
地域経営学部地域経営学科【2～4年生】

学期 科目区分① 科目区分② 科目名 教員名 単位数 担当教員の実務経験

前学期 共通教育科目 一般教養科目 心理学 伊藤　直美 2

1992～1995年　　関西医科大学附属病院総合周産期センター助産師として
　　　　　　　　就職
1995～1998年　　尼崎医療生協病院
1998～現在　　　済生会兵庫県病院地域周産期センター
1995～1997年　　尼崎医療健康・医療事業財団看護専門学校母性看護学講
　　　　　　　　義担当
2003～2007年　　神戸大学医学部保健学科母性看護学臨床講師
2012～2014年　　神戸女子大学文学部教育学科幼児教育コース 子どもの
　　　　　　　　保健担当 非常勤講師
2018～　　　　　神戸大学大学院医学部保健学科母性看護学 高度周産期
　　　　　　　　技術学特講 非常勤講師
2018～　　　　　福知山公立大学地域経営学部 心理学担当 非常勤講師

前学期 共通教育科目 一般教養科目 政治学 藤島　光雄 2 長く自治体に勤務した経験を有する。

前学期 共通教育科目 一般教養科目 数学応用 神谷　達夫 2 各種社会調査に参加。

後学期 専門教育科目 学部共通専門科目群公共経営入門 藤島　光雄 2

行政、大学など多様な職場で働いてきた経験を持つ。また実際の自治体経
営にも委員（指定管理者選定委員会委員等）として携わっている。
イギリスでのＮＰＭの現状やフランスでの水道事業等の民間委託の状況等
について、実際に海外研修・視察に行った経験を有する。その後の現状や
課題など、先進国の現状と課題についても触れる予定である。

後学期 専門教育科目 学部共通専門科目群地域協働論 杉岡　秀紀 2

講師は、公共政策大学院修了後、行政、民間企業、NPO、大学など多様な
職場で働いてきた経験を持つ。そういった意味から机上の空論ではなく、
現場から抽出されたエッセンス、実際の社会で使えるスキルというものに
照射して、講義を進める。

前学期 専門教育科目 学部共通専門科目群地域資源論 谷口　知弘 2
ワークショップ手法を活用した対話の場づくりの企画・運営に参画（京都
市他）

後学期 専門教育科目 学部共通専門科目群経営管理論 篠原　正人 2

1973-2000　商船三井に勤務28年。
　　　　　 その内ロンドン勤務６年（財務関係）、オランダ勤務２年
          （ロジスティクス）
　　　　　 定期船、重量物船、タンカー、不定期船営業
　　　　　 財務、企画、調査などを経験
2000-2004　オランダにて経営コンサルティング

後学期 専門教育科目 学部共通専門科目群経営戦略論 亀井　省吾 2
東京海上日動火災保険株式会社 投資部・金融開発部、ならびにベン
チャーキャピタル代表として多数の国内外ベンチャー企業投資育成に従
事。

前学期 専門教育科目 学部共通専門科目群地域防災論 横山　泰昭 2
福知山市危機管理監（防災・危機管理の統括）、福知山市消防長（消防本
部の長）

前学期 専門教育科目 学部共通専門科目群経営情報システム論 神谷　達夫 2 コンピュータシステムの設計

前学期 専門教育科目 学部共通専門科目群プログラミングI 神谷　達夫 2 コンピュータシステムの設計



学期 科目区分① 科目区分② 科目名 教員名 単位数 担当教員の実務経験

後学期 専門教育科目 学部共通専門科目群プログラミングII 神谷　達夫 2 コンピュータシステムの設計

後学期 専門教育科目 学部共通専門科目群社会保障論 川島　典子 2 元産経新聞大阪本社社会部記者。

後学期 専門教育科目 学部共通専門科目群
グローカル特別講義IV
（北近畿地域発のリー
ダーシップ）

亀井　省吾 2
東京海上日動火災保険株式会社 投資部・金融開発部、ならびにベン
チャーキャピタル代表として国内外ベンチャー企業投資育成に従事。

後学期 専門教育科目 学科別専門科目群自治体政策法務 藤島　光雄 2

自治体において、長く法規担当（法令審査、法律相談、行政争訟等）、農
地開発行政、国際交流等の実務を経験したのち、大学教員に転任してい
る。
現在、行政不服審査会委員、個人情報審査会委員を務める一方で、これま
で自治体の政策法務アドバイザー、指定管理者選定委員を務めた経験を有
している。
また、自治体の各種法律研修、議員研修等の講師も務めた経験を有する。

後学期 専門教育科目 学科別専門科目群経営分析 吉田　周邦 2

1978年9月 　公認会計士登録（NO 6184）
1993年9月　 中央監査法人（後の中央青山監査法人）代表社員
2006年9月　 あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）
　　　　　  代表社員（東京金融部）
　　　　　　PricewaterhouseCoopers Partner
監査法人在職中は、製造業・建設業・学校法人・保険業（生命保険・損害
保険）商社等様々な業種で日本会計基準・米国会計基準・国際会計基準に
よる会計監査責任者として従事
2004年4月～2008年3月　国立大学法人大阪大学監事
2012年10月　 岡山大学　大学院社会文化科学研究科・経済学部教授
2016年4月　　福知山公立大学地域経営学部教授
2018年4月　　吉田公認会計士事務所
福知山公立大学講師・生命保険会社監査役・金融機関役員報酬審議
委員・私立学校法人監事等の非常勤業務に従事

後学期 専門教育科目 学科別専門科目群ロジスティクス論 篠原　正人 2

1973-2000　商船三井に勤務28年。
　　　　　 その内ロンドン勤務６年（財務関係）、オランダ勤務２年
          （ロジスティクス）
　　　　　 定期船、重量物船、タンカー、不定期船営業
　　　　　 財務、企画、調査などを経験
2000-2004　オランダにて経営コンサルティング

前学期 専門教育科目 学科別専門科目群企業論 亀井　省吾 2
東京海上日動火災保険株式会社 投資部・金融開発部、ならびにベン
チャーキャピタル代表として多数の国内外ベンチャー企業投資育成に従
事。

前学期 専門教育科目 学科別専門科目群地方自治論 杉岡　秀紀 2
講師は、行政（国）で働いた経験もあり、現在も国・広域自治体・基礎自
治体様々な政策に深く関与している。そういった意味から机上の空論では
なく、現場から抽出されたエッセンスに照射して、講義を進める。

後学期 専門教育科目 学科別専門科目群ソーシャルデザイン 谷口　知弘 2
ワークショップ手法を活用した対話の場づくりの企画・運営に参画（京都
市他）



学期 科目区分① 科目区分② 科目名 教員名 単位数 担当教員の実務経験

前学期 専門教育科目 学科別専門科目群非営利組織論 杉岡　秀紀 2
講師は、自らNPOを立ち上げたことがあるほか、現在も多くのNPOで役員を
務めている。そういった意味から机上の空論ではなく、現場から抽出され
たエッセンスも伝えていきたい。

前学期 専門教育科目 学科別専門科目群コミュニティビジネス 塩見　直紀 2

21世紀の生き方、暮らし方としての「半農半Ｘ」「天職観光」「１人１研
究所社会」等のコンセプトの提唱。NPO法人里山ねっと・あやべや半農半
Ｘ研究所、綾部ローカルビジネスデザイン研究所、スモールビジネス女性
起業塾、総務省地域力創造アドバイザーとしての都市農村交流と移住支
援、ソーシャル系大学企画、情報発信、地域資源調査と可視化（古典的編
集手法「AtoZ」を活用、地域資源から新しいアイデアを生み出す問題集制
作）など。

後学期 専門教育科目 学科別専門科目群地方公会計 関下　弘樹 2
地方公共団体で21年間（1997年4月-2018年3月）勤務。財政・企画・税務
部門、地方公営企業での勤務経験がある。

前学期 専門教育科目 学科別専門科目群税務会計 飯田　哲也 2
税理士資格を取得して18年、その後、自身の税理士事務所を経営して約15
年のキャリアを持つ。

前学期 専門教育科目 学科別専門科目群監査論 吉田　周邦 2

1978年9月 　公認会計士登録（NO 6184）
1993年9月　 中央監査法人（後の中央青山監査法人）代表社員
2006年9月　 あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）
　　　　　  代表社員（東京金融部）
　　　　　　PricewaterhouseCoopers Partner
監査法人在職中は、製造業・建設業・学校法人・保険業（生命保険・損害
保険）商社等様々な業種で日本会計基準・米国会計基準・国際会計基準に
よる会計監査責任者として従事
2004年4月～2008年3月　国立大学法人大阪大学監事
2012年10月　 岡山大学　大学院社会文化科学研究科・経済学部教授
2016年4月　　福知山公立大学地域経営学部教授
2018年4月　　吉田公認会計士事務所
福知山公立大学講師・生命保険会社監査役・金融機関役員報酬審議
委員・私立学校法人監事等の非常勤業務に従事

前学期 専門教育科目 学科別専門科目群地域イノベーション論 亀井　省吾 2
東京海上日動火災保険株式会社 投資部・金融開発部、ならびにベン
チャーキャピタル代表として多数の国内外ベンチャー企業投資育成に従
事。

後学期 専門教育科目 学科別専門科目群グローバルビジネス 亀井　省吾 2
東京海上日動火災保険株式会社 投資部・金融開発部、ならびにベン
チャーキャピタル代表として多数の国内外ベンチャー企業投資育成に従
事。

前学期 専門教育科目 学科別専門科目群観光総論 中尾　誠二 2 農林水産省の財団勤務１８年

後学期 専門教育科目 学科別専門科目群観光まちづくり論 谷口　知弘 2
観光地域づくりの計画策定に参画（岸和田市、久御山市）
福知山市観光地域づくりセンター戦略会議メンバー

後学期 専門教育科目 学科別専門科目群交流観光政策論 中尾　誠二 2 農林水産省の財団勤務１８年

後学期 専門教育科目 学科別専門科目群グリーンツーリズム論 中尾　誠二 2 農林水産省の財団勤務１８年



学期 科目区分① 科目区分② 科目名 教員名 単位数 担当教員の実務経験

後学期 専門教育科目 学科別専門科目群交流居住論 塩見　直紀 2

21世紀の生き方、暮らし方としての「半農半Ｘ」「天職観光」「１人１研
究所社会」等のコンセプトの提唱。NPO法人里山ねっと・あやべや半農半
Ｘ研究所、綾部ローカルビジネスデザイン研究所、スモールビジネス女性
起業塾、総務省地域力創造アドバイザーとしての都市農村交流と移住支
援、ソーシャル系大学企画、情報発信、地域資源調査と可視化（古典的編
集手法「AtoZ」を活用、地域資源から新しいアイデアを生み出す問題集制
作）など。


