
2019年度教養基礎教育科目における「実務経験のある教員等による授業科目」一覧
全学部対象の科目

No. 講義コード 授業科目名 担当教員名 単位数 区分
1 51122006 教養ゼミナール１－音楽文化の過去と現在－ 石原慎司 1 教養（全学部対象）
2 51192005 国際政治経済－今世界でおきていること－ 稲垣文昭 2 教養（全学部対象）
3 51202003 現代社会と経済Ⅱ－証券ビジネス論－ （責）教育推進主管 2 教養（全学部対象）
4 51202009 金融リテラシー講座Ⅰ （責）荒井壮一 1 教養（全学部対象）
5 51202010 金融リテラシー講座Ⅱ （責）荒井壮一 1 教養（全学部対象）
6 51212002 現代社会と企業経営Ⅰ－経営学入門－ 臼木智昭 1 教養（全学部対象）
7 51232007 教養ゼミナール１－聞き書きによる人間関係の構築－ 中村順子 1 教養（全学部対象）
8 51252009 秋田のくらし （責）和泉浩 1 教養（全学部対象）
9 51252010 超高齢社会と健康寿命－秋田県の保健医療の包括的な取り組みー （責）佐竹　將宏 1 教養（全学部対象）

10 51252011 秋田の産業 （責）三島望 1 教養（全学部対象）
11 51252012 秋田の再生可能エネルギー （責）藤井光 1 教養（全学部対象）
12 51252013 秋田の産業史と経済の成り立ち （責）臼木智昭 1 教養（全学部対象）
13 51252014 秋田の地域資源と観光 （責）吉沢　文武 1 教養（全学部対象）
14 51312001 教養ゼミナール１－伝説の小学校算数教科書－ 佐藤　学 1 教養（全学部対象）
15 51752002 教養ゼミナール２－ネイチャー写真入門－ 田口瑞穂 2 教養（全学部対象）
16 51931002 キャリアデザイン基礎 （責）臼木智昭 1 教養（全学部対象）
17 51932006 「起業力」養成ゼミナールⅠ （責）佐藤　芳仁 2 教養（全学部対象）
18 51932007 「起業力」養成ゼミナールⅡ （責）佐藤　芳仁 1 教養（全学部対象）
19 51932008 地域キャリアデザイン （責）伊藤　慎一 1 教養（全学部対象）
20 51941002 日本語リテラシーⅡ－ 表現力－ （責）吉沢　文武 2 教養（全学部対象）
21 52922019 実践朝鮮語会話Ⅰ 金　京淑 1 教養（全学部対象）
22 52922029 朝鮮語会話 金　京淑 1 教養（全学部対象）

全学部対象科目22科目27単位
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実務経験のある教員等による授業科目の単位数 
 

     

学科等名 
全学共通

科目 

学部等共

通科目 
専門科目 合計 

資源政策コース 27 7 12 46 
 

資源地球科学コ

ース 
27 7 11 45 

 

資源開発環境コ

ース 
27 7 10 44 

 


