
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。

　■エンジニア科　科目一覧 3435

ページ 科目名 主担当 担当者 授業方法 開講時期 時間数

E-1 コロキウム 共通 必須 柳沢直 担当教員 講義 １・２年通年 30

E-2 プロジェクト 共通 選択 柳沢直 担当教員 実習 １年通年 30

E-3 キャリアデザイン１ 共通 必須 小原勝彦 講義・実習 １年通年 30

E-4 総合演習A 共通 選択 池戸秀隆 実習 １年通年 30

E-5 野外宿泊実習 共通 必須 小原勝彦 池戸秀隆 実習 1年前期 30

E-6 インターンシップ 共通 必須 池戸秀隆 実習 1年前期 30

E-7 安全管理の推進 共通 必須 杉本和也 講義 1年前期 30

E-8 情報処理 共通 必須 玉木一郎 辻充孝 / 柳沢直 講義・実習 1年前期 30

E-9 コミュニケーション演習１ 共通 必須 萩原裕作 実習 1年前期 30

E-10 樹と木材を知る１ 共通 必須 柳沢直 津田格 / 玉木一郎 / 松井勅尚 / 吉野安里 実習 1年前期 60

E-11 森の生態 共通 必須 柳沢直 津田格 / 玉木一郎 講義・実習 1年前期 30

E-12 樹木の形態と生理 共通 必須 玉木一郎 講義 1年前期 30

E-13 哺乳類・鳥類の生態基礎 共通 必須 柳沢直 非常勤講師 講義・実習 1年後期 30

E-14 森林の植物 共通 必須 柳沢直 津田格 / 玉木一郎 講義・実習 1年後期 30

E-15 生態系サービス 共通 選択 柳沢直 講義 1年前期 15

E-16 林業を知る 共通 必須 横井秀一 講義 1年後期 15

E-17 測量 共通 必須 伊佐治彰祥 講義・実習 1年前期 30

E-18 測樹 共通 必須 津田格 講義・実習 1年後期 30

E-19 森林政策・森林計画 共通 必須 池戸秀隆 講義 1年後期 30

E-20 森を知る 共通 必須 横井秀一 実習 １年通年 30

E-21 森づくり実習 共通 必須 原島幹典
伊佐治彰祥 / 横井秀一 / 池戸秀隆 / 杉本和
也 / 津田格

実習 １年通年 60

E-22 林木育種・育苗 共通 必須 玉木一郎 講義・実習 １年通年 60

E-23 森づくりの基礎 共通 必須 横井秀一 講義 1年前期 30

E-24 森の立地 共通 必須 伊佐治彰祥 非常勤講師 講義・実習 1年前期 30

E-25 間伐の選木技術 共通 必須 横井秀一 講義・実習 1年後期 30

E-26 チェーンソーの操作基礎（特別教育） 共通 必須 池戸秀隆
杉本和也 / 伊佐治彰祥 / 横井秀一 / 原島幹
典

実習 1年前期 60

E-27 刈払機の操作（安全衛生教育） 共通 必須 池戸秀隆
杉本和也 / 伊佐治彰祥 / 横井秀一 / 原島幹
典

実習 1年前期 30

E-28 伐木造材実習 共通 必須 杉本和也 非常勤講師 / 池戸秀隆 / 伊佐治彰祥 講義・実習 １年通年 90

E-29 林業の道具 共通 必須 伊佐治彰祥 実習 1年前期 30

E-30 伐木実習 共通 選択 杉本和也 池戸秀隆 / 伊佐治彰祥 実習 1年後期 30

E-31 大型特殊 共通 選択 池戸秀隆 実習 １年通年 15

E-32 小型移動式クレーン運転技能講習 共通 選択 池戸秀隆 講義・実習 1年後期 30

E-33 玉掛技能講習 共通 選択 池戸秀隆 講義・実習 1年後期 30

E-34 森林環境教育概論 共通 必須 原島幹典 講義・実習 １年通年 30

E-35 木育 共通 必須 松井勅尚 実習 1年後期 30

E-36 木育・森林環境教育実習１（基礎編・夏） 共通 選択 萩原裕作 実習 1年前期 105

E-37 木育・森林環境教育実習１（基礎編・冬） 共通 選択 萩原裕作 実習 1年後期 75

E-38 特用林産物 共通 必須 津田格 久津輪雅 / 柳沢直 講義・実習 1年後期 45

E-39 樹と木材を知る２ 共通 選択 久津輪雅 川尻秀樹 / 吉野安里 / 柳沢直 実習 1年後期 30

E-40 原木・製品の流通 共通 必須 吉野安里 講義 1年前期 30

E-41 木質建材をつくる 共通 必須 吉野安里 講義・実習 1年前期 30

E-42 木造建築概論 共通 必須 廣田桂子 吉野安里 / 小原勝彦 / 辻充孝 講義・実習 １年通年 60

区分



ページ 科目名 主担当 担当者 授業方法 開講時期 時間数

E-43 キャリアデザイン２ 共通 必須 和田賢治 講義・実習 ２年通年 30

E-44 企業研修 共通 必須 池戸秀隆 実習 ２年通年 240

E-45 総合演習B 共通 選択 池戸秀隆 実習 ２年通年 30

E-46 国内研修 共通 選択 担当教員 実習 2年前期 30

E-47 表現の技術 共通 必須 横井秀一 柳沢直 / 津田格 実習 2年前期 30

E-48 コミュニケーション演習２ 共通 必須 萩原裕作 実習 2年前期 30

E-49 森林公共政策 共通 必須 伊佐治彰祥 非常勤講師 講義 2年前期 15

E-50 森林保護学 共通 必須 津田格 講義 2年前期 30

E-51 森林保護学実習 共通 選択 津田格 玉木一郎 実習 2年前期 30

E-52 多様な森づくり 共通 必須 横井秀一 講義・実習 2年前期 30

E-53 林業樹種 共通 必須 横井秀一 実習 2年前期 30

E-54 フォークリフト運転技能講習 共通 選択 池戸秀隆 講義・実習 2年前期 15

E-55 車両系建設機械運転技能講習 共通 選択 池戸秀隆 講義・実習 2年前期 15

E-56 不整地運搬車運転技能講習 共通 選択 池戸秀隆 講義・実習 2年前期 15

E-57 木育・森林環境教育実習２（応用編・夏） 共通 選択 萩原裕作 実習 2年前期 105

E-58 木育・森林環境教育実習２（応用編・冬） 共通 選択 萩原裕作 実習 2年後期 75

E-59 環境教育演習 共通 選択 萩原裕作 実習 ２年通年 60

E-60 木質資源の様々な利用 共通 選択 伊佐治彰祥 原島幹典 / 杉本和也 講義・実習 2年前期 30

E-61 林業IT 林業 必須 伊佐治彰祥 非常勤講師 講義・実習 2年前期 30

E-62 山地防災学 林業 必須 伊佐治彰祥 非常勤講師 講義・実習 2年前期 30

E-63 森づくり指導実習 林業 選択 杉本和也 実習 ２年通年 15

E-64 高性能林業機械作業システム(車両・架線) 林業 必須 杉本和也 講義・実習 2年後期 30

E-65 車両系木材伐出機械の特別教育 林業 必須 池戸秀隆 杉本和也 / 伊佐治彰祥 実習 2年前期 60

E-66 高性能林業機械操作基礎 林業 選択 杉本和也 池戸秀隆 / 伊佐治彰祥 講義・実習 2年前期 60

E-67 木材の伐採と搬出 林業 選択 杉本和也 池戸秀隆 / 伊佐治彰祥 実習 2年前期 30

E-68 森林作業道・林道 林業 必須 杉本和也 講義・実習 2年前期 30

E-69 作業道作設実習 林業 必須 杉本和也 池戸秀隆 / 伊佐治彰祥 実習 2年後期 60

E-70 林業架線作業主任者講習 林業 選択 池戸秀隆 非常勤講師 / 杉本和也 / 伊佐治彰祥 講義・実習 2年後期 120

E-71 架線応用実習 林業 選択 池戸秀隆 杉本和也 / 伊佐治彰祥 実習 2年後期 30

E-72 林業インタープリテーション 林業 選択 原島幹典 講義・実習 2年後期 30

E-73 山村資源利用演習 林産業 選択 嵯峨創平 実習 ２年通年 60

E-74 木育総合演習 林産業 選択 松井勅尚 実習 ２年通年 60

E-75 木材の種類と材質 林産業 必須 松井勅尚 吉野安里 / 久津輪雅 / 辻充孝 / 和田賢治 講義・実習 2年前期 30

E-76 木材・木工の基礎 林産業 選択 和田賢治 実習 2年後期 30

E-77 竹林の整備と利用 林産業 選択 久津輪雅 原島幹典 / 柳沢直 / 非常勤講師 実習 2年後期 30

E-78 木質材料 林産業 必須 吉野安里 講義・実習 ２年通年 60

E-79 大工入門 林産業 選択 吉野安里 実習 2年前期 60

E-80 住育 林産業 選択 小原勝彦 実習 2年前期 30

E-81 木造建築演習 林産業 選択 小原勝彦 講義・実習 2年前期 60

E-82 木造メンテナンス実習 林産業 選択 辻充孝 小原勝彦 実習 2年前期 60

E-83 地域資源と省エネ建築 林産業 選択 廣田桂子 非常勤講師 実習 2年後期 30

区分


