
【後期・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
社会・文化 1222100001 芸術－囲碁入門その後－ 山田 史生

1222100002 ドイツ語ⅡB① FUHRT VOLKER MICHAEL
1222100003 フランス語ⅡA① JANSON MICHEL
1222100004 中国語ⅡA① 楊 天曦
1222500001 青森の経済・産業－地域課題解決論－ [野口 拓郎]
1222500002 青森の経済・産業－地域活性化について－ [村中 文人]
1222500003 青森の行政－地域司法－ 平野 潔

1222500004 青森の自然－食育概論②－
○伊藤 大雄，泉谷 眞実，丹藤 雄介，松﨑 正敏，前
田 智雄，石塚 哉史，遠藤 明，小早川 紘樹

1222500070 青森の自然－白神学Ⅰ－

○中村 剛之，根本 直樹，松山 信彦，石田 祐宣，殿
内 暁夫，本多 和茂，石田 清，上條 信彦，山岸 洋
貴，小林 一也，池田 紘士，鄒 青穎，丹波 澄雄，丸
居 篤

1222500005 青森の民俗・芸能－弘前藩のサムライ文化－ 山田 史生
1222500006 青森の文化－オンライン演奏会実習－ 小田 直弥
1222100253 政治経済・社会－管理会計・原価計算入門－ 商 哲
1222100012 芸術－音楽と哲学Ｂ－作曲を通して考察する－ 清水 稔
1222100013 文学－現代女性文学の世界－ 鈴木 愛理
1222100014 芸術－日本画入門Ⅱ－ ○[蝦名 敦子]，出 佳奈子

1222100015
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

1222100016 化学の世界－実感する化学Ｂ－ 高田 晃
1222100017 化学の世界－生活の化学A－ 鷺坂 将伸
1222100018 農学の世界－イネ（稲）を学ぶ－ 姜 東鎮
1222100019 物理学の世界－相対性理論入門－ 佐藤 松夫
1222100020 物理学の世界－物理学の基礎－ 金本 俊幾
1222100021 メンタルヘルス－メンタルヘルスⅠ－ ○田中 真，小山内 隆生，會津 桂子，三上 美咲
1222100022 医学・医療の世界－人体のしくみと健康－ ○齋藤 絵里奈，川口 章吾，高橋 識志，葛西 秋宅
1222100023 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
1222100024 人を育む営み－女性の健康－ 葛西 敦子
1222100025 医学・医療の世界－医学研究の進歩B－ ○丹治 邦和，米山 徹，工藤 和洋，金崎 里香

5・6時限 グローバル科目 1222500007
グローバル社会・経済 －世界と地域を結ぶグローバ
ルリーダーシップ②－

諏訪 淳一郎

7・8時限 人間・生命 1222100027 心理学の世界－心理学入門B－ ○田名場 美雪，高橋 恵子
1222500009 国際地域－地域研究入門－ 白石 壮一郎
1222500010 世界の芸術・芸能－音楽人類学－ 諏訪 淳一郎
1222500011 世界の芸術・芸能－美術史研究入門－ 出 佳奈子

1222500012 地球環境－21世紀の地球環境問題①－
○石田 清，松山 信彦，石田 祐宣，泉谷 眞実，長南
幸安

[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

3・4時限 学部越境型地域志向科目 1222500013 地域プロジェクト演習－弘前の文化的資源－ 葉山 茂
5・6時限 学部越境型地域志向科目 1222500014 青森の多様性と活性化－雪国活性化論－ ○長南 幸安，北原 啓司
7・8時限 学部越境型地域志向科目 1222500015 地域プロジェクト演習－地域産品の創作C－ 冨田 晃

【2年次以上用】令 和 ４ 年 度 教 養 教 育 科 目  『 後 期 』  授 業 時 間 割

1・2時限
多言語

3・4時限

ローカル科目

自然・科学

人間・生命

社会・文化

グローバル科目9・10時限

【後期時間割について】
この時間割には，令和4年度「後期」の授業科目を掲載しています。

後期の授業科目の履修登録は9月末に行うことになるので，開講する授業科目の確認用として使用してください。



【後期・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
1222100049 地域学ゼミナール①【H・M保・A】 大倉 邦夫，山田 基矢，西野 敦雄
1222100050 地域学ゼミナール②【H・M保・A】 熊野 真規子，多喜代 健吾，川端 二功
1222100051 地域学ゼミナール③【H・M保・A】 山本 秀樹，牧野 美里，佐藤 之紀
1222100052 地域学ゼミナール④【H・M保・A】 細川 翔太，森 洋，會津 桂子
1222100053 地域学ゼミナール⑤【H・M保・A】 葛西 宏介，敦賀 英知，栗田 大輔
1222100054 地域学ゼミナール⑥【H・M保・A】 日比野 愛子，加藤 拓彦，中島 晶
1222100055 地域学ゼミナール⑦【H・M保・A】 森 樹男，横山 仁，紅林 亘
1222100056 地域学ゼミナール⑧【H・M保・A】 伊藤 巧一，丸居 篤，宋 美蘭
1222100057 地域学ゼミナール⑨【H・M保・A】 李 永俊，バトラー アラステア，松﨑 正敏

自然・科学 1222100058 工学の世界－自然の計測－ 丹波 澄雄
グローバル科目 1222500016 日本－日本文学とアイデンティティーの形成－ SAWADA HANNAH JOY

社会・文化 1222100060 歴史・地理－考古学の基礎－ 上條 信彦
自然・科学 1222100254 数学の世界－コンピュータ・リテラシー－ 桑波田 浩之

1222100061 キャリア形成の基礎①【S数物・地球・自然】 ○佐川 貢一，鳥飼 宏之
1222100062 キャリア形成の基礎②【S物質・電子・機械】 ○鳥飼 宏之，佐川 貢一
1222100063 キャリア形成の基礎【P】 ○越村 康英，教育学部兼任担当教員
1222100064 キャリア形成の基礎【M保・M心理】 ○石川 大瑛，保健学科兼任担当教員

自然・科学 1222100065 生物学の世界－微生物学の歴史－ 田中 和明
1222500017 国際地域－近世のグローバル・ヒストリー－ 中村 武司
1222500018 地球環境－21世紀の地球環境問題②－ ○伊藤 大雄，東 信行，山岸 洋貴，鄒 青穎，加藤 千
1222500019 日本－現代の生活工芸－ 髙橋 憲人
1222500021 日本－日本の表象文化－ 諏訪 淳一郎
1222500089 グローバル社会・経済－中国経済と日本－ 黄 孝春
1222500022 比較文化－異文化間コミュニケーション－ 長尾 和子

社会・文化 1222100073
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

1222100074 工学の世界－再生可能エネルギーの物理入門－ 渡邊 良祐
1222500020 環境と生活－地球温暖化と防災－ 谷田貝 亜紀代

人間・生命 1222100075 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

[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

1222500023 Speaking（初級） 片桐 早苗
1222500024 Speaking（中級） 片桐 早苗
1222500025 Speaking（上級） 片桐 早苗

3・4時限 学部越境型地域志向科目 1222500026 青森の多様性と生活化－青森の女性と子育て－ [GRIGORE IRINA FLORENTINA]
1222500027 Integerated B Level1 JAGNO REIK
1222500028 Integerated B Level1 横内 裕一郎

学部越境型地域志向科目 1222500029 青森エクスカーション－コミュニティと情報－ [松本 悦子]

【後期・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
1222100108 政治経済・社会－市場社会と政府の経済入門－ 金目 哲郎
1222100109 政治経済・社会－政治学入門－ 蒔田 純

ローカル科目 1222500030 青森の文化－津軽の近代文化史－ ○SAWADA HANNAH JOY，杉山 祐子，山田 巖子
1222100111 ドイツ語ⅡB② [田中 美由紀]
1222100112 フランス語ⅡA② 泉谷 安規
1222100113 中国語ⅡA② 城本 るみ
1222100114 中国語ⅡA③ 楊 天曦

7・8時限 グローバル科目 1222500031
グローバル社会・経済－Anthropology of Japanese
social structure－

諏訪 淳一郎

[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

1222500032 Speaking（初級） 片桐 早苗
1222500033 Speaking（中級） 片桐 早苗
1222500034 Speaking（上級） 片桐 早苗
1222500035 Speaking（初級） 片桐 早苗
1222500036 Speaking（中級） 片桐 早苗
1222500037 Speaking（上級） 片桐 早苗

7・8時限 学部越境型地域志向科目 1222500038 地域プロジェクト演習－津軽地域文化国際共修B－ 髙橋 千代枝

自然・科学

グローバル科目

9・10時限

5・6時限

スタディスキル導入科目

キャリア科目

3・4時限

7・8時限 

3・4時限

1・2時限 英語

3・4時限

5・6時限
多言語

社会・文化

英語

5・6時限

1・2時限 英語

英語



【後期・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
1222100134 地域学ゼミナール⑩【P・M医・M心理・S】 髙瀬 雅弘，長友 克広，高橋 龍一
1222100135 地域学ゼミナール⑪【P・M医・M心理・S】 長南 幸安，清水 武史，石田 祐宣
1222100136 地域学ゼミナール⑫【P・M医・M心理・S】 武内 裕明，水上 浩哉，岡崎 功
1222100137 地域学ゼミナール⑬【P・M医・M心理・S】 松本 恵美，瀬谷 和彦，中村 雅之
1222100138 地域学ゼミナール⑭【P・M医・M心理・S】 清水 稔，千葉 智博，城田 農
1222100139 地域学ゼミナール⑮【P・M医・M心理・S】 益川 満治，小豆畑 敬，阿布 里提
1222100140 地域学ゼミナール⑯【P・M医・M心理・S】 廣瀬 孝，増田 亮，大庭 輝
1222100141 地域学ゼミナール⑰【P・M医・M心理・S】 中山 忠政，呉羽 拓真，佐々木 純⼀郎
1222100142 地域学ゼミナール⑱【P・M医・M心理・S】 阿部 敏之，徐 貺哲，未定，

ローカル科目 1222500040 青森の文化－弘前藩の古武術－ 下田 雄次

1222500041 グローバルヘルス－世界の健康問題－
○漆舘 聡志，小渡 亮介，山内 宏大，飯野 香理，大
石 舞香，Kyi Mar Wai，平林 健，三上 誠

1222500042 世界の芸術・芸能－現代の音楽入門－ 今田 匡彦
1222500043 日本－日本の女性による文学－ SAWADA HANNAH JOY
1222500044 日本－日本語教育を知る②－ 笹森 圭子
1222500045 グローバル社会・経済 －ビジネスデータサイエンス－ 徐 貺哲

社会・文化 1222100149 芸術－木材・木炭入門－ 廣瀬 孝
自然・科学 1222100150 環境と生活－放射線概論－ ○細川 洋一郎，工藤 幸清，寺島 真悟

1222100151 ドイツ語ⅡA① [相馬 伸子]
1222100152 フランス語ⅡB① JANSON MICHEL
1222100153 中国語ⅡB① 楊 天曦
1222100157 キャリア形成の基礎【H】 ○高島 克史，人文社会科学部兼任担当教員
1222100158 キャリア形成の基礎【A】 ○丸井 篤，農学生命科学部兼任担当教員
1222100159 キャリア形成の基礎【M医】 山下 梓

社会・文化 1222100160 くらし・文化－子どもの育ちと教育福祉文化論－ 深作 拓郎
1222100161 運動と健康B【P小学校】－③－ ○益川 満治，杉本 和那美，戸塚 学，高橋 俊哉
1222100162 運動と健康B【P中学校･特支･養教】－④－ ○益川 満治，杉本 和那美，戸塚 学，高橋 俊哉
1222500046 青森の芸術－日本近現代文学における「青森」表象－ 帆苅 基生
1222500047 青森の芸術－青森の地方文壇と文学－ SOLOMON JOSHUA LEE

1222500048 青森の自然－食育概論①－
○石塚 哉史，泉谷 眞実，丹藤 雄介，松﨑 正敏，前
田 智雄，遠藤 明，田中 紀充

1222500049 青森の自然－青い森の食材機能学－
○前多 隼人，藤田 俊文，岩井 邦久，堀江香代，北
島 麻衣子

1222500050 青森の自然－青森の地震と火山－ ○片岡 俊一，佐々木 実
1222500051 青森の文化－北日本学－ [下田 雄次]
1222500052 青森の行政－弘前市の地方自治－ 児山 正史
1222500053 青森の経済・産業－地域経営と価値創造－ 内山 大史

グローバル科目 1222500054 世界の芸術・芸能－芸術身体論：ピアノ入門②－ 今田 匡彦
1222100172 くらし・文化－手芸とアート?編み物をめぐって－ 出 佳奈子
1222100173 芸術－彫刻入門Ⅱ－ 塚本 悦雄
1222100174 法と社会Ａ－「市民生活と法」入門－ 長谷河 亜希子
1222100175 化学の世界-光と物質- 島田 透
1222100176 化学の世界－生活の化学B－ ○長南 幸安，橋本 勝
1222100177 工学の世界－昆虫機能利用学入門－ 金児 雄
1222100178 数学の世界－実感する数学－ 高田 晃
1222100179 医学・医療の世界－人体のしくみＢ－ ○浅野 義哉，須藤 晋一郎，多田羅 洋太，白戸 佑貴
1222100180 運動と健康Ａ－健康運動実践②－ ○上野 秀人，戸祭 潤
1222100181 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
1222100182 人を育む営み－幼児教育への誘い－ 武内 裕明

[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

1222500055 Writing（初級） 立田 夏子
1222500056 Writing（中級） 立田 夏子
1222500057 Writing（上級） 立田 夏子

学部越境型地域志向科目 1222500058 青森エクスカーション－北日本の民俗芸能・祭り－ [下田 雄次]
社会・文化 1222500059 法と社会B-日本国憲法⑤-【全学部2年次以上】 [大竹 昭裕]

キャリア科目 1222500060 キャリア形成の発展－ダイバーシティとキャリア－ 山下 梓

学部越境型地域志向科目 1222500061
青森エクスカーション－Making ethnography of local
issues－

諏訪 淳一郎

学部越境型地域志向科目 1222500062
地域の多様性と活性化－International Studies of
Business Practices in Regional Japan②－

髙橋 千代枝

1222500063 市民参加と地域づくり－若者の政治参加－ 森本 洋介
1222500064 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
1222500065 青森の多様性と活性化－介護文化と高齢化－ 北嶋 結，山田 基矢

9・10時限

学部越境型地域志向科目9・10時限

7・8時限 

3・4時限

1・2時限
英語

キャリア科目

7・8時限 

ローカル科目

社会・文化

スタディスキル導入科目3・4時限

5・6時限

グローバル科目

多言語

人間・生命

自然・科学

人間・生命



【後期・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
3・4時限 ローカル科目 1222500067 青森の民俗・芸能－青森県の声の文化－ 山田 嚴子

1222500068 青森の経済・産業－地方創生入門②－ [小寺 将太]
1222500069 青森の芸術－青森の色感嗜好－ [石川 善朗]
1222500071 青森の文化－青森の手工芸－ 安川 あけみ
1222500072 世界の芸術・芸能－音楽研究入門－ 朝山 奈津子
1222500073 比較文化－オルガンとヨーロッパの街、文化－ [水木 順子]
1222100222 環境と生活－環境と生活A②－ 長南 幸安
1222100223 生物学の世界－生命の起源と進化－ ○姫野 俵太，松宮 朋穂，伊東 健
1222100225 ドイツ語ⅡA② [山本 由起]
1222100226 フランス語ⅡB② 熊野 真規子
1222100227 中国語ⅡB② 李 梁
1222100228 中国語ⅡB③ 楊 天曦
1222500074 青森の芸術－日本美術史－ 出 佳奈子
1222500075 青森の行政－地域ボランティア入門－ ○李 永俊，小谷田 文彦，平野 潔
1222100231 くらし・文化－世界を変えた作物－ 勝川 健三
1222100232 歴史・地理－日記で読む近代日本－ 大谷 伸治
1222100233 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
1222100234 農学の世界－農業と環境－ ○藤﨑 浩幸，濱田 茂樹，泉谷 眞実
1222100235 農学の世界－基礎化学実験統計学－ 津田 治敏

1222100236 医学・医療の世界－最新医学の現状Ｂ－
○漆舘 聡志，田中 里奈，佐藤 温， 新戸部 陽士郎，
平賀 寛人， 花田 裕之，伊藤 勝博

1222100237 医学・医療の世界－人体のしくみA－ ○三村 純正，盛 和行，鎌滝 章央，渡邉 誠二
1222100238 生活と健康－健康情報を見極めるための基礎知識－ 相馬 優樹
1222100239 人を育む営み－育児と子どもの発達B－ 増田 貴人
1222100240 人を育む営み－教育と社会－ 高瀬 雅弘
1222100241 人を育む営み－美術教育学入門B－ 佐藤 絵里子

グローバル科目 1222500076 地球環境－21世紀の地球環境問題③－
○石田 清，松山 信彦，石田 祐宣，泉谷 眞実，長南
幸安

1222100243 芸術－デザイン入門－ 佐藤 光輝
1222100244 思想－倫理学の基礎Ｂ－ 横地 徳廣
1222100245 政治経済・社会－異端の経済学－ 細矢 浩志
1222100246 文学－中国の文学－ 山田 史生

1222100247
環境と生活－放射線リスクコミュニケーションの理解
－

○北宮 千秋，工藤 幸清，田中 真，對馬 惠，高橋 純
平，山田 基矢，工藤 ひろみ  他

1222100248 工学の世界－バイオイメージングと細胞生物学－ 岩井 草介
1222100249 物理学の世界－実感する物理学－ 高田 晃

1222100250 医学・医療の世界－脳のしくみ－
○上野 伸哉，木下 正治，古川 智範，二階堂 義和，
下山 修司

1222100251 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

1222100252 人間の尊厳－人間の尊厳B－
○北島 麻衣子，田中 真，野戸 結花，境 美穂子，三
上 佳澄

[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

1222500077 Writing（初級） 立田 夏子
1222500078 Writing（中級） 立田 夏子
1222500079 Writing（上級） 立田 夏子
1222500080 Writing（初級） 立田 夏子
1222500081 Writing（中級） 立田 夏子
1222500082 Writing（上級） 立田 夏子

学部越境型地域志向科目 1222500083 青森の多様性と活性化－あおもりの暮らし－ 李 永俊

5・6時限 学部越境型地域志向科目 1222500085 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，諏訪 淳一郎，
出 佳奈子，武内 裕明，古村 健太郎，高内 悠貴

7・8時限 学部越境型地域志向科目 1222500086 地域プロジェクト演習－アート・プロジェクト入門②－ [髙橋 憲人]

1222500087
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]

1222500088 青森エクスカーション－津軽の漆工芸②－ [髙橋 憲人]

7・8時限

多言語

自然・科学

グローバル科目

ローカル科目

人間・生命

自然・科学

社会・文化

ローカル科目

社会・文化

9・10時限
自然・科学

人間・生命

学部越境型地域志向科目9・10時限

5・6時限

3・4時限
英語

英語1・2時限



【後期・集中講義】
[1年次以上対象科目]

開講時期 科目群 時間割コード 開講科目名 担当教員名
1222510001 国際地域－国際交流－ [福田 健一]
1222510002 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]
1222510003 世界の芸術・芸能－コンテンポラリーアート－ ○出 佳奈子，[石川 達紘] 他

社会・文化 1222110004 思想－美学入門－ ○[森 功次]，出 佳奈子

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

1222510004 青森エクスカーション－青森の農の可能性②－ 平井 太郎
1222510005 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

1222510006 青森の多様性と活性化－地域活性化論②－
○長南 幸安，[神田 昌彦]，[川﨑 武志]，[福眞 睦
城]， [小倉 亮]， [長岡 俊成]

1222500039 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] 他

-
キャリアデザイン－農業インターンシップ②－（5日間，
10日間）

藤﨑 浩幸

- キャリアデザイン－インターンシップ（実習）A－ -
- キャリアデザイン－インターンシップ（実習）B－ -
- キャリアデザイン－インターンシップ（実習）C－ -

【後期・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

木曜日 7･8時限 1222600001 日本語A2 長尾 和子
火曜日 3･4時限 1222600002 日本語A4 [新川 以智子]
月曜日 3･4時限 1222600003 日本語A6 [山崎 達郎]
木曜日 3･4時限 1222600004 日本語A8 [新川 以智子]
水曜日 3･4時限 1222600005 日本語A10 髙橋 千代枝
金曜日 3･4時限 1222600006 日本語B2 [山崎 達郎]
火曜日 5･6時限 1222600007 日本語B4 髙橋 千代枝
月曜日 5･6時限 1222600008 日本語B6 長尾 和子

キャリア科目

集中

学部越境型地域志向科目

集中
グローバル科目


