
１年次以上対象

【社会・文化】
時間割コード 曜日・コマ 授業科目名 担当教員 履修可能人数
1221100008 月1 政治経済・社会－経営学入門Ⅰ①－ 髙島　克史 23
1221100132 火5 政治経済・社会－入門マクロ経済学－ 山本　康裕 13
1221100221 木3 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 48
1221100224 木3 芸術－モダンアート－ 出　佳奈子 71
1221100245 木5 芸術－音楽入門－ 今田　匡彦 48
1221100284 金3 歴史・地理－中世・ルネサンスのヨーロッパ文化史－ 出　佳奈子 5
1221100294 金4 芸術－音楽と哲学Ａ－作曲を通して考察する－ 清水　稔 18
1221100308 金5 芸術－楽器の世界－ 冨田　晃 55

【自然・科学】
時間割コード 曜日・コマ 授業科目名 担当教員 履修可能人数
1221100009 月1 化学の世界－化学入門A－ 長南　幸安 41
1221100054 月3 農学の世界－微生物を活かしたものづくり－ 園木　和典 51
1221100122 火4 化学の世界－米国式基礎化学－ 太田　俊 16
1221100123 火4 農学の世界－農学領域のバイオテクノロジー－ 柏木　明子 36
1221100124 火4 物理学の世界－現代物理学入門－ 仙洞田　雄一 21
1221100225 木3 化学の世界－実感する化学A－ 高田　晃 6
1221100227 木3 環境と生活－人類とエネルギー－ 佐々木　一哉 17
1221100239 木4 化学の世界－食と生活の酵素化学－ 吉田　孝 83
1221100246 木5 環境と生活－放射線の理解－ 工藤　幸清 14
1221100285 金3 化学の世界－医療系の基礎化学－ 宮崎　航 62
1221100286 金3 生物学の世界－生物多様性とその保全－ 中村　剛之 19
1221100287 金3 農学の世界－入門・果物の経済学－ 成田　拓未 18
1221100288 金3 物理学の世界－身の回りの物理－ 遠田　義晴 21
1221100297 金4 生物学の世界－細胞の基礎生物学－ 中原　岳久 38
1221100298 金4 農学の世界－食と生活の酵素科学－ 濱田　茂樹 11
1221100299 金4 生物学の世界－医療系の基礎生物学・細胞生物学－ 宮崎　航 55
1221100310 金5 生物学の世界－生物と地球の進化－ 根本　直樹 20
1221100311 金5 物理学の世界－医療系の物理学－ 中原　岳久 45

【人間・生命】
時間割コード 曜日・コマ 授業科目名 担当教員 履修可能人数
1221100010 月1 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－ 髙橋　純平 18
1221100011 月1 運動と健康Ａ－運動とリハビリテーションC－ 平川　裕一 28
1221100071 月5 医学・医療の世界－がんを知る－ 山田　勝也 44
1221100088 火1 メンタルヘルス－心と体の健康を考える－ 高橋　恵子 68
1221100125 火4 生活と健康－ストレスと健康－ 高橋　恵子 14
1221100192 木1 情報と健康・医学－保健・医療とデータ解析－ 野坂　大喜 69
1221100229 木3 医学・医療の世界－人体のしくみと病気のなりたち－ 森　文秋 65
1221100230 木3 運動と健康Ａ－運動とリハビリテーションA－ 尾田　敦 19
1221100231 木3 人を育む営み－子どもの健康－ 扇野　綾子 15
1221100232 木3 人を育む営み－乳幼児の教育と社会－ 武内　裕明 7
1221100233 木3 人間の尊厳－人間の尊厳A－ 小山内　隆生 79
1221100235 木3 人を育む営み－ESDと消費者教育－ 加賀　恵子 32
1221100242 木4 医学・医療の世界－医学研究の進歩A－ 土岐　力 15
1221100243 木4 人を育む営み－教育学への誘い－ 吉崎　聡子 9
1221100247 木5 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 26
1221100290 金3 医学・医療の世界－最新医学の現状A－ 漆舘　聡志 6
1221100292 金3 人を育む営み－ことばと発達－ 田中　拓郎 62
1221100303 金4 人を育む営み－育児と子どもの発達A－ 増田　貴人 40
1221100304 金4 人を育む営み－美術教育学入門A－ 佐藤　絵里子 68
1221100305 金4 生活と健康－食と健康－ 藤田　あけみ 21
1221100306 金4 生活と健康－生活習慣と健康－ 小倉　能理子 26
1221100312 金5 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 59
1221100313 金5 医学・医療の世界－感染症から身を守る－ 浅野　クリスナ 35
1221100314 金5 医学・医療の世界－身体をはかる－ 漆坂　真弓 34
1221100315 金5 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 40
1221100316 金5 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 62

令和4年度前期　教養教育科目　履修可能科目一覧（4/9時点）

　 以下の科目については，履修定員に空きがあるため，引き続き履修登録可能です。

　 教養教育の履修変更はMicrosoft Formsで受け付けますので，以下のURLもしくはQR
コードからフォームにアクセスして申請してください。

○履修変更期間：4月11日（月）～4月22日（金）

フォームURL： https://forms.office.com/r/MGiynfJ0th

※上記期間の申請で，講義室定員を超えた科目については抽選となります。



２年次以上対象

【ローカル科目】
時間割コード 曜日・コマ 授業科目名 担当教員 履修可能人数
1221500003 月3 青森の経済・産業－地方創生入門①－ 小寺　将太 11
1221500010 火1 青森の行政－地域ボランティア入門－ 李　永俊 63
1221500011 火1 青森の歴史－写真で見る青森の近代－ 髙瀬　雅弘 84
1221500017 火2 青森の文化－地域社会の創造と教育－ 越村　康英 31
1221500026 火5 青森の経済・産業－商業、サービス業の役割－ 保田　宗良 49
1221500027 火5 青森の文化－青森・北日本の音楽文化と音の人類学－ 諏訪　淳一郎 47
1221500048 木1 青森の歴史－近世以前を中心に－ 福眞　睦城 72
1221500060 木4 青森の芸術－日本漆芸史－ 髙橋　憲人 39

【グローバル科目】
時間割コード 曜日・コマ 授業科目名 担当教員 履修可能人数
1221500004 月4 日本－日本の消費文化－ 諏訪　淳一郎 15
1221500024 火4 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①－ 諏訪　淳一郎 43
1221500031 水1 国際地域－現代中東を見る－ 亀谷　学 14
1221500059 木3 世界の芸術・芸能－芸術身体論：ピアノ入門①－ 今田　匡彦 9
1221500062 木4 世界の芸術・芸能－西洋美術史入門－ 宮坂　朋 31
1221500074 金3 地球環境－地球学入門－ 折橋　裕二 15
1221510016 集中 日本－津軽ライフ：英語で地元を語ろう－ 多田　恵実 20

【社会・文化，自然・科学，人間・生命】
時間割コード 曜日・コマ 授業科目名 担当教員 履修可能人数
1221500057 木2 法と社会B-日本国憲法③-【H・P・M・A2年次以上】 大竹　昭裕 20
1221510001 集中 法と社会B-日本国憲法④-【S2年次以上】 太田　航平 28
1221500080 月1 情報処理入門B【H文化】 大橋　忠宏 -
1221500081 月1 情報処理入門B【H社会】 花田　真一 -
1221500082 月1 情報処理入門B【P小学校】 櫻田　安志 -
1221500083 月1 情報処理入門B【P小学校以外】 吉川　和宏 -
1221500084 火4 情報処理入門B【S機械】 中村　雅之 -
1221500085 火5 情報処理入門B【M保看護】 山本　美由紀 -
1221500086 火5 情報処理入門B【M保放射線】 工藤　幸清 -
1221500087 火5 情報処理入門B【M保理学・作業，M心理】 小山内　隆生 -
1221500088 火5 情報処理入門B【A生物・分子・地域】 栗田　大輔 -
1221500089 火5 情報処理入門B【A食料・国際】 石川　隆二 -
1221500090 木2 情報処理入門B【M保検査】 野坂　大喜 -
1221500091 木4 情報処理入門B【S数物】 鈴木　裕史 -
1221500092 木4 情報処理入門B【S地球・自然】 前田　拓人 -
1221500093 木4 情報処理入門B【S物質・電子】 尾崎　翔 -
1221100175 水5 数学の世界－データサイエンス発展II－ 紅林　亘 52
1221500035 水2 運動と健康B【H・S2年次以上】－①－ 益川　満治 22
1221500036 水2 運動と健康B【M・A 2年次以上】－②－ 益川　満治 10


