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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

C201 森林環境教育専攻ゼミ１ 必須 嵯峨創平 柳沢直／萩原裕作／谷口吾郎 講義・実習 １年通年 30

C202 ローカルビジネスの担い手に学ぶ 選択 嵯峨創平 谷口吾郎／非常勤講師 講義・実習 １年通年 30

C203 森林環境教育プログラム体験 選択 谷口吾郎 非常勤講師 講義・実習 １年通年 30

C204 森林空間利用の事業化 選択 嵯峨創平 新津裕／非常勤講師 実習 １年通年 30

C205 山村経営の人・資源・技術１ 選択 嵯峨創平 非常勤講師 実習 １年通年 30

C206 森林環境教育の実践１ 選択 萩原裕作 実習 １年通年 60

C207 森のようちえん＆プレーパーク実習１ 選択 萩原裕作 実習 １年通年 75

C208 パーマカルチャーの現場から学ぶ１ 選択 萩原裕作 非常勤講師 実習 １年通年 30

C209 環境教育の現場を知る１ 選択 萩原裕作 谷口吾郎／非常勤講師 実習 １年通年 30

C210 馬搬・馬耕体験実習１ 選択 萩原裕作 非常勤講師 実習 １年通年 30

C211 プロジェクト・アドベンチャー入門 選択 萩原裕作 非常勤講師 実習 １年通年 15

C212 インタープリテーション実習 選択 谷口吾郎 萩原裕作 実習 １年通年 30

C213 アウトドア活動の基礎 選択 新津裕 非常勤講師 実習 １年通年 15

C214 伐倒・運搬・皮むき体験（人力） 選択 新津裕 実習 １年通年 15

C215 日本の環境教育史 選択 嵯峨創平 講義 １年前期 15

C216 山村集落論 選択 嵯峨創平 講義 １年前期 15

C217 生態学の基礎 選択 玉木一郎 講義 １年前期 15

C218 樹木の形態と生理 選択 玉木一郎 講義 １年前期 30

C219 参加型開発と対話スキル 選択 嵯峨創平 講義・実習 １年前期 15

C220 森林獣害の基礎 選択 新津裕 非常勤講師 講義・実習 １年前期 30

C221 生物同定の基礎 選択 柳沢直 津田格／玉木一郎 実習 １年前期 15

C222 フェノロジー調査１ 選択 柳沢直 津田格 実習 １年前期 15

C223 キャンプカウンセラー実習A 選択 萩原裕作 実習 １年前期 75

C224 グリーンウッドワーク(スプーン） 選択 久津輪雅 実習 １年前期 15

C225 山里の聞き書き 選択 嵯峨創平 講義・実習 １年後期 30

C226 森林立地 選択 柳沢直 大洞智宏／玉木一郎 講義・実習 １年後期 30

C227 哺乳類・鳥類の生態基礎 選択 柳沢直 非常勤講師 講義・実習 １年後期 30

C228 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

C229 地域調査法実習 選択 嵯峨創平 柳沢直 実習 １年後期 30

C230 キャンプカウンセラー実習B 選択 萩原裕作 実習 １年後期 75

C231 コミュニケーションワーク 選択 萩原裕作 非常勤講師 実習 １年後期 15

C232 フェノロジー調査２ 選択 柳沢直 津田格 実習 １年後期 15

C233 昆虫・魚類同定実習 選択 津田格 玉木一郎 実習 １年後期 15

C234 特用林産物実習（秋冬編） 選択 津田格 実習 １年後期 30

C235 きのこ栽培実習 選択 津田格 実習 １年後期 15

C236 簡易製材とチェーンソークラフト 選択 新津裕 実習 １年後期 15

C237 森林環境教育専攻ゼミ２ 必須 嵯峨創平 柳沢直／萩原裕作／谷口吾郎 講義・実習 ２年通年 30

C238 山村経営の人・資源・技術２ 選択 嵯峨創平 非常勤講師 実習 ２年通年 30

C239 森林環境教育の実践２ 選択 萩原裕作 実習 ２年通年 90

C240 森のようちえん＆プレーパーク実習２ 選択 萩原裕作 実習 ２年通年 75

C241 自然体験キャンプの企画と技術 選択 萩原裕作 実習 ２年通年 60

C242 環境教育の現場を知る２ 選択 萩原裕作 谷口吾郎／非常勤講師 実習 ２年通年 30

C243 馬搬・馬耕体験実習２ 選択 萩原裕作 非常勤講師 実習 ２年通年 30

C244 パーマカルチャーの現場から学ぶ２ 選択 萩原裕作 非常勤講師 実習 ２年通年 30

C245 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

C246 環境保全のソーシャルデザイン 選択 嵯峨創平 講義 ２年前期 15

C247 フェノロジー調査３ 選択 柳沢直 津田格 実習 ２年前期 15

C248 植物観察の基礎 選択 柳沢直 実習 ２年前期 15

C249 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

C250 特用林産物実習（春夏編） 選択 津田格 実習 ２年前期 30

C251 森林調査法１ 選択 津田格 大洞智宏／柳沢直／玉木一郎 実習 ２年前期 45

C252 野生動物捕獲実習 選択 新津裕 非常勤講師 講義・実習 ２年後期 30

C253 フェノロジー調査４ 選択 柳沢直 津田格 実習 ２年後期 15

　■ 森林環境教育専攻科目 合計時間


