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2015 年度 

ESD 科目一覧 

（1 科目 2 単位） 
【赤字が 2015 年度 ESD 科目対象科目】 

教養科目 人間と文化 

芸術の世界 前期 木村 C1 全学部2年 2008～15年 

日本の文学 
前期 

佐藤 C2 全学部1年 2009～15年 
後期 

倫理学の世界 後期 宇佐美 C1 農1年 2008～15年 

心の理解 前期 織田 
C1 人社（環境科学課程以外）1年、農2年 2012年 

C2 全学年2～6年 2014・15年 

日本の文学 
前期 

家井 
異文化 

理解 

人社2年、教育2年、農2年 
2008～12年 

後期 全学部2年 

倫理学の世界 
前期 

箱石 C1 全学部1年 2008～11年 
後期 

心の理解（適応の理解） 前期 山口 S1 全学部2年 2008～11年 

心の科学 前期 織田 C2 人社1年、教育1年、農2年 2008～10年 

教養科目 人間と社会 

現代社会と経済 前期 横山 食料 人社1年、教育1年、農2年 2008～15年 

現代社会の社会学 前期 塚本 ES1 人社・工・農2年 2008～15年 

持続可能なコミュニティーづくり実践学 前期 中島 ECMS2 全学部1・2年 2008～15年 

ESDの価値観とESD科目のラベリング 

★ 従来ある科目がESDとどのような関連があるかについてラベリング。 

★ 学生自身が、科目をつないで、「学びの星座・銀河」を形成する。 

      領域 

タイプ 

環境 文化 経済 社会 

問題解決の体験 E4 C4 M4 S4 

学生参加型 E3 C3 M3 S3 

理解の広がりと深化 E2 C2 M2 S2 

関心の喚起 E1 C1 M1 S1 
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教養科目 人間と社会 

国際研修 

－エネルギーと持続可能な社会－ 
前期集中 尾中 持続可能 全学部2～4年 2013～15年 

地元の企業に学ぶESD 後期 中島 ECMS2 全学部1年 2008～15年 

社会的人間論 後期 塚本 E1 人社1年、教育1・2年、工2年 2008～15年 

経済のしくみ 前期 笹尾 
M1 人社2年、工1・2年、農1年 2012～13年 

EM1 全学部2年 2014年 

多文化コミュニケーションA 前期 松岡 国際 全学部2～4年 2008～14年 

多文化コミュニケーションB 後期 松岡 国際 全学部1年 2008～14年 

経済のしくみ 後期 杭田 M1 人社2年、教育2年、工1・2年、農2年 2008～13年 

地域と生活 前期 山崎 EC 全学部1年 2008～13年 

市民と政治 後期 丸山 SE1 人社1年、工1年、農1・2年 2008～13年 

地域と社会 後期 山崎 EC 全学部全学年 2008～13年 

岩手の研究 後期 名古屋 
持続的 

発展 
全学部2年 2013～13年 

キャリアを考える 
前期 

中村 S1 
人社・工・農2年 

2008～12年 
後期 全学部2・3年 

地場産業・企業論 前期集中 中村 S1 全学部全学年 2008～12年 

憲法 前期 菊池 S1 教育1年 2012年 

地財ワークショップ 後期集中 中村 S1 全学部全学年 2012年 

現代社会の社会学 前期 麦倉 共生 人社1年、教育1年、農2年 2009～11年 

知的財産入門 前期集中 玉・船越・丸岡 M1 全学部全学年 2008～11年 

市民生活と法 前期 松岡 S1 全学部1年 2008～10年 

現代社会と経済 後期 藤原 MS1 人社1年、工1年、農1・2年 2008～10年 

現代の諸問題 前期 放送大学・永野 CS1 人社1年、教育１・2年、工2年 2008～10年 

教養科目 人間と自然 

自然と法則 前期 八木 健康科学 全学部1・2年 2015年 

生命のしくみ 前期 山田 E1 教育2年、工1年、農1・2年 2015年 

物質の世界 前期 吉澤 1 人社・教育1・2年、工・農1年 2012～15年 
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宇宙の仕組み 前期 西崎 E1 人社1年、工１・2年、農2年 2013年 

教養科目 総合科目 

岩手の研究 後期 
横山・家井・竹原・ 

竹村・高橋・樋口 
地域 全学部2年 2015年 

宮沢賢治の思想と文学 後期 

秋田・小島・佐藤 

松元・竹原・大野 

木村 

EC1 全学部1年 2012～15年 

高年次課題科目 

津波の実際から防災を考える 前期集中 山崎・山崎 EC 

全学部3年以上 

2008～14年 

環境都市盛岡づくりプロジェクト 前期 井上 EM4 2009・10年 

都市の自然再生プランニング 前期 

橋本・海田・南・三輪・

竹原・大塚・東・三宅・

比屋根・井良沢 

EC4 

2008～10年 

北上川流域学実習 集中 
牧・塚本・古川・樋口・

三輪 
E3 

 


