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AA0289 研究会A 朝比奈　茂 C3000 年間授業 月曜4時限 人間文化コース 環境サイエンスコース 健康に過ごすための体づくり、心づくり

AA0290 研究会A 板橋　美也 C3003 年間授業 木曜3時限 人間文化コース グローバル・サステイナビリティコース 美術・デザインと持続可能な社会

AA0291 研究会A 岡松　暁子 C3005 年間授業 火曜5時限 グローバル・サステイナビリティコース - 国際平和の追求

AA0292 研究会A 梶　裕史 C3038 年間授業 金曜5時限 人間文化コース ローカル・サステイナビリティコース 海・島に関わる文化的景観とエコツーリズム

AA0293 研究会A 金藤　正直 C3028 年間授業 金曜4時限 サステイナブル経済・経営コース ローカル・サステイナビリティコース 企業/地域の持続的成長のためのビジネスデザイン

AA0294 研究会A 金光　秀和 C3078 年間授業 火曜4時限 人間文化コース 環境サイエンスコース テクノロジーとデザインの哲学・思想

AA0295 研究会A 北川　徹哉 C3007 年間授業 火曜4時限 ローカル・サステイナビリティコース 環境サイエンスコース 都市と交通・通信・エネルギーの勉強会

AA0296 研究会A 小島　聡 C3010 年間授業 金曜3時限 ローカル・サステイナビリティコース - 持続可能な地域社会の創造

AA0297 研究会A 杉戸　信彦 C3004 年間授業 火曜5時限 ローカル・サステイナビリティコース 環境サイエンスコース 自然環境と災害

AA0298 研究会A 杉野　誠 C3077 年間授業 木曜3時限 サステイナブル経済・経営コース グローバル・サステイナビリティコース 持続的な社会を目指して：環境経済学的アプローチを用いて

AA0299 研究会A 高田　雅之 C3035 年間授業 金曜3時限 ローカル・サステイナビリティコース 環境サイエンスコース 自然環境と人間との共生（主に地域環境の視点から）

AA0300 研究会A 高田　雅之 C3052 年間授業 金曜4時限 グローバル・サステイナビリティコース 環境サイエンスコース 自然環境と人間との共生（主に国際的な視点から）

AA0301 研究会A 高橋　五月 C3071 年間授業 木曜4時限 グローバル・サステイナビリティコース 人間文化コース 文化人類学の視点から文化を探る

AA0302 研究会A 武貞　稔彦 C3015 年間授業 金曜5時限 ローカル・サステイナビリティコース グローバル・サステイナビリティコース 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

AA0303 研究会A 竹本　研史 C3072 年間授業 月曜5時限 人間文化コース グローバル・サステイナビリティコース ヨーロッパと近現代日本の思想・文化・社会

AA0304 研究会A 辻　英史 C3017 年間授業 火曜5時限 ローカル・サステイナビリティコース 人間文化コース 世界と日本の生活保障―社会福祉と市民社会

AA0305 研究会A 永野　秀雄 C3018 年間授業 火曜2時限 サステイナブル経済・経営コース グローバル・サステイナビリティコース 外国企業の英文CSR報告書を読む

AA0306 研究会A 永野　秀雄 C3019 年間授業 火曜4時限 サステイナブル経済・経営コース グローバル・サステイナビリティコース 外国企業の英文CSR報告書を読む

AA0307 研究会A 長谷川　直哉 C3024 年間授業 火曜4時限 サステイナブル経済・経営コース ローカル・サステイナビリティコース SDGs時代に社会から選ばれる企業とは何か

AA0308 研究会A 日原　傳 C3025 年間授業 木曜4時限 人間文化コース ローカル・サステイナビリティコース 近世・近代の名作（紀行文・伝記・随筆など）を読む

AA0309 研究会A 平野井　ちえ子 C3026 年間授業 木曜3時限 人間文化コース ローカル・サステイナビリティコース 地域の文化を考える

AA0310 研究会A 藤倉　良 C3027 年間授業 金曜3時限 全てのコース（主にRSP生用） - 環境本を読む

AA0311 研究会A 松本　倫明 C3029 年間授業 火曜5時限 環境サイエンスコース ローカル・サステイナビリティコース 地球温暖化とその周辺

AA0312 研究会A 宮川　路子 C3030 年間授業 月曜3時限 環境サイエンスコース - 21世紀を健康に生きていくために

AA0313 研究会A 宮川　路子 C3031 年間授業 月曜4時限 環境サイエンスコース - 21世紀を健康に生きていくために

AA0314 研究会A 横内　恵 C3073 年間授業 火曜4時限 サステイナブル経済・経営コース ローカル・サステイナビリティコース 環境政策と企業活動

AA0315 研究会A 渡邊　誠 C3034 年間授業 火曜5時限 環境サイエンスコース ローカル・サステイナビリティコース 人間活動の特徴理解から社会を考える

AA0316 研究会A 佐伯　英子 C3074 年間授業 木曜3時限 ローカル・サステイナビリティコース 人間文化コース 身体の社会学

AA0317 研究会A 湯澤　規子 C3075 年間授業 火曜3時限 ローカル・サステイナビリティコース サステイナブル経済・経営コース 「地域の経済」を考える

AA0318 研究会A 吉永　明弘 C3076 年間授業 木曜2時限 人間文化コース ローカル・サステイナビリティコース アメニティマップから考える「都市の環境倫理」

AA0333 研究会A 吉永　明弘 C3087 年間授業 木曜3時限 人間文化コース ローカル・サステイナビリティコース 応用倫理学（特に環境倫理学）のテキストを読む

AA0319 研究会B 岡松　暁子 C3037 年間授業 木曜4時限 グローバル・サステイナビリティコース - 国際社会の諸問題の解決にむけて

AA0320 研究会B 金藤　正直 C3062 年間授業 金曜3時限 全てのコースが対象 - 研究・調査の方法と実践

AA0321 研究会B 金光　秀和 C3094 年間授業 火曜3時限 全てのコースが対象 - 多様性の尊重と対話

AA0322 研究会B 北川　徹哉 C3039 年間授業 火曜5時限 全てのコースが対象 - エアライン・エアポートの勉強会

AA0323 研究会B 佐伯　英子 C3083 年間授業 火曜2時限 全てのコースが対象 - 質的社会調査

AA0324 研究会B 杉戸　信彦 C3036 年間授業 火曜2時限 全てのコースが対象 - 自然災害と防災を考える

AA0325 研究会B 杉野　誠 C3093 年間授業 木曜5時限 全てのコースが対象 - 都市における環境問題

AA0326 研究会B 高橋　五月 C3064 年間授業 木曜3時限 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

AA0327 研究会B 永野　秀雄 C3054 春学期授業 金曜4時限 グローバル・サステイナビリティコース - 英文契約の基礎

AA0328 研究会B 根崎　光男 C3048 年間授業 月曜5時限 ローカル・サステイナビリティコース 人間文化コース 地域環境の歴史・文化を考える

AA0329 研究会B 長谷川　直哉 C3049 年間授業 火曜5時限 サステイナブル経済・経営コース ローカル・サステイナビリティコース 責任ある経営とは何かを考える

AA0330 研究会B 日原　傳 C3055 秋学期授業 月曜4時限 全てのコースが対象 - 詩歌（俳句・短歌など）の鑑賞と実作

AA0331 研究会B 湯澤　規子 C3085 年間授業 火曜5時限 全てのコースが対象 - 持続可能な社会を考える「問い」を立てる、考える

AA0332 研究会B 横内　恵 C3081 年間授業 火曜5時限 ローカル・サステイナビリティコース サステイナブル経済・経営コース アカデミック・ライティング

AA0334 研究会B 渡邊　誠 C3060 年間授業 火曜4時限 全てのコースが対象 - 千代田区の温暖化対策について考える

AA0335 研究会B 小島　聡 C3092 年間授業 火曜5時限 全てのコース（主にRSP生用） - SDGsの時代と地域社会

AA0336 研究会B 高田　雅之 C3095 年間授業 木曜2時限 全てのコースが対象 - 緑豊かで生物息づく都市に向けて

2023年度研究会　募集一覧表


