
２０２３年度　出張講義一覧 　　　　　　　2023.4.6更新 広島修道大学

講義番号 学科・専攻　職位 講師名 講義テーマ 出張講義可能日 オンライン対応可否

Ａ－１ 商学科　教授 川瀬　正樹 商圏とは何か？ 火曜日午後（要確認） 可

Ａ－２ 商学科　教授 川原　直毅 新商品開発の仕方・考え方 月曜日（前期は午前のみ）、水曜日（午後は要相談） 可

Ａ－３ 商学科　教授 川原　直毅 マーケティングって何ですか。 月曜日（前期は午前のみ）、水曜日（午後は要相談） 可

Ａ－４ 商学科　教授 川原　直毅 知っているようで知らないブランド 月曜日（前期は午前のみ）、水曜日（午後は要相談） 可

Ａ－５ 商学科　教授 川原　直毅 広島市の商業は何故、衰退するのか？ 月曜日（前期は午前のみ）、水曜日（午後は要相談） 可

Ａ－６ 商学科　教授 川原　直毅 我が国の商店街の現状と課題 月曜日（前期は午前のみ）、水曜日（午後は要相談） 可

Ａ－７ 商学科　教授 金　徳謙 GIS体験！〜デジタルマップを体験してみませんか？〜 月曜日、火曜日（前期のみ要相談） 可

Ａ－８ 商学科　教授 NGUYEN Duc Lap 「心とお金」を解きほぐしてみませんか？ 月曜日 可

Ａ－９ 商学科　教授 NGUYEN Duc Lap 金融のデジタル化による生活とビジネスの変化 月曜日 可

Ａ－１０ 商学科　教授 富川　久美子 観光を学んでみよう！ 月曜日、金曜日午後 可

Ａ－１１ 商学科　教授 中井　教雄 コロナ禍で加速する金融のデジタル化 月曜日午後（その他の曜日については要相談）
緊急事態宣言発令時
またはこれに準ずる
状況時のみ可

Ａ－１２ 商学科　教授 中井　教雄 VUCA時代を乗り切る金融ビジネス 月曜日午後（その他の曜日については要相談）
緊急事態宣言発令時
またはこれに準ずる
状況時のみ可

Ａ－１３ 商学科　教授 中井　教雄
新しいリスク管理
～リスクマネジメントからリジェネレーションの時代へ～

月曜日午後（その他の曜日については要相談）
緊急事態宣言発令時
またはこれに準ずる
状況時のみ可

Ａ－１４ 商学科　教授 仲村　靖 商学を学ぶとは？ 月曜日午後（要相談）、金曜日（要相談） 可

Ａ－１５ 商学科　教授 仲村　靖 カードゲーム／お金の役割 月曜日午後（要相談）、金曜日（要相談） 不可

Ａ－１６ 商学科　准教授 橘　洋介 「交通」を切り口にして社会を眺めてみよう 月曜日（午前・午後）、金曜日（午後） 可

Ａ－１７ 商学科　准教授 徐　康勲
スニーカー一足にいくらまで出せる？
マーケテイングと消費者の心理

月曜日全日,　他は相談 可（要相談）

Ａ－１８ 経営学科　教授 木村　弘 身近にある地域の会社について考えよう ご希望の曜日と時間について相談に応じます。 可

Ａ－１９ 経営学科　教授 政岡　孝宏
コメダとスターバックスはどちらが儲かっているか？
－初めて学ぶ経営分析－

水曜日午後（要確認） 可

Ａ－２０ 経営学科　教授 政岡　孝宏 ゲームで学ぶ初めての簿記 水曜日午後（要確認） 不可

Ａ－２１ 経営学科　教授 山﨑　敦俊 会計を学ぶことの必要性 金曜日（午前・午後）、水曜日（午前） 可

Ａ－２２ 経営学科　教授 米田　邦彦 パン屋の開業を例に経営学を考えましょう 火曜・水曜・金曜（いずれも要相談） 可

Ａ－２３ 経営学科　教授 米田　邦彦 東京ディズニーランドの経営学・会計学 火曜・水曜・金曜（いずれも要相談） 可

Ａ－２４ 経営学科　教授 米田　邦彦 企業は海外でどのような活動を行っているか（国際経営） 火曜・水曜・金曜（いずれも要相談） 可

Ａ－２５ 経営学科　准教授 玉繁　克明 （商業科教育）商業の先生になろう！ 水曜日（要相談） 可（要相談）

Ａ－２６ 経営学科　准教授 中園　宏幸 経営とはどのような活動か 火曜・水曜・金曜（いずれも要相談） 可

Ａ－２７ 経営学科　准教授 山本　茂 仕事、雇用、人材に関すること 金曜日（午前・午後） 不可

Ａ－２８ 商学部　准教授 山中　逸郎 経済がグローバル化するということ 水曜日（午前・会議のない午後）　木曜日 可（要相談）

Ａ－２９ 商学部　准教授 山中　逸郎 学びと仕事 水曜日（午前・会議のない午後）　木曜日 可（要相談）

商学部
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Ｂ－１ 人間関係学科社会学専攻　教授 狩谷　あゆみ 「犯罪」を社会学的に考える 木曜日午後、金曜日 可

Ｂ－２ 人間関係学科社会学専攻　教授 高田　峰夫 身近なグローバル化 月曜日午後、他（いずれも要相談） 不可

Ｂ－３ 教育学科　教授 木村　和美 人権について考えよう 応相談 不可

Ｂ－４ 教育学科　教授 木村　惠子 算数の「考える力」を育てよう。 月曜日午後，その他応相談 不可，応相談

Ｂ－５ 教育学科　教授 光本　弥生 保育・幼児教育の「今」 月曜日 可

Ｂ－６ 教育学科　教授 永田　成文 異文化理解について考えよう ４月～７月　金曜日　　９～１２月　金曜日　 可

Ｂ－７ 教育学科　教授 西森 　章子 発想する力を高めよう 金曜日午前 可

Ｂ－８ 教育学科　教授 沼本　秀昭 子どもの造形教育を考える 木曜日午後 不可

Ｂ－９ 教育学科　教授 樋口　和彦
赤ちゃんのすごい力！！―他者を助けたがる・協力したがる
―

月曜日・金曜日 可

Ｂ－１０ 教育学科　教授 樋口　和彦 発達障害のことを知ろう 月曜日・金曜日 可

Ｂ－１１ 教育学科　教授 平田　香奈子 子どもたちの「学びにくさ」の支え方 応相談 可

Ｂ－１２ 教育学科　教授 松崎　雅広 生活の中の科学－科学の知識は必要ですか？－ 水曜日午後 不可

Ｂ－１３ 教育学科　教授 三木　由美子 アダプテッド・スポーツから考える特別支援教育 金曜日午前 不可

Ｂ－１４ 教育学科　教授 宮崎 　康子 大学で「教育」を考えるということ 応相談 可

Ｂ－１５ 教育学科　教授 山川　肖美 学びで創る持続可能なまち・幸せな暮らし 第２金曜日以外の金曜午後（他の曜日については要相談） 可

Ｂ－１６ 教育学科　准教授 小長野　隆太
「親子で楽しもう！りんりん♪コンサート」からひもとく子どもと
音楽のステキな関係

応相談 可

Ｂ－１７ 教育学科　准教授 谷口　直隆 「国語を学ぶ」ってどんなこと？ 応相談 可

Ｂ－１８ 教育学科　助教 中西　紘士 体育の授業におけるゲームのルールを再考する 応相談 不可

Ｂ－１９ 英語英文学科　教授 石塚　浩之 通訳・翻訳の実際としくみ 応相談 可

Ｂ－２０ 英語英文学科　教授 石塚　浩之 通訳訓練を生かした英語学習 応相談 可

Ｂ－２１ 英語英文学科　教授 大澤　真也 正しい英語・正しくない英語 応相談 可

Ｂ－２２ 英語英文学科　教授 佐川　昭子 世界文学の最高峰　シェイクスピアを学ぶ 応相談 可

Ｂ－２３ 英語英文学科　教授 塩田　弘 アメリカ西部の歴史と文化 金曜日 可

Ｂ－２４ 英語英文学科　教授 戸出　朋子 母語以外の言語を学ぶこと 金曜日 可

Ｂ－２５ 英語英文学科　教授 BARRS, Keith 英語プレゼンテーションのヒント 木曜日午後 不可

Ｂ－２６ 英語英文学科　教授 水野　和穂 英語の現在・過去・未来 応相談 可

Ｂ－２７ 英語英文学科　教授 RONALD, James M. From studying language to using language 前期・後期：火曜日午後／後期：木曜日午後 可

Ｂ－２８ 英語英文学科　准教授 石田　崇
"Yeah, I sweat."は「はい、私は汗をかきます」？！
：英語と日本語を比較して見えてくるもの

応相談 可

Ｂ－２９ 英語英文学科　准教授 西光　希翔 文学を読んでみよう！ 応相談 可

人文学部

- 2 -



２０２３年度　出張講義一覧 　　　　　　　2023.4.6更新 広島修道大学

講義番号 学科・専攻　職位 講師名 講義テーマ 出張講義可能日 オンライン対応可否

Ｃ－１ 法律学科　教授 奥谷　健 税制について法的に考える 応相談 可

Ｃ－２ 法律学科　教授 居石　正和 法を学ぶ－法と社会との関係を考える－ ご相談に応じます。 不可

Ｃ－３ 法律学科　教授 門脇　美恵 暮らしのなかの「行政法」 応相談 不可

Ｃ－４ 法律学科　教授 鈴木　正彦 会社の存在意義を考えてみよう。
前期は月曜日は可能。水曜、木曜は調整すれば可能。
後期は火曜日は可能。木曜日は調整すれば可能。
大学の授業のない期間は相談に応じます。

可

Ｃ－５ 法律学科　教授 鄭　芙蓉 未成年者と民法
前期・月曜日午前中、後期・金曜日午前中
（指定曜日以外の日でも相談に応じます）

可

Ｃ－６ 法律学科　教授 山﨑　俊恵 法律を学ぶ 曜日・時限とも相談に応じます。 可

Ｃ－７ 法律学科　教授 山田　晋 福祉＝共生社会の仕組みと作法
月曜日・火曜日（後期）・木曜日（前期）など
（なお本学の授業期間外については、
指定曜日以外の日でも相談に応じます。）

可

Ｃ－８ 法律学科　准教授 伊藤　嘉亮 身近な法としての刑法 応相談 可

Ｃ－９ 法律学科　准教授 古川　朋子 現代の会社に求められるもの 応相談 可

Ｃ－１０ 法律学科　准教授 増田　栄作 民法の世界―「契約」と「不法行為」を中心に
前・後期とも月曜日。
また本学の授業期間外については、
指定曜日以外の日でも相談に応じます。

可

Ｃ－１１ 法律学科　准教授 増田　栄作 法学部でまなぶこと・卒業後にできること
前・後期とも月曜日。
また本学の授業期間外については、
指定曜日以外の日でも相談に応じます。

可

Ｃ－１２ 法律学科 准教授 松本　奈津希 憲法が保障する「平等」って何だろう？ 応相談 可

Ｃ－１３ 法律学科　准教授 山田　明美 法と民事裁判 応相談 可

Ｃ－１４ 法律学科　助教 前田　星 裁判と時代　～法制度から見る歴史 応相談 可

Ｃ－１５ 法律学科　助教 柳迫　周平 現代家族の法的問題－婚姻・親子を中心に 応相談 可

講義番号 学科・専攻　職位 講師名 講義テーマ 出張講義可能日 オンライン対応可否

Ｄ－１ 現代経済学科　教授 岡村　和明 数字で見る日本経済 金曜日　　　　　 可

Ｄ－２ 現代経済学科　教授 片山　尚平 日本経済の現状と課題 木曜日・金曜日 不可

Ｄ－３ 現代経済学科　教授 河合　伸治 経済政策入門─なぜ国が市場経済に介入するのか？─ 火曜日･水曜日午後 可

Ｄ－４ 現代経済学科　教授 迫　一光 社会保障について考えてみよう 月曜日 可

Ｄ－５ 現代経済学科　教授 森岡　一憲 税金って必要なの？ 木曜日 不可

Ｄ－６ 現代経済学科　教授 劉　亜静 キャッシュレス時代、日本のお金の未来像は？ 木曜日 可

Ｄ－７ 現代経済学科　准教授 黒阪　健吾 マッチング理論を実験しよう 火曜日、水曜日（午後：ただし会議日を除く） 可

Ｄ－８ 現代経済学科　准教授 新宅　公志 国際経済の大きな数字を肌感覚で掴む 月曜日（午後）、金曜日（午前） 可

Ｄ－９ 現代経済学科　准教授 塗師本　彩 データ分析入門 応相談 可

Ｄ－１０ 経済情報学科　教授 阿濱　志保里 新しい情報社会と私たち 金曜日 可

Ｄ－１１ 経済情報学科　教授 井寄　幸平 実験経済学と経済シミュレーション 月曜日 可

Ｄ－１２ 経済情報学科　教授 佐藤　達男 身近な事例で学ぶ初めてのプロジェクトマネジメント 月曜日・火曜日 可

Ｄ－１３ 経済情報学科　教授 前田　純一 経済分析入門 月曜日（終日）、水曜日（午後：ただし会議日は除く） 可

Ｄ－１４ 経済情報学科　准教授 坂口　琢哉 AIと人間の協創社会へ向けて 火曜日 可

Ｄ－１５ 経済情報学科　准教授 都築　寛 一筆書き問題 応相談 不可

経済科学部

法学部
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Ｅ－１ 人間環境学科　教授 岩田　裕樹 経済学からみる環境問題 金曜日午後（要相談） 可

Ｅ－２ 人間環境学科　教授 緒方　知徳 環境変化と生体応答 木曜日、金曜日 不可

Ｅ－３ 人間環境学科　教授 川村　邦男 自然科学と技術から考える環境問題 前期：月曜日／後期：月曜日・火曜日（いずれも応相談） 可

Ｅ－４ 人間環境学科　教授 佐々木　緑 食料生産と環境問題 水曜日（応相談） 可

Ｅ－５ 人間環境学科　教授 下村　英嗣 環境リスク管理と環境法 水曜日午後 不可

Ｅ－６ 人間環境学科　教授 豊澄　智己 環境ビジネス 火曜日 不可

Ｅ－７ 人間環境学科　教授 羅　星仁 持続可能な発展とは 応相談 可

Ｅ－８ 人間環境学科　教授 中園　篤典 日本語を書くトレーニング 金曜日 可

Ｅ－９ 人間環境学科　教授 西村　仁志 SDGｓ時代の環境教育 応相談 可

Ｅ－１０ 人間環境学科　教授 長谷川　弘 水力発電ダムから考える環境とエネルギー問題 応相談 不可

Ｅ－１１ 人間環境学科　教授 宮坂　和男 科学技術をめぐる今日の問題 応相談 不可

Ｅ－１２ 人間環境学科　准教授 奥田　圭 野生動物の生態と管理 応相談 可

Ｅ－１３ 人間環境学科　准教授 松川　太一 コミュニケーションと合意形成 水曜日、木曜日、金曜日（いずれも要相談） 可

Ｅ－１４ 人間環境学科　准教授 宮川　卓也 科学技術って何だろうか？ 木曜日、金曜日（応相談） 可

Ｅ－１５ 人間環境学科　助教 岡西　政典 海洋環境と生物 応相談 可

Ｅ－１６ 人間環境学科　助教 白石　智宙 日本の森林を考える 木曜日、金曜日（要相談） 可

Ｅ－１７ 人間環境学科　助教 永井　正太郎
合理的な生活環境の設計は可能か
生活科学・人間工学の観点から考える人間環境学

応相談 可

講義番号 学科・専攻　職位 講師名 講義テーマ 出張講義可能日 オンライン対応可否

Ｆ－１ 心理学科　教授 内野　悌司 自分を変える習慣を身につける 応相談 可

Ｆ－２ 心理学科　教授 河本　肇 心理学の「知恵」を生かした人生の歩み方 応相談 可

Ｆ－３ 心理学科　教授 中西　大輔 社会心理学入門 応相談 可

Ｆ－４ 心理学科　教授 古満　伊里 早起きは三文の得～体内時計との上手なつきあい方～ 応相談 応相談

Ｆ－５ 心理学科　教授 増田　尚史 心理学から観る「ことば」の世界 応相談 可

Ｆ－６ 心理学科　教授 蓑﨑　浩史 公認心理師資格と仕事 応相談 可

Ｆ－７ 心理学科　教授 横田　晋大 「集団」であることの良いこと・悪いこと 応相談 可

Ｆ－８ 心理学科　教授 横田　晋大 日本人の心、アメリカ人の心 － 心の文化差を探る 応相談 可

人間環境学部

健康科学部

- 4 -



２０２３年度　出張講義一覧 　　　　　　　2023.4.6更新 広島修道大学
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Ｆ－９ 健康栄養学科　教授 亀井　勇統 特定保健用食品（トクホ）ってな〜に？ 相談に応じます（授業のない日を優先です）。 可

Ｆ－１０ 健康栄養学科　教授 栢下　淳子 人生100年時代，これからの栄養と食を考える！ 相談に応じます（授業のない日を優先です）。 可

Ｆ－１１ 健康栄養学科　教授 木村　安美 生活の中の食と健康を考えてみよう 相談に応じます（授業のない日を優先です）。 可

Ｆ－１２ 健康栄養学科　教授 新田　由美子
カキ（oyster）のサイエンス
―食文化、栄養と健康―

相談に応じます（授業のない日を優先です）。 可

Ｆ－１３ 健康栄養学科　教授 新田　由美子
野生鳥獣とその肉（ジビエ）のサイエンス
―人獣共通感染症と健康―

相談に応じます（授業のない日を優先です）。 可

Ｆ－１４ 健康栄養学科　教授 藤井　文子 糖尿病について知ろう！ 相談に応じます（授業のない日を優先です）。 可

Ｆ－１５ 健康栄養学科　教授 藤井　文子 最後まで「口から食べる」ことの重要性 相談に応じます（授業のない日を優先です）。 可

Ｆ－１６ 健康栄養学科　教授 村上　淳 食生活のポイント！　　何見て食べる？ 相談に応じます（授業のない日を優先です）。 可

Ｆ－１７ 健康栄養学科　教授 村上　淳
オーダーメイドの食事学
～私に見合うバランスの良い食事とは～

相談に応じます（授業のない日を優先です）。 可

Ｆ－１８ 健康栄養学科　教授 山内　有信 朝Go飯～朝食摂取の大切さ～ 相談に応じます（授業のない日を優先です）。 可

Ｆ－１９ 健康栄養学科　教授 山内　有信 栄養と健康～生活習慣病予防のために～ 相談に応じます（授業のない日を優先です）。 可

Ｆ－２０ 健康栄養学科　教授 山内　有信 スポーツ栄養学～基本的な食事が競技力を左右する～ 相談に応じます（授業のない日を優先です）。 可

Ｆ－２１ 健康栄養学科　准教授 黒飛　知香 おいしさを感じるメカニズム 相談に応じます（授業のない日を優先です）。 可

Ｆ－２２ 健康栄養学科　助教 木本　晶子 調理を科学する 相談に応じます（授業のない日を優先です）。 可

講義番号 学科・専攻　職位 講師名 講義テーマ 出張講義可能日 オンライン対応可否

Ｇ－１ 国際政治学科　教授 宇野　伸浩 先住民族の環境問題 月曜日午前・午後、金曜日午後 可

Ｇ－２ 国際政治学科　教授 王 偉彬 文明論的視点から見た中国の「台頭」と米中衝突 月曜日午後、金曜日午後 可

Ｇ－３ 国際政治学科　教授 名波　彰子
Presentation in English
 - On issues in the 21st Century

基本的には水曜日。
ただし出張や会議の予定が入る際には、応相談。

不可

Ｇ－４ 国際政治学科　教授 佐渡　紀子 核兵器はどこまで規制できたのか 第3、第4学期の金曜日 可

Ｇ－５ 国際政治学科　教授 船津　靖 ロシアのウクライナ侵攻 月・水曜日、後期は金曜日も 不可

Ｇ－６ 国際政治学科　教授 船津　靖 アメリカ政治と福音派 月・水曜日、後期は金曜日も 不可

Ｇ－７ 国際政治学科　教授 船津　靖 国際政治と半導体 月・水曜日、後期は金曜日も 不可

Ｇ－８ 国際政治学科　教授 三上貴教 ディベート方式で考える国際政治の争点 応相談 不可

Ｇ－９ 国際政治学科　准教授 隅田　姿 モザンビークの教育課題と私たちに出来ること 月曜、木曜午後 可

Ｇ－１０ 国際政治学科　助教 阿曽沼　春菜
国際紛争を止めるには？――歴史的事例から考える国際紛
争入門――

月曜日、第１学期金曜日 可

Ｇ－１１ 地域行政学科　教授 伊藤　敏安 地方分権の光と影 金曜日（第2学期を除く）

Ｇ－１２ 地域行政学科　教授 澤　俊晴 選挙の意味 応相談 不可

Ｇ－１３ 地域行政学科　教授 篠原　新 戦後日本の政党政治 水曜日 不可

Ｇ－１４ 地域行政学科　教授 広本　政幸 大学生の地域活動 応相談 可

Ｇ－１５ 地域行政学科　教授 三浦　浩之 ひととまちの関係性のデザイン
応相談（基本的に可能なのは、T1 木曜日の午後、T2 木
曜日の午前、後期 木曜日の午前）

可

Ｇ－１６ 地域行政学科　准教授 木原　一郎 グローカルな人材への第一歩 前期 火曜日午後、後期 金曜日午前 可

Ｇ－１７ 地域行政学科　准教授 矢野　秀徳 「底抜け社会」ニッポン 応相談 不可

G-１８ 地域行政学科　助教 小須田　翔 政治を哲学する　正義とは何か 火曜日午後、水曜日、金曜日午後 可

Ｇ－１９ 国際コミュニティ学部　教授 TOWNSEND, Jana M. What is ELF: English as a Lingua Franca? 後期水曜日午後（第2水曜日を除く）

Ｇ－２０ 国際コミュニティ学部　教授 HOY, Keith C.
You, Japan and the World
: Exploring your Global Community in English

第3学期火曜午後 不可

国際コミュニティ学部

健康科学部
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Ｈ－１ 商学部　教授 朴　大王 へぇ、そうだったのか！韓国 水曜日13:00以降・木曜日13:00以降 不可

Ｈ－２ 商学部　教授 吉川　史子 英単語に見る英語の歴史 木曜日午後、金曜日午後 可

Ｈ－３ 商学部　准教授 馬場﨑　賢太 エンターテインメントの中の英語 火曜日 可

Ｈ－４ 商学部　准教授 ROUAULT, Gregory T.
Conversation strategies for global business communication
国際ビジネスコミュニケーション

前期: 木曜日／後期:  木曜日午前, 金曜日午前 可

Ｈ－５ 人文学部　教授 腮尾　尚子 写本の「崩し字」を解読してみよう 木曜日午後（前期のみ）（＊場合によっては午前も可能）

Ｈ－６ 法学部　教授 藤井　隆
中国語はけっこう個性的な言語です
――日本語、英語と比べてみたら――

火曜日

Ｈ－７ 法学部　教授 森河　亮 スポーツは体に悪い？ 応相談

Ｈ－８ 法学部　准教授 宮内　彩希 留学って意味あるの？　ー「他」を知り、「自」を見つめ直すー 応相談 可

Ｈ－９ 法学部　助教 河内　紀彦 後置修飾について 応相談（4～9月。大学の授業のない日を優先します。） 可

Ｈ－１０ 経済科学部　教授 岡田　あずさ 英語の聴き取り上達法：シャドウイング体験 前期：月曜日午後・水曜日 可

Ｈ－１１ 経済科学部　准教授 平塚　順良 東アジアの笑い話 応相談 可

共通教育科目
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