
実務経験のある教員等一覧表

必修 選必 選択

マネジメント論Ⅰ 専門（基幹） 経営、地域みらい 1年秋 2

経営特殊講義Ⅰ 専門（展開） 経営 2年秋 2

経営倫理学 専門（基幹） 経営 3年秋 2

人事管理論Ⅰ 専門（基幹） 経営 2年春 2

地域リーダーシップ論 専門（基礎） 地域みらい 1年秋 2

行政経営論 専門（展開） 地域みらい 2年秋 2

自治体経営論 専門（基幹） 地域みらい 2年春 2

自己の探求 専門（演習） 地域みらい 1年春 4

知の挑戦Ⅰ 専門（演習） 地域みらい 2年春秋 4

知の挑戦Ⅱ 専門（演習） 地域みらい 3年春秋 4

フィールドリサーチⅠ 専門（展開） 地域みらい 2年秋 2

フィールドリサーチⅡ 専門（展開） 地域みらい 3年春 2

フィールドリサーチⅢ 専門（展開） 地域みらい 3年秋 2

卒業研究 卒業研究 地域みらい 4年春秋 4

財務会計論 専門（基幹） 経営 1年秋 4

税務会計Ⅰ 専門（展開） 経営 3年春 2

税務会計Ⅱ 専門（展開） 経営 3年秋 2

経営演習Ⅰ 専門（演習） 経営 2年春秋 4

経営演習Ⅱ 専門（演習） 経営 3年春秋 4

卒業研究 卒業研究 経営 4年春秋 4

応用ミクロ経済学 専門（基幹） 経済 2年春 4

国際経済学 専門（基幹） 経済 2年秋 4

経済演習Ⅰ 専門（演習） 経済 2年秋 2

経済演習Ⅱ 専門（演習） 経済 3年春秋 4

卒業研究 卒業研究 経済 4年春秋 4

地域経済学 専門（基幹） 経済 3年春 4

経済導入演習 専門（演習） 経済 1年秋 2

経済学基礎論 専門（基礎） 経済 1年春 4

フィールドスタディ 専門（基礎） 経済 1年秋 2

経済演習Ⅰ 専門（演習） 経済 2年秋 2

経済演習Ⅱ 専門（演習） 経済 3年春秋 4

卒業研究 卒業研究 経済 4年春秋 4

対人コミュニケーション ACB 経営、経済、地域みらい
1年春

（経済は1年秋）
2

プレゼンテーション ACB 経営、経済、地域みらい 2年春または秋 2

ACB演習 ACB 経営、経済、地域みらい 3年春秋 4

卒業研究 卒業研究 経営、経済、地域みらい 4年春秋 4
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教授 河野　秀孝 製造業
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経済導入演習 専門（演習） 経済 1年秋 2

金融経済学 専門（基幹） 経済 2年秋 4

ファイナンス理論 専門（展開） 経済 3年春 2

金融機関論 専門（展開） 経済 3年秋 2

フィールドスタディ 専門（基礎） 経済 1年秋 2

経済演習Ⅰ 専門（演習） 経済 2年秋 2

経済演習Ⅱ 専門（演習） 経済 3年春秋 4

卒業研究 卒業研究 経済 4年春秋 4

地域ICT基礎論 専門（基幹） 地域みらい 2年秋 2

地域ICT戦略論 専門（展開） 地域みらい 3年春 2

自己の探求 専門（演習） 地域みらい 1年春 4

知の挑戦Ⅰ 専門（演習） 地域みらい 2年春秋 4

知の挑戦Ⅱ 専門（演習） 地域みらい 3年春秋 4

フィールドリサーチⅠ 専門（展開） 地域みらい 2年秋 2

フィールドリサーチⅡ 専門（展開） 地域みらい 3年春 2

フィールドリサーチⅢ 専門（展開） 地域みらい 3年秋 2

卒業研究 卒業研究 地域みらい 4年春秋 4

産業組織論 専門（基幹） 経済 3年春 4

フィールドスタディ 専門（基礎） 経済 1年秋 2

経済演習Ⅰ 専門（演習） 経済 2年秋 2

経済演習Ⅱ 専門（演習） 経済 3年春秋 4

卒業研究 卒業研究 経済 4年春秋 4

地域みらい特殊講義Ⅲ 専門（展開） 地域みらい 3年秋 2

事業論Ⅰ キャリア教育 経営、経済、地域みらい 2年春 1

非常勤講師 野村證券㈱社員 事業論Ⅱ キャリア教育 経営、経済、地域みらい 3年春 1 証券業

非常勤講師 今泉　清保 事業論Ⅲ キャリア教育 経営、経済、地域みらい 3年春 1 放送業

非常勤講師 青森県職員 自治行政政策論 キャリア教育 経営、経済、地域みらい 2年春 1 自治体

非常勤講師 福原　忠之 キャリア形成論 キャリア教育 経営、経済、地域みらい
1年春

（経済は1年秋）
2 製造業

非常勤講師 岡田　康博 遺跡と文化財 教養 経営、経済、地域みらい 3年秋 2 自治体

非常勤講師 富澤　守 行政法務論 専門（展開） 地域みらい 3年春 4 自治体

非常勤講師 松田　英嗣 地域の産業Ⅱ 専門（展開） 地域みらい 3年春 2 銀行業

非常勤講師 松山　圭子 生命の科学 教養 経営、経済、地域みらい 3年秋 2
製薬業
広告業

非常勤講師 竹内　紀人 銀行業

准教授 木暮　祐一
マスコミ

情報通信業

准教授 小寺　俊樹 製造業

准教授 國方　明 公認会計士事務所
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