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開講所属 科目名 – サブタイトル – 主担当教員

教養教育科目 農学の世界ー微生物を活かしたものづくり 園木　和典

農学の世界　農学領域のバイオテクノロジー 柏木 明子

環境と生活－環境と生活A①－ 長南　幸安

実感する化学A 高田　晃

人を育む営みーESDと消費者教育－ 加賀　恵子

生物学の世界－生物多様性とその保全－ 中村　剛之

人を育む営み－育児と子どもの発達A 増田　貴人

くらし・文化－地域の芸術文化振興－ 出　佳奈子

地域プロジェクト演習ー健康革命を学ぶー 村下　公一

地域プロジェクト演習－子ども・子育てと地域－ 増田　貴人

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

地域プロジェクト演習－サウンドスケープ入門－ 今田 匡彦

地域プロジェクト演習－サウンドスケープ入門－ 今田　匡彦

青森の多様性と活性化－原発・核燃と地域社会－ 宮永　崇史

青森の多様性と活性化－消費者市民社会入門－ 福田　進治

青森の多様性と活性化-消費者市民社会入門ー 福田　進治・加賀　恵子　他

地域プロジェクト演習－弘前のアートワールド－ 出　佳奈子

キャリアデザイン－地域のエネルギー産業－ 長南　幸安

実感する化学B 高田　晃

地球環境・気候－地球温暖化と防災－ 谷田貝 亜紀代

持続可能な開発目標SDGs－持続可能な開発目標SDGs17Goals－ 宋　美蘭

持続可能な開発目標SDGs－持続可能な開発目標SDGs17Goals－ 宋　美蘭・吉田　美穂　他

工学の世界－再生可能エネルギーの物理入門－ 渡辺 良祐

持続可能な開発目標 SDGs－世界の健康問題－ 漆舘　聡志

世界の芸術・文学－現代の音楽入門－ 今田 匡彦

世界の芸術・文学－現代の音楽入門－ 今田　匡彦

地域の自然・環境－白神学Ⅰ－ 中村　剛之

環境と生活－環境と生活A②－ 長南　幸安

人を育む営み－育児と子どもの発達B 増田　貴人

キャリア形成の発展－ダイバーシティとキャリア－ 山下 梓

青森の自然－白神学Ⅰ－ 中村　剛之

人文社会科学部 社会学入門 複数教員

経済政策 細矢　浩志

社会的企業論 大倉　邦夫

アメリカ・オセアニア地域学Ａ 高内　悠貴

労働法 渋田　美羽

地域行動論演習Ａ 複数教員
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開講所属 科目名 – サブタイトル – 主担当教員

人文社会科学部 地域行動論演習Ｃ 複数教員

地域アクションリサーチ実習Ａ 複数教員

地域協働実習A 複数教員

社会調査実習I 複数教員

社会調査実習I 複数教員

地域フィールドワーク実習I 複数教員

地域フィールドワーク実習I 複数教員

住民ネットワーク論Ｂ 平井　太郎

住民生活論Ｂ 杉山　祐子

社会保障制度論 渋田　美羽

特設講義Ｂ(1)「消費者市民社会の実践」経済法律コース学生 福田　進治

特設講義Ｂ(1)「消費者市民社会の実践」企業戦略コース学生 福田　進治

特設講義Ｂ(1)「消費者市民社会の実践」地域行動コース学生 福田　進治

グローバル経営論II 森　樹男

地域行動論演習Ｂ 複数教員

地域行動論演習Ｄ 複数教員

社会調査実習II 複数教員

社会調査実習II 複数教員

地域フィールドワーク実習II 複数教員

地域フィールドワーク実習II 複数教員

3年次ゼミナール 森　樹男

教育学部 環境教育概論 長南　幸安

栽培技術A 勝川　健三

栽培技術基礎 勝川　健三

臨床発達心理学演習（前期） 増田　貴人・天海　丈久

住居学Ⅲ 北原　啓司

知的障害者の生理・病理 増田　貴人

聴覚障害者教育総論 須藤　美香他（窓口：増田）

言語障害者教育総論 小山内　筆子他（窓口：増田）

栽培実習Ⅰ 勝川　健三

特別な教育的ニーズの理解と支援 菊地　一文

インクルーシブ教育概論 菊地　一文

家庭科教育法Ⅲ 加賀　恵子

音楽科教育法Ⅰ 今田 匡彦

家庭科教育法Ⅰ 加賀　恵子

特別な教育的ニーズの理解とその支援 甲田　隆

栽培技術B 勝川　健三
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教育学部 臨床発達心理学演習（後期） 増田　貴人・天海　丈久

LD者等教育総論 増田　貴人

自閉症・情緒障害者教育総論 増田　貴人

栽培実習Ⅱ 勝川　健三

知的障害者の心理 増田　貴人

特別支援教育相談支援 増田　貴人・天海　丈久

視覚障害者教育総論 銭谷　寿（窓口：増田）

理科教育法Ⅱ 佐藤　崇之

音楽科教育法Ⅳ 今田 匡彦

家庭科教育法Ⅳ 加賀　恵子

小学校家庭科教育法 加賀　恵子

家庭科教育法Ⅱ 加賀　恵子

小学校音楽科教育法 今田 匡彦

子どもとカリキュラム（初等・主免） 森本　洋介

教育における社会的包摂 吉田　美穂

教育における社会的包摂の課題研究 吉田　美穂

医学部保健学科 老年看護学概論 大津美香

公衆衛生看護学概論Ⅰ　健康と環境 北宮 千秋

保健医療福祉行政論　-公衆衛生に関する国際的な活動- 山本美由紀

地域保健学　－国際保健- 山本美由紀

保健医療福祉行政論　-公衆衛生に関する国際的な活動- 山本美由紀

理工学部 防災気象学 石田祐宣

エネルギー変換工学I 阿布里提

気候システム学 島田照久

省エネルギー技術概論 伊高 健治

エネルギー変換工学II 阿布里提

農学生命科学部 農学の世界ー微生物を活かしたものづくりー 園木　和典

化学の世界　－実感する化学A－ 高田　晃

化学の世界　－実感する化学B－ 高田　晃

生物学実験Ⅰ 黒尾　正樹

生物学実験Ⅱ 小林　一也

基礎生物学A 姫野　俵太　

基礎生物学C 西野　敦雄

生物学野外実習 曽我部　篤

植物環境応答学 大河　浩

進化生態学 池田　紘士

保全生態学 東　信行
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農学生命科学部 臨海実習 曽我部　篤

動物分類学 中村　剛之

畜産学汎論 松﨑　正敏

生態遺伝学 石田　清

生物統計学 杉山　修一

作物生態学 伊藤　大雄

微生物機能利用学 園木　和典

家畜飼養学 松﨑　正敏

食品品質管理論 樋口　智之

公衆衛生学 西塚　誠

基礎生物学B 黒尾　正樹

基礎生物学D 曽我部　篤

農業気象学 伊藤　大雄

水圏資源管理学 東　信行

植物生態学 山尾　僚

水産増殖学 吉田　渉

森林生態学 石田　清

国際有機資源論 松﨑　正敏

海外農畜産物市場論 成田 拓未

国際灌漑排水論 丸居 篤

人文社会科学研究科 労働法 渋田　美羽

現代音楽思想 今田　匡彦

社会保障法 渋田　美羽

地域アート・プロジェクト論 今田　匡彦

教育学研究科 あおもりの教育Ⅰ（環境） 中谷　保美

保健学研究科 国際保健医療学 伊藤巧一

理工学研究科 風力エネルギー特論 本田明弘

境界層気象学特論 石田祐宣

組込みシステム物理検証特論 金本 俊幾

循環型エネルギーシステム特論 阿布里提

地熱探査学特論 若狭　幸

 燃料電池工学特論 阿布里提

海洋エネルギー特論 本田明弘

農学生命科学研究科 家畜栄養生理学Ａ 松﨑　正敏

家畜栄養生理学Ｂ 松﨑　正敏

応用微生物学特論Ⅰ 園木　和典

応用微生物学特論Ⅱ 園木　和典
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農学生命科学研究科 群集生態学概論 西野　敦雄

動植物研究史特論 西野　敦雄

森林保全生態学実習 石田　清

野生動物調査法 東　信行

水産増殖実習 吉田　渉

動物行動学実習 曽我部　篤

植物分類学 山岸　洋貴

生態工学 東　信行

動物分類学特論 中村　剛之

地域共創演習 森 樹男

地域リノベーション特論 曽我　亨

生態人類学特論 杉山　祐子

都市・農村計画特論 北原 啓司

環境影響評価特論 長南 幸安

循環型エネルギー工学特論 阿布 里提

エネルギー気象学特論 島田 照久

風力エネルギー工学特論 本田 明弘

地域社会研究科 地域健康教育論 戸塚 学

発達支援・臨床保育論 増田　貴人

地域社会動態論 平井 太郎

地域社会生態論 杉山　祐子

地域サウンドスケープ論 今田　匡彦


