
2022.9.15現在

科目名 開講時期 授業担当教員 講義室

Introduction to Behavioral Economics（自由提題科目） 4Q 小松　悟 多文化32

Reading and DiscussionⅡ（G3） 後期 カップチャック・デビッド 多文化31

IELTS（G1） 後期 メイ　チョウ　ウ― 多文化32

健康科学 後期

Listening and SpeakingⅡ（G1） 後期 ベノム　ケリー 多文化32

Reading and DiscussionⅡ（G2） 後期 カップチャック・デビッド G-3A

IELTS（G3） 後期 メイ　チョウ　ウ― 教養教育B-15

6 大使館連続講義　※毎週開講日時が異なる 3Q
門司　和彦、ギュルベヤズ　アブドゥルラッハマン、
コンペル　ラドミール、トート　ルディ

多文化32

ドイツ語Ⅱ 後期 多文化51

中国語Ⅱ 後期

フランス語Ⅱ 後期

オランダ語Ⅱ 後期 山下　龍 多文化21

Introduction to Japanese Linguistics（留学生対象・自由提題科目） 4Q トート　ルディ 多文化33

韓国語Ⅱ 後期

チェコ語基礎Ⅰ（自由提題科目） 4Q コンペル　ラドミール 多文化21

Listening and SpeakingⅡ（G3） 後期 カップチャック・デビッド 教養教育A-42

Reading and WritingⅡ（G2） 後期 メイ　チョウ　ウ― G-3A

Reading and WritingⅡ（G1） 後期 ダッツマン　ブライアン 多文化32

多文化共生社会への誘い（（注）授業時間：12時40分～14時10分） 後期
多文化共生教育コンソーシアム（弘前，宇都宮，東京外，長崎）に所
属する各授業担当教員

オンライン

4

5

6

Listening and SpeakingⅡ（G2） 後期 カップチャック・デビッド G-3A

Listening and SpeakingⅡ（G1） 後期 ベノム　ケリー 多文化32

Reading and WritingⅡ（G3） 後期 メイ　チョウ　ウ― 多文化31

国際公共政策入門（経済）[旧:学部M科目] 3Q 小松　悟 オンライン（※②）

歴史学入門[旧: 学部M科目] 4Q 姉川　雄大 オンライン（※③）

ジャーナリズム論Ⅰ 3Q 森川　裕二 多文化31

ジャーナリズム論Ⅱ 4Q 森川　裕二 多文化31

オランダ語Ⅱ 後期 山下　龍 多文化21

4 教職論 後期 辻　法行 多文化33

Reading and DiscussionⅡ（G1） 後期 カップチャック・デビッド 多文化32

IELTS（G2） 後期 メイ　チョウ　ウ― 多文化31

6

文化研究入門[旧：学部M科目] 3Q 森、ギュルベヤズ オンライン

社会学入門[旧：学部M科目] 3Q 賽漢卓娜 オンライン

寄附講座：アジア共同体講座 後期
南　誠、葉柳　和則、森川　裕二、王　維、野上　建紀、
細田　尚美、滝澤　克彦

G-3A

Listening and SpeakingⅡ（G3） 後期 カップチャック・デビッド 教養教育C-26

Reading and WritingⅡ（G2） 後期 メイ　チョウ　ウ― G-3A

Reading and WritingⅡ（G1） 後期 ダッツマン　ブライアン 多文化32

Listening and SpeakingⅡ（G2） 後期 カップチャック・デビッド 多文化31

Reading and WritingⅡ（G3） 後期 メイ　チョウ　ウ― G-3A

6

ミュージアム・講演ラリー 通年 葉柳　和則

※　 [旧：　  ] は、旧カリキュラム名　を表す。

※　灰色は教養教育科目の開講時間帯を表す。

※　青書きの科目は他学部開講科目を表す。

2022年度多文化社会学部授業時間割　【後期／３・４クオーター】（全体版）

曜日・校時
１年

月

1

2

3

4

5

教養モジュール 後期

細田　尚美、賽漢卓娜、佐藤　靖明、野上　建紀、原田　走一郎、南
誠、森　元斎、コンペルﾗドミール、岩本　佳子、河村　有教、小松
悟、谷川　晋一、小島　卓也

オンライン（※①）

火

1

6

水

1

5

2

4

2

3

教養モジュール 後期

後期リサーチ入門[旧：FW入門、FW基礎実習]

3

選択科目

集中講義

2

3

金

1

2

3

5

木

5

通年開講

1

4

1年次生

※②③【木2】オンライン用講義室

⇒(木1)「L&SⅡ」G1クラス：多文化32

(木1)「R&WⅡ」G3クラス：G-3A

「L&SⅡ」G2クラス：G-3A

※①【水2】オンライン用講義室

⇒（水1）「R&WⅡ」G1クラス：多文化51

（水1）「L&SⅡ」G3クラス,「R&WⅡ」G2クラス：

教養教育棟の開放教室（※G-38，A-21，A-32，C-45が利用可）



2022.9.15現在

科目名 開講時期 授業担当教員 講義室 科目名 開講時期 授業担当教員 講義室 科目名 開講時期 授業担当教員 講義室

Introduction to Behavioral Economics（自由提題科目） 4Q 小松　悟 多文化32 Introduction to Behavioral Economics（自由提題科目） 4Q 小松　悟 多文化32 Introduction to Behavioral Economics（自由提題科目） 4Q 小松　悟 多文化32

軍縮論[旧：紛争と平和] 後期 広瀬　訓、中村　桂子、西田　充 多文化32 専門演習Ⅱ 後期 西原　俊明 担当教員へ確認確認

歴史学基礎（文化交流）[旧：越境する文化a] 3Q 岩本　佳子 多文化31

歴史学基礎（考古学）[旧：越境する文化b] 4Q 野上　建紀 多文化31

思想史基礎（ヨーロッパ）[旧：人間観とコスモロジーa] 3Q 森　元斎 G-3A 英語音声のしくみと働き 後期 西原　真弓 多文化51 教職実践演習 後期 廣江　顕、江頭　明文 担当教員へ確認

宗教学基礎[旧：人間観とコスモロジーb] 4Q 滝澤　克彦、森 G-3A Language and Society in Japan（自由提題科目） 4Q 原田　走一郎　他 多文化33 Language and Society in Japan（自由提題科目） 4Q 原田　走一郎　他 多文化33

基礎演習Ⅱ 後期 才津　祐美子 演習室8 専門演習Ⅱ 後期 才津　祐美子 演習室8

基礎演習Ⅱ 後期 小松　悟 多文化21 専門演習Ⅱ 後期 小松　悟 多文化21

Language and Society in Japan（自由提題科目） 4Q 原田　走一郎　他 多文化33

オランダ語Ⅱ 後期 トート　ルディ 多文化21 英語科教育法Ⅱ 後期 廣江　顕 担当教員へ確認

基礎演習Ⅱ 後期 原田　走一郎 演習室2 専門演習Ⅱ 後期 原田　走一郎 演習室2

リサーチ基礎（表象） 後期 南　誠、滝澤　克彦、葉柳　和則 多文化51 応用言語学 後期 小笠原　真司 教養教育B-34

国際関係基礎（政治思想）[旧：地域をこえるマネジメント] 3Q 森川　裕二 多文化31

リサーチ基礎（サーベイ）[旧：サーベイ基礎実習] 4Q 中島　ゆり オンライン

基礎演習Ⅱ 後期 細田　尚美 演習室6 専門演習Ⅱ 後期 細田　尚美 演習室6

国際関係基礎（政治思想）[旧：地域を超えるマネジメント] 3Q 森川　裕二 多文化31

リサーチ基礎（サーベイ）[旧：サーベイ基礎実習] 4Q 中島　ゆり オンライン

基礎演習Ⅱ 後期 ギュルベヤズ　アブドゥルラッハマン 演習室11 専門演習Ⅱ 後期 ギュルベヤズ　アブドゥルラッハマン 演習室11

計量経済学[旧：国際協力論] 3Q 小松　悟 多文化32 地域生態論 後期 佐藤　靖明 多文化31

計量経済学[旧：国際協力論] 3Q 小松　悟 多文化32

日本語学基礎A 3Q 原田　走一郎 多文化31

日本語学基礎B 4Q トート　ルディ 多文化31 専門演習Ⅱ 後期 楊　暁安 演習室9

基礎演習Ⅱ 後期 滝澤　克彦 演習室1 専門演習Ⅱ 後期 滝澤　克彦 演習室1

基礎演習Ⅱ 後期 南　誠 多文化21 専門演習Ⅱ 後期 南　誠 多文化21

基礎演習Ⅱ 後期 木村　直樹 演習室8 専門演習Ⅱ 後期 木村　直樹 演習室8

多言語多文化社会論（経済学部との共同科目） 3Q
多文化（野上 建紀、岩本 佳子、河村 有教、
賽漢卓娜、西川 美香子、原田　走一郎、門司
和彦）

オンデマンド 多言語多文化社会論（経済学部との共同科目） 3Q
多文化（野上 建紀、岩本 佳子、河村 有教、
賽漢卓娜、西川 美香子、原田　走一郎、門
司 和彦）

オンデマンド 多言語多文化社会論（経済学部との共同科目） 3Q
多文化（野上 建紀、岩本 佳子、河村 有
教、賽漢卓娜、西川 美香子、原田　走
一郎、門司 和彦）

オンデマンド

ジェンダーと人権 後期 河村　有教 多文化31 文化資源論 4Q 才津　祐美子 多文化32

基礎演習Ⅱ 後期 西原　俊明 演習室5
Kurdish for Beginners – with an Introduction to the Geopolitics of Middle East
Conflict –（自由提題科目）

3Q ギュルベヤズ　アブドゥルラッハマン オンライン
Kurdish for Beginners – with an Introduction to the Geopolitics of Middle East
Conflict –（自由提題科目）

3Q ギュルベヤズ　アブドゥルラッハマン オンライン

Kurdish for Beginners – with an Introduction to the Geopolitics of Middle East Conflict
–（自由提題科目）

3Q ギュルベヤズ　アブドゥルラッハマン オンライン Introduction to Japanese Linguistics（留学生対象・自由提題科目） 4Q トート　ルディ 多文化33 Introduction to Japanese Linguistics（留学生対象・自由提題科目） 4Q トート　ルディ 多文化33

Introduction to Japanese Linguistics（留学生対象・自由提題科目） 4Q トート　ルディ 多文化33

多言語多文化社会論（経済学部との共同科目） 3Q
多文化（野上 建紀、岩本 佳子、河村 有教、
賽漢卓娜、西川 美香子、原田　走一郎、門司
和彦）

オンデマンド 多言語多文化社会論（経済学部との共同科目） 3Q
多文化（野上 建紀、岩本 佳子、河村 有教、
賽漢卓娜、西川 美香子、原田　走一郎、門
司 和彦）

オンデマンド 多言語多文化社会論（経済学部との共同科目） 3Q
多文化（野上 建紀、岩本 佳子、河村 有
教、賽漢卓娜、西川 美香子、原田　走
一郎、門司 和彦）

オンデマンド

文化人類学基礎（移民） 3Q 細田　尚美 G-3A 文化資源論 4Q 才津　祐美子 多文化32

日本語教育学概論 後期 夛田　美有紀 多文化33

歴史学基礎（日本）[旧：日本の中の世界、世界の中の日本b] 4Q 木村　直樹 多文化31 Debate（3G1）（48120001～48120051）※SCAS履修者を除く 後期 ベノム　ケリー 多文化32 チェコ語基礎Ⅰ（自由提題科目） 4Q コンペル　ラドミール 多文化21

チェコ語基礎Ⅰ（自由提題科目） 4Q コンペル　ラドミール 多文化21 Debate（3G2）（48120052～48120101）※SCAS履修者を除く 後期 カトローニ　ピノ G-3A

基礎演習Ⅱ 後期 増田　研 演習室6 チェコ語基礎Ⅰ（自由提題科目） 4Q コンペル　ラドミール 多文化21

基礎演習Ⅱ 後期 谷川　晋一 演習室2

基礎演習Ⅱ 後期 葉柳　和則 演習室11 専門演習Ⅱ 後期 葉柳　和則 演習室11

基礎演習Ⅱ 後期 カトローニ　ピノ 多文化51 専門演習Ⅱ 後期 カトローニ　ピノ 多文化51

基礎演習Ⅱ 後期 森川　裕二 演習室5 専門演習Ⅱ 後期 増田　研 演習室6

専門演習Ⅱ 後期 谷川　晋一 演習室2

専門演習Ⅱ 後期 広瀬　訓 演習室4

1 オランダ現代社会論 後期 山下　龍 多文化21 陶磁考古学[旧：アジア海域交流史] 後期 野上　建紀 多文化31

Academic WritingⅠ（2G1）（48121001～48121035） 後期 コリンズ　ウィリアム 多文化32 社会史 後期 姉川　雄大 多文化33

Academic WritingⅠ（2G2）（48121036～48121070） 後期 ベノム　ケリー G-3A

Academic WritingⅠ（2G3）（48121071～48121107） 後期 カトローニ　ピノ 多文化31

歴史学基礎（ヨーロッパ）[旧：ヨーロッパ諸言語からたどる文化a] 3Q 姉川　雄大 オンライン 現代アフリカ社会論 4Q 増田　研 多文化51

オランダ語Ⅱ 後期 トート　ルディ 多文化21 対照言語学（日英） 後期 谷川　晋一 多文化32

中国語総合表現Ⅱ 後期 李　偉 多文化33

多文化共生社会への誘い（（注）授業時間：12時40分～14時10分） 後期
多文化共生教育コンソーシアム（弘前，宇都
宮，東京外，長崎）に所属する各授業担当教
員

オンライン 多文化共生社会への誘い（（注）授業時間：12時40分～14時10分） 後期
多文化共生教育コンソーシアム（弘前，宇都
宮，東京外，長崎）に所属する各授業担当教
員

オンライン 多文化共生社会への誘い（（注）授業時間：12時40分～14時10分） 後期
多文化共生教育コンソーシアム（弘前，
宇都宮，東京外，長崎）に所属する各授
業担当教員

オンライン

英語の発想と表現A[旧：英語からたどる文化a] 3Q カトローニ　ピノ 多文化31 思想史 後期 森　元斎 多文化32 法整備支援論（法と社会・開発・文化）（自由提題科目） 4Q 河村　有教 多文化33

英語の発想と表現B[旧：英語からたどる文化b] 4Q ベノム　ケリー 多文化31 現代アフリカ社会論 4Q 増田　研 多文化51

法整備支援論（法と社会・開発・文化）（自由提題科目） 4Q 河村　有教 多文化33 法整備支援論（法と社会・開発・文化）（自由提題科目） 4Q 河村　有教 多文化33

基礎演習Ⅱ 後期 コンペル　ラドミール 演習室3

企業研究 3Q 白井　章詞 多文化31

基礎演習Ⅱ 後期 門司　和彦・佐藤　美穂 演習室8 専門演習Ⅱ 後期 門司　和彦・佐藤　美穂 演習室8

基礎演習Ⅱ 後期 岩本　佳子 多文化33 専門演習Ⅱ 後期 岩本　佳子 多文化33

基礎演習Ⅱ 後期 野上　建紀 演習室6 専門演習Ⅱ 後期 コンペル　ラドミール 演習室3

基礎演習Ⅱ 後期 賽漢卓娜 演習室5 専門演習Ⅱ 後期 賽漢卓娜 演習室5

基礎演習Ⅱ 4Q 王　維 演習室13 専門演習Ⅱ 4Q 王　維 演習室13

基礎演習Ⅱ 後期 広瀬　訓 演習室7

基礎演習Ⅱ 後期 西川　美香子 演習室2

基礎演習Ⅱ 後期 小島　卓也 演習室9

企業研究 3Q 白井　章詞 多文化31 専門演習Ⅱ 4Q 王　維 演習室13

基礎演習Ⅱ 4Q 王　維 演習室13 専門演習Ⅱ 後期 河村　有教 演習室7

基礎演習Ⅱ 後期 河村　有教 演習室7 専門演習Ⅱ 後期 森　元斎 演習室11

基礎演習Ⅱ 後期 森　元斎 演習室11 専門演習Ⅱ 後期 森川　裕二 演習室1

フランス語Ⅳ 後期 比較政治学[旧：比較政治] 4Q コンペル　ラドミール 多文化33

ドイツ語Ⅳ 後期 比較政治学[旧：比較政治] 4Q コンペル　ラドミール 多文化33

国際社会学 後期 寺田　晋 多文化31

対照言語学（日中） 後期 楊　暁安 多文化21

ジャーナリズム論Ⅰ 3Q 森川　裕二 多文化31 ジャーナリズム論Ⅰ 3Q 森川　裕二 多文化31 ジャーナリズム論Ⅰ 3Q 森川　裕二 多文化31

ジャーナリズム論Ⅱ 4Q 森川　裕二 多文化31 ジャーナリズム論Ⅱ 4Q 森川　裕二 多文化31 ジャーナリズム論Ⅱ 4Q 森川　裕二 多文化31

認知言語学 後期 ベノム・ケリー 多文化32

4 産業連携プロジェクトⅡ（自由提題科目） 3Q 白井　章詞 多文化51 産業連携プロジェクトⅡ（自由提題科目） 3Q 白井　章詞 多文化51

5 異文化交流論 後期 王　維 オンデマンド

6 中国語文献討論Ⅱ 後期 王 宇南 オンライン

中国語Ⅳ 後期

韓国語Ⅳ 後期 第二言語習得論 後期 隈上　麻衣 多文化32

エリア研究入門[旧：学部M科目] 4Q
細田　尚美、南　誠、岩本　佳子、河村　有
教、増田　研

非開講

3 異文化理解研究Ⅱ（教員免許取得希望者以外は受講不可） 後期 メイソン・シャノン・リー
教育学部開講のため授業実施方法は授業
担当教員へ確認すること

教育社会学基礎 4Q 福田　紗耶香 オンライン アメリカ文学論[旧：イギリス文学論] 後期 山田　健太郎 多文化51

国際法[旧：多文化のなかのルール] 3Q 東　史彦 オンデマンド 専門演習Ⅱ 後期 野上　建紀 演習室6

6 国際法[旧：多文化のなかのルール] 3Q 東　史彦 オンデマンド

自主企画インターンシップ 通年 白井　章詞 オンライン フィールドワーク実習[旧：海外フィールドワーク実習] 通年 細田　尚美 非開講 卒業研究・特別研究

地域社会学基礎 集中 木下　光弘 （調整中） 国際経営論[旧：国際経営] 集中 チョウドリ　アロム オンライン アジア経済論B（経済学部開講科目） 集中 小原　篤次、他 オンデマンド

思想史基礎（中国）[旧：アジア諸言語からたどる文化a] 集中 廖赤陽 （調整中） アジア経済論A（経済学部開講科目） 集中 小原　篤次、他 オンデマンド

2022年度多文化社会学部授業時間割　【後期／３・４クオーター】（全体版）

曜日・校時
２年 ３年 ４年

※　水色ハイライトは演習科目を表す。　　　　※　灰色ハイライトは教養教育科目の開講時間帯を表す。　　　　　※　 [旧：　  ] は、旧カリキュラム名　を表す。　　　　※　青字の科目は他学部開講科目を表す。
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1
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5

6

火
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4

水

2

3
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4
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通年開講

集中講義

木

1

2

3

金

1

4

5
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2～4年次生


