
※隔年開講科目が多いので登録を間違えないようによく確認してください。“隔年”の記載のないものは、Ｒ４・５とも開講予定です。
前期 火 水 木 金 土

生涯スポーツ教育特論 （隔年・Ｒ５開講）臨床心理学特論

（隔年・Ｒ４開講） 土日（６月-９月の３日、別途掲示）

（森）Ｅ１２３研究室 （井上）E213演習室

臨床心理学特論 建築意匠特論 【RT】リサーチトレーニング特論 地域教育政策特論 環境経済・政策特論 【遠隔】環境経済・政策特論 （隔年・Ｒ５開講）多文化共生教育特論

（隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ４開講） 土日（５月～７月予定、　別途掲示）

（井上）  E213演習室 (三田村) E425・426大学院演習室　 (研究科教員）F203 （尾﨑 ）  E207研究室 (中嶌・増原）E425・426演習室 （中嶌・増原)C305 （乾）E202研究室

生態情報学特論 比較言語・文化特論 (通年）建築設計インターンシップⅠ

（隔年・Ｒ４開講） (前期）20日間(後期）報告会その他

(中桐)A209Eﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｾﾞﾝﾙｰﾑ （鄭成）E304演習室 (三田村）※シラバスをよく確認すること

農村計画特論 防災心理・行動科学特論 （隔年・Ｒ４開講）森林生態学特論

（隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ４開講） 土日（4～7月の３日の予定、別途調整/掲示）

（三宅）  E425・426大学院演習室 （木村（玲））  A408小講義室 （大橋）A312

人間学特論 生涯発達心理学特論

（隔年・Ｒ４開講） 自然・環境科学研究所（集中講義）　

(西村）A403大学院演習室 （保坂）E212演習室 前 期 月 第１日 第２日 第３日 第４日 曜日

大気科学特論 言語社会分析特論 ランドスケープ保全特論

（隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ４開講） 4･5 4/16 4/17 4/23 4/24 土日

（奥）  E221実験室 （糟屋）  E425・426大学院演習室 （大平）

ワイルドライフマネジメント特論

4･5 4/26 5/10 5/17 5/24 火

（山端・横山）

【遠隔】医療健康工学概論 産学連携実践講義 住宅計画特論 ランドスケープ計画特論

　 ※履修の手引き参照 （隔年・Ｒ５開講）  （隔年・Ｒ４開講） 5 5/14 5/15 5/28 5/29 土日

（小橋他　工学研究科教員） （宇髙）  C40２研究室 （赤澤）

建築・インテリア設計特論 健康発達特論 言語社会分析特論 比較言語・文化特論 保全生態学特論

（隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ５開講） 5・6 5/31 6/7 6/14 6/21 火

（水上）  B502演習室 （内田）E425･426大学院演習室 （糟屋）E425･426大学院演習室 （鄭成）E304演習室 （森光・藤木）

大気科学特論 建築意匠特論 生涯スポーツ教育特論 個体群生態学特論

（隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ５開講） 7 7/5 7/12 7/19 7/26 火

（奥）E221実験室 (三田村)B401 （森）Ｅ１２３研究室 （栗山・高木）

農村計画特論 トレーニング特論 英語意味論･語用論特別演習

（隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ４開講）

（三宅）  E425・426大学院演習室 （野村）  E126研究室 （友繁）A403大学院演習室

地域教育政策特論

（隔年Ｒ５開講）

（尾﨑）E207研究室

生態情報学特論 

（隔年・Ｒ５開講）

（中桐）A209Wマルチメディア工房

【遠隔】臨床食環境栄養特論

（伊藤美・吉田・中出・坂本・吉村）

1年生

2年生

・特別ゼミナール(前期)Ⅰ(必修）

・特別実験（前期）あるいは特別ゼミナール(前期)Ⅱ(選択必修）

・特別研究（前期）(選択必修）
・特別ﾌｨｰﾙﾄﾞ研究Ⅱ(選択必修・社会人のみ）

※社会人向け遠隔授業については、科目名前に【遠隔】と記
載。履修を希望する場合は、シラバスをよく確認するととも
に、履修登録前に受講を希望する授業担当教員に連絡を取
り、注意事項等を事前確認すること。

5

6

(前期）20日間(後期）報告会その他

(三田村）※シラバスをよく確認すること

3

4

進化生態学特論（隔年・Ｒ５開講）（高橋）　※開講日時未定

国土空間学特論（隔年・Ｒ５開講）（高田）　※開講日時未定

＜自然・環境科学研究所における注意事項＞
(1)　講義時間は、10時～17時
(2)　講義室は「会議室」
(3)　開講日時は予定であり、変更する場合があります。

一般学生向け開講※社会人学生も履修可

社会人学生向け開講※一般学生も履修可

一般学生及び社会人学生共通

※オムニバス授業について、代表教員を先頭に記載

(西村）E425・426大学院演習室

2

【遠隔】（隔年・Ｒ４開講）福祉社会学特論

(通年）建築設計インターンシップⅡ

1

（隔年・Ｒ５開講）人間学特論

土曜（開講日時は別途掲示）

土日(４月～７月全４回、別途掲示）

（竹端）Ｅ１１２研究室

　　　　　　　　　　　　環境人間学研究科　 博士前期課程　令和４年度（2022年度・前期）　時間割　 【前　期】
姫路環境人間キャンパス

月 姫路環境人間キャンパス(集中講義）



　　　　　　　　　　　　環境人間学研究科 博士前期課程　令和４年度（2022年度・後期）　時間割　 　　
※隔年開講科目が多いので登録を間違えないようによく確認してください。“隔年”の記載のないものは、Ｒ４・５とも開講予定です。

後期 火 水 木 金 土

水圏環境学特論

（隔年・Ｒ４開講）

(伊藤雅）E227・228

環境英語表現特別演習 健康発達特論 環境画像解析特論 食品科学特論

（隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ５開講）

（寺西）  E425・426大学院演習室 （内田） E425・426大学院演習室 (木村敏）A403・A209W (吉村・坂本・村上・石坂） E425・426

建築構造特論 アメリカ研究特論 福祉社会学特論

（隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ５開講）

（内田他） （水島） E421研究室 (高橋）E302演習室 (竹端）E112研究室

【遠隔】病院情報システム特論 住環境学特論

（隔年・Ｒ５開講）

（竹村・畑　情報科学研究科教員） （土川）  B507研究室

教育原論特論

（隔年・Ｒ５開講） 自然・環境科学研究所（集中講義）　

(山口）E310研究室 後　期 開講月 第１日 第２日 第３日 第４日 曜日

都市計画特論 建築・インテリア設計特論 系統分類学特論

（隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ４開講） 10 10/1 10/2 10/8 10/9 土日

（太田尚） E101演習室 （水上）  B502演習室 （太田英）

言語学特論 多文化共生教育特論 家族法特論 野生動物管理フィールド特別演習

（隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ５開講） 10・11 10/11 10/25 11/8 11/22 火

(木本）E414演習室 （乾）  E202研究室 （喜友名）  E201研究室 （横山・山端・藤木・森光・高木・栗山）

生命環境特論 植物生態学特論

（隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ４開講） 10・11 10/18 11/1 11/15 11/29 火

(加藤・有満・金子・小村）Ｆ２０３ 　（黒田）

地域コミュニティ特論 環境社会学特論 森林生態学特論 植生学特別演習

（隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ４開講） 12 12/3 12/4 12/10 12/11 土日

（杉山）A403大学院演習室 (井関)A108E （大橋）A312小講義室  （石田）

実践栄養学特論 トレーニング特論 海洋生物生態学特論  

（隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ４開講） 1 1/14 1/15 1/21 1/22 土日
 （伊藤美・吉田・永井・中出・田中更）E425・426 （野村）  A４０８ （頼末）　

種生物学特論

（隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ４開講） 1・2 1/28 1/29 2/11 2/12 土日

（石倉）　E409演習室 （山﨑）　

建築計画特論 実践栄養学特論 言語学特論 環境画像解析特論 食品科学特論

（隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ４開講）

（安枝）E425･426大学院演習室  （伊藤美・吉田・永井・中出・田中更）E425・426 (木本）E425・426大学院演習室 （木村敏）A403・A209W （吉村・坂本・村上・石坂）E425･426

地域コミュニティ特論 環境社会学特論 環境英語表現特別演習 水圏環境学特論

（隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ５開講）

（杉山）A403大学院演習室 （井関 ）  A108E (寺西)E425･426大学院演習室 (伊藤雅）E227・228

建築構造特論 都市計画特論 福祉住環境学特論 住環境学特論

（隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ４開講）

（水島） E421研究室 （太田尚） E101演習室 （田中智）C404研究室 （土川）　B507研究室  

英語圏文化研究特論 生命環境特論 家族法特論 一般学生向け開講※社会人学生も履修可

（隔年・Ｒ４開講） （隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ４開講） 社会人学生向け開講※一般学生も履修可

（柳楽）E404研究室 (加藤・有満・金子・小村）Ｆ２０３ （喜友名）  E201研究室 一般学生及び社会人学生共通

生涯発達心理学特論 ※オムニバス授業について、代表教員を先頭に記載
（隔年・Ｒ５開講） （隔年・Ｒ５開講）

（石倉）　E409演習室 （保坂）E212演習室
1年生

2年生

土曜（別途掲示）

(撫養他　看護学研究科教員）

（木村玲）A408小会議室 (山口）E310研究室

（宇野）E425・426大学院演習室

5

近現代表象文化特論

建築計画特論

（隔年・Ｒ５開講）
（安枝）  E425・426大学院演習室

4

土曜（10～1月実施予定、別途掲示）

3

（隔年・Ｒ４開講）環境動態解析学特論

土日（10～12月の３日の予定、別途掲示）

2

英語圏文化研究特論

（柳楽） E404研究室

【遠隔】人間健康科学特論

(三田村）※シラバスをよく確認すること

（隔年・Ｒ５開講）

土日（10～12月の３日の予定、別途調整・掲示）

夏季休業期間に学外研修

【遠隔】看護と保健政策

6

近現代表象文化特論

※社会人向け遠隔授業については、科目名前に【遠隔】
と記載。
履修を希望する場合は、シラバスをよく確認するととも
に、履修登録前に受講を希望する授業担当教員に連絡
を取り、注意事項等を事前確認すること。・特別ﾌｨｰﾙﾄﾞ研究Ⅲ(選択必修・社会人のみ）

・特別ゼミナール(後期)Ⅰ(必修）

・特別実験（後期）あるいは特別ゼミナール(後期)Ⅱ(選択必修）・特別ﾌｨｰﾙﾄﾞ研究Ⅰ(選択必修・社会人のみ）

・特別研究（後期）(選択必修）

まちづくり特論 （隔年・Ｒ５開講） （藤本）※開講日時未定

古生物学特論（隔年・Ｒ５開講）（池田）※開講日時未定

分子生態学特論（隔年・Ｒ５開講）（中濱）※開講日時未定
＜自然・環境科学研究所における注意事項＞
(1)　講義時間は、10時～17時
(2)　講義室は「会議室」
(3)　開講日時は予定であり、変更する場合があります。

夏季休業期間に学外研修

(高橋）E302演習室

(通年）建築設計インターンシップⅠ

（隔年・Ｒ５開講）防災心理・行動科学特論 (隔年・Ｒ４開講）教育原論特論

(通年）建築設計インターンシップⅡ

(三田村）※シラバスをよく確認すること

【後　期】
姫路環境人間キャンパス

月 姫路環境人間キャンパス(集中講義）

1

環境動態解析学特論 (隔年・Ｒ４開講）住宅計画特論 【遠隔】（隔年・Ｒ４開講）アメリカ研究特論

（隔年・Ｒ５開講） 日曜他に3～10回実施予定（別途掲示） 土日（10月に3～10回実施予定、別途掲示）

（宇野）E425・426大学院演習室 （宇髙）C403研究室
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