
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。
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ページ 科目名 区分 主担当 担当者 授業方法 開講時期 時間数

C101 林業専攻ゼミ１ 必須 横井秀一
伊佐治彰祥／池戸秀隆／津田格／玉木一郎

／杉本和也
講義 １年通年 30

C102 安全管理の推進 必須 杉本和也 講義 １年通年 15

C103 林業架線 選択 池戸秀隆 非常勤講師／杉本和也／伊佐治彰祥 講義・実習 １年通年 150

C104 林業事例調査１ 選択 横井秀一
伊佐治彰祥／池戸秀隆／津田格／玉木一郎

／杉本和也
実習 １年通年 30

C105 大型特殊免許講習 選択 池戸秀隆 実習 １年通年 15

C106 林業の概観 必須 横井秀一 講義 １年前期 30

C107 造林の基礎 必須 横井秀一 講義 １年前期 30

C108 生態学の基礎 必須 玉木一郎 講義 １年前期 15

C109 樹木の形態と生理 必須 玉木一郎 講義 １年前期 30

C110 林木育種 必須 玉木一郎 講義 １年前期 15

C111 森林施業と森林生態 必須 横井秀一 講義・実習 １年前期 15

C112 測量技術 必須 伊佐治彰祥 講義・実習 １年前期 15

C113 森林獣害の基礎 必須 伊佐治彰祥 新津裕／非常勤講師 講義・実習 １年前期 30

C114 樹木学実習（着葉期） 必須 横井秀一 実習 １年前期 15

C115 森林調査法１ 必須 津田格 横井秀一／柳沢直／玉木一郎 実習 １年前期 45

C116 チェーンソー操作実習 選択 池戸秀隆 杉本和也／伊佐治彰祥／新津裕 講義・実習 １年前期 30

C117 木質バイオマス資源の利用 選択 杉本和也 非常勤講師／辻充孝 講義・実習 １年前期 30

C118 安全管理のための伐木実習 選択 杉本和也 実習 １年前期 15

C119 多様な森林施業 必須 横井秀一 講義 １年後期 30

C120 森林政策・森林計画 必須 池戸秀隆 講義・実習 １年後期 30

C121 森林作業道・林道 必須 池戸秀隆 杉本和也 講義・実習 １年後期 45

C122 森林立地 必須 柳沢直 玉木一郎 講義・実習 １年後期 30

C123 哺乳類・鳥類の生態基礎 必須 柳沢直 非常勤講師 講義・実習 １年後期 30

C124 森林病虫害 必須 津田格 講義・実習 １年後期 30

C125 木材生産システムの基礎 必須 杉本和也 池戸秀隆 講義・実習 １年後期 30

C126 原木の利用と流通 必須 伊佐治彰祥 講義・実習 １年後期 30

C127 樹木学実習（落葉期） 必須 横井秀一 実習 １年後期 15

C128 枝打ち実習 必須 伊佐治彰祥
横井秀一／池戸秀隆／杉本和也／津田格／

玉木一郎／新津裕
実習 １年後期 15

C129 森林調査法２ 必須 津田格 横井秀一 実習 １年後期 15

C130 会計の基礎 選択 杉本和也 講義 １年後期 15

C131 森林公共政策 選択 伊佐治彰祥 非常勤講師 講義 １年後期 15

C132 不整地運搬車運転技能講習 選択 池戸秀隆 講義・実習 １年後期 15

C133 車両系建設機械運転技能講習 選択 池戸秀隆 講義・実習 １年後期 15

C134 玉掛け技能講習 選択 池戸秀隆 講義・実習 １年後期 30

C135 フォークリフト運転技能講習 選択 池戸秀隆 講義・実習 １年後期 15

C136 小型移動式クレーン運転技能講習 選択 池戸秀隆 講義・実習 １年後期 30

C137 木工・建築文化論 選択 小原勝彦 非常勤講師 講義・実習 １年後期 15

C138 昆虫・魚類同定実習 選択 津田格 玉木一郎 実習 １年後期 15

C139 特用林産物実習（秋冬編） 選択 津田格 実習 １年後期 30

C140 林業技能検定 選択 伊佐治彰祥 担当教員 実習 １年後期 15

C141 林業専攻ゼミ２ 必須 横井秀一
伊佐治彰祥／池戸秀隆／津田格／玉木一郎

／杉本和也
講義 ２年通年 30

C142 山地防災 選択 伊佐治彰祥 非常勤講師 講義・実習 ２年通年 30

C143 林業事例調査２ 選択 横井秀一
伊佐治彰祥／池戸秀隆／津田格／玉木一郎

／杉本和也
実習 ２年通年 30

C144 里山の自然とその保全 選択 玉木一郎 柳沢直／津田格 実習 ２年通年 45

C145 木材マーケティング 選択 伊佐治彰祥 講義 ２年前期 30

C146 林業経営コンサルティング 選択 杉本和也 講義 ２年前期 15

C147 森林評価・収穫調査 選択 池戸秀隆 講義・実習 ２年前期 30

C148 車両系木材伐出機械の特別教育 選択 池戸秀隆 杉本和也／伊佐治彰祥 講義・実習 ２年前期 60

C149 林業ICT 選択 伊佐治彰祥 非常勤講師 講義・実習 ２年前期 30

C150 木材生産システムの応用 選択 杉本和也 講義・実習 ２年前期 15

C151 森林施業演習 選択 横井秀一 実習 ２年前期 45

C152 樹木学指導実習（着葉期） 選択 横井秀一 実習 ２年前期 15

C153 有用植物実習（山菜・薬草） 選択 津田格 柳沢直／玉木一郎 実習 ２年前期 15

C154 特用林産物実習（春夏編） 選択 津田格 実習 ２年前期 30

C155 高性能林業機械操作基礎 選択 杉本和也 池戸秀隆／伊佐治彰祥 実習 ２年前期 60

C156 野生動物捕獲実習 選択 伊佐治彰祥 新津裕／非常勤講師 講義・実習 ２年後期 30

C157 樹木学指導実習（落葉期） 選択 横井秀一 実習 ２年後期 15

C158 森林経営計画実習 選択 横井秀一 実習 ２年後期 45

C159 森林経営の構築 選択 杉本和也 横井秀一 講義 ２年後期 15

C160 架線集材指導実習 選択 杉本和也 池戸秀隆／伊佐治彰祥 実習 ２年後期 30

C161 素材から製材品へ 選択 吉野安里 杉本和也 実習 ２年後期 15

C162 事業体経営 選択 杉本和也 非常勤講師 講義・実習 前期 15

C163 生産管理の技術 選択 杉本和也 非常勤講師 講義・実習 前期 30

　■ 林業専攻科目 合計時間
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