
概 要
環境問題は、地球システムの認識に始まり、社会の経済活動に至る多様な分野に関わる問題である。
本副専攻では、主に理工農など自然系学部開設科目を活用して、幅広い分野に渡る環境問題への基礎理解を促
すプログラムを提供する。

ね ら い
自然科学の諸分野（理学、農学、工学）で、「環境」がどのように取り扱われているかを理解する。
また、人文社会学系列の分野で、「環境」がどの様に取り扱われているのかを修得する。環境問題の本質を理
解し、これらの問題を解決出来る能力を備えることをねらいとしている。

到達目標

１．倫理学、経済学、法学基礎知識に基づいて環境を考えることができる。
２．生活者の視点と地球規模の視点の両面で環境を捉えることができる。
３．複数の環境問題について、複合的視点で議論することができる。
４．複数の自然科学分野の基礎に立って、科学的視点で環境問題を考えること
ができる。
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認定条件
及び評価
の 方 法

【各プログラム共通の認定条件】
・本副専攻プログラムの「入門科目」を、「第３年次末」までに履修し、その単位を修得していること。
・卒業時の総修得単位数が、所属する学部の卒業要件単位数に「12単位」以上を加えたものであること。
・本副専攻プログラムが定めた授業科目から「24単位」以上を修得していること。
・卒業時の全科目のＧＰＡが、「2.5」以上であること。

【各プログラム独自の認定条件等】
・属性区分「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の科目から、それぞれ「２科目」以上を修得していること。
・コア科目から必修科目を含んだ、「12単位」以上を修得していること。
・コア科目のうち、属性区分「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の科目から、それぞれ「１科目」以上を修得していること。
・「環境生物学野外実習Ｃ」、「環境学実習」のうち、いずれか「１科目」を修得していること。
・�理学部フィールド人材育成プログラム・自然環境科学プログラム・地質科学プログラム、農学部フィールド人

材育成プログラム・流域環境学プログラムの学生は、本プログラムによる副専攻認定は行わない。（ただし、
それらの学生の聴講を妨げるものではない。）

プログラ
ムの紹介

本プログラムでは、主に、自然科学系の分野で環境がどの様に取り扱われているかを学び、環境問題の本質を
理解することを目的としている。
地球環境問題や資源のリサイクルなど、環境問題は今後の社会において重要な要素である。副専攻として環境
問題を学ぶことは知識の幅を広げるだけでなく、自分の専門に関しても大きな影響を与え、新たな発想や解決法
を見いだすきっかけになると考えられる。
理系の学生はもちろん、特に「文系」の学生にも、是非、聴講して貰いたい副専攻である。

令和４年度　課題別副専攻

■プログラムの名称
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「環 境 学」



属性区分　　R：必修科目／A：人文社会・教育科学系科目／B：工学系・農学系科目／C：理学系・農学系科目／
　　　　　　R★：どちらかの科目が必修

「環 境 学」 環
境
学

　 分類 属性 開講番号 授業科目名 単位 学期 ターム 曜限 形式 授業担当者 所属 分野 水準

1 コア R 220Q9001 環境学入門【入門科目】 1 第1学期 第1・2ターム 木H・T 講義 吉川　夏樹・他 自然科学系（農学部） 99 03

2 コア R 220Q9003 環境学演習 1 第2学期 第3・4ターム 水H・T 演習 中田　誠・他 自然科学系（農学部） 99 05

3 コア R★ 220Q9002 環境学実習 1 集中 実習 本間　航介 佐渡自然共生科学センター 99 04

4 コア R★ 224S6532 環境生物学野外実習 C 1 第2学期 第4ターム 他 実習 安東　宏徳・他 佐渡自然共生科学センター 57 14

5 コア A 221G7007 倫理学入門 2 第1学期 第1ターム 月・木3 講義 栗原　隆 非常勤講師 28 03

6 コア A 220S6521 環境経済システム論Ⅰ 2 集中 講義 房　文慧・他 非常勤講師 36 04

7 コア A 224A0066 技術者倫理・自然環境関連法規 2 第2学期 第4ターム 月・木2 講義 箕口　秀夫・他 自然科学系（農学部） 62 14

8 コア A 221A0001 農学入門Ⅰ 2 第1学期 第1ターム 月・木1 講義 杉山　稔恵・他 自然科学系（農学部） 60 01

9 コア B 220S6516 環境汚染論 2 第2学期 第3・4ターム 水1 講義 宮﨑　勝己・他 自然科学系（理学部） 57 05

10 コア B 223A0073 流域水文学 2 第2学期 第3ターム 火・金3 講義 Whitaker Andrew 自然科学系（農学部） 62 03

11 コア B 221A0103 食料資源経済学 2 第1学期 第1ターム 月・木2 講義 古澤　慎一 自然科学系（農学部） 64 14

12 コア B 223A0106 環境保全型農業論 2 第2学期 第3ターム 月・木2 講義 平泉　光一 自然科学系（農学部） 64 04

13 コア C 221A0002 農学入門Ⅱ 2 第1学期 第1ターム 月・木2 講義 杉山　稔恵 自然科学系（農学部） 60 01

14 コア C 224G6519 生物学 −生物多様性 A − 2 第2学期 第4ターム 月・木3 講義 藤村　衡至・他 自然科学系（理学部） 57 03

15 コア C 休講 多様性生物学 A 2 講義 57 04

16 コア C 222S0585 多様性生物学 B 2 第1学期 第2ターム 火・金3 講義 宮﨑　勝己 自然科学系（理学部） 57 04

17 コア C 221S0581 環境気象学 2 第1学期 第1ターム 火・金3 講義 本田　明治 自然科学系（理学部） 44 04

18 コア C 220S6514 地球環境化学 2 第1学期 第1・2ターム 火3 講義 松岡　史郎・他 自然科学系（理学部） 46 05

19 関連 B 223A0078 温暖化メカニズム・影響学 2 第2学期 第3ターム 月・木2 講義 中田　誠・他 自然科学系（農学部） 62 04

20 関連 B 223A0030 肥料学 2 第2学期 第3ターム 水1・2 講義 大竹　憲邦 自然科学系（農学部） 61 04

21 関連 B 223A0080 森林再生学 2 第2学期 第3ターム 水1・2 講義 柴田　嶺・他 自然科学系（農学部） 62 04

22 関連 B 223A0052 農村空間デザイン学 2 第2学期 第3ターム 月・木2 講義 坂田　寧代 自然科学系（農学部） 65 14

23 関連 C 224G6521 地球と気象 2 第2学期 第4ターム 火・金4 講義 本田　明治 自然科学系（農学部） 44 03

24 関連 C 220S0583 機能形態学 A 2 第1学期 第1・2ターム 水2 講義 林　八寿子 自然科学系（理学部） 57 04

25 関連 C 224S6506 機能形態学 B 2 第2学期 第4ターム 火・金3 講義 藤村　衡至 自然科学系（理学部） 57 04

26 関連 C 224S6502 地形学 2 第2学期 第4ターム 月・木4 講義 奈良間　千之 自然科学系（理学部） 44 04

27 関連 C 休講 資源・環境地質学 2 講義 44 13

28 関連 C 222S5535 第四紀環境学 2 第1学期 第2ターム 月・木5 講義 卜部　厚志 災害・復興科学研究所 44 04

29 関連 C 休講 環境分析化学 2 講義 46 04

30 関連 C 221A0061 野生植物生態学 2 第1学期 第1ターム 月3・4 講義 本間　航介・他 佐渡自然共生科学センター 57 03

31 関連 C 222A0062 流域環境 GIS 2 第1学期 第2ターム 月・木2 講義 村上　拓彦・他 自然科学系（農学部） 62 03

32 関連 C 223A0076 リモートセンシング 2 第2学期 第3ターム 火3・4 講義 村上　拓彦 自然科学系（農学部） 62 04

33 関連 C 221S6522 環境政策論 2 第1学期 第1ターム 月・木2 講義 則末　和宏・他 自然科学系（理学部） 34 04
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■授業科目リスト（掲載されている学期・曜・限は変更される場合があります。）


