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平成 28年度　後期　対象科目一覧
北海道教育大学函館校 問い合わせ先：函館校学務グループ教務担当　（TEL．0138-44-4220）

科　目　名 種別 開設期間
（初日開講日）

開設日
時　限 時間帯 教員名 出願票

提出期限 備考
外国語コミュニケーション（英語）ⅡA 教養科目 後期 （10/3） 月曜１時限 　9:00-10:30 Hall, Michael ９月26日 ※1
外国語コミュニケーション（英語）ⅡD 教養科目 後期 （10/3） 月曜１時限 　9:00-10:30 Williams, Michael ９月26日 ※1
人文科学入門Ⅱ（言語学） 教養科目 後期 （10/3） 月曜２時限 10:40-12:10 福田 薫 ９月26日 ※2
社会科学入門Ⅱ（教育の基本問題） 教養科目 後期 （10/3） 月曜２時限 10:40-12:10 羽根田,木村（育） ９月26日 ※2
人文科学入門Ⅰ（日本文学） 教養科目 後期 （10/3） 月曜３時限 13:00-14:30 杉浦 清志 ９月26日 ※2
自然科学入門Ⅱ（情報学）b 教養科目 後期 （10/3） 月曜３時限 13:00-14:30 高橋 伸幸 ９月26日 ※2
対照言語学 専門科目 後期 （10/3） 月曜５時限 16:20-17:50 上山 恭男 ９月26日
現代地域教養Ⅰ（現代中国事情） 教養科目 後期 （10/4） 火曜１時限 　9:00-10:30 今井 宏 ９月26日 ※2
人文科学入門Ⅱ（文化人類学） 教養科目 後期 （10/4） 火曜３時限 13:00-14:30 村田 敦郎 ９月26日 ※2
社会科学入門Ⅰ（社会調査） 教養科目 後期 （10/4） 火曜３時限 13:00-14:30 平野 恵子 ９月26日 ※2
人文科学入門Ⅱ（倫理学） 教養科目 後期 （10/4） 火曜３時限 13:00-14:30 後藤 嘉也 ９月26日 ※2
自然科学入門Ⅰ（数学） 教養科目 後期 （10/4） 火曜３時限 13:00-14:30 後藤（泰）,池田 ９月26日 ※2
自然科学入門Ⅱ（生物学） 教養科目 後期 （10/4） 火曜３時限 13:00-14:30 三上 修 ９月26日 ※2
自然科学入門Ⅱ（情報学）a 教養科目 後期 （10/4） 火曜３時限 13:00-14:30 高橋 伸幸 ９月26日 ※2
ソーシャルワーク論Ⅰ 専門科目 後期 （10/4） 火曜４時限 14:40-16:10 齋藤 征人 ９月26日
初等図画工作 専門科目 後期 （10/4） 火曜５時限 16:20-17:50 橋本 忠和 ９月26日
外国語（英語）ⅢA 教養科目 後期 （10/5） 水曜１時限 　9:00-10:30 福田 薫 ９月26日
外国語（英語）ⅢB 教養科目 後期 （10/5） 水曜１時限 　9:00-10:30 Williams, Michael ９月26日
外国語（英語）ⅢC 教養科目 後期 （10/5） 水曜１時限 　9:00-10:30 Hall, Michael ９月26日
外国語（英語）ⅣB 教養科目 後期 （10/5） 水曜１時限 　9:00-10:30 菅原 健太 ９月26日
外国語（ドイツ語）ⅡA 教養科目 後期 （10/5） 水曜１時限 　9:00-10:30 高橋 修 ９月26日
外国語（フランス語）Ⅱ 教養科目 後期 （10/5） 水曜１時限 　9:00-10:30 木村 哲也 ９月26日
子どもと環境教育 専門科目 後期 （10/5） 水曜２時限 10:40-12:10 田中 邦明 ９月26日
国際協働概論Ⅲ（国際経済学概論） 専門科目 後期 （10/5） 水曜５時限 16:20-17:50 藤巻 秀樹 ９月26日
現代地域教養Ⅳ（社会参加実践論） 教養科目 後期 （10/6） 木曜１時限 　9:00-10:30 根本 直樹 ９月26日 ※2
子どもの教育の歴史Ⅰ 専門科目 後期 （10/6） 木曜１時限 　9:00-10:30 坂本 紀子 ９月26日 ※3
子どもの言語文化 専門科目 後期 （10/6） 木曜１時限 　9:00-10:30 内藤 一志 ９月26日
情報社会と教育 専門科目 後期 （10/6） 木曜１時限 　9:00-10:30 山口 好和 ９月26日
外国語（英語）ⅣA 教養科目 後期 （10/6） 木曜２時限 10:40-12:10 星野 立子 ９月26日
外国語（英語）ⅣD 教養科目 後期 （10/6） 木曜２時限 10:40-12:10 Hall, Michael ９月26日
外国語（英語）ⅣF 教養科目 後期 （10/6） 木曜２時限 10:40-12:10 Williams, Michael ９月26日
外国語（ドイツ語）ⅡB 教養科目 後期 （10/6） 木曜２時限 10:40-12:10 高橋 修 ９月26日
現代地域教養Ⅱ（環境経営学） 教養科目 後期 （10/6） 木曜３時限 13:00-14:30 淺木 洋祐 ９月26日 ※2
国際協働概論Ⅶ（国際法概論） 専門科目 後期 （10/6） 木曜４時限 14:40-16:10 河 錬洙 ９月26日
第二言語習得論 専門科目 後期 （10/6） 木曜４時限 14:40-16:10 菅原 健太 ９月26日
基礎環境物理学 専門科目 後期 （10/6） 木曜４時限 14:40-16:10 松木 貴司 ９月26日
教材開発とICT 専門科目 後期 （10/6） 木曜５時限 16:20-17:50 山口 好和 ９月26日
外国語コミュニケーション（英語）ⅡE 教養科目 後期 （10/7） 金曜１時限 　9:00-10:30 Parsons, Andre ９月26日 ※1
外国語コミュニケーション（英語）ⅡF 教養科目 後期 （10/7） 金曜１時限 　9:00-10:30 Hall, Michael ９月26日 ※1
外国語コミュニケーション（英語）ⅡH 教養科目 後期 （10/7） 金曜１時限 　9:00-10:30 Williams, Michael ９月26日 ※1
外国語コミュニケーション（フランス語）A 教養科目 後期 （10/7） 金曜１時限 　9:00-10:30 木村 哲也 ９月26日

シラバス　https://syllabus.sap.hokkyodai.ac.jp/syl/faces/up/co/Com02401A.jsp
〈注意〉いずれの科目も受入人数は若干名となります。

　　　 ※１　受講希望者は希望調査カード（学務グループ窓口配布）を9/23（金）15時までに提出すること
　　　 ※２　開講時間帯が変更となる可能性がありますので、受講を希望する場合には最新の情報について事前に担当者まで問い合わせてください。
　　　 ※３　毎週次回授業の前日までにレポート提出があります。

「国際協働概論Ⅶ（国際法概論）」　担当：河 錬洙先生
　本講義は、国際法の入門講座として、現代国際社会における法規範の形成やその仕組み等について概観することを目的とする。本講義の目標
は、専門知識の伝授ではなく、様々な国際問題に対して国際法が如何に機能するかを考えることであって、授業形式は、いわゆる対話方式（ソ
クラテス・メソード）を用いてディスカションをしたり、ワークショップ形態で授業を進める。

北海道大学水産学部 問い合わせ先：函館キャンパス事務部（安達） （TEL．0138-40-5506）

科 目 名 種別 開設期間
（初日開講日）

開設日
時 限 時間帯 教員名 出願票

提出期限 備考

水産資源学 水産学部専門科目 秋学期 （10/4） 火曜１時限
金曜２時限

8:45-10:15
10:30-12:00 松石 隆 10月7日 若干名

水族生理学 水産学部専門科目 冬学期 （12/5） 月曜１時限
水曜２時限

8:45-10:15
10:30-12:00 都木 靖彰 10月7日 若干名

プランクトン学 水産学部専門科目 冬学期 （12/5） 月曜２時限
水曜３時限

10:30-12:00
13:00-14:30 今井 一郎 10月7日 若干名

シラバス http://educate.academic.hokudai.ac.jp/syllabus/SYLLABUS.htm
「水産資源学」　担当：松石 隆先生

　毎年、いろいろな魚の豊漁・不漁がニュースになります。水温変動や海流など、さまざまな環境の影響を受けますが、中には乱獲によって少
なくなってしまっている魚もあります。今後、末永く、魚が食べられるようにするためには、乱獲を防止する必要があります。この授業では、
海の中の魚の数を知り、魚の増減メカニズムを調べ、乱獲を起こさない適切な漁獲量を計算する方法を学びます。

函館大谷短期大学 問い合わせ先：事務局　（TEL.0138-51-1786）

科　目　名 種別 開設期間
（初日開講日）

開設日
時　限 時間帯 教員名 出願票

提出期限 備考
データベース演習Ⅰ 専門系科目 後期（9/26） 月曜２時限 10:40-12:10 伊藤 聡 10月７日
プレゼンテーション 演習 Ⅰ 専門系科目 後期（9/27） 火曜１時限 9:00-10:30 伊藤 聡 10月７日
キッズ・マーケティング 専門系科目 後期（9/28） 水曜３時限 13:10-14:40 鄭 舜玉 10月７日
産業心理学 専門系科目 後期（9/28） 水曜３時限 13:10-14:40 結城 裕也 10月７日
秘書実務 専門系科目 後期（9/29） 木曜２時限 10:40-12:10 渋田 昌士 10月７日
情報機器利用プレゼン 専門系科目 後期（9/29） 木曜３時限 13:10-14:40 渋田 昌士 10月７日
マーケティング 専門系科目 後期（9/29） 木曜４時限 14:50-16:20 鄭 舜玉 10月７日
ホスピタリティ論 専門系科目 後期（9/30） 金曜１時限 9:00-10:30 結城 裕也 10月７日
国際比較文化論 専門系科目 後期（11/1頃） 11/19～11/23 海外研修旅行（韓国５日間）

※ 事前研修３回を含む 福島 憲成 10月７日 渡航費　¥99,000

シラバス　http://www.hakodate-otani.ac.jp/subject/community/pdf/curriculum.pdf
「キッズ・マーケティング」　担当：鄭 舜玉先生

　少子化が続く中でも、キッズビジネス市場は持続的な高成長・高級化を成し遂げている。本講義では、キッズ市場のマーケティング戦略を学
習し、ビジネスに対する理解と関心の向上を目指します。

公立はこだて未来大学 問い合わせ先：教務課　（TEL．0138-34-6419）

科　目　名 種別 開設期間
（初日開講日）

開設日
時　限 時間帯 教員名 出願票

提出期限 備考
情報産業論 教養科目 後期 （9/20） 火曜４時限 14:50-16:20 冨永 敦子 10月３日 若干名
社会と経済の把握 教養科目 後期 （9/20） 火曜５時限 16:30-18:00 田柳 恵美子 10月３日 若干名
社会思想の歩み 教養科目 後期 （9/21） 水曜４時限 14:50-16:20 田柳 恵美子 10月３日 若干名
心理学 教養科目 後期 （9/21） 水曜５時限 16:30-18:00 花田 光彦 10月３日 若干名
メディアの科学 教養科目 後期 （9/21） 水曜５時限 16:30-18:00 椿本 弥生 10月３日 若干名
現代デザイン論 教養科目 後期 （9/29） 木曜５時限 16:30-18:00 岡本 誠ほか 10月３日 若干名
科学史・科学哲学 教養科目 後期 （9/29） 木曜５時限 16:30-18:00 冨永 敦子 10月３日 若干名
発達と学習 教養科目 後期 （9/23） 金曜４時限 14:50-16:20 椿本 弥生 10月３日 若干名

シラバス　http://www.fun.ac.jp/control-panel/wp-content/uploads/2016/04/H28_syllabus.pdf
「現代デザイン論」　担当：岡本　誠先生

「現代デザイン論」は、情報社会におけるデザインについて分かりやすく解説します。情報デザインコースの教員（デザイン、認知心理学、情
報科学等）が、それぞれの専門的な視点から現代デザインの意義や実践あるいは未来の展望などについてお話しします。

函館工業高等専門学校 問い合わせ先：学生課教務係　（TEL．0138-59-6333）

科　目　名 種別 開設期間
（初日開講日）

開設日
時　限 時間帯 教員名 出願票

提出期限 備考
比較文学論 講義 後期（初日開講日未定） 未定 泊   功 ９月26日
ビジネス英語演習 演習 後期（初日開講日未定） 未定 高橋 眞規子 ９月26日
科学技術史概論 講義 後期（初日開講日未定） 未定 中村 和之 ９月26日

シラバス　http://www.hakodate-ct.ac.jp/ ～ w-kyomu/syllabus
「比較文学論」　担当： 泊　功 先生

　古代より長く深い関係を持ってきた日中の文学について、漢詩、哲学、和歌といった古典から、福沢諭吉（日本）、魯迅（中国）までを幅広
く取り上げて比較検討し、その歴史的意味と日中関係の未来について考察する。

函館大学 問い合わせ先：学務課教務係（TEL．0138-57-1181）

科　目　名 種別 開設期間
（初日開講日）

開設日
時　限 時間帯 教員名 出願票

提出期限 備考
社会学 基礎教養科目 後期（9/26） 月曜３時限 13:10-14:40 大橋 美幸 10月７日
経済学Ⅰ 専門科目 後期（9/30） 金曜１時限 9:00-10:30 田部井 英夫 10月７日
簿記原理Ⅱ 専門科目 後期（9/27） 火曜１時限 9:00-10:30 片山 郁夫 10月７日
歴史 基礎教養科目 後期（9/27） 火曜２時限 10:40-12:10 田中 浩司 10月７日

シラバス　http://www.hakodate-u.ac.jp/cgi-bin/cbdb2/db.cgi?page=DBView&did=109
「経済学Ⅰ」　担当：田部井 英夫先生

　本講義の目的は、経済学の歴史を振り返るなかで、経済学の大きな流れをつかむことにある。本講義を通じて、学生諸君は経済学の偉大な先
達が、目の前にある課題をいかに捉え、いかなる問題解決を提示したのか、理解することができるであろう。経済学の歴史を源流から下ること
で、現代経済学の課題と地平が見えてくるであろう。

函館短期大学 問い合わせ先：学務課教務係（TEL．0138-57-1800）

科　目　名 種別 開設期間
（初日開講日）

開設日
時　限 時間帯 教員名 出願票

提出期限 備考
外国語コミュニケーション（仏語） 教養科目 後期（9/22） 木曜３時限 13:05-14:35 竹花 和晴 ９月28日 若干名

「外国語コミュニケーション（仏語）」　担当：竹花和晴　先生
　ヨーロッパ諸語の中では最も重要な言語といえます。実用性のある簡単な会話ができて、フランス観光に必要な会話の学習をします。
　デパートでの買い物とフランス料理のレシピを読めるようになるのが目標です。

ロシア極東連邦総合大学函館校 問い合わせ先：事務局　（TEL．0138-26-6523）

科　目　名 種別 開設期間
（初日開講日）

開設日
時　限 時間帯 教員名 出願票

提出期限 備考
ロシア文化史Ⅱ 講義 後期（9/14） 　水曜3時限 13:00-14:30 デルカーチ F ９月23日
日ロ関係史 講義 後期（9/15） 　木曜3時限 13:00-14:30 倉田 有佳 ９月23日

シラバス　http://www.fesu.ac.jp/infoschool/2016_student_1.pdf
〈注意〉段階的に履修していただくため、ロシア文化史Ⅱは前期に開講したロシア文化史Ⅰを履修認定済の方のみ、受講できます。

　　　 出願票提出期限後の受講希望者については、在籍校担当者より事務局へお電話ください。

キャンパス・コンソーシアム函館　特別開設科目（集中講義）
問い合わせ先：キャンパス・コンソーシアム函館事務局　（TEL．0138-44-4211）

科　目　名 開設校名 種別 開設日
時　限 教員名 備考

現代地域学論（まちづくりに挑む！） 函館大谷短期大学 教養系科目 集中講義・29年2月6、7、21、22日 鄭 舜玉 詳細は別途募集案内にて告知


