
科目一覧（学則第２１条の別表１） 注）この科目一覧にある科目は、開講する予定のものであり、変更になる場合があります。

　共通科目　（必須） 825

ページ レベル 科目名 主担当 担当者 授業方法 開講時期 時間数

C-1 共通 森林から木材、暮らしへⅠ 柳沢直 担当教員 講義・実習 前期 75

C-2 森林から木材、暮らしへⅡ 柳沢直 担当教員 実習 前期 30

C-3 森林文化 川尻秀樹 科長 講義 2年間通年 30

C-4 日本の森林・岐阜県の森林 横井秀一 講義 前期 15

C-5 森林の姿 横井秀一 実習 通年 30

C-6 樹木同定実習 柳沢直 津田格 / 玉木一郎 実習 前期 30

C-7 林業・林産業体験実習 原島幹典
杉本和也 / 吉野安里 / 伊佐治彰祥 /
 横井秀一 / 池戸秀隆

実習 通年 30

C-8 木材利用・流通 吉野安里 実習 前期 30

C-9 刃物の研ぎ 久津輪雅 川尻秀樹 実習 前期 15

C-10 地域活性化概論 原島幹典 講義 通年 30

C-11 救急法講習1 萩原裕作 実習 前期 15

C-12 救急法講習2 萩原裕作 実習 前期 15

C-13 コロキウム 柳沢直 担当教員 講義 2年間通年 30

C-14 課題研究 担当教員 実習 ２年間通年 450



科目一覧（学則第２１条の別表１） 注）この科目一覧にある科目は、開講する予定のものであり、変更になる場合があります。

　林業系科目　（選択） 1380

ページ レベル 科目名 主担当 担当者 授業方法 開講時期 時間数

C-15 基礎Ⅰ 林業の概観 横井秀一 講義 前期 30

C-16 森林立地 柳沢直 講義・実習 後期 30

C-17 造林の基礎 横井秀一 講義 前期 30

C-18 森林調査法１ 津田格 横井秀一 / 柳沢直 / 玉木一郎 実習 前期 30

C-19 森林調査法２ 津田格 横井秀一 実習 後期 15

C-20 森林獣害 伊佐治彰祥 原島幹典 講義・実習 後期 30

C-21 森林公共政策 伊佐治彰祥 非常勤講師 講義 後期 15

C-22 木質バイオマス資源の利用 杉本和也 講義・実習 前期 45

C-23 安全管理の推進 杉本和也 講義 前期 30

C-24 刈払機入門（安全衛生教育） 原島幹典
杉本和也 / 伊佐治彰祥 / 池戸秀隆 /
 横井秀一

講義・実習 前期 15

C-25 チェーンソー入門（特別教育） 原島幹典
杉本和也 / 伊佐治彰祥 / 池戸秀隆 /
横井秀一

講義・実習 前期 30

C-26 基礎Ⅱ 森林経営 杉本和也 講義 前期 30

C-27 森林政策・森林計画 池戸秀隆 講義・実習 後期 30

C-28 森林情報 川尻秀樹 非常勤講師 講義・実習 後期 30

C-29 森林施業と森林生態 横井秀一 講義 後期 15

C-30 森林病虫害 津田格 講義・実習 後期 30

C-31 野生動物捕獲実習 伊佐治彰祥 原島幹典 実習 後期 30

C-32 木材生産システムの基礎 杉本和也 講義・実習 後期 30

C-33 生産管理の技術　［偶数年度］ 杉本和也 講義・実習 前期 30

C-34 大型特殊 池戸秀隆 実習 通年 15

C-35 小型移動式クレーン運転技能講習 池戸秀隆 講義・実習 後期 30

C-36 玉掛技能講習 池戸秀隆 講義・実習 後期 30

C-37 車両系建設機械運転技能講習 池戸秀隆 講義・実習 前期 15

C-38 不整地運搬車運転技能講習 池戸秀隆 講義・実習 前期 15

C-39 フォークリフト運転技能講習 池戸秀隆 講義・実習 前期 15

C-40 車両系木材伐出機械の特別教育 池戸秀隆 杉本和也 / 伊佐治彰祥 講義・実習 前期 60

C-41 高性能林業機械操作基礎 杉本和也 池戸秀隆 / 伊佐治彰祥 講義・実習 前期 60

C-42 発展Ⅰ 森林評価・収穫調査 池戸秀隆 講義・実習 前期 30

C-43 多様な森林施業 横井秀一 講義 後期 30

C-44 森林施業演習 横井秀一 実習 前期 60

C-45 林業事例調査１ 横井秀一 池戸秀隆 / 杉本和也 / 伊佐治彰祥 実習 通年 30

C-46 林業事例調査２ 横井秀一 池戸秀隆 / 杉本和也 / 伊佐治彰祥 実習 通年 30

C-47 林業路網 池戸秀隆 杉本和也 講義・実習 後期 30

C-48 林業架線作業主任者講習 池戸秀隆 杉本和也 / 伊佐治彰祥 講義・実習 通年 120

C-49 発展Ⅱ 森林経営の構築 杉本和也 講義 後期 30

C-50 森林経営計画実習 横井秀一 実習 後期 60

C-51 施業プランナー演習 横井秀一 講義・実習 通年 75

C-52 市場経済と林業経営　［奇数年度］ 杉本和也 講義 後期 30

C-53 木材の販売戦略 伊佐治彰祥 非常勤講師 実習 前期 30

C-54 木材生産システムの応用 杉本和也 実習 前期 30

C-55 架線集材指導実習 杉本和也 池戸秀隆 / 伊佐治彰祥 実習 後期 30



科目一覧（学則第２１条の別表１） 注）この科目一覧にある科目は、開講する予定のものであり、変更になる場合があります。

　森林環境教育・木育系科目　（選択） 900

ページ レベル 科目名 主担当 担当者 授業方法 開講時期 時間数

C-56 基礎Ⅰ パーマカルチャー実習 ① 萩原裕作 非常勤講師 実習 前期 15

C-57 環境教育プログラム体験実習 萩原裕作 実習 前期 15

C-58 ESD・森林環境教育・木育・IP概論 松井勅尚 嵯峨創平 / 萩原裕作 / 原島幹典 講義 前期 15

C-59 里山の整備と遊歩道づくり体験 萩原裕作 原島幹典 実習 後期 15

C-60 環境教育指導者のための伐木＆搬出体験（人力） 萩原裕作 原島幹典 実習 後期 15

C-61 環境教育指導者のための伐木＆搬出体験（機械） 萩原裕作 杉本和也 / 池戸秀隆 実習 前期 15

C-62 環境教育指導者のための手工具 松井勅尚 萩原裕作 講義・実習 前期 15

C-63 グリーンウッドワークⅠ 久津輪雅 萩原裕作 実習 前期 15

C-64 森で過ごす 萩原裕作 実習 後期 15

C-65 森林環境教育現場訪問1 萩原裕作 実習 後期 30

C-66 森林環境教育現場訪問2 萩原裕作 実習 後期 30

C-67 基礎Ⅱ 簡易製材（チェンソー製材）体験 萩原裕作 伊佐治彰祥 実習 前期 15

C-68 パーマカルチャー実習 ② 萩原裕作 非常勤講師 実習 後期 30

C-69 森のようちえん実習 ② 萩原裕作 実習 通年 15

C-70 環境教育プログラム指導　基礎実習 萩原裕作 実習 通年 15

C-71 自然体験活動実習（キャンプカウンセラー体験） 萩原裕作 実習 通年 30

C-72 森林空間利用プログラムと事業化 嵯峨創平 実習 通年 30

C-73 地域の暮らしを考える 原島幹典 非常勤講師 実習 通年 30

C-74 グリーンウッドワークⅡ 久津輪雅 萩原裕作 実習 後期 30

C-75 木工木育教材開発 松井勅尚 実習 後期 15

C-76 木工木育講座の基礎Ⅰ 松井勅尚 講義・実習 後期 15

C-77 木工木育講座の基礎Ⅱ 松井勅尚 講義・実習 後期 15

C-78 発展Ⅰ 自然体験の企画と指導（実習） 萩原裕作 実習 通年 15

C-79 森のようちえん指導実習 萩原裕作 実習 通年 15

C-80 里山プロジェクト実習１（薪・粗朶） 柳沢直 津田格 / 玉木一郎 実習 後期 30

C-81 里山プロジェクト実習２（里山林の管理と植生） 柳沢直 津田格 / 玉木一郎 実習 前期 15

C-82 木工木育講座の実践 松井勅尚 実習 通年 60

C-83 グリーンウッドワークⅢ 久津輪雅 萩原裕作 実習 後期 30

C-84 森林環境教育プロジェクト１ 萩原裕作 実習 通年 60

C-85 森林環境教育プロジェクト２ 萩原裕作 実習 通年 60

C-86 発展Ⅱ 木工木育講座の普及研修指導 松井勅尚 実習 通年 60

C-87 森林環境教育プロジェクト３ 萩原裕作 実習 通年 60

C-88 森林環境教育プロジェクト４ 萩原裕作 実習 通年 60



科目一覧（学則第２１条の別表１） 注）この科目一覧にある科目は、開講する予定のものであり、変更になる場合があります。

　木造建築系科目　（選択） 1020

ページ レベル 科目名 主担当 担当者 授業方法 開講時期 時間数

C-89 基礎Ⅰ CADの基礎 辻充孝 講義・実習 前期 15

C-90 空間認識 辻充孝 講義・実習 前期 15

C-91 木造建築計画の基礎Ⅰ 廣田桂子 非常勤講師 講義・実習 前期 15

C-92 木の空間における人間工学Ⅰ 廣田桂子 非常勤講師 講義・実習 後期 15

C-93 木造建築環境 廣田桂子 非常勤講師 講義 後期 30

C-94 木質材料 吉野安里 講義・実習 前期 60

C-95 木質建材をつくる 吉野安里 実習 前期 30

C-96 建築構法 小原勝彦 講義・実習 前期 15

C-97 基礎をつくる(自力建設) 小原勝彦 非常勤講師 実習 前期 60

C-98 墨付けと刻み加工(自力建設) 吉野安里 非常勤講師 実習 通年 60

C-99 架構をつくる(自力建設) 辻充孝 非常勤講師 実習 前期 60

C-100 基礎Ⅱ 木造建築CAD 辻充孝 講義・実習 前期 15

C-101 計画演習 辻充孝 実習 前期 15

C-102 木造建築計画の基礎Ⅱ 廣田桂子 非常勤講師 講義・実習 前期 30

C-103 木の空間における人間工学Ⅱ 廣田桂子 非常勤講師 講義・実習 後期 15

C-104 木造建築法規 辻充孝 小原勝彦 講義 後期 15

C-105 地盤調査法 小原勝彦 非常勤講師 講義・実習 前期 15

C-106 木質構造力学・静定 小原勝彦 講義・実習 前期 30

C-107 木質構造力学・不静定 小原勝彦 講義・実習 後期 30

C-108 発展Ⅰ 木造建築の構造設計製図・木拾い術 小原勝彦 辻充孝 講義・実習 前期 30

C-109 木造建築計画の応用 廣田桂子 非常勤講師 講義・実習 前期 30

C-110 構造解析 小原勝彦 非常勤講師 実習 通年 30

C-111 木造建築病理学 小原勝彦 非常勤講師 講義 ２年間通年 60

C-112 木造建築の防火 小原勝彦 非常勤講師 講義・実習 ２年間通年 30

C-113 木質構造設計の基本 小原勝彦 非常勤講師 講義・実習 前期 30

C-114 木造建築の環境性能設計Ⅰ 辻充孝 講義・実習 後期 15

C-115 木材と設備設計 廣田桂子 非常勤講師 講義・実習 後期 30

C-116 生活環境設計 廣田桂子 非常勤講師 講義・実習 前期 30

C-117 建築設備 辻充孝 講義・実習 後期 30

C-118 設計監理法 辻充孝 講義 前期 30

C-119 発展Ⅱ 木質構造設計の応用 小原勝彦 非常勤講師 講義・実習 後期 30

C-120 木造建築の環境性能設計Ⅱ 辻充孝 講義・実習 後期 15

C-121 木造建築の設計製図 辻充孝 実習 前期 30

C-122 木造建築病理学実習 小原勝彦 実習 ２年間通年 30

C-123 木造建築のグリーンデザイン 廣田桂子 非常勤講師 講義・実習 通年 30



科目一覧（学則第２１条の別表１） 注）この科目一覧にある科目は、開講する予定のものであり、変更になる場合があります。

　木工系科目　（選択） 720

ページ レベル 科目名 主担当 担当者 授業方法 開講時期 時間数

C-124 基礎Ⅰ 手工具Ⅰ 久津輪雅 実習 前期 30

C-125 手工具Ⅱ 松井勅尚 講義・実習 前期 30

C-126 手工具Ⅲ 松井勅尚 講義・実習 前期 15

C-127 木工機械使用法Ⅰ(木取り) 和田賢治 実習 前期 30

C-128 つくるための電動工具 和田賢治 実習 前期 15

C-129 木工旋盤の基礎Ⅰ 和田賢治 実習 後期 15

C-130 家具をつくる(自力建設) 和田賢治 実習 後期 30

C-131 木材の適材適所 松井勅尚 講義・実習 後期 15

C-132 デジタルファブリケーションの導入 和田賢治 実習 後期 15

C-133 木材塗装(自然塗料) 久津輪雅 実習 前期 15

C-134 展示会視察 松井勅尚 久津輪雅 / 和田賢治 実習 通年 15

C-135 基礎Ⅱ 木工機械使用法Ⅱ（成形・加工） 和田賢治 実習 前期 30

C-136 電動工具（成形・加工） 和田賢治 実習 前期 15

C-137 木工旋盤の基礎Ⅱ 和田賢治 実習 後期 15

C-138 テーブル制作 和田賢治 講義・実習 後期 30

C-139 木工製図(CAD) 辻充孝 実習 前期 15

C-140 木材塗装(合成樹脂塗料) 久津輪雅 非常勤講師 実習 後期 15

C-141 木工製図(椅子原寸) 久津輪雅 実習 前期 15

C-142 展示会の企画と運営 松井勅尚 久津輪雅 / 和田賢治 実習 通年 15

C-143 伝統工芸 久津輪雅 非常勤講師 実習 前期 15

C-144 木工事例調査 松井勅尚 久津輪雅 / 和田賢治 実習 ２年間通年 30

C-145 木材乾燥事例調査 松井勅尚 和田賢治 講義・実習 後期 15

C-146 発展Ⅰ 商品化 松井勅尚 久津輪雅 / 和田賢治 講義・実習 後期 60

C-147 地域材クラフト開発 松井勅尚 和田賢治 実習 前期 45

C-148 椅子の制作 久津輪雅 実習 前期 60

C-149 収納家具 和田賢治 実習 前期 30

C-150 木材塗装の応用 久津輪雅 非常勤講師 実習 前期 30

C-151 発展Ⅱ 地域材家具開発 久津輪雅 実習 後期 15

C-152 地域材家具制作 久津輪雅 実習 後期 45



科目一覧（学則第２１条の別表１） 注）この科目一覧にある科目は、開講する予定のものであり、変更になる場合があります。

　自然科学系科目　（選択） 270

ページ レベル 科目名 主担当 担当者 授業方法 開講時期 時間数

C-153 基礎Ⅰ 生態学の基礎 玉木一郎 講義 前期 15

C-154 生態系サービス 柳沢直 講義・実習 前期 15

C-155 樹木学実習（着葉期） 横井秀一 実習 前期 15

C-156 樹木学実習（落葉期） 横井秀一 実習 後期 15

C-157 哺乳類・鳥類の生態基礎 柳沢直 非常勤講師 講義・実習 後期 30

C-158 昆虫・魚類同定実習 津田格 玉木一郎 実習 前期 15

C-159 樹木の形態と生理 玉木一郎 講義 前期 30

C-160 森林と海をつなぐ 柳沢直 講義・実習 後期 15

C-161 特用林産物実習（春夏編） 津田格 実習 前期 15

C-162 特用林産物実習（秋冬編） 津田格 実習 後期 15

C-163 有用植物実習（山菜・薬草） 津田格 柳沢直 / 玉木一郎 実習 前期 15

C-164 里山の自然とその保全 玉木一郎 柳沢直 / 津田格 実習 通年 45

C-165 基礎Ⅱ 樹木学指導実習（着葉期） 横井秀一 実習 前期 15

C-166 樹木学指導実習（落葉期） 横井秀一 実習 後期 15
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C-167 基礎Ⅰ 文章表現・作文技術 玉木一郎 講義・実習 後期 15

C-168 情報発信演習 辻充孝 講義・実習 後期 30

C-169 会計の基礎 杉本和也 講義 後期 15

C-170 インタープリテーション実習① 萩原裕作 実習 前期 15

C-171 コミュニケーションワーク 萩原裕作 非常勤講師 実習 後期 15

C-172 ファシリテーション実習 嵯峨創平 実習 前期 30

C-173 山里を知る(聞き書き入門) 原島幹典 講義・実習 前期 30

C-174 プロジェクト１ 担当教員 講義・実習 ２年間通年 15

C-175 プロジェクト２ 担当教員 講義・実習 ２年間通年 30

C-176 プロジェクト３ 担当教員 講義・実習 ２年間通年 45

C-177 プロジェクト４ 担当教員 講義・実習 ２年間通年 60

C-178 基礎Ⅱ インタープリテーション実習② 萩原裕作 実習 後期 15

C-179 コミュニティビジネス起業論（基礎編） 杉本和也 嵯峨創平 講義 後期 30

C-180 山里を伝える(聞き書き実践) 原島幹典 講義・実習 後期 15

C-181 国内研修 担当教員 実習 前期 30

C-182 発展Ⅰ コミュニティビジネス起業論（実践編） 和田賢治 嵯峨創平 / 杉本和也 講義 通年 30

C-183 コミュニティデザイン総合演習 嵯峨創平 実習 通年 60

C-184 インターンシップⅠ 担当教員 実習 通年 30

C-185 発展Ⅱ インターンシップⅡ 担当教員 実習 通年 30


