
実務経験のある教員等による授業科目の一覧表【経済学科】

1 経済学基礎論 専門科目（基礎科目） 教授 樺　克裕 1年春 4

旧通産省での実務経験を活かし、消費から生産・
政府の行動まで、身の回りのさまざまな出来事に
密接に関係している経済学がどのような学問かを
学ぶ授業です。

2 対人コミュニケーション アカデミック・コモン・ベーシックス 准教授 植田　栄子 1年秋 2

海外大学での教育研究活動以外の実務経験（現地
の商工会議所など異文化との交渉にかかる実践経
験）等を活かし、自己及び他者との関係の分析、
構築、発展、維持、修復、交渉などを進めるコ
ミュニケーション力を修得する授業です。

3 キャリア形成論 キャリア教育科目 非常勤講師 福原　忠之 1年秋 2

製造業（人事、教育、採用等）での実務経験を活
かし、これからの「自分らしい生き方」を知るた
めに、どのような知識・能力を身につければ良い
のかを考え、実践することを学ぶ授業です。

教授 樺　克裕 1年秋

准教授 國方　明 1年秋

准教授 小寺　俊樹 1年秋

教授 樺　克裕 1年秋

准教授 國方　明 1年秋

6 事業論Ⅰ キャリア教育科目 非常勤講師 竹内　紀人 2年春 1

銀行業での実務経験を活かし、民間部門での事業
展開を理解するための基本的事項及び地方におけ
る事業（主に中小企業の活動）の現状について解
説する授業です。

7 自治行政政策論 キャリア教育科目 非常勤講師 青森県職員 2年春 1

自治体での実務経験を活かし、青森県の経済・財
政・労働政策・農林業・水産業・観光などに関
し、現状や課題及び今後の方向性について、最新
の情報をまじえて講義する授業です。

8 応用ミクロ経済学 専門科目（基幹科目） 教授 河野　秀孝 2年春 4

製造業での実務経験を活かし、ミクロ経済学の分
析概念、思考の枠組み、分析手法、予測の組み立
て方、即ち、「科学する視点と手法」とその有効
性を、さまざまな諸問題解決への応用を通じて学
ぶ授業です。

9 プレゼンテーション アカデミック・コモン・ベーシックス 准教授 植田　栄子 2年春または秋 2

海外大学での教育研究活動以外の実務経験（現地
の商工会議所など異文化との交渉にかかる実践経
験）等を活かし、プレゼンテーションに関する理
論と実践を学ぶ授業です。

10 科学技術と社会 教養科目 教授 松山　圭子 2年秋 4

製薬業及び広告業での実務経験を活かし、科学技
術を社会的文脈の中で捉え、科学技術を監視・評
価していけるようになるための基本的な知識を学
ぶ授業です。

11 国際経済学 専門科目（基幹科目） 教授 河野　秀孝 2年秋 4

製造業での実務経験を活かし、私たちの生活への
海外からの影響を、身近な事例と考えながら、日
本を取り巻く国際経済の諸問題を統一的に理解・
分析できるようになることを目的とした授業で
す。

12 金融経済学 専門科目（基幹科目） 准教授 國方　明 2年秋 4

公認会計士事務所での監査証明業務補助などの実
務経験を活かし、これまで学んできたミクロ経済
学とマクロ経済学の理論をどのように金融へ拡張
できるのか、また金融理論の特徴が現実の制度と
どのように結びついているのかを学ぶ授業です。

教授 河野　秀孝 2年秋

教授 樺　克裕 2年秋

准教授 國方　明 2年秋

准教授 小寺　俊樹 2年秋

14 メディアとジャーナリズム 教養科目 教授 松山　圭子 3年春 2

製薬業及び広告業での実務経験を活かし、メディ
ア特にマスメディアの歴史や機能を知ることで、
それらを批判的に解読したり使いこなしたりする
能力（メディア・リテラシー）を取得する授業で
す。

13

職名 教員名

各教員の実務経験を活かし、経済学科の専門科目
群を学んでいくための動機付けとそれぞれの専門
分野に関連するトピックで演習を行うことにより
知的好奇心を高める授業です。

フィールドスタディ 2専門科目（基礎科目）

専門科目（演習）

授業科目名 科目区分
授業を行う

年次

経済導入演習 専門科目（演習）

4

5 2

授業内容

各教員の実務経験を活かし、具体的な経済活動の
場を見学し、現実感を持って経済活動を理解した
り分析したりすることに興味を持ち、経済学への
学習意欲を高めることを目的とした授業です。

各教員の実務経験を活かし、それぞれのテーマ毎
にミクロ経済学やマクロ経済学の基礎的な知識を
学修する授業です。

単位数

2経済演習Ⅰ

1



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表【経済学科】

職名 教員名授業科目名 科目区分
授業を行う

年次
授業内容単位数

15 事業論Ⅱ キャリア教育科目 非常勤講師 野村證券㈱社員 3年春 1
証券業での実務経験を活かし、証券全般の概要と
現状・課題について、理論と実務の両面から幅広
い視点で講義を行う授業です。

16 事業論Ⅲ キャリア教育科目 非常勤講師 今泉　清保 3年春 1

放送業での実務経験を活かし、メディアの仕事を
ベースに自分を表現するためには、自分の中の引
き出しに何があり、何を取り出してどう伝えたら
理解してもらえるのか考える授業です。

17 地域経済学 専門科目（基幹科目） 教授 樺　克裕 3年春 4

旧通産省での実務経験を活かし、世界経済・日本
経済の最新の現状分析とより理解を深めるための
理論分析を組み合わせて、地域経済に対する理解
を深める授業です。

18 産業組織論 専門科目（基幹科目） 准教授 小寺　俊樹 3年春 4

製造業での実務経験を活かし、現実の企業が行う
製品差別化や価格設定、合併といった様々な行動
について、経済理論を用いて分析するための基礎
的な情報を提供し、解決策を導き出す力を育成す
ることを目的とした授業です。

19 ファイナンス理論 専門科目（展開科目） 准教授 國方　明 3年春 2

公認会計士事務所での監査証明業務補助などの実
務経験を活かし、現実の金融市場を理解できるよ
うに、金融経済学よりも高度な理論と制度的な知
識を身につける授業です。

20 ACB演習 アカデミック・コモン・ベーシックス 准教授 植田　栄子 3年春秋 4

海外大学での教育研究活動以外の実務経験（現地
の商工会議所など異文化との交渉にかかる実践経
験）等を活かし、複数の海外の大学生との交流を
実践的に体験し、それを通して、日本及び海外諸
国に関する知識と考察を深める授業です。

教授 河野　秀孝 3年春秋

教授 樺　克裕 3年春秋

准教授 國方　明 3年春秋

准教授 小寺　俊樹 3年春秋

22 生命の科学 教養科目 教授 松山　圭子 3年秋 2

製薬業及び広告業での実務経験を活かし、生物学
にとどまらない文字どおりの「生命の科学」の軌
跡をたどり、現在の分子生物学、進化生物学、生
態学までを含む科学を講ずる授業である。

23 遺跡と文化財 教養科目 非常勤講師 岡田　康博 3年秋 2

自治体での実務経験を活かし、文化財の定義や種
類、価値、日本における文化財保護の歩みや文化
財保護法、世界遺産の理念や登録に向けての仕組
みなどを学ぶ授業です。

24 金融機関論 専門科目（展開科目） 准教授 國方　明 3年秋 2

公認会計士事務所での監査証明業務補助などの実
務経験を活かし、ミクロ経済学の理論を使って、
銀行など金融機関の役割やその行動を理解する授
業です。

教授 河野　秀孝 4年春秋

教授 樺　克裕 4年春秋

教授 松山　圭子 4年春秋

准教授 植田　栄子 4年春秋

准教授 國方　明 4年春秋

准教授 小寺　俊樹 4年春秋

計 66

21 経済演習Ⅱ 4専門科目（演習）

各教員の実務経験を活かし、それぞれのテーマ毎
に実践的な教育指導を行います。

25

各教員の実務経験を活かし、それぞれのテーマ毎
にミクロ経済学やマクロ経済学への理解を深め、
統一的論理的分析ができるよう学修する授業で
す。

卒業研究 卒業研究科目 4

2


