
２０２１年度前期

弘前大学グリーンカレッジ

開放科目一覧



開放科目について

◎ 開放科目一覧は，時間割コード，種別，授業科目名，担当教員（所属）名，開講曜日・時限，授

業の概要が記載されています。科目の詳しい内容は，４月１日以降の発表となりますので，２０２

０年度のシラバスを参考にしてください。（開放科目一覧の内容は変更になることがあります。）

グリーンカレッジホームページに２０２０年度シラバスのリンクをはっていますので，

下記URLからお入りください。

https://www.hirosaki-u.ac.jp/research/green-college.html

◎ 履修証明プログラム関係科目は必修科目・選択科目があります。別添の「履修証明プログラムに

ついて」を参照してください。

「必修科目」：必ず受講すること。

「選択科目」：指定された科目の中から，２科目以上を選択して受講すること。

履修証明プログラム以外の科目も受講することができます。

本学の授業時間は下記のとおりです。

時 限 １・２ ３・４ ５・６ ７・８ ９・１０

8:40 10:20 12:40 14:20 16:00
時 間 ～ ～ ～ ～ ～

10:10 11:50 14:10 15:50 17:30

◎ 受講科目について，４月第１回目の授業で受講希望者数が定員を超えた場合は，その科目を受講

することはできません。第２希望の科目を受講していただくことになりますので，ご了承ください。

◎ 多言語科目は，レベルⅠ，Ⅱに分けられます。

レベルⅠ：基礎力を養います。週２回授業があります。週１回のみの受講は認められません。

レベルⅡ：Ⅰで学んだことを基盤に発展的な内容を学びます。

◎ 受講講義室は，４月に改めてご案内します。

なお，講義室は授業開始後，受講者数調整等の関係で変更になることがあります。教員の指示や，

変更のお知らせ（掲示板等）にご注意ください。
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２０２１年度前期　グリーンカレッジ開放科目一覧

時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考

1211100128 ローカル科目
青森の行政
－地域ボランティア入門－

李　永俊
（人文社会科学部）

他 火曜日7･8時限

○ボランティアに関する基礎的な概念について学習し、地域社会におけるボランティア活
動の意義を理解する
○ボランティア活動を通して、各ボランティア団体の課題を発見する（見通す力）
○ボランティアの実践を通して、地域社会の課題を解決する力を養う（解決していく力）
本講義は、事前研修、ボランティア実践、成果報告会から構成される。事前研修では、弘
前市のこどもの貧困の実態と、そのような子どもを支援する行政の役割とその限界を学
習する。その上で行政ではないボランティア活動の意義を理解する。そして、地域内の各
ボランティア団体について調査し、活動場所の選定を行う。月1回開催されるボランティア
活動に参加し、各団体の実情などを調査する。調査結果は中間活動報告会を通して共
有する。その内容を踏まえ、改善案を検討し、改善計画を立てる。改善計画を各団体の
運営者に説明し、改善計画に沿って事業を継続する。そして、最終報告会に改善活動の
結果、および事業を通して発見した課題、その解決策を提案する。

1211100264 ローカル科目
青森の行政
－地域司法－

平野　潔
（人文社会科学部）

木曜日7･8時限

○ゲストスピーカーの講話や担当教員の補足的な説明を聴いて、青森県の司法の現状
を知る
○その抽出した問題について、自分なりの解決方法を考える
○それぞれが考えた解決方法について、学生同士で議論する
○講義を聴くことで、青森県の司法の現状を知る
○現状から導かれる問題点について、自分なりの解決方法を考える
○それぞれが考えた解決方法について、他者に伝えられるように文章化する

1211100001 ローカル科目
青森の文化
－青森の手工芸－

安川　あけみ
（教育学部）

月曜日1･2時限

・衣服材料の種類と性質ならびに衣服デザインの基礎を学び，適切な衣服選択の目を養
います。
・衣服に必要な機能を知り，自身の衣生活を見直す知識を身につけます。
・青森の伝統的な手工芸を知り，それらが生まれた背景を考えます。
・こぎん刺しおよび裂き織りを体験します。

1211100272 ローカル科目
青森の文化
－北日本学－

下田　雄次
（非常勤講師）

木曜日9･10時限

○青森県の民俗芸能や祭り（いわゆる無形の文化財）を題材としながら、青森の文化や
歴史、現代社会の諸相に迫ります。		
○実際に対象地域の民俗芸能や祭りに携わっている人々と対話をして、その知識や技
術、考え方、立場などに触れながら議論を行い、理解を深めてゆきます。		
○地域文化を担う人々や、人々の実践に触れ、関わりあいを持ちながら当事者の側に
寄り添った視座の獲得をめざし、地域社会に対する理解を深めてゆきます。		
○学習者自らの体感をともなった「身体を通した学び」を行い、学習者自身が自らの立場
を越えて、地域文化実践の一端に立脚するような「体験をともなう学び」をしてゆきます。

1211100131 ローカル科目
青森の歴史
－写真で見る青森の近代
－

髙瀬　雅弘
（教育学部）

他 火曜日7･8時限

○写真を資料として青森の近代の歴史の諸側面を読み解く
○「フォト・リテラシー」（写真に関する読み書き能力）を高める
○担当者がそれぞれ撮影・収集した写真をもとに、近現代の青森の歴史や社会・生活の
変化について講義する

担当教員（所属）
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1211100130 ローカル科目
青森の経済・産業
－企業と経営－

佐々木　純一郎
（地域社会研究科）

火曜日7･8時限

　近年の少子化・高齢化にともなう人口減少＝市場の縮小は、青森県の地場企業に厳し
い状況をもたらしています。
　そこで、主に青森県の地場企業の経営を、企業だけではなく地域の自治体や住民との
連携を視野に入れて検討します。
 具体的には、地域自体の魅力を高める地域ブランドの手法などを学びます。
　なお、担当教員が参与している『青森県社会経済白書』の内容を題材として、青森県庁
の担当職員と議論する予定です。
　また青森県信用保証協会の職員から、青森県内の起業などについて紹介していただく
予定です。
　この機会を活用し、受講生の皆さんが地域の一員として、企業や自治体等の連携につ
いて実践的に学ぶよう期待します。

1211100138 ローカル科目
青森の経済・産業
－原子燃料サイクルの理
解－

工藤　幸清
（保健学研究科）

他 火曜日9･10時限

○青森県の六ヶ所村にある原子燃料サイクルを学ぶために，放射線を見て触れて身近
に感じるところから授業を展開した後，原子力について学習し，原子燃料サイクルが青森
の経済・産業に深く関わっていることを教授します。
○六ヶ所村原子燃料サイクル施設を見学し，実際の再処理工場（再処理施設），ウラン
濃縮工場（加工施設），高（低）レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター（廃棄物管理施
設）等について理解を深めます。

1211100136 ローカル科目
青森の経済・産業
－商業、サービス業の役
割－

保田　宗良
（人文社会科学部）

火曜日9･10時限
○青森県の経済・産業事情を公的資料で概要を把握する。
○観光を推進する事由、地域社会における検討課題を公的資料から把握する。
○商店街、食品スーパーが、地域社会に与える様々な影響を事例から学習する。

1211100129 ローカル科目
青森の経済・産業
－地域活性化について－

村中　文人
（非常勤講師）

火曜日7･8時限

○地域社会および経済・産業を構成する要素について学習し、理解を深める。
○経済・産業が青森などの地域社会に与える様々な影響について学習し、理解を深め
る。
○地域産業の取り組み等(講義の進捗状況により数回)を紹介し、地域と産業の関わり合
いについて学びます。

1211100346 ローカル科目
青森の経済・産業
－地方創生入門①－

小寺　将太
（非常勤講師）

月曜日1･2時限

○本講義は、まず全国で取り組んでいる地域づくりに関して、文献及び事例を紹介し、日
本の地方創生事業の理解を深めます。
○そこから、青森県内で取り組んでいる地域づくりの事例等をキーワード別に紹介し、青
森県内における地方創生事業を学びます。
○さらに、講義及びワークショップ形式を用いて、身近な地域課題を解決するための必要
な基礎的な地域づくりの手法を学びます。

1211110001 ローカル科目
青森の芸術
－青森の芸術文化振興－

朝山　奈津子
（教育学部）

他 集中
○制度としての芸術、地域の文化格差、文化権などの観点から、世界・全国と青森・弘前
の現状を理解する。
○地域の芸能や伝統文化の振興政策について理解する。

履修証明プログラ
ム必修科目

1211100347 ローカル科目
青森の芸術
－青森の色感嗜好－

石川　善朗
（非常勤講師）

水曜日7・8時限

○商品開発の基礎としてのデザイン色彩に関する事柄について学びます。
○青森県の色感嗜好調査を元にして、感覚言語を用いたイメージ色彩分析や、色感嗜
好及びデザインマーケッティングにおける企画構成作業を学習します。
○近隣の外部調査と演習を織り交ぜながら青森県の商品開発の捉え方を学習します。
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1211100265 ローカル科目
青森の芸術
－日本美術史－

出　佳奈子
（教育学部）

木曜日7･8時限

○江戸時代までの日本美術史の流れを時系列的に概観します。
○それぞれの時代の表現上の特徴を把握します。
○個々の作品がうみだされた文化的背景や他国との関係について学びます。
○津軽藩とかかわりのある美術品に注目し、日本美術史全体のなかに位置づけていき
ます。

履修証明プログラ
ム選択科目

1211100324 ローカル科目
青森の民俗・芸能
－楽器の世界－

冨田　晃
（教育学部）

金曜日7･8時限

○「人間とは何か」という視点から楽器を研究することの意義を考察する。 また、各楽器
が、誰が、誰に、いつ、どこで、どのように作られ、奏でられてきたかを 知ることにより、青
森や世界の諸文化の実相に触れる。 また、授業では講義に加え、楽器の実演や製作を
まじえる。
○津軽三味線やお囃子などの青森の芸能を通じて、青森の民俗・芸能に関わりのある
見識を深めるとともに、民族・芸能に関する知識を活用して，青森に固有の精神文化を
理解する。

1211100139 ローカル科目
青森の自然
－青い森の食材機能学－

前多　隼人
（農学生命科学部）

他 火曜日9･10時限

　青森県はりんご、カシス、ごぼうなど生産量が日本一の食品がたくさんある。
これらの食材には病気の予防や改善に役立つ優れた機能があることが明らかになって
きた。
青森県は平均寿命が全国最下位であり、生活習慣病の患者割合も高い地域だが、食品
の機能性を正しく理解し食生活を改善することで改善してゆける可能性がある。
　本講義では県産食材の最新の健康機能性について学ぶ。
また機能性食品などの健康機能性を生かした付加価値の高い食品の開発事例について
紹介し、食品素材の特徴を生かした地域産業を活性化の方法について考える。

1211100132 ローカル科目
青森の自然
－青森の地震と火山－

片岡　俊一
（理工学研究科）

他 火曜日7･8時限

授業では，まず地震が起きること，火山が存在する一般的な理由を学び，地球の営みに
ついての見識を深めます。ついで，青森県が被災した地震について，その被害と特徴を
学び，災害についての理解を深めます。火山については，過去数百万年にわたり青森の
大地を形成してきた歴史と，将来災害を引き起こす可能性がある活動について理解を深
めます。一方で，自治体等が実施している地震・火山災害の軽減策を学びます。
この授業を通じて，
○青森県周辺で地震が起こること，青森県内に火山があること，これらを統一的に説明
できるモデルがあることを理解します．
○青森県における地震災害，火山災害の理解を深めます．

1211100140 ローカル科目
青森の自然
－白神学Ⅰ－

中村　剛之
（農学生命科学部）

他 火曜日9･10時限

○青森県と秋田県にまたがって広がり、世界自然遺産にも登録されている白神山地の
自然について理解を深める。
○同じ白神山地をフィールドとしつつさまざまな分野，切り口の研究活動があることを学
ぶ。
○フィールドワークの手法とその面白さを学ぶ。

1211200014 グローバル科目

グローバル社会・経済
－Anthropology of
Japanese social structure
－

諏訪　淳一郎
（国際連携本部）

火曜日5･6時限

Globalization surrounding Japanese social / economic environment is explored through
anthropological monographs.
グローバル化する日本の社会的・経済的側面について文化人類学的観点から考察す
る。
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1211200029 グローバル科目
グローバル社会・経済
－Anthropology of Work
and Management －

諏訪　淳一郎
（国際連携本部）

水曜日7･8時限

英語文献や映像をもとに、仕事と経営について文化人類学の観点から学ぶ。そして、文
化的に多様な仕事と経営の在り方について、英語による講義と英語による学生発表と
ディカッションから学ぶ。

This course picks up issues and concepts of work and management from
anthropological perspectives. Cultural diversity of work and management is explored
from lectures, films and student presentations.

1211200051 グローバル科目
国際地域
－古典ギリシア語入門－

今井　正浩
(人文社会科学部）

木曜日７・８時限

　古典ギリシア語の学習は，ラテン語の学習と並んで，ヨーロッパの歴史文化的源流の
一つとしての西洋古典古代（Classical Antiquity）についての基本的理解を深めるのに大
いに役立つだけでなく，現代にいたるヨーロッパの歴史文化の展開を理解する上で，非
常に有意義です。
　本講義では、古典ギリシア語の基礎文法の学習を通して，ヨーロッパの歴史文化につ
いての理解を深めることを目標としています。

1211200047 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－芸術身体論：ピアノ入門
①－

今田　匡彦
（教育学部）

木曜日5･6時限
○世界の芸術・芸能と身体との関係についてピアノという楽器を通して見識を深める。
○世界の芸術・芸能と身体の関係についてその文化背景についても理解する。

1211200052 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－西洋美術史入門－

宮坂　朋
(人文社会科学部）

木曜日7･8時限
○西洋美術史のパノラマを眺め渡す
○作品の見どころを理解する

履修証明プログラ
ム選択科目

1211210001 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－近現代の音楽文化史－

沼野　雄司
（非常勤講師）

他 集中
20世紀以降の音楽について、その創作と実践の歴史を学び、作品や音楽活動を社会や
文化的背景から理解する。

履修証明プログラ
ム選択科目

1211200015 グローバル科目
地球環境
－地球学入門－

折橋　裕二
（理工学研究科）

火曜日5･6時限

地球システムは，表層から内部へ地殻・マントル・中心核で構成されており，大気と海洋
からなる流体圏と生物が活動する生物圏にとりまかれています．そして，宇宙空間との
間には磁気圏が広がっています．表層の大気と海洋は主に太陽日射をエネルギー源と
して気象変化、気候変動等を引き起こし，内部では地球の冷却過程で起こる熱対流運動
が地震や火山活動，さらには地球磁場等の原因となっています．ここでは，地球システ
ム全体の活動の概要と，地球表層で起こる地質現象の原動力について学びます.

1211200053 グローバル科目
グローバルヘルス
－世界の健康問題－

漆舘　聡志
（医学研究科）

他 木曜日7･8時限

○循環器内科疾患について学ぶ
○頬部心臓血管外科疾患について学ぶ
○呼吸器内科，感染症科疾患ついて学ぶ
○眼科疾患について学ぶ
○リハビリテーション科疾患について学ぶ
○上記に関する知識を活用して，健康問題や疾患，病態について理解する

1211200031 グローバル科目
日本
－現代の生活工芸①－

髙橋　憲人
（非常勤講師）

水曜日7･8時限

○2000年代以降の生活工芸の展開について，思想的，社会的背景から見識を深めま
す。
○生活工芸を主軸に，日本においてどのように「工芸」が構築され，この先どこへ向かお
うとしているのかを理解します。
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1211200030 グローバル科目
日本
－日本の絵本の世界－

ｻﾜﾀﾞ ﾊﾝﾅ ｼﾞｮｲ
（国際連携本部）

水曜日7･8時限

This course explores the world of Japanese picturebooks. It harnesses picturebook
theory to examine how picturebooks convey meaning. It then traces the evolution of
picturebooks in Japan and examines predominant themes which recur in widely-read
works created by contemporary Japanese picturebook makers.

○日本の絵本から日本文化を学びます。
○絵本論を活用し絵本の日本での展開をたどり、今日広く読まれている作品の主たる
テーマを検証します。

Toeic 550の英語
能力必要

1211200048 グローバル科目
日本
－日本の戦争文学－

ｻﾜﾀﾞ ﾊﾝﾅ ｼﾞｮｲ
（国際連携本部）

木曜日5･6時限

This course harnesses literature as a means of gaining a deeper understanding of how
WWI is remembered in Japan. We will read fiction, non-fiction, comics and picturebooks
which portray war as well as watching their screen versions.

○文学を活用し、第二次世界大戦が日本においてどのように記憶されているのか学びま
す。
○戦争に関連するフィクション、ノン・フィクション、漫画や絵本、映画により、日本および
諸外国の歴史や現状、展望について検証します。

Toeic 550の英語
能力必要

1211200061 グローバル科目
日本
－日本語教育を知る①－

笹森　圭子
（非常勤講師）

水曜日7･8時限

日本語学習者や日本語の支援を必要としている人は年々増加し、多様化してきていま
す。日本の中で暮らしていても、今後、その重要性は高くなります。この授業では、日本
語教育・日本語を教えるということについて、基礎となる知識を深めます。
○日本語を教えるとはどのようなことか多角的に考えます。
○様々な日本語学習者について理解を深めます。
○日本語支援が必要な人をサポートできるようになります。

1211200062 グローバル科目
日本
－やさしい日本語で留学
生と話そう－

小山　宣子
（国際連携本部）

木曜日9･10時限

　近年、外国人と話す時に、相手が理解しやすい「やさしい日本語」の使用が勧められて
います。「やさしい日本語」は、日本人にとっては、外国語に比べて（比べようがないほ
ど）簡単ですが、通じるように使うためには、必要な「コツ」のようなものがあります。この
授業では、まず、音声、語彙、構文、語用論など、言語学的な分類の観点から、「やさし
い日本語」について2回ほど、概要を学びます。
　「やさしい日本語」を用いて相互理解を深めることが授業の目的です。
　留学生の目的は、「日本人と話すこと」が中心ですが、語学力には個人差があります。
留学生、また日本人学生と実際に交流することに対して意欲のある学生の受講を期待し
ています。
　相互交流、相互理解が第一目的です。
　日本人の受講希望者が多かった場合、留学生の人数に応じて、抽選が行われます。

1211100325 社会・文化
くらし・文化
－武道の世界－

高橋　俊哉
（教育学部）

金曜日7･8時限 柔道を通して武道文化を理解します。
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1211100179 社会・文化
歴史・地理
－考古学の基礎－

上條　信彦
（人文社会科学部）

水曜日5･6時限

○考古学全般における発掘から整理・分析に至る分析法および研究法（資料の対象、歴
史学における位置づけ）について概説する。
○考古学の歴史について世界と日本の双方から概説する。
○考古学からみた日本の歴史（旧石器～古代が中心）について、最近の北日本の調査
事例をふまえつつ通史的に講義する。

1211100239 社会・文化
歴史・地理
－考古学入門Ⅰ－

関根　達人
（人文社会科学部）

木曜日5･6時限

○歴史研究の方法として考古学という学問の特徴を理解します。
○考古学の基本的な考え方や専門用語を身につけます。
○考古学の基本である発掘調査成果について発掘調査報告書から読み解く力を養いま
す。
○発掘調査報告書に基づき過去の歴史を考える力を養います。

1211100004 社会・文化
芸術
－囲碁入門－

山田　史生
（教育学部）

月曜日1･2時限

○碁の打ち方について、基礎から学ぶ。
○囲碁の基本ルール等の習得および実戦
※講師として、古川元（青森県最強位）古川こんゆ（日本棋院プロ棋士）をお招きし、望み
うる最高レベルでの指導をおこないます。
　人生を豊かにするすべとして囲碁をおぼえてください。

1211100327 社会・文化
芸術
－音楽と哲学Ａー作曲を
通して考察する－

清水　稔
（教育学部）

金曜日7･8時限

・音楽行為を哲学的に捉えるとどのような関係性が生じているかということを、DTM（デス
クトップミュージック）の創作を通して学ぶ。
・動画の制作を通して、現代の音楽環境を考える上でのインターネット、動画といったメ
ディアとの関連も学ぶことで、これからの芸術や教育の在り方について考察する。

コンピュータでの
創作活動を行うた
め，PCのスキル
が必須

1211100273 社会・文化
芸術
－音楽入門－

今田　匡彦
（教育学部）

木曜日9･10時限

○音楽を中心としたさまざまな芸術の演奏、制作プロセスを通して、その形式（具体的に
目に見える部分、音で聞こえる部分）を理解する（学識と理解）。
○音楽を中心としたさまざまな芸術の演奏、制作プロセスを通して、その内容（目に見え
ない、音で聞こえないは文脈、背景）を理解する（学識と理解」。
○音楽を中心としたさまざまな芸術の演奏、制作プロセスを通して、その様式（目に見
え、音で聞こえるが、形式とは異なる部分）を理解する（学識と理解）。
○形式、内容、様式相互の関連について見識を深める（学識と理解）。

1211100062 社会・文化
芸術
－声楽入門Ⅰ－

杉原　かおり
（教育学部）

月曜日5･6時限
○西洋音楽に基づいた音楽の発声の基礎に触れ、自然で無理のない歌い方を理解す
る。
○声楽発声や演奏表現の歴史的変遷を、演奏や鑑賞を通して理解する。

1211100326 社会・文化
芸術
－彫刻入門Ⅰ－

塚本　悦雄
（教育学部）

金曜日7･8時限

○講義で彫刻・芸術への知識・理解を深める。
○彫刻の様々な技法、素材を紹介し、それらと表現の関わりについて考察する。
○上記で得た知識・理解を生かし、各自がそれぞれテーマを決定し抽象的な表現の作品
を制作する（石粉粘土を使用）。

1211100312 社会・文化
言語学の世界
－ことばと発達－

田中　拓郎
（教育学部）

金曜日5･6時限
子どもの言語がどのように発達するか理論や子どもの詩や作文から考えていきます。毎
回，指定された課題図書の該当箇所を予習してくることが必要です。
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1211100311 社会・文化
思想
－中国の思想－

山田　史生
（教育学部）

金曜日5･6時限
○ホウ居士の語録をじっくりと読み解く。
○ホウ居士語録の「漢文・書き下し文」を提示し、その内容理解のポイントを示します。

1211100337 社会・文化
思想
－倫理学の基礎A－

横地　徳広
（人文社会科学部）

金曜日9･10時限

愛し喜び、あるいは、悲しみ苦しみながら生きる私は、誰ともとりかえのきかない私です。
こうした自分の固有性を〈他者との関わり〉が産み出しています。
自己と他者とその関わりの成り立ちを確かめる手がかりを受講生のみなさんはこの授業
で獲得します。

1211100241 社会・文化
政治・経済社会
－入門マクロ経済学－

山本　康裕
(人文社会科学部）

木曜日5･6時限

○経済学とは何か、マクロ経済学とは何かを講義します。
○一国全体の経済活動の水準(国民所得）がいかに決定するかを学びます。
○政府が行う財政政策と中央銀行が行う金融政策が国民所得をどのように変動させる
かを学びます。

1211100328 社会・文化
政治経済・社会
－ゲーム理論の基礎－

小谷田　文彦
（人文社会科学部）

火曜日5･6時限

　この講義では、「ゲーム理論」を学びます。ゲーム理論とは、「相互依存関係がある状
況での合理的な意志決定」に関する学問です。
　社会においては、多くの場合、自分の行動は他人に何らかの影響を与えます。また、他
人の行動を考慮した上で自分の行動を決定する必要がある場合もあります。このような
状況を「相互依存関係のある状況」と呼びますが、その様な状況に直面した場合、我々
はどのように考え、行動すべきでしょうか。この講義では、ゲーム理論を通してそのため
の思考プロセスを学びます。
　また、相互依存関係は社会の様々な場面で登場することから、ゲーム理論は経済学、
経営学、政治学、社会学、生物学、等を学ぶ際の必須の知識となっています。ゲーム理
論を学ぶことによって、皆さんは社会を新しい視点から認識できるようになるでしょう。

1211100240 社会・文化
政治経済・社会
－はじめての会計学－

内藤　周子
（人文社会科学部）

木曜日5･6時限
○財務諸表の仕組みや構造について理解を深める。
○経営管理のための会計情報の活用方法についての知識を得る。

1211100043 社会・文化
政治経済・社会
－ビジネスプラン入門－

高島　克史
（人文社会科学部）

月曜日3･4時限
・新規事業・新製品開発にとって基礎となるビジネス的思考を学びます。
・より実践的な文脈で講義を行う予定です。それによって，単に言葉や知識を知っている
だけでなく使える知識となることを目指します。

1211100141 社会・文化
政治経済・社会
－経営学入門Ⅰ①－

熊田　憲
（人文社会科学部）

火曜日9･10時限
○われわれが生活する上での商品やサービスを生産・供給している企業の経営活動に
ついて学ぶ
○企業の経営活動がわれわれの生活にどのようにして支えているのか理解を深める

1211100314 社会・文化
政治経済・社会
－社会学入門－

髙瀬　雅弘
（教育学部）

金曜日5･6時限

○「社会」というものをめぐる常識を疑う、批判的に考察する
○身近な生活を理解するための社会学の基礎的な概念を紹介する
○他の社会科学の各分野でも取り扱われる概念を取り上げ、それらが現代社会を理解
する道具としてどれだけ有効であるかについて考える
○社会学のもつ可能性や限界について考えること

1211100313 社会・文化
政治経済・社会
－発想筋１２０％にアップ
－

日比野　愛子
（人文社会科学部）

他 金曜日5･6時限
青森県は産業基盤が弱く、新産業を生みださないかぎり、未来はありません。この授業
では、青森県の未来に必要なアイディアをどんどん出します。課題をみつけ、現実的・非
現実的を問わず、その解決のためのビジネスアイディアを出せるようにします。
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1211100186 社会・文化
政治経済・社会
－経営史入門－

林　彦櫻
（人文社会科学部）

水曜日7・8時限

○欧米とアジアを中心に，グローバルな視点から産業と企業経営の歴史的変遷を概説
する。
○解説の際には，マクロ経済の動向についても配慮するため，経済史と重なる部分があ
る。
○解説の際には，なるべく歴史の大まかな流れの説明と具体的な事例の紹介のバラン
スについて配慮する。

1211100002 社会・文化
文学
－スペイン語とスペイン文
化－

冨田　晃
（教育学部）

月曜日1･2時限

○スペイン語を学習しスペインの文化にふれる。スペイン語をはじめて学ぶ人のための
授業です。
○スペイン語文学ならびにその学問の近接領域についての学識を得るとともに、歴史・
社会との関連を学びその意義を理解します。

1211100242 社会・文化
法と社会Ａ
－「市民生活と法」入門－

長谷河　亜希子
（人文社会科学部）

木曜日5･6時限

１　この授業は特殊な授業形態を取ります。下記の「準備学習の内容」および「成績評
価」の欄を熟読してください。
２　法学を学ぶ際には、新聞から得られる知識が欠かせません。そのため、この授業で
は、前半約４０分は、授業日前1週間（毎週木～水）の「朝日新聞」の記事に関して、皆さ
んと意見交換を行います。毎回、出席者全員に、興味を持った新聞記事について、興味
を持った理由や感想、意見などを述べてもらいます。各自、ノートを用意し、そのノートに
選択した記事を張り付け、自分の意見を記載しておいてください。
３　授業時間の後半（約４５分間）は法学の基礎的知識を身につけるための講義を行い
ます。川名壮志著『密着　最高裁の仕事－野暮で真摯な事件簿』岩波新書（2016年11月
発行）を全員で輪読し、質疑応答に加えて、教員が解説しますので、各自必ずこの本を
持参してください。加えて、授業ノートをきちんととってください。
４　したがって、受講生のノートには、①切り抜いた新聞記事＆その記事へのコメント、②
授業ノートが毎週、繰り返し記述されていくことになります。
５　受講生の上記「ノート」は、授業最終日にその場で回収します（成績評価に用いるた
めです）。

1211100316 自然・科学
化学の世界
－医療系の基礎化学－

七島　直樹
（保健学研究科）

他 金曜日5･6時限

高校化学の内容を加えながら大学化学の基礎レベルまで解説します。日常に存在する
物質や現象を理解するための基礎理論を中心に学びますが、医療技術者が行う生体試
料の化学的分析など検査の基盤となる基礎化学および生化学についても学びます。
※履修者は、医学部保健学科の検査技術科学専攻と放射線技術科学専攻の学生を優
先します。

1211100007 自然・科学
化学の世界
－化学入門A－

長南　幸安
（教育学部）

月曜日1･2時限
○高校で習う主な項目、原子の構造、元素の周期律、化学結合、物質の性質、化学反
応などについて学びます。

1211100245 自然・科学
化学の世界
－実感する化学A－

高田　晃
（農学生命科学部）

木曜日5･6時限 地球環境の諸問題を化学の視点から学びます。

1211100267 自然・科学
化学の世界
－食と生活の酵素化学－

吉田　孝
（農学生命科学部）

木曜日7.8時限

○授業では始めに、発酵素材となるタンパク質や炭水化物の基礎について学びます。次
に生体触媒と呼ばれる「酵素」について概説をします。
○酵素の源となる生物、微生物を用いた伝統的な発酵食品について広く学びます。
○発酵は科学のみならず文化とも深い関係があります。世界最古の発酵食品の1つ、ア
ルコールを軸にして東洋・西洋の違いを対比します。
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1211100246 自然・科学
化学の世界
－毒の話－

橋本　勝
（農学生命科学部）

木曜日5･6時限

○私たちの周りには、様々な毒が存在することを知る。
○毒物がどのように利用･悪用されてきたかを知る。
○毒性の発現の理由の概要を知る。
○中毒事故を防ぐ社会の仕組みを知る。
○毒物研究が科学の発展に貢献してきたことを知る。

1211100008 自然・科学
化学の世界
－米国式基礎化学－

太田　俊
（理工学研究科）

月曜日1･2時限

○我々の日常生活、さらには生命活動と密接に関連することから化学は、教養として身
につけておくべき重要な科目です。
○本科目では、その基礎となる高校レベルの化学を学び直します。
○高校から一歩進んだ授業を展開するため、米国の高校で採用されている教科書を用
いて授業を行います。
○この授業を実践することにより、化学に関する基礎的な学力を身につけ、さらには英語
力を向上させることができると期待できます。

1211100142 自然・科学
環境と生活
－環境と生活A①－

長南　幸安
（教育学部）

火曜日9･10時限

○大気・水・大地からエネルギーに至るまで人間活動と環境や暮らし・生活がどのような
関係にあるかを学びます。
○環境中に放出された化学物質が人間を含む生物系に及ぼす影響や、リサイクルやゴ
ミ問題とエネルギーなどの環境問題を考察する方法も学びます。
○いくつかのテーマにおいては地域志向科目として青森県を例に取りあげて、環境と生
活の関係性を考えます。

1211100235 自然・科学
環境と生活
－人類とエネルギー－

佐々木　一哉
（理工学部）

木曜日3･4時限

○エネルギーの価値に関する基礎的な理解を深める。
○エネルギーを消費することに関する基礎的な概念を学ぶ。
○人類が抱えるエネルギー問題を俯瞰し、素の理解を深める。
○様々なエネルギー資源とその活用の仕方、およびそれらの将来予測について学ぶ。

1211100266 自然・科学
環境と生活
－総合エネルギー学－

井岡　聖一郎
（地域戦略研究所）

他 木曜日7･8時限
一般教養として，エネルギーに関わる者として備えておくべきエネルギーに関する基礎知
識，社会実装の基本的な内容を学びます。

1211100243 自然・科学
環境と生活
－地球温暖化と防災－

谷田貝　亜紀代
（理工学研究科）

木曜日5･6時限

顕在化する地球温暖化により、誰もが実感するように降雪日数や積雪に覆われる期間
は減少しています。湿潤アジア地域では豪雨が頻発すると予測されており、中近東など
の乾燥・半乾燥地域はより乾燥するとも予測されています。しかし、気候システムに内在
するエル・ニーニョ現象などの大規模循環はどう変わるのか、台風は、より日本に、弘前
に来るようになるのか？などは確かな予報が難しいのが現状です。
温暖化により、世界的な作物収量は増加傾向にあるといわれています。しかし今後どこ
かのタイミングで、温暖化が負の方向に働く可能性もあります。害虫や病気の発生なども
未知数です。
　将来どの分野に進むにしても、地球温暖化、気候、気象の基礎を専門家から学んでお
くことは有意義です。そこで、本講義では、気候学・気象学を専門とし、これまで文系や医
学も含む学際プロジェクトを数多く経験し、弘前大学機関研究を代表者として行っている
教員が、気候変動と地球温暖化、気象学の基礎と予報のしくみ、さまざまな気象災害と
防災などについて広く講義を行います。
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1211100274 自然・科学
環境と生活
－放射線の理解－

工藤　幸清
（保健学研究科）

他 木曜日9･10時限

○一般教養として、また医療保健に関わる者として備えておくべき放射線に関する基礎
的な知識、放射線防護と被ばくに関する基本的な内容を学ぶ。
○上記知識に基づいて、放射線が人体に及ぼす影響、および人間が放射線とどのよう
に関わっているのかを学ぶ。

1211100143 自然・科学
数学の世界
－自然現象を微分方程式
でシミュレーションしよう－

廣田　淳一
（保健学研究科）

火曜日9･10時限
・自然現象のシミュレーションを通して微分方程式の解法を学び，応用できるようにする．
・いろいろな分野の実際的問題を例として、微分・積分が実際にどのように使われ、どの
ようにして問題を解決するかを学ぶ。

1211100044 自然・科学
数学の世界
－社会科学のための数学
入門－

花田　真一
（人文社会科学部）

月曜日3･4時限

・微分を応用して最適化問題が解けるようになる
・数列の考え方を理解する
・積分を応用して関数と面積の関係を理解する
・行列を用いて連立方程式を解けるようになる

1211100180 自然・科学
生物学の世界
－ウイルスの世界－

森田　英嗣
（農学生命科学部）

水曜日5･6時限

ウイルスは人類の生存を脅かす病原体としてだけなく、生物間を移動する遺伝子の断片
として、自然界に広く存在し、生物の進化に影響を及ぼす存在だと考えられています。本
講義では、これまでエイズウイルスやC型肝炎ウイルス、デングウイルスなどの病原ウイ
ルスの研究に長く携わってきた研究者が、ウイルスとは何か？から始まり、ウイルスに
よってもたらされる脅威だけでなく、ウイルスと自然界との関わり、ウイルスを利用した最
新技術などを初心者でも理解できるようにわかりやすく解説します。

1211100064 自然・科学
生物学の世界
－キノコ学入門－

殿内　暁夫
（農学生命科学部）

月曜日5･6時限 キノコの分類・生態・機能・文化について講義する。

1211100329 自然・科学
生物学の世界
－遺伝子，ゲノム，DNA－

牛田　千里
（農学生命科学部）

金曜日7･8時限

以下について概説する。
・遺伝子が私たちの体を規定するしくみ
・遺伝子が親から子へと伝えられるしくみ
・遺伝子の実体であるDNAと遺伝情報の総体であるゲノム
・ゲノムプロジェクト
・ヒトゲノム
・ゲノムプロジェクトの成果と応用＿遺伝子検査、遺伝子治療等

1211100236 自然・科学
生物学の世界
－作物からみた生物文化
多様性－

石川　隆二
田中　克典
（農学生命科学部）

木曜日3･4時限

○作物の起源を明らかにし，それらの伝播がどのようにおこなわれたかについて講義す
る．
○具体的には、農耕に至るまでの野生植物の利用、作物の栽培化、栽培化による植物
の変化、作物の多様化、人類史に寄与した植物遺伝資源について話題を提供する．
○栽培化の過程においては，遺伝的改良が行われるが，ヒトとの交互作用により栽培化
が成し遂げられているため，その遺伝子機能や選抜過程について講義する．
○野生種や近縁種，在来種は遺伝資源として，栽培種の改良に役立つため，これらの定
義や実際の現場について紹介する．
○それぞれの作物の遺伝変異や利用の仕方については例を挙げながら講義する．

1211100275 自然・科学
生物学の世界
－生物と地球の進化－

根本 直樹
（理工学研究科）

木曜日9･10時限
○過去に地球上に生息していた代表的生物の特徴を学修する
○各地質時代にその生物相を出現させた地球環境の変化を学修する

1211100005 自然・科学
農学の世界
－食と生活の酵素科学－

濱田　茂樹
（農学生命科学部）

月曜日1･2時限

生命科学・生物工学の中心的な位置を占める酵素について、専門分野を学ぶ前段として
高校の内容も復習しながら学んでいきます。また、身の回りの食品や製品が酵素によっ
てどのように作られているかを解説します。特に、糖質に関する酵素を中心にお話ししま
す。
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1211100315 自然・科学
農学の世界
－入門・果物の経済学－

成田　拓未
（農学生命科学部）

金曜日5･6時限

○「青森県において生産される主要な農産物であるりんごを題材に、生産、流通、加工、
消費、貿易等の各側面について、経済的な視点から学ぶ
○農業が、農産物を作る営みであるだけでなく、農産物をお金に換える営みでもあること
を学ぶ
○農業が、人々の生活を豊かにするだけでなく、農家の生活を維持する営みでもあるこ
とを学ぶ

1211100063 自然・科学
農学の世界
－微生物を活かしたもの
づくり－

園木　和典
（農学生命科学部）

月曜日5･6時限

我々の生活には様々な微生物の機能が活かされています。それら微生物にはどのよう
な特徴があるのか、微生物の機能を活かすためにはどのような技術が発展してきたの
か、どのような工夫がなされてきたのか。この授業では我々の生活への微生物機能の活
用について解説します。

1211100339 自然・科学
物理学の世界
－医療系の物理学－

中原　岳久
（保健学研究科）

金曜日9･10時限

物理学とは、様々な自然現象の中から規則性を見つけ出すことと、その規則性を用いて
別の自然現象を説明すること、という２つのことからなっています。生命現象も自然現象
の一部であり、物理学の視点から説明できることも多くあるはずです。このような考え方
は、これから自然科学を志す者にとって必要なものだと思います。
※履修者は、医学部保健学科の放射線技術科学専攻と検査技術科学専攻の学生を優
先します。

1211100244 自然・科学
物理学の世界
－宇宙線の謎－

髙橋　信介
（理工学研究科）

木曜日5･6時限
○物理学及び宇宙線の基礎を学びます
○上記の知識に基づいて，身の回りの物理現象を理解できるようになります

高校数学Ⅲ程度
の微分積分を理
解し使えることが
必須

1211100006 自然・科学
物理学の世界
－実感する物理学－

高田　晃
（農学生命科学部）

月曜日1･2時限 身の回りの物理現象を取り上げながら、物理学全般を学びます。

1211100113 自然・科学
物理学の世界
－物理学入門－

黒川　敦
（理工学研究科）

火曜日5･6時限
○高校で「物理」を履修してこなかった大学1年生向けの「物理学入門」を学びます。
○力学や電磁気学などが，図や写真，実物を用いて，わかりやすく説明されます。
○物理全体，特に身近な物理現象が理解できるようになります。

1211100348 自然・科学
物理学の世界
－身の回りの物理－

遠田　義晴
（理工学研究科）

火曜日5･6時限
○様々な物理現象を理解するための基本的な物理を学ぶ。
○身の回りのにある物理現象を各回のテーマに選び、その仕組を理解する。

1211100276 自然・科学
情報処理入門Ａ
－医学・医療における情
報処理入門－

松谷　秀哉
（医学研究科）

木曜日9･10時限
○情報リテラシーを獲得する
○大学生活や研究・医療の分野で必要となる情報技術を修得する

1211100317 自然・科学
情報処理入門Ａ
－社会科学系のための情
報処理①－

大橋　忠宏
（人文社会科学部）

金曜日5･6時限

情報の表現方法，処理方法，利用方法またネットワークの仕組みなどを系統的に学ぶこ
とは，社会人として活躍するために重要です。本講義では，情報リテラシーを演習により
修得するとともに，効率よく使いこなす方法を身につけます。
(1)コンピュータのログイン・ログアウト，電子メールの設定と送受信，インターネットを活
用した情報検索，文章の作成・編集，表計算，数式処理などの基本操作（情報リテラ
シー）を習得します。
(2)社会科学系の専門科目において必要とされるデータの加工や活用に関する基礎につ
いて理解し，実際に利用できるようになります。
(3)インターネット利用における情報倫理について理解します。
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1211100269 人間・生命
人間の尊厳
－人間の尊厳A－

小山内　隆生
（保健学研究科）

木曜日7･8時限

○ノーマライゼーションという視点から人間の尊厳について考える授業です。
○人間の尊厳についての考え方を学ぶとともに、現代の医療技術の進歩の抱える倫理
面の問題や、現代社会の多様化する人々の構成や、多様化する価値観を学びます。
○障害者の処遇の変遷を通して、人間の尊厳を侵害した事例を学ぶとともに障害者の処
遇改善の取り組みを紹介し、人間の尊厳を尊重する考え方を学びます。

1211100250 人間・生命
人を育む営み
－ドイツのESD実践－

加賀　恵子
（教育学部）

木曜日5･6時限

環境教育は、自然科学系の教科を中心とした狭義の環境教育から、政治や社会・人々
の考え方を中心に据えたESDへと転換が図られている。前半では、日本やESD先進国で
あるドイツの実践事例を引きながら、ESDについて概説する。後半には、地域や国内外
の課題を自ら考察し解決に向けた実践を企画提案することを通して、持続可能な社会づ
くりのための教育(SD)の担い手となることを目指す。

1211100330 人間・生命
人を育む営み
－育児と子どもの発達B－

増田　貴人
（教育学部）

他 金曜日7･8時限

本授業では、特に乳幼児期に焦点をあてて、子どもを健やかに育てていくための支援
（地域子育て支援）について、論じていきます。
子育ては、例えば乳幼児の成長・発達過程の生理学的変化や保健学的に男女の身体
機能や出産・分娩について、みるアプローチもありますが、本授業では、なかでも保育
学・発達支援的視点から、社会的発達や環境との関係に焦点をあてて、概説していきた
いと考えています。

1211100277 人間・生命
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
（教育学部）

木曜日9･10時限

木村敏とラカンの理論を中心として、存在論・認識論の視点から教育における事象につ
いて考察する。各時間、前半は講義、後半は教育や学校での場面をもとに議論を通して
共に考えることで、哲学的に考察する視点と現代思想における基礎的な知識を養う。議
論を通して正解を求めるのではなく、多面的な見方を養うことで未来の選択の幅を広げ
ることが目的である。

1211100270 人間・生命
人を育む営み
－教育学への誘い－

宮﨑　充治
（教育学部）

他 木曜日7･8時限

○各教科の教育の目的や方法、意義、特徴を論じます。
○教科を横断する教育科学諸分野の目的や方法、意義、特徴を論じます。
○学校外教育分野の目的や方法、意義、特徴を論じます。

教育学に関する多様な分野のいずれかを専門とする教員が、分野ごと各１回ずつ講義を
行います。全15回の講義それぞれにおいて、各分野の研究概要（研究概要と研究の意
義）および研究方法（学び方）が示されます。なおその際、分野別の講義とはいえ、「教
育」とは「こうありたい・こうあるべきだという人間ないし人間関係の実現を目指した営み」
と言えることから、どのような教育問題であっても、全く無関係な講義は一つもなく、何ら
かのヒントが得ることができるという姿勢が重要です。

1211100248 人間・生命
人を育む営み
－子どもの健康－

扇野　綾子
（保健学研究科）

他 木曜日5･6時限

○看護学や保健学の領域について，子どもの健康を身体や心の発達、家族や社会との
関わり等から学びます。
○看護学や保健学の知識や技能に基づいて，小児期にある人を育む営みについて、講
義と演習を通して学びます。

1211100249 人間・生命
人を育む営み
－乳幼児の教育と社会－

武内　裕明
（教育学部）

木曜日5･6時限
○将来育児や教育に何らかの形で関わる者として、乳幼児の養育やその教育が社会的
にどのように扱われてきたかを学ぶ
○社会で子どもを育むという営みをどのように考えればよいか理解を深める
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1211100332 人間・生命
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
（人文社会科学部）

金曜日7･8時限
心理学は，人々の心が社会生活の様々な場面でどのように動きうるのかを実証的研究
によって明らかにしてきました。本授業では，日常生活における様々な場面，特に対人関
係を取り上げ，我々の心がどのように動くのかについて学んでいきます。

1211100333 人間・生命
メンタルヘルス
－心と運動－

益川 満治
（教育学部）

他 金曜日5･6時限
身体活動（運動）がメンタルヘルスに与える影響を運動実施を行い身をもって体験して理
解する。

1211100094 人間・生命
メンタルヘルス
－心と体の健康を考える
－

高橋　恵子
（保健管理セン
ター）

他 火曜日1･2時限
○メンタルヘルスとは何か、心と体のつながりについて考えます
○疾病や心身の不調の予防的見地から、健康管理への意識を高めます
○健康維持・増進に向けた実践的な理論や方法論を学びます

1211100342 人間・生命

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
（保健学研究科）

金曜日9･10時限

○幼少期に日常的に繰り返しマルトリートメントを受けた経験が,その後の精神的健康に
及ぼす影響について理解するとともに,幼少期トラウマの癒し方について学習する。
○生理学のうち,栄養素の吸収過程などを中心に学習し,それらの知識に基づき,食生活
および栄養が精神的健康に関わっていることを理解する。
○認知療法,精油,音楽聴取など,上記の他にメンタルヘルスの維持および増進に役立つ
と考えられる方法について学習する。

1211100135 人間・生命
生活と健康
－ストレスと健康－

高橋　恵子
（保健管理セン
ター）

火曜日7･8時限
（１）ストレスが心身に及ぼす影響について考えます。
（２）リラクゼーションメソッドを通じ、心と体の結びつきを理解します。
（３）健康を創るパーソナリティの理論とその実践について学びます。

1211100178 人間・生命
生活と健康
－家庭看護－

大津美香
（保健学研究科）

他 水曜日3･4時限

少子高齢化が進む現代社会では，高齢出産，子どもの肥満，がん，心臓病，脳血管疾
患等の3大死因に起因する生活習慣病，認知症高齢者や要介護者等が増加傾向にあり
ます。国の施策として在宅医療・介護が推進されていることから，在宅療養に向けて，家
庭看護に関する知識を得て健康管理を行っていくことはとても重要です。また，若い頃か
らの性と生殖に関わる健康を維持することは，子どもを産み育てるうえで生じる課題を乗
り切り，生涯の健康を維持することにもつながるといわれています。そこで，本授業では
現代社会における家族の健康に関する課題を認識し，人々のライフサイクルに即した健
康問題と家庭における具体的な健康管理の方法について学習します。

1211100251 人間・生命
生活と健康
－食と栄養と薬の関係－

岩井　邦久
 (農学生命科学部)

木曜日5･6時限

○「なぜ食べるのか」、「『栄養がある』とはどういうことか」、「なぜお茶で薬を飲んではい
けないのか」など、健康な食生活に関する基礎的なことを科学的に学びます。
○健康な生活を送るために必要な情報を取捨選択できるようになるために、食品の働き
を学び、栄養や健康との関係、薬への影響を解説します。

1211100334 人間・生命
生活と健康
－食と健康－

藤田　あけみ
（保健学研究科）

他 金曜日7･8時限

○健康な生活を送るために重要な食事と排泄の関係を理解し、健康を維持するための
食生活と排泄コントロールについての学びを深めます。(藤田・太田)
○中等教育で学んできたことをもう一度思い浮かべることや定義を確認することにより、
いかにあいまいな中で食品の役割を捉えているかを認識する。(佐藤)
○健康な生活を送るための食行動がとれるよう、食をめぐる問題や取り組みについての
理解を深め、食生活について考えます。(高間木)
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1211100116 人間・生命
生活と健康
－人間発達とリハビリテー
ション－

小枝　周平
（保健学研究科）

火曜日5･6時限

ヒトが生まれてから生じる心身の変化を人間発達といいます。
この講義では、子どもがどのように寝返る・座る・歩くといった運動や、話すこと・友達と遊
ぶことといった社会性を身につけていくのかといった発達期の変化に関する内容につい
てお話します。
また、高齢者が老化によって心身にどのような変化を生じるのかといった高齢期に生じる
変化について講義します。
さらに、リハビリテーションではこれらの人間発達にどのように関わっていくのかについ
て、具体的事例を通して解説していきます。
この講義を通して以下の理解を深めることを目指しています。（見通す力）
１．人間発達についての理解を深める
　・子どもの運動やこころ、日常生活の発達について知る
　・高齢者の老化による運動や認知機能の低下について知る
２．人間発達の支援に対するリハビリテーション職種の役割について理解を深める

1211100335 人間・生命
生活と健康
－生活習慣と健康－

小倉　能理子
（保健学研究科）

他 金曜日7･8時限
人生を健康的に生きるために、疾病（生活習慣病を中心に）を予防し、健康を維持・増進
するための具体的な生活習慣について学ぶ。
また、自分の生活を振り返り、よりよい生活習慣を考える。

1211100077 人間・生命
医学・医療の世界
－がんを知る－

山田　勝也
（医学研究科）

他 月曜日9･10時限

現在、日本人の二人に一人は、一生のうちに何らかのがんに罹患します。またがんに対
する人類の戦いは、著しい医学の進歩にもかかわらず、依然厳しい状況にあります。
従って、皆さん自身、もしくはご家族や親しい方がいつかがんに罹患する可能性は、極め
て高いと考えなくてはならないでしょう。そこで本授業は、身体の様々な部位に発生する
がんの特徴、経過、がん化を誘発する要因、診断方法や診断基準、治療法などについ
て、臨床や研究の最前線で活躍されている弘前大学医学部附属病院や医学研究科、保
健学研究科の専門家の先生方を講師として、それぞれご専門の立場からオムニバス形
式で紹介します。

ヒトの身体は、多くの細胞から成り立っており、身体の部位により細胞の形や機能が異な
ります。また身体の細胞は違いに密接な繋がりをもっているため、理解することは容易で
はありません。その意味で、がんを題材として細胞の正常と異常について学ぶことは、複
雑な人体の構造や機能に関する理解を深める方法としても有効です。

今は様々な医療情報がネットを通じて手に入る時代です。しかし、がんの医療や研究は
日々進歩しており、分類や診断方法、治療方法も変化しています。従って、医療現場で
中心となって活躍されている様々な分野の先生方の生の声を聞き、かつ自由に質問を
ぶつけられる本講義は稀有な機会と言えるでしょう。先生方により考え方やご意見の相
違もあるかもしれません。医学はヒトを対象とする自然科学であると考えると、ご意見の
違いがあることは正常で健全なことです。皆さんは講義を自らがんや健康について考え
るきっかけにしてください。

例年、本講義には医学部や保健学科のみならず、全学部から満遍なく学生さんが参加し
ます。皆さんには講義で扱うテーマの中から一つを選び、同じテーマを選んだ学生さんと
学部横断的なグループを作り、協力してテーマについて調べ、講義の最後の二回の時間
を使ってグループ発表をし、他の学生さんからの質問に答えてもらいます。自ら調べるこ
とにより、講義の聴講だけではわからなかった知識が得られ、また疑問も生じるかもしれ
ません。その疑問を講義で講師の先生にぶつけてください。また他学部の学生さんと一
緒に準備し発表することは貴重な経験になると思います。本講義が、将来様々な分野で
活躍される皆さんの日常生活に役立っていくことを願っています。
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1211100271 人間・生命
医学・医療の世界
－医学研究の進歩－

土岐　力
（医学研究科）

他 木曜日7･8時限
オムニバス形式で、各領域の研究者が専門分野（医学研究）における進歩について情報
を提供します。

1211100343 人間・生命
医学・医療の世界
－感染症から身を守る－

浅野　クリスナ
（医学研究科）

他 金曜日9･10時限

感染症は、細菌、ウイルス、真菌など肉眼では見ることができない微生物によって起きる
疾患です。他の疾患と大きく異なることは、感染が拡大し、時には世界的な流行を起こす
ことです。世界では、エイズ、新型インフルエンザ、MERS、エボラ出血熱、ジカ熱、新型コ
ロナなど次々と新しい感染症が問題となっています。一方、結核、デング熱など過去の感
染症と考えられていた感染症も復活してきています。この授業では、感染症を起こす微
生物とはどのようなものであるかを知った上で、感染及び感染症のメカニズム、感染症の
予防について学んでください。

1211100318 人間・生命
医学・医療の世界
－最新医学の現状A－

漆舘　聡志
（医学研究科）

金曜日5･6時限  各分野の専門家が、医療と医学の現状・限界・問題点に関する情報を提供します。

1211100344 人間・生命
医学・医療の世界
－身体をはかる－

井瀧　千恵子
（保健学研究科）

他 金曜日9･10時限

健康の維持・増進のためには自分自身の今の状態を知ることが大切です。ふだんから
簡単に測定できるものから、特別な機器を使用して測定できるものまで、いろいろとあり
ます。
本科目は、みなさんが自分自身の身体を知るために、測定数値の基本を示す意味を考
えながら、自分の身体に興味を持つこと、実際に自分たちで機器を用いて測定が経験で
きることを中心としています。また、その測定数値をもとに、生活習慣について考えるきっ
かけとし、少しでも自分の生活を工夫する力を持てることを望みます。

1211100252 人間・生命
医学・医療の世界
－人体のしくみと病気のな
りたち－

森　文秋
（医学研究科）

他 木曜日5･6時限
この講義では４名の教員によって、人体の構造と機能、さらに基本的な病変について説
明します。

1211100319 人間・生命
医学・医療の世界
－薬の科学（なぜ薬は効く
のか？）－

西塚　誠
（農学生命科学部）

金曜日5･6時限

高齢化社会の到来や医療費の高騰等への対応のために、予防医学やセルフメディケー
ションへの期待が高まっているが、広く社会に浸透するためには、各個人が薬の作用や
副作用を正しく理解することが必要不可欠である。本講義では、市販されている総合感
冒薬や処方薬の抗生物質を中心に、薬の成分とその作用機序、副作用についてできる
だけわかりやすく概説する。また、現在話題となっている薬に関するトピックなどについて
も積極的に取り上げる。日常で使用する薬のことをもっと知りたい学生、創薬研究に興味
がある学生の受講を歓迎します。

1211100203 人間・生命
情報と健康・医学
－保健・医療とデータ解析
－

野坂　大喜
（保健学研究科）

木曜日1･2時限

・データ解析学は医学・保健学分野での研究や地域施策の立案などにおいて求められる
基礎知識であり、医学的有効性の判断、保健政策や健康プログラムの効果の評価に必
須の知識になっています。
・様々な保健指標や厚生労働統計資料の見方や考え方、医療系データの実務分析にお
いて必要な統計学に関する知識や手法を学びます。
[実務教員としての説明]
・医療機関において医療情報システムの開発・運用に関わった経験があり医療情報技師
と第2種情報処理技術者資格を有している。
・医療機関での臨床検査データの運用経験を元に保健・医療分野におけるデータ解析に
ついて講義します。
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1211100345 人間・生命
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
（教育学部）
渡邉 陵由
（非常勤講師）

金曜日9･10時限

・「健康づくり」に向けた運動の習慣化の基礎知識を養う
・実技（運動・スポーツ）を通した実践をする
・授業は集団種目（ボールゲーム）及びトレーニングを中心に行う
＜到達目標＞
１．スポーツが有する様々な可能性に触れて身体知を養い、スポーツによる学士力の養
成と心身の健康の維持増進
　　に取り組む。
２．共に学ぶ仲間作りの場としてのスポーツを実践し、スポーツを媒介にして学生間の意
思疎通能力を育みながら
　　豊かな人間性や倫理観を養う。
＜授業概要＞
　第1～4回までは，健康づくりと運動についてスポーツ科学的視点から講義及び実習・
演習を行う。5回目からは、それらの知見に基づいて、実技・演習形式で実践を行う。実
技種目としては、ネット型スポーツ（バレーボール等）、ゴール型スポーツ（バスケットボー
ル・タグラグビー等）を行う．本授業で用いるスポーツは、年齢・性別を問わず行われてい
る生涯スポーツのひとつであり、コミュニケーションツールとしてもその価値は高い。その
楽しみ方は、競技的なものからレクリエーション的なものまでと多岐に渡る。この演習で
は、個人の技術レベル・体力レベル、経験・未経験にとらわれることなく授業を展開し、ス
ポーツの様々な可能性について理解するとともに、生涯スポーツへつなげる足がかりと
する。

1211100015 人間・生命
運動と健康Ａ
－リハビリテーションとメン
タルヘルス－

井瀧　千恵子
（保健学研究科）

他 月曜日1･2時限
この授業では、多様な人の健康づくりとスポーツやリハビリテーションとメンタルヘルスに
ついての講義を行い、みなさん自身が学んだことを自分自身の人生の中で活かしていけ
るよう、健康や障害について考えるきっかけを作ります。

1211100012 人間・生命
運動と健康Ａ
－運動とリハビリテーショ
ンA－

藤田　あけみ
（保健学研究科）

他 月曜日1･2時限

○障がい者を理解するため、障がい者のスポーツ活動の現況を教授し、障がい者につ
いて考えてもらうとともに、健常者のスポーツ活動で生じるけがの種類と原因を理解しリ
ハビリテーションの基本的な考え方を理解してもらいます。(尾田)
○運動機能の障害と支援、リハビリテーション看護の専門性の概要を理解し、リハビリ
テーションにはどのようなケアが必要か考えてもらいます。(藤田・土屋)
○脳卒中のリハビリテーションの概要について学びます。骨折やスポーツ障害、末梢神
経損傷など整形外科的疾患との違いを伝え、中枢神経の回復を講義やＶＴＲなどを通し
て学習し、後遺症を持った障害者の生活スタイルについて理解を深めます。(髙見)

1211100014 人間・生命
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－

石川　玲
（保健学研究科）

他 月曜日1･2時限

○子ども、成人、高齢者における身体的特徴と健康維持のための運動の意義について
理解を深める。
○各年齢層におけるスポーツ傷害および不活動等の弊害と予防的なリハビリテーション
についての理解を深める
○上記の学習を通して、健康の維持増進、運動指導、将来の子育てに必要な基礎知識
を身につける。
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1211100013 人間・生命
運動と健康Ａ
－運動とリハビリテーショ
ンC－

平川　裕一
（保健学研究科）

他 月曜日1･2時限
この授業では，障害とリハビリテーション，健康長寿と生活習慣病，運動が身体や心に及
ぼす影響，健康づくりと介護予防等について学びます．

1211100336 人間・生命
運動と健康Ａ
－健康運動実践①－

上野　秀人
（教育学部）

他 金曜日7･8時限

・学習活動・社会活動の基盤となる健康・体力を向上させるための身体運動あるいは心
身トレーニングの原理と実施方法を学習することを目指します。
・バドミントンの動きづくりやスポーツ傷害・外傷の予防のためのフットワークやストレッチ
ングも実施する。
・毎時間、バドミントンの実技を行いながら学ぶ。

1211100117 多言語
ドイツ語Ⅰ①
【H・P・S・A】

山本　由起
（非常勤講師）

火曜日5･6時限，
木曜日5･6時限

○当該言語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法などを総合的に学ぶ内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、共通教科書、共通内容によって授業を運営します。

週2回開講

1211100118 多言語
ドイツ語Ⅰ②
【M（学籍番号奇数）】

田中　美由紀
（非常勤講師）

火曜日5･6時限，
木曜日5･6時限

○当該言語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法などを総合的に学ぶ内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、共通教科書、共通内容によって授業を運営します。

週2回開講

1211100119 多言語
ドイツ語Ⅰ③
【M（学籍番号偶数）】

相馬　伸子
（非常勤講師）

火曜日5･6時限，
木曜日5･6時限

○当該言語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法などを総合的に学ぶ内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、共通教科書、共通内容によって授業を運営します。

週2回開講

1211100182 多言語
ドイツ語Ⅰ④
【全学部】

山本　由紀
（非常勤講師）

水曜日5･6時限，
金曜日5･6時限

○当該言語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法などを総合的に学ぶ内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、共通教科書、共通内容によって授業を運営します。

週2回開講

1211100120 多言語
フランス語Ⅰ①
【M医（学籍番号奇数）】

ジャンソン.M
（人文社会科学部）

火曜日5･6時限，
木曜日5･6時限

○当該外国語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法、基本表現、コミュニケーション能力などを総合的に学ぶ
内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、共通教科書、共通内容によって授業を運営します。

週2回開講

1211100121 多言語
フランス語Ⅰ②
【P・S・A・M保・M心理】

小笠原　淑子
（非常勤講師）

火曜日5･6時限，
木曜日5･6時限

○当該外国語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法、基本表現、コミュニケーション能力などを総合的に学ぶ
内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、共通教科書、共通内容によって授業を運営します。

週2回開講
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1211100122 多言語
フランス語Ⅰ③
【H】

工藤　貴子
（非常勤講師）

火曜日5･6時限，
木曜日5･6時限

○当該外国語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法、基本表現、コミュニケーション能力などを総合的に学ぶ
内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、共通教科書、共通内容によって授業を運営します。

週2回開講

1211100123 多言語
フランス語Ⅰ④
【M医（学籍番号偶数）】

松山　和子
（非常勤講師）

火曜日5･6時限，
木曜日5･6時限

○当該外国語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法、基本表現、コミュニケーション能力などを総合的に学ぶ
内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、共通教科書、共通内容によって授業を運営します。

週2回開講

1211100183 多言語
フランス語Ⅰ⑤
【全学部】

ジャンソン.M
（人文社会科学部）

水曜日5･6時限，
金曜日5･6時限

○当該外国語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法、基本表現、コミュニケーション能力などを総合的に学ぶ
内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、共通教科書、共通内容によって授業を運営します。

週2回開講

1211100124 多言語
中国語Ⅰ①
【P・M】

楊　天曦
（人文社会科学部）

火曜日5･6時限，
木曜日5･6時限

○当該言語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法などを総合的に学ぶ内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、統一教科書、統一進度によって授業を運営します。

週2回開講

1211100125 多言語
中国語Ⅰ②
【H文化創生課程】

許　紅
（非常勤講師）

火曜日5･6時限，
木曜日5･6時限

○当該言語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法などを総合的に学ぶ内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、統一教科書、統一進度によって授業を運営します。

週2回開講

1211100126 多言語
中国語Ⅰ③
【H社会経営課程】

李　淑賢
（非常勤講師）

火曜日5･6時限，
木曜日5･6時限

○当該言語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法などを総合的に学ぶ内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、統一教科書、統一進度によって授業を運営します。

週2回開講

1211100127 多言語
中国語Ⅰ④
【S・A】

顧　国玉
（非常勤講師）

火曜日5･6時限，
木曜日5･6時限

○当該言語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法などを総合的に学ぶ内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、統一教科書、統一進度によって授業を運営します。

週2回開講

1211100184 多言語
中国語Ⅰ⑤
【H文化創生課程以外】

楊　天曦
（人文社会科学部）

水曜日5･6時限，
金曜日7･8時限

○当該言語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法などを総合的に学ぶ内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、統一教科書、統一進度によって授業を運営します。

週2回開講
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1211100185 多言語
中国語Ⅰ⑥
【H文化創生課程】

許　紅
（非常勤講師）

水曜日5･6時限，
金曜日7･8時限

○当該言語を初めて学ぶ学生を対象とする内容です。
○その言語の発音や基本文法などを総合的に学ぶ内容です。
○１人の教員が週２回を１セットとして担当する授業形態です。
○複数のクラスが開講されますが、統一教科書、統一進度によって授業を運営します。

週2回開講

※以下の科目は履修証明プログラム２年目の受講生のみ受講できます。

時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考

1211200034
学部越境型地
域志向科目

地域プロジェクト演習
－弘前のアートワールド
－

朝山　奈津子
（教育学部）

他 水曜日7･8時限
○地域に合った「アート」の持続可能性を戦略的に学びます。
○「なんでもアート」に陥らないために，アートの概念を学びます。
○以上により，アートそれぞれの「カッコよさ」をアピールする手法を学びます。

履修証明プログ
ラム必修科目

担当教員（所属）



２０２１年度 後期

弘前大学グリーンカレッジ

開放科目一覧

【 履修証明プログラム】
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２０２１年度後期　グリーンカレッジ開放科目一覧

時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考

1212100237 ローカル科目
青森の文化
－弘前藩の古武術－

下田 雄次
（非常勤講師）

木曜日5･6時限

・江戸時代に弘前藩に伝わった武士の技を題材にしながら、無形文化の保護・継承問題
を考えてゆきます。
・武家住宅における古武術の実演記録から、無形文化と有形文化を融合させた文化財
活用事例を学びます。
・無形文化を支えている基本的な身体技法の特質を学びます。
・伝承者の方々をゲストにお招きして、対話を通した学びをします。
・弘前藩に伝わる古流の居合や剣術を体験します。
・スポーツや日常生活に活用できる武術的な身体づかいも学べます。

1212100110 ローカル科目
青森の文化
－青森の手工芸実習－

安川　あけみ
（教育学部）

水曜日3･4時限
・青森県津軽地方の伝統的な手工芸である「こぎん刺し」の作品を製作します。
・青森県南部地方の伝統的な手工芸である「菱刺し」の作品を製作します。

1212100062 ローカル科目
青森の歴史
－近世以前を中心に－

福眞　睦城
（非常勤講師）

火曜日7･8時限 江戸時代以前の本県の歴史を中心に考察する

1212100236 ローカル科目
青森の経済・産業
－地方創生入門②－

小寺　将太
（非常勤講師）

金曜日5･6時限

◯本講義は、まず全国で取り組んでいる地域づくりに関して、文献及び事例を紹介し、日
本の地方創生事業の理解を深めます。
◯そこから、青森県内で取り組んでいる地域づくりの事例等をキーワード別に紹介し、青
森県内における地方創生事業を学びます。
◯さらに、講義及びワークショップ形式を用いて、身近な地域課題を解決するための必要
な基礎的な地域づくりの手法を学びます。

1212100023 ローカル科目
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
（人文社会科学部）

月曜日5･6時限
○青森にゆかりのある日本近現代文学作品の読解を行う。
○青森にゆかりのある日本近現代文学の作家について見識を深める。
○文学作品に描かれた故郷を理解することで、地域社会と文化の関わりを理解する。

1212100059 ローカル科目
青森の芸術
－青森の地方文壇と文学
－

ソロモン・ジョシュ
ア・リー
（教育推進機構）

火曜日3･4時限

クラス・ディスカッションを中心として日本の地方文学を様々な観点から考察する。近現代
の文学（詩・小説・エッセイ・等）を読み、「地方の定義」「故郷論」「地方文学の意義」等に
ついて話し合う。授業は原則としてバイリンガルで行う。In this class we will use class
discussion to consider the topic of regional literature in Japan from multiple viewpoints.
We will read modern and contemporary works (poetry, prose, essays, etc.)  and discuss
issues including the definition of "regional Japan," "furusato" (home/origins) discourse,
and the significance of "regional literature."

1212100005 ローカル科目
青森の民俗・芸能
－弘前藩のサムライ文化
－

山田　史生
（教育学部）

月曜日3･4時限
○平周運禅師（大鰐・善福寺住職）の指導のもと「坐禅」に挺身することをとおして、弘前
藩のサムライ文化の背骨を支えた精神文化のひとつである曹洞禅について学ぶ。

1212100160 ローカル科目
青森の自然
－食育概論①－

石塚　哉史
（農学生命科学部）

他 木曜日9･10時限

 最近のわが国において食生活を巡り、栄養バランスの偏り、不規則な食事、若年層の
習慣病・肥満の増加等の問題が叫ばれており、この危機的状況を改善するために2005
年に政府は食育基本法を施行しました。
 こうした状況を踏まえ、栄養、食生活、食の安全、食料政策、食糧需給、食環境、食文化
という食に纏わる事象の特徴や課題についても学び、食育を実践する上で必要な基礎
的な知識を習得することを目的としています。それに加えて、本学が立地している青森県
における食と農の特色を学ぶことにより、地域での食と農の在り方について説明できるよ
うな知識を身につけます。

担当教員（所属）
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1212100006 ローカル科目
青森の自然
－食育概論②－

伊藤　大雄
（農学生命科学部）

他 月曜日3･4時限

わが国では2005年に食育基本法が施行されました。「食」（消費者）と「農」（生産者）の乖
離、食生活や栄養バランスの乱れ、生活習慣病の顕在化などに、私たち一人一人が真
剣に向き合い、改善・解決してゆくことが求められています。本講義では、食生活につい
て深く考え、地域の食材を理解し、健康な食生活を実践する力を身につけるために、田
畑の土と肥料、農薬・遺伝子組み換え作物の安全性や、青森県の主要農産物の栽培方
法・流通などについて総合的に学びます。また、青森県の事例を中心に、食物栄養や生
活習慣病についてもあわせて学習します。「食育概論①」より農業・地域食材に重点を置
いています。

1212100024 グローバル科目

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

諏訪　淳一郎
（国際連携本部）

月曜日7･8時限

○映像人類学と民族誌映像の視聴をつうじて、人間の条件の多様性についての知識を
深めます。
By viewing work of visual anthropology and ethnographic film, plurality of human
condition will be explored and discussed.
○社会変化、文化変容、信仰体系、芸術、贈与交換などが地域的な社会生活や経済活
動に深くかかわっていることを理解します。
Particular light will be shed onto social change/modernity, belief system, art and gift
exchange (still an important element in any micro-scale transactions!).

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

多田　恵実
(教育推進機構)，

他 水曜日7･8時限
地域の行政およびビジネス・リーダーや海外で成功し活躍しているビジネスパーソンに講
話を聴く。学生が将来どのようなビジネスを立ち上げたいか、発表させ自らの進路を考え
させる。

1212100068 グローバル科目
国際地域
－近世のグローバル・ヒス
トリー－

中村　武司
（人文社会科学部）

火曜日9･10時限

この講義は、近年のグローバル・ヒストリー研究の成果をふまえて、近世
（1500&#8211;1800年）の世界史像を概観します。そのさい、従来のヨーロッパ中心主義
的な歴史解釈をくりかえすのではなく、近代のヨーロッパが、近世におけるアジアやアメリ
カ、アフリカといった世界の様々な地域との相互の交流や関係なくしては成立しえなかっ
たことを論じる予定です。

1212100206 グローバル科目
国際地域
－現代中東を見る－

亀谷　学
(人文社会科学部)

金曜日5･6時限

○現代の中東地域について、その歴史的背景を踏まえつつ理解するために、映像資料
と口頭での解説を併用しながら、それぞれの国や地域の視点から解説する。
○映像を通じて、イメージの中の中東と実際の中東のギャップについて考え、異文化・多
文化理解のための基礎的な認識を身につけることを目指す。

1212100027 グローバル科目
国際地域
－世界史概観－

篠塚　明彦
（教育学部）

月曜日9･10時限

○現在の高等学校世界史のあり方についての課題を踏まえ、高等学校での学習と異
なった視点から世界史を概観します。
○西欧中心の世界史像を批判的に検討し、各地域に暮らす人々の視点から捉え、多角
的に世界史を見つめ直します。
○日本史と世界史を統一的に把握していきます。



3

時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1212100026 グローバル科目
国際地域
－地域研究入門－

白石　壮一郎
（人文社会科学部）

月曜日9･10時限

●「社会問題」というとみなさんはなにを思い浮かべますか？今年度のこの講義は、世界
各地の社会問題について「知る」だけでなく「考える」ための時間です。「考える」ためのも
のの見方をできるだけ身につけてもらいます。
● 世界じゅうの社会問題は、項目別に整理すると重要課題について把握しやすくなりま
す。2015年にUN総会が採択したSDGsがよい例です。SDGsでは、17のアジェンダを課題
として掲げています。しかし・・・現状についての経験的な感覚をもっていなければ、SDGs
もたんなるスローガンのように見え、興味を持ちにくいかもしれません。
● そこで、この講義ではテキストをもちいて世界各地の「現地事例報告」の著者たちの
経験を通して学んでいきます。知識は講義に参加しながら頭に入れていけばよいのです
が、事例から「考える」ためにもっとも重要なのは、じつは「状況についての想像力」です。
これを鍛えていきましょう。

1212100207 グローバル科目
比較文化
－オルガンとヨーロッパの
街，文化－

水木　順子
（非常勤講師）

金曜日5･6時限

○ヨーロッパ（イタリア、スペイン、フランス、ドイツなど）で発達したパイプオルガンと楽曲
を通して異なる国や時代の楽器・作品を生んだ背景を考え、国々の文化的特徴を理解す
る。
○グループごとに各国の文化の多様性について調べ、自分が属する文化との違いや共
通点などを認識し発表することによりチームとしての問題解決能力を養い、国際地域に
関する見識を深める。
○ほかのグループの発表内容方法などを聞くことにより、いろいろな立場・視点から物事
を見たり考えたりする力を養う。

履修証明プログラ
ム選択科目

1212100069 グローバル科目
比較文化
－イメージの力?「アイド
ル」について－

出　佳奈子
（教育学部）

火曜日9･10時限

○「偶像／アイドル」概念の歴史的変遷について学びます。
○視覚による「アイドル」受容の諸相を確認します。
○宗教美術における聖画像受容と現代の視覚／メディア文化におけるアイドルイメージ
受容とのつながりと差異について考察します。
○複数の時代・地域の表象文化における「アイドル」の位置付けの比較・相対化を試み
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※必ずしも、現代のサブカルチャーにお
ける「アイドル」論を展開するわけではありません。

1212110002 グローバル科目
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
（非常勤講師）

他 集中
国内外のコンテンポラリーアートに関し、弘前れんが倉庫美術館の学芸を担当する各専
門家が、多様なアプローチからレクチャーを行います。

履修証明プログラ
ム選択科目

1212100208 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－音楽研究入門－

朝山　奈津子
（教育学部）

金曜日5･6時限

○作曲家ヨハン・ゼバスティアン・バッハ（1685-1750）の音楽活動と主要作品の概要を掴
む。
○音楽の研究方法・研究課題の概要を見渡し、「音楽学」という学問分野の成立要件を
理解する。

履修証明プログラ
ム選択科目

1212100057 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－音楽人類学－

諏訪　淳一郎
（国際連携本部）

火曜日3･4時限

○音源への批判的な聴取を身に着けることにより、幅広いスタイルや文化的背景を持っ
た音楽を聴く耳を養います。
○種としてのヒトが人間らしく存在する一条件である音楽が多様性に満ちていることを学
びます。

履修証明プログラ
ム選択科目
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1212100161 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－芸術身体論：ピアノ入門
②－

今田　匡彦
（教育学部）

木曜日9･10時限
○世界の芸術・芸能と身体との関係についてピアノという楽器を通して見識を深める。
○世界の芸術・芸能と身体の関係についてその文化背景についても理解する。

1212100149 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－現代の音楽入門－

今田　匡彦
（教育学部）

木曜日5･6時限

○音楽という現象を20世紀以降の現代音楽、ポップミュージック、諸民族の音響、サウン
ドスケープ、同時代性、グローバリゼーション等を基盤にオーヴァーヴューし、音楽につ
いての見識を深める。
○上記を踏まえ現代の音楽の文化背景を理解する。

1212100029 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－美術史研究入門－

出　佳奈子
（教育学部）

月曜日9･10時限
○美術史研究の方法論を理解する。
○社会における美術やイメージの多様な役割について考察する。
○ペストという極めて致死率の高い疫病と絵画というメディアとのつながりを考察する。

履修証明プログラ
ム選択科目

1212110001 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－舞台芸術概論－

朝山　奈津子
（教育学部）

他 集中

○東西の舞台芸術（能、文楽、歌舞伎、バレエ、オペラ、演劇など）について、その歴史を
踏まえつつ、ドラマ・音楽・美術・演出などの総合的な観点を身につける。
○各舞台芸術ジャンルで古典ないしスタンダードなレパートリーと称される演目につい
て、現代における上演の意義を考察する。

履修証明プログラ
ム選択科目

1212100030 グローバル科目
地球環境
－21世紀の地球環境問題
①－

石田　清
（農学生命科学部）

他 月曜日9･10時限

経済成長や人口増大により、人類は20世紀に深刻な環境問題に直面しました。環境問
題の解決は21世紀の人類の重要な課題です。この授業では、専門分野の異なる多くの
教員から、現代の様々な環境問題の発生要因や実態、克服にむけた取り組みを自然科
学と社会科学の両面にわたって学ぶことにより、地球規模の環境問題について深く考え
る力を身につけます。専門分野の異なる５人の教員が社会科学と自然科学にまたがる
下記の内容を分担してカバーします。
（１）発展途上国と環境問題（人口増加、森林破壊）
（２）気候変動と環境汚染へのアプローチ（地球温暖化、オゾン破壊、酸性雨）
（３）水資源・食料生産へのアプローチ（砂漠化、土壌侵食、食糧問題）
（４）自然生態系破壊へのアプローチ（海洋汚染、森林減少、野生生物の絶滅）
（５）人類を含む生態系へのアプローチ（生物資源枯渇、外来種、環境保全）
（６）環境問題に関する取組（特徴，政策，国際交渉）
　担当する教員の専門分野により、内容が若干変化しますので、授業内容予定も参考に
して下さい。
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1212100070 グローバル科目
地球環境
－21世紀の地球環境問題
②－

伊藤　大雄
（農学生命科学部）

他 火曜日9･10時限

経済成長や人口増大により、人類は20世紀に深刻な環境問題に直面しました。環境問
題の解決は21世紀の人類の重要な課題です。この授業では、専門分野の異なる多くの
教員から、現代の様々な環境問題の発生要因や実態、克服にむけた取り組みを自然科
学と社会科学の両面にわたって学ぶことにより、地球規模の環境問題について深く考え
る力を身につけます。専門分野の異なる５人の教員が社会科学と自然科学にまたがる
下記の内容を分担してカバーします。
（１）自然災害とその対応（土砂災害、災害軽減策）
（２）気候変動と環境汚染へのアプローチ（地球温暖化、オゾン破壊、酸性雨）
（３）水資源・食料生産へのアプローチ（砂漠化、土壌侵食、食糧問題）
（４）自然生態系破壊へのアプローチ（海洋汚染、森林減少、野生生物の絶滅）
（５）人類を含む生態系へのアプローチ（生物資源枯渇、外来種、環境保全）
（６）環境問題に関する法的整備（排出量取引、環境税）
担当する教員の専門分野により、内容が若干変化しますので、授業内容予定も参考にし
て下さい。

1212100211 グローバル科目
地球環境
－21世紀の地球環境問題
③－

石田　清
（農学生命科学部）

他 金曜日7･8時限

経済成長や人口増大により、人類は20世紀に深刻な環境問題に直面しました。環境問
題の解決は21世紀の人類の重要な課題です。この授業では、専門分野の異なる多くの
教員から、現代の様々な環境問題の発生要因や実態、克服にむけた取り組みを自然科
学と社会科学の両面にわたって学ぶことにより、地球規模の環境問題について深く考え
る力を身につけます。専門分野の異なる５人の教員が社会科学と自然科学にまたがる
下記の内容を分担してカバーします。
（１）発展途上国と環境問題（人口増加、森林破壊）
（２）気候変動と環境汚染へのアプローチ（地球温暖化、オゾン破壊、酸性雨）
（３）水資源・食料生産へのアプローチ（砂漠化、土壌侵食、食糧問題）
（４）自然生態系破壊へのアプローチ（海洋汚染、森林減少、野生生物の絶滅）
（５）人類を含む生態系へのアプローチ（生物資源枯渇、外来種、環境保全）
（６）環境問題に関する取組（特徴，政策，国際交渉）
担当する教員の専門分野により、内容が若干変化しますので、授業内容予定も参考にし
て下さい。

1212100071 グローバル科目
地球環境
－気候変動と現代社会①
－

野尻　幸宏
（理工学研究科）

火曜日9･10時限

○気候変動の科学について広く学ぶ。
○気候変動の自然と社会への影響について広く学ぶ。
○気候変動の対策について広く学ぶ。
○これらのことを学ぶために、国連IPCC(気候変動に関する政府間パネル)による報告書
を読む。講義においては、報告書を読み進めながら、その都度、必要な解説が加えられ
る。
○問題全体の理解を通して、重要な環境問題である気候変動が、自然科学・現代社会・
国際関係と深く関連していることを学ぶ。
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1212100072 グローバル科目
日本
－学習中の言語でのコ
ミュニケーション－

小山　宣子
（国際連携本部）

火曜日9･10時限

　授業は、3本立てで、行われます。
　1つは、協定校（中国、韓国、台湾、タイ）などにいる、海外の日本語専攻の留学生との
ビデオチャットやメールによる交流です。（基本的には、「やさしい日本語」で行いますの
で、特に英語が必要というわけではありません）
　2つは、そこで知ったことを、教室で発表して、他の学生と共有することです。
　3つは、教師による協定校の事情や、日本に来る留学生の概要などから成る知識面を
補う講義です。
　今年の学生は、留学生との交流が難しいのは事実です。しかし、これを通じて、オンラ
インで教師から紹介された海外の学生と日本語で話をすることにより、留学生と交流する
のに似た経験を持ち、異文化に属する人や異文化の物や事に対応する能力を養うこと
が期待されます。
　＊＊＊協定校の学生の人数に応じて、抽選があります＊＊＊

1212100122 グローバル科目
日本
－現代の生活工芸②－

髙橋　憲人
（非常勤講師）

水曜日9･10時限

○2000年代以降の生活工芸の展開について，思想的，社会的背景から見識を深めま
す。
○生活工芸を主軸に，日本においてどのように「工芸」が構築され，この先どこへ向かお
うとしているのかを理解します。

1212100148 グローバル科目
日本
－日本の女性による文学
－

ｻﾜﾀﾞ ﾊﾝﾅ ｼﾞｮｲ
（国際連携本部）

木曜日5･6時限

In this course we will read works by Japanese woman writers that reflect the evolution
of gender roles from the Meiji era to the present.
We will discuss the works under consideration、examine related resources and watch
screen versions in order to gain a deeper understanding of what they convey.

○明治時代から今日までジェンダーロールを取り上げた日本の女性作家による文学作
品について学びます。
○作品についてディスカッションをし、関連資料の解読に加え映画を見ながら内容を考察
します。

Toeic 550の英
語能力必要

1212100073 グローバル科目
日本
－日本の消費文化－

諏訪　淳一郎
（国際連携本部）

火曜日9･10時限

○現代日本の消費文化について、変身、消尽という２つのキーワードから学びます。
This course explores contemporary Japanese consumer culture with the keywords of
transformation and consumption.
○波及効果の高い日本の消費文化の変容と持続の側面から、世界の消費文化のトレン
ドについて考えます。
Trends of global consumer culture is explored through Japanese examples.

1212100239 グローバル科目
日本
－日本語教育を知る②－

笹森　圭子
（非常勤講師）

水曜日7･8時限

日本語学習者や日本語の支援を必要としている人は年々増加し、多様化してきていま
す。日本の中で暮らしていても、今後、その重要性は高くなります。この授業では、日本
語教育・日本語を教えるということについて、基礎となる知識を深めます。
○日本語を教えるとはどのようなことか多角的に考えます。
○様々な日本語学習者について理解を深めます。
○日本語支援が必要な人をサポートできるようになります。
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1212100060 グローバル科目
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（国際連携本部）

火曜日5･6時限

              
writings illuminate the formation of Japanese identity.
In addition to discussing assigned texts and examining related resources, we will view
screen versions of selected works in order to deepen our understanding of them.

○近代の日本文学に反映されている日本人のアイデンティティの形成を考察します。
○テキストについてのディスカッション、関連資料の解読に加え、映画を鑑賞することを
通して作品への理解を深めます。

Toeic 550の英
語能力必要

1212100162 社会・文化
くらし・文化
－子どもの育ちと教育福
祉文化論－

深作　拓郎
（教育学部）

木曜日9･10時限

○子どもが健やかに育つために必要な地域社会の環境について、教育・福祉・文化の領
域から横断的に学ぶ。
○子どもの育ちを支援する社会資源や社会保障の構造とそこに込められる理念につい
て学習し、理解を深める。
○子どもの育ちを支援することを目指した施策や市民活動を具体的に学び、子どもの豊
かな育ちのための地域社会の環境醸成について理解を深めていく。
○「子どもの育ち」は、親だけでなく学生自身も社会の一員としてその当事者であること
の意識を高める。

1212100163 社会・文化
くらし・文化
－手芸とアート?編み物を
めぐって－

出　佳奈子
（教育学部）

木曜日9･10時限

○なぜ、手芸は芸術に直結しないのでしょうか？−手芸と芸術領域を隔てる境目につい
て考察します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○手芸というと女の子の趣味、というイメー
ジがついてまわるのはどうしてでしょうか？−くらしにおける手芸と芸術をめぐるジェン
ダーバイアスについて考察します。
○今、編み物に挑戦することの意義とは？−くらしのなかの編み物を例にとって、そのグ
ローバル化とジェンダーレス化、さらにはアートとしての職業化について考えます（海外
の編み図を使った編み物の実践も行います）。

1212100007 社会・文化
くらし・文化
－世界を変えた作物－

勝川 健三
（教育学部）

月曜日3･4時限

現在の私たちの暮らしは植物の様々な恩恵の上に成り立っています。また15世紀末以
降、新世界から旧世界にもたらされた作物は世界を大きな変貌させ、そしてそれは現代
社会の礎にもなっています。本授業ではそういった作物に焦点を当て、作物がヒト・社会
に及ぼした影響について学びます。

1212100164 社会・文化
歴史・地理
－中国の歴史をひもとく－

荷見　守義
（人文社会科学部）

木曜日9･10時限

○歴史学に関する基礎的な概念について，中国史とその近接領域を事例として学習し理
解を深める。
○歴史学の基礎的な手法や知識に基づいて，中国史の史実の構築について分析を行
う。

1212100212 社会・文化
歴史・地理
－日記で読む近代日本－

大谷　伸治
（教育学部）

金曜日7･8時限

○日本近現代史にとって重要な一次史料である手書き日記を解読する力を身に付ける。
（政治学者・矢部貞治の学生時代の手書き日記を用いる）
○文献講読を通して、日本近現代史の基礎史料となっている様々な日記の概要を知ると
ともに、近代日本における日記の役割について考える。
※手書き日記解読と文献講読は予習が必須。
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1212100228 社会・文化
芸術
－デザイン入門－

佐藤　光輝
（教育学部）

金曜日9･10時限

○形態と色彩における美の基本を理解し、その法則を用いることで美しい作品を作り出
す方法を学習します。
○講義と作品制作を通して、デザインに重要な形の対称性と色彩の調和を理解します。
○既存の商品パッケージデザインを分析し、改良するための計画を立案します。
○計画レジュメと課題作品の制作をおこない、作品発表と展示、講評を実施します。

1212100001 社会・文化
芸術
－囲碁入門その後－

山田　史生
（教育学部）

月曜日1･2時限

○発展的な碁の打ち方について学ぶ。
※まったくの初心者ではなく、ひととおり碁の打ち方を知っているひと（前期の「囲碁入
門」を受講したひとなど）が対象。
※講師として、古川元（青森県最強位）古川こんゆ（日本棋院プロ棋士）をお招きし、望み
うる最高レベルでの指導をおこないます。
　人生を豊かにするすべとして囲碁をおぼえてください。

1212100011 社会・文化
芸術
－音楽と哲学Ｂ－作曲を
通して考察する－

清水　稔
（教育学部）

月曜日3･4時限

・音楽行為を哲学的に捉えるとどのような関係性が生じているかということを、楽器や電
子音との関係性を中心に考察しながら曲作りを通して学ぶ。
・現代の音楽環境を考える上でのＤＴＭやインターネット、動画といったメディアとの関連
も学ぶことで、これからの芸術や教育の在り方について考察する

コンピュータで
の創作活動を行
うため，PCのス
キルが必須

1212100111 社会・文化
芸術
－将棋の世界－

細川　洋一郎
（保健学研究科）

他 水曜日3･4時限
日本特有のゲームである将棋の歴史から現在のルールおよびタイトル戦の制度までを
学ぶ。
実際に将棋の戦法の進化を体験する。

1212100165 社会・文化
芸術
－彫刻入門Ⅱ－

塚本　悦雄
（教育学部）

木曜日9･10時限

○講義で彫刻・芸術への知識・理解を深める。
○彫刻の様々な技法、素材を紹介し、それらと表現の関わりについて考察する。
○上記で得た知識・理解を生かし、各自がそれぞれテーマを決定し、アイデアスケッチ、
マケット制作（粘土で制作、焼成し陶彫へ）を経て、小さい石彫作品を制作する。

1212100150 社会・文化
芸術
－木材・木炭入門－

廣瀬　孝
（教育学部）

木曜日5･6時限

○講義では様々な木材や木炭等をスライドにて鑑賞し、知識・理解を深める。
○木質材料等様々な素材を紹介し、それらと製造の違い等について考察する。
○上記で得た知識・理解を生かし，各自がそれぞれテーマを決定し，構想，製図，けが
き，切断等を経て，「もの」を制作する。

1212100074 社会・文化
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
（保健学研究科）

他 火曜日9･10時限

一般的にスキルにはテクニカルスキルとノンテクニカルスキルとがあります。
専門技術であるテクニカルスキルに対して、ノンテクニカルスキルは専門分野を問わず
論理的に考え、
相手にわかりやすく伝達するための技術です。医療分野だけでなく航空業界など多くの
業界で広く取り入れられており、ロジカルシンキングや言語技術とも言われています。本
授業では演習方式でノンテクニカルスキルについて学習し、医療での活用についても解
説します。
言語技術の基本的知識の習得を通じて、論理的思考回路を身につけるとともに
大学生・社会人に要求されるコミュニケーション能力を獲得することが、本授業の目標で
す。
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1212110003 社会・文化
思想
－美学入門－

森　功次
（非常勤講師）

集中
○分析美学の基礎的な概念について学習し， 理解を深める。
○美学の視点を用いて， 身近な文化状況のありかたや現代の社会問題について考察
する。

履修証明プログラ
ム必修科目

1212100226 社会・文化
思想
－倫理学の基礎B－

横地　徳広
（人文社会科学部）

金曜日9･10時限

われわれ人間は、とりかえのきかない、この地球で生きています。このことの倫理学的意
味を考えることが、この授業の目標です。こうした哲学的思考の深まりを確かめるため、
毎回コメント・ペーパーの記述が求められます。
 
エートスは「住まうこと」を原義としています。地球のどこにせよ、或る土地に人びとが住
まうとき、その土地、には「習俗」というエートス、その人びとには「気質」というエートスが
形成され、同時に、そこに生きる一人ひとりの人間は、そうした習俗のもと、他者とのかか
わりのなかで自身の「性格」というエートスを形成していきます。こうした「エートスの学（エ
ピステーメー・エーティケー）」は、命ある人間が或る環境に住まうことの哲学的意味を解
き明かす「生命環境倫理学」だと言えます。

本講義では、われわれが生きる社会で多様な事象が互いに連関していること、このこと
を受講生のみなさんは生命環境倫理学の観点から学びます。わけても質と量の関係に
注目し、いくつかの空間概念の歴史的変容を確かめます。この確認を通じて受講生のみ
なさんは、「計算的理性」が拡大していくプロセスを見定めます。

1212100229 社会・文化
政治経済・社会
－異端の経済学－

細矢　浩志
(人文社会科学部)

金曜日9･10時限

カール・マルクス(1818～1883年)の考えにもとづく経済学の総称である「マルクス経済
学」は，「資本主義」と呼ばれる経済システムを歴史的存在と捉え，その内的構造と歴史
的生成・発展・消滅の仕組みについて批判的な解明を試みる経済学大系のひとつです。
マルクスは，高校の教科書ではアダム・スミス，ケインズと並ぶ著名な経済学者の一人に
数えられ，彼の主著『資本論』も古典としての名声は高いけれど，いまではマルクス(とそ
の諸業績)が取り上げられる機会はめっきり減ってしまいました。「異端」と名付けた所以
です。こうした状況を踏まえ、授業では以下の点に留意して解説していきます。
○「マルクス経済学」を構成する基本的な概念について学びます。
○同経済学の切り口や問題意識が経済社会を分析・理解するうえでどのような意味を持
つのかについて検討します。
○同経済学の学問体系として意義と限界について考えます。

1212100112 社会・文化
政治経済・社会
－経営学入門Ⅰ②－

大倉　邦夫
(人文社会科学部)

水曜日3･4時限
○われわれが生活する上での商品やサービスを生産・供給している企業の経営活動に
ついて学ぶ
○企業の経営活動がわれわれの生活にどのようにして支えているのか理解を深める

1212100113 社会・文化
政治経済・社会
－市場社会と政府の経済
入門－

金目　哲郎
（人文社会科学部）

火曜日5･6時限
○政府の経済活動を理解するための経済学や財政学の基本的知識を学びます。
○市場社会における政府の経済活動のあり方を考えます。

1212100114 社会・文化
政治経済・社会
－政治学入門－

蒔田　純
（教育学部）

木曜日5･6時限

・この授業では、政治に関する基本的な仕組みを理解した上で、政治事象について自ら
考え、分析するための基礎を身につけることを目的とする。
・政治とは何か、政治学とは何か、という政治学を学ぶ上で基礎となる問題について理解
を得るため、毎回、政治に関する基本的概念を取り上げ、分かりやすく解説していく。
・その際は、現実の政治行政の動きや実例を交え、できるだけ受講者が具体的にイメー
ジしながら学べるような講義としたい。
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1212100008 社会・文化
文学
－スペイン語とラテンアメ
リカ文化－

冨田　晃
（教育学部）

月曜日3･4時限

○スペイン語を学習しラテンアメリカの文化にふれる。スペイン語初級者のための授業で
す。
○スペイン語文学ならびにその学問の近接領域についての学識を得るとともに、歴史・
社会との関連を学びその意義を理解します。

1212100009 社会・文化
文学
－現代女性文学の世界－

鈴木　愛理
（教育学部）

月曜日3･4時限

読書会（リテラチャー・サークル）という形式を用いて、本（文学）を読むことの楽しみや意
味について考える。
江國香織、川上弘美、小川洋子などの短編作品を用いて現代女性文学に触れるととも
に、彼女たちの作品が受け容れられ読まれている理由について、また同時代文学として
現代文学を読んでいく意味についても考える。

1212100227 社会・文化
文学
－中国の文学－

山田　史生
（教育学部）

金曜日9･10時限
○『論語』をじっくりと読みます。じっくり読むとはどういうことなのか、それを体感してもら
います。

1212100017 自然・科学

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
（農学生命科学部）

月曜日3･4時限

○　台所にある食品を化学の視点で学ぶ。
○　食品にはさまざまな機能を持つ化学物質が含まれていることを知る。
○　食品の色や香りなどのサイエンスに触れる。
○　食品への人工的な添加物の意味や安全性を学ぶ。
○　好奇心こそが科学の源であることを知る。

1212100169 自然・科学
化学の世界
-光と物質-

島田　透
（教育学部）

木曜日9･10時限
○化学の基礎について学びます。
○光と物質に関する科学的な見方を学びます。

1212100016 自然・科学
化学の世界
－実感する化学Ｂ－

高田　晃
（農学生命科学部）

月曜日3･4時限 生活に密着した諸問題を化学の視点から学びます。

1212100018 自然・科学
化学の世界
－生活の化学A－

鷺坂　将伸
（理工学研究科）

月曜日3･4時限

○私たちの生活に関わるすべてが化学物質であることを理解する。
○化学反応が、「さびる」と言った現象を引き起こしたり、「エンジン」を動かすと言った技
術につながっていることを理解する。
○化学の発展が私たちの生活に恩恵を与えたと同時に、公害など問題をもたらしてきた
ことを知る。
○さまざまな現象を化学の目でとらえ、それに魅了された偉大な先人たちが現在の化学
を発展させてきた歴史を知る。

1212100168 自然・科学
化学の世界
－生活の化学B－

長南　幸安
（教育学部）

他 木曜日9･10時限

○私たちの生活に関わるすべてが化学物質であることを理解する。
○化学反応が、「さびる」と言った現象を引き起こしたり、「エンジン」を動かすと言った技
術につながっていることを理解する。
○化学の発展が私たちの生活に恩恵を与えたと同時に、公害など問題をもたらしてきた
ことを知る。
○さまざまな現象を化学の目でとらえ、それに魅了された偉大な先人たちが現在の化学
を発展させてきた歴史を知る。

1212100209 自然・科学
環境と生活
－環境と生活A②－

長南　幸安
（教育学部）

金曜日5･6時限

○大気・水・大地からエネルギーに至るまで人間活動と環境や暮らし・生活がどのような
関係にあるかを学びます。
○環境中に放出された化学物質が人間を含む生物系に及ぼす影響や、リサイクルやゴ
ミ問題とエネルギーなどの環境問題を考察する方法も学びます。
○いくつかのテーマにおいては地域志向科目として青森県を例に取りあげて、環境と生
活の関係性を考えます。



11

時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1212100012 自然・科学
環境と生活
－日本の地震防災－

片岡　俊一
（理工学研究科）

月曜日3･4時限

　我々の身の回りの自然環境は，時として災害として我々に影響を与えます．自然災害
の軽減には，自然現象の物理的な知識に加え，人間が生活を営む場所・施設の知識が
必要です．この授業では，地震と津波を題材にこの２つの知識を深め，さらに現在行わ
れている軽減策を学びます．
　この授業を通じて，次のような学識を得ます。
○地震が起こる自然環境の理解とそれを意識した生活についての学識を得る．
○地震，津波が人間に与える影響を理解できる。
　自然現象は妨げることはできませんが，災害を軽減することは可能です．その方策に
ついて学ぶことは有意義だと思います。

1212100230 自然・科学
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
（保健学研究科）

他 金曜日9･10時限

放射線や原子力による恩恵を受ける一方で、事故や災害等のリスクに備える必要があり
ます。そこで、放射線の基礎的な知識、および、｢放射線を如何に考えるか？｣について、
リスクコミュニケーションの視点から一緒に考えます。
○放射線の単位や日常生活に関わっている放射線の機能・役割について理解する		
○リスクコミュニケーションの概念を理解し、その視点から放射線に関するリスク認知や
メディアの反応、危機管理について考察する		
○事例を基に、放射線リスクコミュニケーションの現状、重要性、多様性、および、実施に
必要な技術や課題について考察する

1212100151 自然・科学
環境と生活
－放射線概論－

細川　洋一郎
（保健学研究科）

他 木曜日5･6時限

　現代医療には放射線はなくてはならないものです。このレベルの放射線は健康にどの
程度、どのように作用するのでしょうか。それを知るためには、放射線の基礎（放射線物
理）の上に、放射線の生物影響、放射線防護の理念、放射線の医療応用等、幅広い領
域を学ばなければなりません。この授業では放射線の基礎を学んだうえで、低線量被ば
くの影響を考え、さらに現在の放射線の医療応用を放射線診断利用と放射線治療に分
け紹介します。

1212100231 自然・科学
工学の世界
－バイオイメージングと細
胞生物学－

岩井　草介
（教育学部）

金曜日9･10時限

○生物学の発展に大きな貢献を果たしてきた顕微鏡や蛍光タンパク質などのバイオイ
メージング技術について、基礎的な原理から理解する。
○いくつかの基本的な顕微鏡については、実習を通して実際にその操作法を学ぶ。
○細胞生物学の分野を中心に、バイオイメージング技術によって解明されたさまざまな
生命現象を学ぶ。

1212100166 自然・科学
工学の世界
－昆虫機能利用学入門－

金児　雄
（農学生命科学部）

木曜日9･10時限

○古くはカイコをはじめとした繊維工業、近年では昆虫特有の構造を利用したモスアイな
ど、われわれの生活では昆虫利用またはその性質を参考にした様々な技術が利用され
ている。
○そこで産業応用への基盤となる昆虫特有の体の構造や発育システム、行動様式につ
いて学習し、その利用技術について紹介する。

1212100075 自然・科学
工学の世界
－再生可能エネルギーの
物理入門－

渡邉　良祐
（理工学研究科）

火曜日9･10時限

太陽電池、風力発電等の環境に優しいエネルギー技術について、その原理と動向を基
礎から考えていきます。科目の前半では多様な種類の再生可能エネルギーの概観につ
いて学びます。科目の後半では特に太陽電池に注目し、様々な太陽電池の物理的な基
礎を理解していきます。
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1212100058 自然・科学
工学の世界
－自然の計測－

丹波　澄雄
（理工学研究科）

火曜日3･4時限

自然を対象とした計測の一つに遠隔計測（リモートセンシング）があります。リモートセン
シングによって広範囲を短時間に計測することができます。授業ではリモートセンシング
の原理から実際の応用例まで最新の成果など具体例を提示しながら解説します。
副題が「自然の計測」ですので、「計る」ということの基本的な原理を理解できることを目
敵として授業を進めます。

1212100167 自然・科学
数学の世界
－実感する数学－

高田　晃
（農学生命科学部）

木曜日9･10時限 身の回りの現象と数学の関わりについて学びます。

1212100214 自然・科学
生物学の世界
－生物学を基盤とする技
術革新－

伊藤　巧一
（保健学研究科）

他 金曜日7･8時限
○生体（人間）の基本的な構造と機能と生理、そしてそれら構造に発生する疾患と最近
の知見について学ぶ。
○現在の生物学を基盤とする様々な産業や医学への貢献について学ぶ。

1212100232 自然・科学
生物学の世界
－生物多様性とその保全
－

石川　幸男
（農学生命科学部）

他 金曜日9･10時限

○さまざまなレベルにおける生物多様性、種の概念、種間関係、さらには自然環境の中
での種のありようについて、分類学と生態学の両面から学ぶ。
○具体例をもとに生物多様性の保全のために行われているさまざまな施策について紹
介する。

1212100210 自然・科学
生物学の世界
－生命の起源と進化－

姫野　俵太
（農学生命科学部）

他 金曜日5･6時限

昨今の科学技術の進歩により、生命が如何に緻密にできており素晴らしいものであるか
の理解が進むにつれ、その起源についての謎は深まるばかりである。この講義では、原
始宇宙（地球）において生命が生じた奇跡、そしてそれが現存する生物にまでに進化して
きた軌跡を考察し，それを通して生化学、分子生物学、細胞生物学を学ぶ。

1212100233 自然・科学
生物学の世界
－生命科学研究概論－

柏木　明子
（農学生命科学部）

他 金曜日9･10時限
生命科学研究の進歩は目覚ましい。多種多様な生物種を用いて行われている近年の生
命科学研究を理解する。

1212100063 自然・科学
生物学の世界
－微生物学の歴史－

田中　和明
（農学生命科学部）

火曜日7･8時限
病原体の種類（真菌・細菌・ウイルス・ウイロイドなど）やそれらの分類学的・系統学的位
置づけについて説明しつつ、病原体および感染症が人類史に与えた影響や、発見に
至った経緯について解説します。

1212100013 自然・科学
農学の世界
－イネ（稲）を学ぶ－

姜　東鎮
（農学生命科学部）

月曜日3･4時限

私達が主として食べているコメはイネからできます．しかし，正確にいうとコメとイネは違う
ものです．知っているつもりで実はよく知らないイネについて学びます。イネには様々なも
のがあります。例えば，水田で栽培するものだけでなく畑でも栽培できるもの，温度また
は光に敏感なもの，好ましくない環境下でも生き延びるもの等々，種類もたくさんあって，
大変面白い植物（作物）です。そのイネのからだを理解することから私達が食べるコメに
なるまで，イネについて一つ一つ解説します。

1212100213 自然・科学
農学の世界
－農業と環境－

藤崎　浩幸
（農学生命科学部）

他 金曜日7･8時限

○次の1)～3)について学識を得ます。
1)コメをめぐる生産と消費、流通、政策の現状
2)コメの品質・食味・加工品
3)コメ生産の場である水田や農村の多面的機能(交流・文化・環境)
○上記の学識に基づいて、農業生産の意義と環境とのかかわりについて理解を深めま
す。	

1212100014 自然・科学
物理学の世界
－相対性理論入門－

佐藤　松夫
（教育学部）

月曜日3･4時限
○アインシュタインの発見した相対性理論の基礎を学びます
○上記学問の知識や技能に基づき，身近な物理現象を学びます
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1212100015 自然・科学
物理学の世界
－物理学の基礎－

金本　俊幾
（理工学研究科）

月曜日3･4時限
これから物理学を学びたいという人を対象として、物理学の基礎を初歩から学びます。
身の回りで生じている物理現象の原理が説明できるようになります。

1212100215 自然・科学
情報処理入門Ａ
－社会科学系のための情
報処理②－

増山　篤
（人文社会科学部）

金曜日7･8時限

情報の表現方法，処理方法，利用方法またネットワークの仕組みなどを系統的に学ぶこ
とは，社会人として活躍するために重要です。本講義では，情報リテラシーを演習により
修得するとともに，効率よく使いこなす方法を身につけます。
(1)コンピュータのログイン・ログアウト，電子メールの設定と送受信，インターネットを活
用した情報検索，文章の作成・編集，表計算と作図，ホームページ作成，数式処理など
の基本操作（情報リテラシー）を習得します。
(2)社会科学系の専門科目において必要とされるデータの加工や活用に関する基礎につ
いて理解し，実際に利用できるようになります。
(3)インターネット利用における情報倫理について理解します。

1212100216 人間・生命
人間の尊厳
－人間の尊厳B－

則包　和也
（保健学研究科）

他 金曜日7･8時限

○「いのち」にまつわる人間の行為，倫理的問題や課題の考察に必要な基礎的知識を
修得する
○現代社会の「いのち」にまつわる具体的な事例について議論をすることで，人間の尊
厳について理解を深める
○上記の過程において，全体やグループの中で自らの考えを自分の言葉で表現する

1212100218 人間・生命
人を育む営み
－育児と子どもの発達A－

増田　貴人
（教育学部）

金曜日7･8時限
育児について、子どもが健やかに育っていくために必要な環境に焦点をあてて論じる。な
かでも、障害や社会的養護など、特別な支援を要する子どもたちへの生活援助・心理援
助について概説する。

1212100019 人間・生命
人を育む営み
－家族の機能と役割－

藤田　あけみ
（保健学研究科）

他 月曜日3･4時限
○人間の成長・発達において重要な家族の機能と役割を学びます。
○家族を取り巻く社会と自己の課題を探求する能力を得るための学びを深めます。

1212100217 人間・生命
人を育む営み
－教育と社会－

髙瀬　雅弘
（教育学部）

金曜日7･8時限

○「教育問題」といわれるものの因果関係の説明が、本当に当を得たものなのかについ
て検証する
○学校を中心とした教育と社会との関わりを、前期近代から後期近代へと至る歴史的な
過程のなかに位置づけ、教育の現在を捉える「視座」について考える
○学校と社会に関わるひとつのテーマ（言説）を取り上げ、様々なデータや資料を活用し
ながらその意味や妥当性を検討する

1212100171 人間・生命
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
（教育学部）

木曜日9･10時限

木村敏とラカンの理論を中心として、存在論・認識論の視点から教育における事象につ
いて考察する。各時間、前半は講義、後半は教育や学校での場面をもとに議論を通して
共に考えることで、哲学的に考察する視点と現代思想における基礎的な知識を養う。議
論を通して正解を求めるのではなく、多面的な見方を養うことで未来の選択の幅を広げ
ることが目的である。

1212100020 人間・生命
人を育む営み
－女性の健康－

葛西　敦子
（教育学部）

月曜日3･4時限

○看護学・教育学領域における女性の解剖生理学的特徴，妊娠・分娩・産褥，母性関連
法規などについての学識を得ること。
○上記学問の知識や技能に基づいて，生涯女性として健康に過ごすことができるような
人を育み営みを理解できるようになること。
○現代社会における女性の健康課題について考えることができること。
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時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考担当教員（所属）

1212100170 人間・生命
人を育む営み
－幼児教育への誘い－

武内　裕明
（教育学部）

木曜日9･10時限

○育児の判断プロセスを追体験するパフォーマンス課題に取り組むことで、基本的な幼
児教育の位置づけや役割を理解する
○授業で学んだことを踏まえて、基準を定めて自律的に幼児教育を判断できるようにな
る

1212100031 人間・生命
心理学の世界
－心理学の基礎－

田名場　忍
（教育学部）

他 月曜日9･10時限

心理学の基本的な知識を概説的に紹介します。社会心理学・教育心理学の領域を中心
に，援助行動，パーソナリティ，記憶，動機づけなどといったトピックスや，心理学の研究
法について広く心理学を学びます。講義の中では心理現象への関心を深めるため実際
の研究例を紹介することで，考える授業にしていきたいと思います。

1212100025 人間・生命
心理学の世界
－心理学入門B－

田名場　美雪
（保健管理ｾﾝﾀｰ）

他 月曜日7･8時限
○心理学の基礎的な概念および応用的なテーマ等について学習し，理解を深める。
○心理学の視点から，日々の体験や現象等について分析する。

1212100235 人間・生命
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
（人文社会科学部）

金曜日7･8時限
心理学は，人々の心が社会生活の様々な場面でどのように動きうるのかを実証的研究
によって明らかにしてきました。本授業では，日常生活における様々な場面，特に対人関
係を取り上げ，我々の心がどのように動くのかについて学んでいきます。

1212100021 人間・生命
メンタルヘルス
－メンタルヘルスⅠ－

則包　和也
（保健学研究科）

他 月曜日3･4時限

○人間の心の健康を，自我発達，人格形成，生涯発達との関連から学識を深める
○様々なアプローチで自己分析を行い，自己および身近な人達との関係の持ち方を見
直すきっかけとなる
○心の健康についての理解を深める

1212100219 人間・生命
医学・医療の世界
－最新医学の現状Ｂ－

漆舘　聡志
（医学研究科）

他 金曜日7･8時限  各分野の専門家が医療と医学の現状・限界・問題点について情報を提供します。

1212100220 人間・生命
医学・医療の世界
－人体のしくみA－

三村　純正
（医学研究科）

他 金曜日7･8時限
4人の担当教員により、人体のしくみについてそれぞれの専門分野の観点から解説しま
す。

1212100172 人間・生命
医学・医療の世界
－人体のしくみＢ－

浅野　義哉
（医学研究科）

他 木曜日9･10時限

担当教員が医学専門分野（細胞組織学、解剖学、生化学）の立場から人体のしくみにつ
いて講義を行い、生命・人体に関する知識がどのように医療に関わっているのか、さらに
それらの展望と問題点について学習します。様々な分野の学生に、上記について「一歩
踏み込んだ常識」を身につけてもらうと同時に、人間・生命について幅広く深く洞察する
機会を提供することを目標に講義を行ないます。

1212100022 人間・生命
医学・医療の世界
－人体のしくみと健康－

齊藤　絵里奈
（医学研究科）

他 月曜日3･4時限
ありふれた病気や重い病気が起こる人体のしくみの概要について、生理学・解剖学・法
医学・消化器内科学・血液内科学などの切り口から学び、それらの医学・医療知識を、今
後の自分自身や自分と関わる人達の病気予防や健康的な生活の維持・向上に活かす。

1212100234 人間・生命
医学・医療の世界
－脳のしくみ－

上野　伸哉
（医学研究科）

他 金曜日9･10時限
神経系の機能と形態の導入から、神経系の情報伝達機構の基礎を理解する。
これらの知識のうえに薬の効果、疾患、高次脳機能のメカニズムの理解を目指す。
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1212100077 人間・生命
情報と健康・医学
－健康のためのデータ解
析学－

對馬　栄輝
（保健学研究科）

他 火曜日9･10時限

　数学の領域と認識されている統計学は，医学の分野でも非常に多く活用されていま
す。
　また，大量の医療データから有効な情報を得るためにも，医療従事者が統計学の知識
と活用法を知っておく必要があります。
　これから医学の専門的技術を学ぶ者として，統計学の基礎を学び，統計学的手法の応
用方法を知る必要があります。
　この講義では，統計学を医学へ応用するための初歩的な考えを身につけることが目的
となります。

1212100061 人間・生命
情報と健康・医学
－保健データを読み解くた
めに－

廣田　淳一
（保健学研究科）

火曜日5･6時限

○保健データや各種実験データの見方，データ処理の方法等，統計的なものの見方，考
え方を数理統計学をもとに学びます．
○統計学は，効率よくデータを集める方法，データを分析し結論を導く方法を取り扱う学
問です．
具体的には，
・誤差解析により，測定値の不確かさの程度が評価できるようになる．
（データ解析により誤差を推定し，そこからどのような結論が引き出せるかを理解する）
・測定データを通して確率及び確率密度分布等の基本的な部分を理解し、回帰法，また
は最小二乗法によりデータ解析及び推定が実際にできるようになる、ことを目指します．

1212100173 人間・生命
運動と健康Ａ
－健康運動実践②－

上野　秀人
（教育学部）

他 木曜日9･10時限

・学習活動・社会活動の基盤となる健康・体力を向上させるための身体運動あるいは心
身トレーニングの原理と実施方法を学習することを目指します。
・バドミントンの動きづくりやスポーツ傷害・外傷の予防のためのフットワークやストレッチ
ングも実施する。
・毎時間、バドミントンの実技を行いながら学ぶ。

1212100152 多言語 ドイツ語ⅡA①
未定
（人文社会科学部）

木曜日5･6時限
○レベルⅠを修得した学生を対象に、初級から中級へ進む力をつけていく内容です。
○レベルⅡはＡとＢに分かれており、ⅡＡは文法や読解力を中心とする総合力をのばす
授業（週１回）です。

1212100221 多言語 ドイツ語ⅡA②
相馬　伸子
（非常勤講師）

金曜日7･8時限
○レベルⅠを修得した学生を対象に、初級から中級へ進む力をつけていく内容です。
○レベルⅡはＡとＢに分かれており、ⅡＡは文法や読解力を中心とする総合力をのばす
授業（週１回）です。

1212100002 多言語 ドイツ語ⅡB①
フォルカー　フール
ト
（人文社会科学部）

月曜日1･2時限
○レベルⅠを修得した学生を対象に、初級から中級へ進む力をつけていく内容です。
○レベルⅡはＡとＢに分かれており、ⅡBは日常使われる基本的な会話表現に習熟する
授業（週１回）です。
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1212100116 多言語 ドイツ語ⅡB②
田中　美由紀
（非常勤講師）

水曜日5･6時限
○レベルⅠを修得した学生を対象に、初級から中級へ進む力をつけていく内容です。
○レベルⅡはＡとＢに分かれており、ⅡBは日常使われる基本的な会話表現に習熟する
授業（週１回）です。

1212100003 多言語 フランス語ⅡA①
ジャンソン.M
（人文社会科学部）

月曜日1･2時限

○フランス語Ⅰで学んだことを基盤にし、教科書に沿って、未習の初級文法を学んでいき
ます。
○また、演習問題や配布資料を通じて、さらにステップアップしたフランス語能力を総合
的に学びます。

1212100117 多言語 フランス語ⅡA②
泉谷　安規
（人文社会科学部）

水曜日5･6時限
○レベルⅠを修得した学生を対象に、初球から中級へ進む力をつけていく内容です。
○レベルⅡはAとBに分かれており、ⅡAは文法や読解力を中心とする総合力をのばす
授業（週１回）です。

1212100153 多言語 フランス語ⅡB①
ジャンソン.M
（人文社会科学部）

木曜日5･6時限

○フランス語Ⅰを基盤にして、フランス語によるコミュニケーションの基礎力を養成する授
業です。
○ⅡBのいずれのクラスにも共通した授業内容の主旨は、《実践フランス語》に慣れ親し
んでいくことにあります。

1212100222 多言語 フランス語ⅡB②
熊野　真規子
（人文社会科学部）

金曜日7･8時限

○フランス語Ⅰを基盤にして、フランス語によるコミュニケーションの基礎力を養成する授
業です。
○ⅡBのいずれのクラスにも共通した授業内容の主旨は、《実践フランス語》に慣れ親し
んでいくことにあります。

1212100004 多言語 中国語ⅡA①
楊　天曦
（人文社会科学部）

月曜日1･2時限
○レベルⅠを修得した学生を対象に、初級から中級へ進む力をつけていく内容です。
○レベルⅡはＡとＢに分かれており、ⅡＡは文法や読解力を中心とする総合力をのばす
授業（週１回）です。

1212100118 多言語 中国語ⅡA②
城本　るみ
楊　天曦
（人文社会科学部）

他 水曜日5･6時限
○レベルⅠを修得した学生を対象に、初級から中級へ進む力をつけていく内容です。
○レベルⅡはＡとＢに分かれており、ⅡＡは文法や読解力を中心とする総合力をのばす
授業（週１回）です。

1212100154 多言語 中国語ⅡB①
楊　天曦
（人文社会科学部）

木曜日5･6時限
○レベルⅠを修得した学生を対象に、初級から中級へ進む力をつけていく内容です。
○レベルⅡはＡとＢに分かれており、レベルⅡＢは会話力養成を中心とする授業（週１
回）です。

1212100223 多言語 中国語ⅡB②
李　良
楊　天曦
（人文社会科学部）

他 金曜日7･8時限
○レベルⅠを修得した学生を対象に、初級から中級へ進む力をつけていく内容です。
○レベルⅡはＡとＢに分かれており、レベルⅡＢは会話力養成を中心とする授業（週１
回）です。
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1212100119 多言語 ロシア語Ⅰ
レウトバ　オルガ
（非常勤講師）

水曜日5･6時限，
金曜日7･8時限

ロシア語の基本的な文法と読む力を養っていくことです。 週2回開講

1212100120 多言語 朝鮮語Ⅰ
鹿嶋　英愛
（非常勤講師）

水曜日5･6時限，
金曜日7･8時限

韓国語を始めて学ぶ学習者を対象にする入門コースです。		
○発音がしっかり再現でき、文字が正確に書けるようにする(要　自主ドリル）		
○基本となる文型をしっかり身につけ簡単なやりとりが出来るようにする

週2回開講

※以下の科目は履修証明プログラム２年目の受講生のみ受講できます。

時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考

1212210005 キャリア教育
キャリアデザイン－アート・
インターンシップ－

出　佳奈子
（教育学部）

他 集中

○弘前れんが倉庫美術館で、展示作品について解説するガイドツアーイベントを企画・
実施します。
○展覧会企画の準備・広報（チラシ制作を含む）・実施について、広告デザイン、美術館
広報・教育普及などの専門家によるレクチャーを交えながら学び、実地に移します。
○美術館における複数の職種について学習・経験することによって、アートに関連する
キャリア形成の実際を理解します。

履修証明プログ
ラム必修科目

ガイドツアーイ
ベントは弘前れ
んが倉庫美術
館で実施しま
す。

担当教員（所属）



２０２１年度前期　グリーンカレッジ開放科目【履修証明プログラム】

時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考

1211110001 ローカル科目
青森の芸術
－青森の芸術文化振興－

朝山　奈津子
（教育学部）

他 集中
○制度としての芸術、地域の文化格差、文化権などの観点から、世界・全国と青森・弘前
の現状を理解する。
○地域の芸能や伝統文化の振興政策について理解する。

1211100265 ローカル科目
青森の芸術
－日本美術史－

出　佳奈子
（教育学部）

木曜日7･8時限

〇江戸時代までの日本美術史の流れを時系列的に概観します。
〇それぞれの時代の表現上の特徴を把握します。
〇個々の作品がうみだされた文化的背景や他国との関係について学びます。
〇津軽藩とかかわりのある美術品に注目し、日本美術史全体のなかに位置づけていき
ます。

1211200052 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－西洋美術史入門－

宮坂　朋
(人文社会科学部）

木曜日7･8時限
○西洋美術史のパノラマを眺め渡す
○作品の見どころを理解する

1211210001 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－近現代の音楽文化史－

沼野　雄司
（非常勤講師）

他 集中
20世紀以降の音楽について、その創作と実践の歴史を学び、作品や音楽活動を社会や
文化的背景から理解する。

1211200034
学部越境型地
域志向科目

地域プロジェクト演習
－弘前のアートワールド
－

朝山　奈津子
（教育学部）

他 水曜日7･8時限
○地域に合った「アート」の持続可能性を戦略的に学びます。
○「なんでもアート」に陥らないために，アートの概念を学びます。
○以上により，アートそれぞれの「カッコよさ」をアピールする手法を学びます。

担当教員（所属）



２０２１年度後期　グリーンカレッジ開放科目【履修証明プログラム】

構成 時間割コード 科目種別 授業科目名 開講曜日・時限 授業の概要 備考

B 1212100207 グローバル科目
比較文化
－オルガンとヨーロッパの
文化、街－

水木　順子
（非常勤講師）

金曜日5･6時限

〇ヨーロッパ（イタリア、スペイン、フランス、ドイツなど）で発達したパイプオルガンと楽曲
を通して異なる国や時代の楽器・作品を生んだ背景を考え、国々の文化的特徴を理解す
る。
〇グループごとに各国の文化の多様性について調べ、自分が属する文化との違いや共
通点などを認識し発表することによりチームとしての問題解決能力を養い、国際地域に
関する見識を深める。
〇ほかのグループの発表内容方法などを聞くことにより、いろいろな立場・視点から物事
を見たり考えたりする力を養う。

B 1212110002 グローバル科目
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
（非常勤講師）

他 集中
国内外のコンテンポラリーアートに関し、弘前れんが倉庫美術館の学芸を担当する各専
門家が、多様なアプローチからレクチャーを行います。

B 1212100208 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－音楽研究入門－

朝山　奈津子
（教育学部）

金曜日5･6時限

○作曲家ヨハン・ゼバスティアン・バッハ（1685-1750）の音楽活動と主要作品の概要を掴
む。
○音楽の研究方法・研究課題の概要を見渡し、「音楽学」という学問分野の成立要件を
理解する。

B 1212100057 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－音楽人類学－

諏訪　淳一郎
（国際連携本部）

火曜日3･4時限

〇音源への批判的な聴取を身に着けることにより、幅広いスタイルや文化的背景を持っ
た音楽を聴く耳を養います。
〇種としてのヒトが人間らしく存在する一条件である音楽が多様性に満ちていることを学
びます。

B 1212100029 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－美術史研究入門－

出　佳奈子
（教育学部）

月曜日9･10時限
〇美術史研究の方法論を理解する。
〇社会における美術やイメージの多様な役割について考察する。
〇ペストという極めて致死率の高い疫病と絵画というメディアとのつながりを考察する。

B 1212110001 グローバル科目
世界の芸術・芸能
－舞台芸術概論－

朝山　奈津子
（教育学部）

他 集中

○東西の舞台芸術（能、文楽、歌舞伎、バレエ、オペラ、演劇など）について、その歴史を
踏まえつつ、ドラマ・音楽・美術・演出などの総合的な観点を身につける。
○各舞台芸術ジャンルで古典ないしスタンダードなレパートリーと称される演目につい
て、現代における上演の意義を考察する。

A 1212110003 社会・文化
思想
－美学入門－

森　功次
（非常勤講師）

集中
○分析美学の基礎的な概念について学習し， 理解を深める。
○美学の視点を用いて， 身近な文化状況のありかたや現代の社会問題について考察
する。

D 1212210005 キャリア教育
キャリアデザイン－アート・
インターンシップ－

出　佳奈子
（教育学部）

他 集中

○弘前れんが倉庫美術館で、展示作品について解説するガイドツアーイベントを企画・
実施します。
○展覧会企画の準備・広報（チラシ制作を含む）・実施について、広告デザイン、美術館
広報・教育普及などの専門家によるレクチャーを交えながら学び、実地に移します。
○美術館における複数の職種について学習・経験することによって、アートに関連する
キャリア形成の実際を理解します。

ガイドツアー
イベントは弘
前れんが倉
庫美術館で
実施します。

担当教員（所属）
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