
TGLプログラム指定科目の手引き 2020(令和2)年度

■ 指定科目一覧の見方

サブプログラム TGLプログラムのどのサブプログラムのTGLポイント対象であるかを表します。

GL1 ＝ 語学・コミュニケーション力養成サブプログラム

GL2 ＝ 国際教養力養成サブプログラム

GL3 ＝ 行動力養成サブプログラム

GLS ＝ スペシャルポイント ※全学教育科目「グローバルゼミ」及び「Advanced Global Seminar」のみ

セメスター 全学教育科目で、当該科目を受けることができる学期（セメスター、クォーター）を表します。

クォーター 所属学部の学生便覧で指定されている開講セメスターに履修してください。

開講クラス 全学教育科目で、当該科目を受けることができる学部・学科・クラスを表します。

所属学部用に開講されているクラスで履修することを原則とします。

履修言語  授業で主に使用される言語を表します。

　日 ＝ 日本語 /  英 ＝ 英語　/　日英 ＝ 日英併用 / その他

国際共修 外国人留学生と一般（日本人）学生が一緒に受ける（＝国際共修）授業かどうかを表します。

○＝共修授業である ｜ ×＝共修授業でない ｜ 空欄＝不明/未回答
他学部開講 専門教育科目で、開講学部以外の学部に所属する学生が履修登録できるかどうかを表します。

× ＝ 履修不可

○ ＝ TGLプログラムに登録している学生のみ履修可

◎ ＝ TGLプログラムへの登録の有無に関わらず誰でも履修可

※ 定員が設定されている場合等には、履修登録は開講学部の学生が優先されます。

履修を希望する場合は、授業担当教員に確認してください。

■ その他備考・留意事項

全学教育科目・専門教育科目共通

▸

学務情報システム＞シラバス＞全文検索（キーワード検索）

https://www.srp.tohoku.ac.jp/sa_qj/slbsskwr.do?clearAccessData=true&contenam=slbsskwr&kjnmnNo=5

▸ 指定科目は、年度途中に追加されることがあります。

全学教育科目

▸ 一部の科目は、開講曜日・日時によりクラス（対象学部・学科・組）が指定されている場合があります。

「全学教育科目履修の手引」等により確認してください。

▸ 「基礎ゼミ」は学部オリエンテーションでの「希望調書」提出後原則として変更できません。

▸ 指定科目一覧（Excel版）では、「フィルター」機能を利用して各項目の並べ替えや検索・抽出をすることができます。

Microsoft > Officeのサポート > データの並べ替えとフィルター処理

http://office.microsoft.com/ja-jp/excel-help/RZ104119899.aspx?CTT=1

■ 問い合わせ先

（指定科目、ポイント等に関すること）

留学生課 海外留学係 川内北キャンパス 教育・学生総合支援センター 2階　カウンター6-D

（履修登録、授業情報等に関すること）

教務課 全学教育実施係 川内北キャンパス　 教育・学生総合支援センター2階　カウンター5

※3年生以上の履修登録及び専門教育科目に関しては、所属する学部の教務係に問い合わせてください。

注1

TGLプログラム関係

教務関係

注2

注3

注4

注5

注6

授業の詳細（授業内容、教室等）は、全学教育科目履修の手引、オンラインシラバス、授業時間割表、各学部のシラバス等を
参照してください。全学教育科目及び一部の学部のシラバスは、以下でも閲覧することができます。
また、題目名、開講曜日・講時、担当教員が変更になっている場合もあります。 新版は以下で確認してください。
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2020年9月30日現在

■ 更新履歴

2020年9月30日 「全学（基礎ゼミ）」　     「専
門」

・全学教育科目26科目を追加
・全学教育科目１科目を変更（時間割変更）、8科目を削除（不開講のため）
・専門教育科目4科目を追加

・全学教育科目基礎ゼミのうちTGL指定科目22科目を削除（不開講のため）　　・
専門教育科目 1科目の授業題目を訂正
・専門教育科目のうちTGL指定科目6科目を削除（不開講のため）

「全学（基礎ゼミ）」　     「専
門」

2020年 7月 16日

日付 シート 変更事項

2020年 4月 6日 すべて HP掲載開始
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2020（令和2）年度　TGLプログラム指定科目一覧 2020年7月16日現在

【全学教育科目（基礎ゼミ）】

令和（2020)年度は、基礎ゼミのTGL指定科目はすべて不開講となりました。

注1
番号 科目群 授業科目名 サ

ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

授業題目名 教員・所属
※非常勤講師等は空欄

セ
メ
ス
タ
ー

学期・曜日・講時 開
講
ク
ラ
ス

単
位

講義コード 備考

1 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL1 痕跡学からみる世界の先史時代　/　Prehistory from the viewpoint of
traceology

鹿又　喜隆  所属：文学部・文学研究科 1 前期 月曜日 ４講時 全 2 CB00002 不開講

2 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL1 人間と社会の測りまちがい？ 木村　邦博  所属：文学部・文学研究科 1 前期 月曜日 ３講時 全 2 CB00003 不開講

3 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL3 社会教養としての法学：問いから始まる学びを経験しながら 
Jurisprudence in Liberal Arts: Learning that Begins with Questions

吉永　一行  所属：法学部・法学研究科 1 前期 月曜日 ４講時 全 2 CB00011 不開講

4 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL3 会社の企画　～誰に、何を、どうやって～ 
Company planning -who, what and how-

大谷　潤  所属：経済学部・経済学研究科 1 前期 月曜日 ３講時 全 2 CB00015 不開講

5 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL3 コミュニケーションスキルアップのための演劇的ワークショップ-国際
共修ゼミ-

虫明　元、虫明　美喜  所属：医学部・医学系研
究科，宮城教育大学

1 前期前半 月曜日 ３講時.前期集
中 その他 連講

全 2 CB00035 不開講

6 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL3 アフリカの保健医療の課題：問題を理解し解決策を探ろう　/　Health
issues in Africa: Understanding issues and finding solutions

押谷　仁、斉藤　繭子  所属：医学部・医学系研
究科，大学病院

1 前期後半 月曜日 ３講時.前期後
半 月曜日 ４講時.前期後半 月曜
日 ５講時

全 2 CB00038 不開講

7 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL1 生活習慣病を科学する－研究の最前線－ 片桐　秀樹、高橋　圭  所属：医学部・医学系研
究科，大学病院

1 前期後半 月曜日 ４講時.前期後
半 月曜日 ５講時.前期集中 その
他 連講

全 2 CB00040 不開講

8 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL1 こころの病気を知る 
Learning about mental disorders

富田　博秋、本多　奈美、菊地　紗耶、桂　雅
宏、飯塚　邦夫、佐久間　篤、濱家　由美子  所
属：医学部・医学系研究科，大学病院

1 前期 月曜日 ３講時 全 2 CB00046 不開講

9 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL1 我が国の医療・介護の課題と展望 
[Problems and Prospects of Medical and Nursing care in Japan.]

藤森　研司、桵澤　邦男  所属：医学部・医学系
研究科，大学病院

1 前期前半 月曜日 ３講時.前期前
半 月曜日 ４講時

全 2 CB00048 不開講

10 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL3 これからの少子高齢化を考える 田中　真美、奥山　武志  所属：工学部・工学研
究科

1 前期後半 月曜日 ４講時.前期後
半 月曜日 ５講時

全 2 CB00067 不開講

11 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL3 「ものづくり」で創る未来 
The future created by "manufacturing"

北川　尚美、高橋　厚、廣森　浩祐  所属：工学
部・工学研究科

1 前期 月曜日 ３講時 全 2 CB00074 不開講

12 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL3 「磁気」の世界を実感する 手束　展規  所属：工学部・工学研究科 1 前期後半 月曜日 ４講時.前期後
半 月曜日 ５講時

全 2 CB00077 不開講

13 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL3 私たちにできる地球温暖化対策 
The global warming measures that we can do

村田　功  所属：環境科学研究科 1 前期 月曜日 ５講時 全 2 CB00103 不開講

14 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL3 オリジナルのSTEAM教育を考えて実践しよう 田中　香津生  所属：サイクロトロン・RIセン
ター

1 前期 木曜日 ５講時 全 2 CB00135 不開講

15 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL2 多文化共生社会へのアプローチを探る 杉本　和弘  所属：高度教養教育・学生支援機構 1 前期 月曜日 ３講時.前期 月曜日
４講時

全 2 CB00145 不開講

16 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL3 文系・理系の壁を超える読書と対話で学びを広げ深める 大森　不二雄  所属：高度教養教育・学生支援機
構

1 前期 月曜日 ３講時 全 2 CB00146 不開講

17 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL3 地域の課題と世界の課題～ディスカッション力を鍛え、社会課題に取
り組もう～

門間　由記子  所属：高度教養教育・学生支援機
構

1 前期 木曜日 ５講時 全 2 CB00154 不開講

18 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL2 マルチメディア（マンガ・アニメ）で自文化紹介・異文化理解－国際
共修ゼミ－

林　雅子  所属：高度教養教育・学生支援機構 1 前期 月曜日 ３講時 全 2 CB00158 不開講

19 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL1 留学生と共に被災地を訪れて現状を世界に発信しよう！ 渡部　留美、横関　理恵  所属：高度教養教育・
学生支援機構

1 前期 月曜日 ３講時 全 2 CB00159 不開講

20 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL3 共生社会に向けたボランティア活動―人権・多様性・エンパワメント
 
Volunteer Activity for an Inclusive Society―Human rights, diversity and
empowerment

横関　理恵  所属：高度教養教育・学生支援機構 1 前期 月曜日 ５講時 全 2 CB00160 不開講

21 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL3 ボランティア活動を通して被災地復興の課題を学ぶ 
Learning the Issues About How to Recevery the Sufferd Communities
Through Volunteer Activities

松原　久  所属：高度教養教育・学生支援機構 1 前期 木曜日 ５講時 全 2 CB00161 不開講

22 全学教育科目共通科目-転
換・少人数科目

基礎ゼミ GL3 Fundamental chemistry seminar on selected topics Nurbosyn U. Zhanpeisov  所属：高度教養教育・
学生支援機構

1 前期集中 その他 連講 全 2 CB00165 不開講
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2020（令和2）年度　TGLプログラム指定科目一覧 2020年9月30日現在

【全学教育科目（基礎ゼミ以外）】
注１ 注２ 注３

番号 科目群 授業科目名 サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム

授業題目名 教員・所属
※非常勤講師等は空欄

セメスター
クォーター

学期・曜日・講時 開講クラス 単位 講義コード 備考

1 全学教育科目基幹科目-
人間論

人間と文化 GL1 学習理論入門 
Introduction to Lifelong Learning Theory

佐藤　智子　所属：高度教養教育・学生
支援機構

１セメスター 前期 月曜日 １講時 文系理農 2 CB11106

2 全学教育科目基幹科目-
人間論

人間と文化 GL1 学習理論入門 
Introduction to Lifelong Learning Theory

佐藤　智子　所属：高度教養教育・学生
支援機構

１セメスター 前期 木曜日 １講時 医保歯薬工 2 CB41103

3 全学教育科目基幹科目-
人間論

人間と文化 GL2 東北大学を学ぶ／History of Tohoku University 中川　学　所属：高度教養教育・学生支
援機構

１セメスター 前期 火曜日 １講時 医保歯薬工 2 CB21112

4 全学教育科目基幹科目-
人間論

人間と文化 GL2 東北大学を学ぶ／History of Tohoku University 中川　学　所属：高度教養教育・学生支
援機構

１セメスター 前期 木曜日 ２講時 文系理農 2 CB42105

5 全学教育科目基幹科目-
社会論

歴史と人間社会 GL1 Modern Japanese History: From the Bakumatsu Period to the Meiji
Constitution (1853-1890)

オリオン　クラウタウ　所属：国際文化
研究科

１セメスター 前期 木曜日 ２講時 文系理農 2 CB41109

6 全学教育科目基幹科目-
社会論

歴史と人間社会 GL2 History of Tohoku University 中川　学　所属：高度教養教育・学生支
援機構

２セメスター 後期 水曜日 １講時 国際学士コース(＊) 2 CB31223

7 全学教育科目基幹科目-
社会論

歴史と人間社会 GL2
Introduction à l'histoire européenne : histoire du vin en Europe et en
France / Introduction to European History : History of Wine in Europe 野村　啓介　所属：国際文化研究科 ２セメスター 後期 月曜日 ４講時 文系理農 2 CB14208 追加

8 全学教育科目基幹科目-
社会論

歴史と人間社会 GL2
Introduction à l'histoire européenne : histoire du vin en Europe et en
France / Introduction to European History : History of Wine in Europe 野村　啓介　所属：国際文化研究科 ２セメスター 後期 月曜日 １講時 医保歯薬工 2 CB11204 追加

9 全学教育科目基幹科目-
社会論

法・政治と社会 GL2 アジア太平洋の国際関係 勝間田　弘　所属：国際文化研究科 １セメスター 前期 木曜日 ２講時 文系理農 2 CB42110

10 全学教育科目基幹科目-
社会論

法・政治と社会 GL2 国際関係論の基礎 勝間田　弘　所属：国際文化研究科 ２セメスター 後期 月曜日 ４講時 文系理農 2 CB14211

11 全学教育科目基幹科目-
社会論

社会の構造 GL3 【展開ゼミ】 学び合いの技法～思考を深め、発想を拡げるファシリ
テーション基礎演習 
 
Cooperative Learning　  Techniques
: Basic exercise of facilitation to deepen thoughts and expand ideas

佐藤　智子　所属：高度教養教育・学生
支援機構

２セメスター 後期 水曜日 １講時 文系理農 2 CB31208

12 全学教育科目基幹科目-
社会論

社会の構造 GL3 【展開ゼミ】 学び合いの技法～思考を深め、発想を拡げるファシリテーション
基礎演習
Cooperative Learning　  Techniques
: Basic exercise of facilitation to deepen thoughts and expand ideas

佐藤　智子　所属：高度教養教育・学生
支援機構

２セメスター 後期 水曜日 ２講時 医保歯薬工 2 CB32208

13 全学教育科目基幹科目-
社会論

社会の構造 GL1 社会人になるための社会分析　～大学生にとって身近な現実から社会
の全体構造を解き明かす～

大森　不二雄　所属：高度教養教育・学
生支援機構

２セメスター 後期 水曜日 １講時 文系理農 2 CB31207

14 全学教育科目基幹科目-
社会論

ジェンダーと人間社会 GL2 ジェンダーと人間社会 
 /

Gender and Human Society

大隅　典子，他　所属：男女共同参画推
進センター

１セメスター 前期 木曜日 １講時 医保歯薬工 2 CB41105

15 全学教育科目基幹科目-
社会論

ジェンダーと人間社会 GL2 ジェンダーと人間社会 
 /

Gender and Human Society

大隅　典子，他　所属：男女共同参画推
進センター

２セメスター 後期 水曜日 １講時 文系理農 2 CB31210

16 全学教育科目基幹科目-
社会論

経済と社会 GL1 アジアの経済発展 米倉　等　所属：教養教育院 １年次第１クォーター 前期前半 火曜日 １講時.前期前 医保歯薬工 2 CB21105 追加

17 全学教育科目基幹科目-
社会論

歴史と人間社会 GL2 東南アジアの歴史と社会 米倉　等　所属：教養教育院 １年次第２クォーター 前期後半 火曜日 １講時.前期後 医保歯薬工 2 CB21102 追加

18 全学教育科目基幹科目-
社会論

歴史と人間社会 GL2 東南アジアの歴史と社会 米倉　等　所属：教養教育院 １年次第１クォーター 前期前半 月曜日 １講時.前期前 文系理農 2 CB11102 追加

19 全学教育科目展開科目-
人文科学

教育学 GL1 組織・人事・予算・政策からみた文部科学省 青木　栄一　所属：教育学研究科 ２セメスター 後期 木曜日 １講時 文系 2 CB41202

20 全学教育科目展開科目-
人文科学

歴史学 GL2 近代日本と中国――自己認識と他者理解 朱　琳　所属：国際文化研究科 １セメスター 前期 木曜日 １講時 文教は１セメ、理医
保歯薬工（６～１

０，１３～１６組）
農は３セメ

2 CB41108

21 全学教育科目展開科目-
人文科学

歴史学 GL2 近代日本と中国――自己認識と他者理解 朱　琳　所属：国際文化研究科 ２セメスター 後期 木曜日 １講時 文系 2 CB41204

22 全学教育科目展開科目-
人文科学

論理学 GL1 記号論理学入門 篠澤　和久　所属：情報科学研究科 ３セメスター 前期 木曜日 １講時 工（６～１０，１３～ 2 CB41301 追加

23 全学教育科目展開科目-
人文科学

論理学 GL1 記号論理学入門 篠澤　和久　所属：情報科学研究科 ４セメスター 後期 水曜日 ２講時 医保歯工 2 CB32401 追加

24 全学教育科目展開科目-
人文科学

論理学 GL1 記号論理学入門 篠澤　和久　所属：情報科学研究科 ３セメスター 前期 水曜日 ２講時 理保（看）工農 2 CB32301 追加

25 全学教育科目展開科目-
人文科学

論理学 GL1 記号論理学入門 篠澤　和久　所属：情報科学研究科 ２セメスター 後期 火曜日 ２講時 法経 2 CB22201 追加

26 全学教育科目展開科目-
人文科学

論理学 GL1 記号論理学入門 篠澤　和久　所属：情報科学研究科 １セメスター 前期 火曜日 ２講時 文系 2 CB22101 追加

27 全学教育科目展開科目-
人文科学

論理学 GL1 記号論理学入門 篠澤　和久　所属：情報科学研究科 ２セメスター 後期 月曜日 ２講時 文系医保歯 2 CB12201 追加

28 全学教育科目展開科目-
化学

化学Ａ GL3 Fundamentals of chemical bond theory ZHANPEISOV, Nurbosyn　所属：高度教
養教育・学生支援機構

２セメスター 後期 水曜日 ２講時 国際学士コース(＊) 2 CB32218

1/5 【全学教育科⽬（基礎ゼミ以外）】
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29 全学教育科目展開科目-
化学

化学Ｂ GL3 Fundamentals of physical chemistry ZHANPEISOV, Nurbosyn　所属：高度教
養教育・学生支援機構

２セメスター 後期 木曜日 ３講時 国際学士コース(＊) 2 CB43217

30 全学教育科目展開科目-
化学

化学Ｃ GL3 Fundamentals of basic organic chemistry ZHANPEISOV, Nurbosyn　所属：高度教
養教育・学生支援機構

３セメスター 前期 水曜日 ３講時 国際学士コース(＊) 2 CB33309

31 全学教育科目展開科目-
宇宙地球科学

地球物質科学 GL3 Fundamentals of crystal structures of solids ZHANPEISOV, Nurbosyn　所属：高度教
養教育・学生支援機構

２セメスター 後期 月曜日 3講時 国際学士コース(＊) 2 CB12239 時間割変更

32 全学教育科目展開科目-
カレントトピックス科
目

コミュニケーションスキルのた
めの演劇的ワークショップ展開
編

GL3 コミュニケーションスキルのための演劇的ワークショッップ展開編 虫明　元，虫明　美喜　所属：医学系研
究科，宮城教育大学

2/4/6/8セメスター 後期 月曜日 ３講時 全 2 CB13203

33 全学教育科目展開科目-
カレントトピックス科
目

東北の「みらい」を拓く新聞論 GL3 【展開ゼミ】東北の「みらい」を拓く新聞論（河北新報特別講義） 
Advanced Seminar: "Press Leads the Way to Tohoku's Future"

猪股　歳之，他　所属：高度教養教育・
学生支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 月曜日 ５講時 全 2 CB15202

34 全学教育科目展開科目-
カレントトピックス科
目

新聞から見た現代社会 GL3 【展開ゼミ】新聞から見た現代社会（読売特別講義） 
Advanced Seminar: "Modern Society through the Eyes of the Press"

猪股　歳之，他　所属：高度教養教育・
学生支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 金曜日 ５講時 全 2 CB55207

35 全学教育科目展開科目-
カレントトピックス科
目

歌に学ぶ日本の言葉と心 GL2 【展開ゼミ】歌に学ぶ日本の言葉と心‐国際共修ゼミ‐ 上原　聡　所属：高度教養教育・学生支
援機構

2/4/6/8セメスター 後期 火曜日 ５講時 全 2 CB25203

36 全学教育科目展開科目-
カレントトピックス科
目

こころと体の健康をつなぐ GL2
【展開ゼミ】こころと体の健康をつなぐ/ Advanced Seminar:Joining
the mind and body

藤本　敏彦，誉田　和子　所属：高度教
養教育・学生支援機構，

2/4/6/8セメスター 後期 金曜日 ５講時 全 2 CB55206 追加

37 全学教育科目展開科目-
カレントトピックス科

テクノロジ化社会における学び
を考える

GL1
【展開ゼミ】テクノロジ化社会における学びを考える　/ Thinking
about learning in technology oriented society

松河　秀哉　所属：高度教養教育・学生
支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 火曜日 ５講時 全 2 CB25205 追加

38 全学教育科目展開科目-
カレントトピックス科

留学生とつくるフットサルチー
ム

GL2
【展開ゼミ】留学生と作るフットサルチーム
 Futsal team building with Japanese students.

藤本　敏彦　所属：高度教養教育・学生
支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 金曜日 ４講時 全 2 CB54204 追加

39 全学教育科目展開科目-
カレントトピックス科

動かして学ぶ数理統計学 GL1 【展開ゼミ】動かして学ぶ数理統計学
田村　光平　所属：学際科学フロンティ
ア研究所

2/4/6/8セメスター 後期 木曜日 ５講時 全 2 CB45202 追加

40 全学教育科目展開科目-
カレントトピックス科

資源環境経済学入門：Excelを
使って計算してみよう

GL3
資源環境経済学入門:　EXCELを使って計算してみよう (Introduction of
Economics on Resource and Environment: Let's Use Excel and 米倉　等　所属：教養教育院

１年次以上第３クォー
ター

後期前半 木曜日 ４講時.後期前 全 2 CB44205 追加

41 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル人材基礎演習 GL1 【展開ゼミ】留学生の出身国・地域を日本から見る‐国際共修ゼミ‐ 三島　敦子　所属： 1/3/5/7セメスター 前期 金曜日 ４講時 全 2 CB54107

42 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル人材基礎演習 GL1 【展開ゼミ】留学生の出身国・地域を日本から見る‐国際共修ゼミ‐ 三島　敦子　所属： 2/4/6/8セメスター 後期 金曜日 ３講時 全 2 CB53201

43 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

国際教養 GL2 【展開ゼミ】自他理解を深める：異文化交流を通して　Deepening
one's understanding of oneself and others: Through cross-cultural
interactions‐国際共修ゼミ‐

小島　奈々恵　所属：高度教養教育・学
生支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 水曜日 ５講時 全 2 CB35201

44 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

国際教養 GL2 【展開ゼミ】Japanese Universities and Students‐国際共修ゼミ‐ 渡部　由紀　所属：高度教養教育・学生
支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 木曜日 ５講時 全 2 CB45208

45 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

国際教養 GL1 Universities in Japan and the world 米澤　彰純　所属：国際戦略室 1/3/5/7セメスター 前期 月曜日 １講時 全 2 CB11113

46 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

国際教養 GL2 【展開ゼミ】Fieldwork on Society and Education in Japan‐国際共修ゼ
ミ‐

米澤　由香子　所属：高度教養教育・学
生支援機構

1/3/5/7セメスター 前期 木曜日 １講時.前期 木曜
日 ２講時

全 2 CB41113

47 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

国際教養 GL1 【展開ゼミ】Japanese Corporate Culture, Decision-Making　日本の企
業文化と意思決定‐国際共修ゼミ‐

末松　千秋　所属： 1/3/5/7セメスター 前期 月曜日 ２講時 全 2 CB12117

48 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

国際教養 GL1 【展開ゼミ】Japanese Corporate Culture, Employment Practices　日
本の企業文化と雇用慣行‐国際共修ゼミ‐

末松　千秋　所属： 2/4/6/8セメスター 後期 月曜日 ２講時 全 2 CB12214

49 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ａ GL2 【展開ゼミ】「学生が創る日本語会話パフォーマティブ・エクササイ
ズ」 
Developing performative exercises for Japanese conversation from a
learner’s perspective‐国際共修ゼミ‐

バックレイ　厚子　所属： 1/3/5/7セメスター 前期 水曜日 ３講時 全 2 CB33114

50 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ａ GL2 【展開ゼミ】コミュニケーションの諸相‐国際共修ゼミ‐ 佐藤　勢紀子　所属： 2/4/6/8セメスター 後期 月曜日 ３講時 全 2 CB13206

51 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ａ GL2 言語としての手話入門 
［Introduction to　Japan Sign Language］

小泉　政利，松崎　丈　所属：文学研究
科，宮城教育大学

2/4/6/8セメスター 後期 木曜日 ５講時 全 2 CB45209

52 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ａ GL2 言語としての手話入門 
［Introduction to　Japan Sign Language］

小泉　政利，松崎　丈　所属：文学研究
科，宮城教育大学

1/3/5/7セメスター 前期 金曜日 ５講時 全 2 CB55106

53 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ａ GL2 【展開ゼミ】日本語の文法を外から見て考える‐国際共修ゼミ‐ 上原　聡　所属：高度教養教育・学生支
援機構

1/3/5/7セメスター 前期 水曜日 ２講時 全 2 CB32114

54 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ａ GL2 【展開ゼミ】近代日本の歴史と思想‐国際共修ゼミ‐ 森川　多聞　所属：文学研究科 2/4/6/8セメスター 後期 木曜日 ２講時 全 2 CB42209

55 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ａ GL2 外から見た日本の社会／Japanese Society from an External Viewpoint 中村　渉　所属：高度教養教育・学生支
援機構

1/3/5/7セメスター 前期 火曜日 ４講時 全 2 CB24113

56 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ａ GL2 映像に見る日本語と日本文化/Japanese Culture and Social System in
Japanese Movies

中村　渉　所属：高度教養教育・学生支
援機構

2/4/6/8セメスター 後期 火曜日 ４講時 全 2 CB24212

2/5 【全学教育科⽬（基礎ゼミ以外）】
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57 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ａ GL2 【展開ゼミ】文学で学ぶ日本‐国際共修ゼミ‐ 虫明　美喜　所属：宮城教育大学 1/3/5/7セメスター 前期 木曜日 ４講時 全 2 CB44108

58 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ａ GL3 仙台の商店街を活性化して仙台全体を盛り上げよう 渡部　留美，新見　有紀子　所属：高度
教養教育・学生支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 火曜日 ２講時 全 2 CB55210

59 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ａ GL2 【展開ゼミ】日本語の多様性を考える‐国際共修ゼミ‐ 副島　健作　所属：高度教養教育・学生
支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 火曜日 １講時 全 2 CB21206

60 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ａ GL3 【展開ゼミ】留学生と日本人学生の協働プロジェクト/Cooperative
Project with International and Japanese Students‐国際共修ゼミ‐

髙橋　美能　所属：高度教養教育・学生
支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 水曜日 ２講時 全 2 CB32217

61 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ｂ GL2 【展開ゼミ】Understanding Japan through Miyagi's Traditional Culture
(Sendai Tanabata Festival)-国際共修ゼミ-

坂本　友香　所属：高度教養教育・学生
支援機構

1/3/5/7セメスター 前期 木曜日 ４講時 全 2 CB44109

62 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ｂ GL1 【展開ゼミ】  Japanese Communication Behaviors: Business
　日本人のコミュニケーション行動：ビジネス‐国際共修ゼミ‐

山本　喜久江　所属： 3/5/7セメスター 前期 月曜日 ３講時 全 2 CB13307

63 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ｂ GL2 【展開ゼミ】Understanding Japan through Miyagi’s Traditional Culture
(Sparrow Dance) ‐国際共修ゼミ‐

新見　有紀子　所属：高度教養教育・学
生支援機構

１年次以上第１クォー
ター

前期前半 火曜日 １講時.前期
前半 金曜日 ３講時

全 2 CB21126

64 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ｂ GL1 【展開ゼミ】日本語と英語で読む日本文学 
Advanced Seminar：Japanese Literature in English and Japanese ‐
Internatinal co-learning classes‐国際共修ゼミ‐

虫明　美喜　所属：宮城教育大学 2/4/6/8セメスター 後期 木曜日 ４講時 全 2 CB44206

65 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ｂ GL2 【展開ゼミ】Understanding Japan through Miyagi’s Traditional Culture
 (Sparrow Dance)  

宮城の伝統文化すずめ踊りを通して、日本を知る ‐国際共修ゼミ

林　聖太　所属：高度教養教育・学生支
援機構

１年次以上第１クォー
ター

前期前半 火曜日 １講時.前期
前半 金曜日 ３講時

全 2 CB21125

66 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

異文化理解 GL2 【展開ゼミ】異文化コミュニケーション学基礎：理論と実践演習
Interultural Communication Basics‐国際共修ゼミ‐

山本　喜久江　所属： 2/4/6/8セメスター 後期 月曜日 ５講時 全 2 CB15205

67 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

異文化理解 GL2 【展開ゼミ】自他理解を深める：異文化交流を通して　Deepening
one's understanding of oneself and others: Through cross-cultural
interactions‐国際共修ゼミ‐

小島　奈々恵　所属：高度教養教育・学
生支援機構

1/3/5/7セメスター 前期 水曜日 ５講時 全 2 CB35102

68 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

異文化理解 GL3 【展開ゼミ】異文化間コミュニケーションを通じて世界を知ろう‐国
際共修ゼミ‐

末松　和子　所属：高度教養教育・学生
支援機構

1/3/5/7セメスター 前期 火曜日 ３講時 全 2 CB23106

69 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル・コミュニケーショ
ン

GL2 【展開ゼミ】　グローバルコミュニケーション・スキル 
Interpersonal Communication‐国際共修ゼミ‐

山本　喜久江　所属： 1/3/5/7セメスター 前期 火曜日 １講時 全 2 CB21127

70 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル・コミュニケーショ
ン

GL2 【展開ゼミ】　グローバルコミュニケーション・スキル 
Interpersonal Communication‐国際共修ゼミ‐

山本　喜久江　所属： 2/4/6/8セメスター 後期 火曜日 １講時 全 2 CB21205

71 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル・コミュニケーショ
ン

GL2 【展開ゼミ】　グローバルコミュニケーション・スキル 
Interpersonal Communication‐国際共修ゼミ‐

山本　喜久江　所属： 2/4/6/8セメスター 後期 火曜日 ３講時 全 2 CB23204

72 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル・コミュニケーショ
ン

GL2 【展開ゼミ】展開ゼミ「国際問題プレゼンテーション」 勝間田　弘　所属：国際文化研究科 2/4/6/8セメスター 後期 火曜日 ４講時 全 2 CB24214

73 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル・コミュニケーショ
ン

GL1 研究者と学ぶ科学英語実践講座：応用編 （English in Science &
Technology: News version）

田代　学　所属：サイクロトロン・RIセ
ンター

2/4/6/8セメスター 後期 火曜日 ５講時 全 2 CB25213

74 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル・コミュニケーショ
ン

GL2 異文化理解実践―日本の文化や社会について内と外から考える― 渡部　留美　所属：高度教養教育・学生
支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 木曜日 ２講時 全 2 CB42210

75 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

課題解決型（ＰＢＬ）演習Ａ GL3 【展開ゼミ】麻酔と生理反応 
Anesthesia and phsiological responses

山内　正憲，外山　裕章　所属：医学系
研究科

4/6/8セメスター 後期 火曜日 ４講時 全 2 CB24404

76 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

課題解決型（ＰＢＬ）演習Ａ GL3 【展開ゼミ】異文化コミュニケーション学応用：パーソナルリーダー
シップ（ＰＬ） 
Personal Leadership‐国際共修ゼミ‐

山本　喜久江　所属： 1/3/5/7セメスター 前期 月曜日 ２講時 全 2 CB12119

77 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

課題解決型（ＰＢＬ）演習Ａ GL3 ボランティア活動を通して被災地復興の課題を学ぶ 
Learning the Issues About How to Recevery the Sufferd Communities
Through Volunteer Activities

松原　久　所属：高度教養教育・学生支
援機構

2/4/6/8セメスター 後期 木曜日 ５講時 全 2 CB44207

78 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

課題解決型（ＰＢＬ）演習Ａ GL1 秋冬野菜を盆栽として育ててみよう--栽培を通して、観察眼を養い、栽
培の大変さも理解してみよう--(‐国際共修ゼミ‐)

渡辺　正夫　所属：生命科学研究科 2/4/6/8セメスター 後期 木曜日 ５講時 全 2 CB45210

79 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

課題解決型（ＰＢＬ）演習Ａ GL3 【展開ゼミ】大学生活に役立つ敬語・日本語～留学生の視点から日本
語を考える～－国際共修ゼミ－

林　雅子　所属：高度教養教育・学生支
援機構

2/4/6/8セメスター 後期 木曜日 ３講時 全 2 CB43212

80 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

課題解決型（ＰＢＬ）演習Ｂ GL3 【展開ゼミ】Learn about and solve problems of local companies in
 Sendai

（仙台地元企業について学び、課題を解決しよう）‐国際共修ゼミ‐

新見　有紀子，渡部　留美　所属：高度
教養教育・学生支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 水曜日 ３講時 全 2 CB33209

81 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

課題解決型（ＰＢＬ）演習Ｂ GL3 【展開ゼミ】仙台の国際化推進プロジェクト：留学生と共に考える地
域ビジネス活性化のためのイノベーション 
Internationalization of Sendai as a regional city: Introducing innovative
ideas to local business.‐国際共修ゼミ‐

米澤　由香子　所属：高度教養教育・学
生支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 火曜日 ３講時 全 2 CB23205

82 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

課題解決型（ＰＢＬ）演習Ｂ GL3 【展開ゼミ】キャンパス国際化への貢献：留学生との異文化間協働プ
ロジェクトを通して国際性を身につけよう2　International Project 2‐
国際共修ゼミ‐

末松　和子　所属：高度教養教育・学生
支援機構

1/3/5/7セメスター 前期 水曜日 ４講時 全 2 CB34111

83 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

課題解決型（ＰＢＬ）演習Ｂ GL3 【展開ゼミ】キャンパス国際化への貢献：留学生との異文化間協働プ
ロジェクトを通して国際性を身につけよう2　International Project １‐
国際共修ゼミ‐

末松　和子　所属：高度教養教育・学生
支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 水曜日 ４講時 全 2 CB34209

84 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

課題解決型（ＰＢＬ）演習Ｂ GL3 【展開ゼミ】Exploring Miyagi Local Companies through Interviews ～宮
城の地元企業へのインタビューを通して、地方企業の魅力を探る-国際
共修ゼミ-

林　聖太　所属：高度教養教育・学生支
援機構

2/4/6/8セメスター 後期 月曜日 ２講時 全 2 CB42212

3/5 【全学教育科⽬（基礎ゼミ以外）】
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85 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

課題解決型（ＰＢＬ）演習Ｂ GL3 【展開ゼミ】国際理解教育の実践‐国際共修ゼミ‐/Practicum in
Education for International Understanding

髙橋　美能　所属：高度教養教育・学生
支援機構

1/3/5/7セメスター 前期 木曜日 ３講時 全 2 CB43107

86 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

課題解決型（ＰＢＬ）演習Ｂ GL3 【展開ゼミ】人権教育の促進‐国際共修ゼミ‐/Promoting Human
Rights Education

髙橋　美能　所属：高度教養教育・学生
支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 木曜日 ３講時 全 2 CB43213

87 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバルキャリアＡ GL3 【展開ゼミ】日本企業の人事システムの理解と対処方法 
留学生の為のキャリア教育実践‐国際共修ゼミ‐

竹内　上人　所属： 1/3/5/7セメスター 前期 水曜日 ５講時 全 2 CB35103

88 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバルキャリアＡ GL1 グローバルキャリアA　―世界とつながる働き方を考える  ―
Global Carrer A 　Think about work styles that connect with the world

門間　由記子　所属：高度教養教育・学
生支援機構

1/3/5/7セメスター 前期 火曜日 ４講時 全 2 CB24114

89 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバルキャリアＢ GL1 【展開ゼミ】  Japanese Communication Behaviors:  Japanese Values
日本人のコミュニケーション行動：日本人の価値‐国際共修ゼミ‐

山本　喜久江　所属： 2/4/6/8セメスター 後期 月曜日 ４講時 全 2 CB14223

90 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバルキャリアＢ GL3 【展開ゼミ】インターンシップ共通 
　Internship Preparation‐国際共修ゼミ‐

竹内　上人　所属： 1/3/5/7セメスター 前期 水曜日 ３講時 全 2 CB33115

91 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバルキャリアＢ GL3 【展開ゼミ】ビジネスコミュニケーション 
EQをベースにしたリーダーシップ力 

 Business Communication and Leadership
 With EQ (Emotional Intelligence)

‐国際共修ゼミ‐

竹内　上人　所属： 1/3/5/7セメスター 前期 水曜日 ４講時 全 2 CB34112

92 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバルキャリアＢ GL3 【展開ゼミ】インターンシップ共通 
　Internship Preparation‐国際共修ゼミ‐

竹内　上人　所属： 2/4/6/8セメスター 後期 水曜日 ３講時 全 2 CB33210

93 全学教育科目共通科目-
英語

Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｅｎｇｌ
ｉｓｈ　Ｓｋｉｌｌｓ１－１

GL1 Practical English Skills: Learning to work in an international team スプリング　ライアン　所属：高度教養
教育・学生支援機構

２年次第１クォーター 前期前半 金曜日 ５講時 全 0.5 CB55303

94 全学教育科目共通科目-
英語

Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｅｎｇｌ
ｉｓｈ　Ｓｋｉｌｌｓ１－２

GL1 Practical English Skills: Learning to work in an international team スプリング　ライアン　所属：高度教養
教育・学生支援機構

２年次第２クォーター 前期後半 金曜日 ５講時 全 0.5 CB55304

95 全学教育科目共通科目-
英語

Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｅｎｇｌ
ｉｓｈ　Ｓｋｉｌｌｓ２－１

GL1 Practical English Skills: Learning to work in an international team スプリング　ライアン　所属：高度教養
教育・学生支援機構

２年次第３クォーター 後期前半 木曜日 ５講時 全 0.5 CB45411

96 全学教育科目共通科目-
英語

Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ｅｎｇｌ
ｉｓｈ　Ｓｋｉｌｌｓ２－２

GL1 Practical English Skills: Learning to work in an international team スプリング　ライアン　所属：高度教養
教育・学生支援機構

２年次第４クォーター 後期後半 木曜日 ５講時 全 0.5 CB45412

97 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル人材基礎演習 GLS 【展開ゼミ】グローバルゼミ 三隅　多恵子　所属：国際連携推進機構 1/3/5/7セメスター 前期 火曜日 ５講時 全 2 CB25112

98 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル人材基礎演習 GLS 【展開ゼミ】グローバルゼミ 新見　有紀子　所属：高度教養教育・学
生支援機構

1/3/5/7セメスター 前期 火曜日 ５講時 全 2 CB25114

99 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル人材基礎演習 GLS 【展開ゼミ】グローバルゼミ 新見　有紀子　所属：高度教養教育・学
生支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 火曜日 ５講時 全 2 CB25211

100 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル人材基礎演習 GLS 【展開ゼミ】グローバルゼミ 渡部　由紀　所属：高度教養教育・学生
支援機構

1/3/5/7セメスター 前期 火曜日 ５講時 全 2 CB25111

101 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル人材基礎演習 GLS 【展開ゼミ】グローバルゼミ 林　聖太　所属：高度教養教育・学生支
援機構

1/3/5/7セメスター 前期 火曜日 ５講時 全 2 CB25113

102 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル人材基礎演習 GLS 【展開ゼミ】グローバルゼミ 米澤　由香子　所属：高度教養教育・学
生支援機構

1/3/5/7セメスター 前期 火曜日 ５講時 全 2 CB25110

103 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバル人材基礎演習 GLS 【展開ゼミ】グローバルゼミ 米澤　由香子　所属：高度教養教育・学
生支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 火曜日 ５講時 全 2 CB25210

104 全学教育科目展開科目-
国際教育科目

国際教養 GLS 【展開ゼミ】【Global Studies】Advanced Global Seminar‐国際共修
ゼミ‐

渡部　由紀　所属：高度教養教育・学生
支援機構

4/6/8セメスター 後期 火曜日 ５講時 全 2 CB25401

105 全学教育科目共通科目-
保健体育

スポーツＡ GL3 ソフトボールで学ぶチームマネージメント
藤本　敏彦　所属：高度教養教育・学生
支援機構

２セメスター 後期 金曜日 ３講時 理 1 CB53241 追加

106 全学教育科目共通科目-
保健体育

スポーツＡ GL3 ソフトボールで学ぶチームマネージメント
藤本　敏彦　所属：高度教養教育・学生
支援機構

２セメスター 後期 木曜日 ２講時 法 1 CB42230 追加

107 全学教育科目共通科目-
保健体育

スポーツＡ GL3 ソフトボールで学ぶチームマネージメント
藤本　敏彦　所属：高度教養教育・学生
支援機構

３セメスター 前期 水曜日 ４講時 工（１１～１２組） 1 CB34335 追加

108 全学教育科目共通科目-
保健体育

スポーツＡ GL1 卓球/Table tennis 藤本　敏彦　所属：高度教養教育・学生
支援機構

１セメスター 前期 水曜日 ２講時 医歯薬 1 CB32131 追加

109 全学教育科目共通科目-
保健体育

スポーツＡ GL3 ソフトボールで学ぶチームマネージメント
藤本　敏彦　所属：高度教養教育・学生
支援機構

３セメスター 前期 火曜日 ３講時 工（６～１０組） 1 CB23328 追加

110 全学教育科目共通科目-
保健体育

スポーツＡ GL3 ソフトボールで学ぶチームマネージメント
藤本　敏彦　所属：高度教養教育・学生
支援機構

２セメスター 後期 火曜日 ３講時 農 1 CB23259 追加

111 全学教育科目共通科目-
保健体育

スポーツＡ GL3 ソフトボールで学ぶチームマネージメント
藤本　敏彦　所属：高度教養教育・学生
支援機構

３セメスター 前期 火曜日 ２講時 工（１～５組） 1 CB22317 追加

112 全学教育科目共通科目-
保健体育

スポーツＢ GL2
留学生と学ぶ初心者合気道 
 Aikido for beginners with Japanese students.

香森　均，藤本　敏彦　所属：，高度教
養教育・学生支援機構

３セメスター 前期 木曜日 ３講時 全 1 CB43322 追加

113 全学教育科目共通科目-
保健体育

スポーツＢ GL1 留学生と学ぶ初心者空手 Karate for beginners 佐藤　道雄　所属： ４セメスター 後期 水曜日 ３講時 全 1 CB33419 追加

114 全学教育科目共通科目-
保健体育

スポーツＢ GL3 ソフトボールで学ぶチームマネージメント
藤本　敏彦　所属：高度教養教育・学生
支援機構

３セメスター 前期 水曜日 ３講時 全 1 CB33325 追加

4/5 【全学教育科⽬（基礎ゼミ以外）】
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全学教育科目展開科目-
国際教育科目

課題解決型（ＰＢＬ）演習Ａ GL3 福島における人権保障と共生の課題―原発事故後を生きる人々に寄り
添う 
In Fukushima,Challenges of human rights security and
coexistence:Snuggle up with people living after the nuclear accident

横関　理恵　所属：高度教養教育・学生
支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 金曜日 ３講時 全 2 CB53202 不開講

全学教育科目展開科目-
国際教育科目

課題解決型（ＰＢＬ）演習Ａ GL2 ウインターコースを企画する－国際共修ゼミ－ 虫明　美喜　所属：宮城教育大学 2/4/6/8セメスター 後期 木曜日 ２講時 全 2 CB42211 不開講

全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ｂ GL2 【展開ゼミ】Understanding Japan through Japanese Traditional
Culture-国際共修ゼミ-

坂本　友香　所属：高度教養教育・学生
支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 火曜日 ２講時 全 2 CB22211 不開講

全学教育科目展開科目-
国際教育科目

日本社会・文化Ｂ GL2 【展開ゼミ】Understanding Japan through Japanese Traditional
Culture-国際共修ゼミ-

坂本　友香　所属：高度教養教育・学生
支援機構

2/4/6/8セメスター 後期 火曜日 ４講時 全 2 CB24213 不開講

全学教育科目展開科目-
国際教育科目

異文化理解 GL2 【展開ゼミ】多文化日本を生きる 
Living in a Multicultural Japan: International Seminar‐国際共修ゼミ‐
 
【展開ゼミ】多文化日本を生きる 

押谷　祐子　所属： 2/4/6/8セメスター 後期 金曜日 ４講時 全 2 CB54206 不開講

全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバルキャリアＡ GL3 【展開ゼミ】日本企業の人事システムの理解と対応方法 
留学生の為のキャリア教育実践‐国際共修ゼミ‐

竹内　上人　所属： 2/4/6/8セメスター 後期 水曜日 ５講時 全 2 CB35202 不開講

全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバルキャリアＡ GL1 【展開ゼミ】日本の企業文化と雇用慣行‐英米から見た日本の雇用慣
行とその変化‐国際共修ゼミ‐

末松　千秋　所属： 2/4/6/8セメスター 後期 月曜日 ３講時 全 2 CB11212 不開講

全学教育科目展開科目-
国際教育科目

グローバルキャリアＢ GL3 【展開ゼミ】グローバルビジネスリーダーシップ 
 Global Business Leadership

EQをベースにしたリーダーシップ力 
Business Communication and Leadership with EQ (Emotional
Intelligence)‐国際共修ゼミ‐

竹内　上人　所属： 2/4/6/8セメスター 後期 水曜日 ４講時 全 2 CB34210 不開講

5/5 【全学教育科⽬（基礎ゼミ以外）】
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