
  注）朱書きは掲載開始後の修正箇所です。

　【中分類　0：複合科学】

　　小分類　1：生活科学

科　　目　　名 講義題目 開講期 単位数 期間 曜日・講時 場所

社会と健康Ⅳ（健康増進科目）
栄養と薬物様効果：サプリメント
利用の科学的考察

Ⅰ-Ⅱ 1 4月13日(水)～7月27日(水) 水曜：5講時 薬学研究院　第２講義室

　　小分類　2：社会・安全システム科学

日本の環境政策 公害克服から持続可能な社会へ Ⅰ-Ⅱ 2 4月15日(金)～7月29日(金) 金曜：5講時 地球環境科学研究院　D棟101号室

突発災害危機管理論 Ⅲ-Ⅳ 2 未定 木曜：2講時 農学部S31

　　小分類　3：人間医工学

デジタルヒューマン情報学特論 Ⅲ 2 11月1日（火）～11月25日（金）

（集中講義）
　　11月1日：3講時
　　11月4日：3-4講時
　　11月7日：2-4講時
　　11月8,17,18,24日
　　　　　　　  ：3-4講時
　　11月25日：3講時

情報科学研究科棟 A３２

　　小分類　4：健康・スポーツ科学

社会と健康Ⅳ（健康増進科目） 健康科学特論 Ⅰ-Ⅱ 2 4月6日(水)～７月20日(水) 水曜：7講時 保健科学研究院C棟３階C３０３

社会と健康Ⅴ（ヘルスリサーチ科目） 医療マネージメント特講 Ⅱ 2 7月15日(金)・16日(土) 1-6講時 保健科学研究院 C棟６階 大会議室

社会と健康Ⅰ(概論･倫理学科目)　
パブリックヘルス総論-研究と活
動の最前線

Ⅲ-Ⅳ 2 10月5日(水)～1月25日(水) 水曜：3講時 医学研究科中棟5F　共通セミナー室 5-1

社会と健康Ⅱ(研究方法科目）
Survey Methods I  （研究調査法
Ⅰ)

Ⅰ-Ⅱ 2 4月18日(月) 6講時 ガイダンス 月曜：6講時 医学研究科中棟2F C2 106室（予定）

社会と健康Ⅱ(研究方法科目）
Survey Methods Ⅱ （研究調査法
Ⅱ)

Ⅱ 2 未定（後日通知） 集中講義（8月頃） 医学研究科中棟2F C2 106室（予定）

社会と健康Ⅱ(研究方法科目） 疫学研究のデザインと実際 Ⅲ-Ⅳ 2 10月5日(水) ～1月25日(水) 水曜：2講時
医学研究科中棟5F
共通セミナー室 5-1

社会と健康Ⅲ（環境保健科目）　 環境と子どもの健康・発達 Ⅲ 1 10月5日(水) ～11月30日(水) 水曜：4講時 医学研究科中棟5F　共通セミナー室 5-1

社会と健康Ⅲ（環境保健科目） 環境化学物質と人びとの健康 Ⅲ 1
11月24日(木),25日(金)を予定。
それ以前にオリエンテーション１回予定。

集中講義 医学研究科管理棟　中会議室

　　小分類　6：脳科学

脳科学入門Ⅰ 神経情報伝達 Ⅰ 1 4月11日(月)～5月23日(月) 月曜：5講時 医学部第1講堂（図書館3階）

脳科学入門Ⅱ 脳の構造と機能 Ⅰ 1 4月8日(金)～5月27日(金) 金曜：5講時 医学部第1講堂（図書館3階）

脳科学入門Ⅲ　 脳機能システム Ⅱ 1 5月30日(月)～7月11日(月) 月曜：5講時 医学部第2講堂（図書館3階）

脳科学入門Ⅳ 脳の分子生物学 Ⅱ 1 6月7日(火)～7月19日(火) 火曜：5講時 薬学部 臨床講義棟・第2講義室

脳科学入門Ⅴ 脳解剖実習 Ⅱ 1 7月22日(金) 集中講義 医歯学総合研究棟1階，解剖学実習室

脳科学入門Ⅶ 脳機能イメージング実習 Ⅱ 1 未定（8月中旬～9月） 集中講義 医歯学総合研究棟地下

脳科学研究の展開Ⅰ 神経回路 Ⅲ 1 10月7日(金)～10月28日(金) 金曜：4-5講時
医学研究科 中研究棟3-1
（共通セミナー室）

脳科学研究の展開Ⅰ　実習 神経回路 Ⅲ 1 未定（10月頃） 集中講義 担当研究室等

脳科学研究の展開Ⅱ イメージング･モデリング Ⅲ 1 11月4日(金)，11月11日(金)，11月25日(金)
金曜：4-5講時

集中講義
医学研究科 中研究棟3-1
（共通セミナー室）

脳科学研究の展開Ⅱ　実習 イメージング･モデリング Ⅲ 1 未定（11月頃） 集中講義 担当研究室等

脳科学研究の展開Ⅲ 心理･認知･発達障害 Ⅲ 1 12月2日(金)～1月6日(金)
金曜：4-5講時

集中講義
医学研究科 中研究棟3-1
（共通セミナー室）

脳科学研究の展開Ⅲ　実習 心理･認知･発達障害 Ⅲ 1 未定（12月～1月頃） 集中講義 担当研究室等

脳科学研究の展開Ⅳ-a 　演習 先端脳科学 Ⅰ-Ⅱ 1 未定（4月～8月頃） 集中講義 未定

脳科学研究の展開Ⅳ-b　演習 先端脳科学 Ⅲ-Ⅳ 1 未定（10月～2月頃） 集中講義 未定

脳科学入門Ⅵ 認知科学の基礎 Ⅱ 2 7月4日(月)～7月8日(金)

（集中講義）
 　7月4日：5講時
 　7月5日～7日：2-5講時
 　7月8日：2-3講時

クラーク会館集会室　または
人文・社会科学総合教育研究棟（W棟）
（5月中旬頃決定）

　　小分類　7：その他

PARE基礎論Ⅰ－人口・活動・資源・環境の連環 Ⅱ 1 6月1日(水)～7月26日(火)
　 6月14日～7月26日
　 　火曜：18:15～20:00
　※7月5日,19日は授業なし

国際本部２階大会議室

PARE基礎論Ⅱ－人口・活動・資源・環境の連環 Ⅱ 1 7月1日(金)～8月26日(金)

 　7月15日～8月26日
　　 金曜：18:15～20:00
　※8月12日,19日は授業な
し

国際本部２階大会議室

ＰＡＲＥ 基礎論Ⅲ－人口・活動・資源・環境の連環 Ⅳ 1
平成29年1月4日(水)～2月10日(金)
（詳細については別途掲示）

毎週金曜：6講時
（18:15～20:00）

国際本部２Ｆ大会議室（予定）

PARE基礎論Ⅳ－人口・活動・資源・環境の連環 Ⅱ 1 7月1日(金)～8月22日(月)
　 7月11日～8月22日
　 　月曜：18:15～20:00
　※8月15日は授業なし

国際本部２F大会議室

PARE実習Ⅰ－人口・活動・資源・環境の連環 Ⅱ 2 8月30日(火)～9月13日(火)
（集中講義）
    　期間中：1-5講時

国際本部２階大会議室

PARE演習Ⅰ－人口・活動・資源・環境の連環 Ⅱ 1 8月30日(火)～9月13日(火)
（集中講義）
    　期間中：1-5講時

国際本部２階大会議室

平成28年度大学院共通授業科目時間割

大分類コード：IGS_IDS　複合領域

　　　・前期と後期をさらに前半・後半の４つの開講期に分け開講しています。　　　　　　・開講期が網掛けの部分の科目は後期の授業科目です。

　　　・日時・場所等については，変更する場合があるので掲示等に注意すること。 　　 ・綠色に塗りつぶしている科目はサマーインスティテュート科目です。



ＰＡＲＥ 実習Ⅱ－人口・活動・資源・環境の連環 Ⅳ 2
平成29年2月14日(火)～28日(火)
（詳細については別途掲示）

集中講義 バンドン工科大学（インドネシア）

ＰＡＲＥ 演習Ⅱ－人口・活動・資源・環境の連環 Ⅳ 1
平成29年2月14日(火)～28日(火)
（詳細については別途掲示）

集中講義 バンドン工科大学（インドネシア）

RJE3概論－極東・北極圏の環境・文化・開発 Ⅱ 2 未定，別途掲示予定（8月頃） 集中講義 未定，別途掲示予定

RJE3 演習Ⅰ-極東・北極圏の環境・文化・開発 Ⅱ 2 未定，別途掲示予定（8月頃） 集中講義 未定，別途掲示予定

RJE3演習Ⅱ－極東・北極圏の環境・文化・開発 Ⅱ 2 未定，別途掲示予定（9月頃） 集中講義 未定，別途掲示予定

RJE3特別演習－極東・北極圏の環境・文化・開発 Ⅲ-Ⅳ 2
未定，別途掲示予定
（12月と1月に不定期開講）

集中講義 未定，別途掲示予定

少人数討論型育成プログラム 通年 2 未定 集中講義 未定

生命融合科学概論 Ⅰ 2 4月7日(木)～6月9日(木) 木曜：1-2講時 理学院３号館２０４号室

実験社会科学入門 Ⅰ 2 4月8日（金）～6月6日（月） 月曜：3-4講時 人文・社会科学総合教育研究棟　W306

計算科学が開く新しい科学　 Ⅲ-Ⅳ 2 10月6日(木)～ 木曜：5講時 理学院５号館３０１

低炭素社会とグリーン成長　 Ⅲ-Ⅳ 2 10月6日(木)～ 木曜：5講時 人文・社会科学総合教育研究棟　W203

ナノテクノロジー・ナノサイエンス概論Ⅰ ナノバイオシステム論 Ⅱ 2 8月3日(水)～8月5日(金) 集中講義
電子科学研究所（北キャンパス総合研究
棟5号館）１階会議室01-102

統計科学特別講義 データを科学する Ⅲ 1 9月26日(月)～9月28日(水) 集中講義 情報教育館3F スタジオ型多目的講義室

北欧型サービスデザインワークショップ Ⅱ 1 8月29日(月)～8月31日(水)
（集中講義）
　8月29日：3-4講時
　8月30日,31日：2-4講時

 理学部５号館３０１室
高等教育機構S５教室

資源回収型サニテーション：その学際的アプローチ Ⅱ 2 7月25日(月)～7月29日(金)
（集中講義）
　　　期間中：2-4講時

 工学院MC１０１
高等教育推進機構S１１教室

　【中分類　1：学術コミュニケーション・リテラシー】

　　小分類　0：科学教育

科学教育特論
コンピテンス基盤型科学教育とは
何か？

Ⅰ 1 4月7日(木)～5月26日(木) 木曜：4講時 情報教育館 多目的教室（2）

　　小分類　1：情報教育

科学技術コミュニケーション特論Ⅰ
大学院生のためのセルフプロ
モーションⅠ

Ⅰ 1 4月13日(水)～6月8日(水) 水曜：3講時 理学院５号館２０３号室

科学技術コミュニケーション特論Ⅱ
大学院生のためのセルフプロ
モーションⅡ

Ⅱ 1 6月15日(水)～8月3日(水) 水曜：3講時 高等教育機構N２７１室

情報学教育特論 Ⅰ，Ⅱ 2 （未定，別途掲示）（4月及び8月下旬頃） 集中講義 情報基盤センター（教室は未定）

　　小分類　2：博物館学

博物館コミュニケーション特論 I
学生発案型プロジェクトの企画・
実施・評価

Ⅰ-Ⅱ 2 4月7日(木)～8月4日(木) 木曜：4講時
総合博物館共同研究室
（総合博物館３階北棟N３１０）

博物館コミュニケーション特論 Ⅱ 映像表現　夏の陣 Ⅱ 2 9月7日(水)～9月9日(金) 集中講義

 （ガイダンス）
総合博物館 共同研究室
（総合博物館３階北棟N３１０）
（集中講義）
附属図書館リテラシールーム

博物館コミュニケーション特論 Ⅲ ミュージアムグッズの開発と評価 Ⅲ-Ⅳ 2 9月28日(水)～2月1日(水) 水曜：4講時
総合博物館共同研究室
（総合博物館３階北棟N３１０）

博物館コミュニケーション特論 Ⅳ 映像表現　冬の陣 Ⅳ 2 2月10日(金)～2月13日(火) 集中講義
総合博物館共同研究室
（総合博物館３階北棟N３１０），
附属図書館リテラシールーム，中央ローン

博物館学特別講義Ⅰ 学術標本・資料学 Ⅲ-Ⅳ 2 10月7日(金)～1月末 金曜：5講時 総合博物館共同研究室

　　小分類　3：知的財産

生命科学に関する知財入門 Ⅱ 1 7月8日(金)～7月29日(金) 金曜：4,5講時 理学院５号館２０１号室

「理系のための」知っておきたい特許制度 Ⅰ-Ⅱ 2 4月19日(火)～ 火曜：3講時 高等教育推進機構　E201

　　小分類　4：国際コミュニケーション

国際科学コミュニケーション法特論
Advanced Course of
InternationalScienceCommunicati
on Methods

Ⅲ-Ⅳ 2 10月7日(金)～1月27日(金) 金曜：3講時 環境科学院 Ｄ１０１室

国際理学イニシアチブ特論
アメリカの大学教育から見た物理
学におけるグローバル化

Ⅱ 1 7月6日（水）～7月8日（金）
（集中講義）
　　7月6,7日：3-5講時
　　7月8日：3-4講時

7月6日：理学部２－４０９
7月7,8日：理学部２－２１１

あなたの研究を伝えようⅠ
生物学研究の発表と論文執筆の
技術：基礎

Ⅱ 1 6月14日(火)～7月5日(火) 火曜：1,2講時 理学院５号館２０５号室

あなたの研究を伝えようⅡ
生物学研究の発表と論文執筆の
技術：実践

Ⅱ 1 7月12日(火)～8月2日(火) 火曜：1,2講時 理学院５号館２０５号室

　　小分類　6：研究者倫理

科学技術と社会システム特論Ⅰ
科学技術への視座〜研究不正問
題をめぐって

Ⅰ 1 4月11日（月）～6月6日(月) 月曜：4講時 理学院５号館２０６号室

科学技術と社会システム特論Ⅱ
科学技術コミュニケーションの実
践〜研究不正問題をめぐって

Ⅱ 1 6月13日(月)～8月8日(月) 月曜：4講時 理学院５号館２０６号室

生命倫理学特論 Ⅰ 2 4月8日(金)～6月10日(金) 金曜：1,2講時 理学院５号館２０３号室



　【中分類　2：キャリアマネジメント】

　　小分類　0：キャリア形成

理系・科学技術系大学院生のステップアッ
プキャリア形成Ⅰ-Advanced COSA(１)-

Ⅱ 1
札幌キャンパス：学術交流会館
／函館キャンパス：未定

理系･科学技術系大学院生のステップアッ
プキャリア形成Ⅱ-Advanced COSA(2)-

Ⅲ 1
札幌キャンパス：学術交流会館
／函館キャンパス：未定

キャリアマネジメントセミナー  （MOT関連） Ⅰ-Ⅱ 2
4月11日(月)～8月1日(月)
但し，5月2日(月)は無し。

月曜：3講時
札幌キャンパス：工学部オープンホール
／函館キャンパス：第３講義室

　　小分類　1：キャリア開発

博士研究者のキャリア開発研究
　　－赤い糸会＆緑の会－

Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ 1

大学院生のための研究アウトリーチ法　 Ⅲ 1

10月4日,10月18日,10月25日,11月1日,11月
8日,11月15日（いずれも火曜日2講時)
（※4月13日に「科学技術コミュニケーション
特論I」「同II」と一緒にガイダンスを行うので
必ず出席のこと）

火曜：2講時 理学院 ５-２０５

新渡戸スクールⅠ スタートアップ Ⅰ 2

火曜クラス 5月10日～6月14日
木曜クラス 5月12日～6月16日
（加えて、両クラス5月14日,6月18日
時間は学生に別途連絡)

火曜日クラス
　　　　火曜：5-6講時
木曜日クラス
　　　　木曜：5-6講時

高等教育推進機構 S-5

新渡戸スクールⅡ グローバル課題 Ⅱ 2

火曜クラス 6月21日～7月26日
木曜クラス 6月23日～7月28日
（加えて、両クラス7月30日
時間は学生に別途連絡)

火曜日クラス
　　　　火曜：5-6講時
木曜日クラス
　　　　木曜：5-6講時

高等教育推進機構 S-5

新渡戸スクールⅢ 課題解決型実践 Ⅲ 2

火曜クラス 10月4日～11月15日
木曜クラス 9月29日～11月17日
（加えて、両クラス11月26日
時間は学生に別途連絡)

火曜日クラス
　　　　火曜：5-6講時
木曜日クラス
　　　　木曜：5-6講時

高等教育推進機構 S-5

新渡戸スクールⅣ 問題発見型実践 Ⅳ 2
火曜クラス 11月29日～1月31日
木曜クラス 12月1日～1月26日

火曜日クラス
　　　　火曜：5-6講時
木曜日クラス
　　　　木曜：5-6講時

高等教育推進機構 S-5

新渡戸スクール英語Ⅰa Ⅰ 1

月曜クラス（中級） 4月18日～6月6日
火曜クラス（準中級） 4月12日～6月7日
水曜クラス（上級） 4月13日～6月8日
木曜クラス（中級） 4月14日～6月9日
金曜クラス（準中級） 4月15日～6月17日

月曜クラス　月曜：5講時
火曜クラス　火曜：4講時
水曜クラス　水曜：5講時
木曜クラス　木曜：4講時
金曜クラス　金曜：5講時

高等教育推進機構 N231またはN242

新渡戸スクール英語Ⅱa Ⅱ 1

月曜クラス（中級） 6月13日～8月8日
火曜クラス（準中級） 6月14日～8月2日
水曜クラス（上級） 6月15日～8月3日
木曜クラス（中級） 6月16日～8月4日
金曜クラス（準中級） 6月24日～8月12日

月曜クラス　月曜：5講時
火曜クラス　火曜：4講時
水曜クラス　水曜：5講時
木曜クラス　木曜：4講時
金曜クラス　金曜：5講時

高等教育推進機構 N231またはN242

新渡戸スクール英語Ⅰb Ⅲ 1

月曜クラス（中級） 10月3日～11月28日
火曜クラス（準中級） 10月4日～11月22日
水曜クラス（上級） 9月28日～11月16日
木曜クラス（中級） 9月29日～11月24日
金曜クラス（上級） 9月30日～11月18日

月曜クラス　月曜：5講時
火曜クラス　火曜：4講時
水曜クラス　水曜：5講時
木曜クラス　木曜：4講時
金曜クラス　金曜：5講時

高等教育推進機構 N231またはN242

新渡戸スクール英語Ⅱb Ⅳ 1

月曜クラス（中級） 12月5日～2月6日
火曜クラス（準中級） 11月29日～11月31日
水曜クラス（上級） 11月30日～2月1日
木曜クラス（中級） 12月1日～11月26日
金曜クラス（上級） 11月25日～2月3日

月曜クラス　月曜：5講時
火曜クラス　火曜：4講時
水曜クラス　水曜：5講時
木曜クラス　木曜：4講時
金曜クラス　金曜：5講時

高等教育推進機構 N231またはN242

大学院生のための大学教員養成（PFF）講座 ティーチングとライティングの基礎 Ⅱ 2 9月5日（月）～9月12日（月） 集中講義 高等教育推進機構 S-5

大学院生のための大学教員養成（PFF）講座 大学教員としての準備をしよう Ⅲ-Ⅳ 2 10月5日(水)～ 水曜：6講時 高等教育推進機構 S-3

　　小分類　2：インターンシップ

博士インターンシップ 通年 2

ＰＡＲＥ インターンシップ－人口・活動・資源・環境の連環 通年 2 通年（32日以上） 集中講義 海外協定校等

【授業時間】　

第１講時　 8:45～10:15

         第４講時　14:45～16:15  

第２講時　10:30～12:00   第３講時　13:00～14:30   

          第５講時　16:30～18:00 第６講時　18:15～19:45   

7月6日(水)（9:30-17:30），
7月7日(木)（9:00-15:45）（集中講義）（未定）

11月21日(月)(9:30-17:30)，
11月22日(金)(9:00-15:45) （集中講義）（未定）

・赤い糸会&緑の会(１回目 前期：単位対象):平成28年9月14日　10:00～20：00
→場所：北大学術交流会館（全館），・企業訪問は別途開催
・赤い糸会&緑の会(２回目　後期：単位対象):平成28年12月2日　10:00～20：00
→場所：北大学術交流会館（全館），・企業訪問は別途開催
・赤い糸会&緑の会(３回目　後期：単位対象):平成29年2月中旬予定   10:00～20：00
→場所：東京を予定，企業訪問は本会の前後に開催
・付随するキャリアパス多様化支援セミナーは平成27年6月21日（工学部オープンホール）、10月後半（未定）、平
成28年1月後半（未定）の3回開催予定です。

別途掲示


