


ゼミは国際環境法という分野でしたが、日頃の授業は
理系の内容の授業もあり、様々な角度から環境問題を
学べます。また、課外授業として学外の方をお招きし
た講演会も魅力です。ゲストの先生と接することで、
社会人として必要なマナーなども身に付きました。

物事を様々な角度から
学ぶことができます。

日程は8日間でしたが、普段教科書や資料で勉強
していることを実際に体感できたのは貴重な経
験でした。できる限り自分自身で見て聞いて判
断しよう、という姿勢が身についたと思います。

ドイツの国際司法裁判所で
実際の裁判を傍聴したり
史跡などを訪ねたりしました。

岩谷産業株式会社勤務　

金澤 成さん

金澤さん

金澤さん

人間環境学部で学
ぶ。

川崎市多摩区道路公園センター
整備課勤務　

小林 朋生さん

輸入したLPガスを事業
者へ販売する卸売営業
を担当しています。

多摩区内の街路樹と
公園緑地の維持管理
業務などをおこなって
います。

卒業
して5

年

卒業
して12年
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OB・OGの皆さんに
質問-2

日頃の授業は
ら環境問題を

角度から
きます。



新潟県上越市では田植えも経験しまし
た。例えば農薬を使わない田んぼはいか
に除草が大変か…ということなどが身を
もって分かり、理解が深まりました。

奥多摩など
地域の環境問題
を研究しました。

国際法のゼミでは、毎週テーマを決めて、調査・
テーマの理解・問題点や論点の抽出・発表という
サイクルを仲間と議論して進めました。
このゼミで培った、「調査力」「理解力」「物事を考え
る力」「問題把握力」「発表力」は、仕事の様々な場面
で役に立っています。

社会で欠かせない
多様な力を養えます。

同級生や先生方だけでなく、フィールドスタディで
はお年寄りから若者まで様々な人と出会えます。
おかげで、高いコミュニケーション能力が身に付
き、客観的な視点が備わったと思います。

様々な人たちと
繋がれるところです。

東日本旅客鉄道株式会社
（JR東日本）勤務　

加藤 佳苗さん

加藤さん

小林さん

小林さん

現在はJRの車掌として、
毎日電車に乗って様々な
業務をしています！

OB・OGの声へ

法政大学キャラクター
えこぴょん

卒業して3年
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OB・OGの皆さんに
質問-1

に除草が大変か…ということなどが身を
もって分かり、理解が深まりました。 本棚の裏の隠し部屋は、戦時中のユダ

ヤ人迫害の恐怖と闘う彼女の生活が想
像され衝撃でした。人権問題の歴史が、
現場でリアルに肌で感じられました。

大好きな商店街について研究
中。商店街と地域社会の関わ
りに注目し、その持続可能性
について考えている。

平和学に関心があり、現在の
国際社会における平和につ
いて深く学んでみたいと考
えている。

アムステルダムの
アンネ・フランクの
家を訪ねました。

人間環境学部 2年　
小林 夢画さん

加藤さん

人間環境学部 4年　
上村 有里絵さん
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統一25周年をむかえた旧東ドイツ地域の現状は
どうなっているのか？ 共産党の独裁政治や統一
後の経済の混乱など、過去の負の遺産とたたか
いながらエコロジーと人口減少社会の両立をす
すめているまちづくりの現場を訪問し、さらに現
地の大学生や独日協会の会員の方々と交流をお
こないました。

かつては立ち入り禁止の地雷原だった旧東西国境地帯がグリーンベルトとして生まれ変わりました。

フィールドスタディ（現地学習）は、まちづくり、国際協力、エネルギー問題、企業活動など、
国内外あわせて毎年約20コースが実施されています。教室での学習に加え、五感を駆使して得ることができる
多くの知識と経験は、将来皆さんにとって有意義なものになるでしょう。
▶詳しい情報は人間環境学部ウェブサイトのフィールドスタディカタログをご覧ください。
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ドイツ

「失われた国」東ドイツを求めて
米国ハワイ州・オアフ島を舞台に、福祉農園・ゴ
ミ処理発電所・自然環境の伝統的な資源管理の
現場を訪問します。また、ネイティブハワイアン
や日系人の文化、貧困や格差といった現在の社
会問題について、現地の方から話を伺い、環境と
文化のサステイナビリティとその関連のあり方
について理解を深めます。

ハワイ

「観光では理解できないハワイ」を学ぶ

海外
フィールドスタディ

❶ ドイツ：グリーンベルト

統一後市民の力で廃墟から再
建されました。

❶ ドイツ：ドレスデン聖母教会

❶ ドイツ：ライプツィヒ市のマルクト広場。1989年の民主化運動の舞台のひとつ。

担当　西城戸 誠 教授担当　辻 英史 教授
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カンボジアフィールドスタディでは、参加者間の
協働、現地で活躍する方々の協力を得て、ガイド
ブックの中身を確認するだけの旅ではない経験
ができます。テレビなどメディアを通じ知ってい
る（つもりの）途上国の人々の暮らしや社会をよ
り深く見ること、自分たちの暮らしや社会を見返
すことを学びます。

カンボジア

途上国を見る眼 ̶ガイドブックにはない旅を

カンボジア

ドイツ

1970年代のカンボジア内戦で埋められた多数の地雷。現在も除去活動が続く。
地雷除去現場の視察に向かう。

❸ カンボジア：プノンペン

担当　武貞 稔彦 教授

ハワイ大学の施設（Ka Papa Lo'i O K'newai）
でもあるタロイモ畑で、ハワイアンの生活と文化を
体験します。

❷ ハワイ：
　 タロイモ畑でハワイアンカルチャーを学ぶ

フィールドスタディの受け入れ機関である
Kapiolani Community Collegeでプログラム修
了書を受け取ります。

❷ ハワイ：KCCでの修了式

ほ　　し

この地球全てがあなたのキャンパス

ハワイ

奨励金制度があります

人間環境学部では海外で開催するフィールドスタディにできるだけ多
くの学生が参加できるよう、参加者に対し費用の一部を奨励金として
支給します。対象となるコースや支給金額等については、募集時に掲
示します。

テーマ 実施場所

ドイツ再統一25周年・
ドイツ東部地域のくらしと自然 ドイツ連邦共和国（東部）

島のサスティナビリティと
ハワイアンスタディーズ 米国ハワイ州・オアフ島全域

中国大陸で地球環境問題、悠久の都市歴史、
現代の都市環境を体験し考える
－黄河上流の砂漠・乾燥地域から、揚子江下流の
　水郷・水都まで－

中国・テングリ砂漠（寧夏回族自治
区）、西安、杭州、上海　ほか

フィールドスタディ・イン・オーストラリア
英語と自然環境保護を学ぶ

オーストラリア・クイーンズランド州
ゴールドコースト・ボンド大学附属学校
(Bond University English 
Language Institute (BUELI))

2016年度　人間環境学部 海外フィールドスタディ

フィールドスタディへ



国内
フィールドスタディ

普段は見ることも立ち入ることもできない施設
を訪れます。多くのプロフェッショナルが安全で
円滑な交通運輸を支えていること、そして人の
命にかかわるほどの重責を背負っていることを
肌で感じましょう。

東京都・神奈川県・茨城県　ほか

陸、海、空の交通関連施設と
宇宙開発の拠点の視察

活発な噴気や温泉、地熱発電、また噴火史、地形
と土地利用、景観について巡検と講義で学びま
した。その後「泉都」別府に焦点を絞り、歴史や文
化に触れたうえで、各班、前夜までに練り上げた
テーマと行動計画書を携えてフィールドワーク
（野外観察や聞き取りなど）を実施し「課題発見」
を目指しました。

大分県  別府  ・  熊本県  阿蘇

世界有数の地熱・火山地域を巡り
自然環境と生活のかかわりあいを読み解く

 担当　杉戸 信彦 准教授担当　北川 徹哉 教授 
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巨大なドックに格納されている航空機の状況と整備士の
緻密な作業を視察しました。

❽ 東京都：ANAメンテナンスセンター 

港湾空港技術研究所では、海と空の玄関であ
る港湾と空港に関する様々な研究施設を見学
しました。特に人工干潟には興味津々でした。

❽ 神奈川県：港湾空港技術研究所

筑波宇宙センターでは通信、測地、資源探査などの各種の
人工衛星や宇宙飛行士訓練設備などを見学しました。

❽ 茨城県：筑波宇宙センター

16

15

6

14

フィールドスタディへ



テーマ 実施場所

2016年度　人間環境学部 国内フィールドスタディ

飯田市を中心とする南信州を廻ると、現代に残さ
れた自然の美しさや暮らしの文化、そして人々の
温かいつながりを肌で感じます。人と人、人と自
然のつながりは、地域づくりの基本。環境都市づ
くりを実践し、ハイテク産業も盛んに根付くこの
地方は、これからの日本の姿や、私たちの生き方
を考えさせてくれます。

長野県  飯田市

伝統芸能や町並みから見えてくる
南信地域の魅力と近未来

      担当　石神 隆 教授 ほ　　し

この地球全てがあなたのキャンパス
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石垣島・白保における
サンゴ礁文化継承のとりくみを学ぶ 沖縄県石垣島・白保集落

別府阿蘇地域の地熱・火山活動　
－自然環境と生活－

大分県別府市、および阿蘇くじゅう国
立公園

地域における就労継続支援・生活介護
活動への参加　
－障害者とともに同じときを過ごす－

埼玉県三郷市（みどりの風、工房・風
の歌、みどりの風ショップふわふわ）

津軽半島でむすぶまちづくり 青森県五所川原市・中泊町・つがる
市 ほか

環境と文化の都市・飯田のまちづくり、
地域の伝統芸能と社会

長野県飯田市（中心市街地および郊
外山間部）並びに妻籠 ほか

地域特性を活かしたビジネスモデルを学ぶ
－青森県津軽地方のりんご産業を中心として－ 青森県津軽地方（弘前市、板柳町）

国立公園の魅力を支える地域活動にふれる
－北海道サロベツ湿原と利尻島を訪ねて－

北海道：利尻礼文サロベツ国立公園
（サロベツ湿原、利尻島 ほか）

吉川FS、ブナの森から農業と農村を考える 新潟県上越市吉川区全域

科学博物館で学ぶ 国立科学博物館（東京） ほか

環境リハビリテーション 神奈川県横浜市・三重県桑名市・四
日市市

障害者福祉の体験 群馬県安中市（ゆきわりそうの山荘）

湾岸がささえる都市の環境　
－エネルギー・廃棄物・リサイクル－

東京都江東区、神奈川県横浜市・川
崎市

震災と地域再生　
－石巻市内と北上町の震災復興の現在－ 宮城県石巻市・仙台市

陸・海・空・宇の交通運輸を支える 東京都、神奈川県、茨城県 ほか

東京いー散歩 東京23区内

飯田フィールドスタディでは、旧中仙道・宿場町の妻籠を訪ね、
伝統的町並み保存の学習をします。江戸時代にタイムスリップ
したようです。

❻ 長野県・妻籠宿を訪問

飯田は江戸時代から人形浄瑠璃が盛
んな地域です。最近はアメリカ人の大
学生グループも、地域で伝統文化を学
び演目を披露しています。

❻ 米国学生の演じる
 伝統的人形浄瑠璃を観る

雄大なカルデラ～外輪山を俯瞰。噴火の歴史
や人類の軌跡、地形と土地利用を学んだうえで
現場を踏み「自然景観」を見つめ直しました。

15 熊本県：大観峰（阿蘇）

地熱と断層、水循環など、噴気や温泉のサイエンスを体感する
半日巡検。湯の花小屋や共同浴場、地獄蒸しなども観察しました。
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歴史的環境の保全とまちづくりを学ぶ 神奈川県小田原市・箱根町、静岡県
三島市、東京都内
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15 大分県：明礬～鉄輪（別府）
みょうばん かんなわ
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自身の学習の「軸」を定めるガイドとなるのが「コース制」です。
2年次に5つのコースからひとつを選択し、コース共通科目とコース
コア科目を履修していきます。
学際的教養と高度な問題解決能力を養う広く深い学びの中で、「自分
はこのコースにおいて、このようなテーマないし課題を探求して学生
生活を送っていく」という方向性を明確にするための制度です。
各コースとも定員はなく、登録にあたっての選抜試験も行っていませ
ん。各自の自由な意思に基づいていずれかのコースを選択し、学び
の道筋を固めていきます。

コース
制

ローカルなフィールド体験をベースに、持続可能な地域社会に貢献する実践的な知と構想力を有する人材を育成す
るコースです。環境問題から都市と農山村の地域づくり全般まで、現代の多様なローカル・サステイナビリティに関
するテーマや、ローカルな問題とグローバルな問題の関わりについて最新のケースとともに学際的に探究します。

ローカル・サステイナビリティコース

幅広い教養と広い視野を備え、国境を越えた思考で地球規模の持続可能な発展に貢献する「グローバル人材」を育成す
るコースです。国際社会の動向について基本的な知識を身につけながら、学際的な学びとグローバル体験を通して、グ
ローバル・サステイナビリティに関わる多様なテーマについて探究します。

グローバル・サステイナビリティコース

持続可能な市場経済に貢献する人材を育成します。経済理論、企業経営の理論と歴史、企業の役割について基礎知
識を身につけ、環境配慮型の市場経済と経済政策、先進的な企業の環境経営とCSR（企業の社会的責任）に関する動
向に触れながら、マネジメントやビジネスモデル、生活者の消費行動やライフスタイルなどについて探究します。

サステイナブル経済・経営コース

「持続可能でグローカルな共創社会」に貢献する「市民」にふさわしい知性と感性を備えた人材を育成します。人文科
学をベースにして人間の軌跡と生きる意味を見つめ直し、さらに学際的な学びを通して、将来の人間や文化（衣食住、
技術、学問、芸術、道徳、 宗教、政治などの生活形成の様式と内容の総体）の行方について探究します。

人間文化コース

サイエンス・マインドを持って持続可能な社会に貢献できる文系の人材を育成するコースです。社会科学や人文科
学とともに、自然－人間－社会のつながりに関する生態学的な思考など、 自然科学の基礎教養を通してサイエンス・ 
マインドを身につけ、科学・科学技術と経済・ 社会・政策の関係性についても探究します。

環境サイエンスコース

持続可能な社会づくりに貢献するには、学問分野の垣
根を超えた多角的な視野が必要です。私たちの学部で
はひとつの分野を柱としながら幅広い教養と発想を身
につけるために「コース制」を設けています。

多彩な分野を学ぶ
５つのコースと、
それを軸とした幅広いカリキュラム

カリキュラムへ
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展開科目を詳しく見ると…

 

科目群 基幹科目 政策科目

環境総合科目
食と農の環境学 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
公害防止管理論 Ⅰ・Ⅱ
廃棄物・リサイクル論

環境教育論
キャリア入門
グローバルスタディーズ Ⅰ・Ⅱ

ローカルスタディーズ Ⅰ・Ⅱ
スポーツビジネス論 Ⅰ・Ⅱ

人文科学関連

環境哲学基礎論 現代思想と人間 Ⅱ現代思想と人間 Ⅰ
日本環境史論 Ⅱ
ヨーロッパ環境史論 Ⅱ
環境表象論 Ⅱ
環境人類学 Ⅱ・Ⅲ
比較演劇論 Ⅱ

環境倫理学
生命の現在と倫理
西欧近代批判の思想
仏教思想
日本美術史論
西洋美術史論

日本詩歌の伝統
比較演劇論 Ⅰ
環境人類学 Ⅰ
日本環境史論 Ⅰ
ヨーロッパ環境史論 Ⅰ
環境表象論 Ⅰ

自然科学関連
環境科学 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
自然環境論 Ⅳ
自然環境政策論 Ⅰ・Ⅱ
エネルギー論 Ⅱ

大気と社会 Ⅰ・Ⅱ
衛生・公衆衛生学 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

自然環境論 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
自然災害論
地球科学史
気候変動論

環境モデル論 Ⅰ・Ⅱ
エネルギー論 Ⅰ
環境健康論 Ⅰ・Ⅱ
サイエンスカフェ Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

法律・政治関連
憲法の基礎
行政法の基礎
刑法の基礎
アメリカ法の基礎

民事法 Ⅰ・Ⅱ
国際法 Ⅰ・Ⅱ
行政学
市民社会と政治

地方自治論
国際関係論
平和学

環境法 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
日本公害史と法
国際環境法
比較環境法

労働環境法
アメリカ環境法
自治体環境政策論 Ⅰ・Ⅱ
地球環境政治論

地域協力・統合
エネルギー政策論
人間の安全保障

経済・経営関連
ミクロ経済学 Ⅰ・Ⅱ
マクロ経済学 Ⅰ・Ⅱ
簿記入門 Ⅰ・Ⅱ

公共経済学
経営学入門
環境経営と会計

環境経済論 Ⅰ・Ⅱ
環境経営論 Ⅰ・Ⅱ

CSR論 Ⅰ・Ⅱ
環境ビジネス論
国際環境政策 Ⅰ・Ⅱ

途上国経済論 Ⅰ・Ⅱ
国際経済協力論 Ⅰ・Ⅱ

社会・地域関連

現代社会論 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
社会統計論
NPO・ボランティア論
フィールド調査論
ファシリテーション論
グローカル・コミュニケーション

地域形成論
地域経済論
地域福祉論
地域コモンズ論
都市環境論 Ⅰ・Ⅱ
都市デザイン論

環境社会論 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
NGO活動論
労働環境論 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
災害政策論
科学技術社会論
社会開発論

開発教育
アーティストと社会貢献
国
文化経営論
際社会学

フィールドスタディ （→P4～7）
人間環境セミナー （→P18）
キャリアチャレンジ

人間環境特論
インターシップ
SCOPE科目 (→P12)

現代企業論
ビジネスヒストリー

 
ゼミナール （研究会）（→P10～11）
研究会修了論文
コース修了論文

環境マネジメントスタディーズ Ⅰ・Ⅱ

学際的教養と高度な問題解決能力の涵養

I LAC科目
外国語 保健体育
一般教養科目ほか

市ヶ谷キャンパス共通の教養教育プログラム

学部
専門科目

学部オリジナルの
専門教育プログラム

リテラシー科目
基礎とスキルを身につける

人間環境学への招待（P19）
基礎演習（P19）フレッシュマン科目

テーマ別英語 テーマ別英語1・2・3・4

アクティブ語学 英語 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

情報処理基礎、統計とデータ分析
ネットワークとマルチメディア情報処理

スキルアップ科目

開科目 広く学び、かつ
専門性を深める

人文科学関連法律・政治関連

経済・経営関連

政策
科目

基幹
科目

自然科学関連社SCOPE科目 会・地域関連

環境総合科目

展
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この地球全てがあなたのキャンパス








