養講座A教養講座A教養講座A教養講座A
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Ⅰ-１・２英語Ⅰ-１・２英語Ⅰ-１・２英語Ⅰ-１・２
基礎ゼミナール基礎ゼミナール基礎ゼミナール基礎ゼミナール

大日方重利大日方重利大日方重利大日方重利

平成24年４月平成24年４月平成24年４月平成24年４月

天野利彦天野利彦天野利彦天野利彦

講師講師講師講師

心理アセスメント

講師講師講師講師

平成25年4月平成25年4月平成25年4月平成25年4月

専任専任専任専任 教授教授教授教授

林美恵子林美恵子林美恵子林美恵子

専任専任専任専任

平成24年4月平成24年4月平成24年4月平成24年4月
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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」

　　　　

１ 教授 武田正樹
　遠方からの出校であり大学が指定した出校日数が難しいため、大学近隣に在住可能な
新規専任教員を採用したため

（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

２ 教授

（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。

藤田美枝子
　心理経営ではなく教員の専門である発達心理、児童心理の分野でより深く研究・教鞭を
とることができる看護系大学への異動のため

　　　　

（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。

３

　教員本人の事情によるものとし大学として留意を促していたが、やむを得ないものとする。
専任教員を新規に採用し、辞任した教員が担当していた科目を担当するとともに、専門性の高い非常勤教員を採用し授業内容の質を
落とすことのないよう開講する。非常勤教員のみに任せるのではなく、心理経営学科専任教員との連携を密にして、講義内容、授業運営
のチェックを行っている。
　学生に対しては担当教員が変更となることをシラバス、時間割で周知し授業に支障の無いようにしている。
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