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環境マネジメント学科 

 

人材の養成及び 

教育研究上の目的 

直面する環境問題は、地球温暖化、廃棄物問題と循環型社会づくり、化学物質の環境

リスク、大気と水の保全、生物多様性の減少など、人間の日常生活と事業活動が原因

で発生している。このような環境問題に対処するために、環境経営と環境政策を基軸

とする教育と研究を推進し、持続可能な社会に向けた意思決定を行うことができる人

材を養成することを目的とする。 

 

環境マネジメント学科で学ぶにあたって 

環境マネジメント学科主任教授 小野 直樹 

１．環境マネジメント学科 

 

 現代社会は，自然に由来する物質やエネルギーを財やサービスに変換し，その一部を自然へ放出するこ

とから成り立っている。現在このプロセスは，一方では，生活の利便性を高め，高度に組織化された政治

や経済を実現してきたが，他方では，地域的そして地球規模の環境問題を引き起こすとともに，社会的格

差や軋轢を生みだしている。このような社会は持続可能ではない。私たちは，社会が自然を利用して社会

と自然の双方を改変するプロセスを，より持続可能なものに変えて行かなければならない。環境マネジメ

ント学科は，現代社会の生産と消費および国家と社会の取り組みに注目し、環境配慮型の社会の実現を目

指す学科である。 

 生産を行うのは企業であり、消費を担うのは市民である。環境マネジメント学科の環境経営分野は，企

業の生産活動と市民の消費活動が自然環境にどのような影響を及ぼしているかを分析して評価し，その影

響を極小化するための技術や経営を実現することを目指す。 

 環境政策分野は地球環境問題の実際の解決に必要な法律や政治や経済、社会等のあり方を研究し，人間

活動による環境影響を低下させ，自然環境の保全を実現するための社会的制度を提案することを目指す。 

 同時に、環境マネジメント学科は，現代社会に即戦力として貢献することができる人を育てるための学

科である。 

 

２．教育目標 

 

 以上の学科の理念に基づき，次のような能力を持った人を育てることが，環境マネジメント学科の教育

目標である。 

①環境保全に関わる包括的な知識・教養を持ち，実際の解決に必要な政策立案を行うことができる人 

②持続可能社会に向けた分析・評価に基づき，環境に調和した製品や技術を企画・開発し，持続可能型企

業経営・管理に貢献することができる人 

③企業，自治体，消費者など社会および公的立場に立った協議のもとで環境を創造することができる人 

④国内外の交流を通じて，国際的な視野のもとで環境問題の解決に貢献できる人 

 

３．教育の特徴 

 

 以上の教育目標を達成するに当たって，環境マネジメント学科の教育は次のような特徴をもっている。 

①環境経営と環境政策の二つの分野があり，学科基盤科目に加えてそれぞれの分野専門科目を集中的に履
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修することで，専門能力を高める。 

②企業、消費者団体、自治体との協働による実践に基づくプロジェクト教育を推進し、環境コミュニケー

ション能力の向上を図る。 

③経営学，経済学，法学，国際関係論などの社会科学分野を基調としつつ，環境経営を実践する上で不可

決な，化学物質，地球科学，廃棄物などに関する理工学的な知識や教養の習得をあわせて行う。 

④3 年生から研究室に所属し，2 年間重点的にその専門分野についての研究を行うとともに，研究室の属す 

る専門分野の科目を履修する。4 年次では，卒業研究として，その分野の最前線の研究課題に取り組む。 

⑤ISO14001 の教育への応用により，環境マネジメントシステムのエキスパートを育成する。 

⑥同じ環境学部の環境創生学科は，教育目標や科目に共通部分が多く，科目の履修や研究室への所属も，

一定の条件下で可能である。環境創生学科の専門科目も，一定の単位数までは，環境マネジメント学科の

専門科目の単位として認める。 

⑦環境問題は，専門性とともに学際的なアプローチも重要であるので，他学部，他大学の科目についても，

一定の単位数までは，自由選択科目の単位として認める。 

 

４．学修にあたって 

 

 外国語科目や教養科目，そして情報系科目等の基礎科目は，東京都市大学でのすべての学習の基礎とな

るものであり，しっかりと修得しておくことが肝要である。 

 環境マネジメント学科の専門科目は，専門的な学習の基礎を提供する専門基礎科目と学科の専門科目に

分かれる。専門基礎科目は，環境問題が文系と理系を超えた学際領域的なアプローチを必要とする問題で

あるため，情報系や演習系を含む幅広い分野の科目が用意されている。専門基礎科目では，多様な科目を

履修して自分の基礎能力の幅を広げることが重要である。 

 学科の専門科目は，さらに学科基盤科目と分野ごとの分野専門科目に分かれている。学科基盤科目は学

科の専門教育の基盤となる重要な科目群であり，漏れなく修得することが望ましい。分野専門科目は，配

属を希望する研究室が属するどちらかの専門分野（環境経営分野または環境政策分野）について，集中的

に修得すべき科目群である。この専門分野は，生涯にわたって自分の専門能力を高めていく基礎となる分

野として，研究室での専門的な研究とともに，東京都市大学での学修で最も重視すべきものである。 

4 年間の学修計画を立てるに当たっては，自分が希望する専門分野や研究室を見定め，その目標に向かっ

て，基礎科目，専門基礎科目，専門科目と段階的に専門性を高めていく履修計画を立てることが重要であ

る。 

 

５．大学生活について 

 

 東京都市大学はいい大学であると自信を持って言える。しかし、いい大学生活にするかどうかは君たち

にかかっている。規則正しい生活を行い、大学が提供するメニューを君たちが適切に選択し自分のものに

していくことが最も重要である。また、クラブ活動の他、「環境マネジメントシステム活動」等の課外活動

にも最大限に参加することを勧める。大学における様々な形での人との出会いが、人としての君たちを大

きく育てることとなる。 

大学生としての自覚と社会に貢献できる人材になるとの誇りと自信を持って、君たちが東京都市大学で

の 4 年間を有意義に過ごすことを心から期待している。 
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環境学部における科目区分の考え方 

 

 環境学部では複雑かつ広範囲に及ぶ環境問題に対処するために，高度な専門能力とともに学

際的なアプローチも必要になる。この相反する目標を達成するために，基礎科目，専門科目の

中間に，より学問領域の広い専門基礎科目を置き，三段階の教育課程を設定することを特色と

する。 

 第一に，基礎科目では，東京都市大学で全学的に取り組んでいる共通教育科目としての外国

語科目，体育科目，教養科目を設ける。この科目区分では，外国語によるコミュニケーション能

力，最新の情報機器やソフトウェアを使いこなす能力を含む，グローバル化して科学技術が高度

に進展している現代社会での生活や就業に必要なリテラシーを身につけさせる。 

 第二に，専門基礎科目では，環境問題を理解し分析するに当たって必要な基礎的な知識や技

能を，自然科学，人文科学，社会科学の広範な視点で習得させる。したがって，専門基礎科目は，

自然科学系色の強い環境創生学科に対しては，社会科学系の科目を，逆に社会科学系色の強い環

境マネジメント学科に対しては，自然科学系の科目を割り当てている。このようにして，学科の

境界を越えて環境学部に共通して必要となる専門的な基礎科目を提供することが本科目区分の

狙いである。加えて，さらに環境との関連性を意識した情報系科目とキャリア科目もこの科目区

分に含めている。 

 第三に，専門科目は，環境創生学科と環境マネジメント学科でそれぞれ独自の専門性の高い

科目によって構成する。さらに，この科目区分を，それぞれ学科基盤科目と専門分野ごとの学科

専門科目に区分している。すなわち，環境創生学科の学科専門科目は生態環境分野と都市環境分

野に区分し，環境マネジメント学科の学科専門科目は環境経営分野と環境政策分野に区分する。

それとともに，それら専門分野に共通する専門科目として，学科基盤科目を設けている。これも

また，高度な専門性を習得させると同時に，学際的な視野の広さも維持させることを意図するも

のである。 
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教育課程表の注意事項 

 

●「専門基礎科目」「専門科目」は、学科毎に教育課程表を掲載している。 

●週時間数の「2」は、100分授業（1授業時間）のことである。 

●時間割編成等の運用上、開講時期や担当教員を変更する場合がある。 

 

 



環境学部　環境マネジメント学科　教育課程表 ○印必修

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

環境マネジメントシステム ○ 2 2

生態学概論 ○ 2 2

統計学基礎 2 2

ミクロ経済学 2 2

数学入門 2 2

環境問題原論 2 2

生物学(1) 2 2

都市環境入門 2 2

マネジメント入門 2 2

基礎プログラミング演習 2 2 ※

環境倫理 2 2

マクロ経済学 2 2

環境数理学入門 2 2

環境リスクマネジメント 2 2

情報セキュリティ 2 2

社会調査 2 2

画像処理技法 2 2

環境法入門 2 2

世界から考える環境問題 2 2

環境化学 2 2

キャリアデザイン 2 2

生態環境実習 2 *2 2年集中実習※

地理情報システム 2 2

環境アセスメント概論 2 2

環境都市関連法(1) 2 2

環境都市関連法(2) 2 2

公共政策論 2 2

ＮＰＯとソーシャルビジネス 2 2

都市気候論 2 2

意思決定論 2 2

環境経営入門 ○ 2 2

環境政策入門 ○ 2 2

温暖化の科学 ○ 2 2

持続可能な消費 2 2

アカウンティングシステム 2 2

エコマテリアル 2 2

環境統計学 2 2

マネジメント数学 2 2

財務会計 2 2

環境コミュニケーション論 2 2

環境教育 2 2

食料問題と環境 2 2

日本外交論 2 2

国際法 2 2

エネルギーと政策 2 2

オペレーションズリサーチ 2 2

ライフサイクルアセスメント 2 2

循環型生産システム 2 2

環境ロジスティクス 2 2

エコデザイン 2 2

環境会計 2 2

環境マーケティング 2 2

環境志向型経営分析 2 2

企業経営とサステナビリティ 2 2

環境監査 2 2

環境改善のライフスタイル 2 2

公共経済学 2 2

環境社会学 2 2

開発協力と環境 2 2

環境法 2 2

環境経済学 2 2

国際政治経済論 2 2

環境政策論 2 2

グローバルガバナンス 2 2

国際経済と環境 2 2

事例研究 ○ 4 3 3

卒業研究 ○ 6

※演習のため、他学科履修不可

授業科目区分

専
門
基
礎
科
目

専
門
科
目

学
科
基
盤
科
目

学
科
専
門
科
目

（

環
境
経
営
分
野
）

学
科
専
門
科
目

（

環
境
政
策
分
野
）

必
選
の
別

単
位
数

週　　時　　間　　数

備考1年 2年 3年 4年
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履修上の注意事項 

 

１．授業科目履修上の注意事項 

□１・２年次の学修（履修）の考え方 

 主に必修科目の取得と、３年次以降の基礎分野となる専門基礎科目、専門科目（学科基盤科目

と学科専門科目）の修得を目指す。なお、必修科目は環境創生学科で 36単位，環境マネジメン

ト学科で 32単位と異なっているので注意が必要である。 

 各学年４０単位以上（各学期に最低２０単位以上）は取得すること。２年次終了までに８０単

位以上取得することを目標とする。 

 

□３・４年次の学修（履修）の考え方 

 専門基礎科目・専門科目を中心に履修を行い、専門性を高める。３年次終了時点で、卒業研究

着手条件１００単位以上を満たすように履修する。４年次では、卒業研究に着手し、卒業研究論

文を作成する。卒業要件である 124単位以上の取得を目指す。卒業要件の内容が学科により異な

るので、学修要覧の条件が記載されている部分を必ず参照すること。 

 

２．事例研究着手について 

２年以上在学して７０単位以上修得しなければ、事例研究着手は認められないので、２年次終

了時までに７０単位以上、取得すること。 

 

３．卒業研究着手について 

３年以上在学して、以下の条件を満たさなければ卒業研究着手は認められないので、この条件

を満たすように履修すること。 

 ①１００単位以上修得していること。 

 ②３年次までの必修科目を全て修得していること。 

 

４．CAP（キャップ）制 

 CAP（キャップ）制については、履修要綱の当該部分を参照すること。 

 

５．履修モデルについて 

環境創生学科は，卒業後の進路として国際環境協力分野をめざす学生の場合，および建設・不

動産分野をめざす学生の場合について，また，環境マネジメント学科は，卒業後の進路として一

般企業の環境部門をめざす学生の場合，および公務員をめざす学生の場合について，それぞれの

履修モデルを表 1～表 4に示す。 

 

６． その他特に留意すべき点 

 他学科、他学部、他大学の科目を履修する場合は学修要覧の当該部分を参照すること。 
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表 1（環境マネジメント学科）：卒業後の進路として一般企業の環境部門をめざす学生の例 

科目区分 

（卒業要件） 

1 年 2 年 3 年 4 年 必
修 

自
由 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

基
礎
科
目 

（
１
６
単
位
） 

外国語 

科目 

（6 単位） 

Communication 

Skills 1○ 

Study Skills○ 

Communication 

Skills 2○ 

Reading and 

Writing 1○ 

Reading and 

Writing 2○ 

TOEIC 

Preparation○ 

    

6 0 

教養科目 

（10 単位） 

情報と社会○ 

情報リテラシー演
習○ 

情報通信技術入門
○ 

法と市民（憲法含
む） 

倫理学 

      

6 4 

専門基礎科目 

（34 単位） 

環境マネジメント
システム○ 

生態学概論○ 

環境問題原論 

マネジメント入門 

基礎プログラミン
グ演習 

環境リスクマネジ
メント 

環境法入門 

画像処理技法 

数学入門 

社会調査 

情報セキュリテ
ィ 

環境都市関連法
(1) 

キャリアデザイ

ン 

公共政策論 

環境都市関連法
(2) 

NPO とソーシャ
ルビジネス 

意思決定論   

4 30 

専
門
科
目 

（
６
０
単
位
） 

学科基盤 

科目 

温暖化の科学○ 

環境経営入門○ 

環境政策入門○ 

エコマテリアル 

持続可能な消費 

アカウンティング
システム 

環境統計学 

マネジメント数
学 

環境教育 

財務会計 

食料問題と環境 

日本外交論 

エネルギーと政
策 

オペレーション
ズリサーチ 

   

16 44 
学科専門 

科目 

 

  ライフサイクル
アセスメント 

環境会計 

環境ロジスティ

クス 

エコデザイン 

企業経営とサス
テナビリティ 

環境志向型経営
分析 

環境監査 

環境マーケティ
ング 

環境改善のライ
フスタイル 

環境法 

環境経済学 

  

事例研究 

卒業研究 

    
事例研究○ 卒業研究○ 

自由選択科目 

（14 単位） 

中国語 1 

基礎体育(1) 

中国語 2 

基礎体育(2) 

キャリアデザイン
基礎 

現代の物理 

日本の政治 

科学技術と社会 

インターンシッ
プ(1) 

 インターンシッ

プ(2) 

  

0 14 

合計（124 単位） 22 24 23 18 18 13 0 6 32 92 

○必修科目 
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表 2（環境マネジメント学科）：卒業後の進路として公務員をめざす学生の例 

科目区分 

（卒業要件） 

1 年 2 年 3 年 4 年 必
修 

自
由 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

基
礎
科
目 

（
１
６
単
位
） 

外国語 

科目 

（6 単位） 

Communication 

Skills 1○ 

Study Skills○ 

Communication 

Skills 2○ 

Reading and 

Writing 1○ 

Reading and 

Writing 2○ 

TOEIC 

Preparation○ 

    

6 0 

教養科目 

（10 単位） 

情報と社会○ 

情報リテラシー演
習○ 

情報通信技術入門
○ 

法と市民（憲法含
む） 

倫理学 

      

6 4 

専門基礎科目 

（34 単位） 

環境マネジメント
システム○ 

生態学概論○ 

ミクロ経済学 

環境倫理 

マクロ経済学 

マネジメント入門 

環境法入門 

画像処理技法 

数学入門 

社会調査 

地理情報システ
ム 

環境アセスメン

ト概論 

キャリアデザイ
ン 

公共政策論 

NPO とソーシャ
ルビジネス 

情報セキュリテ
ィ 

意思決定論   

4 30 

専
門
科
目 

（
６
０
単
位
） 

学科基盤 

科目 

温暖化の科学○ 

環境経営入門○ 

環境政策入門○ 

アカウンティング
システム 

環境統計学 

持続可能な消費 

環境教育 

財務会計 

食料問題と環境 

日本外交論 

エネルギーと政
策 

国際法 

オペレーション
ズリサーチ 

環境改善のライ
フスタイル 

  

16 44 

学科専門 

科目 

 

  公共経済学 

環境社会学 

開発協力と環境 

環境法 

環境経済学 

国際政治経済論 

企業経営とサス
テナビリティ 

環境監査 

環境政策論 

グローバルガバ
ナンス 

国際経済と環境 

  

事例研究 

卒業研究 

    
事例研究○ 卒業研究○ 

自由選択科目 

（14 単位） 

中国語 1 

基礎体育(1) 

中国語 2 

基礎体育(2) 

キャリアデザイン

基礎 

社会学入門 

日本の政治 

特別講義(1) 

特別講義(2) 

    

0 14 

合計（124 単位） 22 22 21 21 18 14 0 6 32 92 

○必修科目 



基礎理論系
専門基礎科目

応

用

発

展

基

礎

導

入

4
年
次

3

年

次

2

年

次

1

年

次

卒業研究

実験実習系

情報リテラシー演習

基礎プログラミング演習

情報編集入門

関連科目

統計学基礎

持続可能な消費

環境マネジメントシステム

環境数理学入門

マネジメント入門

社会調査

エコマテリアル

アカウンティングシステム

食料問題と環境

マネジメント数学

循環型生産システム

発展理論系

環境政策論

エネルギーと政策

環境都市関連法（２）

公共政策論

環境改善のライフスタイル

オペレーションズリサーチ

環境マーケティング

環境志向型経営分析

NPOとソーシャルビジネス

環境監査

国際政治経済論

環境会計

環境ロジスティクス

エコデザイン

日本外交論

開発協力と環境

ライフサイクルアセスメント

財務会計 環境法入門

環境コミュニケーション論

環境教育

温暖化の化学

生態学概論

ミクロ経済学

ランドスケープ論

情報セキュリティ

環境都市計画学

生態系アセスメント

キャリアデザイン

社会調査実習

エコロジカル・プランニング

環境都市再生論

事例研究

外
国
語
科
目
・体
育
科
目

教
養
科
目

DP1：持続可能社会に関する適切な知識とビ
ジョンを持ち、それらを実社会に応用できる
能力を習得している。

DP3：環境調和型の企業活動や消費行動を促
進する具体的な政策を立案する能力を習得
している。

DP4：企業、自治体、市民が持つ特徴や課題を
認識し、国際的な視野のもとで環境問題の解
決に向けて行動する実践力を身につけている。

DP2：環境に調和した製品や技術開発のため
の企画を立案する能力を習得している。

環境経営入門 環境政策入門

環境統計学

画像処理技法

環境社会学

公共経済学

環境経済学

環境法

数学入門

環境問題言論 生物学（１）

都市環境入門

環境リスクマネジメント

マクロ経済学

環境倫理

世界から考える環境問題

環境化学

環境都市関連法（１）

環境アセスメント概論

地理情報システム

環境統計学

意思決定論

企業経営とサステナビリティ

国際経済と環境

グローバルガバナンス

国際法

1
1
5



区分 資格名称 おすすめの履修科目 特記事項
科目履修によって取
得できる資格

社会調査士 － 学修要覧の「社会調査士」の頁を参照。

環境マネジメントシステム審査員
環境マネジメントシステム、環境監査、環境化学、特別講義
(1)、特別講義(2)

実務経験を経て環境審査員フォーマルコースを修了することが必
要。

LCAエキスパート検定 ライフサイクルアセスメント、環境マネジメントシステム －

公害防止管理者 環境分析演習*、環境化学、物質循環学*、環境アセスメント概論
環境関係法規及び化学に関する基礎知識などは自己学習が必要。*
他学科履修

宅地建物取引士
環境都市関連法（１）、環境都市関連法（２）、環境都市計画学
*、都市・居住環境論*など

宅地建物取引業法をはじめとした自己学習が必要。*他学科履修

116 環境サイトアセッサー
環境マネジメントシステム、環境監査、環境化学、特別講義
(1)、特別講義(2)

実務経験を経て環境サイトアセッサー技能認定講習を修了すること
が必要。

環境管理士
環境マネジメントシステム、環境監査、環境法、企業経営とサス
テナビリティ、特別講義(1)、特別講義(2)

環境管理実務に関する自己学習が必要。

「科目履修をもとに受験して取得を目指せる資格」とは、受講内容をベースとして、さらに受験のための自習を行い受験する資格です。

環境マネジメント学科おすすめの資格リスト

科目履修をもとに受
験して取得を目指せ
る資格
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科 目 概 要（2 年次以上配当科目のみ。1 年次配当科目は教授要目を参照のこと） 

             （教育課程表掲載順に記載） 

 

■ 情報セキュリティ 
     関 良明 

Computer Security 

２年生前期 

科目概要 
インターネットやＩＴの普及に伴い、情報セキュリティが重要となっている。授業では、基礎技術として暗号関数、基盤技術として

情報暗号、相手認証、電子署名などを講義する。また、応用技術としてファイアウォール、ＶＰＮ、ＩＣカードなどを講義する。最後に、

ＮＩＳＴのＦＩＰＳについて言及する。 

According to spread of internet and IT,information security becomes very important. A teacher lectures on threat to 

information,network security,encryption technology, and authentication technology. 

履修心得 
ネットワークに関する知識を学んでおくこと。 

要望 
技術の発展にともない、情報通信環境の安全性も変化し続けている。このことを踏まえて、ますます重要となる情報セキュリティの

必要性や基礎知識を理解して、実践してほしい。 

 

■ 社会調査 
     大塚 善樹 

Social Research 

２年生前期前半 

科目概要 
社会調査の意義と、その諸類型に関する基本的事項を解説する。社会調査の目的、調査方法論、調査倫理、調査の種類と実

例、量的調査と質的調査、統計的調査と事例研究法などの違いや、国勢調査と官庁統計、学術調査、世論調査、調査票調査やフ

ィールドワークなど、資料やデータの収集から分析までの諸過程について学習する。 

The aim of this class is to understand the basis of investigation methods for social science, that varies from the qualitative 

approaches using interviews and observation method to the quantitative one using questionnaire surveys. 

履修心得 
統計学基礎の単位を取得していることが望ましい。 

 

■ 画像処理技法 
     史 中超 

Image Processing 

２年生前期前半 

科目概要 
 マルチメディアの重要なソースである画像情報について、一般の写真画像から人工衛星画像まで、その収集方法、コンピュー

タでの管理方法、情報抽出のための処理・解析方法などを体系的に学ぶ。 

 In this subject, the students will mainly learn about the principle of digital image, the image quality improvement methods 

including noise elimination, brightness/contrast adjustment etc., and the techniques related to feature extraction including edge 

detection, image segmentation, texture analysis, and so on. 

履修心得 
<事前に履修が望ましい科目> コンピュータシステム、情報リテラシー演習 

<他の授業科目との関連>地理情報システム論、環境モニタリング技術 

  コンピュータ基礎知識、特にコンピュータや周辺機器の内部構造、動作原理などが分かれば授業の内容を理解しやすくな

る。 

要望 
すべての回に出席することを前提として成績評価を行いますので、無断欠席しないように注意してください。
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■ 環境法入門 
     古川 務 

Introduction to Environmental Law 

２年生前期前半 

科目概要 
この講義では、良好な環境の確保を図るための法制度の概要が示される。持続可能な企業活動や消費行動を促進するための

政策立案について学ぶための基本となる科目である。法制度の一般的理解を踏まえて、環境法体系の特徴、課題、望ましいあり方

等につき議論できるようになることを目指している。テーマは幅広く、大気汚染、水質汚濁等の公害の防止にかかわる法制から、人

間による破壊等から自然環境を保全する自然保護法制に至るまでを扱う。なお、必要に応じて、たとえば気候変動枠組条約・京都

議定書、生物多様性条約等の国際環境法にも言及する。 

This lecture is intended to teach the legal system to maintain natural environment in general, and provides the elements to 

learn about policy making to promote sustainable corporate practice and consumption behavior. I hope that the students taking 

this lecture become able to discuss about the characteristics, the issues, and the desirable role of the environmental laws system. 

This lecture addresses the theme of legal system relating to prevention of pollution such as the air pollution or the water pollution, 

and nature conservation legislation to protect natural environments from the destruction by the human being. In addition, I 

mention the international environment laws such as United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto 

Protocol, and Convention on Biological Diversity as necessary. 

履修心得 
新聞記事等のチェックを日頃より行い、環境問題に対する関心を維持しておくこと。 

要望 
どのようなルールがあるかについての理解が深まれば、環境問題への興味関心もこれまでとは異なったものになると思います。

授業内容をしっかりと復習し、環境に関するルールの理解に努めてください。 

 

■ 世界から考える環境問題 
     枝廣 淳子 

Environmental Issues from Global Perspectives 

２年生前期前半 

科目概要 
環境の分野で活動していくためには、日本の中だけではなく、世界の状況や動き、新しい考え方や手法を採り入れていくことが

必須である。同時に、日本独自の取り組みや知恵を世界に発信することで、世界の持続可能性の動きに資することができよう。本質

的な問題解決のためには、言葉の壁を超えて世界の国々と学び合い、対話・議論し、新しい持続可能性文明を共創する必要があ

る。 

 これらの活動のためには、まずは英語を使って、情報収集・理解し、発信し、対話・議論できる力とスキルが必須である。本科目

では、世界と共に環境問題を解決していくための英語力の育成を意識しながら、切迫した問題である地球温暖化と、今後の国際的

な議論において重要であり環境分野を学ぶ学生は知っておくべき SGDs をテーマに、世界の先進的な取り組みを学び、自分なりに

考える力をはぐくむ。 

履修心得 
Communication Skills, Reading & Writing などの授業を履修していることはもちろんですが、英語の教材を読んだり、聞いたりす

ることを通して、世界の環境問題について学ぶ授業ですので、最低限の英語力と、英語を通して環境を学びたい！という気持ちが

必要です 

 

■ 環境化学 
     咸 泳植、久米 一成 

Environmental Chemistry 

２年生前期 

科目概要 
教員は生態系における汚染物質濃度と量の時間・空間的な変化を解析することによって汚染源を突き止められる手法として「環

境化学」に関する講義を行う。また、教員は環境学部と環境創生学科のカリキュラムポリシーである身近な環境の諸問題について化

学的な見地から理解し、その対応策ついて議論する（キーワード：生態系、汚染物質、汚染源、時間・空間的な変化）。The lecturer 

gives a lecture on “Environmental Chemistry” as a useful tool to clarify pollution sources with the spatiotemporal change of 

pollutant concentration & load in ecosystems. In addition, the lecturer gives a lecture on the environmental problems through a 

chemical point of view and their countermeasures, which are related with Faculty & Department Curriculum Policies (Keywords: 

ecosystem, pollutant, pollution sources, spatiotemporal change). 

履修心得 
環境学、生態学、化学的な素養が必要であるが、もっと大事なのは、これから修得するという意欲を持つことである。 
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要望 
環境問題を解明するためには、複合的な学問を学ぶ必要がある。今回の講義は、環境化学に絞ったが、今後勉強を続けるなら

ば広い視野で取り組むことを進める。 

 

■ キャリアデザイン 
     曲尾 実 

Career Design 

２年生後期 

科目概要 
キャリアデザインに必要な自己理解と社会・環境の理解を、ＤＶＤの視聴やグループワークなども実施しながら促進していく。また、

社会人として求められるコミュニケーション力などの基本的なスキルについて、講義での解説とともに、グループワークなどの実施に

より実践的に習得の促進を図っていく。 

履修心得 
学問上の知識等は特になし。ただし、自らの人生（仕事人生）に対する大いなる関心と、真摯な受講態度が望まれる。 

要望 
成り行きでない（仕事）人生を送るための科目です。自己理解や仕事理解、自分の能力の確認などをしていきますが、キャリアに

関することを考える場合には自分一人だけの分析ではなく、他の人との比較も大変重要になります。したがって、グループワークや

ディスカッションに積極的に参加することが必要です。 

期末試験のみならず、出席率や課題への取り組み、グループワークなどへの貢献度、授業中の態度・行動も評価対象にします。 

 

■ 生態環境実習 
     吉崎 真司、咸 泳植、北村 亘 

Fieldwork on nature and natural environment 

２年生集中（後期） 

科目概要 
自然の中で、動植物・生態系及び無機的環境に関する調査体験を通して、自然を理解し、劣化した自然を修復・再生する方法

を学ぶ。 

This fieldwork focuses to learn how to restore and rehabilitate the deteriotated nature through the field survey. 

履修心得 
山歩きができるように、日頃から体調管理に努めること。 

要望 
実習は、静岡県富士宮市富士山２合目付近の、静岡県山の村内の宿泊施設に３泊４日の予定で滞在しながら行う。実習費用が

係るので、説明会に必ず出席すること。また、実習では静岡大学農学部の教員２名が指導を行うほか、本学卒業生による特別講義

も行う予定である。 

 

■ 地理情報システム 
     史 中超 

Geographic Information System 

２年生後期後半 

科目概要 
高度の情報社会の進展に伴い、都市再生や防災、カーナビゲーションや携帯などをベースにしたあらゆるサービス分野で地理

情報に対するニーズが急速に高まっている。本科目では、地理情報システム（GIS）の基礎から都市や地域の自然及び人間の経済

社会活動に関わる様々な地理情報の収集・管理・検索技術、それからGISを生み出した基盤となっている科学的知識を体系的に学

ぶ。 

 In this subject, the principle of GIS(Geographic Information System) and the major techniques in GIS related to capturing, 

storing, checking, integrating, manipulating, analyzing and displaying spatial data will be described in details. Furthermore, the 

students can learn about how to solve practical problems like urban redevelopment etc. with GIS from the exercises. 

履修心得 
地図に関する知識を勉強・復習しておけば授業の内容が理解しやすくなる。 

<事前に履修が望ましい科目> コンピュータシステム、情報リテラシー演習、画像処理技法 

<他の授業科目との関連> 環境モニタリング技術 、環境地理 

要望 
すべての回に出席することを前提として成績評価を行いますので、無断欠席しないように注意してください。 
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■ 環境アセスメント概論 
     横田 樹広 

Environmental Impact Assessment 

２年生後期後半 

科目概要 
人間による開発行為が環境に及ぼす影響を理解し、我が国における環境影響評価制度および環境影響の予測・評価の技法に

ついて習得する。また、持続可能な開発にむけた環境アセスメントの課題と可能性について理解する。 

Understanding the concept of environmental impacts and the systems/techniques of environmental impact assessment, the 

present issues and the possibilities of EIA/SEA systems for the sustainable development will be discussed with the practical 

studies. 

履修心得 
自身が関心を持つ具体的な開発事業やその環境影響、環境影響評価の状況等について広く情報収集するとともに、環境アセ

スメントの新たな課題・可能性について考えながら受講すること。 

要望 
まずは、環境影響評価の実際の手続きと技術についてきちんと習得することを目指してほしい。 

そのうえで、持続可能な開発にむけて環境アセスメントで何ができるか、国際的視野でその可能性を議論できることを目指してほ

しい。 

 

■ 環境都市関連法(1) 
     竹田 智志 

A related law of environment and urban (1) 

２年生後期 

科目概要 
本講義では、私達の生活と密接に関わりを持つ民法の全体像をつかみ、民法の体系的な理解と法令用語の基礎知識を習得す

る。その上で、契約・財産法の基礎を学ぶ。様々な具体例を取り上げ、特に不動産の取得を巡る問題、金銭の貸し借りや担保、債

権や契約などのテーマをピックアップし、具体的な事例を取り入れながら学習する。本講義は、不動産業や建設業界、ハウスメー 

カーなどの業界を目指す学生が、宅建などの不動産関係の資格を取得する上での基礎となる講義である。また、環境問題を理解し

分析するにあたって必要な基礎的知識、技能、方法論を学ぶための講義でもある。 

履修心得 
星野英一著「民法のすすめ」岩波新書は講義前に読んでおくことを望みたい。 

要望 
定期試験では、持込みを一切認めません。厳しいようですが、制度そのものは民法全般のうちのほんの一部分を考査するもので

す。制度のイメージは講義時に解説するわけですが、実際の法規定は触れられる場合とそうでないときがあります。各自がそれぞれ

に抑えておいて戴きたいと願います。 

 

■ 環境都市関連法(2) 
     竹田 智志 

A related law of environment and urban (2) 

３年生前期 

科目概要 
本講義は、「環境都市関連法(1)」をベースとし、不動産取引とマンション管理に関する法体系を学ぶものである。まず、不動産の

特殊性について検討し、不動産賃貸借の仕組み、個別の法的論点について検討する。後半は現在の都市において一般的となりつ

つあるマンションに焦点をあて、区分所有、マンション管理など、マンション法の論点について考察する。全体としては民法と特別法

の交錯するポイントを押さえ、不動産取引が複雑かつ不透明である点を明らかにし、不動産関係の資格試験等の把握を充分なもの

とすることを目指す。本講義は、環境問題を理解し分析するにあたって必要な基礎的知識、技能、方法論を学ぶためのものである。 

履修心得 
「環境都市関連法(1)」は履修済みであること。 

要望 
テキスト、六法、用語集が必要です。揃えて下さい。一応法律は、「民法」、「借地借家法」、「区分所有法（建物の区分所有等に

関する法律）」を対象としています。テキストは制度全般につき概説。用語集は文字通り法律用語の解説。法は六法に記載されてい

ます。 
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■ 公共政策論 
     古川 務 

Public Policy 

３年生前期前半 

科目概要 
公共政策とは、政府および地方公共団体等が実施するさまざまな公共的な施策をいう。この講義では、本学部・学科の特徴を踏

まえ、深く環境問題にかかわるいくつかの政策分野の事例を取り上げて、主として法的観点から概説する。この科目は、持続可能な

企業活動や消費行動を促進するための政策立案について発展的に学ぶための科目である。なお、公共政策のうち、環境政策に区

分されるものについては、環境政策論で取り扱う。受講学生には、これらの事例を踏まえて、各公共政策分野の特徴、課題を理解

すること、また、その望ましいあり方を考察することが求められる。 

The public policy means various measures to promote public welfare that the government and local public body etc. carry out. 

It is sorted in the plural policy areas. In this lecture, based on the characteristic of this department, I comment on the measures 

in some policy areas relating to environmental problems primarily from the legal point of view. This lecture provides the base to 

learn about policy making to promote sustainable corporate practice and consumption behavior. However, I address the policy 

area called the environmental policy in the public policy in other lecture, Environmental Policy. The students taking this lecture 

are required to acquire the characteristics, the issues and to consider the desirable role concerning each policy areas based on 

the examination of these measures. 

履修心得 
公共政策分野に広く関心を有していること。また、日頃から新聞等で情報を収集しておくこと。 

要望 
担当者の専門の関係で、法的観点から公共政策を考えていきます。ただし、環境法の講義とはかなり視点を異にしていると思い

ます。できるだけ出席して、この講義の全体像をつかんでください。 

 

■ NPO とソーシャルビジネス 
     服部 篤子 

Nonprofits and Social Business 

３年生前期 

科目概要 
 本講は、「公共サービスの担い手は誰か」、「非営利セクターにとって利益とは何か」、「そソーシャルイノベーションとは何か」、

といった基本的な問いに、皆さんが解を見出すことで、NPO やソーシャルビジネスの理論と実践を理解することを目的とします。 

 具体的には、まず、この分野が国内外で着目されてきた社会的背景と研究の潮流を概説します。そして、公共政策、組織運営、

ビジネスや市場との関係など複数の視点から非営利セクターの役割と課題を明らかにします。 

 さらに、営利と非営利セクターを超えたフィールドとしてのソーシャルビジネスを分析し、社会課題解決の可能性や市民社会に

ついて考えていきます。 

Who is public service providers? What is the pofits for the nonprofits sector? What is the meaning of social innovation? 

We oncsider these reasearch questions above and try to undrestand the concept of social busienss. 

In additon, we discuss the tide of social environment where the social business were emerging. Furthermore, we examine the 

role of social sector in terms of public policy, institutional management, and social impact on the market. 

The purpose of the class is to think over the theory and proctice of civil society beyond the bondaries between profits and 

business sector. 

履修心得 
特になし 

要望 
キャリアを考える上で、社会問題の解決に取り組む「社会起業家」など、NPO に携わる人々やリーダーの人間性に学ぶところは

少なくありません。本講座を通じて、各自が緊要な社会の問題に目を向け、市民社会に対する意識を高めることを期待します。 

 

■ 都市気候論 
     鳴海 大典 

Urban Climate 

３年生前期 

科目概要 
都市では人工被覆化や排熱の増大に伴ってヒートアイランド現象が顕在化している。また、温室効果ガスの増大による地球温暖

化の影響もあいまって、特に大都市での気候変化が大きな社会問題となっている。本講義で科目担当者は、都市化に伴う気候変

化のメカニズムとこれにより生じる環境問題について解説するとともに、適切な環境計画を行うための技術や政策などの最新情報を

提供する。 

Urban heat island caused by the increase of the artificial covering and anthropogenic heat in cities have been become 
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remarkable. Furthermore, by the effects of global warming, climate change in cities have become particularly big social problem. 

In this lecture, student will learn the mechanisms of climate changes associated with urbanization, impacts to the residents in 

cities and the latest technology and policy for carrying out the appropriate environmental planning. 

履修心得 
環境都市計画学や建築気候学などの関連講義を受講していること。 

 

■ 意思決定論 
     阿部 雅之 

Decision Making Method 

３年生後期 

科目概要 
意思決定をデータ中心のアプローチとして捉え、ビジネスのみならず、日常生活においても重要な位置づけであることを習得す

る。学習直後から活用可能な事例を中心に学習する。 

This lecture treats Decision Making Method by data-oriented approach. We also discuss Decision Making Method in our daily 

life. 

履修心得 
特に設定はしないが、統計関連科目されにできれば簿記会計関連科目の学習が望ましい。また、表計算ソフトエクセルの基本

的操作ができればなおよい。 

要望 
学習したその日からすぐに活用できるテーマを教材としているので、日常の生活や行動を意思決定的観点からシステム的に捉え、

普段の生活の場でも実践してください。この授業を受けることで、それまで持っていた先入観や概念が大きく覆ります。若いうちにカ

ルチャーショックを大いに受けてください。 

 

■ マネジメント数学 
     郭 偉宏 

Mathematics for Management 

２年生前期後半 

科目概要 
マネジメントの技術には、OR やコンピュータシミュレーション等、数学的なものの見方・考え方が要求されるものが多い。本講義

では、これらの専門領域で必要となる数学的なものの見方・考え方を身につけることをねらいとし、特に、集合、ベクトル、行列、線形

代数の基礎を理解することを目的とする。 

The objectives of this lecture are to acquire the ability of fundamental mathematics, for example, set, vector, matrix, linear 

algebra, in order to apply it to each special investigation. 

履修心得 
前提とする知識及びキーワードとしては、集合、ベクトル、行列、線形代数である。事前に履修が望ましい科目としては、高校で

の数学 I、II,A,B、また数学入門を履修していることが望ましい。 

要望 
マネジメントへの応用を含め、行列、微分や積分の考え方や基礎的な計算方法について、演習を通じやさしく説明するので、履

修してください。 

 

■ 財務会計 
     田中 優希 

Financial Accounting 

２年生前期 

科目概要 
本講義では財務会計の基礎を学ぶ。財務会計は、企業の経営成績や財政状態を外部利害関係者に報告するツールである。 

This course is designed to provide a basic understanding of financial accounting.Financial Accounting is a tool to report the 

results of operations and financial condition of the company to external stakeholders. 

履修心得 
予備知識を必要としない。ただし日常的に経済系のニュースに気を配ると、講義の理解が早まる。 

要望 
現代社会で必要なものは、英語、IT、そして会計です。会計を学ぶと世の中の仕組みをより深く理解できるようになります。身近

な事例や企業の具体例を豊富に取り上げて講義するので、好奇心旺盛に学んでください。 

 



123 

 

■ 環境コミュニケーション論 
     枝廣 淳子 

Environmental Communication 

２年生前期後半 

科目概要 
環境問題の解決に向けて、問題の存在を伝えるだけではなく、必要な政策の受容度を上げ、行動変容を促すコミュニケーション

が必要だが、こういった観点での環境コミュニケーションについては、国内はもちろん世界でも、研究・実践が始まったばかりである。

この科目では、コミュニケーションの基本的な理論、マーケティング理論、心理学、共創のための対話などをベースに、行動変容に

つながる環境コミュニケーションの枠組みを学び、実践を行う。また、日本の非常に弱い点である「世界への発信とコミュニケーショ

ン」や、SNS などの新たなメディアを通じての環境コミュニケーションの可能性についても考える。 

履修心得 
心理学入門、情報編集入門 などを履修していることが望ましい 

 

■ 環境教育 
     佐藤 輝 

Environmental Education 

２年生前期 

科目概要 
環境教育のさまざまな実践的な取り組みへの理解を通して、環境教育の意義、目的、背景、歴史、対象者、方法論などを具体的

に学ぶ。地球温暖化や自然破壊、水質・大気汚染といった身のまわりの環境問題に着目して、受講生みずからが環境教育プログラ

ムを企画できるノウハウを習得すために、海外の教育動向や国内の企業・行政の先進事例も参照する。Through the understanding 

of various practical actions of the environmental education, its significance, a purpose, a background, the history, target people, 

methodology for the environmental education will be concretely studied. To learn how to plan an environmental education 

program against several environmental problem around ourselves such as climate change, destruction of nature, the water and 

atmospheric pollution, every student refers the overseas education trend, and the advanced examples of private companies and 

administration sectors in Japan. 

履修心得 
環境教育への関心 

 

■ 食料問題と環境 
     大塚 善樹 

Food and Environment 

２年生後期前半 

科目概要 
私たちの食卓は環境と密接につながっています。多くの環境問題は食品汚染として発生してきましたが，大規模な工業的食料

生産は環境破壊の原因でもあります。この授業では，現代社会のグローバル化，情報化，環境配慮などの変化のもとで，食料の生

産と消費のありかたがどのように変化してきたかを考えることを通して，持続可能な社会のあり方にアプローチします。 

In this class the impacts of production and consumption of food upon natural environment are discussed in the context of 

global, informational and ecological change of contemporary society. 

履修心得 
社会学入門，ミクロ経済学，環境社会学の単位を取得していることが望ましい。 

 

■ 日本外交論 
     小野 直樹 

Japan's Foreign Policy 

２年生後期 

科目概要 
日本の外交に関する基本的知識と考え方、ならびに日本が直面している主要な課題について、国際社会の一員である日本がど

のように対応しているのか、取り組むべき問題にはどのようなものがあるかを理解する        

This course covers analytical framework of foreign policy conducts and major issues of Japan's foreign policy 

履修心得 
新聞、テレビ、インターネットなどを通じて、日本と国際社会に関係あるニュースを調べ、現在日本が直面している国際問題には

どのような問題があり、どう対応すべきかを自分自身で考えておくこと 
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■ 国際法 
     高井 晉 

International Law 

３年生前期 

科目概要 
国際法は、主権国家間の共通ルールとなるもので、主権国家間の利益の衝突をあらかじめ調整するとともに、国際社会の秩序を

維持し国際協力を推進する重要な役割を果たしています。今日の国内社会における環境や情報の問題が国際社会と密接な関係

にあるため、この国際法の講義は、環境科目および情報科目の基盤科目として位置づけられ、国際社会における諸国家間のダイ

ナミックな活動を研究する上で必須の科目である。International law has been developed by soverign states and played its 

important roles to settle international disputs in advance and to improve international cooperation. For activities on environment 

and information in a domestic society are closely related those in international society, this lecture is designated a basic and 

necesary lecture on environment and information studies. 

履修心得 
この授業では、国際社会、主権国家、国家承認、政府承認、排他的経済水域、越境環境汚染、宇宙空間、地球軌道、空域、国

際武力紛争、安全保障、集団的自衛権、国連決議など、普段ほとんど使用しない用語が頻繁に使用されますので、受講に当たっ

ては新聞、テレビなどマスメディアの報道に注意しておいてください。、 

要望 
講義中あるいは講義後に多くの質問があることを期待しています。講義内容を復習することは期末試験の準備になるので、講義

内容をまとめたレポートは、翌週の講義後に必ず提出するようにしてください。 

 

■ エネルギーと政策 
     木村 啓二 

Introduction to Energy Policy 

３年生前期 

科目概要 
エネルギーは私たちの生活や経済活動と密接にかかわっています。と同時に、それは国内のみならず世界全体とかかわり、か

つ環境影響を与えています。そこで、本講義では私たちのエネルギー利用が環境に与える諸影響について理解するとともに、そう

した課題解決に向けた取組と今後の課題について考えていきます。 

Energy production and consumption is closely related to our lives and economic activities. On the other hand, that affects 

environment issues. This lecture provides you basic information on energy consumption and the environmental impacts from the 

energy usage. In addition, we consider the current situations for addressing these challenges. 

履修心得 
経済学やエネルギーに関する基礎知識があれば望ましいですが、特に必須ではありません。 

 

■ オペレーションズリサーチ 
     増井 忠幸 

Operations Research 

３年生前期 

科目概要 
OR は、経営事象や社会事象を、数学モデルで表現し定量的に分析することによって、その構造や挙動を解析・把握し、意思決

定のための定量的基礎を得るための方法である。この講義では、問題の捉え方やモデル表現方法について、身近な事象を例とし

て取り上げ、モデル構築の方法と解析手法について講述する。また、典型的な OR モデルについて解説し、その数学的な意味を理

解するとともに、演習等によってその解法を修得し、これを環境問題やマネジメント問題の意思決定や設計に役立てる素養を身に

付けることを狙いとする。 

＜科目概要（英文）＞The objectives of this lecture are to understand the typical OR models and methods of analysis, and to 

acquire the modeling skills appropriate for many kinds of phenomenon such as business management and environmental problems 

for decision making.  

＜キーワード＞モデル、最適化、経営科学、数理計画 

履修心得 
統計学の基礎知識、高校程度の数学的素養が必要。 

数学入門、統計学基礎、環境数理学入門、環境統計学、マネジメント数学、環境ロジスティクス 等を履修していることが望まし

い。 

要望 
この講義は、問題を論理的にとらえ考える素養を身に着けることを狙いとしている。 

講義中に講義・演習内容を完全に理解するようにし、各自復習して身に着けるようにして欲しい。 
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欠席すると次回の講義内容がわからなくなることが多いので、欠席しないように。やむを得ず欠席した場合には、次回の講義まで

に内容を習得しておくよう努めてください。 

 

■ ライフサイクルアセスメント 
     伊坪 徳宏 

Life Cycle Assessment 

２年生前期後半 

科目概要 
環境調和型として開発される製品は真に環境影響を緩和するのに貢献するものであるのか適切に評価されなくてはならない。

LCA は製品の環境側面に対する分析評価手法として既に多くの企業において採用されており、社会に定着しようとしている。ここで

はケーススタディ等を織り交ぜながら LCA の構成とその実施方法について習得することを目的とする。 

＜科目概要（英文）＞Products developed for environment have to be evaluated based on the quantified results in order to 

convince the significance of products to many of stakeholders and promote them to the public. LCA has been recognized as a 

useful tool that enables us to quantify environmental impacts due to product life cycle. Most of advanced companies have already 

adopted this tool in order to support their decision making. This class is aimed for learning the procedure of LCA and how to 

apply this for the establishment of environmental management. 

＜キーワード＞ISO14040、LCI(ライフサイクルインベントリ)、LCIA(ライフサイクル影響評価)、ライフサイクル解釈 

履修心得 
環境影響について評価するために必要な知識として、環境問題の概論、エコマテリアル、環境管理などを理解しておくことが望

ましい。 

要望 
あらゆる人間活動は環境負荷を伴う。ライフサイクル的思考のもと環境影響を総量的に低減させていくことの重要性を認識すると

ともに、適切に評価するための必要な知識を習得してほしい。 

 

■ 循環型生産システム 
     郭 偉宏 

Circulatory Production System 

２年生後期前半 

科目概要 
本講義では、循環型生産システムにおける基本的な管理技法（需要予測，在庫管理，生産計画，輸配送計画）と環境への配慮

について学ぶ． 

This lecture presents several fundamental thinking and techniques related to circulatory production system, For example, 

forecast, inventory control, production planning, VRP and SCM, especially relationship with environmental factors. 

履修心得 
数学入門、マネジメント数学、マネジメント入門、統計学や情報系（エクセル）に関連する科目の履修が望ましい． 

要望 
生産システムにおける４つの技術、さらに環境との関わりについて説明します。ぜひ履修して下さい。 

 

■ 環境ロジスティクス 
     増井 忠幸 

Environmental Logistic System 

２年生後期 

科目概要 
ロジスティクスは、全産業及び社会生活の基盤として不可欠な要素であり、ますますその重要性が高まっているが、大量のエネ

ルギー消費と環境負荷を伴う活動である。本講では、サプライチェーン全体にわたって、ものの流れの効率化を図り、かつ環境負荷

を低減するロジスティクスシステムのあり方について講述する。特に、ロジスティクスにおける環境問題の体系的把握とその具体的な

取組み方法、および、社会的な環境負荷低減活動に資するためのロジスティクスにおける環境負荷の定量的把握とその可視化の

方法論について解説・議論する。 

＜科目概要（英文）＞In this lecture, we will discuss the logistics system should look like in the environmental and the 

advanced information age. In addition, we will learn how to measure and visualize the CO2 emissions in the logistics activities and 

how to design the effective and environmental supply chain. 

＜キーワード＞調達-生産-流通-消費-回収-廃棄、サプライチェーン、経済効率、環境効率、情報システム、CO２ 

履修心得 
マネジメント入門、環境問題原論、持続可能な消費 などを履修していることが望ましい。 
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要望 
ほとんどの企業活動や社会生活に関係する「物流・ロジスティクス」に関する講義です。 

「物流」を通じて、効率化や環境負荷削減方法について基礎から解説します。 

ロジスティクスや環境問題に関する基礎の習得に加えて、新聞・雑誌・テレビ放送などによって社会の動向にも注意しながら受講

してください。欠席しないように。 

 

■ エコデザイン 
     伊坪 徳宏 

EcoDesign 

２年生後期 

科目概要 
環境配慮設計、エコイノベーションの4段階、製品改善、再設計、機能革新、システム革新、サステナブルデザインについて学ぶ 

To understand Environmentally Concious Design, Four developing stages of Product Improvement, Redesign, Function 

Innovation and System Innovation, and Sustainable Design. 

履修心得 
ライフサイクルアセスメント（LCA）の基礎知識 

要望 
エコプロダクツを的確に評価できる見識を養ってほしい 

 

■ 環境会計 
     田中 優希 

Environmental Accounting 

２年生後期 

科目概要 
環境会計の基本的な概念を網羅的に概説する。 

環境経営と会計システム、環境管理会計、マテリアルフローコスト会計、ライフサイクルアセスメント、環境情報開示と環境報告書、

財務会計と環境問題など。環境会計の入門に当たる講義であることから、各分野のより詳細な内容に興味のある学生は、本講義の

後または同時に、当該分野の講義を取ることを推奨する。 

This lecture outlines comprehensively basic concepts of environmental accounting. 

To be more specific, accounting system and environmental management, environmental management accounting, material flow 

cost accounting, life cycle assessment, and environmental information disclosure, environmental issues and financial accounting, 

and so on. 

Since this lecture is an introduction to environmental accounting, if you are interested in a more detailed contents of each 

topics, you may take lecture of that topic after or with this lecture. 

履修心得 
アカウンティングシステム、財務会計等、会計関連科目の履修を推奨する。 

要望 
環境会計に興味を持っている学生が、自分が本当に関心のある領域は何か、あるいはどの領域であれば自分の持ち味が活か

せるのか、といった事を探ることのできる講義にしたいと考えています。 適宜、財務会計や管理会計の基礎的な内容についても補

足します。 

 

■ 環境マーケティング 
     伊藤 裕一 

Environmental Marketing 

３年生前期 

科目概要 
資本主義社会において、クラシックなマーケティングは大量生産、大量消費を支え、急速な経済発展に貢献する一種のシステム

として創出された。また、個々の企業レベルの視点をとると、マーケティングは、その収益性と競争優位性の原動力として、企業の成

長に貢献してきた。しかし、こうした過去のマーケティング戦略は、自然環境に対する楽観的な仮定に基づき、その活動がもたらす

広範囲な環境へのインパクトについての配慮を欠いてきた。その結果、マーケティングを原動力とする企業活動は、環境、経済、社

会－文化的な様々な問題を引き起こしてきた。マーケティングには、根本的なパラダイムの変換が必要である。本科目では、こうした

マーケティング・パラダイムを、クラシック・マーケティング、エコロジカル・マーケティング、グリーン・マーケティングの変遷の中で検

討した後、将来に向かっての持続性を実現することが期待されるサステナブル・マーケティングについて検討を行う。最後に、マー

ケティングの主目的である消費そのものの妥当性にフォーカスしたソーシャルマーケティングの視点についても検討を行う。 

In the capitalism society, classic marketing was created as a kind of system to contribute rapid economic growth by supporting 

mass production and consumption. Also, from the view point of individual corporations, marketing contributed to company’s 
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growth as a driving force of profitability and competitive advantages.  However, the past marketing strategy, based on the 

optimistic assumptions regarding natural resources, had been lacking consideratios and concerns on its impacts on the 

environment on a large scale. As a result, corporate activities supported by marketing forces has been causing a wide variety of 

environmental, economical and socio-cultural problems.  Marketing needs the drastic paradigm shift.  In this lecture, after 

examining the transition of marketing paradigms starting from classic marketing 

followed by ecological and green marketing, the sustainable marketing which is expected to be realizing sustainability toward 

the future will be examined.  Finally, the social marketing focusing on the validity of consumption, the key objective of marketing, 

will be studied. 

履修心得 
環境マネジメントにおける関連する科目の知識 

要望 
・グループディスカッションへの積極的な参加 

・グループディスカッションを通じて持続可能なマーケティングの具体的な方策、例えば、商品やサービスの提案を行って欲しい 

 

■ 環境志向型経営分析 
     枝廣 淳子 

Financial Analysis 

３年生前期後半 

科目概要 
環境問題の原因の一つでもあり、解決策の担い手でもある企業の活動を､社会貢献ではなく、経営という視点から学び、分析・評

価する手法を身につけることで、環境問題の解決策に資する力を身につける。 

Businesses are one of the drivers of environmental problems as well as one of the key players to address such issues. Students 

will look at business activities not from philanthropic standpoint but from view of corporate management and acquire methods for 

analysis and evaluation of such business activities in order to contribute to solve environmental issues. 

履修心得 
持続可能な消費、環境マネジメントシステム などを履修していることが望ましい 

 

■ 企業経営とサステナビリティ 
     市川 芳明 

Corporate sustainability management 

３年生前期後半 

科目概要 
この科目は、企業が持続可能型経営に転換するための知識や技術を学ぶための科目である。21 世紀の企業は環境のみならず、

社会的責任を考慮した経営を行わなければならない。この講義では生物多様性や紛争国物などの先端的CSR課題と，環境やCSR

課題に企業経営者がどのようにとりくむべきかについて取り扱う。講義中の Debate における訓練を経て，いま企業が欲しているグロ

ーバル人材育成の一助とする。.  

This class is aiming at making students to gain knowledge for transforming corporate business strategies to more 

sustainable-oriented and profitable ones. In the 21st century, every organization should conduct sustainable corporate 

management including not only environment but also social responsibility. In this lecture, advanced examples of CSR management 

and supply-chain management including conflict minerals an biodiversity are addressed. In particular the corporate business 

strategy to deal with these issues are focused. Through the debate on these issues, this lecture helps students improve their 

competence being global experts which is most appreciated by businesses these days. 

履修心得 
二回目以降，次回の課題についての簡単なレポートを提出。授業では活発に討論に加わり，自分の意見をしっかり述べること。

レポートと討論では日本語あるいは英語を用いること。 

 

要望 
自らが経営者になったつもりで環境 CSR 経営を学ぶ 

 

■ 環境監査 
     各教員 

Environmental Management and Audit 

３年生前期 

科目概要 
この講義は、企業が環境に調和した製品や技術を開発して持続可能型経営に転換するための知識や技術を学ぶために、最近
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の環境問題の動向、環境マネジメントシステムの要求事項やＣＳＲ報告書に求められる事項の解説を通して、ＥＭＳ監査の実務を習

得することを目的とする。/The objective of the lecture is to learn the practice of EMS audit through a description of trends of 

recent environmental issues, environmental management system requirements and CSR report, in order to learn the knowledge 

and technology for converting to Sustainable Management to develop products and technologies that companies are in harmony 

with the environment. 

履修心得 
｢環境マネジメントシステム｣の履修、インターネットで企業情報を検索出来ること。グループ討議が出来ること。 

要望 
日本の大学で最初にＩＳＯ１４００１の認証を取得した大学の構成員として、横浜キャンパスや日常生活を「環境監査」という視点で

観ることを通して、あらたな気づきを得てください。 

 

■ 環境改善のライフスタイル 
     枝廣 淳子 

Sustainable Consumption & Changing Lifestyle 

３年生後期前半 

科目概要 
人間社会や生態系のさまざまな要素が複雑につながりあい、互いに影響しあうひとつの「システム」である地球環境が危機に瀕し

ており、地球システムを持続可能なものにするためには、私たち人間が持続可能な社会を構築する必要があります。この授業では、

｢システム」としてのものの見方を身につけながら、地球システムに大きな影響を与えている「私たちひとり一人のライフスタイル」の観

点から、持続可能な社会へのシフトに必要な枠組みや考え方、実践などを学び、持続可能なライフスタイルや価値観について考え

ます。 

You will argue for reneissance of pubulic local places and community life, a review of dubious benefits of the acceleration of 

time and shirinkage of space in the modern economy. 

履修心得 
持続可能な消費 を履修していることが望ましい 

 

■ 公共経済学 
     岡田 啓 

Public Economics 

２年生前期後半 

科目概要 
景気対策、財政問題、社会保障（年金・健康保険）、環境問題など政府が対応する公共問題を日々メディアは取り上げている。こ

れらの問題を我々はどのように考えたら良いのであろうか。本講義は、それらの問題の核心に迫るために必要となる公共経済学の

基礎概念を解説する。なお、本科目は、持続可能な企業活動や消費行動を促進するための政策立案に際して必要となる事柄につ

いて学ぶための科目である。 

The purpose of the course is to study role of government and public policies through microeconomics. Topics include public 

finance, public goods, social seculity and tax policies. You can study some insights from this lecture to evaluate public issues in 

the society. 

履修心得 
ミクロ経済学を履修していることが望ましい。 

要望 
講義と日常生活を切り離さないようにしてください。講義で出てきた考え方は日常生活に利用することが出来ます。 

 

■ 環境社会学 
     大塚 善樹 

Environmental Sociology 

２年生前期前半 

科目概要 
環境問題は私たちの社会が引き起こした社会問題です。また環境問題は，人々に様々な対応を引き起こし，私たちの社会のあ

り方を変えてゆきます。この授業では，このようなダイナミックな社会の変化を読み解く力を身につけ，持続可能な社会のあり方につ

いて考えます。 

This class focuses on dynamic interactions between natural environment and social systems, in which processes both 

environmental problems and societal relations emerge, transform and dissolve. 

履修心得 
社会学入門の単位を取得していることが望ましい。 
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■ 開発協力と環境 
     松下 和夫 

Environmental Education and International Cooperation 

２年生後期 

科目概要 
この科目は、持続可能な企業活動や消費行動を促進するための政策立案について発展的に学ぶための科目である。とりわけ持

続可能な開発の意味と意義について理解し、持続可能な開発のための国際協力と地球環境問題の現状、課題、今後の方向性に

関する理解を深める。This course is intended to help policymaking to promote sustainable business practices and consumer 

behavior. It aims to understand the meaning and significance of  sustainable development and acquire a better understanding of 

the current state of international cooperation for sustainable development as well as global environmental issues, challenges, and 

future directions. 

履修心得 
自ら積極的に地球環境問題や持続可能な開発に関する国際協力に関心を持つ、その内容を整理し分析できるように努めること。

授業に際しては、議論への積極的な参加を奨励し、自らの意見の表明と他者との討論を通じて自らの意見を持つ人間形成への一

助となることを期待する。 

要望 
自ら積極的に地球環境問題や持続可能な開発に関する国際協力に関心を持つ、その内容を整理し分析できるように努めること。

授業に際しては、議論への積極的な参加を奨励し、自らの意見の表明と他者との討論を通じて自らの意見を持つ人間形成への一

助となることを期待する。 

 

■ 環境法 
     古川 務 

Environment and Law 

２年生後期後半 

科目概要 
この講義では、環境法入門を踏まえて、さらに詳しく良好な環境の確保を図るための法制度を説明する。持続可能な企業活動

や消費行動を促進するための政策立案について学ぶための基本となる科目である。法制度の理解を踏まえて、環境法体系の特徴、

課題、望ましいあり方等につき詳細に議論できるようになることを目指している。テーマは、環境法入門同様に幅広く、大気汚染、水

質汚濁等の公害の防止にかかわる法制から、人間による破壊等から自然環境を保全する自然保護法制に至るまでを扱う。なお、必

要に応じて、たとえば気候変動枠組条約・京都議定書、生物多様性条約等の国際環境法にも言及する。 

This lecture is intended to teach the legal system to maintain natural environment in more detail, based on the Introduction to 

Environmental Law, and provides the elements to learn about policy making to promote sustainable corporate practice and 

consumption behavior. I hope that students taking this lecture become able to discuss in detail about the characteristics, the 

issues, and the desirable role of the environmental laws system. This lecture addresses the theme of legal system relating to 

prevention of pollution such as the air pollution or the water pollution, and nature conservation legislation to protect natural 

environments from the destruction by the human being. In addition, I mention the international environment laws such as United 

Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol, and Convention on Biological Diversity as necessary. 

履修心得 
新聞記事等のチェックを日頃より行い、環境問題に対する関心を維持しておくこと。 

要望 
どのようなルールがあるかについての理解が深まれば、環境問題への興味関心もこれまでとは異なったものになると思います。

授業内容をしっかりと復習し、環境に関するルールの理解に努めてください。 

 

■ 環境経済学 
     大守 隆 

Economics of the Environment 

２年生後期 

科目概要 
この科目は、持続可能な企業活動や消費行動を促進するための要因や政策について経済学の観点を重視しつつ学ぶための

科目である。ミクロ経済学の中で環境問題と関連が強い分野を深彫りしつつ、環境問題のもつ性格を明らかにし、対応策を考察す

る。その後、経済成長や経済発展などとの関係も議論する。最後に、国際的な視点から環境問題の解決策を考察する。地球温暖

化問題を重視するが、資源問題やリサイクルなどの問題も随時とりあげる。 

This subject deals with factors and policies to promote sustainability in business activities and consumer behavior, with an 

emphasis on economics. Relevant areas of microeconomics will be reviewed with a view to identifying the nature of environmental 

issues and examining possible measures. After that, aspects related to economic development and growth will be discussed. 

Finally, international approach for environmental issues will be examined. Emphasis will be given to global warming but other 
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issues such as exhaustible resources and recycling will also be discussed as necessary. 

履修心得 
基礎的なミクロ経済学を履修していることが望ましいが、前提とはしない。 

要望 
環境経済学は身近な問題から世界規模の問題までを取り扱う。環境関連で卒論を書く上でも重要な武器になる。講義に集中す

ることが最も効率的な学習になる。 

 

■ 国際政治経済論 
     小野 直樹 

International Political Economy 

３年生前期 

科目概要 
地球環境問題の実際の解決に必要不可欠な世界政治学の基本的考え方および現在取り組みが必要な世界政治の主要課題   

This course covers  major ideas of international relations and important topics of contemporary global politics 

履修心得 
日本外交論、国際法、異文化コミュニケーション等、関連する科目を履修しておくこと 

 

■ 環境政策論 
     古川 務 

Environmental Policy 

３年生後期後半 

科目概要 
環境政策は、一般に公共政策の一分野とされる。環境政策以外の公共政策分野については、公共政策論で扱う。この講義では、

人々が集住する都市とのかかわりの中で、いくつかの環境政策を取り上げて、主に法的観点から概説する。この科目は、持続可能

な企業活動や消費行動を促進するための政策立案について発展的に学ぶための科目である。受講学生には、これらの題材を通し

て、環境政策の特徴、課題を理解すること、また、その望ましいあり方を考察することが求められる。 

It is said that the environmental policy is included in the public policy. I address the public policy area other than the 

environmental policy in other lecture, Public Policy. In this lecture, I comment on some environmental policy in the relation with 

the city where many people live in, from the legal point of view. This lecture provides the base to learn about policy making to 

promote sustainable corporate practice and consumption behavior. The students taking this lecture are required to acquire the 

characteristics, the issues and to consider the desirable role concerning each environmental policy based on the examination of 

these themes. 

履修心得 
環境政策分野に広く関心を有していること。また、日頃から新聞等で情報を収集しておくこと。 

要望 
担当者の専門の関係で、法的観点から環境政策を考えていきます。ただし、環境法の講義とはかなり視点を異にしていると思い

ます。できるだけ出席して、この講義の全体像をつかんでください。

 

 

■ グローバルガバナンス 
     小野 直樹 

Global Governance 

３年生後期 

科目概要 
冷戦終結後重要性を増している地球規模問題について、その概要と対応のあり方を考える         

This course covers major analytical framework of global governance and issues on global governance 

 

履修心得 
新聞、テレビ、インターネットなどを通じて、地球環境問題や国際テロリズム、国際伝染病など地球規模での取り組みが必要な問

題について、自分自身の問題として常に考えておくこと 
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■ 国際経済と環境 
     米田 篤裕 

Environmental International Economics 

３年生後期 

科目概要 
この科目は、環境問題を理解し分析するにあたって必要となる基礎的な知識、技能、方法論を学ぶための科目です。財やサー

ビスの貿易・直接投資・技術移転などが進みグローバル化した社会が、持続的な成長を図る際の環境に関する課題について学び

ます。環境政策のみならず、グローバルな市場で活躍する企業が、国際金融市場や調達網等を利用して、環境課題に自発的に取

組む事例などを紹介し、経済成長のための論点を整理していきます。This course is the course to learn basic information, skill and 

methodology required for understanding and analyzing on environmental issues. Affected with development of trade, direct 

investment and technical transfer, the globalized society seeks solutions on environmental issues for sustainable development. 

This course will attempt to sort out points for further economic growth, by examining environmental policies and cases of global 

enterprises that approach voluntarily to environmental issues, using guidelines of suppliers’ net, instruments of the financial 

market and so on. 

履修心得 
特にありません。 
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■ 事例研究     各教員 

Case Studies Seminar 

3 年通年 

講義の目的 
事例研究では、配属された学生が、主として研究テーマを発見することをねらいとして、文献調査、現場調査、実験

等を個人またはグループで行う。こうしたアカデミック・トレーニングを通して、研究分野の知見を体得し、卒業研究

の基礎を学ぶ。また、本事例研究においては、企業におけるインターンシップ、共同研究、受託研究、公開発表、イベ

ント参加なども積極的に含め、その多様化を図ることにしている。本事例研究と卒業研究をセットにして配置し、必修

とする。 

This compulsory seminar will offer the basic academic training to the junior students, so that they will be 

able to learn more about the adviser’s disciplines, and try to find their own study themes. Also the students 

must read related academic books in foreign languages under the guidance of the teacher. 

 

■ 卒業研究      各教員 

Senior Seminar 

4 年通年 

講義の目的 
事例研究で学んだ基礎の上に立ち、卒業論文の課題設定、中間発表を経て、最終的に卒業論文を完成させる。そこに

至るまでに、ゼミ方式および個別指導を併用することにより、実効のある指導を行う｡また、本学部の性質上、研究成果

は論文形式にとどまらず、コンピュータ・ソフトやビデオなどの電子加工物、模型なども認める。ただし、そのような

場合であっても、研究テーマや意図、製作過程を記述した報告書ないし卒業研究概要の提出を求める。 

This compulsory seminar to be held in the senior year will provide the students with the opportunity to write 

a graduation thesis under the auspice of the adviser. Without the completion of this thesis the students are 

not eligible to receive the BA degree. 

＜

＜注意事項＞ 

以下に記載した教員毎の概要は、平成 28 年度の実施に基づくものです。平成 30 年度「事例研究」配属の際は、定年

退職教員や新規着任教員等により担当教員が変更となる場合があります。 

 

 

●伊坪 徳宏  
○事例研究 
製品やサービスの環境影響を定量的に評価するための研究を行います。LCA を実施するためのインフラの構築（データ

ベースの開発、環境影響評価手法）に向けた検討を強く意識します。また、家電製品、食品、自動車、建築などの事例

研究についても広く実施します。得られた成果は広く公表し、社会に実装されることを想定した研究を行います。 

○卒業研究 
製品やサービスの環境影響を定量的に評価するための研究を行います。LCA を実施するためのインフラの構築（デー

タベースの開発、環境影響評価手法）に向けた検討を強く意識します。また、家電製品、食品、自動車、建築などの事

例研究についても広く実施します。得られた成果は広く公表し、社会に実装されることを想定した研究を行います。 

 

●枝廣 淳子  
○事例研究 
【概要】 

環境問題を解決していくための重要な視点の一つは、「企業と取り組みと社会との関わり」です。企業はどのような

取り組みをしているのか、それをどのように社会に伝えようとしているのか、社会はどのようにそのメッセージを受け

取っているのか、企業と社会がより相乗効果を生み出すような関係性を築き、ともに環境問題の解決に資するには、何

が必要なのか、日本の企業や消費者の考え方や取り組みは、世界の他国に比べてどこが進んでおり、どこが足りないの

か、などを抽象論ではなく、具体的に分析・追求していくことを通して、企業と社会にとって実際的に役立つ指針や提

案を創り出します。 

 

【得られるもの】 

そういった研究を通して、研究に必要な姿勢や基礎的なスキルを身につけるとともに、企業をはじめとする社会の組

織の担当者へのヒヤリングや意見交換などのやりとりを通して、実社会の理解を深め、象牙の塔ではなく、地に足のつ

いた研究・提案力を培います。 

 

【進め方】 

「問題の理解と探求の準備→フィールドでの取材や見学、活動→学びの理論化」のサイクルを、全体でまたはグルー

プワークで繰り返し、一人で研究できる力を身につけていきます。 
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【テーマ例】 

企業の CSR 活動、環境コミュニケーション、環境経営、社会貢献活動、地域社会との関わり、海外とのコミュニケー

ション、BOP、グローバルな枠組み、海外の NGO とのコラボレーションなど。 

 

○卒業研究 
各自の関心や問題意識に沿ってテーマを選び、環境コミュニケーションなどを通して社会に働きかけるための手法と

理論を研究します。 

 

●大塚 善樹  
○事例研究 
食料と農業に関わる社会的事象のなかで自ら問題を発見し，その問題に適切な調査方法を考案し，実際に調査を行っ

て問題の解を考察してレポートにまとめる。この過程を体験することによって，社会的な問題意識を高め，問題発見能

力を養う。また，調査の企画から報告書の作成に至る全過程を理解する。 

研究方法に関する学習では，自然物が商品として社会的に構築されるプロセス（時間的な形成過程と社会的・空間的

な変容・移動過程の双方を含む）に関する調査について学ぶが，学生が自分のテーマを設定する場合には，領域を指定

せず，自ら問題を発見することを重視する。 

○卒業研究 
事例研究で発見した問題を，より深く考察して卒業論文にまとめる。そのためには，第一に，社会学を中心とする社

会科学の理論を研究し，問を立てる際の理論的枠組みを明確にすることが必要である。これは，先行研究や理論の文献

調査を徹底的に行い，批判的な視点でそれらを再解釈しなければならない。第二に，調査方法・分析方法の洗練も必要

である。事例研究で見出された課題は，恐らく十分に答えられていないはずである。足りない部分を補うとともに，理

論的枠組に沿った分析方法の選択を行わなければならない。これらの作業を通して，2 年間の研究の集大成として卒業論

文を執筆する。 

 

●小野 直樹  
○事例研究 
卒業研究の準備段階と位置付けられるので、国際関係論の基本的分析手法を習得し、同時に地球環境問題など現在世

界が直面している問題について理解する 

○卒業研究 
事例研究で身に付けた国際関係論の基本的考え方及び現在の世界情勢ならびに地球環境問題についての知識を前提と

して、履修者それぞれが自分でテーマを選択し、1 年間をかけて卒業論文を作成する。 

 

●郭 偉宏  
○事例研究 
現場の管理技術（5S，工程管理，日程計画，ラインバランシング）や企業の意思決定（需要予測，在庫管理，生産計

画，配送計画）などに対し，数理的手法・工学的手法を用いて研究を行う．主な研究テーマは以下の通りである． 

（１） セル生産の理論解析と特性分析 

（２） メタアルゴリズムの研究 

（３） データマイニング技術およびそれの在庫管理への応用 

（４） 製品設計とアーキテクチャー理論 

（５） 循環型生産システムの設計と構築 

事例研究は，「フィールド調査研究」と「理論研究」と分けられる． 

 「フィールド調査」は机上の調査（研究背景の調べ，従来研究資料の整理，レポートのまとめ方など）と，現地の

調査（工場見学，データ収集，アンケートおよび聞き取り調査など）と分ける． 

 「理論研究」は専門書の輪読，必要な方法論（数理的な手法や計算技術，コンピュータの使用）がある． 

 ３年生は研究したい分野にあわせて学習内容を選択し，個人あるいはグループに分けて，「フィールド調査」およ

び「理論研究」を通して学習する．学習した内容を学生自身が発表する．これにより企業や社会における具体的な問題

を発見できる能力を養い，さらに学生のプレゼンテーション能力を身につける． 

○卒業研究 
事例研究の経験を生かして，循環型生産システムの設計・管理・評価に関わる研究を行う．学生個人の興味や関心の

ある対象を優先的に考慮して卒業研究のテーマを選定する．企業の一部日常形態をモデル化し，具体的な問題点を発見

してそれを何らかの手法で改善していく，このプロセスを通して問題発見と問題解決する能力を育成する． 

 過去の 4 年生，院生が行った研究テーマは以下の通りである． 

・SD を用いた地熱エネルギーの動態予測 

・都筑区内における人の移動の変化と環境影響の考察 

・QFD によるバイクのエコデザイン 

・分解作業におけるセルの最適位置 
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・商売人の「カン」と実際のデータについて 

・ボトルネックを解消するために TOC を用いた生産ラインの改善 

・自己組織化マップを用いた巡回セールスマン問題の解法 

・再製造(リユースやリサイクル)を含む製品の在庫 

・生産ラインの工程と作業人数の改善 

・コンビニエンスストアにおける在庫問題の改善 

・ライン‐セル転換における在庫シミュレーションに関する研究 

・時代に伴うパンの移り変わりと製パンメーカーの戦略に関する研究 

・いろはすにおけるリバースロジステクスモデルの構築 

・製品分解の鑑定評価について 

・牛丼屋の顧客獲得に関する研究 

・配送計画問題への分枝限定法の適用 

・都筑区民の移動形態についての考察 

・スーパーマーケットの青果物売り場における裸売りの取り組みについて 

・スマートフォンの市場品質に関する調査 

・日本におけるブラウンフィルドの実態に関する研究 

・代替規則のマイニングに関する研究 

 

●佐藤 真久  
○事例研究 
【目的】 

人的能力開発や教育に関連するさまざまな国際協力や活動を文献および具体的な事例をもとに理解を深めるとともに、

そこで直面する問題点や障壁、展望等についても理解を深める。これらの作業を通じて、基礎的なものの捉え方や考え

方を習得するとともに、今後の研究や環境教育実践を進める姿勢を身につけることを目的とする。 

 

【キーワード】 

環境倫理、コミュニケーション、国際協力、市民参加、集合的合意形成、対話、環境教育、人的能力開発、組織能力

開発、持続可能な開発のための教育（ESD）、万人のための教育（EFA）、ミレニアム開発目標（MDGs）、アジア太平洋

地域の教育協力（識字、基礎教育、ノン・フォーマル教育など） 

 

【テーマ・内容】 

卒業研究のため基礎的能力として、次の基礎的内容・方法の中から皆で適切を思われるものを選び勉強し、各自の卒

業研究計画の作成にむけて準備をする。 

－環境教育・持続可能な開発のための教育（ESD） 

－環境倫理 

－国際環境教育協力、開発協力 

－環境・開発コミュニケーション 

－学生の社会参加 

 

【方法】 

－テキストや論文等をみんなで選択し、週 1－2 回程度輪読する。 

－様々なステークホルダーの実践活動を視察し、ディスカッションをする。 

－レポート作成、プレゼン作成と発表 

－卒業研究の構想発表、卒業研究計画（案）の作成 

－インターンシップ、など 

○卒業研究 
【目的】 

人的能力開発や教育に関連するさまざまな国際協力や活動を文献および具体的な事例をもとに理解を深めるとともに、

そこで直面する問題点や障壁、展望等についても理解を深める。これらの作業を通じて、基礎的なものの捉え方や考え

方を習得するとともに、今後の研究や環境教育実践を進める姿勢を身につけることを目的とする。 

 

【キーワード】 

環境倫理、コミュニケーション、国際協力、市民参加、集合的合意形成、対話、環境教育、人的能力開発、組織能力

開発、持続可能な開発のための教育（ESD）、万人のための教育（EFA）、ミレニアム開発目標（MDGs）、アジア太平洋

地域の教育協力（識字、基礎教育、ノン・フォーマル教育など） 

 

【テーマ・内容】 

次の内容から卒業研究計画書を作成し、卒業研究を遂行をする。 

－環境教育・持続可能な開発のための教育（ESD） 

－環境倫理 
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－国際環境教育協力、開発協力 

－環境・開発コミュニケーション 

－学生の社会参加 

 

【方法】 

－卒業研究計画書の完成 

－卒業研究の遂行 

－ゼミ合宿への参加 

－卒業研究の進捗発表・卒業研究論文の作成 

 

●馬場 健司 
○事例研究 
トランスディシプリナリー(超学際的)なアプローチによる様々な環境・エネルギー政策の研究を行うための基礎的な

力を身につけます。政策過程論、交渉学や合意形成論、態度・行動変容分析等の視点から、主として各都市や地域が直

面する気候変動、エネルギー等を巡る諸問題に関連する内外の文献を広く輪読し、レポートをまとめ、発表しあって、

議論します。同時に、卒業研究に必要となる統計分析などの研究手法についても実践的に体得しておく必要があります。

このような準備を経て、卒業研究に向けての問題意識やテーマを絞り、その問題をどのように捉えるのか、どのように

解決するのか等についてまとめていきます。 

○卒業研究 
トランスディシプリナリー(超学際的)なアプローチによる様々な環境・エネルギー政策の研究を行います。事例研究

で絞り込んだ問題意識やテーマにしたがって、例えば、気候変動影響の実感とリスクコミュニケーションの分析や、再

生可能エネルギーの導入による地域社会でのコンフリクトの発生とその解決策、持続可能な地域社会づくりに向けた革

新的な環境政策の立案過程等の具体的なテーマを設定し、そのテーマに応じた手法で研究を進めていきます。これには、

文献調査や聞き取り調査を用いた事例研究や、公開統計データ、質問紙調査データを用いた統計分析まで幅広く含みま

す。4 年間の集大成として真摯に取り組む姿勢を重視し、進捗状況の報告を定期的に求め、活発な議論を行いながら、各

自の卒業研究を高めあうゼミ運営を行います。 

 

●岡田 啓  
○事例研究 
事例研究の目的は次の４つです。 

1. 基礎知識の定着  ・・・講義等で得ている知識を定着させます。これにより研究に知識を活用できるようになりま

す。 

2. 問題の発見技能の習得 ・・・・環境政策分野には問題が山積しています。自ら問題を見つけだし、それにより、

何を調べ・研究していくのかを明確化します。 

3. ディスカッション技能の習得 ・・・課題を発見した後に、その結果について仲間と議論すると、これまで自分が

行ったこと等を相手に伝わるように再整理しなければならなくなります。その過程や仲間との議論を通じて新たな知

見・欠けていた視点などを見できるようになります。 

4. 研究過程をまとめる技能の習得・・・議論等を行ってそのまま放置しておいたならば、後には何も残りません。文

章として残しておくと、振り返った時、他人に結果を伝えるときに便利です。また、卒業論文を書く際のトレーニング

にもなります。 

○卒業研究 
卒業研究は、大学３年間で学んできた成果を発現させる試みの一つです。卒業研究においてできることは、実体験に

よると、それほど多くありません。しかしながら、卒業研究を行う過程、新規性と創造を生み出す試み、卒業研究をま

とめて卒業論文を作成したという経験、そこから得られる様々なノウハウは、将来大いに役に立つはずです。そこで、

これら卒業研究の過程を通じて自ら新しい知識を生み出す過程を経験することを第一の目的とします。そして、次のス

テップとして、学会発表をできる学術的成果を創り出すことを第二の目的とします。 

 

●古川 務  
○事例研究 

 環境法・政策について学びます。環境を守るためのルールがどうなっているのかをしっかりと把握し、そこから課

題を抽出します。そして、その課題に対する解決策を提案します。テーマは、大気汚染防止、水質汚濁防止、生物多様

性保全、廃棄物・リサイクル対策、化学物質規制、環境影響評価等、多岐にわたります。 

 当研究室では、大量の暗記というよりも、把握した事実を根拠として筋道を立てて結論に至る思考方法やその結論

を含めて相手にわかりやすく伝える能力を身に着けることを重視します。 

 前期は、環境法や環境政策に関連する教科書をもとに、基本的事項の確認、特定のテーマに関する議論などを行っ

ていきます。後期は、卒業論文作成に向けて論文構成等を分析するために、様々な分野の論文を読んでいきます。また、

これら通常のゼミ活動に加えて、前期・後期を通じて数回、ミニ論文を作成し、発表してもらいます。なお、これらの

活動は昨年度実績に基づくもので、状況に応じて変更可能性があります。 
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○卒業研究 
多くの場合、事例研究において興味を抱いたテーマに関連して卒業研究に入るものと思われます。その場合には、文

献の収集、精読を通して、テーマのさらなる絞り込みに移行します。そうでない場合には、興味関心のある分野の再検

索、テーマ再設定、文献収集、テーマの絞り込みといった作業を行っていきます。いずれの場合も、遅くとも 4 年生の

前半までに終了しておくことが望まれます。なお、テーマの設定に関しては、基本的に所属学生の主体的な意思決定を

尊重します。テーマが確定したら、そのテーマに関する文献収集、その精読、事例の収取等を行い、卒論を完成させて

いきます。定期的に、卒業論文の進捗状況の報告も求めます。 

 

●フィッツギボンズ 雄亮 
○事例研究 
 本ゼミでは、情報マネージメントの観点から、様々な環境問題について研究をしていきます。持続可能な社会の実現

には、個々人が環境問題を解決するための「知識」を質の良い情報から創り出すことが非常に重要です。そのためには、

まず情報ニーズを明確にし、情報を獲得・評価し、既存知識に取り込むこみ、解決策を見出すというプロセスを経なけ

ればなりません。人と情報との関連性や情報の「流れ」を分析することによって、一連の情報プロセスを視覚化し、環

境問題に対する方策を考えていきます。また、ソーシャルメディアなどのテクノロジーがこのプロセスに与える影響も

考えていきます。 

事例研究では、担当教員から指定された学術論文を輪読したり、ゼミでのディスカッションやプレゼンテーションを

通して、所属学生が自発的にテーマを発見し、掘り下げることで卒業研究の準備をしていきます。環境問題の多くは、

ボーダーレスであることから、本ゼミでは英語文献を積極的に取り入れていきます。事例研究の目的は、卒業研究の準

備です。3 年次終了までに、研究テーマを絞り、研究計画書に必要な研究背景、先行研究調査、研究目的、研究の重要性、

そして研究方法を明らかにしていきます。 

 
○卒業研究 

３年次の事例研究で明確にした研究の方向性に基づき、まず研究計画書を作成してもらいます。作成にあたって、事例

研究の内容の細かい修正が必要な場合もあります。その後、作成した計画書に沿って卒業論文を完成させていきます。

所属学生には、定期的に進捗状況の報告をしてもらいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


