
　　↓ ※のついている研究会は新規募集はありません（継続のみ） 曜日・時限は予定です。変更となる場合があります。

2021応募用
コード

授業
名称

教員氏名 時期
曜日
時限

関連するコース① 関連するコース② テーマ

AA0198 研究会A 朝比奈　茂 年間 月3 環境サイエンス 人間文化 健康に過ごすための体づくり、心づくり

AA0199 研究会A 板橋　美也 年間 木3 グローバル・サステイナビリティ 人間文化 美術・デザインと持続可能な社会

AA0200 研究会A 岡松　暁子 年間 火5 グローバル・サステイナビリティ - 国際平和の追求

AA0201 研究会A 梶　裕史 年間 金4 ローカル・サステイナビリティ 人間文化 海・島に関わる文化的景観とエコツーリズム

※ 研究会A 梶　裕史 年間 金5 ローカル・サステイナビリティ 人間文化 文化的景観とエコツーリズム

AA0202 研究会A 金藤　正直 年間 金4 サステイナブル経済・経営 ローカル・サステイナビリティ 企業/地域の持続的成長のためのビジネスデザイン

AA0203 研究会A 小島　聡 年間 金3 ローカル・サステイナビリティ - 持続可能な地域社会の創造

※ 研究会A 小島　聡 年間 金5 ローカル・サステイナビリティ - 持続可能な地域社会の創造

AA0204 研究会A 杉戸　信彦 年間 火5 ローカル・サステイナビリティ 環境サイエンス 自然環境と災害

※ 研究会A ESTHER STOCKWELL 年間 月4 グローバル・サステイナビリティ 人間文化 マスメディア研究

AA0206 研究会A 高田　雅之 年間 金3 ローカル・サステイナビリティ 環境サイエンス
「自然環境と人間との共生の未来を探求する」

（主に地域環境の視点から）

AA0207 研究会A 高田　雅之 年間 金4 グローバル・サステイナビリティ 環境サイエンス
「自然環境と人間との共生の未来を探求する」

（主に国際的な視点から）

AA0208 研究会A 高橋　五月 年間 木4 グローバル・サステイナビリティ 人間文化 文化人類学の視点から文化を探る

AA0209 研究会A 武貞　稔彦 年間 金5 ローカル・サステイナビリティ グローバル・サステイナビリティ 持続可能な社会を求めて：途上国の人々と先進国の私たち

AA0210 研究会A 竹本　研史 年間 月5 グローバル・サステイナビリティ 人間文化 ヨーロッパと近現代日本の思想・文化・社会

AA0211 研究会A 辻　英史 年間 火5 ローカル・サステイナビリティ 人間文化 世界と日本の生活保障―社会福祉と市民社会

AA0212 研究会A 永野　秀雄 年間 火2 サステイナブル経済・経営 グローバル・サステイナビリティ 外国企業の英文CSR報告書を読む

AA0212 研究会A 永野　秀雄 年間 火4 サステイナブル経済・経営 グローバル・サステイナビリティ 外国企業の英文CSR報告書を読む

AA0213 研究会A 長峰　登記夫 年間 木5 サステイナブル経済・経営 ローカル・サステイナビリティ 職業生活を通して労働環境を考える

AA0215 研究会A 根崎　光男 年間 月4 ローカル・サステイナビリティ 人間文化 地域環境への歴史学的アプローチ

AA0216 研究会A 長谷川　直哉 年間 火4 サステイナブル経済・経営 ローカル・サステイナビリティ SDGs時代に社会から選ばれる企業とは何か

AA0217 研究会A 日原　傳 年間 木4 人間文化 ローカル・サステイナビリティ 子規を読む

AA0218 研究会A 平野井　ちえ子 年間 木4 ローカル・サステイナビリティ 人間文化 地域の文化を考える

AA0219 研究会A 藤倉　良 年間 金3 全てのコースが対象 - 環境本を読む

AA0220 研究会A 松本　倫明 年間 火5 環境サイエンス ローカル・サステイナビリティ 地球温暖化とその周辺

AA0221 研究会A 宮川　路子 年間 月3 環境サイエンス - 21世紀を健康に生きていくために

AA0222 研究会A 宮川　路子 年間 月4 環境サイエンス - 21世紀を健康に生きていくために

AA0223 研究会A 横内　恵 年間 火4 サステイナブル経済・経営 ローカル・サステイナビリティ 環 境 政 策 と 企 業 活 動

AA0224 研究会A 渡邊　誠 年間 火5 環境サイエンス - 人間活動の特徴理解から社会を考える

AA0225 研究会A 佐伯　英子 年間 木3 ローカル・サステイナビリティ 人間文化 身体と医療の社会学

AA0226 研究会A 湯澤　規子 年間 火3 ローカル・サステイナビリティ サステイナブル経済・経営 「地域の経済」を考える

AA0227 研究会A 吉永　明弘 年間 木2 人間文化 ローカル・サステイナビリティ  アメニティマップから考える「都市の環境倫理」

AA0228 研究会B 岡松　暁子 年間 木4 グローバル・サステイナビリティ - 国際社会の諸問題の解決にむけて

AA0229 研究会B 金藤　正直 年間 金3 全てのコースが対象 -  循環型社会システムの形成・推進のための経営手法―東京都千代田区を中心として—

AA0230 研究会B 佐伯　英子 年間 金2 全てのコースが対象 - 質的社会調査

AA0231 研究会B 杉戸　信彦 年間 火2 全てのコースが対象 - 自然災害と防災を考える

AA0232 研究会B ESTHER STOCKWELL 年間 月2 全てのコースが対象 - 人間コミュニケーション

AA0233 研究会B 高橋　五月 年間 木3 全てのコースが対象 - 文化人類学的エスノグラフィーの基礎を学び、文化を探る

AA0234 研究会B 武貞　稔彦/竹本　研史 年間 木5 グローバル・サステイナビリティ 人間文化 持続可能な社会を求めて：「国家／共同体／社会」

AA0235 研究会B 永野　秀雄 春学期 金4 サステイナブル経済・経営 グローバル・サステイナビリティ 英文契約の基礎

AA0236 研究会B 長峰　登記夫 年間 木4 サステイナブル経済・経営 ローカル・サステイナビリティ 職業生活を通して労働環境を考える

AA0238 研究会B 根崎　光男 年間 月5 ローカル・サステイナビリティ 人間文化 地域環境への歴史学的アプローチ

AA0239 研究会B 長谷川　直哉 年間 火5 サステイナブル経済・経営 ローカル・サステイナビリティ 責任ある経営とは何かを考える

AA0240 研究会B 日原　傳 秋学期
金３（予定）
もしくは
月４（予定）

人間文化 グローバル・サステイナビリティ 中国の環境問題を考える

AA0241 研究会B 湯澤　規子 年間 火5 全てのコースが対象 - 持続可能な社会を考える「問い」とは何か

AA0242 研究会B 横内　恵 年間 火5 ローカル・サステイナビリティ サステイナブル経済・経営 循環型社会形成に向けた課題：プラごみや食品ロス問題を中心として

AA0243 研究会B 吉永　明弘 年間 木3 人間文化 ローカル・サステイナビリティ 生命倫理、動物倫理、環境倫理のテキストを読む

AA0244 研究会B 高田　雅之 年間 木2 全てのコースが対象 -  「人と自然にとって持続可能な都市とは」－千代田区を含む都心から発想する－

2021年度　人間環境学部研究会一覧


