
１年次対象
時間割コード 科目区分 曜日・コマ 授業科目名 担当教員 履修可能人数
1222100009 ローカル科目 月2 地域の自然・環境－食育概論②－ 伊藤　大雄 60
1222100024 人間・生命 月2 人を育む営み－女性の健康－ 葛西　敦子 34
1222100020 自然・科学 月2 物理学の世界－物理学の基礎－ 金本　俊幾 17
1222100256 自然・科学 月2 数学の世界-データサイエンスのための数学- 紅林　亘 33
1222100019 自然・科学 月2 物理学の世界－相対性理論入門－ 佐藤　松夫 13
1222100017 自然・科学 月2 化学の世界－生活の化学A－ 鷺坂　将伸 33
1222100253 社会・文化 月2 政治経済・社会－管理会計・原価計算入門－ 商　哲 24
1222100012 社会・文化 月2 芸術－音楽と哲学Ｂ－作曲を通して考察する－ 清水　稔 8
1222100007 ローカル科目 月2 地域の経済・産業－地域活性化について－ 村中　文人 46
1222100025 人間・生命 月2 医学・医療の世界－医学研究の進歩B－ 丹治　邦和 32
1222100218 ローカル科目 月2 地域の自然・環境－白神学Ⅰ－ 中村　剛之 65
1222100021 人間・生命 月2 メンタルヘルス－メンタルヘルスⅠ－ 田中　真 18
1222100023 人間・生命 月2 人を育む営み－家族の機能と役割－ 藤田　あけみ 39
1222100008 ローカル科目 月2 地域の社会・文化－地域司法－ 平野　潔 37
1222100006 ローカル科目 月2 地域の経済・産業－地域課題解決論－ 野口　拓郎 46
1222100013 社会・文化 月2 文学－現代女性文学の世界－ 鈴木　愛理 39
1222100022 人間・生命 月2 医学・医療の世界－人体のしくみと健康－ 齊藤　絵里奈 23
1222100026 グローバル科目 月3 持続可能な開発目標SDGs－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 54
1222100027 人間・生命 月4 心理学の世界－心理学入門B－ 田名場　美雪 42
1222100031 グローバル科目 月5 国際地域・社会・文化－美術史研究入門－ 出　佳奈子 45
1222100030 グローバル科目 月5 国際地域・社会・文化－トランスナショナリズムの音楽－ 諏訪　淳一郎 30
1222100029 グローバル科目 月5 国際地域・社会・文化－地域研究入門－ 白石　壮一郎 59
1222100067 グローバル科目 火5 地球環境・気候－21世紀の地球環境問題②－ 伊藤　大雄 72
1222100255 グローバル科目 火5 グローバル経済・産業－中国経済と日本－ 黄　孝春 53
1222100070 グローバル科目 火5 持続可能な開発目標SDGs－持続可能な開発目標SDGs17Goals－ 宋　美蘭 75
1222100066 グローバル科目 火5 国際地域・社会・文化－近世のグローバル・ヒストリー－ 中村　武司 25
1222100074 自然・科学 火5 工学の世界－再生可能エネルギーの物理入門－ 渡邊　良祐 34
1222100073 社会・文化 火5 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 19
1222100075 人間・生命 火5 情報と健康・医学－健康のためのデータ解析学－ 對馬　栄輝 59
1222100068 グローバル科目 火5 世界の芸術・文学－生態芸術論－ 髙橋　憲人 10
1222100108 社会・文化 水2 政治経済・社会－市場社会と政府の経済入門－ 金目　哲郎 47
1222100109 社会・文化 水2 政治経済・社会－政治学入門－ 蒔田　純 67
1222100117 グローバル科目 水5 国際地域・社会・文化－歴史・認知言語学入門－ 郡　千寿子 115
1222100148 グローバル科目 木3 グローバル経済・産業－ビジネスデータサイエンス－ XU KUANGZHE 69
1222100150 自然・科学 木3 環境と生活－放射線概論－ 細川　洋一郎 36
1222100161 人間・生命 木4 運動と健康B【P小学校】－③－ 益川　満治 12
1222100162 人間・生命 木4 運動と健康B【P中学校･特支･養教】－④－ 益川　満治 23
1222100160 社会・文化 木4 くらし・文化－子どもの育ちと教育福祉文化論－ 深作　拓郎 25
1222100164 ローカル科目 木5 地域の芸術・文学－青森の地方文壇と文学－ SOLOMON　JOSHUA LEE 10
1222100168 ローカル科目 木5 地域の社会・文化－北日本の民俗芸能・祭り－ 下田　雄次 16
1222100177 自然・科学 木5 工学の世界－昆虫機能利用学入門－ 金児　雄 41
1222100178 自然・科学 木5 数学の世界－実感する数学－ 高田　晃 12
1222100169 ローカル科目 木5 地域の社会・文化－弘前市の地方自治－ 児山　正史 37
1222100172 社会・文化 木5 くらし・文化－手芸とアート編み物をめぐって－ 出　佳奈子 7
1222100181 人間・生命 木5 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 36
1222100179 人間・生命 木5 医学・医療の世界－人体のしくみＢ－ 浅野　義哉 16
1222100166 ローカル科目 木5 地域の自然・環境－青い森の食材機能学－ 前多　隼人 39
1222100174 社会・文化 木5 法と社会Ａ－「市民生活と法」入門－ 長谷河　亜希子 21
1222100176 自然・科学 木5 化学の世界－生活の化学B－ 長南　幸安 14
1222100175 自然・科学 木5 化学の世界-光と物質- 島田　透 17
1222100170 ローカル科目 木5 地域の経済・産業－地域経営と価値創造－ 内山　大史 85
1222100163 ローカル科目 木5 地域の芸術・文学－日本近現代文学における「青森」表象－ 帆苅　基生 106
1222100182 人間・生命 木5 人を育む営み－幼児教育への誘い－ 武内　裕明 18
1222100167 ローカル科目 木5 地域の自然・環境－青森の地震と火山－ 片岡　俊一 103
1222100217 ローカル科目 金3 地域の経済・産業－青森の色感嗜好－ 石川　善朗 20
1222100222 自然・科学 金3 環境と生活－環境と生活A②－ 長南　幸安 40
1222100223 自然・科学 金3 生物学の世界－生命の起源と進化－ 姫野　俵太 13
1222100233 自然・科学 金4 生物学の世界－生物学を基盤とする技術革新－ 伊藤　巧一 17
1222100241 人間・生命 金4 人を育む営み－美術教育学入門B－ 佐藤　絵里子 32
1222100237 人間・生命 金4 医学・医療の世界－人体のしくみA－ 三村　純正 45
1222100236 人間・生命 金4 医学・医療の世界－最新医学の現状Ｂ－ 漆舘　聡志 15
1222100229 ローカル科目 金4 地域の芸術・文学－日本美術史－ 出　佳奈子 18
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1222100238 人間・生命 金4 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 15
1222100232 社会・文化 金4 歴史・地理－日記で読む近代日本－ 大谷　伸治 14
1222100235 自然・科学 金4 農学の世界－基礎化学実験統計学－ 津田　治敏 29
1222100230 ローカル科目 金4 地域の社会・文化－地域ボランティア入門－ 李　永俊 14
1222100240 人間・生命 金4 人を育む営み－教育と社会－ 髙瀬　雅弘 31
1222100251 人間・生命 金5 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 32
1222100249 自然・科学 金5 物理学の世界－実感する物理学－ 高田　晃 18
1222100243 社会・文化 金5 芸術－デザイン入門－ 佐藤　光輝 24
1222100245 社会・文化 金5 政治経済・社会－異端の経済学－ 細矢　浩志 15
1222100250 人間・生命 金5 医学・医療の世界－脳のしくみ－ 上野　伸哉 28
1222100242 グローバル科目 金5 地球環境・気候－21世紀の地球環境問題③－ 石田　清 81
1222100247 自然・科学 金5 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 20
1222100252 人間・生命 金5 人間の尊厳－人間の尊厳B－ 北島　麻衣子 21
1222110001 グローバル科目 集中 国際地域・社会・文化－国際交流－ 福田　健一 30

２年次以上対象
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
1222500004 ローカル科目 月2 青森の自然－食育概論②－ 伊藤　大雄 60
1222500002 ローカル科目 月2 青森の経済・産業－地域活性化について－ 村中　文人 46
1222500070 ローカル科目 月2 青森の自然－白神学Ⅰ－ 中村　剛之 65
1222500001 ローカル科目 月2 青森の経済・産業－地域課題解決論－ 野口　拓郎 46
1222500007 グローバル科目 月3 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 54
1222500011 グローバル科目 月5 世界の芸術・芸能－美術史研究入門－ 出　佳奈子 45
1222500010 グローバル科目 月5 世界の芸術・芸能－音楽人類学－ 諏訪　淳一郎 30
1222500009 グローバル科目 月5 国際地域－地域研究入門－ 白石　壮一郎 59
1222500018 グローバル科目 火5 地球環境－21世紀の地球環境問題②－ 伊藤　大雄 72
1222500089 グローバル科目 火5 グローバル社会・経済－中国経済と日本－ 黄　孝春 53
1222500017 グローバル科目 火5 国際地域－近世のグローバル・ヒストリー－ 中村　武司 25
1222500019 グローバル科目 火5 日本－現代の生活工芸－ 髙橋　憲人 10
1222500060 キャリア科目 木2 キャリア形成の発展－ダイバーシティとキャリア－ 山下　梓 16
1222500059 社会・文化 木2 法と社会B-日本国憲法⑤-【全学部2年次以上】 大竹　昭裕 33
1222500045 グローバル科目 木3 グローバル社会・経済 －ビジネスデータサイエンス－ XU KUANGZHE 69
1222500047 ローカル科目 木5 青森の芸術－青森の地方文壇と文学－ SOLOMON　JOSHUA LEE 10
1222500051 ローカル科目 木5 青森の文化－北日本学－ 下田　雄次 16
1222500052 ローカル科目 木5 青森の行政－弘前市の地方自治－ 児山　正史 37
1222500049 ローカル科目 木5 青森の自然－青い森の食材機能学－ 前多　隼人 39
1222500053 ローカル科目 木5 青森の経済・産業－地域経営と価値創造－ 内山　大史 85
1222500046 ローカル科目 木5 青森の芸術－日本近現代文学における「青森」表象－ 帆苅　基生 106
1222500050 ローカル科目 木5 青森の自然－青森の地震と火山－ 片岡　俊一 103
1222500069 ローカル科目 金3 青森の芸術－青森の色感嗜好－ 石川　善朗 20
1222500074 ローカル科目 金4 青森の芸術－日本美術史－ 出　佳奈子 18
1222500076 グローバル科目 金5 地球環境－21世紀の地球環境問題③－ 石田　清 81
1222510001 グローバル科目 集中 国際地域－国際交流－ 福田　健一 30
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