
教員の養成に係る組織及び教員について
鹿児島国際大学　　

教員一覧

〔2019(令和元)年5月1日現在〕
名前 所属 役職 担当科目
西原誠司 経済学科 教授 日本経済史、経済原論（国際経済を含む）
加藤一弘 経済学科 教授 西洋経済史Ⅰ、西洋経済史Ⅱ
小川英司 経済学科 教授 社会思想史Ⅰ、社会思想史Ⅱ
カムチャイ・ライサミ 経済学科 教授 経済学史Ⅰ、国際経済論Ⅰ、国際経済論Ⅱ
槇　満信 経済学科 教授 経済学史Ⅱ、ミクロ経済学入門、経済政策Ⅰ、経済政策Ⅱ
八木　正 経済学科 教授 経済地理学Ⅰ、経済地理学Ⅱ、環境経済論Ⅰ、環境経済論Ⅱ、地方財政論
松本俊哉 経済学科 准教授 産業経済論Ⅰ、産業経済論Ⅱ、日本経済論Ⅰ、日本経済論Ⅱ
渡辺克司 経済学科 教授 農業経済論、食料経済論
工藤裕孝 経済学科 教授 コーポレート・ファイナンス、証券論、日本経済論Ⅱ、財務管理論Ⅰ、財務管理論Ⅱ
日野一成 経済学科 准教授 保険論、リスクマネジメント論
中嶋眞澄 経済学科 教授 統計学Ⅰ、統計学Ⅱ、経済数学Ⅰ、経済数学Ⅱ、金融工学、数理経済学
衣川　恵 経済学科 教授 金融論Ⅰ、金融論Ⅱ、国際金融論Ⅰ、国際金融論Ⅱ

松榮 豊貴 経済学科 講師 マクロ経済学入門、マクロ経済学Ⅰ、マクロ経済学Ⅱ、ミクロ経済学Ⅰ、ミクロ経済学Ⅱ

定藤博子 経営学科 講師 経営史Ⅰ、経営史Ⅱ、経営学総論
アイリッシュ・ジェフリー 経営学科 教授 まちづくり概論
中島　昇 経営学科 教授 法律学概論（国際法を含む）、民法入門、民法総論、民法各論、民法
山本晃正 経営学科 教授 消費者法、経済法
武田篤志 経営学科 准教授 地域社会論
里園清孝 経営学科 教授 貿易論Ⅰ、貿易論Ⅱ、商業政策Ⅰ、商業政策Ⅱ

福崎賢治 経営学科 教授
現代社会と情報倫理、情報と職業、情報ネットワークⅡ、経営数学、情報科教育法Ⅰ、情
報科教育法Ⅱ

奥平敦也 経営学科 准教授
コンピューター概論、情報処理論、アルゴリズムとデータ構造、プログラミングⅠ、情報ネッ
トワークⅠ

福田正彦 経営学科 准教授 ビジネスデータ処理、原価計算論Ⅰ、原価計算論Ⅱ
大久保幸夫 経営学科 教授 情報システム、経営シュミレーション、経営統計
馬頭忠治 経営学科 教授 経営学概論、経営組織論、
青木康一 経営学科 教授 簿記原理、会計監査論Ⅰ、会計監査論Ⅱ
今村明代 経営学科 教授 簿記原理、中級簿記論、経営分析論Ⅰ、税務会計論Ⅰ、税務会計論Ⅱ
櫛部幸子 経営学科 准教授 簿記原理、会計学原理Ⅰ、会計学原理Ⅱ、上級簿記論
中西孝平 経営学科 講師 企業形態論、中小企業論
西　宏樹 経営学科 准教授 商学総論Ⅰ、商学総論Ⅱ、マーケティング論Ⅰ、マーケティング論Ⅱ
佐野正彦 社会福祉学科 教授 司法福祉、社会学概論、社会病理論、司法福祉
山下利恵子 社会福祉学科 准教授 社会保障論Ⅰ、社会保障論Ⅱ、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ、ソーシャルワーク実習
高橋信行 社会福祉学科 教授 地域福祉論Ⅰ、地域福祉論Ⅱ、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ、ソーシャルワーク実習
小窪輝吉 社会福祉学科 教授 社会福祉調査、心理学、心理学概論、社会心理学
大山朝子 社会福祉学科 准教授 社会福祉概論Ⅰ、社会福祉概論Ⅱ、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ、ソーシャルワーク実習
有村玲香 社会福祉学科 准教授 子ども家庭福祉論、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ、ソーシャルワーク実習
茶屋道拓哉 社会福祉学科 准教授 障害者福祉論、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ、ソーシャルワーク実習
中山慎吾 社会福祉学科 教授 ソーシャルワーク実習、ソーシャルワーク実習指導Ⅱ,高齢者福祉論
田中安平 社会福祉学科 教授 介護福祉論
岩崎房子 社会福祉学科 准教授 こころとからだのしくみⅠ、認知症の理解Ⅰ
村上光朗 社会福祉学科 教授 教育実習Ⅰ、教育実習Ⅱ、教職実践演習（中・高）、教育社会学

松元泰英 社会福祉学科 教授
特別支援教育総論、知的障害児の生理と病理、知的障害児の教育Ⅱ、重複障害児教育
総論、発達障害児教育総論、教職概論

蓑毛良助 社会福祉学科 教授 知的障害児の心理Ⅰ、知的障害児の心理Ⅱ、障害児教育総論、学習心理学、心理学

古賀政文 社会福祉学科 准教授
知的障害児の教育Ⅰ、知的障害児の教育Ⅲ、知的障害児の言語指導Ⅰ、知的障害児の
言語指導Ⅱ、特別支援教育実習

千々岩弘一 児童学科 教授 国語、国語科教育法Ⅰ、国語科教育法Ⅱ、国語科教育法

下野浩二 児童学科 教授
算数Ⅰ、算数Ⅱ、算数科教育法、教育実習、教育実習事前・事後指導、教職実践演習
（幼・小）

鮫島準一 児童学科 准教授
理科Ⅰ、理科Ⅱ、理科Ⅲ、保育指導法（環境）、理科教育法、初等教育方法Ⅱ、教育実習、
教育実習事前・事後指導、教職実践演習（幼・小）

関山　均 児童学科 准教授 図画工作、保育指導法（表現Ⅱ）、図画工作教育法、絵画
深田忠徳 児童学科 准教授 体育、教育実習、教育実習事前・事後指導
古村　溝 児童学科 准教授 体育

中村ますみ 児童学科 教授
音楽、音楽科教育法、音楽入門，ピアノ伴奏法、合唱・合奏、教育実習、教育実習事前・事
後指導

吉留久晴 児童学科 教授 教職入門、教育原理Ⅰ、教育原理Ⅱ、教育史
原口　恵 児童学科 講師 発達心理学Ⅰ、教育心理学
角野雅彦 児童学科 准教授 保育課程論、保育指導法特別研究、保育相談
西谷憲明 児童学科 教授 保育指導法（健康）、体育科教育法、体育
上谷裕子 児童学科 准教授 保育指導法（表現Ⅰ）、ピアノⅠ、ピアノⅡ、ピアノ伴奏法
福島　豪 児童学科 講師 保育指導法（言葉）、幼児教育方法、教職実践演習（幼・小）
脇　正一 児童学科 准教授 教育実習、教育実習事前・事後指導、教職実践演習（幼・小）、社会科教育法、初等教育方
帖佐尚人 児童学科 准教授 道徳教育の指導法、特別活動、生活指導・進路指導、教育相談
松尾弘徳 国際文化学科 准教授 日本語学概論Ⅰ、日本語学概論Ⅱ、日本語学特論Ⅱ、日本語と日本文化、日本語史
祖慶壽子 国際文化学科 教授 日本語学特論Ⅰ
村瀬士朗 国際文化学科 教授 日本近代文学Ⅰ、日本近代文学Ⅱ、日本文学概論
武藤那賀子 国際文化学科 講師 日本古典文学Ⅰ、日本古典文学Ⅱ、日本文学講読
小林潤司 国際文化学科 教授 イギリス文学、英米文学講読Ⅰ、実用英語Ⅰ、実用英語Ⅱ、異文化コミュニケーション論
飯田敏博 国際文化学科 教授 英米文学講読Ⅱ、和英翻訳ワークショップ、外国事情Ⅱ
森　孝晴 国際文化学科 教授 英語上級リーディング・スキルズ、地域文化研究、アメリカ文学

デビッド・マクマレイ 国際文化学科 教授
英語プレゼンテーション・スキルズ、ビジネス英語、比較文化論、外国事情Ⅰ、英語科教育
法Ⅲ、英語科教育法Ⅳ

内山　仁 国際文化学科 准教授
教育原理、教育学概論、教育課程論、教育方法、教育実習Ⅰ、教育実習Ⅱ、教職実践演
習（中・高）

大坪治彦 国際文化学科 教授
教育心理学、生徒・進路指導論、学校カウンセリング、教育実習Ⅰ、教育実習Ⅱ、教職実
践演習（中・高）、心理学

久保　禎 音楽学科 教授 ソルフェージュⅠ、ソルフェージュⅡ、和声Ⅰ（作曲・編曲）、和声Ⅱ、作曲Ⅰ、作曲Ⅱ
中村智子 音楽学科 教授 声楽Ⅰ、声楽Ⅱ
ウーヴェ・ハイルマン 音楽学科 教授 声楽Ⅰ、声楽Ⅱ
岡村重信 音楽学科 教授 ピアノⅠ、ピアノⅡ、ピアノ（副）Ⅰ、ピアノ（副）Ⅱ
中島一光 音楽学科 教授 ピアノⅠ、ピアノⅡ、ピアノ（副）Ⅰ、ピアノ（副）Ⅱ、伴奏実習Ⅰ、伴奏実習Ⅱ
伊藤　綾 音楽学科 准教授 音楽史Ⅰ、音楽史Ⅱ、音楽史Ⅲ、音楽史Ⅳ

教員の養成に係る組織
教職課程および教育実習に関する事項の円滑な運営を図るために「教職課程・教育実習委員会」が設置されている。
「教職課程・教育実習委員会」の構成員は教職課程・教育実習長、各学部から選出された教員(教職・教科に関する科目担当者を中心
とする)で組織されている。

教職課程に係る主な教員の担当科目は次のとおりである。各教員が有する学位及び業績については「各教員の業績（研究者データ
ベース）」で公開している。

 

 

 

 

大学評議会 

教職課程・教育実習委員会 

教務部実習支援課 

児童学科教育実習委員会 

児童学科会議 

各学部教授会 

経済学科会議 

経営学科会議 

社会福祉学科会議 

国際文化学科会議 

音楽学科会議 


