
【1年次学生用】令 和 ４ 年 度 教 養 教 育 科 目  『前 期 』  授 業 時 間 割

 入学式                                  ４月　５日（火）
 授業開始                              　４月１１日（月）
 授業・試験終了日                        ８月　５日（金）                                     
 補講期間（教養教育科目）            ７月１９日（火）～７月２９日（金）の１１・１２時限       
 夏季休業                                ８月　６日（土）～９月３０日（金）                 

令和4年度前期授業日程

【履修登録期間・履修変更・取りやめについて】
令和4年度前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4年4月4日（月）～令和4年4月7日（木）

履修変更期間 ：令和4年4月11日（月）～令和4年4月22日（金）

履修取りやめ期間 ：令和4年4月25日（月）～令和4年5月9日（月）

令和4年度前期の教養教育の履修科目追加・履修取りやめの届出は，4月9日（土）13:00より，「Microsoft Forms」で受け付けます。

※4月9日（土）13:00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/MGiynfJ0th

※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フォームの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。

【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。

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．「多元的地域志向科目」は，医学部医学科の１年次のみ履修できます。

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。

【抽選科目等の履修登録について】
１．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，4月9日（土）13:00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。

【後期 教養教育科目 時間割について】
１．令和4年度後期の教養教育科目の時間割はWEB掲載としています。以下のURL・QRコードからアクセスするか，CAMPUSSQUARE掲示板より確認

してください。

URL: https://liberal-arts.hirosaki-u.ac.jp/news/188/



【前期・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
1221100001 データサイエンス基礎【H文化】 大橋 忠宏 総合301→総合401
1221100002 データサイエンス基礎①【H社会】 増山 篤 情報301実習室
1221100003 データサイエンス基礎②【H社会】 花田 真一 情報201実習室
1221100004 データサイエンス基礎【P小学校】 櫻田 安志 総合101
1221100005 データサイエンス基礎【P小学校以外】 吉川 和宏 総合201
1221100006 くらし・文化－武道の世界－ 高橋 俊哉 武道場
1221100007 芸術－囲碁入門－ 山田 史生 総合304
1221100008 政治経済・社会－経営学入門Ⅰ①－ 髙島 克史 総合401→総合404

自然・科学 1221100009 化学の世界－化学入門A－ 長南 幸安 総合406

1221100010
運動と健康Ａ－運動とリハビリテーションB子どもから老
人まで－

○高橋 純平，牧野 美里，石川 大瑛，横田 純一 総合207

1221100011 運動と健康Ａ－運動とリハビリテーションC－ ○平川 裕一，野戸 結花 総合205
1221100012 基礎ゼミナール【M心理】 栗林 理人 保健・大学院講義室2 
1221100013 基礎ゼミナール【S数物】 榊 真 総合309
1221100014 基礎ゼミナール【S数物】 金 正道 総合310
1221100015 基礎ゼミナール【S数物】 津田谷 公利 総合313
1221100016 基礎ゼミナール【S数物】 藤川 安仁 総合314
1221100017 基礎ゼミナール【S数物】 髙橋 信介 総合315
1221100018 基礎ゼミナール【S数物】 手塚 泰久 総合316
1221100019 基礎ゼミナール【S物質】 増野 敦信 総合317
1221100020 基礎ゼミナール【S物質】 竹内 大介 総合318
1221100021 基礎ゼミナール【S物質】 山崎 祥平 総合319
1221100022 基礎ゼミナール【S地球】 折橋 裕二 総合418
1221100023 基礎ゼミナール【S地球】 市村 雅一 総合321
1221100024 基礎ゼミナール【S地球】 岡﨑 淳史 総合409
1221100025 基礎ゼミナール【S地球】 髙野 智也 総合410
1221100026 基礎ゼミナール【S電子】 水田 智史 総合205
1221100027 基礎ゼミナール【S電子】 黒川 敦 総合206
1221100028 基礎ゼミナール【S電子】 渡邊 良祐 総合423
1221100029 基礎ゼミナール【S電子】 尾崎 翔 理工8番講義室
1221100030 基礎ゼミナール【S機械】 岡 和彦 総合405
1221100031 基礎ゼミナール【S機械】 鳥飼 宏之 総合419
1221100032 基礎ゼミナール【S機械】 中村 雅之 総合421
1221100033 基礎ゼミナール【S機械】 齊藤 玄敏 総合422
1221100034 基礎ゼミナール【S機械】 藤﨑 和弘 総合207
1221100035 基礎ゼミナール【S機械】 森脇 健司 総合208
1221100036 基礎ゼミナール【S自然】 松下 洋介 理工7番講義室
1221100037 基礎ゼミナール【S自然】 千坂 光陽 情報302実習室

1221100055 基礎ゼミナール【M保検査】
丹藤 雄介，松宮 朋穂，阿部 由紀子，
宮崎 光江

保健・第51講義室 

1221100038 基礎ゼミナール【H文化】 横地 徳廣 総合405
1221100039 基礎ゼミナール【H文化】 佐々木 あすか 総合314
1221100040 基礎ゼミナール【H文化】 中野 顕正 総合315
1221100041 基礎ゼミナール【H文化】 城本 るみ 総合316
1221100042 基礎ゼミナール【H文化】 荷見 守義 総合317
1221100043 基礎ゼミナール【H文化】 堀 智弘 総合410
1221100044 基礎ゼミナール【H文化】 古川 祐貴 総合414
1221100045 基礎ゼミナール【H社会】 吉村 顕真 総合205
1221100046 基礎ゼミナール【H社会】 渋田 美羽 総合206
1221100047 基礎ゼミナール【H社会】 伊藤 健 総合207
1221100048 基礎ゼミナール【H社会】 加藤 惠吉 総合・情報処理演習室
1221100049 基礎ゼミナール【H社会】 熊田 憲 総合309
1221100050 基礎ゼミナール【H社会】 羽渕 一代 総合310
1221100051 基礎ゼミナール【H社会】 古村 健太郎 総合318
1221100052 基礎ゼミナール【H社会】 松井 歩 総合319
1221100053 基礎ゼミナール【M医】 今泉 忠淳 他 医学研究科棟

自然・科学 1221100054 農学の世界－微生物を活かしたものづくり－ 園木 和典 総合301
7・8時限 自然・科学 1221100059 生物学の世界－キノコ学入門－ 殿内 暁夫 総合315

1221100060 基礎ゼミナール【P小学校】 上山 健太 総合205
1221100061 基礎ゼミナール【P小学校】 田中 拓郎 総合206
1221100062 基礎ゼミナール【P小学校】 清水 稔 総合207
1221100063 基礎ゼミナール【P小学校】 佐藤 崇之 総合208
1221100064 基礎ゼミナール【P小学校】 越村 康英 総合309
1221100065 基礎ゼミナール【P中学校】 長南 幸安 総合310
1221100066 基礎ゼミナール【P中学校】 塚本 悦雄 総合318
1221100067 基礎ゼミナール【P中学校】 吉崎 聡子 総合319
1221100068 基礎ゼミナール【P特支】 増田 貴人 教育205教室
1221100069 基礎ゼミナール【P養教】 原 郁水 教育302教室
1221100070 基礎ゼミナール【P養教】 相馬 優樹 教育303教室

人間・生命 1221100071 医学・医療の世界－がんを知る－
○山田 勝也，土岐 力，青木 昌彦，二神 真行，
石戸 圭之輔，渡邉 純，三上 達也，鬼島 宏，大
鹿 周佐

総合306

1・2時限

5・6時限

スタディスキル導入科目

9・10時限

データサイエンス科目

社会・文化

人間・生命

スタディスキル導入科目

3・4時限 スタディスキル導入科目



【前期・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
1221100072 English Communication A 山本 秀樹 総合207
1221100073 English Communication A BUTLER ALASTAIR JAMES 総合205
1221100074 English Communication A 高内 悠貴 総合203
1221100075 English Communication A JAGNO REIK 総合419
1221100076 English Communication A [ウォータース 雅代] 総合405
1221100077 English Communication A [HUGOSSON ALVAR OLOF] 総合305
1221100078 English Communication A [荒田 弘美 マクマナス] 総合309
1221100079 English Communication A [WATERS GLENN EUSTACE] 総合410
1221100080 English Communication C 内海 淳 情報302実習室
1221100081 English Communication C 近藤 亮一 総合310
1221100082 English Communication C 多田 恵実 総合206
1221100083 English Communication C 立田 夏子 総合208
1221100084 English Communication C [笹森 圭子] 総合418
1221100085 English Communication C [野呂 佐枝子] 総合411
1221100086 English Communication C [髙杉 純子] 総合409
1221100087 English Communication C [須々田 友子] 総合318

人間・生命 1221100088 メンタルヘルス－心と体の健康を考える－ ○高橋 恵子，田名場 美雪，佐藤 研 総合401
1221100089 基礎ゼミナール【M保看護】 藤田 あけみ 総合313
1221100090 基礎ゼミナール【M保看護】 高間木 静香 総合314
1221100091 基礎ゼミナール【M保看護】 工藤ひろみ 総合315
1221100092 基礎ゼミナール【M保看護】 早狩 瑶子 総合316
1221100093 基礎ゼミナール【M保看護】 境 美穂子 総合317
1221100094 基礎ゼミナール【M保看護】 中村 典雄 総合318
1221100095 基礎ゼミナール【M保看護】 野戸 結花 総合319
1221100096 基礎ゼミナール【M保看護】 橋本 美亜 総合309
1221100098 基礎ゼミナール【M保放射線】 門前 暁，細田 正洋，細川 翔太，山口 平 総合310
1221100101 基礎ゼミナール【M保理学】 藤田 俊文 総合418
1221100102 基礎ゼミナール【M保理学】 石川 大瑛 総合411
1221100103 基礎ゼミナール【M保作業】 山田 順子 総合410
1221100104 基礎ゼミナール【M保作業】 上谷 英史 総合302

社会・文化 1221100105 政治経済・社会－ゲーム理論の基礎－ 小谷田 文彦 総合301
社会・文化 1221100106 芸術－津軽のアートとナラティブ－ ○SAWADA HANNAH JOY，関根 達人 総合217
自然・科学 1221100107 物理学の世界－物理学入門－ 黒川 敦 総合201
人間・生命 1221100108 生活と健康－人間発達とリハビリテーション－ 小枝 周平 総合301

1221100109 ドイツ語Ⅰ①【H・P・S・A】 [相馬 伸子] 総合313
1221100110 ドイツ語Ⅰ②【M （学籍番号奇数）】 永本 哲也 総合314
1221100111 ドイツ語Ⅰ③【M （学籍番号偶数）】 [山本 由起] 総合315
1221100112 フランス語Ⅰ①【M医（学籍番号奇数）】 JANSON MICHEL 総合413
1221100113 フランス語Ⅰ②【P・M保・S・A】 [小笠原 淑子] 総合414
1221100114 フランス語Ⅰ③【H】 [工藤 貴子] 総合405
1221100115 フランス語Ⅰ④【M医（学籍番号偶数）】 [松山 和子] 総合203
1221100116 中国語Ⅰ①【M・P】 楊 天曦 総合318
1221100117 中国語Ⅰ②【H（文化創生課程）】 [許 紅] 総合319
1221100118 中国語Ⅰ③【H（社会経営課程）】 [李 淑賢] 総合411
1221100119 中国語Ⅰ④【S・A】 [顧 国玉] 総合418

データサイエンス科目 1221100120 データサイエンス基礎【S機械】 中村 雅之 情報201実習室
社会・文化 1221100121 歴史・地理－考古学入門Ⅰ－ 関根 達人 総合401

1221100122 化学の世界－米国式基礎化学－ 太田 俊 総合・情報処理演習室
1221100123 農学の世界－農学領域のバイオテクノロジー－ ○柏木 明子，松崎 正敏，田中 克典 総合306
1221100124 物理学の世界－現代物理学入門－ 仙洞田 雄一 総合406
1221100125 生活と健康－ストレスと健康－ 高橋 恵子 総合201
1221100126 生活と健康－食と栄養と薬の関係－ 岩井 邦久 総合301
1221100127 データサイエンス基礎【M保看護】 山本 美由紀 情報201実習室
1221100128 データサイエンス基礎【M保放射線】 工藤 幸清，對馬 恵，小山内 暢 情報101実習室
1221100129 データサイエンス基礎【M保理学・作業，M心理】 小山内 隆生，對馬 栄輝 総合101
1221100130 データサイエンス基礎【A生物・分子・地域】 栗田 大輔 総合401
1221100131 データサイエンス基礎【A食料・国際】 石川 隆二 総合301

社会・文化 1221100132 政治・経済社会－入門マクロ経済学－ 山本 康裕 総合406
自然・科学 1221100133 環境と生活－環境と生活A①－ 長南 幸安 総合306
人間・生命 1221100134 心理学の世界－心理学の基礎－ ○吉中 淳，松本 恵美，田名場 忍 総合304

スタディスキル
導入科目3・4時限

9・10時限

人間・生命

7・8時限 

多言語

5・6時限

自然・科学

データサイエンス科目

英語
1・2時限



【前期・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
1221100135 English Communication A 澤田 真一 総合303
1221100136 English Communication A RAUSCH ANTHONY SCOTT 総合207
1221100137 English Communication A JAGNO REIK 総合419
1221100138 English Communication A [ウォータース 雅代] 総合405
1221100139 English Communication A [HUGOSSON ALVAR OLOF] 総合305
1221100140 English Communication A [荒田 弘美 マクマナス] 総合309
1221100141 English Communication A [マックウィニー スティーブン] 総合319
1221100142 English Communication A [WATERS GLENN EUSTACE] 総合410
1221100143 English Communication C 土屋 陽子 総合205
1221100144 English Communication C 多田 恵実 総合206
1221100145 English Communication C 立田 夏子 総合208
1221100146 English Communication C 小野寺 進 総合418
1221100147 English Communication C [野呂 佐枝子] 総合411
1221100148 English Communication C [髙杉 純子] 総合409
1221100149 English Communication C [須々田 友子] 総合318
1221100150 English Communication C [小笠原 淑子] 総合310
1221100151 English Communication A 澤田 真一 総合303
1221100152 English Communication A BUTLER ALASTAIR JAMES 総合205
1221100153 English Communication A SAWADA HANNAH JOY 総合217
1221100154 English Communication A [ウォータース 雅代] 総合405
1221100155 English Communication A [FORSYTHE III EDWARD MERLE] 総合319
1221100156 English Communication A [HUGOSSON ALVAR OLOF] 総合305
1221100157 English Communication A 荒田 弘美 マクマナス] 総合309
1221100158 English Communication A [WATERS GLENN EUSTACE] 総合410
1221100159 English Communication C 小野寺 進 総合207
1221100160 English Communication C 多田 恵実 総合206
1221100161 English Communication C 立田 夏子 総合208
1221100162 English Communication C SOLOMON JOSHUA LEE 総合418
1221100163 English Communication C [野呂 佐枝子] 総合411
1221100164 English Communication C [髙杉 純子] 総合409
1221100165 English Communication C [須々田 友子] 総合318
1221100166 English Communication C [小笠原 淑子] 総合310

自然・科学 1221100167 生物学の世界－ウイルス学入門－ 森田 英嗣 総合201
1221100168 ドイツ語Ⅰ④ [相馬 伸子] 総合313
1221100169 フランス語Ⅰ⑤ JANSON MICHEL 総合207
1221100170 中国語Ⅰ⑤【H以外】 楊 天曦 総合318
1221100171 中国語Ⅰ⑥【H（文化創生課程）】 [許 紅] 総合319→総合419
1221100172 中国語Ⅰ⑦【H（社会経営課程）】 [李 淑賢] 総合418
1221100173 芸術－声楽入門Ⅰ－ 杉原 かおり 教育・音楽ホール
1221100174 文学－日本の絵本の世界－ SAWADA HANNAH JOY 総合217

9・10時限 自然・科学 1221100175 数学の世界－データサイエンス発展II－ ○紅林 亘，徐 貺哲 情報301実習室

3・4時限

多言語
5・6時限

英語

7・8時限 社会・文化

英語1・2時限



【前期・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
1221100176 English Communication A 佐藤 剛 総合206
1221100177 English Communication A BIRDSELL BRIAN JON 総合205
1221100178 English Communication A SOLOMON JOSHUA LEE 総合207
1221100179 English Communication A JAGNO REIK 総合419
1221100180 English Communication A [ウォータース 雅代] 総合405
1221100181 English Communication A [HUGOSSON ALVAR OLOF] 総合305
1221100182 English Communication A [荒田 弘美 マクマナス] 総合309
1221100183 English Communication A [WATERS GLENN EUSTACE] 総合410
1221100184 English Communication C 堀 智弘 総合318
1221100185 English Communication C 内海 淳 情報302実習室
1221100186 English Communication C 畑中 杏美 総合319
1221100187 English Communication C [野呂 徳治] 総合404
1221100188 English Communication C 多田 恵実 総合418
1221100189 English Communication C 片桐 早苗 総合208
1221100190 English Communication C [野呂 佐枝子] 総合411
1221100191 English Communication C [髙杉 純子] 総合409

人間・生命 1221100192 情報と健康・医学－保健・医療とデータ解析－ 野坂 大喜 情報101実習室
1221100193 基礎ゼミナール【A生物】 小林 一也 総合207
1221100194 基礎ゼミナール【A生物】 大河 浩 総合314
1221100195 基礎ゼミナール【A生物】 笹部 美知子 総合315
1221100196 基礎ゼミナール【A生物】 山尾 僚 総合316
1221100197 基礎ゼミナール【A分子】 吉田 孝 総合317
1221100198 基礎ゼミナール【A分子】 高田 晃 総合318
1221100199 基礎ゼミナール【A分子】 園木 和典 総合319
1221100200 基礎ゼミナール【A分子】 濵田 茂樹 総合320
1221100201 基礎ゼミナール【A食料】 石川 隆二 総合321
1221100202 基礎ゼミナール【A食料】 前多 隼人 総合411
1221100203 基礎ゼミナール【A食料】 西塚 誠 総合413
1221100204 基礎ゼミナール【A食料】 金児 雄 総合418
1221100205 基礎ゼミナール【A国際】 張 樹槐 総合414
1221100206 基礎ゼミナール【A国際】 叶 旭君 総合419
1221100207 基礎ゼミナール【A国際】 小早川 紘樹 総合420
1221100208 基礎ゼミナール【A国際】 田中 紀充 総合205
1221100209 基礎ゼミナール【A国際】 石塚 哉史 総合313
1221100210 基礎ゼミナール【A国際】 柳 京煕 総合208
1221100211 基礎ゼミナール【A国際】 吉仲 怜 総合423
1221100212 基礎ゼミナール【A地域】 佐々木 長市 農生330
1221100213 基礎ゼミナール【A地域】 藤崎 浩幸 農生330
1221100214 基礎ゼミナール【A地域】 加藤 幸 農生330
1221100215 基礎ゼミナール【A地域】 森谷 慈宙 農生330
1221100216 基礎ゼミナール【A地域】 遠藤 明 農生330

データサイエンス科目 1221100217 データサイエンス基礎【M保検査】 野坂 大喜 情報101実習室
1221100218 法と社会B-日本国憲法①-【P小学校】 [小野 昇平] 総合301
1221100219 法と社会B-日本国憲法②-【P中学校・特支・養教】 [宮崎 秀一] 教育1階大教室
1221100220 政治経済・社会－はじめての会計学－ 内藤 周子 総合303

1221100221
文学－日本近現代文学における〈ファンタジー〉〈SF〉
〈アドベンチャー〉－

帆苅 基生 総合401

1221100222 文学－日本の戦争文学－ SAWADA HANNAH JOY 総合217
1221100223 芸術－スティールパンの製作と演奏－ 冨田 晃 教育・4階美術教材室
1221100224 芸術－モダンアート－ 出 佳奈子 教育1階大教室
1221100225 化学の世界－実感する化学A－ 高田 晃 総合306
1221100226 化学の世界－毒の話－ 橋本 勝 総合201
1221100227 環境と生活－人類とエネルギー－ 佐々木 一哉 理工11番講義室
1221100228 数学の世界－事例で体験するデータサイエンス－ ○徐 貺哲，紅林 亘， 宋 美蘭 総合・情報処理演習室
1221100229 医学・医療の世界－人体のしくみと病気のなりたち－ ○森 文秋，鬼島 宏，三木 康生，吉澤 忠司 総合101
1221100230 運動と健康Ａ－運動とリハビリテーションA－ ○尾田 敦，高見 彰淑，土屋 涼子 総合302
1221100231 人を育む営み－子どもの健康－ ○扇野 綾子，橋本 美亜 総合305
1221100232 人を育む営み－乳幼児の教育と社会－ 武内 裕明 教育205教室
1221100233 人間の尊厳－人間の尊厳A－ 小山内 隆生 総合301
1221100234 心理学の世界－障害児の心理と支援－ 天海 丈久 総合205
1221100235 人を育む営み－ESDと消費者教育－ 加賀 恵子 教育202教室
1221100109 ドイツ語Ⅰ①【H・P・S・A】 [相馬 伸子] 総合313
1221100110 ドイツ語Ⅰ②【M （学籍番号奇数）】 永本 哲也 総合314
1221100111 ドイツ語Ⅰ③【M （学籍番号偶数）】 [山本 由起] 総合315
1221100112 フランス語Ⅰ①【M医（学籍番号奇数）】 JANSON MICHEL 総合413
1221100113 フランス語Ⅰ②【P・M保・S・A】 [小笠原 淑子] 総合414
1221100114 フランス語Ⅰ③【H】 [工藤 貴子] 総合405
1221100115 フランス語Ⅰ④【M医（学籍番号偶数）】 [松山 和子] 総合203
1221100116 中国語Ⅰ①【M・P】 楊 天曦 総合318
1221100117 中国語Ⅰ②【H（文化創生課程）】 [許 紅] 総合319
1221100118 中国語Ⅰ③【H（社会経営課程）】 [李 淑賢] 総合411
1221100119 中国語Ⅰ④【S・A】 [顧 国玉] 総合418
1221100236 データサイエンス基礎【S数物】 鈴木 裕史 情報101実習室
1221100237 データサイエンス基礎【S地球・自然】 前田 拓人 総合201
1221100238 データサイエンス基礎【S物質・電子】 尾崎 翔 総合301
1221100239 化学の世界－食と生活の酵素化学－ 吉田 孝 総合401

1221100240 環境と生活－総合エネルギー学－
○井岡 聖一郎，阿布 里提，内藤 周子，本田 明
弘，吉田 曉弘，花田 真一，久保田 健，官 国清，
伊高 健治，若狭 幸

総合304

1221100241 生物学の世界－遺伝子，ゲノム，DNA－ 牛田 千里 総合306
1221100242 医学・医療の世界－医学研究の進歩A－ ○土岐 力，麓 敏雄，藤田 敏次，栗林 航 総合305

1221100243 人を育む営み－教育学への誘い－

○吉崎 聡子，宮崎 充治，増田 貴人，佐藤 崇
之，深作 拓郎，小瑶 史朗，武内 裕明，森本 洋
介，田中 拓郎，越村 康英，田中 義久，加賀 恵
子，桐村 豪文

総合406

データサイエンス科目 1221100244 データサイエンス基礎【M医】 玉田 嘉紀 総合201
社会・文化 1221100245 芸術－音楽入門－ 今田 匡彦 教育1階大教室

自然・科学 1221100246 環境と生活－放射線の理解－
○工藤 幸清，小山内 隆生，三浦 富智，冨澤 登
志子，伊藤 巧一，高橋 純平，寺島 真悟

総合401

人間・生命 1221100247 人を育む営み－教育の場における試行錯誤と幸福A－ 清水 稔 総合404

社会・文化

スタディスキル導入科目

多言語

5・6時限

データサイエンス科目

英語
1・2時限

自然・科学

社会・文化

3・4時限

7・8時限 

自然・科学

人間・生命

人間・生命

9・10時限



【前期・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
1221100248 English Communication A 高内 悠貴 総合203
1221100249 English Communication A 佐藤 剛 総合206
1221100250 English Communication A BIRDSELL BRIAN JON 総合205
1221100251 English Communication A SOLOMON JOSHUA LEE 総合207
1221100252 English Communication A [ウォータース 雅代] 総合405
1221100253 English Communication A [HUGOSSON ALVAR OLOF] 総合305
1221100254 English Communication A [荒田 弘美 マクマナス] 総合309
1221100255 English Communication A [WATERS GLENN EUSTACE] 総合410
1221100256 English Communication C 木村 宣美 総合318
1221100257 English Communication C 畑中 杏美 総合319
1221100258 English Communication C [笹森 圭子] 総合418
1221100259 English Communication C [野呂 佐枝子] 総合411
1221100260 English Communication C [髙杉 純子] 総合409
1221100261 English Communication C [川浪 亜弥子] 総合217
1221100262 English Communication C [曽我 純子] 総合208
1221100263 English Communication C [小笠原 淑子] 総合310
1221100264 English Communication A BIRDSELL BRIAN JON 総合205
1221100265 English Communication A SOLOMON JOSHUA LEE 総合207
1221100266 English Communication A JAGNO REIK 総合419
1221100267 English Communication A [ウォータース 雅代] 総合405
1221100268 English Communication A [FORSYTHE III EDWARD MERLE] 総合319
1221100269 English Communication A [HUGOSSON ALVAR OLOF] 総合305
1221100270 English Communication A [荒田 弘美 マクマナス] 総合309
1221100271 English Communication A [WATERS GLENN EUSTACE] 総合410
1221100272 English Communication C 木村 宣美 総合318
1221100273 English Communication C [笹森 圭子] 総合418
1221100274 English Communication C 片桐 早苗 総合206
1221100275 English Communication C [野呂 佐枝子] 総合411
1221100276 English Communication C [髙杉 純子] 総合409
1221100277 English Communication C [川浪 亜弥子] 総合217
1221100278 English Communication C [曽我 純子] 総合208
1221100279 English Communication C [小笠原 淑子] 総合310
1221100280 思想－中国の思想－ 山田 史生 総合401
1221100281 政治経済・社会－社会学入門－ 高瀬 雅弘 総合406
1221100283 くらし・文化－スペイン，ラテンアメリカの言語と文化－ 冨田 晃 総合410
1221100284 歴史・地理－中世・ルネサンスのヨーロッパ文化史－ 出 佳奈子 総合409
1221100285 化学の世界－医療系の基礎化学－ ○宮崎 航，中野 学 総合201
1221100286 生物学の世界－生物多様性とその保全－ ○中村 剛之，山岸 洋貴 総合303
1221100287 農学の世界－入門・果物の経済学－ 成田 拓未 総合301
1221100288 物理学の世界－身の回りの物理－ 遠田 義晴 総合309
1221100289 メンタルヘルス－心と運動－ ○益川 満治，[渡邉 陵由] 第1体育館・トレーニングルーム

1221100290 医学・医療の世界－最新医学の現状A－
○漆舘 聡志，西嶌 春生， 田中 寿志， 諸橋 一，
室谷 隆裕，石戸圭 之輔， 鎌滝 章央， 髙安 忍

総合305

1221100291 医学・医療の世界－薬の科学（なぜ薬は効くのか？）－ 西塚 誠 総合405
1221100292 人を育む営み－ことばと発達－ 田中 拓郎 総合101
1221100293 運動と健康Ａ－ヨガの理論と実践－ 高間木 静香 第2体育館・トレーニング室
1221100168 ドイツ語Ⅰ④ [相馬 伸子] 総合313
1221100169 フランス語Ⅰ⑤ JANSON MICHEL 総合207
1221100170 中国語Ⅰ⑤【H以外】 楊 天曦 総合318
1221100171 中国語Ⅰ⑥【H（文化創生課程）】 [許 紅] 総合319→総合419
1221100172 中国語Ⅰ⑦【H（社会経営課程）】 [李 淑賢] 総合418
1221100294 芸術－音楽と哲学Ａー作曲を通して考察する－ 清水 稔 総合404
1221100295 芸術－彫刻入門Ⅰ－ 塚本 悦雄 教育・4階美術教材室
1221100296 芸術－日本画入門Ⅰ－ [蝦名 敦子] 教育・4階美術制作室
1221100297 生物学の世界－細胞の基礎生物学－ 中原 岳久 総合101
1221100298 農学の世界－食と生活の酵素科学－ 濱田 茂樹 総合306
1221100299 生物学の世界－医療系の基礎生物学・細胞生物学－ ○宮崎 航，堀江 香代，宮崎 光江 総合201
1221100300 運動と健康A－スポーツ・運動を通した健康づくり－ ○益川 満治，[渡邉 陵由] 第1体育館・トレーニングルーム

1221100301 運動と健康Ａ－健康運動実践①－ ○上野 秀人，[戸祭 潤] 第2体育館
1221100302 心理学の世界－身近な対人関係の維持と崩壊①－ 古村 健太郎 総合401
1221100303 人を育む営み－育児と子どもの発達A－ 増田 貴人 教育2階大教室
1221100304 人を育む営み－美術教育学入門A－ 佐藤 絵里子 総合406

1221100305 生活と健康－食と健康－
○藤田 あけみ，佐藤 之紀，太田 一輝，高間木
静香

総合301

1221100306 生活と健康－生活習慣と健康－
○小倉 能理子，冨澤 登志子，漆坂 真弓，土屋
涼子，太田 一輝

総合303

1221100307 思想－倫理学の基礎A－ 横地 徳廣 総合401
1221100308 芸術－楽器の世界－ 冨田 晃 教育2階大教室
1221100309 言語学の世界－協定校の学生と交流しよう－ 小山 宣子 総合310
1221100310 生物学の世界－生物と地球の進化－ 根本 直樹 総合201
1221100311 物理学の世界－医療系の物理学－ 中原 岳久 総合101

1221100312
メンタルヘルス－幼少期トラウマの癒しと栄養による精
神的健康の増進－

阿部 由紀子 総合301

1221100313 医学・医療の世界－感染症から身を守る－
○浅野 クリスナ，今泉 忠淳，松宮 朋穂，成田 浩
司，サブソムウオン パーウィニー

総合304

1221100314 医学・医療の世界－身体をはかる－ ○漆坂 真弓，北島 麻衣子，三上 佳澄，境 美穂 総合206
1221100315 運動と健康Ａ－リハビリテーションとメンタルヘルス－ ○太田 一輝，佐藤 ちひろ，土屋 涼子，横田 純 総合305

1221100316
情報と健康・医学－保健・医療におけるデータサイエン
スと数理モデル－

松谷 秀哉 情報101実習室

社会・文化

自然・科学

3・4時限

1・2時限

英語

5・6時限

英語

人間・生命

9・10時限

自然・科学

社会・文化

社会・文化

自然・科学

人間・生命

多言語

人間・生命

7・8時限



【前期・集中講義】
[1年次以上対象科目]

- 科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名 開講日程

集中 社会・文化 1221110001 くらし・文化－地域の芸術文化振興－
○朝山 奈津子，出 佳奈子，[袴田 麻祐子]，[福
田 裕美]

日程：未定

【多元的地域志向科目（医学科1年次のみ履修可能】
曜日 時限 時間割コード 開講科目名 担当教員名 講義室・開講日程

月曜日 3・4時限 1221200001 青森エクスカーション－青森の生物学①－ [工藤 誠也] 総合305

月曜日 3・4時限 1221200002
地域プロジェクト演習－青森における多文化共生を考
える－

亀谷 学 総合404

月曜日 9・10時限 1221200003 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405
月曜日 9・10時限 1221200004 地域プロジェクト演習－サウンドスケープ入門－ 今田 匡彦 教育・音楽ホール
火曜日 1・2時限 1221200005 地域プロジェクト演習－地域産品の創作A－ 冨田 晃 教育4階・美術教材室
火曜日 3・4時限 1221200006 地域プロジェクト演習－健康革命を学ぶ－ 村下 公一 総合305

火曜日 3・4時限 1221200007
地域プロジェクト演習－北東北の舞踏と芸能ワーク
ショップ－

[GRIGORE IRINA FLORENTINA] 総合405

火曜日 7・8時限 1221200008 地域プロジェクト演習－津軽地域文化国際共修A－ 髙橋 千代枝 総合310

水曜日 3・4時限 1221200009 地域の多様性と活性化－原発・核燃と地域社会－
○宮永 崇史，根本 直樹，永瀬 範明，泉谷 眞
実，福田 進治，大谷 伸治，増田 亮，[大坪 正一]	

総合304

水曜日 3・4時限 1221200010
市民参加と地域づくり－新しいグローカル時代の市民
性教育とオルタナティブスクール－

宋　美蘭 総合419

水曜日 3・4時限 1221200011 地域プロジェクト演習－津軽地域文化国際共修C－ 髙橋 千代枝，諏訪淳一郎 総合404

水曜日 5・6時限 1221200012
地域の食と産業化－Cultural anthropology of local
food and dietary practice－

○諏訪 淳一郎，[GRIGORE IRINA
FLORENTINA]，杉山 祐子，近藤 史

総合305

水曜日 7・8時限 1221200013
青森エクスカーション－Cultural anthropology of
exhibitions－

○諏訪 淳一郎，片岡 太郎 総合305

水曜日 7・8時限 1221200014 青森エクスカーション－青森県の農地の生態学－ [ムラノ 千恵] 総合309

水曜日 7・8時限 1221200015
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405

水曜日 7・8時限 1221200016 地域プロジェクト演習－地域メディア活用の実践－ [大浦 雅勝] 総合406
木曜日 1・2時限 1221200017 地域プロジェクト演習－食と地域づくり－ [柴田 彩子] 総合406
木曜日 3・4時限 1221200018 青森エクスカーション－質的社会調査入門－ 高瀬 雅弘 教育304教室
木曜日 3・4時限 1221200019 青森エクスカーション－青森の生物学②－ [工藤 誠也] 総合206
木曜日 3・4時限 1221200020 地域の多様性と活性化－消費者市民社会入門－ ○福田 進治，保田 宗良，加賀 恵子 総合305

木曜日 3・4時限 1221200021
地域の多様性と活性化－人口減少社会の再デザイン：
新幹線をキーワードに－

[櫛引 素夫] 総合405

木曜日 3・4時限 1221200022 地域の多様性と活性化－地域とアートワールド－ ○朝山 奈津子，出 佳奈子，塚本 悦雄 総合309
木曜日 3・4時限 1221200023 地域プロジェクト演習－子ども・子育てと地域－ ○増田 貴人，[生島 美和]，[古川 照美] 教育・1階中教室

木曜日 7・8時限 1221200024
青森エクスカーション－Research in communal
sustainability－

諏訪 淳一郎 総合318

木曜日 7・8時限 1221200025
地域の多様性と活性化－International Studies of
Business Practices in Regional Japan①－

髙橋 千代枝 総合217

木曜日 7・8時限 1221200030
地域プロジェクト演習－環境と向き合い実践を学ぶ地
域演習－

○土井 良浩，北原 啓司 教育202教室

金曜日 5・6時限 1221200026 地域の多様性と活性化－地域社会とメディア－ [松本 悦子] 総合206
金曜日 7・8時限 1221200027 地域プロジェクト演習－アート・プロジェクト入門①－ [髙橋 憲人] 総合309
金曜日 9・10時限 1221200028 青森エクスカーション－津軽の漆工芸①－ [髙橋 憲人] 総合309
金曜日 9・10時限 1221200029 地域プロジェクト演習－地域文化の映像人類学－ [GRIGORE IRINA FLORENTINA] 総合405
集中 - 1221210001 青森エクスカーション－青森の生物学③－ [工藤 誠也] 日程：未定
集中 - 1221210002 青森エクスカーション－青森の農の可能性①－ 平井 太郎 日程：受講者と調整の上決定

集中 - 1221210003
青森エクスカーション－地域の情報の集め方・まとめ
方・伝え方－

[柴田 彩子] 日程：4/23，5/21，6/18，7/16

集中 - 1221210004 青森エクスカーション－陸奥湾の生物学－ [美濃川 拓哉]，未定 日程：9/24～9/26
集中 - 1221210005 地域の多様性と活性化－地域社会と移動①－ [成田 凌] 日程：受講者と調整の上決定

集中 - 1221210006 地域プロジェクト演習－弘前市の課題と発展を考える－ ○森 樹男，新谷ますみ 日程：8/23～8/25
集中 - 1221210007 地域プロジェクト演習－地域生活調査実習－ 高瀬 雅弘 日程：9/5～9/8

集中 - 1221210008 地域の多様性と活性化－地域活性化論①－
○長南 幸安，[福眞 睦城]，[小倉　亮]，[長岡　俊
成]

日程：5/14，5/15
上記日程の他，オンデマ
ンド形式により実施予定

【前期・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

木曜日 7･8時限 1221300001 日本語A1－中上級日本語読解A－ 長尾 和子 総合319
火曜日 3･4時限 1221300002 日本語A3－中上級日本語作文A－ 新川 以智子 総合420
月曜日 3･4時限 1221300003 日本語A5－中上級アカデミックジャパニーズ聴解A－ 山崎 達郎 総合420
木曜日 3･4時限 1221300004 日本語A7－中上級・上級日本語文法A－ 新川 以智子 総合217
水曜日 7･8時限 1221300005 日本語A9－中上級・上級日本事情プレゼンテーションA－ 髙橋 千代枝 総合313
金曜日 3･4時限 1221300006 日本語B1－上級日本語読解A－ 山崎 達郎 総合420
火曜日 3･4時限 1221300007 日本語B3－上級日本語アカデミックライティングA－ 髙橋 千代枝 総合217
火曜日 5･6時限 1221300008 日本語B5－上級日本語アカデミックジャパニーズ聴解A－ 長尾 和子 総合320


