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大学のホームページで、人文社会科学部の多
彩な講義の一部をオンライン配信しています。
受験を考える皆さんは、ぜひ視聴してください。

この世界と対話し、未来をつくる自分へ。

自国の文化を創造・

人文社会科学は、これらの人類の課題に応える鍵をにぎって
います。本学部では、人文社会科学の学問的知識と技能にもと
づいて現実社会の諸問題に立ち向かう力を培うため、2つの特

発信する力を醸成し、

徴を持った教育カリキュラムを展開しています。

現実の課題解決に役立つ

人々の生の声を丹念に聞く、こういった経験からしか学べない

1つは、人文学部時代から一貫して、実習・演習を重視して
いること。実際に有形・無形の文化財に触れる、地域に暮らす
人文社会科学部長

ことがあります。「現実」
や
「実物」
に即して物事を考え追究して

いい

飯島 裕胤

いく力を身につけます。もう1つは、グローバルな実践活動に

専門：応用理論経済学、金融論

知識や経験を
「相対化」
することにつながります。人間の本質が、

実践力を身につけよう。

じま

ひろ

つぐ

力を入れていること。これは、幅広い視野を身につけ、自分の
自分がそれまで思っていたところではないところにあることに気
付くことができます。海外留学も、以前から非常に盛んです。

─次世代をになう有為な人材を育成するために─
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人文社会科学部は、多元的な文化理解、現代社会に対する
多面的理解をめざす学部として、それまでの人文学部を改組し

人文社会科学部の前身は、人文学部、文理学部、さらに
1920年に設立された旧制弘前高等学校に遡ります。ここには、

て2016年4月にスタートしました。「文系総合学部」
であり、文

太宰治
（津島修治）
も通いました。彼の自筆ノートは今でも大学

化創生課程、社会経営課程の２課程のもとに、文化資源学、多

に保管され、展示されています。

文化共生、経済法律、企業戦略、地域行動の5つのコースを設

学びの伝統が根づいた弘前の落ち着いた環境の下、みなさ

け、自国文化の発信や社会の問題解決に貢献できる人材の育

んが、人間の営みそのものを深く考えられる人材となって次世

成に取り組んでいます。

代を担い、世界で活躍されることを願っています。

現代は科学技術が急速に進んでいます。今や、誰もが情報
発信のための
「テレビ局」
や
「新聞社」
を持っている―。みなさ
んは、事実上そのような社会にいます。まもなく、誰もが
「運
転手つき」
の生活を送る―。各国で実験が進む自動運転技術
は、そんな社会を可能にします。
しかし、多くの社会的課題が解決されずに残っていることも、
同時に指摘されねばなりません。たとえば地球環境問題、富や
教育の格差問題などは、改善しているとは言い難い状況です。
わたしたち人類はこのままなし崩しに進むのではなく、人間の営
みそのものを深く考えた上で、科学技術を活用すべきです。
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人とつながる。世界とつながる。
人間も、社会も、環境も…。あらゆるテーマがここにあります。
ものごとを見極める目は、漠然とした日々からは養われない。
大切なのは自ら学び、考えることの大切さを信じること。
そして、その考えを伝える努力を惜しまないこと。
弘前大学人文社会科学部は、人文社会科学系のさまざまな
学問領域を融合した学部。
人間も、社会も、環境も…。あらゆるテーマがここにある。
一人ひとりの個性を活かし、可能性を高めるフィールドを探してほしい。

Contents

アドミッション・ポリシー

人文社会科学部が求める学生像

人文社会科学部では、多元的な文化理解と現代社会に対する多面的理解を重視したカリキュラムを提供することによって、地域文化

｜
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カリキュラム

人文社会科学部

１年次

2 年次

3 年次

学部基本科目

4 年次

学部専門科目
コア科目

基礎科目

発展科目

応用科目

英語コミュニケーション・多言語コミュニケーション

弘前大学人文社会科学部は、文化創生課程と社会経営課程の 2 課程のもと、
文化資源学コース、多文化共生コース、経済法律コース、企業戦略コース、地域行動コースの 5 コースがあります。

分野別基本科目
グローバル実践科目

実習科目・演習科目
ゼミナール（３年次・４年次）
卒業研究／特定課題研究

特

色

人文社会科学部のもっとも大きな特色は、人文社会科学系の学問
分野をほぼ網羅的に学ぶことができるということです。具体的には、

多様なカリキュラムの中から、課程、コース、ゼミナール、卒業研究
または特定課題研究のテーマを選び、専門性を高めていきます。

1 年次教育は、課程（2 課程）に所

2 年次は、コース（5 コース）に所

3 年次は、引き続き専門教育科目を

4 年次は、3 年次に引き続きゼミナー

属し、教養教育科目と学部基本科目

属し、専門教育科目を本格的に学び

学ぶと同時に、ゼミナール（約 70）

ルに所属して専門的な知識・技能を

を中心に学びます。同時に専門教育

ます。2 年次の終わりまでに自分の

に所属します。ゼミナールでは、各

磨きながら、ゼミナールの担当教員

科目のうち各コースへの導入となる

所属するゼミナールを選択・決定し

専門分野のテーマに関し、少人数・

の指導のもと、4 年間の勉学の成果

科目も学び、1 年次の終わりまでに

ます。

双方向の授業で、より専門的な知識・

を卒業研究または特定課題研究とし

技能を学びます。

てまとめます。

自分の所属するコースを選択・決定
します。

人文社会科学部は 2 課程 5 コースから組織され、多様なカリキュラ

人文社会科学部の次の大きな特色は、少人数教育にあります。具

ムを提供しています。
「文化創生課程」は、哲学、文学、文化財、歴

体的には、人文社会科学部には約 70 のゼミナールがあり、それぞ

人文社会科学部のカリキュラムは、大きく二つの部分から構成されて

史学、国際、外国語などの人文科学系のカリキュラム、
「社会経営課程」

れのゼミナールではおおむね 10 人未満の少人数で懇切丁寧な指導

います。教養教育科目と専門教育科目です。皆さんが人文社会科学部に

2 年次から専門教育科目の授業が本格的に始まります。各課程にはコー

は、経済学、法学、経営学、社会学、人類学などの社会科学系のカリキュ

を行っています。この少人数のゼミナールは、4 年次に履修する卒

入学するとまず履修しなければならないのが、教養教育科目です。これ

スがあり、コースごとに履修しなければならない専門教育科目の種類と単

ラムによって構成されています。人文社会科学部には、他大学におけ

業研究または特定課題研究と密接に関連しています。みなさんはゼ

は、全学部の学生が共通に履修しなければならない科目で、大学生にとっ

位数が定められています。専門教育科目には、必修科目、選択必修科目、

る文学部、
法学部、
経済学部、
経営学部、
国際や情報の学部が一つになっ

ミナール教員の指導のもとで、大学 4 年間の勉学の集大成とも言う

て必要な基礎的な能力を育成することが目的です。教養教育科目には、

選択科目、自由科目の区別があります。必修科目は、ゼミナールや卒業研

たような、多様性のある教育カリキュラムがあります。このような

べき卒業研究または特定課題研究を完成させます。

文化資源学コース

ります。

高校から大学への学びの転換を図るための基礎ゼミナール、外国語科目、

究など卒業までに必ず履修しなければならない科目、選択必修科目は、卒

さまざまな問題を複合的な視点から考える力を養う領域の科目群などが

業までに複数の科目の中から選択して必ず履修しなければならない科目、

あります。また、地域貢献と課題解決型授業（Project-Based Learning）

選択科目は、卒業までに自分で選択して履修する科目です。各コースの詳

を組み合わせた科目として、地域学ゼミナール、グローカル科目、職業

しい内容は、
コースの説明の頁 ( ７～ 20 頁 ) や人文社会科学部ホームペー

やキャリアについての意識を高める科目としてキャリア形成の基礎・実践、

ジを参照してください。また、科目の内容 ( シラバス ) の詳細については、

データ分析の技術を習得するデータサイエンス科目などがあります。

大学のホームページをご覧ください。

1 年次の前期から専門教育科目の一部（学部基本科目）の授業も始ま

文化創生課程
（110 名）

多文化共生コース
取得できる免許・資格

人文社会科学部
（265 名）

経済法律コース

人文社会科学部において、教育職員免許法、および同

また他に取得できる資格としては、学芸員資格、社会調

法施行規則に規定する所定の単位を修得したときに取得

査士などがあります。詳しくは教務担当までお問い合わせ

できる教育職員免許状の種類、教科は下表のとおりです。

ください。

種類

社会経営課程
（155 名）

企業戦略コース
地域行動コース
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教科

中学校教諭一種免許状

国語、英語、社会

高等学校教諭一種免許状

国語、英語、地理歴史

中学校教諭一種免許状

社会

高等学校教諭一種免許状

公民、商業

文化創生課程

社会経営課程

オ ン ラ イ ン
キ ャ ン パ ス
大 学 の ホ ー ム ペ ー ジ で、
人文社会科学部の多彩な講
義の一部をオンライン配信
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皆さんは、ぜひ視聴してく
ださい。
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人類共通の文化遺産を次世代に伝える。

文化創生課程
文化創生課程では、考古学、民俗学、芸術、歴史学、哲学、文学、外国語などの人文科学分
野の専門知識・技能等を学びつつ、国内外の歴史文化の価値を正しく評価する力、自国の文
化を創造し発信する力を身につけることを重視した教育を提供します。

学 び の 分 野

文化
資源学
コース

多文化
共生
コース

●有形無形の文化資源を適切に取り扱う専門の能力・技能を習得することによって、その学術的価
値を的確に見極める力を養います。
●文化資源の評価判定や保存等に関する専門的知見・技能を新たな文化資源の発掘等に役立て
ていくための実践力を養います。
●多様な文化資源を生み出した人類の叡智と精神を理解し、それらを人類共通の文化遺産として
次世代に伝えていくことを社会的使命として、生涯にわたって実践していくことのできる探究力を
身につけます。
●多文化共生の価値観に通暁した人間性の涵養によって、グローバル化が世界的規模で進展し
ている時代の動向を見通す力を養います。
●国内外の歴史文化を深く理解しつつ、世界情勢を的確に見極めることによって、現代世界が直
面する諸課題をグローバルな視点に立って解決していく力を養います。
●グローバル化の世界的進展という状況の中で、多元的な価値観と多様性認識に立った自己理
解を生涯にわたって深めていくための探究力を身につけます。

主なゼミナールを紹介します

文化資源学

コース

多文化共生

●博物館学 〈担当教員：葉山 茂〉
博物館の歴史、展示、経営、社会のなかでの役
割などに注目して博物館のおもしろさを学びま
す。また博物館の視点に立った地域社会や人々
の暮らしとの関わり方を探ります。

コース

●民俗学 〈担当教員：山田 嚴子〉
日常意識されることの少ない慣習的な行為や言
葉を、それぞれの地域に赴いて、人々との対話
を通して学び、日常や生活のレベルから文化を
捉え直す方法 を学びます。

顕微鏡を使った縄文漆器の修復（文化財科学実習）

●日本古典文学 〈担当教員：中野 顕正〉
文化・制度・思想・常識といった、それぞれの
時代の人間社会を取り巻いていた様々な事柄が、
どのように古典の中へと受けとめられ、文学と
して昇華していったのかを学びます。

●日本語学 〈担当教員：新永 悠人〉
人が話す言葉（方言や共通語）のしくみを総合
的に捉える方法を学びます。対面調査などを通
して発音、単語の構成、文中の単語の順序、文
と文脈の関係、歴史的変化などに迫ります。

英語コミュニケーション

●日本近現代文学
明治時代以降の日本語で書かれた文学作品や図
像・映像などを丁寧に読み解き、作品の特徴や
意義、それらから見えてくる人々の営みや思想
などを明らかにします。

●日本倫理思想史 〈担当教員：原 克昭〉
日本の思想・宗教・文化・文芸の視座から時代
縦断・ジャンル横断しながら学術的にアプロー
チすることで、
過去と現代を往還する “日本人像”
の再発見をめざします。

●西洋古典学 〈担当教員：今井 正浩〉
本ゼミナールでは、古代ギリシア・ローマ時代
の多様な歴史文化遺産を学ぶことを通して、ヨー
ロッパ文化の源流の一つにあたる西洋古典古代
についての理解を深めます。

●言語学 〈担当教員：山本 秀樹〉
言語学、特に言語類型論的な研究法や考え方を
学ぶことを通じて、特定の言語に限らず、広く
世界の人類言語全体の視点から言語を考察でき
る力を養います。

●西洋倫理思想史 〈担当教員：横地 徳廣〉
ドイツ語で書かれた哲学テキストの、ハイデガー
『存在と時間』やカント『純粋理性批判』を読み
解いていきます。第二外国語の学習状況によっ
ては英訳や邦訳、フランス語訳を使用します。

●中国史 〈担当教員：荷見 守義〉
中国及び中国と関わる朝鮮半島などの東アジア
の歴史について、文献資料の読解をベースに多
角的・多面的に解明しつつ、歴史を学問として
取り扱う手法・思考法を学びます。

●西洋考古学 〈担当教員：宮坂 朋〉
地中海世界やオリエント地域の古代・中世の文
化遺産（美術・建築・都市など）についての知
識を蓄え、また分析する方法を学んで、新しい
解釈に挑戦します。

●東アジア思想文化論 〈担当教員：李 梁〉
狭義的東アジア、つまり近世日中韓（朝鮮）の
思想課題を中心に、それぞれの歴史的、文化的
背景に基づいて、その共通性と多様性の特徴を
浮き彫りにしてその意味合いを吟味します。

●西洋史 〈担当教員：中村 武司〉
ヨーロッパをはじめとする西洋世界の歴史を、一方
では日本人としての立場から、他方ではグローバル
な視野のもとで探求することをめざしています。

●文化財科学 〈担当教員：片岡 太郎〉
考古資料をはじめとするさまざまな有形文化財
の健康診断と保存修復を実践しながら、現代社
会における文化財の継承と活用とはどうあるべ
きかを考えます。

●芸術史 〈担当教員：佐々木 あすか〉
日本の美術作品（仏像、絵画、工芸等）について、
表現・技法・制作背景等の基礎知識や研究法を
学び、作品と制作に関わる人々、作品が守り伝
えられてきた歴史を探求します。

●日本史 〈担当教員：古川 祐貴〉
日本の歴史が歴史資料という客観的証拠に基づ
いて展開されていることを理解するとともに、
自ら発掘してきた「生の」歴史資料からどのよ
うな新しい歴史像が描けるのかを一緒になって
考えていきます。

十和田市現代美術館館長による展示解説
（美術史実習）

●文化財論 〈担当教員：関根 達人〉
有形文化財の調査・研究・保護のあり方につい
て学びます。野外調査や自身が集めた資料・デー
タの分析から過去の歴史や文化を解明します。
ゼミを通して身につく様々な文化財を記録し情
報を引き出す力は、学芸員や文化財担当職員に
なりたい学生のみなさんの役に立つでしょう。
●日本考古学 〈担当教員：上條 信彦〉
先史時代の遺跡発掘を通じて、地下に眠るモノ
を調べるための知識や技術を学ぶことによって
人類の歴史を解明していきます。
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各コースで学べること（カリキュラム・ポリシーより抜粋）

Faculty of Humanities and Social Sciences

弘前市新寺町本行寺で拓本（文化財論実習）

●ユーラシア史 〈担当教員：亀谷 学〉
中央アジア、西アジア、北アフリカ地域に及ぶ
イスラーム文明の歴史を中心に、宗教や文化を
学ぶことで世界の多様性を認識し、それにアプ
ローチしてゆく方法を身につけます。

●ヨーロッパ地域学 〈担当教員：永本 哲也〉
ヨーロッパの歴史や⽂化を、学術的な⽂献の読
解を通じて学んでいきます。さらに、先⾏研究
を⾃ら整理し、⾃ら論を⽴てるための⼒を実践
を通じて養います。

●英語学 〈担当教員：木村 宣美〉
英語の運用能力を高めるために、英語の構造と
意味の観点から、
「何故だろう ?」と英語の具体
的な言語現象に考察を加え、英語の構文の構造
的・意味的特性への理解を深めます。

●現代中国論 〈担当教員：城本 るみ〉
現代中国におけるさまざまな事象や問題につい
て分析・考察し、中国社会への理解を深めます。
また中国を通して国際化時代における日本社会
のありかたについても考えていきます。

●音韻論・形態論 〈担当教員：内海 淳〉
言語の音声や単語の構造を科学的に扱う音韻論
と形態論の方法論を用いて、言語について、自ら、
分析・考察できるようになることを目指します。

●フランス文芸 〈担当教員：泉谷 安規〉
19 世紀から 20 世紀にかけてのフランスの文学
と思想作品の読解を通してそれらを理解すると
ともに、それらが生み出された社会的・時代的
背景などが抱える問題も考えていきます。

●イギリス文学・イギリス文化論 〈担当教員：小野寺 進〉
イギリス文学と文化に関して、連合王国 (UK) の作
家の個々の作品や文化事象などの関連文献を読む
ことで、
多様な考え方や視点を持つことを学びます。
●イギリス文学 〈担当教員：畑中 杏美〉
イギリス文学を読み、イギリス文化の独自性に
ついて理解を深めます。文学作品と作品が書か
れた時代の社会とを関連付けて考察できるよう
になることを目指します。
●アメリカ文学 〈担当教員：堀 智弘〉
アメリカ文学作品や関連文献の読解をとおして、
アメリカ文学や文化を研究するために必要なリ
サーチの方法と文学テキストを産み出した同時
代の文化的背景を学びます。
●平和学 〈担当教員：フールト フォルカー〉
特定の地域にこだわらず、現代と過去の戦争・
紛争を具体例に使って分析します。どちらが正
しいかを裁く視点ではなく、幅広い視点で紛争
の解決・回避のメカニズムを学びます。

●映像表現／フランス語 〈担当教員：熊野 真規子〉
映像表現研究（映画・写真等）
、複言語・複文化
教育プロジェクトを通じて、文化へのさまざま
なアプローチや、地域を新しい見方で発見する
方法を学びます。
●オセアニア研究 〈担当教員：澤田 真一〉
「共生」をキーワードに、
「差異」が「差別」につな
がらない社会を構築するためのアイディアや思想、
取り組みをオセアニアの事例から学んでいきます。
●アメリカ地域学 〈担当教員：髙内 悠貴〉
歴史・文化・社会など幅広い視点からアメリカ
合衆国を研究し、多文化社会アメリカの成り立
ちや現代アメリカが直面する課題について学び
ながら、人種やジェンダーにまつわる差異や不
平等の問題について議論していきます。
●国際共生論 〈担当教員：バトラー アラステア〉
文化間の相互への影響や、生活へのテクノロジー
の影響など、文化を広く定義して考えます。探
求するテーマでは、文化の発展的性質、変容へ
の過程や可能性を見ていきます。

HIROSAKI UNIVERSITY
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文化資源学コース
文

文化資源学コースでは
何が学べるの？

化資源学コースでは、文化資源という新しい概念で、人類

文化の魅力を発見し、発信することが出来る人材や地域の文

の生み出してきた豊かで多様な文化形態を包括的に研究

化振興に貢献する人材を育成するためのコースです。学芸員

します。研究方法も常に新しいものを探り、文化の新しい価値

資格や教員免許（「国語」
「社会」
「地理歴史」など）
を取得するこ

と活用の可能性を見出していくことを目指します。

とが可能です。

ゼミナール・研究室の
魅力は？

卒業生の声を
きいてみよう！

先輩VOICE

言葉を学ぶことで
地域への理解も深まる

●文化創生課程・文化資源学コース3年
ほ そ や ま りょう が

細山 凌 雅

中学生のころから小説が好きで、文章に触れることができる

西洋倫理思想史ゼミ
北海道岩見沢東高校出身

文化資源学コースを選びました。今は日本語学ゼミに所属し、
言語の仕組みや方言について勉強しています。慣れ親しんでい
る言葉でも分析すると知らないことばかりで、新たな側面を知
ることができるのが面白いです。私も学術的なことは意識せず
に津軽弁を使っていましたが、方言の法則や論理を理解してか
らは、日常生活で言葉に触れるのがより楽しくなりました。
文化資源学コースの中では日本語学や日本文学、日本美術や
考古学など、多様な分野を学べます。私も最初はあまり興味が
無かったのですが、やってみると面白い授業がたくさんありまし
た。学びたい分野が定まってなくても、自分の可能性に出会える
野辺地町での民俗学・民俗誌実習

日本考古学実習での発掘調査

と思うし、日本や青森といった自分の住む地域について理解を

よさこいサークルは100人近い人数。

コロナ禍で思うように活動できなかっ

深められるのが魅力だと感じています。

たが、サークルに入ったことで大学生
活の楽しみ方が増したと思う。

コースの特色
日本と地域について学ぶ

充実した演習・実習

研究成果の発信をサポート

北海道をふくめた北東北エリアを中心に、

考古学、民俗学、美術史など国内外の有

地域の潜在的な可能性をいかに発信して

地域文化の具体的な事象を調査、分析、

形・無形の文化財を発掘・収集・記録す

いくかということが現在の日本の課題です。

学・歴史・文学・言語学など文献を読み

まとめ、調査報告や研究発表として発信し

考察することを通して学んでいくことができ

るためのスキルを学ぶ体験型実習や、哲

言語・思想を学ぶことにより、それぞれの

解き、論じる方法を習得する実践型演習の

ます。広くアジア・ヨーロッパ圏の文化財・
地域文化の独自性がよりくっきりと理解でき

るようになります。

カリキュラムに重点を置いています。

ていくみなさんを後押しします。

基本科目：歴史学入門、哲学倫理入門、言語学入門、文学入門

・デカルト研究
・低含水率水浸出土木製品の短期保存処理に関する研究
・北日本における近世陶磁器の流通 ―北海道松前町旧福山城下町遺跡出土資料を中心に―
・青森県五所川原市方言の形容詞のアクセント
・戦国期におけるキリシタン宗教圏の諸相
・共感覚表現における日本の視覚的文化の特殊性について
・アントウェルペン聖母大聖堂の 2 つの三連祭壇画について
・弥生時代前半期の土器の変化
・八戸三社大祭におけるコミュニティの「現在」
・多和田葉子『雪の練習生』における作為としての < 自然 >

発展科目：日本考古学、文化財論、文化財科学、西洋考古学、
芸術史、民俗学、言語学、日本古典文学、日本近現代文学、
日本語学、日本倫理思想、西洋倫理思想、東アジア思想

実習・演習科目：考古学実習、文化財論実習、文化財科学実習、
美術史実習、民俗学実習、言語学演習、日本古典文学演習、
日本近現代文学演習、日本語学演習、日本倫理思想演習、
西洋倫理思想演習

Faculty of Humanities and Social Sciences

勉強が得意な方ではなかったのですが、歴史や哲学は自分の
ゼミに入るまでは人前で意見を話すこ
とが苦手だったが、少人数で議論を交
わし、意見交換をしながら理解を深め
ることで、学びたい意欲が高まった。

卒業研究テーマ例

基礎科目：民俗と文化、言語と文化、文学と文化、思想と文化
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大学で学び、取り組んだことを成果として

主な科目
コア科目：文化資源学、形態文化論、形態文化史、博物館概論

自分の学びたいを見つけて
知的好奇心を満たしてくれる環境
好奇心から楽しく学べていました。弘前大学は文系だけにとら
われず、自然科学など理系の分野まで幅広く学べます。学びた
いことを絞れずにいた私は、授業を通して好きな分野を見つけ
ようと思っていました。
その中で興味を惹かれたのが哲学でした。１、２年の授業を
通して哲学が面白いと感じ、今は西洋倫理思想史ゼミでカント
の著書を元にテーマを設定して研究を進めています。私のゼミ
は２人とごく少人数です。最初は不安もありましたが、メリット
●文化創生課程・文化資源学コース3年
さくら ば

か

な

桜 庭 佳菜
日本語学ゼミ
青森県立弘前南高校出身

のほうが大きくて先生と深く話せるのがありがたいです。
研究を深めるほどに、新たな視点が見つかり、思考が深まっ
ていく感覚があります。弘前大学に入ったことで知的好奇心を
深める楽しさに気づくことができました。

HIROSAKI UNIVERSITY
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多文化共生コース

多文化共生コースでは
何が学べるの？

多

文化共生コースでは世界のさまざまな国や地域の歴史・

奨励しており、短期の海外研修プログラムを設置し、中・長期

文化を学ぶとともに、それらをより深く理解することに必

の留学志望者をサポートする体制も整えています。世界の歴

要な、英語をはじめとする外国語の高い運用能力を身につけ

史・文化・社会の多様性に対する認識を深め、広い視野を持つこ

ることに力を入れています。また、広く海外へ出て学ぶことも

とで、地域社会のグローバル化に貢献する人材を育成します。

教員たちはどんな
研究をしているの？

在学生の声を
聞いてみよう！

先輩VOICE

国際交流を通して視野を広げ
興味を突き詰めることができる
中学時代から英語が好きで、自分の言語能力を高めるために
多文化共生コースを選びました。入学当初から主に英語とフラ

●文化創生課程・多文化共生コース３年
ち

ば

ともあき

千葉 智晶
ユーラシア史ゼミ
札幌第一高校出身

ンス語を学んでおり、今では両方の言語でコミュニケーションが
とれるようになるなど、上達を実感しています。
先生の勧めでイングリッシュラウンジに出入りするようにもな
りました。最初は緊張して英語を聞いているだけでしたが、受
付のアルバイトを始めてからは様々な国の留学生との会話も増
え、他の言語にも興味を持つようになりました。
現在、私は津軽弁について研究をしています。津軽弁の意味
や定義を集めてデータベース化を進めています。日本語がわか
短期留学先（アメリカ・テネシー州）
での様子

る留学生は多いですが、交流を通して方言が理解の壁になって

日本史ゼミ史料見学

いることを実感しました。分野を問わず、様々な言語と文化につ
いて理解を深められるのが多文化共生コースの魅力です。

コースの特色
古今東西の知の探求

課題処理能力の養成

日本をはじめとするアジアやヨーロッパ、

グローバル化がますます進んでいく中にお

アメリカ、オセアニアといった世界各地域

の歴史・文化・社会について理解を深め

ていくとともに、これらについて幅広く体

系的に学ぶことで多文化共生の価値観を
育んでいきます。

充実した外国語教育と
多文化交流
英語・ドイツ語・フランス語・中国語の基

が直面する様々な課題に対して、考察し、

て、
コミュニケーション力を高めます。また、

取り組んでいくための基礎的能力と実践力

を養います。

多様な視点から
自分が学びたいことに出会う

礎力強化と実践的運用能力の養成を通じ

多文化共生コースでは各国の歴史や語学、地域学など世界に

各種の実践活動などを通じて地域社会に

おける多文化理解・多文化交流を促進し

イングリッシュラウンジでアルバイト

ます。

中。様々な文化圏の人たちと交流するこ
とで、相手の文化を理解、尊重した上で

対等にコミュニケーションを取ること

主な科目

卒業研究テーマ例

基本科目：歴史学入門、哲学倫理入門、言語学入門、文学入門

・プラトン『国家』篇研究 ‒ 国家と魂の類似を中心に ‒

グローバルコミュニケーション論、文学基礎論、地域基礎論、

・中世イスラム世界の民衆と武力

コア科目・基礎科目：多文化共生論、多文化基礎論、歴史基礎論、
国際共生論

発展科目：言語文化論、英語学、英米文学、日本史、中国史、

ユーラシア史、西洋史、西洋古典文化論、欧米文化論、アジア地域学、
ヨーロッパ地域学、アメリカ・オセアニア地域学

実習・演習科目：英語コミュニケーション・多言語コミュニケーショ
ン、歴史文化演習、トラベルスタディーズ、スタディアブロード

えることが重要。
試行錯誤を繰り返してレ

ジュメを完成させたときには達成感がある。

いて、多元的な文化理解と豊かな知識、

そして適確な判断力を身につけ、現代世界

ゼミでは１人20〜30分の持ち時間で発表

する。
論文の内容を簡潔にわかりやすく伝

が、本当の国際交流だと気づいた。

まとめてメンバーの前で報告します。報告のあと質疑応答の時
●文化創生課程・多文化共生コース４年
お

の

み こと

尾野 海琴

・弘前藩の港制度の沿革・変遷

国際共生論ゼミ
青森県立五所川原高校出身

・ドイツの戦後処理と「過去の克服」

の歴史について関心を持つようになりました。

易などジャンルが豊富な論文の中からひとつを選び、レジュメに

・スタンリー・キューブリックの映像作品における映像論 ‒ 狂気を演出する方法 ‒

・セクシャル・マイノリティの真の承認に向けて

た、多角的な視点で歴史を見つめることに面白さを感じ、外国

化を研究しています。先生から与えられる政治、文化、教育、貿

・秦始皇帝における統一政策の虚と実

・On English Inversion（英語の倒置構文について）

が定まっていませんでしたが、講義を通して政治や文化といっ

私の所属するユーラシア史ゼミでは、イスラム圏の歴史と文

・18 世紀におけるロシアの探検旅行と空間認識

・F・スコット・フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』研究

目を向けた学習が可能です。私自身、入学当初は学びたい分野

間があるのですが、想定外の質問をされることもあり、スリリン
グで面白いです。理解が深まるのはもちろんですが、自分で学
びを選択して人にわかりやすく伝える努力をする、という事を繰
り返すことで自主性が育まれたと感じています。

・アメリカにおける原爆言説の推移とその再考 ‒ 記憶を継承していくために ‒

11
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各コースで学べること（カリキュラム・ポリシーより抜粋）

社会のトータルマネジメントという視点から
現実の諸課題を解決する。

社会経営課程
社会経営課程では、経済学、法学、会計学、経営学、社会学、人類学、統計学、情報科学な
どの社会科学分野の専門知識・技能等を学びつつ、現代社会が直面するさまざまな課題を解
決し、より良い社会を構築することのできる応用力を重視した教育を提供します。

学 び の 分 野

経済法律

企業
戦略

●経営学と会計学の専門知識・技能をもとに、新ビジネス・新産業の創出やイノベーション等にかかわる諸
課題を的確に分析し見通す力を養います。
●地域企業の発展や地域産業の活性化に貢献しうる力を身に付けるために、課題発見力・課題解決力・企
画提案力・コミュニケーション力を高めます。
●企業経営の諸課題を解決するための実効的な方策等を生涯にわたって積極的に探究していく力を獲得します。

地域
行動

●社会学・人類学・統計学・情報科学等の専門知識・技能をもとに、地域社会の成り立ちやあり方、地域住
民の心理・行動等を的確に分析し見通す力を養います。
●フィールドワークと課題解決型学習等を通して習得した専門的知見を地域課題の発見・分析・解決に役
立てるための実践力を養います。
●地域社会が直面する諸課題を解決するための具体的な手法等を生涯にわたって積極的に探究していく力を獲得します。

コース

コース

コース

主なゼミナールを紹介します
●経済学史 〈担当教員：福田 進治〉
アダム・スミス、マルクス、ケインズなどの経
済学を学ぶことを通して、現代社会の諸問題を
歴史的視点から分析し、バランス良く理解する
力を身に付けることを目指します。

●社会法 〈担当教員：渋田 美羽〉
働くことを規律する労働法と、社会保障制度を
規律する社会保障法について、法制度の沿革や
現行制度、その問題点についての学説や判例を
学びます。

●グローバル経営 〈担当教員：森 樹男〉
国境を越えて活動するグローバル企業のビジネ
スモデルやマーケティング、人的資源管理など
を学習し、グローバル時代に相応しい知識や考
え方を身につけます。

●経営史 〈担当教員：林 彦櫻〉
企業が直面する諸問題の解決策を見出すために
産業や企業組織が置かれた歴史的文脈に位置づ
け、その生成と発展、各企業組織が行っている
経営活動の背景等を考察します。

●地域活動論 〈担当教員：近藤 史〉
地域の暮らしや生業に関する問題を、住民自身
はどう工夫し解決してきたのでしょうか。現地
調査を通じて、持続可能な社会にむけて行動・
協働するためのヒントを学びます。

●経済政策 〈担当教員：細矢 浩志〉
現代の世界経済の動向分析とそれを理解するた
めの基礎的な経済理論の学習に取り組んでいま
す。グローバルな視野からものごとを見る目を
養うことが目的です。

●行政学 〈担当教員：児山 正史〉
行政が対応すべき社会問題（人口減少など）を
取り上げて、その状況を把握し、原因や影響を
分析し、従来の対策を評価した上で、今後とる
べき対策を考察します。

●マーケティング 〈担当教員：保田 宗良〉
インターネットで多くの情報を得ている消費者
は、モノやサービスの買い方を変えています。
消費者の価値の変化を学び、そうした変化をリ
サーチする方法を身につけます。

地域行動

●地域社会学 〈担当教員：白石 壮一郎〉
地域社会の人・仕事や、身近な社会関係につい
てインタビュー（聞き取り）や観察記録、文書
で詳しく調査し、それをレポートや卒業論文に
仕上げていくプロセスを学びます。

●金融論 〈担当教員：飯島 裕胤〉
金融は、企業や家計の目的（やりたいこと）を
資金面から支える不可欠な脇役です。主役に応
じたさまざまな脇役がしっかりと舞台を支える
姿を、金融理論を使ってとらえます。

●マクロ経済学 〈担当教員：山本 康裕〉
一国の経済の規模である GDP、物価、利子率、
失業率などが決定される仕組みを学びます。そ
れは、政府や中央銀行が実行する経済政策の効
果を理解することにつながります。

企業戦略

●経営組織論 〈担当教員：大倉 邦夫〉
企業をはじめとする組織を効率的に経営するた
めにはどうしたら良いのか、組織で働く人たち
のやる気を高める方法とは何か、という組織の
マネジメントの問題を学びます。

●労働経済学 〈担当教員：李 永俊〉
暮らしの中の諸問題を経済学的な観点で考察し、
そのメカニズムと問題点を理解する力を養いま
す。教育、就職、結婚などの身近な問題を通して、
実践的な経済学を学びます。

●憲法 〈担当教員：伊藤 健〉
基本的人権や統治機構に関する憲法問題を取り
上げ、学説や判例を前提に何が問題でどう解決
すればよいのかを議論することを通して、憲法
問題に関する理解を深めます。

●財政学 〈担当教員：金目 哲郎〉
現代社会が直面する課題について、財政学をと
おして考えます。国や地方自治体が税金を集め
て行政サービスを提供することの意義や今後の
あり方を検討します。

●刑法 〈担当教員：平野 潔〉
犯罪と刑罰に関して規定している刑法について、
どこまでが犯罪となるか、なぜ刑罰が正当化さ
れるのかなどの問題を、文献や判例を手掛かり
として学びます。

●国際経済学 〈担当教員：桑波田 浩之〉
輸出入や国際投資、外国人就業者など、国際化
が経済・社会へ与える影響を経済学の手法を用
いて考察し、グローバリゼーションが急速に進
む現代社会を理解する力を養います。

●民法 〈担当教員：𠮷村  顕真〉
財産所有、契約、不法行為、夫婦、親子、相続
など、我々の日常生活を規律している民法の諸
問題について、判例などを素材にして議論をし、
その理解を深めていきます。

●ミクロ経済学 〈担当教員：小谷田 文彦〉
私達の経済活動の基盤となっている「市場メカ
ニズム」の仕組みについて学びます。また理論
だけでなく、公表された統計データをもとにし
て経済活動を実証的に分析します。

●商法 〈担当教員：長谷河 亜希子〉
ビジネス関連の法的問題（会社法・独占禁止法・
消費者法・知的財産法等）について議論を深め
ています。具体的テーマは、
毎年、
ゼミ生からテー
マ案を募って決定しています。

コース

「自治体政策研究」
での学生の発表の様子
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経済
法律

●経済学と法学の専門知識・技能をもとに、経済・金融・雇用・生活等にかかわる諸問題の状況を的確に
見極めることのできる能力を養います。
●現代経済を広い視野に立って認識するとともに、法を体系的に理解するための基礎訓練を通して、創造
的で公正かつ適切な問題解決力を身に付けます。
●経済・法律上の諸問題を解決するための施策等を生涯にわたって積極的に探究していく力を獲得します。

Faculty of Humanities and Social Sciences

コース

コース

自治体の政策立案のためのワークショップの様子

●地域地理学 〈担当教員：松井 歩〉
私たちが生活する地域のなりたちを、自然と社
会の関係に着目する地域地理学の立場から考え
ます。現地調査を中心に、独自の視点から地域
を捉え、論じる方法を学びます。

●地域イノベーション 〈担当教員：熊田 憲〉
企業や産業、そして地域や国家の経営を支える
「イノベーション」という現象を理解するために、
経営学を中心に地域、政策、経済、制度など様々
な「知」を学びます。

●アクション・リサーチ 〈担当教員：平井 太郎〉
よりよい社会や地域を目指し、実社会に生きる
みなさんにどう働きかけたらよいか実践的に学
びます。ワークショップをベースに、理想をコ
トバにするすべを身に着けます。

●地理情報科学 〈担当教員：増山 篤〉
地図に記載されるような情報をコンピュータに
よって効果的に視覚化・分析する方法を学び、
それを活用して、望ましい地理・都市空間のあ
り方を探ります。

●交通政策・地域科学 〈担当教員：大橋 忠宏〉
都市・地域・交通など空間要因による課題につ
いて、枠組みの理解と地域のデータ等を基に分
析する方法について学び、交通とまちづくりに
ついて考えます。

●管理会計学
情報の作成者としての観点だけではなく、経営
管理者の視点から、情報の利用者として、各管
理会計ツールがどのような機能を果たすのかに
ついて学習します。

●社会学 〈担当教員：羽渕 一代〉
社会の成立（＝人間関係）を科学的に明らかに
します。社会とは何か、自身が所属する社会を
実証的に調査し、社会学の視角から社会学の用
語を使用して追究していきます。

●統計学 〈担当教員：花田 真一〉
設定したテーマについて、実証的に論証する方
法を学びます。関心や目的・入手できたデータ
の性質に応じて正しい統計分析手法を選択し、
客観的な議論の基礎を身につけます。

●簿記システム論 〈担当教員：加藤 惠吉〉
企業の財務活動や戦略に有用な会計情報および
租税状況の分析を通じて、会計や税務に対する
スキルや研究能力を身につけます。

●会計学 〈担当教員：内藤 周子〉
企業などの経済主体が行った活動を記録・集約
した情報（主に会計情報）が生成される体系に
ついて検討を行い、会計情報を用いた分析手法
を身につけます。

●グループ・ダイナミックス 〈担当教員：日比野 愛子〉
社会心理学（グループ・ダイナミックス）の理
論と分析手法を一緒に学んでいきます。集団全
体の動きの特徴を理解し、さらに集団に働きか
ける工夫の創出をめざします。

●人間行動論 〈担当教員：曽我 亨〉
ヒトの無意識の行動に注目し、観察をおこなう
ことで、
ヒトについての理解を深めます。さらに、
ヒトの行動の性質を活用して、社会を良い方向
へと変えていく方法を探ります。

●経営戦略論・ベンチャービジネス論 〈担当教員：高島 克史〉
地域企業やベンチャー企業が競争に打ち勝ち、
高い利益をあげるためにはどのような判断や行
動が有効なのか、その解決策を導出するための
分析方法を学びます。

●生態人類学 〈担当教員：杉山 祐子〉
人と環境との関わりかたに注目し、地域の文化・
社会が形づくられるしくみを学びます。さらに
多様な地域の事例を検討し、持続可能な社会へ
の道筋を探ります。

●社会心理学 〈担当教員：古村 健太郎〉
社会心理学の立場から恋愛関係などの対人関係
のダイナミズムを明らかにしていきます。その
ために、アンケート調査や心理学実験によって
データを収集します。

事業計画演習におけるグループワークの様子

●現代企業論 〈担当教員：黄 孝春〉
会社は私たちに仕事を与えると同時に、私たち
の生活に必要なモノやサービスを提供してくれ
ます。会社の生い立ち、仕組み、そして競争力
の源泉などについて学びます。

HIROSAKI UNIVERSITY

14

経済法律コース

経済法律コースを
もっと知りたい！

皆

さんが社会で働くようになれば様々な問題に直面するで

問題を解決するには経済学及び法学の素養が必要とされます。

しょう。公務員であれば市町村の経済活性化政策の立案

経済法律コースでは、経済学及び法学両分野の専門知識を

を任されたり、民間企業であれば新製品が法律上の問題がな

体系的に修得できるだけでなく、受講生自らが問題を調査・分

いかを検討する仕事を担ったりすることもあります。
このような

析する実習体験を通じて実践力を身に付けることができます。

経済法律コースの
授業が知りたい！

学生発の企画の
成果物が見たい！

先輩VOICE

正解のない学びを
とことん探求する楽しさ
中学生の頃に裁判について学習した際に冤罪について興味を

●社会経営課程・経済法律コース3年
いけ だ

けん じ

池田 賢治
経済学史ゼミ
群馬県立渋川高校出身

持ち、大学では法律を学ぼうと考えていました。経済法律コー
スには経済系と法律系の科目があり、自分の志向に合わせて体
系的に学ぶことができます。
私は２年生から刑法を学び始め、ゼミでは自殺関与について
の研究をしていて、いじめが自殺の原因だった場合はどうやっ
て処罰できるかを調べています。刑法は他の法律科目とは異な
り刑罰が関わっているので、厳格に考えなければいけないこと
が多く、様々な事例や法律を加味しながら結論づけるまでの学
びと議論にやりがいを感じています。
新型コロナウイルスの影響でアルバイト時間が減りましたが、
「地域課題研究」
での自治体向けのプレゼンテーション

大学祭での模擬裁判の様子

「100円夕食」等のサポートのおかげで、食事の心配をすること
なく勉強に取り組むことができています。

中学校から親しんでいたソフトテニスと鬼
ごっこサークルに所属。サークル活動を通
して友人も増え、新鮮さの溢れる大学生活

コースの特色
経済学及び法学の素養と
思考力の習得
長い歴史をかけて積み上げてきた経済学・
法学の手法を習得し、現代社会の本質を

つかむ素養とその問題を解決できる思考力

を培います。

豊富なカリキュラムと
少人数教育
講義科目は、マクロおよびミクロ経済学、

憲法、民法、刑法など必要十分なカリキュ

ラムを提供し、ゼミや実習では少人数のク
ラス編成により学生主体の実践的な教育

を送っている。

公務員・民間企業にも強い

双方向から見た経済の勉強は
社会生活で実践できる学問

公務員受験において法学および経済学の

知識は必須です。また民間企業において

も経済法律分野の知識は重要視されてお

り、本コースで習得した知識は現実社会の
様々な局面で役立ちます。

を行います。

高校時代から政治経済に楽しさを感じていました。ただ、当
大学ではゼミはもちろんのこと、

時は漠然と頭の中で考えていただけで分野を決めきれずにいた

人達と議論することが増えた。

ので、総合的に学べる弘前大学を選びました。

授業や課外活動を通して様々な

ゼミでは古典派経済学から現代経済学までの理論を学んでい
ます。ゼミの仲間と研究する書籍を選定し、章ごとに理解を深

主な科目

卒業研究テーマ例

基本科目：経済学入門、法学入門

・職業別にみた女性の教育投資費用分析

基礎科目：金融論、国際経済学、財政学、経済政策、

・日本における地域の医療提供体制の現状と課題

コア科目：マクロ経済学、ミクロ経済学、公法学、私法学
労働経済学、経済学史、日本経済史、憲法、刑法、労働法、
民法、商法、行政学

発展科目：国際金融論、地方財政論、雇用政策論、
社会保障制度論、刑事司法論、地方自治論

実習・演習科目：経済法律基礎演習、自治体政策研究、
地域政策実習、地域行政実習、地域司法実習
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めて月に1〜3回ほどのペースで議論を交わしながら、互いの研
究成果を共有しています。
私は将来的に公務員を志望しているのですが、経済法律コー

・新型コロナウィルスによるインバウンド観光への影響
・北海道・東北新幹線開業における経済効果の実証分析

●社会経営課程・経済法律コース3年
ひ ぐち

せい な

・北東北地域の人口移動－モビリティ比から見る自治体の特性－

樋口 聖菜

・信頼の原則の体系的地位と交通事故における適用範囲について

刑法ゼミ
ノースアジア大学明桜高校出身

・金融政策が青森県の経済に与える影響について
・我が国の離婚後の親権制度に関する考察

・女性の働き方とマタニティ・ハラスメント

スでは同じ思いの学生が多いです。実際に公務員になった時
に、あるいは試験の時に活かせそうな実践的な科目が充実して
います。最近は労働法に関する授業を受けたのですが、他の領
域である法学のことにまで触れる内容だったので、ためになる
のはもちろん、大変ありがたいなと感じました。

・著作物の電子化に対応した法整備について

HIROSAKI UNIVERSITY
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企業戦略コース
企

企業戦略コースを
もっと知りたい！

業戦略コースでは、
企業・非営利組織の経営に要求される

人材を育成しています。地域企業と連携して商品開発計画や販

専門知識・思考、
分析判断力の習得を基本に、
ビジネス社

売企画の考案などを実践的に学習するビジネス戦略実習など

会で不可欠な課題解決力を高める教育を進めています。経営・

の科目も開講されます。

会計の理論だけでなく、
北東北や北海道などの実情や事例等の

中央省庁と企業等からの支援と協力を受けて、
観光に関する

地域的要素を盛り込むことによって、企業が直面する諸課題を

科目を拡充します。
起業家的な発想力と行動力をもってサービス

世界的かつ地域的視点から地域産業の育成と発展に寄与する

産業で活躍できる人材の育成を積極的にすすめています。

観光・食に関する
サービス産業の
人材育成に注力！

企業戦略コースの
実習ってどんなことを
学ぶの？

先輩VOICE

学びも生活も充実した環境
今しかできないを大切に
高校時代から経営に関する勉強が好きでした。普段の買い物や
ニュースなど日常生活で馴染み深いことを、いろいろな角度から

●社会経営課程・企業戦略コース3年
ほそかわ

まさ き

細川 将希
会計学ゼミ
北海道北広島高校出身

見ることが楽しそうだなと感じて、このコースを選択しました。
ゼミでは都市計画について学んでいます。実は今まで、今のゼ
ミに関する授業は受けてなかったのですが、別の分野に飛び込ん
でみました。先生が細かく指摘してくれるので、理解不足を十分
に補うことができています。
学生のうちに時間を有効活用して、生活の知恵やスキルを磨
いたり、自分の将来に向き合うことも大切だと思います。コロナ
禍で家にこもる日々が続いて沈んだ気持ちになっていた中、買い
物の際の店員さんの笑顔が私にとってのオアシスでした。卒業後
連携企業への企画提案で実践に即した力がつく

自治体公会計に関するヒアリング調査の様子

は小売に関する企業に就職して、人間同士だから感じられる「何
か」を与えられる仕事をしたいです。

会計を理解して資格取得を

社会で活躍できる人材へ

企業や非営利組織などを対象にして、企

会計分野では企業や非営利組織などの開

地域企業との連携をもとに、事業を企画す

ネ・情報）をどのように活用すれば成果が

ます。企業行動との関連性を考え財務諸表

を通じて学びます。

格試験に結びつきます。

示情報の内容や作成のルールなどを学び

るために必要な知識を習得し、課題発見

を読む力を身につけます。会計の科目は資

ション力を高め、グローバル化が進む社会

思い描いている経営戦略を実践
社会で役立つリアルな経験が可能

力・課題解決力・企画提案力・コミュニケー
サークルは「弘前大学ピアノの会」に所属。

で活躍できる人材を育成します。

自分のペースで仲間たちと音楽を楽しむこと
がストレス解消にもなり、大学生活を送る上
で大事な時間を与えてくれる。

主な科目

卒業研究テーマ例

基本科目：経営学入門、会計学入門、経済学入門、統計学入門

・北海道産米ゆめぴりかのマーケティング戦略について

経営管理論、財務会計

・ソーシャル・イノベーションの視点からみた SDGs 未来都市

コア科目：経営戦略論、ベンチャービジネス論、簿記システム、
基礎科目：経営組織論、マーケティング論、企業経営史、
地域データ分析、管理会計、原価計算

発展科目：現代企業論、社会的企業論、グローバル経営論、
税務会計、地域イノベーション論

実習・演習科目：ビジネス戦略実習、事業計画演習
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て学部を超えた交流はもちろん、
のが、弘前大学の魅力のひとつ。

経営へ生かす実践力を養う

期待できるかについて、講義・実習・演習

ターを担当。サークル活動を通し
地域の人とも関わることができる

コースの特色

業経営に必要な経営資源（ヒト･ モノ･ カ

所属する軽音サークルLMCではギ

企業戦略コースでは座学で学んだことを、企業の協力を得な

シップの普及です。課題と向き合い、練り上げたビジネスプラン
を弘前市内のコンサルティング会社と連携しながら、実際の事

・マネジメントの視点から捉えた SNS とエンゲージメント行動

業として展開しています。
●社会経営課程・企業戦略コース３年
き むら

み ゆう

・ダイバーシティ経営におけるインクルージョン施設の展開プロセス

木村 弥結

・デジタル社会のマーケティングにおける消費者行動

交通政策・地域科学ゼミ
青森県立青森中央高校出身

・任天堂の財務諸表から読み取れる経営戦略

味を持ったのが、企業の経営やマーケティングについてでした。

いま取り組んでいるのが青森県におけるオンラインインターン

・社会的ネットワーク構築による地域活性化への効果

・東北地方におけるアニメ聖地と観光振興 ‒ 観光入れ込み客数の推定を通して ‒

に、自分が学びたい分野を絞ることができます。その中で私が興

がら実践することができます。ビジネス戦略実習という授業で、

・CSR が企業価値に与える影響

・エシカル消費の意識を高めるための効果的な消費者教育

弘前大学人文社会科学部では様々な学問を幅広く学んだ後

大学での学びをきっかけに会計への興味がわき、一から簿記
の勉強を始めました。また、３年生の夏には税理士試験を受験
するなど、資格取得に向けて励んでいます。将来は会計に携わ
る仕事を通して、地域経済を支えられる人材になりたいです。

HIROSAKI UNIVERSITY
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地域行動コース
地

地域行動コースを
もっと知りたい！

域社会について自ら調査したデータをもとに実証的に考え、

手法とを身につけ、地域に生きる人びとの経験に根ざした知識

課題の発見と解決、地域との協働に取り組む人材を育成

や地域の将来への意識に接近していきます。
また、
アクション・リ

します。人や社会を理解するには、書物を読むだけではなく、社

サーチやファシリテーションを通じて、地域社会や地域行政と交

会現象や人びとの行為を観察し、インタビューやアンケートな

流・議論する経験を積みます。

どで調査をおこなうことが有効です。こうした調査技術と分析

社会調査実習って
どんなことを学ぶの？

在学生が取材した
先生のゼミと研究！

先輩VOICE

足を使った学びが
自分を成長させてくれる
弘前大学のオープンキャンパスでフィールドワークについて
説明を受けた時から、楽しそうな授業だなと感じていました。

●社会経営課程・地域行動コース3年
あ

べ

しん ご

阿部 真吾
アクション・リサーチゼミ
岩手県立宮古高校出身

私の所属する地域行動コースでは、自分の足で現地に出向い
て実践的に学ぶ、社会調査実習という授業があります。その中
で弘前市内の一人で行ける飲食店を調査しました。一軒ずつお
店を訪ねて取材し、最終的に地図にまとめるのですが、私は人
前で話すことや意見を伝えることが苦手だったので、緊張した
ことを覚えています。しかし、その経験や授業やゼミでの発表を
重ねることで、苦手意識は確実に少なくなりました。
ボランティアにも興味があったので、お下がり会という子供服
の寄付や交換をするイベントにスタッフとして参加し、その経験
弘前でのフィールドワークにもとづき、手書き地図として可視化

木材の流通や林業の将来について、地域の林業会社や自治体にインタビュー調査
を実施

を卒業研究に発展させています。子供や子育て中の方と話すこ
とで、世代によって異なる視点について学んだり癒やされたりし

鶴田町で農家の方からリアルな話を聞いて調査

を深めていく。
フィールドワークには座学では学
ぶことができない、
新しい発見がたくさんある。

ています。

コースの特色
実習で学べる社会調査
県内各地の現場に出て調査し、グループ学

地域への提言・地域との協働

社会調査士の資格取得

地域の生業、人口減少・地域移動、若者

複雑化する社会の諸問題を解決する上で、

問題に正面から取り組めます。地域の実社

た人材の需要が高まっています。地域行動

習で結果をまとめていきます。インタビュー、

と就労、ジェンダー、メディア文化などの

学べ、調査結果のプレゼン技術も磨けます。

会と関わりあい、取材する力や提言・協働

参与観察、質問票調査などの調査方法が

する力が養成されます。

フィールドワークで育む
地域密着型の思考

社会調査の専門的な知識と取材力を備え

地域が抱えている課題について、住人の声を実際に聞きなが

コースの所定単位を取得することで、社会

ら調査を進め、解決策を模索するという経験は将来役に立つの

調査士の資格を取得できます。

ではと思ったことが、地域行動コースを選択した理由であり、こ

主な科目

卒業研究テーマ例

基本科目：社会学入門、統計学入門

・まちの居場所は誰のものか？

基礎科目：住民生活論、地域情報論、統計データ分析

・廃校活用の手順と行政のサポートについての研究

コア科目：社会調査論、人類学、社会学、社会心理学、社会空間論
発展科目：住民ネットワーク論、住民参画論、地域地理学
実習・演習科目：社会調査実習、

地域アクションリサーチ実習、住民ファシリテーション演習、
社会調査設計演習、量的社会調査演習

津軽地方の伝統的な刺し子である「こ

ぎん刺し」に取り組んでいる様子。所属

している手芸サークルでは、作品を文化
祭で展示・販売する活動をしている。

・観光案内図において使用される地図表現の分析

かと考えており、最終的に県外から新規就農者を呼び込む方向
●社会経営課程・地域行動コース3年
そ う ま

のど か

・甘い食べ物は危険な行動を引き起こすのか

相馬 和佳

・異文化コミュニケーションとしてのイングリッシュラウンジ

地域活動論ゼミ
青森県立弘前高校出身

‒ 味覚プライミングを用いた心理実験 ‒

・音楽趣味を介した友人関係の維持・構築

駅つるたの活性化や廃校利用に携わっています。町としては若
が続いています。私達は関係人口の創出で問題を解決できない

・農村の高齢者は「買い物難民」なのか？

・水道利用データから予測した空家の立地特性と利用可能性

私は２年連続で同じ実習に参加していて、鶴田町にある道の
者を呼び込みたいのですが、少子化の問題もあって難しい状況

・ロボットの印象形成に関する社会心理学的研究
‒ 弁当メニューに社会の繋がりをみる ‒

のコースの最大の魅力であると感じています。

で改善策を練り、行政に提案する予定です。
地域に密着した学びから、日本全国の地方の抱える課題が見
えてくると思います。将来は大学で学んだことを生かして、地域
に寄り添いながら住民と共に未来を創る仕事がしたいです。

‒ 曲目リスト作成とインタビューによる調査 ‒

・趣味集団内の人間関係
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海外留学案内
弘前から海外へ旅立とう！
弘前大学は現在22の国・地域、53の大学等と大学間交流協定を結ん
でいます
（2020年12月末現在）
。協定校とは、授業料不徴収の相互協
定を締結しており、留学生交流の一層の促進を図っています。弘前大
学は着実に海外への学生の送り出しの実績を伸ばしています
（2019年
度の人文社会科学部生の実績は26名で、その内訳はニュージーランド
10名、アメリカ5名、カナダ2名、フランス1名、イタリア1名、ドイツ1
名、韓国3名、タイ2名、台湾1名となっています。）
。なお、2020年度
においては、新型コロナウィルス感染症の影響により、留学生の派遣は
中止しています。
人文社会科学部では、留学の窓口である弘前大学国際連携本部サポー
トオフィスと連携し、留学生の受け入れと派遣の
バックアップを行っています。

弘前大学国際連携本部 HP
https://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp

留学へのステップ

① 弘前大学国際連携本部のHPで情報を得る。
② 国際連携本部サポートオフィス開催の説明会に参加する。
③ 自分にとって適した留学時期を考える。

自信がなくても大丈夫、
留学で発見する新しい興味
文化創生課程
ふ じ

き

あ

み

多文化共生コース４年

アメリカ文学ゼミ

藤木 亜美（青森県立弘前南高校出身）
２年生の夏休み、子供の頃から憧れていたアメリカに、

④ TOEFLを受ける。

留学先のテネシー大学マーチン校では、現地で日本語
を学ぶ学生と交流を深め、
「ソイビーン・フェスティバル」

教育推進機構 教養教育開発実践センター

イングリッシュ・ラウンジ

イングリッシュ・ラウンジは、学生が自らの意思と判断で実
用的な英語コミュニケーション能力を身につけるサポートを
します。外国人や日本人の教員、各国の留学生とリラックス
した雰囲気で、英語を使った交流を楽しめます。多様なセミ
ナーを受講し、英語の図書や学習教材を積極的に利用して、
英語力を伸ばしてください。
開室時間やセミナー・スケジュール等、詳細はこちらをどうぞ！
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月・金

たです。TOEIC や英検の点数が伸び悩んでいたので不安
その体験が楽しすぎたので、実は２年生の冬に同じ場所へ

留学先へGO!

台湾
●国立高雄大学
●開南大学
●馬偕醫學院
●国立屏東大学
●中国文化大学
韓国
●南ソウル大学校
●慶北大学校
●釜山大学校
●京畿大学校
タイ
●チェンマイ大学
●コンケン大学
●タマサート大学
ドイツ
●トリア大学
フランス
●ボルドー・モンテーニュ大学
ハンガリー
●デブレッセン大学
イタリア
●カターニア大学
●トリノ大学
マレーシア
●トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学

が多く、
その度に
「英語が上手だね」
と言われるのが嬉しかっ
でしたが、現地の人に褒められたことで自信がつきました。
再び留学しました。２回目は１ヶ月の留学でしたが、同じ
ように充実した留学生活を送ることができました。

留学に関する大学間協定校
アメリカ
●テネシー大学マーチン校
●メーン州立大学
●サンディエゴ州立大学
●ハワイ大学コミュニティカレッジ
カナダ
●サスカチュワン大学
●マウント・ロイアル大学
●トンプソン・リバーズ大学
ニュージーランド
●オタゴ大学
●オークランド工科大学
中国
●哈爾濱師範大学
●延辺大学
●鄭州大学
●大連理工大学
●新疆工程学院
●青島農業大学
●太原理工大学
●瀋陽化工大学
●中南林業科技大学
●東北大学
●広東工業大学
ベトナム
●アンザン大学

というイベントで共に日本の文化を伝える出店をしました。
浴衣を着ていたため目立っていたのか話しかけられる機会

授業の一貫として２週間滞在しました。

⑤ 国際連携本部サポートオフィスで相談する。
⑥

留学生メッセージ

私は黒人差別について卒論の研究を進めています。留学
インドネシア
●バンドン工科大学
●インドネシア原子力庁
ルーマニア
●ヒッペリオン大学
●アレクサンドル・ヨアン・クザ大学
ウズベキスタン
●タシュケント州立農科大学
●サマルカンド農業学院
ロシア
●国立極東総合医科大学
●ロモノソフーモスクワ大学
●イルクーツク大学
チリ
●ラ・フロンテラ大学
メキシコ
●オアハカ州立自治ベニートフアレス大学
アルジェリア
●オラン科学技術大学
トルクメニスタン
●トルクメニスタン農科大学
アイルランド
●アイルランド環境保護庁
人文社会科学部との部局間協定先
フィンランド
●ヘルシンキ大学ルラリア研究所

の体験が元から抱いていた興味を増幅させてくれる良い機
会になりました。
現地での収穫祭にあたるソイビーン・フェスティバルでの一幕。イベント
では箸で細かいものをつまむ競争などを企画して日本のことを発信した。

異なる文化を体感すれば人間的にも成長できる
社会経営課程
や ま も と

み

や

地域行動コース４年
こ

社会学ゼミ

山本 美弥子（青森県立弘前南高校出身）
３年生の時に韓国の京畿大学へ半年間留学しました。大
学入学前から興味があったのですが、費用や卒業が遅れる
かもという思いで踏み出せずにいると、
ゼミの先生が
「留学
で損することはないよ」
と背中を押してくれました。
前半の3ヶ月は英語で授業を受け、後半の3ヶ月は語学学
校で韓国語を学びました。韓国の人は日本人より距離が近

10:30 ～ 13:00、14:00 ～ 17:00

火・水・木 10:30 ～ 13:00、14:00 ～ 19:00

前には何となく関心がある程度のテーマでしたが、現地で

※利用時間は変更になる場合があります。

く、一度知り合ったら一生友達という感覚です。それがすご
く心強くて、勉強でわからない部分や買い物の仕方など、
困ったことがあれば何でも助けてくれました。また、韓国の
大学祭は規模が大きく一週間ほど続きます。出店で多様な
国の美味しい料理を食べたのが楽しい思い出です。
留学を通して文化はもちろん、言葉が通じない時に助け
てくれる人がいる大切さを学びました。私も困っている人が

留学先には世界中から留学生が集まる。
韓国人の友人はもちろんのこと、
各国の人たちとの交流が増えることは一生の財産になる。

いたら、親身になって手を差し伸べられるような人間になり
たいと強く思っています。
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就職状況

就職サポート

キャリアセンター

人文学部・人文社会科学部※就職率の推移

卒業後の進路について、きめ細かくサポートします。

(％)
100

就職に強い人文社会科学部

弘前大学では各学部による独自の就職支援を基本としながら、全学的な連携、

人文社会科学部は、キャリアセンターとの緊密

戦略的な支援体制の充実をはかっています。キャリアセンターでは、民間企業

な連携のもと、学生の就職支援を積極的に行っ

に勤務経験のあるキャリアアドバイザーが、年間を通して就職相談を受け付け

ています。2020 年度の人文社会科学部卒業生

ています。また合同企業説明会も毎年開催しています。

全体の就職率は 96.4％でした。

99.1

99.0
97.7

100
99.0

97.8

98.3

2017年度

2018年度

97.8

95.8

95

99.0

100
99.3

96.5
96.4

94.4
90

85

詳しくはキャリアセンター HP へ
80

Support

01

キャリア教育

Support

02

本学では、キャリア教育の取り組み

専任のキャリアアドバイザー３名が

を、社会全体の中での人生の在り方

年間を通して相談に対応していま

を見つけ、実現するための「生き方

す。１年生から利用することができ、

教育」と位置付けています。地域の

就職活動に向けて何を準備すればよ

活性化を支える高い教養と幅広い知

いか、採用試験に向けた面接練習や

識を有する社会人として社会に羽ば

エントリーシートの添削など、様々

たくためのキャリア発達を促します。

な相談に対応しています。

Support

03

ガイダンス＆説明会

Support

04

民間企業・公務員など志望分野別に

求人票やインターンシップ

ガイダンスを開催。さらに業界研究

情報の提供はもちろん、県内

を主眼とするガイダンスも年間を通

企業等見学バスツアーの実

文化創生課程
建設業
2名

その他の就職支援事業

83名

■センターにはいつも最新の情報が届いています。
◎就職活動報告書… ……………… 就職活動をして内定を得た人から、どのような試験が行われ、面接の状況はどうだったのか、詳細な情報が報告されています。

サービス業
6名

毎年、
「弘前大学出身の学生を
採用したい」という企業が全国から

同企業説明会」を開催しています。

200 ～ 300 社集まり、効率的に企

この合同企業説明会は、企業の

業の情報を収集できるなど大変貴

人事採用担当者の方と実際に会い、
話し、考え、行動する場です。

重な機会となっています。

電気・ガス・熱供給・
水道業 1名

情報通信業
13名

運輸業・
郵便業
2名

サービス業
2名
公務員
41名

卸・小売業
10名

卸・小売業
15名
金融・保険業
18名

教育・学習
支援業 4名
学術研究・
専門技術サービス業
7名

生活関連
サービス業
1名

133名

情報通信業
25名

（就職率96.4％）

金融・保険業
8名

教育・学習支援業
4名

製造業
6名
電気・ガス・熱供給・
水道業 4名

医療・福祉
3名

医療・福祉
3名

試験のことだけでなく、先輩たちの感想、後輩へのアドバイスなど、多くの方に読んで欲しい内容になっています。

弘前大学・大学院を卒業・修了予

建設業
5名

（就職率96.5％）

◎公務員・教員コーナー… …… 全国から送られてくる募集要項と申込書をファイルしています。
◎各都道府県コーナー … ……… 各都道府県や各地域の企業情報のパンフレットや合同説明会のお知らせなどをまとめたコーナーもあります。

定の学生を対象とした「弘前大学合

社会経営課程

製造業
4名

公務員
23名

を実施しています。

「弘前大学合同企業説明会」を開催しています。

文化創生課程
社会経営課程

進路決定者の内訳（2020 年度卒業生）

の提供など、様々な支援事業

就職活動を支援しています。

2020年度

※ 2018 年度以前は人文学部卒業生、2019 年度以降は人文社会科学部卒業生の就職率を示
しています。

し出し、首都圏での就活拠点

も開催し、全学的な立場から学生の

2019年度

2019年度以降

経済経営課程
現代社会課程
人間文化課程

するための WEB ブースの貸

同企業説明会、学内個別企業説明会

2016年度

2018年度以前

就職相談

施や、オンライン就活を支援

して多数開催しています。また、合

2015年度

学術研究・専門技術サービス業 4名

不動産業 3名

宿泊・飲食サービス業 2名

主な就職先・進路

主な就職先・進路

企業等 ㈱青森銀行、青森県信用保証協会、北海道銀行㈱、
日本年金機構、

企業等 東京ガス㈱、東北電力㈱、明治安田生命保険相互会社、㈱青森

教

マネックス証券、KDDI ㈱、DCM ㈱、㈱東奥日報社、東北電力㈱、

銀行、㈱岩手銀行、㈱みちのく銀行、㈱北洋銀行、㈱北海道銀行、

六花亭製菓㈱、北海道旅客鉄道㈱、みちのくコカ・コーラボトリ

みずほ証券㈱、小野田ケミコ㈱、紅屋商事㈱、㈱セコマ、日本

ング㈱、青森県農業信用基金協会

放送協会、㈱熊谷組、独立行政法人国際観光振興機構、㈱デー

員 青森県

公務員 厚生労働省、経済産業省、岩手県労働局、東北管区警察局、

リー東北新聞社、㈱ニトリ
公務員 厚生労働省、札幌国税局、東京国税局、北海道経済産業局、

青森県、新潟県、青森市、弘前市、八戸市、平川市、三沢市、

東北経済産業局、北海道労働局、函館地方検察庁、青森地

札幌市、北上市、板柳町

方裁判所、青森県、秋田県、北海道、弘前市、むつ市、平
川市、札幌市、函館市、旭川市、藤崎町
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就活成功体験記
CASE

た け い し
た

ふ み

い ち

こ

秋田県立能代高校出身

き

武石 太一

さ

お お さ わ
の
の

早めの行動に損はなし！

な り さ わ
こ う へ い

り

１年間のカナダ留学や、台湾にりんごを PR する実習を経て、外国への興味が強くなり、海外で事業展開をして
いる企業で働きたいと思っていました。３年生の７月から、業界を問わずに 10 社以上のインターンシップに参加
したのですが、製造関係の企業説明に興味を抱くことが多く、この業界が向いていると感じました。関東圏のほ
うが就活に関する情報が多く、選考の案内も青森に比べると早いです。東京にいる友人と連絡を密にして、最新
情報を積極的に得ることに力を注ぎました。就職活動は締め切りを意識したスケジューリングが大事です。また、
英検や TOEIC など、希望する企業に関する資格を取得しました。努力した様子を伝えやすく、エントリーシー
トや面接の際も、エピソードとして活用することができたので大変役立ちました。

ば
ば

社会経営課程
地域行動コース４年

しゅん
た

ま

青森県立三沢高校出身

か ず

年

む ら

馬場 峻太

た

文化創生課程
多文化共生コース

｜株式会社吉田産業

内定先

希望の就職先に積極的にアプローチ
生まれ育った青森県に貢献したいと思っていたので、働くなら地元の企業と決めていました。３年生の６月頃か
ら色々と調べ始め、その年の夏には今の内定先に行きたいと決めて、説明会等のイベントに積極的に参加し続け
てきました。早めに動いた甲斐もあって、４年生の４月に内々定を頂くことができました。いま振り返ると、説明
会で知り合った社員の方が弘前大学出身ということで親近感もあり、積極的に話せたことがラッキーだったと思
います。私の選択した地域行動コースではフィールドワークも多く、現地の人と接触を図るべく、自分から積極
的に行動する姿勢が求められます。就活も同じで、
動き出さないと何も始まりません。建材商社なので、
生まれ育っ
た地域の特性を考えながら、最適な素材をお客様につなげる役割ができたらいいなと思います。

｜株式会社北洋銀行

内定先

み の
わ

社会経営課程
地域行動コース４年

ゆ う
か

の り

札幌第一高校出身

み

箕輪 祐香

さ ん の へ

三戸 美律

社会経営課程
経済法律コース４年

就活とは自分を学ぶこと
私が就職活動で大切だと思うことは自己理解です。自分という人間を売り込むためには、自分自身を理解してい
なければなりません。私自身、４年生の４月に東京の企業で内定を頂いた後に自分と向き合いました。私は何が
好きで何をやりたいのか、どんな人間になり、どんな生き方をしたいのか。自問自答を繰り返した結果、地元の
青森に貢献したいという答えにたどり着きました。準備期間は短かったですが、
５月から青森県内での就活を始め、
７月に内定を頂くことができました。面接対策でも自己分析に時間を割き、友人や家族など客観的な目線から見
た自分について聞いてみると、自分の知らない意外な一面を知ることもできました。就活は単なる試験対策では
なく、人生と深く向き合う大切さを気づかせてくれるかけがえのない機会だったと感じています。

社会経営課程
企業戦略コース４年

成澤 幸平

じ ゅ

北海道北見柏陽高校出身

あずま

文化創生課程
多文化共生コース４年

｜積水化学工業株式会社

自発的な行動が武器になる！

10

胆振東部地震で北海道に住む家族と連絡が取れない怖さを味わった経験から、インフラ業界を志望しました。企
業分析ではホームページや説明会の情報をはじめ、志望する企業が関わっている事業や発電所のことなどを、企
業別にエクセルにまとめて学んでいました。自己分析においても過去の自分が、どのような活動をどんな気持ち
で取り組んでいたかなどを思い返し、細かくノートに書き綴っていました。自分なりに試行錯誤してわかったの
は就職はゴールではないということです。将来を見据えて入社後に何をしたいのかを意識しないと、面接でも薄っ

内定先

２年生の時にフットサルサークルを立ち上げました。既存のサークルはあったのですが、未経験者でもフットサ
ルをやってみたいという声がきっかけです。また、所属していた学生団体「弘前グローカル・アクション」では、
仲間たちと協賛金を集める営業を行い、フランス文化を発信するイベントを主催しました。自分が行動を起こす
ことで感謝される経験から、人の役に立てる仕事がしたいと地方公務員の仕事を選びました。私は本格的に勉強
を始めたのが３年生の終わり頃と、周りの公務員志望の友人たちと比ると、かなり遅れをとっていました。焦り
もありましたが、サークルの立ち上げやイベントを主催した経験が、面接時のエピソードとなって他の人達より
もアピールできたと思います。３年生までにボランティアや課外活動など、何か行動を起こすことが重要です。

CASE

就活がゴールではなく、その先で何をするか

ぺらな回答になってしまいます。私の場合だと災害に負けない町をつくりたいという夢があったので、就職はそ
の手段と捉えて面接に望みました。少し勇気のいることでしたが、おかげで第一歩を踏み出せました。

か

お

09

社会経営課程
企業戦略コース４年

北海道札幌啓成高校出身

ま

大澤 乃々果

き

文化創生課程
文化資源学コース４年

す ず

CASE

｜株式会社青森銀行

Faculty of Humanities and Social Sciences

08

家族で毎年行く旅行が楽しみで、以前から憧れていた観光業界を選びました。３年生の夏から就職活動を始め、
早期選考で受けていた企業の最終面接まで進んだのですが、油断からか内定を頂くことができませんでした。そ
の後は焦って就活を進めていましたが、提出書類の締切に間に合わなかったり、企業研究が十分でなかったため
に面接で苦戦することが辛かったです。私はアクセサリーを自分で作って、イベントや SNS で販売しています。
欲しいものは自分で作るという家庭環境だったので、普通だと思っていましたが、お客様から感謝をされると「私
にしかできないことなんだ」と感じるようになりました。同じような経験をしている人が少なく、このエピソード
を面接で話すと、深く聞いてもらうことができたので、アピールにも役立ったと思います。

内定先

青森県立五所川原高校出身

25

田村 航真

05

｜北海道電力株式会社

就活で油断は禁物、面接は自分らしさを PR

｜仙台市役所

4

CASE

公務員試験勉強は量と効率がポイント
子供の頃からゲームが好きで、大学３年生までは秋田市に本拠地を置く e スポーツチームに所属していました。
入学時から公務員を志望していて、２年生から公務員講座を受講してましたが、最初は授業に耳を傾ける程度。
本格的に勉強を始めたのは３年生の秋からでした。遅れをとった分、焦りもあって誰よりも長く机に向かうこと
を心がけました。勉強に費やした時間は裏切りません。その中で効率を意識することも重要です。配点が多い科
目と低い科目で勉強量の配分を行ったり、疲れたら時間を設定して休んだりと、効率よく行動すれば目標への近
道ができます。これはゲームと似ている感覚かもしれません。故郷の秋田を盛り上げるために、ゲームを活用し
た地域振興にも取り組んでみたいと思っています。

内定先

進捗状況を報告し合いながらモチベーションを保っていました。そして時には勉強しない日を設けて、おいしい
ものを食べてリフレッシュしていました。焦らずじっくり準備をすれば、結果がついてくると思います。

内定先

岩手県立盛岡北高校出身

CASE

07

公務員を志望していたので、３年生の春から大学生協が主催する公務員講座を受けていました。公務員の勉強は
量も膨大で、抑えるべきポイントもわかりません。講座では情報や教材が充実していることに加え、プロの外部
講師との模擬面接なども経験できて大いに役立ちました。公務員を目指す勉強期間は１年以上と長く、模試の成
績が悪いと落ち込むこともあります。また、民間企業よりも合否の発表が遅いので、友人たちが内定をもらって
就活を終える様子を見ていると焦りも出てきます。私の周りには公務員講座を受けている友人が多かったので、

｜ルートイングループ

東 樹里

04

CASE

公務員講座で対策は万全

内定先

北海道函館中部高校出身

CASE

｜秋田県庁

内定先

オンラインだから見つけられた修正点

｜仙台出入国在留管理局
宮城県多賀城高校出身

03

06

大学１年生の帰省中に胆振東部地震を経験しました。様々なライフラインが停止した中で、何よりも衝撃的だっ
たのが携帯電話の基地局がダメージを受け、情報が途絶えたこと。その経験から重要な拠点を支えるメーカーの
仕事に携わりたいと志望しました。自分のやりたいことを早めに見つけ、インターンシップに参加するなどして企
業分析を進めることは大切です。だけど最も手軽な就活は「えっと」や「なんか」をやめること。面接を意識す
ると、無意識に使っている若者言葉や口癖に気付かされます。私はオンライン中心で、就活を終えた先輩たちに
相手をしてもらい、面接練習を行いました。対面での面接練習なら身振りや立ち振舞でカバーできますが、オン
ラインだと画面と音声の情報に頼るしかないので、口癖や話し方の問題点が明確にわかると思います。

内定先

鈴木 麻生

CASE

さ

北海道札幌東高校出身

02

佐々木 史子

CASE

CASE

社会経営課程
経済法律コース４年

｜日東工業株式会社

内定先

文化創生課程
文化資源学コース４年

01

他人と話す経験を積めば面接は怖くない
元々は海外展開をしている食品関連会社で働きたいと思っていました。しかし就職活動を進めるうちに、
「地元
の北海道の経済は中小企業が支えていて、その多くが後継者不足で悩んでいる」という実情を知り、そういった
方々を地域密着でサポートできる、銀行員の道を選びました。知らない人と話す経験は積んでおいて損はないで
す。私は人見知りな性格なのですが、小さなお寿司屋さんでアルバイトをしていたおかげで、大人と話す環境が
身近にありました。また、タイに 1 ヶ月ほど留学した時にも、現地の人達と積極的に会話をするよう心がけました。
面接時はどうしても緊張してしまいましたが、他人と話すことに慣れていたおかげで、スムーズに話せたような
気がします。将来は地元企業が作る美味しいものを、全国・海外に PR する仕事をしてみたいです。
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卒業生メッセージ

大学院
学部4年次から大学院の単位を修得できる先行履修制度を導入しています

新しいことに挑戦できる環境がそこにある
関わる仕事をしています。そのた

五所川原市役所
ふ

く

い

ま

り

福井 麻里

文化創生課程文化資源学コース卒業 （2020年度）
（青森県立五所川原高校出身）

め、現在の部署で在学中に学んだ
専攻の知識を活かせる機会はほと

人文社会科学研究科 〜人文社会科学の深奥を極める〜
現代は、変化と可能性に富んだ「グローバル化と共生の時代」です。現象や物事を根本から考え抜くことと、最新研究を領域横断的に俯瞰して
課題を広くとらえることの両方が求められています。
こうした現代の社会的要請に対応するため、
領域横断的な教育を含む、
独自の特色あるカリキュ
ラムを設定しています。人文社会科学のほぼ全分野を網羅する教員構成も魅力で、人文社会科学の深奥を究めるための最良の場になっています。

んどありません。しかし、講義や

人文社会科学研究科〈修士課程〉

ゼミナールで学んだ、様々な角度
から物事を考える視点は、数多く
のケースがある現在の部署で非常

私は 2020 年に人文社会科学部文化創生課程文化資源学コースを卒
業し、現在は五所川原市役所に勤めています。
青森県の文化について興味があったことから、大学は地元で様々な文

社会に出て感じたことは、勉強

化を学べる弘前大学の文化創生課程に進学しました。講義では青森県内

中で気づいたことや身につけたこ
とも、将来の自分に繋がっている

めることができました。また、文化財の大切さを知り、日常生活の中に

ということです。成功も失敗も、原因や学んだことは、次に挑戦したと

関心を持てることも増えました。

きに気をつけて改善することができます。勉強したことや大学生活での

講義と実習を通して考古学に興味を持ち、ゼミナールは北日本の縄文・

大学院人文社会科学研究科の
ホームページはこちらから

した内容はもちろん、大学生活の

だけでなく、様々な時代や地域、分野から幅広く文化を学び、知識を深

弥生時代を中心に研究する日本考古学を専攻しました。座学や論文だけ

人文社会科学専攻

に役に立っています。

経験は、現在の生活と仕事に繋がっていると多々感じています。

文化芸術コース

現代共生コース

政策科学コース

文化財論、日本語・日本文学、
思想・芸術科学

言語科学、歴史地域学、
国際地域論、現代法政論

経済・統計分析、政策評価、
会計情報

大学では、講義や資格取得、進路等、多くの選択する場面があります。

でなく、実際に資料に触れる機会が多くあったため、研究や文化財をよ

はじめは戸惑うかもしれませんが、まずはいろんなことに注目してみて

り身近に感じることができたと思います。

ください。そして、大学は高校や就職後に比べると時間があり、新しい

そして、進路について、入学当初ははっきりと決めていませんでした

ことに挑戦しやすい環境ですので、興味があるものを見つけてどんどん

が、元々地元に愛着があったことと、講義を受けるうちに、地域のため

挑戦してみて欲しいと思っています。大学生活の中で、社会に出る前に

に公共の面から貢献したいという気持ちが生まれたことから、現在の職

得られることがきっとあるはずです。いろんなことに挑戦して、素敵な

種を選択することを決めました。現在の所属部署では、国民健康保険に

大学生活をお過ごしください。

地域共創科学研究科

〜未来を切り拓くフロントランナーに〜

人口減少が進む日本の地方では、コミュニティの維持や産業の発展が困難な状況にあります。 地域共創科学研究科は、この現状を打破する
ために、大学の専門的な知識と地域社会が持つ実践的な知識を交差させ、新しい価値を共に創造することを「地域共創」と位置づけ、地域共
創を科学する研究科を目指します。異なる研究分野を持つ学生が集まり、互いの専門性を尊重しながら地域課題解決に取り組みます。

地域共創科学研究科〈修士課程〉
大学院地域共創科学研究科の
ホームページはこちらから

教員として必要な力を身に付けることができた 4 年間
卒業後は北海道の高校で、全学

北海道福島商業高校
た け う ち

竹内

地歴公民科教諭

かえで

楓

現代社会課程法学コース卒業（2018年度）
（青森県立青森南高校出身）

年の地理歴史・公民科の授業を担

地域リノベーション専攻〈社会学×工学〉

産業創成科学専攻〈農学×経営学〉

コミュニティデザイン（社会学）
レジリエンステクノロジー（工学）

食産業イノベーション（農学）
グローカルビジネス（経営学）

当しています。最初こそ 5 科目担
当すること、地元を離れることが
不安でしたが、今は毎日生徒達か
ら元気をもらいながら、新しい発

研究生活を
語る

見と学びを楽しんでいます。なか
私は 2019 年に人文学部現代社会課程法学コースを卒業し、現在は北

なか思うようにいかない場面も、

海道で高校教員をしています。小さいころから「先生」という職業に魅

自分なりに振り返って、再度考え、

力を感じており、大学進学の時に興味があった社会科教員を目指して、

行動することができているのは、

私は高校卒業後、首都圏の大学に進

も中央から見た他国、という視点にな

地元の弘前大学に進学することにしました。

大学で「考え、行動する」ことを

学してそのまま大学院で学んでいまし

りがちです。弘前にいるからこそ、地方

大切にできたからだと思っていま

た。青森にまつわる歴史研究をしてい

から中央という双方向な視点を養うこ

学後に色々な基礎科目を学んでいく中で法律に興味が湧き、ちょっとし

す。これからも常に自己研鑽を行い、生徒達と一緒に成長し続ける教員

たのですが、研究を深めるには地元の

とができました。また、ゼミが小規模

た好奇心から法学コースを選択し、3 年次からは刑法ゼミに所属しまし

でありたいと考えています。

大学が良いと感じて、地元の弘前に戻っ

なので、担当教員からきめ細かい指導

てきました。

を受けられるのも魅力です。

元々は社会行動コースで学べる内容に興味があったのですが、大学入

た。コースやゼミで学んだ内容が、今の職業に直接つながることはあま

大学に入ったばかりの私は、教員になるための勉強だけを頑張ろうと

り多くはありませんが、考え方のプロセスに注目すること、物事を多角的、

思っていました。しかし、実は自分の気付いていないところにも将来に

多面的に見る方法、何よりも 1 つの物事についてじっくりと考えること

つながる「学び」がたくさんあったということを今、働きながら感じて

の大切さなど、教員として働いていくために必要な力を身につけること

います。興味のあることは自ずと学んでいくことになると思いますが、

ができたと思っています。また、通常の授業と合わせて教職課程の授業

やらなければならないことの中にも様々な「学び」があるはずですので、

をとることは、コマ数が増えて大変でしたが、自分では元々興味のなかっ

大切にしてみてほしいと思います。少なくとも私は、大学で経験したす

た分野について知ることができましたし、何よりも他のコースの人との

べてのことが今の仕事に結びついていると思っています。高校生の皆さ

つながりができたことは、貴重な時間だったと感じています。

んも、ぜひ弘前大学に進学して、様々な「学び」をしてみませんか。

Faculty of Humanities and Social Sciences

現在は平安時代における京都と陸奥

私は青森県庁に内定を頂いているの

国の関係について調べています。古来、

ですが、 自身で U ターンを経 験して、

朝廷を取り巻く人達とは違う民族として

歴史や文化をはじめ、青森県の知られ

國學院大學文学部史学科出身

扱われていた、蝦夷と呼ばれる東北の

ざる部分に魅力が溢れていると気付か

楠美 佳奈

人たちが、いかに共生してきたのかを、

されました。身につけた調査力を活か

膨大な量の文献や歴史資料を解読しな

して、地域づくりに関わる仕事をしたい

がら研究を深めています。首都圏にい

と考えています。

人文社会科学研究科 人文社会科学専攻 現代共生コース２年

（くすみ

かな）

（青森県立弘前中央高校出身）
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地方発の目線を養える研究環境

ると資料の数は多いのですが、どうして

HIROSAKI UNIVERSITY

28

Campus Life ｜
■学費（2021 年度の例）
入
授

学

料

業

料

入学試験検定料

受験情報

学生生活支援

■入学定員

■経済支援

282,000 円

535,800 円（年額）／ 267,900 円（半期）

課程

給付型奨学金の受給者は入学料・授業料が支援区分に応じて減免されます。な
お、本学はこの新しい制度の支援対象校に指定されています。また、本制度の

詳細（給付型奨学金の受給者となるための要件等）については日本学生支援機

■奨学金

構（JASSO）のホームページで確認してください。（インターネットで「JASSO
給付型奨学金」をキーワードにして検索してください。）

1. 日本学生支援機構

入学料免除・授業料免除の申請時期や申請方法などについては、本学ホーム

日本学生支援機構は独立行政法人日本学生支援機構法に基づき、教育の機会均

ページのトップページから「受験生の方へ」→「入学料・授業料免除等」と進

等に寄与するために学資の貸与及び支給、その他学生等の修学の援助等を行う

んでいただきますと確認することができます。

機関です。家庭の経済状況、学力、人物等について審査・選考が行われ、決定

されます。なお、給付型奨学金については、後述「経済支援」をご覧ください。

文化創生課程
人文社会
科学部

区分

約 34,000 円〜約 42,000 円

自宅外通学

2万・3万・4万・5万1千から選択

洗濯室、娯楽室等は共用です。

■ 食事は朝と夕の２食ですが、日曜日と祝日は食事がでません。

■ 入寮を希望する場合は、入学前にあらかじめ書類を提出しなければなりません。
必要な書類や手続きについては、学生募集要項に記載されていますのでご覧く

2万〜12万までの間で選択（1万刻み）

ださい。なお、希望者多数の場合は入寮できないことがあります。

■弘前大学生の１ヶ月の生活費【自宅外生】

一種奨学金は併給調整として、貸与月額の上限が制限されます。詳細は、日本学
日本学生支援機構ホームページ奨学金情報
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/

2. 弘前大学生活支援奨学金について
弘前大学では、一時的に経済的理由により生活が困難な学生に対し、生活費に
充てる奨学金を貸与しています。

学生生活実態調査（2019 年）より

弘前大学生１ヶ月の平均生活費

105,450 円

関東圏の大学生１ヶ月の平均生活費

138,560 円

全国の大学生１ヶ月の平均生活費

129,090 円

（１）奨学金の額は、1 人につき 100,000 円を上限とし、貸与回数は原則 1 回
です。

（２）奨学金は原則として一括交付し、無利子です。

先輩や仲間たちと充実した大学生活を送れる
私は「朋寮」という女子専用の寮で暮らしています。寮

行けば笑い合える仲間がいることは、寂しがりやの私に

の最大の魅力は経済的負担の軽減です。１人暮らしに比べ

とって最高の環境です。また１人暮らしであれば、住宅

て食費と家賃、光熱費をかなり抑えることができます。実

トラブル等が起きても１人で対応しなければなりません

は料理が苦手なので、手間を省けるという点でもすごく助

が、みんなで助け合うことができます。寮での暮らしは、

けられています。

充実した学生生活をもたらしてくれます。

文化創生課程

Ⅰ

60名

15名

35名

若干名

20名

45名（※2）

若干名

35名

80名

国）55名 （※1）
数）35名
150名

Ⅱ

課程

大学入学共通テストの利用教科・科目名
教科

国語 を1

科目名等

地歴 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B
社会経営課程
公民 現社、倫、政経、倫政経 から1
（国語選択）
数
数Ⅰ、数Ⅰ・数A、
から1
数Ⅱ、数Ⅱ・数B、
社会経営課程
又は2
（数学選択）
簿、情報
物理基礎、化学基礎、
生物基礎、地学基礎、
文化創生課程

物理、化学、生物、地学

社会経営課程 外

英語 を1

文化創生課程
社会経営課程

個別学力検査等
教科等

から1

大学入学共通テストの配点

科目名等

国語 地歴 公民 数学 理科 外国語

国

国語総合

外

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ

数

数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B （※2）

外

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ

その他

小論文（※3）

100 100
又は 又は
200 200

200 100 100

から3
又は4

から
1～3

（※1）

300

にしがき

か おり

倍

イベントカレンダー（予定）

4

5

6

7

8

9

● 弘前大学入学試験（前期日程）
2 月 25 日（金）
・26 日（土）
● 弘前大学入学試験（後期日程）
3 月 12 日（土）

● 大学入学共通テスト
1 月 15 日（土）
・16 日（日）

10

11

12

合計
点

300

600 1500

300

600 1500

200 900

900

900 1800

300

その他

小論文

その他

個人面接
（プレゼンテーション含む）

その他

出願書類（学習計画書）

■入学者の内訳

■入学者の出身地

志願者数……848 名

2021

計

個人面接

小論文

学習計画書

合計点

200

200

100

500

○大学入学共通テストの受験を要する教科・科目数を超えて受験している場合は、得点の高い教科・科目の成績を用います。
ただし、「理科」については、第１解答科目の成績を優先して用います。
（※ 1）理科は次の A ～ D のいずれかのパターンを満たしてください。
A 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から 2 科目選択
B 物理、化学、生物、地学から 1 科目選択
C 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から 2 科目選択及び物理、化学、生物、地学から 1 科目選択（同一名称を含む科目同士の選択も認める）
D 物理、化学、生物、地学から 2 科目選択
人文社会科学部では、「数学」、「理科」の組み合わせで成績を利用するため、科目数不足とならないよう注意してください。
（例）
「数学」が 1 科目の場合は、「理科」は C 又は D パターンでの受験が必要です。
（※ 2）一般選抜（前期日程）の個別学力検査「数学 B」の出題範囲は、「数列、ベクトル」とします。
（※ 3）一般選抜（後期日程）の「⼩論⽂」は２つの試験時間に分けられており、どちらも受験する必要があります。

■入試倍率

北海道苫小牧東高校出身

■ 弘前ねぷたまつり
8 月 1 日（日）〜 7 日（土）
● 弘前大学 オープンキャンパス
8 月 8 日（日）

300

100 100
又は 又は
200 100 100 200 200 200 900

入学定員……265 名

● 入学式
4 月 5 日（月）
■ 弘前さくらまつり
4 月 23 日（金）〜 5 月 5 日（水）

国語 数学 理科 外国語 小論文 面接

300

［6教科7科目又は6教科8科目］

大学入学共通テストは合否判定には使用しま
せん。ただし、合格者は大学での学習の準備
のために、大学入学共通テストを受験する必
要があります。

個別学力検査等の配点
計

（2021 年度入学）

西垣 歌織

多文化共生コース２年

に乗ってくれる先輩がいることや、廊下や公共スペースに

265名

私費外国人
留学生入試

社会人入試

後期日程

人文社会科学部の入学状況

寮に入らなければ知り合えなかったであろう同級生や、
先輩たちとの出会いも私の宝物です。2 人部屋なので相談

総合Ⅰ

弘前大学生活協同組合

生支援機構ホームページをご確認ください。

計

理
一般後期

日本学生支援機構の給付型奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、第

人文社会科学部

2万・3万・4万5千から選択

■ 各室には、ベッド、机、椅子、本棚等が設置されています。食堂、洗面所、浴室、

一般前期

自宅通学

155名

総合型選抜

前期日程
110名

社会経営課程

文化創生課程 国

（食費（朝夕２食）および光熱水料等を含む）

貸与月額（円）

一般選抜

（※ 1）人文社会科学部「一般選抜（前期日程）」の国）は個別学力検査における国語選択者、数）は数学選択者の募集人員です。
（※ 2）総合型選抜Ⅰの募集人員 45 名には、専門高校枠（商業高校等枠）8 名を含みます。

学部

■ 月額

入学定員

■受験の区分等および配点一覧

■学生寮

●学部入学者の貸与月額（2021 年度の例）

第二種奨学金
（有利子）

学部

将来返還する必要のない「給付型奨学金」の給付対象者が拡充されると同時に、

17,000 円

第一種奨学金
（無利子）

募集人員

2020 年 4 月から「国の新しい修学支援制度」が開始されました。これにより、

2022

1

2

3

北海道
73 名
青森 151 名
秋田 19 名

率……3.20 倍
既卒他
23名

女
165名

計

山形 3 名
※

279 名

宮城 6 名

中部地方 3 名
男
114名

新卒
256名

4

岩手 14 名

関東地方 5 名
近畿地方 2 名

● 弘前大学開学記念日
5 月 31 日（月）
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● 弘前大学総合文化祭
10 月 22 日（金）〜 24 日（日）

● 卒業式
3 月 23 日（水）

● 2022 年度入学式
4 月上旬予定

※私費外国人留学生 3 名は含まない。

九州地方 2 名

その他（高卒認定・埼玉県）1 名

HIROSAKI UNIVERSITY
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