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日　時 キャンパス 講義棟・教室等

1 Thinking about the Past ＣＲＡＩＧ　ＣＨＲＩＳＴＯＰＨＥＲ 1セメ月4 4月19日（月）4講時 オンライン
初回オンライン。Google classroom(ｸﾗｽ
ｺｰﾄﾞ:axpm6hl)を事前に登録しておくこ
と。

対面授業時は文学研究科棟を
使用

2 実験的に測るこころ 河地　庸介 1セメ木5 4月22日（木）5講時 川内北キャンパス Ａ１０６

3
「和食」の文化を科学的に
理解する

坂井　信之 1セメ月5 4月19日（月）5講時 川内北キャンパス Ａ１０５

4 考古学入門 鹿又　喜隆 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ａ３０３

5
近代日本の歴史と思想‐
国際共修ゼミ‐

森川　多聞 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ａ１０６

6
人間と社会の測りまちが
い？

木村　邦博 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ａ１０４

7 自由をめぐる冒険 城戸　淳 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ａ３０１

8 生涯学習と社会参加 石井山　竜平 1Q月3月4 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ａ３０４

9 「勉強法」の心理学 工藤　与志文 1セメ月5 4月19日（月）5講時 川内北キャンパス Ａ１０２

10 自己観察 中島　平 1セメ月3月4月5 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ａ２０３

11
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

吉永　一行 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ａ２０２

12 政治を哲学的に考えよう 鹿子生　浩輝 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ａ３０５

13
法＝権利について古典を
読んで考える

池田　悠太 1セメ月5 4月19日（月）5講時 川内北キャンパス Ａ１０３

14 生命と法 鳥山　泰志 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ａ３０２

15 発想法 秋田　次郎 1セメ月3月4月5 4月19日（月）3講時 オンライン
初回オンライン。Google classroom（ｸﾗ
ｽｺｰﾄﾞ:e4ahrgq)を事前に登録しておくこ
と。

対面授業時は川内北キャンパス
A４０４を使用

16
ベーシックインカムについ
て考える

小川　恭史 1セメ月3月4 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ａ４０５

17
会社の企画　～誰に、何
を、どうやって～

大谷　潤 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ａ３０５

18
社会科学の古典の精読と
討論：E・H・カー『危機の二
十年：理想と現実』を読む

菅原　歩 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ａ１０５

19
現代経済理論：経済学を
味わう

湯田　道生 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ｃ１０２

20 トポロジーに触れる 楯　辰哉 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ｃ１０１

21 『数学ガール』を解剖する 高村　博之 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ｃ３０１

22 組みひも群のたのしみ 山内　卓也 1Q月3月4 4月19日（月）3講時 オンライン
初回オンライン。Google classroom(ｸﾗｽ
ｺｰﾄﾞ:eoi4s7h)を事前に登録しておくこ
と。

23 超伝導の基礎と応用 佐藤　宇史 1セメ月4月5集中 4月19日（月）4講時 オンライン

初回授業は、4月19日（月）4限時間帯に、
Zoomによるオンライン形式で行います。対
象者は、16日（金）午後5時までに、下記e-
mailアドレスにメールをお願いします（氏
名、学籍番号を記載のこと）。　t-sato◎
arpes.phys.tohoku.ac.jp (◎を@に変えてくだ
さい)

対面授業時は片平キャンパス・
AIMR本館 1A号室を使用

24
原子の世界のシミュレー
ション

是常　隆 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ｃ１０１

25 CADによる設計とデモ 遊佐　剛 2Q月3月4 6月14日（月）3講時 オンライン
初回はオンライン。Google classroom
（クラスコード:zpamkcg）を事前に登録し
ておくこと。

26
小さなPETを用いて放射
能(放射線源)を探そう

三木　謙二郎 1セメ集中 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ｃ３０１

27 人間活動と気候変化 森本　真司 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ｃ１０２

28

光・赤外線・電波・計算機
で探る太陽系惑星の環境
とその探査と宇宙航空工
学・生命科学

坂野井　健 1セメ月4 4月19日（月）4講時 青葉山キャンパス
理学研究科合同 C棟2階 多目的室
(N204)

変更があった場合には、随時、学務情報システムにてお知らせします。

ISTUやgoogle classroomにお知らせや変更が掲載されている場合もありますので、こまめにチェックするようにしてください。
担当教員の連絡先は、学務情報システムにログイン後のシラバス検索にて表示されます。学務情報システムは、東北大IDを
入手後にログイン可能です。

全学教育科目の授業開始日は、４月１２日（月）ですが、「基礎ゼミ」の授業のみクラス分け作業のため、４月１９日（月）または４月２２日（木）以降から始
まります。記載の「日時」が初回授業日となりますので、注意してください。

授業
番号

授業題目
担当教員

氏名
開講

曜日講時

初回講義の集合日時・場所
備考

令和３年度「基礎ゼミ」日時・場所一覧（最新版）

初回講義の集合日時・場所がシラバスと異なる場合は、この一覧を優先してください。

初回講義時に、２回目以降の授業実施（時間・場所等）についての説明があります。

各キャンパス・講義棟の場所については、「学生生活案内」や東北大学HP等で事前に確認しておいてください。

東北大学アクセスマップ： https://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/campus/01/access/

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/campus/01/access/
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29
天文学の世界を見て、学
んで、体験する

秋山　正幸 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ａ４０２

30 分子の不思議I 岸本　直樹 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ａ１０４

31 分子の不思議II 石田　真太郎 1セメ月4 4月19日（月）4講時 青葉山キャンパス
理学部 化学系講義棟 第4講義室（建物番
号H23 1階）

32 Chemistry in English
ＢＲＥＥＤＬＯＶＥ
ＢＲＩＡＮ　ＫＥＩＴ

Ｈ
1セメ月5 4月19日（月）5講時

青葉山キャンパス
Aobayama
Campus

理学部 化学系研究棟 ２階ミーティング
ルーム（building H-21, 2nd floor meeting
room, Chemistry Building, Faculty of
Science）

33
隕石有機物の起源に関す
る実験的研究

古川　善博 2Q月4 6月14日（月）4講時 川内北キャンパス Ａ２０５

34
生体内に存在する多能性
幹細胞 (Muse細胞) と再
生医療への応用

黒田　康勝 1セメ集中 4月22日（木）5講時 オンライン
初回はzoomによるリアルタイム配信。
Google classroom（ｸﾗｽｺｰﾄﾞ:txt3usa)を
事前に登録しておくこと。

35
Rとpythonを使ったプログ
ラミング入門

五十嵐　和彦 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス M203

36

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 1Q月3集中 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス

初回は教室Ｃ402で実施予定。状況の
変化で変更の場合は、Google
Classroom（クラスコード:7u5gbnx）で連
絡するので確認してほしい。

２回目以降についてはGoogle
classroomにて連絡。必ず受講前
に確認のこと。

37 医薬品と医療機器の開発 谷内　一彦 1Q木5集中 4月19日（月）5講時 川内北キャンパス Ａ１０２

38 病理／細胞診断の基礎  笹野　公伸 不開講

39

ポストコロナ時代の社会を
どのように構築するか　〜
感染症と共生する社会を
考える〜

押谷　仁 2Q月3月4月5 6月14日（月）3講時 川内北キャンパス B104

40
磁気共鳴画像(MRI)で自
分の身体の中を覗く

高瀬　圭 不開講

41
生活習慣病を科学する－
研究と臨床の最前線－

片桐　秀樹 2Q月4月5集中 6月14日（月）4講時 川内北キャンパス B102

42 排尿を考える 山下　慎一 不開講

43
麻酔科医の見る世界を映
し出そう　〜動画制作で手
術麻酔を再現する〜

大西　詠子 1セメ月3月4 4月19日（月）3講時 オンライン

初回に、Zoomによるオンライン会議形
式で全体説明などを行います。受講生
は受講日までに、下記のe-mailアドレス
にメールをお願いします（氏名、学籍番
号を記載のこと）。Zoomへのアクセスリ
ンクを返信します。
e-mailアドレス：
e-onishi@med.tohoku.ac.jp

44
より良く生きるための緩和
ケア 

井上　彰 1Q集中 4月29日（木）17：00 オンライン
初回はzoomによるリアルタイム配信。
Google classroom(ｸﾗｽｺｰﾄﾞ:3sjotgg)を
事前に登録しておくこと。

45
こころの健康上の問題を
科学的に理解し改善する
ための戦略

富田　博秋 1セメ月5 4月19日（月）5講時 オンライン
初回オンライン。Google classroom(ｸﾗｽ
ｺｰﾄﾞ:nz5vtki)を事前に登録しておくこ
と。

46
聴覚と発声のしくみ：人の
コミュニケーションに必要
なツールを学ぶ

香取　幸夫 1セメ集中 4月22日（木）5講時 星陵キャンパス 不開講

47
我が国の医療・介護の課
題と展望

藤森　研司 1Q月3月4 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス C406

48 医療の倫理 浅井　篤 1セメ月3月4月5 4月19日（月）3講時 オンライン
初回はZoomによるリアルタイム配信。
Google classroom（ｸﾗｽｺｰﾄﾞ:qwrfaiq)を
事前に登録しておくこと。

49 てんかんを考える 柿坂　庸介 1Q月3月4月5集中 4月19日（月）3講時 オンライン

初回を含め当面zoomによるリアルタイ
ム配信。
4/16日（金）に担当教員より対象者へ
直接メールで連絡します。

4月19日26日の6回分はオンライ
ン確定。それ以降は未定も、全て
オンラインになる可能性あり(感
染状況により、後日決定します）

50 移植医療とは 後藤　昌史 1セメ月4 4月19日（月）4講時 オンライン
初回はzoomによるリアルタイム配信。
Google classroom（ｸﾗｽｺｰﾄﾞ:ppyjcsi)を事前
に登録しておくこと。

51 再生医療の理想と現実 阿部　俊明 1セメ集中 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス C306 9/13-15：A404

52
まちづくり・地域創生から
考える地域医療

田中　淳一 1セメ月3月4月5集中 4月19日（月）3講時 オンライン
初回はzoomによるリアルタイム配信。
Google classroom（ｸﾗｽｺｰﾄﾞ:x2ulqel)を
事前に登録しておくこと。

53
私のキャリアをデザインす
る

朝倉　京子 2Q月3月4 6月14日（月）3講時 オンライン
Zoom によるリアルタイム配信。
classroom（ｸﾗｽｺｰﾄﾞ: mkwzdnf)を事前に
登録しておくこと。

54 人体の内部を探る放射線 千田　浩一 1セメ集中 4月19日（月）4講時 星陵キャンパス 不開講

55
臨床検査における生体お
よび臨床情報とは

鈴木　貴 1セメ月3月4月5 4月19日（月）3講時 オンライン
Google classroom(ｸﾗｽｺｰﾄﾞ:nh5wbed)を
事前に登録しておくこと。

56
ヒト頭蓋骨及び歯の形と
役割

市川　博之 1セメ月4月5
4月19日（月）4講時

（4/15より視聴可能）
オンライン

オンデマンド方式にて行う。Google
classroom（クラスコード：yd5dw4z）に事
前に登録しておくこと。

57 生体における合着、接着 髙田　雄京 1セメ月3月4月5 4月19日（月）5講時 オンライン

初回はオンライン（オンデマンド）で行
う。
Google classroom（クラスコード：
qjbox4o）に登録しておくこと。

58 自分の口を知る 五十嵐　薫 1セメ月4月5 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス B204
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59 口腔と全身 永井　宏和 1セメ月3月4 4月19日（月）3講時 星陵キャンパス
歯学研究科実習講義棟（B棟）4階　B4
セミナー室

60

ティッシュ・バイオロジーと
ティッシュ・エンジニアリン
グー生体組織の構築と再
生の科学ー

笹野　泰之 1セメ集中 6月14日（月）13:30〜 星陵キャンパス
歯学部基礎研究棟（Ａ棟）3階セミナー
室
（A3セミナー室）

当日は集中講義の日程を受講
生と相談して決める予定です。不
明な点は歯学部教務係　022-
717-8248に問い合わせてくださ
い。

61 くすりの科学 浅井　禎吾 1セメ集中 4月19日（月）3講時 青葉山キャンパス 薬学部大講義室

62 くすりを探る 斎藤　芳郎 1セメ集中 4月19日（月）3講時 青葉山キャンパス 薬学部大講義室

63 くすりを知る 金野　智浩 1セメ集中 4月19日（月）3講時 オンライン
受講に先立ちGoogle Classroom（クラス
コード: habudg3）を登録すること。

64 自然の中に学ぶ 橋田　俊之 1Q月4月5 4月19日（月）3講時 オンライン
初回オンライン。Google Classroom（ク
ラスコード：22dy4sr）を事前に登録して
おくこと．

65
循環型社会の実現に向け
て

祖山　均 1Q月3月4 4月19日（月）3講時 オンライン
初回オンライン。Google classroom（ｸﾗ
ｽｺｰﾄﾞ:2s7i6lt)を事前に登録しておくこ
と。

66
これからの少子高齢化を
考える

田中　真美 2Q月4月5 6月14日（月）4講時 川内北キャンパス Ａ４０１

67
宇宙構造物についての実
験的考察

槙原　幹十朗 2Q月3月4 6月14日（月）3講時 青葉山キャンパス
工学部機械系2号館4階423室（A03ビ
ル）

68
Mechanical Dynamics,
Robotics and Learning

林部　充宏 2Q月4月5 6月14日（月）4講時
川内北キャンパス

Kawauch-Kita
Campus

Ａ３０１

69
音声・画像・信号の通信方
式

大町　真一郎 1セメ月5 4月19日（月）5講時 オンライン
初回はオンラインで行う。
Google classroom（クラスコード：
qq3jdxu）に登録しておくこと。

70
地球温暖化と今後のエネ
ルギー問題

津田　理 1セメ月5 4月19日（月）5講時 青葉山キャンパス
電子情報システム・応物系１号館２階大
会議室

71
光と次世代ディスプレイ技
術

石鍋　隆宏 1Q月3月4 4月19日（月）3講時 青葉山キャンパス
電気情報システム・応物系2号館 312号
室

72
パソコンを分解してその動
作原理を理解しよう、資源
の再利用を考えよう

安藤　康夫 1Q月4月5 4月19日（月）4講時 青葉山新キャンパス
レアメタル・グリーンイノベーション研究
開発センター

73
バイオスティミュラントを理
解する

魚住　信之 2Q月3月4 6月14日（月）3講時 青葉山キャンパス
工学研究科化学バイオ工学系教室　（1
階　１０９室） 

74 青について考えてみよう 三ツ石　方也 1セメ月3月4月5木5 4月19日（月）3講時 青葉山キャンパス 総合研究棟1階講義室2(110)

75
新技術の実用化について
考える

廣森　浩祐 1セメ月3 4月19日（月）3講時 青葉山キャンパス

青葉山キャンパス　化学・バイオ系講義
棟　小講義室(1)(710)
（工学部キャンパスマップE04の建物に
なります）

76 「磁気」の世界を実感する 手束　展規 1Q月4月5 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ａ２０５

77
コンピュータを使って鍛造
金型設計してみよう

及川　勝成 1Q月3月4 4月19日（月）3講時 オンライン
初回はzoomによるリアルタイム配信。
Google classroom（ｸﾗｽｺｰﾄﾞ:lnniu3s)を
事前に登録しておくこと。

78 水と環境 李　玉友 1セメ木5 4月22日（木）5講時 川内北キャンパス Ｃ２０４

79
建築の装飾史――建築に
潜む動植物たち

野村　俊一 2Q月3月4月5集中 6月14日（月）3講時 オンライン
初回はオンライン。Google classroom
（クラスコード: wwdind2 ） を事前に登録
しておくこと。

80
ぼうさい宝探しゲーム（片
平キャンパス版）の創造と
実践

佐藤　健 1セメ木5 4月22日（木）5講時 川内北キャンパス Ａ２０２

81 橋の材料と構造を観る 皆川　浩 1セメ月3月4月5 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ａ４０６

82
技術と社会の関わりを知
る・見る・考える

狩川　大輔 1セメ月4月5 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ｃ２０２

83
人工知能を活用したWeb・
スマホアプリ開発実践入
門

安藤　晃 1セメ月3 4月19日（月）3講時 オンライン
初回オンライン。Google classroom(ｸﾗｽ
ｺｰﾄﾞ:quhl5vr)を事前に登録しておくこ
と。

84

グループディスカッションと
アイデア整理のスキルアッ
プ講座〜宮城県・仙台市・
東北大学が抱える課題を
テーマにオリジナルの提
案を生み出す〜

安藤　晃 1セメ木5 4月22日（木）5講時 オンライン
初回オンライン。Google classroom(ｸﾗｽ
ｺｰﾄﾞ:xsnrzxj)を事前に登録しておくこと。

85
作物生産とバイオテクノロ
ジー

金山　喜則 1Q月3月4 4月19日（月）3講時 新青葉山キャンパス 青葉山コモンズ第8講義室

86
持続的な動物生産を考え
る－アニマルウェルフェア
と生物多様性－

小倉　振一郎 1セメ月5 4月19日（月）5講時 川内北キャンパス Ｃ１０４

87
海洋生物における進化と
環境適応の仕組み

落合　芳博 1セメ集中 4月22日（木）5講時 川内北キャンパス Ｃ１０１

88
牡鹿半島沿岸の生物多様
性とその利用

池田　実 1セメ月5 4月19日（月）5講時 川内北キャンパス Ｃ１０６

89
食と健康を遺伝子・タンパ
ク質・糖鎖の機能から見る

原田　昌彦 2Q月3月4 6月14日（月）3講時 川内北キャンパス Ｃ３０２

90 微生物と私たちの暮らし 新谷　尚弘 1セメ月5 4月19日（月）5講時 川内北キャンパス Ａ３０３
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91 近代の戦争と宗教 ＧＯＤＡＲＴ　ＣＬＩＮＴＯＮ 1セメ木5 4月22日（木）5講時 オンライン 初回からオンラインで行う
受講者は、必ず、
godart@tohoku.ac.jp へメールす
ること。

92
ニュースの読み方　――
世界では今、何が起きて
いるのか

勝間田　弘 1Q月4月5 4月19日（月）4講時 オンライン 初回はオンラインで行う（ISTUで連絡）
対面授業時は川内北キャンパス
A４０２を使用

93
日本仏教の近現代--国際
共修ゼミ--

ＫＬＡＵＴＡＵ　ＯＲＩＯＮ 1セメ月5 4月19日（月）5講時 川内北キャンパス Ａ３０２
受講希望の方は必ずクラウタウ
（klautau@tohoku.ac.jp）までメー
ルください。

94 マンガ読解の認知科学 和田　裕一 1セメ月4月5 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ｍ３０１

95
Pythonによる文系・生命
系のためのデータ科学入
門

尾畑　伸明 1Q月3月4月5 4月19日（月）3講時 青葉山キャンパス 情報科学研究科棟2階中講義室

96
読書会形式で小説技法を
分析しよう

森田　直子 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ｃ４０１

97
コロナ禍における選挙管
理

河村　和徳 1セメ集中 4月19日（月）5講時 川内北キャンパス Ｃ１０１

98
細胞内のタンパク質の局
在を蛍光顕微鏡で観察す
る

安元　研一 1Q月3月4 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ｃ１０６

99

分子のデザイナー：目は
覚めるけどトイレが近くな
らないカフェイン誘導体を
考えよう

石川　稔 1セメ月3月4月5木5集中 6月21日（月）3講時 オンライン
初回はzoomによるリアルタイム配信。
Google classroom（ｸﾗｽｺｰﾄﾞ:7vds2ji)を
事前に登録しておくこと。

100
重力の生物影響について
考える

東谷　篤志 1セメ集中 4月22日（木）5講時 川内北キャンパス Ｃ１０２

101
セラミックスの構造と機能
のデザイン

上髙原　理暢 2Q月4月5 6月14日（月）4講時 川内北キャンパス Ｃ２０１

102
自分の電気は自分で作
る！　～ウェアラブル人力
発電装置の設計開発～

坂口　清敏 1セメ月5 4月19日（月）5講時 青葉山キャンパス 環境科学研究科 エコラボ 講義室

授業連絡を行うことがあるため、
クラスルーム（ｸﾗｽコード：
awmt3bd）を事前に登録しておく
こと

103
私たちにできる地球温暖
化対策

村田　功 1セメ月5 4月19日（月）5講時 川内北キャンパス Ａ３０６

104
リンパ行性薬物送達法に
よる転移リンパ節内の薬
物動態に関する研究

小玉　哲也 1Q月3月4 4月19日（月）3講時 星陵キャンパス
歯学研究科臨床研究棟3階 医工学研
究科小玉研究室

105
イノベーション人材を目指
すコーチング入門

出江　紳一 1セメ月3 4月19日（月）3講時 オンライン
Google Classroom（クラスコー
ド:thipxvm）でzoomリンクを確認するこ
と。

106 物性物理学研究の初歩 藤田　全基 1Q月3月4 4月19日（月）3講時 オンライン

初回（4月19日（月）3限）に、Zoomによ
るオンライン会議形式で全体説明など
を行います。受講対象者は、15日（木）
午後5時までに、下記のe-mailアドレス
にメールをお願いします（氏名、学籍番
号を記載のこと）。Zoomへのアクセスリ
ンクを返信します。
e-mailアドレス：
fujita@imr.tohoku.ac.jp

107
プログラム言語Pythonに
よるプログラミングとデー
タ分析

鈴木　通人 1Q月3月4 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス M２０１

108 “視る”の科学的分析 吉田　健太 1Q月3月4月5 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ａ４０１

109
身の回りの金属材料 - 溶
かして固めて観てみよう

岡本　範彦 2Q月3月4月5 6月14日（月）3講時 片平キャンパス 金属材料研究所2号館

110
薄膜技術で拓く機能物質
科学―先端物性研究とナ
ノテクノロジーの基礎―

藤原　宏平 1セメ集中 4月19日（月）3講時 オンライン

4月19日（月）3限にオンラインで行いま
す。16日（金）午後5時までに、kfujiwara
◎imr.tohoku.ac.jp （アットマークに注
意）宛にメールをお願いします。Zoomへ
のアクセスリンクを返信します。

学務情報システムのシラバスを
更新していますので確認してくだ
さい。

111
認知神経科学入門：脳機
能から人の心を解剖する

杉浦　元亮 1セメ月5 4月19日（月）5講時 川内北キャンパス Ａ４０３

112
RNAの機能と疾患と応用
を考える

魏　范研 1セメ集中 4月22日（木）5講時 星陵キャンパス
加齢医学研究所 実験研究棟7階セミ
ナー室(1)

113 熱流動の現象と応用 小原　拓 2Q月5木5 6月10日（木16：40 片平キャンパス
流体科学研究所 流動ダイナミクス棟3
階セミナー室（C08）

114
H-II ロケット8号機打ち上
げ失敗に学ぶ

伊賀　由佳 1Q月3月4月5 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ｃ２０６

115
情報社会を支えるデバイ
スの物理と技術

白井　正文 1セメ月3月4 4月19日（月）13：30 片平キャンパス 電気通信研究所 本館3階M331ゼミ室

116 光通信のしくみを学ぼう 廣岡　俊彦 1Q月3月4 4月19日（月）3講時 オンライン
初回オンライン。Google Classroom（ク
ラスコード:ykeli2g）を事前に登録してお
くこと。

117

情報探索実習(自然エネ
ルギーを題材として)／ 聴
覚・多感覚情報処理過程
と音・マルチメディア情報
通信システム

石山　和志 1セメ月5 4月19日（月）5講時 片平キャンパス

電気通信研究所 1号館N棟3階N308ゼ
ミ室
場所の詳細は下記参照
http://www.riec.tohoku.ac.jp/ja/top/ac
cess/

118 認識・記憶・処理・伝達 中野　圭介 1セメ月5 4月19日（月）5講時 オンライン
初回はオンライン。Google classroom
（クラスコード:6fblvmv）を事前に登録し
ておくこと。
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119
新機能材料のフロンティア
体験

加藤　英樹 1セメ月5 4月19日（月）5講時 片平キャンパス
多元物質科学研究所 南1号館2階交流
スペース

120 新しいナノ材料を学ぼう 芥川　智行 1セメ月5 4月19日（月）5講時 片平キャンパス 多元物質科学研究所 東2号館（C03）

121 生命科学と化学の接点 永次　史 1セメ月3月4月5 4月19日（月）3講時 オンライン
初回オンライン。Google Classroomクラ
スコード：xl7zkyd）でzoomリンクを確認
すること。

122 極微の世界を観る・測る 米田　忠弘 1セメ月3月4月5 4月19日（月）3講時 片平キャンパス

初回についてはメールにて連絡。受講
者は15日17時までにメールアドレスを
担当教員
（tadahiro.komeda.a1@tohoku.ac.jp）へ
連絡すること。

123 電子と光と物質 虻川　匡司 1セメ木5 4月22日（木）５講時 川内北キャンパス C１０６

124
グリーン　サステイナブル
システム

埜上　洋 1セメ月4 4月19日（月）4講時 片平キャンパス
多元物質科学研究所南2号館5階セミ
ナー室

キャンパスマップ
https://www.tohoku.ac.jp/japane
se/profile/campus/01/katahira/
areaf.html の F04 の建物。
現在、建物が常時施錠中。14:20
および 14:30 に開扉予定。遅れ
る場合は担当者に連絡のこと。

125

グリーンテクノロジーのた
めの材料とデバイス　　～
リチウムイオン電池を作
る、測る、使ってみる～

本間　格 1セメ木5集中 4月22日（木）5講時 片平キャンパス 多元研素材工学研究棟1号館１２１室

初回についてはメールにて連
絡。4月19日までにメールアドレ
スを担当教員
（itaru.homma.e8@tohoku.ac.jp）
へ連絡すること。

126 古文書からはじめる防災 蝦名　裕一 1セメ月4 4月19日（月）4講時 オンライン
初回についてはメールにて連絡。４月
18日までに担当教員に氏名を明記した
メールを送ること。

担当教員メールアドレス
ebin@irides.tohoku.ac.jp

127
地震による構造物の揺れ
を科学する

榎田　竜太 1セメ集中 4月19日（月）3講時 オンライン

受講者・希望者は、16日（金）午
後5時までに、担当教員（榎田、
enokida@irides.tohoku.ac.jp）まで
メールをお願いします。この際
に、氏名と学籍番号を忘れずに
記載ください。返信として、zoom
のURLを送信します。

128 災害保健医療 江川　新一 2Q月4月5 6月14日（月）4講時 オンライン
初回オンライン。Google classroom(ｸﾗｽ
ｺｰﾄﾞ:t5jvcut)を事前に登録しておくこと。

129 水害と防災ツール 有働　恵子 1セメ木5 4月22日（木）5講時 青葉山新キャンパス 災害科学国際研究所3F賞会議室1

130
東日本大震災から復興へ
－感じ、考え、議論する－

邑本　俊亮 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ｃ２０４

131
多民族国家ロシアのムス
リムについて考える

磯貝　真澄 1セメ木5 4月22日（木）5講時 川内北キャンパス Ａ２０３

132 煙火と材料 増本　博 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ｃ１０４ 2回目以降：A307

133
Interdisciplinary Sciences
〜分野を飛び越えて大学
での学びを広げよう〜

當真　賢二 2Q月5木5 6月10日（木）5講時 川内北キャンパス Ａ１０１

134 植物の世界を知る 牧　雅之 1セメ集中 4月19日（月）4講時 川内南キャンパス 東北大学植物園講義室

135

コンピュテーショナル・シン
キング〜計算機科学の流
儀による問題解決思考入
門

磯邉　秀司 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス
マルチメディア教育研究棟1階 ICL演習
室3 (M101)

136
粒子ビーム加速器が切り
開く放射線高度利用の世
界

寺川　貴樹 2Q月3月4 6月14日（月）3講時 川内北キャンパス Ｃ２０６

137 『遠野物語』を読む 鈴木　岩弓 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ａ１０３

138
「民間信仰」の誕生ー100
年前の調査報告を読むー

鈴木　岩弓 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ａ１０３

139
ノーベル賞で読み解く現
代生命科学

水野　健作 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ｃ１０３

140
多文化共生社会へのアプ
ローチを探る

杉本　和弘 1セメ月3月4 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ａ３０６

141
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 1セメ月3 4月19日（月）3講時 オンライン
Google Meet によるリアルタイム参加。
Google Classroom（ｸﾗｽｺｰﾄﾞ:lquotht)を
事前に登録しておくこと。

142 大学で大学を学ぶ 戸村　理 1Q月4月5 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ｃ２０４

143
フィクションで正義を考え
る

山内　保典 1セメ月3 4月19日（月）3講時 オンライン
Google classroom「hupo42r」のGoogle
meetによるリアルタイム配信

144
社会と科学技術のよい関
係を考える

山内　保典 1セメ月4 4月19日（月）4講時 オンライン
Google classroom「d3s53x3」のGoogle
meetによるリアルタイム配信。

145 大学で学ぶ意味を考える 松河　秀哉 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ｃ３０３

146

学び合いのススメ
～多様な友人をつくり主体
的・対話的に学ぶ実践演
習

佐藤　智子 1セメ木5 4月22日（木）5講時 川内北キャンパス Ｃ２０２
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147
アートと心理学から学ぶ創
造性

縣　拓充 1セメ月4 4月19日（月）4講時 オンライン
初回はzoomによるリアルタイム配信。
Google classroom（ｸﾗｽｺｰﾄﾞ: ltzt65u)を
事前に登録しておくこと。

148
地域の課題と世界の課
題：ディスカッション力を鍛
えよう

門間　由記子 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ｃ３０４

149 運動とこころ 藤本　敏彦 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス
川内北キャンパス体育館、川内北フット
サル場

150
ポピュラー・カルチャー入
門

竹林　修一 1セメ木5 4月22日（木）5講時 オンライン
Google meet によるリアルタイム配信。
classroom（ｸﾗｽｺｰﾄﾞ:egsy67f)を事前に
登録しておくこと。

対面授業時は川内北キャンパス
Ａ４０３を使用

151
映像に見る日本語と日本
文化ー国際共修ゼミー

副島　健作 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ａ４０３

152
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 1セメ月3 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ｃ４０５

153
東北大学の国際交流や外
国人留学生について学ぼ
う！

渡部　留美 1セメ月3月4月5木5 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス Ｃ２０５

154
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

髙橋　結 1セメ月4 4月19日（月）4講時 川内北キャンパス Ｃ３０５

155
被災地復興の課題に取り
組む

松原　久 1セメ木5 4月22日（木）5講時 川内北キャンパス Ｃ１０４

156
障害者支援入門ー障害の
ある学生への支援につい
て学び考えるー

長友　周悟 2Q月3月4 6月14日（月）3講時 川内北キャンパス Ｃ３０７

157 科学のミカタ 冨田　知志 1Q月3月4 4月19日（月）3講時 川内北キャンパス 学生実験棟１階南実験室

Eduroamに接続できる状態にし
たノートパソコン等のデバイスを
持参すること。初回講義までに連
絡に用いるGoogleClassroom（ク
ラスコード　l7hemuj）に登録して
おくこと。

158 Can Machines Think? ＳＣＨＲＯＥＤＥＲ　ＭＡＲＣＩＮ 1セメ集中 4月22日（木）5講時 川内北キャンパス Ｃ１０５

159
Fundamental Chemistry
Seminar on Selected
Topics

ＺＨＡＮＰＥＩＳＯＶ　ＮＵＲＢＯＳＹＮ 1セメ集中 4月19日（月）5講時 川内北キャンパス Ｃ１０２

160
東日本大震災から10年：
福島第一原発事故を考え
る

小池　武志 1セメ月５ 4月19日（月）5講時 川内北キャンパス Ｃ１０５

161

Introduction to Virtual
Reality (VR) and
Augmented Reality (AR)
with a local IT company

小池　武志 1セメ木5 4月22日（木）5講時 川内北キャンパス Ｃ２０３

1

2

3

4

5

6

※

ISTUやgoogle classroomにお知らせや変更が掲載されている場合もありますので、こまめにチェックするようにしてください。
担当教員の連絡先は、学務情報システムにログイン後のシラバス検索にて表示されます。学務情報システムは、東北大IDを
入手後にログイン可能です。

全学教育科目の授業開始日は、４月１２日（月）ですが、「基礎ゼミ」の授業のみクラス分け作業のため、４月１９日（月）または４月２２日（木）以降から始
まります。記載の「日時」が初回授業日となりますので、注意してください。

初回講義の集合日時・場所がシラバスと異なる場合は、この一覧を優先してください。

初回講義時に、２回目以降の授業実施（時間・場所等）についての説明があります。

各キャンパス・講義棟の場所については、「学生生活案内」や東北大学HP等で事前に確認しておいてください。

東北大学アクセスマップ： https://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/campus/01/access/

変更があった場合には、随時、学務情報システムにてお知らせします。

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/campus/01/access/
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