
開講年度 開講学期 学部・学科 科目名 単位数 シラバスコード 配当年次 授業担当教員 科目に関する実務経験について

2021 前期 観光経営学科専門科目 アグリ・フード実習Ⅱ 2 T5250 3
[290020] 出口 高靖,

 [280030] バロリ ブレンディ

インターンシップの受け入れ企業の開拓、希望学生の指導、受

け入れ企業の担当者としての学生指導経験あり。

2021 後期 経営情報学科専門科目 コンピュータ会計Ⅰ 2 16572 3 [2200001] 畠中 貴幸 都内税理士法人に勤務し税務会計業務に従事。

2021 後期 経営情報学科専門科目 コンピュータ会計Ⅱ 2 16574 3 [2200001] 畠中 貴幸 都内税理士法人に勤務し税務会計業務に従事。

2021 後期 経営情報学部共通科目 システム開発論 2 80004 2 [250010] 齊藤 光俊 システムエンジニアとして10年のキャリアがある。

2021 前期 経営情報学科専門科目 システム設計論 2 14520 3 [250010] 齊藤 光俊 システムエンジニアとして10年のキャリアがある。

2021 後期 ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科専門科目 スポーツコミュニケーション演習 2 202040 2 [310006] 大内 斎之

担当する教員は、1983年から2011年まで地元のテレビ局に勤

務していた。高校野球、高校柔道、高校バスケット等にたずさ

わり、ニュース、中継について事務経験を積んできた。そうし

た経験をもとにしながら、メディアとスポーツについて考察し

ていく

2021 前期 ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科専門科目 スポーツコミュニケーション論 2 202030 2 [310006] 大内 斎之

担当する教員は、1983年から2011年まで地元のテレビ局に勤

務していた。高校野球、高校柔道、高校バスケット等にたずさ

わり、ニュース、中継について事務経験を積んできた。そうし

た経験をもとにしながら、メディアとスポーツについて考察し

ていく

2021 後期 ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科専門科目 スポーツ表現法 2 211012 1 [310006] 大内 斎之

担当する教員は、1983年から2011年まで地元のテレビ局に勤

務していた。高校野球、高校柔道、高校バスケット等にたずさ

わり、ニュース、中継について事務経験を積んできた。そうし

た経験をもとにしながら、メディアとスポーツについて考察し

ていく

2021 前期 経営情報学部共通科目 ダイナミックＷｅｂ 2 80005 2 [250010] 齊藤 光俊 システムエンジニアとして10年のキャリアがある。

2021 後期 観光経営学科専門科目 テーマパークとリゾート 2 T5030 3 [280030] バロリ ブレンディ
テーマパークやリゾートに関する研究成果を活用しながら担当

する。

2021 後期 観光経営学科専門科目 ビジネスイングリッシュⅡ 2 T5490 3 [310002] 川﨑 眞理子
外資系企業、及び高等教育機関において通訳・翻訳業務等に従

事

2021 後期 経営情報学科専門科目 ファイナンシャルプランニングⅠ 2 1207 2 [2200001] 畠中 貴幸 都内税理士法人に勤務し税務会計業務に従事。

2021 前期 観光経営学科専門科目 フードビジネス論 2 T4210 2 [240090] 滝沢 憲一

食品会社との共同プロジェクト、食品工場での作業(データ取

り、機械の据え付け調整など)を、企業の食品機械の部署で経

験あり。

2021 後期 観光経営学科専門科目 ブライダル演習 2 T5670 3 [300070] 石月 勇 ブライダルプランナーとして1000組以上の婚礼に関わる

2021 前期 観光経営学科専門科目 ブライダル論 2 T5660 3 [300070] 石月 勇 ブライダルプランナーとして1000組以上の婚礼に関わる

2021 前期 ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科専門科目 メディアスポーツ実習 2 211010 1 [310006] 大内 斎之

担当する教員は、1983年から2011年まで地元のテレビ局に勤

務していた。高校野球、高校柔道、高校バスケット等にたずさ

わり、ニュース、中継について事務経験を積んできた。そうし

た経験をもとにしながら、メディアとスポーツについて考察し

ていく

2021 通年 経営情報学科専門科目 演習Ⅰ 4 24521_I 2 [190190] 大澤 弘幸

  都内公認会計士事務所に勤務経験有。

  税理士試験合格後、関東信越会税理士登録。

公認会計士試験合格者。

2021 通年 経営情報学科専門科目 演習Ⅰ 4 24521_M 2 [250010] 齊藤 光俊 システムエンジニアとして10年のキャリアがある。

2021 通年 経営情報学科専門科目 演習Ⅰ 4 24521_N 2 [250100] 塚辺 博崇 公的機関において、企業調査業務を非常勤で行う

2021 通年 経営情報学科専門科目 演習Ⅱ 4 24531_M 3 [250010] 齊藤 光俊 システムエンジニアとして10年のキャリアがある。

2021 通年 経営情報学科専門科目 演習Ⅱ 4 245310_U 3 [280080] 平倉 哲夫 高等学校教育（教員）について30年間従事



2021 通年 経営情報学科専門科目 演習Ⅲ 4 24541_I 4 [190190] 大澤 弘幸

  都内公認会計士事務所に勤務経験有。

  税理士試験合格後、関東信越会税理士登録。

公認会計士試験合格者。

2021 通年 経営情報学科専門科目 演習Ⅲ 4 24541_M 4 [250010] 齊藤 光俊 研究者として19年（大学院も含めて）のキャリアがある。

2021 前期 全学共通 外国史 2 20740 1 [310003] 大川原 英智
  中学校、高等学校の社会科教員として３４年間従事

新潟県教育庁文化行政課に遺跡発掘調査員として３年間従事

2021 後期 観光経営学科専門科目 環境と自然エネルギー 2 T5020 3 [240090] 滝沢 憲一
食品工場へ省エネルギーの提案、水熱源ヒートポンプを用いた

冷暖房による環境制御など経験あり。

2021 前期 経営情報学部共通科目 監査論Ⅰ 2 16552 3 [190190] 大澤 弘幸

  都内公認会計士事務所に勤務経験有。

  税理士試験合格後、関東信越会税理士登録。

公認会計士試験合格者。

2021 後期 経営情報学部共通科目 監査論Ⅱ 2 16554 3 [190190] 大澤 弘幸

  都内公認会計士事務所に勤務経験有。

  税理士試験合格後、関東信越会税理士登録。

公認会計士試験合格者。

2021 後期 観光経営学科専門科目 観光と開発 2 T5060 3 [290010] 近藤 政幸

大手旅行会社にて30年間、国際交流イベント、海外旅行商品

の造成・企画・販売、和歌山県観光産業プロジェクトマネー

ジャーとして10年間、和歌山県各地にて地域発資源活用型の

内発的観光商品開発と着地型観光団体の運営をするにいたる。

ジャパンフェスティバル実行委員会主催の海外日本展に出展経

験（パリ、ベルリン、オークランド、ボストン、リヨン、ホノ

ルル）、国際家具見本市（ケルン）、国際室内繊維見本市10

回（フランクフルト）、国際印刷機械見本市4回（デユッセル

ドルフ）、モントリオールオリンピック開会式観戦、ロサンゼ

ルスオリンピック観戦、ソウルオリンピック閉会式観戦、北京

観光大臣会議出席、ホノルルマラソン参画ツアー企画複数。

2021 後期 経営情報学部共通科目 企業論Ⅱ 2 2534 2 [2200001] 畠中 貴幸 都内税理士法人に勤務し税務会計業務に従事。

2021 前期 経営情報学部共通科目 教育実習Ⅰ 2 45150 4

[210030] 佐野 浩,

[280080] 平倉 哲夫,

[2100005] 熊倉 肇

それぞれ担当教員が学校教育に３０年以上従事

2021 後期 経営情報学部共通科目 教育実習Ⅱ 2 45155 3

[210030] 佐野 浩,

[280080] 平倉 哲夫,

 [2100005] 熊倉 肇

それぞれ担当教員が学校教育に３０年以上従事

2021 後期 経営情報学部共通科目 教職実践演習 2 45160 4

[210030] 佐野 浩,

 [280080] 平倉 哲夫,

 [2100005] 熊倉 肇

それぞれの担当教員が学校教育に３０年以上従事

2021 後期 経営情報学部共通科目 教職特別演習Ⅱ 2 45180 3 [280080] 平倉 哲夫
  高等学校教育（教員）について30年間従事

2021 前期 全学共通 教養の数学 2 36511 2 [240090] 滝沢 憲一
機械設計業務、画像処理プログラミング業務などで数学を日常

的に活用した経験あり

2021 後期 全学共通 教養の統計 2 36531 2 [240090] 滝沢 憲一
研究開発部門にて、データ取り、グラフ化、多変量解析など経

験あり。

2021 前期 経営情報学部共通科目 経営情報Ⅲ(テクノロジ) 2 2513 2 [250010] 齊藤 光俊 システムエンジニアとして10年のキャリアがある。

2021 前期 経営情報学部共通科目 経営統計学Ⅰ 2 10522 2 [240090] 滝沢 憲一
研究開発部門にて、データ取り、グラフ化、多変量解析など経

験あり



2021 後期 経営情報学部共通科目 経営統計学Ⅱ 2 10524 2 [240090] 滝沢 憲一
研究開発部門にて、データ取り、グラフ化、多変量解析など経

験あり。

2021 後期 経営情報学部共通科目 原価計算論Ⅰ 2 16522 2 [2200001] 畠中 貴幸 都内税理士法人に勤務し税務会計業務に従事。

2021 後期 経営情報学部共通科目 原価計算論Ⅱ 2 16524 2 [2200001] 畠中 貴幸 都内税理士法人に勤務し税務会計業務に従事。

2021 後期 全学共通 現代社会事情 2 20104 1 [310006] 大内 斎之

担当する教員は、1983年から2011年まで地元のテレビ局に勤

務していた。高校野球、高校柔道、高校バスケット等にたずさ

わり、ニュース、中継について事務経験を積んできた。そうし

た経験をもとにしながら、メディアとスポーツについて考察し

ていく

2021 前期 全学共通 現代文化論 2 32550 1 [310006] 大内 斎之

担当する教員は、1983年から2011年まで地元のテレビ局に勤

務していた。高校野球、高校柔道、高校バスケット等にたずさ

わり、ニュース、中継について事務経験を積んできた。そうし

た経験をもとにしながら、メディアとスポーツについて考察し

ていく

2021 前期 経営情報学部共通科目 財務会計Ⅰ 2 16513 2 [190190] 大澤 弘幸

  都内公認会計士事務所に勤務経験有。

  税理士試験合格後、関東信越会税理士登録。

公認会計士試験合格者。

2021 後期 経営情報学部共通科目 財務会計Ⅱ 2 16515 2 [190190] 大澤 弘幸

  都内公認会計士事務所に勤務経験有。

  税理士試験合格後、関東信越会税理士登録。

公認会計士試験合格者。

2021 通年 経営情報学部共通科目 商業科教育法 4 45105 3 [280080] 平倉 哲夫 高等学校教育（教員）について３０年間従事

2021 前期 経営情報学部共通科目 情報と職業 2 12560 2 [2100005] 熊倉 肇
  高等学校教育（教員）について約３５年間従事

2021 後期 経営情報学科専門科目 情報ネットワーク論 2 14550 2 [250010] 齊藤 光俊 システムエンジニアとして10年の経験がある。

2021 後期 経営情報学部共通科目 情報化リーダ 2 80007 3 [250010] 齊藤 光俊 センサ制御の実績は大学院時代を含めて5年程ある。

2021 前期 経営情報学科専門科目 職業指導 2 20770 2 [2100005] 熊倉 肇 高等学校教育（教員）について約３５年間従事

2021 後期 観光経営学科専門科目 食と文化 2 T5280 3 [240090] 滝沢 憲一
食文化を踏まえた食品の高品質化プロジェクトに取り組んだ経

験あり

2021 後期 経営情報学部共通科目 政治学 2 21063 1 [310003] 大川原 英智
  中学校、高等学校の社会科教員として３８年間従事

新潟県教育庁文化行政課に遺跡発掘調査員として３年間従事

2021 前期 経営情報学部共通科目 生徒指導論 2 45110 2 [280080] 平倉 哲夫 高等学校教育（教員）について30年間従事

2021 通年 観光経営学科専門科目 専門ゼミナールⅠ 4 T5000_D 3 [240090] 滝沢 憲一
企業の研究開発部署に在籍し、大学との共同研究、食品会社で

のプロジェクトの主任研究員としての活動経験あり。

2021 通年 観光経営学科専門科目 専門ゼミナールⅠ 4 T5000_F 3 [280030] バロリ ブレンディ
観光まちづくり、インバウンド推進、住んでよし訪れてよしの

地域づくり等の研究や経験を活用しながら学生達に指導する。

2021 通年 観光経営学科専門科目 専門ゼミナールⅡ 4 T5010_B 4 [290010] 近藤 政幸

大手旅行会社にて３０年間、国際交流イベント、海外旅行商品

の企画と開発、販路開拓、和歌山県観光産業プロジェクトマ

ネージャー１０年間、和歌山県内２０ヶ所にて観光資源発掘及

び着地型観光の開発と販路開拓をおこなう。

2021 通年 観光経営学科専門科目 専門ゼミナールⅡ 4 T5010_D 4 [240090] 滝沢 憲一
企業の研究開発部署に在籍し、大学との共同研究、食品会社で

のプロジェクトの主任研究員としての活動経験あり。

2021 通年 観光経営学科専門科目 専門ゼミナールⅡ 4 T5010_F 4 [280030] バロリ ブレンディ
観光まちづくり、インバウンド推進、住んでよし訪れてよしの

地域づくり等の研究や経験を活用しながら学生達に指導する。



2021 前期 観光経営学科専門科目 地域とイベント 2 T5040 3 [290010] 近藤 政幸

ジャパンフェスティバル実行委員会主催の海外日本展に出展経

験（パリ、ベルリン、オークランド、ボストン、リヨン、ホノ

ルル）、国際家具見本市（ケルン）、国際室内繊維見本市10

回（フランクフルト）、国際印刷機械見本市4回（デユッセル

ドルフ）、国際化学学会（京都）、モントリオールオリンピッ

ク開会式観戦、ロサンゼルスオリンピック観戦、ソウルオリン

ピック閉会式観戦、北京観光大臣会議出席、ホノルルマラソン

参画ツアー企画

2021 前期 観光経営学科専門科目 地域とビジネスⅠ 2 T4000 2 [290010] 近藤 政幸

大手旅行会社にて30年間、国際交流イベント、海外旅行商品

の造成・企画・販売、和歌山県観光産業プロジェクトマネー

ジャーとして10年間、和歌山県各地にて地域発資源活用型の

内発的観光商品開発と着地型観光団体の運営をするにいたる。

2021 後期 観光経営学科専門科目 地域とビジネスⅡ 2 T4010 2 [290010] 近藤 政幸

大手旅行会社にて３０年間、海外旅行の資源調査・商品企画・

商品販売・販路開拓、和歌山県観光産業プロジェクトマネー

ジャー（農商工連携マネージャー）として１０年間、観光資源

群（地域資源・人材・組織・観光インフラ）をまとめて商材

化・商品化・産業化になるよう観光地経営になる活動をおこな

う。６００点の着地型観光商品の開発と市場流通をおこなう。

2021 後期 経営情報学部共通科目 地理学（海外） 2 21067 1 [310003] 大川原 英智
  中学校、高等学校の社会科教員として３８年間従事

新潟県教育庁文化行政課に遺跡発掘調査員として３年間従事

2021 前期 経営情報学部共通科目 地理学（国内） 2 21066 1 [310003] 大川原 英智
  中学校、高等学校の社会科教員として３８年間従事

新潟県教育庁文化行政課に遺跡発掘調査員として３年間従事

2021 前期 全学共通 日本史 2 20730 1 [310003] 大川原 英智
  中学校、高等学校の社会科教員として３４年間従事

新潟県教育庁文化行政課に遺跡発掘調査員として３年間従事

2021 後期 全学共通 日本文化史 2 T6360 1 [310006] 大内 斎之

担当する教員は、1983年から2011年まで地元のテレビ局に勤

務していた。主に担当したのは、ニュース部門である。また著

作権等法務部門、イベント部門も担当した経験をもつ。そうし

た経験をもとにしながら、主に現代文化とメディアについて考

察していく

2021 前期 観光経営学科専門科目 農業と観光 2 T4200 2 [240080] 里村 孝一

観光と農林漁業の盛んな地域の普及指導員として、また県農林

公社でグリーンツーリズム推進担当としてグリーン・ツーリズ

ムを中心とする農観連携の実践指導を実施

2021 前期 観光経営学科専門科目 農業ビジネス論Ⅰ 4 T4230 2 [240090] 滝沢 憲一
農業経営研究員と普及員として農業経営の実態調査・実地改善

指導を担当

2021 前期 経営情報学部共通科目 簿記会計Ⅰ（基礎） 2 210030 1 [2200001] 畠中 貴幸 都内税理士法人に勤務し税務会計業務に従事。

2021 後期 経営情報学部共通科目 簿記会計Ⅱ 2 2596 1 [290050] 本間 崇教

塚辺：中小企業診断士。公的機関において、企業調査業務を非

 常勤で行う

大澤：都内公認会計士事務所勤務後、税理士登録。関東信越税

 理士会三条支部所属。

遠藤：会計事務所で7年間会計業務に従事



2021 前期, 後期 経営情報学部共通科目 簿記会計Ⅱ（日商3級） 2 210090 1 [190190] 大澤 弘幸

  都内公認会計士事務所に勤務経験有。

  税理士試験合格後、関東信越会税理士登録。

公認会計士試験合格者。



新潟経営大学

学部名 学科名 全学共通科目 学科等共通科目 専門科目 合計

経営情報学科 13 46

ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 4 37

観光経営学部 観光経営学科 26

7
26

19

経営情報学部

実務経験のある教員等による授業科目の単位数


