
令 和 ３ 年 度 教 養 教 育 科 目  『 後 期 』  授 業 時 間 割

【時間割の見方】
１．開講科目名の【 】は，学部・学科等の指定を示しています。【H】は人文社会科学部，【P】は教育学部，【M】は医学部，【S】は理工学部，【A】は農学

生命科学部 を示しています。

２．「講義室」欄は，授業を行う講義室を示しています。なお，｢総合｣は総合教育棟を，｢人社｣，｢教育｣，｢医保｣，｢理工｣，｢農生｣，「情報」等は，各学

部や情報基盤センターの校舎を示しています。

ただし，この｢授業時間割｣に記載している講義室から変更となる場合があるので，教養教育担当の掲示板等で確認してください。

３．２つ以上の講義室が記載されている授業は，学生の所属や学籍番号で受講する講義室を指定します。どちらの講義室で受講するかについて，掲

示等で確認してください。

地域学ゼミナールについては，別途掲示される「地域学ゼミナールクラス分け」により受講する教室を確認してください。

４．多言語Ⅰは週２回の授業で構成されています。対応する授業の科目名は同じ丸番号で示しています。

５．「学部越境型地域志向科目」は「２年次以上対象科目」に掲載していますが，医学部医学科は１年次から履修できます。

６．授業担当教員名に[ ]が付いている教員は，非常勤講師を示しています。

【地域学ゼミナール・英語科目・抽選科目等の履修登録について】
１．地域学ゼミナール・英語科目（Speaking，Writing，Integrated）の履修登録は，クラス分け結果を基に教養教育担当で事前に履修登録を行います。

履修登録期間中に学務情報システム「CAMPUSSQUARE」の履修登録画面，もしくは掲示板で自身の割り振られたクラスを確認してください。

２．教養教育科目の中で，履修希望者が多数の科目については，抽選を行い履修者を決定します。抽選の結果は，9月28日（火）10:00に学務情報シ

ステム「CAMPUS SQUARE」及び 学内掲示板で公表する予定ですので，必ず確認してください。

また，抽選から漏れた学生の履修登録は，教養教育担当が削除します。

３．「学部越境型地域志向科目」は，事前申請制による抽選で履修科目を決定します。抽選結果を基に，履修登録期間前に教養教育担当が履修登録

を行うので， 履修登録期間中に自身の履修科目を確認してください。

なお，割り振られた学越境地域志向科目の開講時限が学部専門科目と重なった場合は，変更を受け付けるので，別途案内を確認してください。

【履修登録期間・履修変更・取りやめについて】
令和3年度後期の履修登録期間等は以下のとおりです。

履修登録期間 ：令和3年9月21日（火）～令和3年9月26日（日）

履修変更期間 ：令和3年10月1日（金）～令和3年10月14日（木）

履修取りやめ期間 ：令和3年10月15日（金）～令和3年10月21日（木）

令和3年度後期の教養教育の履修科目追加・履修取りやめの届出は，9月28日（火）より，「Microsoft Forms」で受け付けます。

※9月28日（火）までは届出のフォームにアクセスすることはできません。

「教養教育 履修科目追加・取りやめ届」

URL： https://forms.office.com/r/MuK74gr9fq

※本届出に回答できるのは１人につき１回です。間違えて届出をした場合は回答制限を解除するので，「h-gakumu@hirosaki-u.ac.jp」にメールで連

絡をしてください。

※本届出で専門教育科目の履修変更・取りやめの受付をすることはできません。自身の所属する学部・学科の教務担当窓口で手続きをしてくださ

い。

 授業開始                                          １０月　１日（金）                                
 冬季休業前授業最終日                              １２月２４日（金）                                
 冬季休業                                          １２月２５日（土）～１月 ３日（月）            
 冬季休業後授業再開日                                １月　４日（火）
 大学入学共通テスト準備に伴う休講                １月１４日（金）                                
 授業・試験終了日                                    ２月　８日（火）                                
 補講期間（教養教育科目）                        １月１９日（火）～１月２９日（金）の１１・１２時限    
 学年末休業                                          ２月 ９日（水）～３月３１日（木）            

令和3年度後期授業日程

 注記：１０月２６日（火）は金曜日の授業，１月６日（木）は月曜日の授業を行います。
　　　　また，１０月２２日（金）及び１０月２５日（月）は「総合文化祭準備等」のため全日休講日になります。

　　　  補講期間には，授業時間数が不足した科目の「補講」等を行います。実施科目等は掲示等でお知らせします。  



【月曜日】
[1年次以上対象科目]

時限 科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名 講義室
社会・文化 1212100001 芸術－囲碁入門その後－ 山田　史生 総合206

1212100002 ドイツ語ⅡB① フォルカー　フールト 総合313
1212100003 フランス語ⅡA① ジャンソン.M 総合314
1212100004 中国語ⅡA① 楊　天曦 総合318
1212100005 青森の民俗・芸能－弘前藩のサムライ文化－ 山田　史生 総合101→総合301

1212100006 青森の自然－食育概論②－
○伊藤 大雄，前田 智雄，松崎 正敏，
石塚 哉史，遠藤 明，丹藤 雄介，泉谷 眞美，
小早川 紘樹

総合406

1212100007 くらし・文化－世界を変えた作物－ 勝川 健三 総合201
1212100008 文学－スペイン語とラテンアメリカ文化－ 冨田　晃 総合410
1212100009 文学－現代女性文学の世界－ 鈴木　愛理 総合303
1212100010 芸術－鍵盤楽器演習B－ 朝山　奈津子 教育・音楽演習室
1212100011 芸術－音楽と哲学Ｂ－作曲を通して考察する－ 清水　稔 総合419
1212100012 環境と生活－日本の地震防災－ 片岡　俊一 総合305
1212100013 農学の世界－イネ(稲)を学ぶ－ 姜　東鎮 総合409
1212100014 物理学の世界－相対性理論入門－ 佐藤　松夫 総合203
1212100015 物理学の世界－物理学の基礎－ 金本　俊幾 総合319
1212100016 化学の世界－実感する化学Ｂ－ 高田　晃 総合404

1212100017
化学の世界－カリカリベーコンはどうして美味しいに
おいなの？　－

橋本　勝 総合306

1212100018 化学の世界－生活の化学A－ 鷺坂　将伸 総合418
1212100019 人を育む営み－家族の機能と役割－ ○藤田 あけみ，北宮 千秋，多喜代 健吾 総合206
1212100020 人を育む営み－女性の健康－ 葛西　敦子 教育・1階中教室

1212100021 メンタルヘルス－メンタルヘルスⅠ－
○則包　和也，
小山内　隆生，田中　真

総合208

1212100022 医学・医療の世界－人体のしくみと健康－
○齊藤　絵里奈，葛西　秋宅，高橋　識志，
川口　章吾

総合205

1212100023 青森の芸術－日本近現代文学における「青森」表象 尾崎　名津子 総合405
1212100243 青森の行政－地域ボランティア入門②－ ○李 永俊，小谷田 文彦，平野 潔，日比野 愛子 総合309

グローバル科目 1212100024
グローバル社会・経済－Human conditions: An
anthropological perspective－

諏訪　淳一郎 総合310

人間・生命 1212100025 心理学の世界－心理学入門B－ ○田名場 美雪，高橋 恵子 総合101
1212100026 国際地域－地域研究入門－ 白石　壮一郎 総合301
1212100027 国際地域－世界史概観－ 篠塚　明彦 総合304
1212100029 世界の芸術・芸能－美術史研究入門－ 出　佳奈子 総合306

1212100030 地球環境－21世紀の地球環境問題①－
○石田　清，長南　幸安，松山　信彦，
泉谷　眞実，石田　祐宣

総合401

人間・生命 1212100031 心理学の世界－心理学の基礎－ ○田名場　忍，吉中　淳，他1名 総合201

[2年次以上対象科目]
時限 科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名 講義室

1212200001 地域プロジェクト演習－食と地域づくり－ [柴田　彩子] 総合310
1212200002 地域プロジェクト演習－弘前の文化資源－ 葉山　茂 総合309

5・6時限 学部越境型地域志向科目 1212200003 青森の多様性と活性化－雪国活性化論－ ○長南　幸安，北原　啓司 総合310
7・8時限 学部越境型地域志向科目 1212200004 地域プロジェクト演習－地域産品の創作C－ 冨田　晃 教育・4階美術教材室

3・4時限 学部越境型地域志向科目

1・2時限
多言語

3・4時限

ローカル科目

人間・生命

社会・文化

自然・科学

7・8時限 

9・10時限
グローバル科目

5・6時限 ローカル科目



【火曜日】
[1年次以上対象科目]

時限 科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名 講義室
1212100032 Speaking（初級） 山本　秀樹 総合205
1212100033 Speaking（初級） 澤田　真一 総合206
1212100034 Speaking（初級） 立田　夏子 総合207
1212100035 Speaking（初級） [奧野　忠徳] 総合208
1212100036 Speaking（中級） 内海　淳 情報・302実習室
1212100037 Speaking（中級） 佐藤　剛 総合318
1212100038 Speaking（中級） 横内　裕一郎 総合418
1212100039 Speaking（中級） [ｳｫｰﾀｰｽ 雅代] 総合405
1212100040 Speaking（中級） [ﾋｭｰｺﾞｿﾝ ｱﾙｳﾞｧﾙ] 総合305
1212100041 Speaking（中級） [須々田　友子] 総合411
1212100042 Speaking（中級） [荒田　弘美　ﾏｸﾏﾅｽ] 総合309
1212100043 Speaking（中級） [小笠原　淑子] 総合310
1212100044 Speaking（中級） [ﾍﾞﾗﾝﾄﾞ ｼﾞｮﾝ ﾆｺﾗｽ] 総合409
1212100045 Speaking（中級） [ｳｫｰﾀｰｽ　ｸﾞﾚﾝ] 総合410
1212100046 Speaking（上級） ﾗｳｼｭ ｱﾝｿﾆｰ ｽｺｯﾄ 総合319
1212100047 Speaking（上級） ﾔｸﾞﾉ ﾗｲｸ 総合419
1212100048 地域学ゼミナール①A【H・M保・A】 総合318
1212100250 地域学ゼミナール①B【H・M保・A】 総合306
1212100049 地域学ゼミナール②A【H・M保・A】 総合319
1212100251 地域学ゼミナール②B【H・M保・A】 総合305
1212100050 地域学ゼミナール③A【H・M保・A】 総合309
1212100252 地域学ゼミナール③B【H・M保・A】 総合310
1212100051 地域学ゼミナール④A【H・M保・A】 総合418
1212100253 地域学ゼミナール④B【H・M保・A】 総合406
1212100052 地域学ゼミナール⑤A【H・M保・A】 総合419
1212100254 地域学ゼミナール⑤B【H・M保・A】 総合405
1212100053 地域学ゼミナール⑥A【H・M保・A】 総合409
1212100255 地域学ゼミナール⑥B【H・M保・A】 総合410
1212100054 地域学ゼミナール⑦【H・M保・A】 保田　宗良，小山内　暢，丸居　篤 人社・4階多目的ホール
1212100055 地域学ゼミナール⑧【H・M保・A】 花田　真一，吉岡　治彦，吉仲　怜 総合101
1212100056 地域学ゼミナール⑨【H・M保・A】 會津　桂子，張　樹槐，細川　洋一郎 総合201

ローカル科目 1212100059 青森の芸術－青森の地方文壇と文学－ ｿﾛﾓﾝ ｼﾞｮｼｭｱ 総合208
グローバル科目 1212100057 世界の芸術・芸能－音楽人類学－ 諏訪　淳一郎 総合404

自然・科学 1212100058 工学の世界－自然の計測－ 丹波　澄雄 総合203
グローバル科目 1212100060 日本－日本文学とアイデンティティーの形成－ ｻﾜﾀﾞ ﾊﾝﾅ ｼﾞｮｲ 総合217

社会・文化 1212100113 政治経済・社会－市場社会と政府の経済入門－ 金目　哲郎 総合306
人間・生命 1212100061 情報と健康・医学－保健データを読み解くために－ 廣田　淳一 総合305

ローカル科目 1212100062 青森の歴史－近世以前を中心に－ [福眞　睦城] 総合203
自然・科学 1212100063 生物学の世界－微生物学の歴史－ 田中　和明 総合302

1212100064 キャリア形成の基礎①【S数物・地球・自然】 〇黒川 敦，一條 健司，渡邊 良祐，水田 智史 総合301,304
1212100065 キャリア形成の基礎②【S物質・電子・機械】 〇水田 智史，一條 健司，渡邊 良祐，黒川 敦 総合401,404

1212100066 キャリア形成の基礎【P】
○宮崎　充治，福島　裕敏，越村　康英，
桐村　豪文，吉崎　聡子，
教育学部専任教員

総合305,306,406

1212100067 キャリア形成の基礎【M保・M心理】 石川　大瑛 メディア授業で実施※2
1212100068 国際地域－近世のグローバル・ヒストリー－ 中村　武司 総合305
1212100069 比較文化－イメージの力−「アイドル」について－ 出　佳奈子 総合405

1212100070 地球環境－21世紀の地球環境問題②－
○伊藤 大雄，東 信行，石川 幸男，
鄒 青穎，[青山 正和]

総合201

1212100071 地球環境－気候変動と現代社会－ 野尻　幸宏 総合301,304
1212100072 日本－学習中の言語でのコミュニケーション－ 小山　宣子 総合310→総合206
1212100073 日本－日本の消費文化－ 諏訪　淳一郎 総合401

社会・文化 1212100074
言語学の世界－医療におけるノンテクニカルスキル
入門－

○野坂　大喜，藤岡　美幸 総合309

1212100075 工学の世界－再生可能エネルギーの物理入門－ 渡邉　良祐 総合409
1212100076 情報処理入門Ｂ-情報機器の操作⑭-【全学部】 水田　智史 総合・情報処理演習室

人間・生命 1212100077 情報と健康・医学－健康のためのデータ解析学－ ○對馬　栄輝，石田　水里 情報・101実習室

※1　「地域学ゼミナール」は，9月21日（火）に発表されるクラス分けで自身が受講するクラス・講義室を確認してください。
※2　「キャリア形成の基礎【M保・M心理】」を受講する学生は，「総合309，310，409，410講義室」をメディア授業を受講するための教室として利用可能です。
　　　なお，PC等メディア授業を受講するための機器は自身で用意してください。

[2年次以上対象科目]
時限 科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名 講義室

1212200005 Speaking（初級） 片桐　早苗 総合・情報処理演習室
1212200006 Speaking（中級） 片桐　早苗 総合・情報処理演習室
1212200007 Speaking（上級） 片桐　早苗 総合・情報処理演習室

3・4時限 学部越境型地域志向科目 1212200044 青森の多様性と生活化－青森の女性と子育て－ [グリゴレ・イリナ・フロレンティナ] 総合303
1212200039 Integrated B Level1 横内　裕一郎 総合418
1212200040 Integrated B Level1 片桐　早苗 総合206
1212200041 Integrated B Level1 佐藤　孝宏，[笹森　圭子] 総合207

[3年次以上対象科目]
時限 科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名 講義室

9・10時限 キャリア科目 1212200009 キャリア形成の発展－地方移住・定住論－ [野口  拓郎] 総合306

※「キャリア形成の発展－地方移住・定住論－」の授業開講日は以下のとおりです。（不定期開講）
授業開講日：10月5日，10月19日，11月9日，12月7日，12月21日，1月4日，1月18日，2月8日（計8回）

横地　徳廣，加藤　拓彦，石田　清

関根　達人，北嶋　結，大河　浩

城本　るみ，山田　基矢，栗田　大輔

内海　淳，山本　美由紀，樋口　智之

福田　進治，中野　学，松山　信彦

スタディスキル
導入科目

※1

英語（再履修）1・2時限

自然・科学

9・10時限

グローバル科目

児山　正史，牧野　美里，姫野　俵太

3・4時限

1・2時限 英語

5・6時限

7・8時限 
キャリア教育

英語5・6時限



【水曜日】
[1年次以上対象科目]

時限 科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名 講義室
1212100078 Speaking（初級） 木村　宣美 総合205
1212100079 Speaking（初級） 土屋　陽子 総合206
1212100080 Speaking（初級） 立田　夏子 総合207
1212100081 Speaking（初級） [奧野　忠徳] 総合208
1212100082 Speaking（中級） 横内　裕一郎 総合418
1212100083 Speaking（中級） [野呂　佐枝子] 総合303
1212100084 Speaking（中級） [ｳｫｰﾀｰｽ 雅代] 総合405
1212100085 Speaking（中級） [ﾋｭｰｺﾞｿﾝ ｱﾙｳﾞｧﾙ] 総合305
1212100086 Speaking（中級） [髙杉　純子] 総合302
1212100087 Speaking（中級） [須々田　友子] 総合411
1212100088 Speaking（中級） [荒田　弘美　ﾏｸﾏﾅｽ] 総合309
1212100089 Speaking（中級） [小笠原　淑子] 総合310
1212100090 Speaking（中級） [ﾍﾞﾗﾝﾄﾞ ｼﾞｮﾝ ﾆｺﾗｽ] 総合409
1212100091 Speaking（中級） [ｳｫｰﾀｰｽ　ｸﾞﾚﾝ] 総合410
1212100092 Speaking（上級） ｿﾛﾓﾝ ｼﾞｮｼｭｱ 総合319
1212100093 Speaking（上級） ﾔｸﾞﾉ ﾗｲｸ 総合419
1212100094 Speaking（初級） 小野寺　進 総合205
1212100095 Speaking（初級） 畑中　杏美 総合207
1212100096 Speaking（初級） 土屋　陽子 総合206
1212100097 Speaking（初級） [奧野　忠徳] 総合208
1212100098 Speaking（中級） ｻﾜﾀﾞ ﾊﾝﾅ ｼﾞｮｲ 総合217
1212100099 Speaking（中級） 横内　裕一郎 総合418
1212100100 Speaking（中級） [野呂　佐枝子] 総合303
1212100101 Speaking（中級） [ｳｫｰﾀｰｽ 雅代] 総合405
1212100102 Speaking（中級） [ﾌｫｰｻｲｽ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ] 総合310
1212100103 Speaking（中級） [ﾋｭｰｺﾞｿﾝ ｱﾙｳﾞｧﾙ] 総合305
1212100104 Speaking（中級） [髙杉　純子] 総合302
1212100105 Speaking（中級） [須々田　友子] 総合411
1212100106 Speaking（中級） [荒田　弘美　ﾏｸﾏﾅｽ] 総合309
1212100107 Speaking（中級） [ﾍﾞﾗﾝﾄﾞ ｼﾞｮﾝ ﾆｺﾗｽ] 総合409
1212100108 Speaking（上級） ｱﾗｽﾃｱ ﾊﾞﾄﾗｰ 総合419
1212100109 Speaking（上級） ｿﾛﾓﾝ ｼﾞｮｼｭｱ 総合319

ローカル科目 1212100110 青森の文化－青森の手工芸実習－ 安川　あけみ 教育・家庭科実験実習室
1212100111 芸術－将棋の世界－ ○細川 洋一郎，敦賀 英知 開講しません
1212100112 政治経済・社会－経営学入門Ⅰ②－ 大倉　邦夫 総合318
1212100116 ドイツ語ⅡB② [田中　美由紀] 総合316
1212100117 フランス語ⅡA② 泉谷　安規 総合317
1212100118 中国語ⅡA② 城本　るみ 総合319
1212100240 中国語ⅡA③ 楊　天曦 総合318→総合305
1212100119 ロシア語Ⅰ [レウトバ　オルガ] 総合414→総合302
1212100120 朝鮮語Ⅰ [鹿嶋　英愛] 総合314→総合418

1212100121
グローバル社会・経済－地域から提案する国際ビジ
ネス－

〇多田　恵実，ｿﾛﾓﾝ ｼﾞｮｼｭｱ 総合306

1212100239 日本－日本語教育を知る②－ [笹森　圭子] 総合406
自然・科学 	1212100115 	情報処理入門A－データサイエンス発展Ⅰ－ 紅林　亘 情報・201実習室

[2年次以上対象科目]
時限 科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名 講義室

1212200010 Speaking（初級） 片桐　早苗 総合・情報処理演習室
1212200011 Speaking（中級） 片桐　早苗 総合・情報処理演習室
1212200012 Speaking（上級） 片桐　早苗 総合・情報処理演習室
1212200013 Speaking（初級） 片桐　早苗 総合・情報処理演習室
1212200014 Speaking（中級） 片桐　早苗 総合・情報処理演習室
1212200015 Speaking（上級） 片桐　早苗 総合・情報処理演習室
1212200016 市民参加と地域づくり－まち育てのススメ－ 北原　啓司 総合306
1212200017 地域プロジェクト演習－フィールドワークの世界－ 羽渕　一代 総合202

1212200018
青森の食と産業化－Cultural anthropology of local
food and dietary practice－

○諏訪 淳一郎，杉山 祐子，近藤 史，平井 太
郎，佐藤 孝宏，[大西　晶子]，[グリゴレ・イリナ・

総合310

1212200046 地域プロジェクト演習－「食べること」の地理学－ 松井　歩 総合410

7・8時限 学部越境型地域志向科目 1212200019
青森エクスカーション－Making ethnography of local
issues－

諏訪　淳一郎 総合310

7・8時限 
グローバル科目

3・4時限

学部越境型地域志向科目5・6時限

英語

社会・文化

多言語

1・2時限 英語

学部越境型地域志向科目

3・4時限

5・6時限

英語（再履修）

英語（再履修）1・2時限



【木曜日】
[1年次以上対象科目]

時限 科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名 講義室
1212100123 Writing（初級） 堀 智弘 総合205
1212100124 Writing（初級） 佐藤 剛 総合206
1212100125 Writing（初級） 多田 恵実 総合207
1212100126 Writing（初級） [奧野 忠徳] 総合208
1212100127 Writing（中級） 内海 淳 情報・302実習室
1212100128 Writing（中級） 横内 裕一郎 総合418
1212100129 Writing（中級） 片桐 早苗 総合310
1212100130 Writing（中級） [野呂 佐枝子] 総合303
1212100131 Writing（中級） [ｳｫｰﾀｰｽ 雅代] 総合405
1212100132 Writing（中級） [ﾋｭｰｺﾞｿﾝ ｱﾙｳﾞｧﾙ] 総合305
1212100133 Writing（中級） [髙杉 純子] 総合302
1212100134 Writing（中級） [荒田 弘美 ﾏｸﾏﾅｽ] 総合309
1212100135 Writing（中級） [ﾏｯｸｳｨﾆｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ] 総合409
1212100136 Writing（中級） [ｳｫｰﾀｰｽ ｸﾞﾚﾝ] 総合410
1212100137 Writing（上級） ﾊﾞｰﾄﾞｾｰﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ ｼﾞｮﾝ 総合318
1212100138 Writing（上級） ｿﾛﾓﾝ ｼﾞｮｼｭｱ 総合319
1212100139 地域学ゼミナール⑩A【P・M医・M心理・S】 総合208
1212100256 地域学ゼミナール⑩B【P・M医・M心理・S】 総合306
1212100140 地域学ゼミナール⑪A【P・M医・M心理・S】 総合319
1212100257 地域学ゼミナール⑪B【P・M医・M心理・S】 総合305
1212100141 地域学ゼミナール⑫A【P・M医・M心理・S】 総合309
1212100258 地域学ゼミナール⑫B【P・M医・M心理・S】 総合310
1212100142 地域学ゼミナール⑬A【P・M医・M心理・S】 総合418
1212100259 地域学ゼミナール⑬B【P・M医・M心理・S】 総合406
1212100143 地域学ゼミナール⑭A【P・M医・M心理・S】 総合419
1212100260 地域学ゼミナール⑭B【P・M医・M心理・S】 総合405
1212100144 地域学ゼミナール⑮A【P・M医・M心理・S】 総合409
1212100261 地域学ゼミナール⑮B【P・M医・M心理・S】 総合410
1212100145 地域学ゼミナール⑯【P・M医・M心理・S】 大谷 伸治，金本 俊幾，阿布 里提 人社・4階多目的ホール
1212100146 地域学ゼミナール⑰【P・M医・M心理・S】 中山 忠政，阿部 敏之，内山 大史 総合101
1212100147 地域学ゼミナール⑱【P・M医・M心理・S】 山本 稔，長友 克広 総合304
1212100242 地域学ゼミナール⑲【P・M医・M心理・S】 髙瀬 雅弘，宋　美蘭，紅林　亘 教育・203教室

ローカル科目 1212100237 青森の文化－弘前藩の古武術－ [下田 雄次] 総合406
1212100149 世界の芸術・芸能－現代の音楽入門－ 今田 匡彦 教育・1階大教室
1212100148 日本－日本の女性による文学－ ｻﾜﾀﾞ ﾊﾝﾅ ｼﾞｮｲ 総合217
1212100150 芸術－木材・木炭入門－ 廣瀬 孝 教育・木材加工実習室
1212100114 政治経済・社会－政治学入門－ 蒔田　純 総合305

自然・科学 1212100151 環境と生活－放射線概論－
〇細川 洋一郎，
工藤 幸清，寺島 真悟

総合309

1212100152 ドイツ語ⅡA① 永本　哲也 総合418
1212100153 フランス語ⅡB① ジャンソン.M 総合419
1212100154 中国語ⅡB① 楊 天曦 総合410

1212100155 運動と健康B【P小学校】－③－
〇杉本 和那美，高橋 俊哉，戸塚 学，
清水 紀人，益川 満治

教育・1階大教室

1212100156 運動と健康B【P中学校･特支･養教】－④－
〇杉本 和那美，高橋 俊哉，戸塚 学，
清水 紀人，益川 満治

教育・2階大教室

1212100157 キャリア形成の基礎【H】 ○高島 克史，片岡 太郎，大倉 邦夫 総合301,401,404

1212100158 キャリア形成の基礎【A】
○前田 智雄，大河 浩，君塚 道史，高田 晃，
丸居 篤

総合101,201,203

1212100159 キャリア形成の基礎【M医】 山下　梓 50周年記念会館みちのくホール

ローカル科目 1212100160 青森の自然－食育概論①－
〇石塚 哉史，荒川 修，泉谷 眞実，前田 智雄，
松崎 正敏，遠藤 明，丹藤 雄介

総合405

グローバル科目 1212100161 世界の芸術・芸能－芸術身体論：ピアノ入門②－ 今田 匡彦 教育・音楽ホール
1212100162 くらし・文化－子どもの育ちと教育福祉文化論－ 深作 拓郎 総合203
1212100163 くらし・文化－手芸とアート−編み物をめぐって－ 出 佳奈子 総合303
1212100164 歴史・地理－中国の歴史をひもとく－ 荷見 守義 総合304
1212100165 芸術－彫刻入門Ⅱ－ 塚本 悦雄 教育・4階美術教材室
1212100166 工学の世界－昆虫機能利用学入門－ 金児 雄 農生・302
1212100167 数学の世界－実感する数学－ 高田 晃 総合404
1212100168 化学の世界－生活の化学B－ ○長南 幸安，橋本 勝 総合310
1212100169 化学の世界-光と物質- 島田 透 総合208
1212100170 人を育む営み－幼児教育への誘い－ 武内 裕明 総合217
1212100171 人を育む営み－教育の場における試行錯誤と幸福B 清水 稔 総合305
1212100172 医学・医療の世界－人体のしくみＢ－ 〇 浅野義哉，多田羅洋太，須藤晋一郎，白戸佑貴 総合302
1212100173 運動と健康Ａ－健康運動実践②－ ○上野 秀人，[戸祭 潤] 第2体育館

※1　「地域学ゼミナール」は，9月21日（火）に発表されるクラス分けで自身が受講するクラス・講義室を確認してください。

[2年次以上対象科目]
時限 科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名 講義室

1212200021 Writing（初級） 立田 夏子 総合・情報処理演習室
1212200022 Writing（中級） 立田 夏子 総合・情報処理演習室
1212200023 Writing（上級） 立田 夏子 総合・情報処理演習室

社会・文化 1212200024 法と社会B-日本国憲法⑤-【全学部2年次以上】 [大竹 昭裕] 総合205
学部越境型地域志向科目 1212200025 青森エクスカーション－津軽平野の自然と防災・減災 小岩 直人 教育・205教室
キャリア教育 1212200026 キャリア形成の発展－ダイバーシティとキャリア－ 山下 梓 総合206

1212200027 青森の多様性と活性化－介護文化と高齢化－ ○木立 るり子，北嶋 結，山田 基矢 総合207
1212200028 青森エクスカーション－北日本の民俗芸能・祭り－ [下田 雄次] 総合406

1212200043
青森の多様性と活性化－社会的困難を生きる地方の
若者たち－

宋　美蘭 総合309

益川 満治，岡崎 功，中村 雅之

スタディスキル
導入科目

※1
3・4時限

廣瀬 孝，千葉 智博，今西 悦二郎

1・2時限 英語（再履修）

3・4時限

学部越境型地域志向科目9・10時限

呉羽 拓真，小豆畑 敬

長南 幸安，清水 武史，増田 亮

武内 裕明，瀬谷 和彦，前田 拓人

清水 稔，水上 浩哉，高橋 龍一

5・6時限

グローバル科目

社会・文化

1・2時限 英語

7・8時限 

人間・生命

キャリア教育

9・10時限

社会・文化

自然・科学

人間・生命

多言語



【金曜日】
[1年次以上対象科目]

時限 科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名 講義室
1212100174 Writing（初級） 堀 智弘 総合205
1212100175 Writing（初級） 野呂 徳治 総合206
1212100176 Writing（初級） 多田 恵実 総合207
1212100177 Writing（初級） [奧野 忠徳] 総合208
1212100178 Writing（中級） 横内 裕一郎 総合418
1212100179 Writing（中級） [野呂 佐枝子] 総合303
1212100180 Writing（中級） [ｳｫｰﾀｰｽ 雅代] 総合405
1212100181 Writing（中級） [ﾋｭｰｺﾞｿﾝ ｱﾙｳﾞｧﾙ] 総合305
1212100182 Writing（中級） [髙杉 純子] 総合302
1212100183 Writing（中級） [川浪 亜弥子] 総合409
1212100184 Writing（中級） [曽我 純子] 総合411
1212100185 Writing（中級） [荒田 弘美 ﾏｸﾏﾅｽ] 総合309
1212100186 Writing（中級） [小笠原 淑子] 総合310
1212100187 Writing（中級） [ｳｫｰﾀｰｽ ｸﾞﾚﾝ] 総合410
1212100188 Writing（上級） ﾗｳｼｭ ｱﾝｿﾆｰ ｽｺｯﾄ 総合319
1212100189 Writing（上級） ﾊﾞｰﾄﾞｾｰﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ ｼﾞｮﾝ 総合318
1212100190 Writing（初級） 山本 秀樹 総合205
1212100191 Writing（初級） 近藤 亮一 総合206
1212100192 Writing（初級） 多田 恵実 総合207
1212100193 Writing（初級） [奧野 忠徳] 総合208
1212100194 Writing（中級） 横内 裕一郎 総合418
1212100195 Writing（中級） [野呂 佐枝子] 総合303
1212100196 Writing（中級） [ｳｫｰﾀｰｽ 雅代] 総合405
1212100197 Writing（中級） [ﾌｫｰｻｲｽ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ] 総合319
1212100198 Writing（中級） [ﾋｭｰｺﾞｿﾝ ｱﾙｳﾞｧﾙ] 総合305
1212100199 Writing（中級） [川浪 亜弥子] 総合409
1212100200 Writing（中級） [曽我 純子] 総合411
1212100201 Writing（中級） [荒田 弘美 ﾏｸﾏﾅｽ] 総合309
1212100202 Writing（中級） [小笠原 淑子] 総合310
1212100203 Writing（中級） [ｳｫｰﾀｰｽ ｸﾞﾚﾝ] 総合410
1212100204 Writing（上級） ﾊﾞｰﾄﾞｾｰﾙ ﾌﾞﾗｲｱﾝ ｼﾞｮﾝ 総合318
1212100205 Writing（上級） ﾔｸﾞﾉ ﾗｲｸ 総合419

ローカル科目 1212100236 青森の経済・産業－地方創生入門①－ [小寺　将太] 総合309
1212100207 比較文化－オルガンとヨーロッパの街、文化－ [水木 順子] 総合406
1212100208 世界の芸術・芸能－音楽研究入門－ 朝山 奈津子 教育205教室→教育・203教室

1212100238
国際地域－新しいグローカル時代の学びとオルタナ
ティブスクール－

宋　美蘭 総合303

1212100209 環境と生活－環境と生活A②－ 長南 幸安 総合405
1212100210 生物学の世界－生命の起源と進化－ ○姫野 俵太，伊東 健，松宮 朋穂 総合305

グローバル科目 1212100211 地球環境－21世紀の地球環境問題③－
○石田 清，長南 幸安，松山 信彦，泉谷 眞実，
石田 祐宣

総合401

社会・文化 1212100212 歴史・地理－日記で読む近代日本－ 大谷 伸治 総合306
1212100213 農学の世界－農業と環境－ ○藤崎 浩幸，濱田 茂樹，泉谷 眞実 総合206
1212100214 生物学の世界－生物学を基盤とする技術革新－ ○伊藤 巧一，細川 洋一郎 総合203
1212100215 情報処理入門Ａ－社会科学系のための情報処理② 増山 篤 情報・101実習室
1212100216 人間の尊厳－人間の尊厳B－ ○則包 和也，田中 真，北島 麻衣子，三上 佳澄 総合208
1212100217 人を育む営み－教育と社会－ 髙瀬 雅弘 総合305
1212100218 人を育む営み－育児と子どもの発達A－ 増田 貴人 総合101→教育203教室

1212100219 医学・医療の世界－最新医学の現状Ｂ－
田中 里奈，中島 康爾，奈良岡 征都，
櫛方 哲也，木村 太，橋場 英二，伊藤 良平，
〇漆舘 聡志

総合201→総合405

1212100220 医学・医療の世界－人体のしくみA－ 〇三村 純正，渡邉 誠二，盛 和行，鎌滝 章央 総合304
1212100221 ドイツ語ⅡA② [相馬 伸子] 総合316
1212100222 フランス語ⅡB② 熊野 真規子 総合315
1212100223 中国語ⅡB② 李 良 総合309
1212100241 中国語ⅡB③ 楊 天曦 総合318
1212100119 ロシア語Ⅰ [レウトバ オルガ] 総合414→総合302
1212100120 朝鮮語Ⅰ [鹿嶋 英愛] 総合314→総合418
1212100226 思想－倫理学の基礎B－ 横地 徳広 総合410
1212100227 文学－中国の文学－ 山田 史生 総合101→総合301
1212100228 芸術－デザイン入門－ 佐藤 光輝 教育・203教室
1212100229 政治経済・社会－異端の経済学－ 細矢 浩志 総合318

1212100230
環境と生活－放射線リスクコミュニケーションの理解
－

○木立 るり子，工藤 幸清，北宮 千秋，
則包 和也，工藤 ひろみ，山田 基矢，對馬 惠，
田中 真，髙橋 純平

総合205

1212100231 工学の世界－バイオイメージングと細胞生物学－ 岩井 草介 総合309
1212100232 生物学の世界－生物多様性とその保全－ ○石川 幸男，中村 剛之 総合405
1212100233 生物学の世界－生命科学研究概論－ 〇柏木 明子，笹部 美知子，金児 雄 総合206

1212100234 医学・医療の世界－脳のしくみ－
〇上野 伸哉，木下 正治，古川 智範，下山 修
司，二階堂 義和

総合304

1212100235 心理学の世界－身近な対人関係の維持と崩壊②－ 古村 健太郎 総合301→総合101

[2年次以上対象科目]
時限 科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名 講義室

1212200029 Writing（初級） 立田 夏子 総合・情報処理演習室
1212200030 Writing（中級） 立田 夏子 総合・情報処理演習室
1212200031 Writing（上級） 立田 夏子 総合・情報処理演習室

キャリア科目 1212200045 キャリアデザイン－キャリアとワークルール－ 渋田　美羽 総合304
1212200032 Writing（初級） 立田 夏子 総合・情報処理演習室
1212200033 Writing（中級） 立田 夏子 総合・情報処理演習室
1212200034 Writing（上級） 立田 夏子 総合・情報処理演習室

1212200035
地域プロジェクト演習－プロジェクト設計による地域課
題の解決発展－

[米田 大吉] 総合406

1212200042 青森の多様性と活性化－あおもりの暮らし－ 李 永俊 総合306

5・6時限 学部越境型地域志向科目 1212200036 青森の多様性と活性化－地域社会とジェンダー－
○羽渕 一代，今田 匡彦，山田 嚴子，
出 佳奈子，諏訪 淳一郎，武内 裕明，
古村 健太郎，尾崎 名津子

総合401

7・8時限 学部越境型地域志向科目 1212200037 市民参加と地域づくり－若者の政治参加－ 森本 洋介 教育・302教室

9・10時限 学部越境型地域志向科目 1212200038
青森エクスカーション－青森県の企業の魅力を発信
①－

[小寺 将太] 総合305

学部越境型地域志向科目

3・4時限

英語（再履修）

人間・生命

多言語

9・10時限

社会・文化

自然・科学

7・8時限

自然・科学

1・2時限

1・2時限

英語（再履修）

人間・生命

英語

5・6時限

自然・科学

英語

3・4時限

グローバル科目



【集中講義】
[1年次以上対象科目]

[2年次以上対象科目]

【留学生対象　日本語科目】
曜日 時限 時間割コード 開講科目名 担当教員名 講義室

1・2時限 1212100245 日本語Ａ４ [山崎　達郎] 総合420
3・4時限 1212100248 日本語Ｂ２ [山崎　達郎] 総合420
5・6時限 1212100249 日本語Ｂ４ 高橋　千代枝 総合208

火曜日 3・4時限 1212100247 日本語Ａ８ [新川　以智子] 総合313
火曜日 5・6時限 1212100244 日本語Ａ２ 高橋　千代枝 総合317
金曜日 5・6時限 1212100246 日本語Ａ６ 高橋　千代枝 総合208

月曜日

科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名 開講日程

1212210001 青森の多様性と活性化－地域活性化論②－
○長南 幸安，[川﨑 武志]，[坂本 謙二]，
[福眞 睦城]，[神田 昌彦]

10月2日，10月3日，一部オンデマンド配信形式で
の授業実施

1212210002 青森の多様性と活性化－地域社会と移動②－ ○[成田 凌]，羽渕 一代 シラバスの「その他」欄を確認してください
1212210003 青森エクスカーション－青森の農の可能性②－ 平井 太郎 未定

1212210006
青森エクスカーション－青森県の企業の魅力を
発信②－

[小寺 将太] 2月19日～2月21日

1212210004 地域プロジェクト演習－地域産品の創作Ｅ－ 冨田 晃
シラバスの「授業の内容予定」欄で詳細な日程を確
認してください
講義室：教育4階美術教材室

1212210005 キャリアデザイン－アート・インターンシップ－
○出 佳奈子，朝山 奈津子，[石川 達紘]，[会田
大也]

前半7回：10月8日，11月3日，11月10日（予定）
後半8回（11月17日～）：毎週水曜日7・8時限

キャリアデザイン－インターンシップ（実習）A・B・
C－

-

キャリアデザイン－農業インターンシップ②－ 藤﨑 浩幸

履修希望者は教養教育担当窓口までお問い合わ
せください。

学部越境型地域志向科目

キャリア教育

科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名 開講日程

ローカル科目 1212110004 青森の経済・産業－地方創生入門②－ [小寺　将太] 2月12日～2月14日

1212110001 世界の芸術・芸能－舞台芸術概論－ ○朝山 奈津子，[小塩 さとみ]，[舘 亜里沙]
10月9日，10月10日，2月14日，2月15日
ガイダンス：10月2日までにTeams上に掲載（オンデ
マンド形式）

1212110002 世界の芸術・芸能－コンテンポラリーアート－ [石川 達紘]，[三木 あき子]，[山本 和弘] 10月16日，11月6日，12月11日，1月8日
1212110005 国際地域－国際交流－ [福田　健一] 2月15日～2月18日

社会・文化 1212110003 思想－美学入門－ [森 功次] 2月14日，2月16日，2月18日，2月21～22日

グローバル科目


