
 
 

◆森里海連環学教育プログラム 
2016年度 科目一覧 
（必修科目） 

科目名 担当教員 科目コード 開講期 提供部局 単位 

流域・沿岸域統合管理学 山下 洋*ほか 01 前期 地球環境学舎 2 
森里海国際貢献学I 教育ユニット教員 02-1 前期 

教育ユニット 
1 

森里海国際貢献学II 教育ユニット教員 02-2 後期 1 
 
（履修推奨科目） 

科目名 担当教員 科目コード 開講期 提供部局 単位 
インターンシップ 教育ユニット教員 03 通年(随時) 

教育ユニット 
2 

森里海特別研究 教育ユニット教員 04 通年 2 
 
（選択科目） 

科目名 担当教員 科目コード 開講期 提供部局 単位 

総

合 

地球環境政策・経済論 宇佐美 誠 11 前期 

地球環境学舎 

2 

地球資源・生態系管理論
 

舟川 晋也， 
柴田 昌三*，山下 洋* 

13 前期 2 

環境倫理・環境教育論 シンガー ジェーン，

浅利 美鈴  
14 前期 2 

発展途上国における強制移住 シンガー ジェーン 15 前期前半 1 
環境管理リーダー論 
（環境リーダー論A） 藤井 滋穂ほか 19 前期後半 1 

サステナ最前線 
（サステナビリティ学最前線） 森 晶寿 20 前期 2 

地域環境リーダー論 吉積 巳貴* 22 前期 

人間・環境学研究科 

2 
政策デザインII 
（社会制度論2） 佐野 亘 24 前期 2 

森里海に関する公共政策の評価II 
（社会環境制度評価論2） 浅野 耕太 26 前期 2 

森 

生態系生産動態論 大澤 晃，岡田 直紀 31 前期後半 
地球環境学舎 

1 

森里海連環の理論と実践
 

柴田 昌三*，教育ユニ

ット教員
 32 前期後半 1 

森林生産利用学（森林利用学特論I） 大澤 晃 36 前期 

農学研究科 
（森林科学専攻） 

2 
森林集水域における生物地球化学

（森林情報学特論I） 吉岡 崇仁，中島 皇 37 後期 2 

山地保全学（山地保全学特論） 小杉 賢一朗， 
中谷 加奈 

38 後期 2 

持続的森林管理学 
（森林育成学特論I） 

德地 直子， 
長谷川 尚史 

39 後期 2 

熱帯地域の環境と農業 
（熱帯農業生態学特論） 縄田 栄治 42 前期 農学研究科 

（地域環境科学専攻） 
2 

里 

里山と流域環境 
（景観生態保全論）

 

柴田 昌三*， 
深町 加津枝

 51 前期前半 

地球環境学舎 

1 

持続的農村開発論
 

星野 敏*
 53 前期前半 1 

流域水環境の管理 
（流域水環境管理論）

 

藤井 滋穂，田中 周
平，原田 英典

 54 前期前半 1 

環境保全の理念と実践 清水 夏樹*，ラヴァル

ニュ エドワルド* 
55 前期 

農学研究科 
（地域環境科学専攻） 

2 

多様性保全の法政策 清水 夏樹*，ラヴァル

ニュ エドワルド* 
56 後期 2 

大気と水の環境学（水環境工学） 川島 茂人
 59 前期 2 



 
 

農業害虫管理と生態機能 
（生態制御学特論） 刑部 正博 60 前期 2 

農村土地利用計画論 星野 敏*
 61 前期  

生物地球化学 舟川 晋也 62 後期 2 
流域沿岸政策論 吉積 巳貴* 72 後期 人間・環境学研究科 2 

海 

水圏光合成微生物学 
（生命環境共生論2） 

宮下 英明 71 後期 人間・環境学研究科 2 

里海学 山下 洋* 73 後期前半 

地球環境学舎 

1 
沿岸の環境保全 横山 壽* 74 後期後半 1 

海洋生態系と生物多様性 
ラヴァルニュ エドワ

ルド* 
75 前期後半 1 

海洋環境の法と政策 
（応用生物科学特別講義VII） 

加々美 康彦 77 前期集中 

農学研究科 
（応用生物科学専攻） 

1 

海洋生物資源の国際管理 
（応用生物科学特別講義VIII） 

八木 信行 78 前期集中 1 

海洋生態学（海洋生態学特論） 山下 洋*，益田 玲爾 80 前期集中 2 
 
 
（英語スキルアップ講座） 

科目名 担当教員 科目コード 開講期 提供部局 単位 
英語スキルアップ講座 （外部講師） － 前期 教育ユニット － 

 
（科目名欄の（ ）内は，提供部局における科目名称） 
（担当教員欄の * はユニット所属教員，それ以外はユニット協力教員） 

 
 


	◆森里海連環学教育プログラム

