
登録コード 科⽬名 担当教員 対象

11101101 環境社会学⼊⾨ ⾦澤 謙太郎 全

11101102 環境社会学⼊⾨ ⾦澤 謙太郎 全

11101103 環境社会学⼊⾨ ⾦澤 謙太郎 全

11103101 Low Energy Building（省エネルギー住宅） BRIERLEY MARK ALAN 全

11105101 ライフサイクルアセスメント⼊⾨ 中村 正⾏ 全

11110101 環境科学⼊⾨ 朴 ⻁東 全

11111101 グリーンテクノロジー ⼿嶋 勝弥 全

11112101 環境配慮素材と⾃然エネルギー 北澤 君義 全

11116101 地球環境の歴史 ⼤塚 勉 全

11117101 循環型社会⼊⾨ 松岡 浩仁 全

11117102 循環型社会⼊⾨ 松岡 浩仁 全

11118101 環境とエネルギー 松岡 浩仁 全

11118102 環境とエネルギー 松岡 浩仁 全

11119101 環境エネルギー政策論 茅野 恒秀 全

11201101 ネイチャーライティングのすすめ（環境⽂学Ⅰ）【SUNS】 松岡 幸司 全

11201102 ネイチャーライティングのすすめ（環境⽂学Ⅰ）【EA】 松岡 幸司 全

11202101 環境⽂学のすすめ（環境⽂学Ⅱ）【SUNS】 松岡 幸司 全

11202102 環境⽂学のすすめ（環境⽂学Ⅱ）【EA】 松岡 幸司 全

11203101 ⾃然環境と⽂化 分藤 ⼤翼 全

11203102 ⾃然環境と⽂化 分藤 ⼤翼 全

11203103 ⾃然環境と⽂化 分藤 ⼤翼 全

11203104 ⾃然環境と⽂化 分藤 ⼤翼 全

11401101 環境法⼊⾨ ⼩林 寛 全

11503101 ⽣物と環境 今津 道夫 全

11506101 ⾃然災害と環境 ⼤塚 勉 全

共通教育科⽬（82科⽬）



登録コード 科⽬名 担当教員 対象

11507101 ナノテクと環境 ⽵内 健司 全

11508101 材料の科学と技術(基礎編) 村上 泰 全

11509101 材料の科学と技術(先端編) 村上 泰 全

11601101 ⼈とすまい 柳瀬 亮太 全

11701101 森林サイエンス 武⽥ 孝志 全

11702101 農⼭村と環境 内川 義⾏ 全

11703101 環境と緑の⽂化 ⼤窪 久美⼦ 全

11704101 農環境保全学 齋藤 勝晴 全

11705101 森林・環境共⽣学概論 武⽥ 孝志 全

11902101 環境と⽣命の基礎化学 ⾦⼭ 直樹 全

12120101 モノの世界史 豊岡 康史 全

12145101 ⼭国信州の⾵⼟とくらし（⾵⼟の中の⾐⾷住） ⼩⼭ 茂喜 全

12146101 ⽇本の屋根・信州の⾵⼟と暮らし ⼩⼭ 茂喜 全

13125101 消費社会学⼊⾨ ⽔原 俊博 全

13134101 地域活性化システム論 林 靖⼈ 全

14403101 バイオリソースと⽣命科学 梶浦 善太 全

14404101 ⽣態学⼊⾨ 今津 道夫 全

14501101 地域から学ぶ地球 ⼤塚 勉 全

14705101 ⾷と植物の⽂化論 松島 憲⼀ 全

14706101 応⽤⽣物学への招待 ⽥⼝ 悟朗 全

14706102 応⽤⽣物学への招待 ⽥⼝ 悟朗 全

14706201 ⾷と微⽣物 細⾒ 昭 全

14908101 国際技術論 津⽥ ⼤介 全

15111102 トレッキング 廣野 準⼀ 全

15113101 スポーツフィッシング 杉本 光公 全



登録コード 科⽬名 担当教員 対象

15114101 マリンスポーツ 杉本 光公 全

15116101 アウトドアの達⼈ 古屋 顯⼀ 全

15117101 サバイバル活動 古屋 顯⼀ 全

15118101 スクーバダイビング 古屋 顯⼀ 全

15119101 レジャースポーツ 古屋 顯⼀ 全

15125101 ネイチャースキー 瀧 直也 全

15126101 スノー・スポーツ 杉本 光公 全

16101101 技術とエネルギーの⼊⾨ゼミ ⻄ 正明 全

16103102 ⽣態資源論ゼミ ⾦澤 謙太郎 全

16104102 地球⽩書ゼミ ⾦澤 謙太郎 全

16105101 環境マインドを現場で体験するゼミ ⼤塚 勉 全

16106101 ⼟壌学ゼミ 國頭 恭 全

16510101 ⽂系学⽣のための野外地質学ゼミ ⼤塚 勉 全

16511101 利⼰的遺伝⼦説から⽣物像を描くゼミ 伊藤 靖夫 全

16904101 スポーツ活動論ゼミⅠ 杉本 光公 全

16905101 スポーツ活動論ゼミⅡ 杉本 光公 全

16907101 ドイツ環境ゼミ 松岡 幸司 全

16910101 ⾃然活動論ゼミ 古屋 顯⼀ 全

16911101 ⾃然と⼈間を考えるゼミ 古屋 顯⼀ 全

54001102 ⽣物学A 伊藤 靖夫 MⅠ（医①）

54001103 ⽣物学A 伊藤 靖夫 MⅠ（医②）

54001104 ⽣物学A 伊藤 靖夫 MⅠ（医③）

54001105 ⽣物学A 伊藤 靖夫 TⅠ

54002101 ⽣物学B 今津 道夫 MⅠ（医③）

54002102 ⽣物学B 今津 道夫 FⅠ（⽣）



登録コード 科⽬名 担当教員 対象

54002103 ⽣物学B 今津 道夫 MⅠ（医①）

54002104 ⽣物学B 今津 道夫 MⅠ（医②）

54002105 ⽣物学B 今津 道夫 TⅠ

55001101 地学概論Ⅰ 吉⽥ 孝紀 FⅠ

55001102 地学概論Ⅰ 吉⽥ 孝紀
EⅠ【理】，TⅠ
（質・電情・⽔
⼟・建），FⅠ

55002101 地学概論Ⅱ 齋藤 武⼠ FⅠ

55002102 地学概論Ⅱ 齋藤 武⼠ TⅠ（質・電情・⽔
⼟・建），FⅠ

専⽤科⽬
登録コード 科⽬名 担当教員 対象

11121101 環境マインド実践基礎論 ⾦澤 謙太郎 全※

※環境マインド実践⼈材養成コース受講希望者は必修（同コース専⽤科⽬）。それ以外の学⽣も受講可。

コア科⽬
登録コード 科⽬名 担当教員 対象

11102101 熱帯⾬林と社会 ⾦澤 謙太郎 全

11102102 熱帯⾬林と社会 ⾦澤 謙太郎 全

11102103 熱帯⾬林と社会 ⾦澤 謙太郎 全

11106101 環境と⽣活とのかかわり 加藤 ⿇理⼦ 全

11106102 環境と⽣活とのかかわり 加藤 ⿇理⼦ 全

11120101 環境保全論⼊⾨ 浅野 郁 全

11120102 環境保全論⼊⾨ 浅野 郁 全

11120103 環境保全論⼊⾨ 浅野 郁 全

16111101 アジア開発環境論ゼミ ⾦澤 謙太郎 全

16110101 ⾃然環境⾏政⼊⾨ゼミ 加藤 ⿇理⼦ 全

16110102 ⾃然環境⾏政⼊⾨ゼミ 加藤 ⿇理⼦ 全

16112101 環境マネジメント⼊⾨ゼミ 浅野 郁 全


