
平成26年度　社会安全研究科　授業時間割

学期 曜限 新旧 科目名 教員 教室

○ 月1 Ｍ専攻演習１Ａ（防災地震学） 林 能成 M-個人研究室
○ 月1 Ｄ専攻演習３Ａ（工学安全システム研究） 小澤 守 M-Ｍ９０５
○ 月1 Ｄ専攻演習４Ａ（交通システム研究） 安部 誠治 M-Ｍ９０４
× 月1 Ｍ専攻演習１Ｂ（防災地震学） 林 能成 M-個人研究室
× 月1 Ｄ専攻演習３Ａ（リスクコミュニケーション研究） 土田 昭司 M-Ｍ９０７
× 月1 Ｄ専攻演習３Ｂ（工学安全システム研究） 小澤 守 M-Ｍ９０５
× 月1 Ｄ専攻演習４Ｂ（交通システム研究） 西村 弘 M-Ｍ９０４
○ 月2 Ｍ交通システム特論 西村 弘 M-Ｍ９０７
○ 月2 Ｍリスクマネジメント特論 亀井 克之 M-個人研究室
○ 月2 Ｍ専攻演習１Ａ（事故・災害の経済分析と公共政策） 永松 伸吾 M-Ｍ９０６
× 月2 Ｍ社会減災政策論 河田 惠昭 M-Ｍ９０８
× 月2 旧カリ Ｍ社会安全のための理工学概論 小澤/高鳥毛/高橋/川口/越山 M-Ｍ９１０
× 月2 Ｍ専攻演習１Ｂ（事故・災害の経済分析と公共政策） 永松 伸吾 M-Ｍ９０６
× 月2 Ｄ専攻演習３Ｂ（リスクコミュニケーション研究） 土田 昭司 M-Ｍ９０７
○ 月3 Ｍ災害心理学特論 元吉 忠寛 M-Ｍ９０３
○ 月3 Ｍメンタルヘルス特論 金子 信也 M-Ｍ９０６
○ 月3 Ｍ専攻演習１Ａ（リスクマネジメント論） 亀井 克之 M-ゼミ研究室
○ 月3 Ｍ専攻演習１Ａ（交通論） 西村 弘 M-個人研究室
○ 月3 Ｄ公益事業研究 安部 誠治 M-Ｍ９０４
× 月3 旧カリ Ｍ現代の災害事例分析 河田/高橋/越山/菅/永松/林 M-Ｍ９０４
× 月3 Ｍ専門ドイツ語 小澤 守 M-Ｍ９０３
× 月3 Ｍ専攻演習１Ｂ（リスクマネジメント論） 亀井 克之 M-ゼミ研究室
× 月3 Ｍ専攻演習１Ｂ（交通論） 西村 弘 M-個人研究室
× 月3 Ｄ安全心理研究 土田 昭司 M-Ｍ９０７
○ 月4 Ｍ公益事業特論 安部 誠治 M-Ｍ９０４
○ 月4 Ｄリスクマネジメント研究 亀井 克之 M-個人研究室
× 月4 Ｍ災害経済学特論 永松 伸吾 M-Ｍ９０６
× 月4 Ｄ専攻演習３Ｂ（社会減災政策研究） 河田 惠昭 M-Ｍ９０２
○ 月5 Ｍ地震減災特論 林 能成 M-Ｍ９０８
○ 月5 Ｍ工学システム解析 川口 寿裕 M-Ｍ９１０
× 月5 Ｄ工学システム解析研究 川口 寿裕 M-Ｍ９１０
○ 月6 Ｍ専攻演習１Ａ（安全設計論） 小澤 守 M-Ｍ９０５
○ 月6 Ｄ社会減災政策研究 河田 惠昭 M-Ｍ９０８
○ 月6 Ｄ災害経済研究 永松 伸吾 M-Ｍ９０６
○ 月6 Ｄ専攻演習３Ａ（交通システム研究） 安部 誠治 M-Ｍ９０４
× 月6 Ｍ専門英語 小山 倫史 M-Ｍ９０７
× 月6 Ｍ専攻演習１Ｂ（安全設計論） 小澤 守 M-Ｍ９０５
× 月6 Ｄ専攻演習３Ｂ（交通システム研究） 西村 弘 M-Ｍ９０４
× 火1 Ｍ水災害特論 高橋 智幸 M-Ｍ７０３
× 火1 Ｍ専門フランス語 亀井 克之 M-Ｍ９０５
○ 火2 Ｍ地盤災害特論 小山 倫史 M-Ｍ９０７
○ 火2 Ｍ専攻演習１Ａ（安全の思想：現代安全問題の総合的構造研究） 辛島 恵美子 M-ゼミ研究室
○ 火2 Ｍ専攻演習１Ａ（防災心理学） 元吉 忠寛 M-ゼミ研究室
○ 火2 Ｄ工学安全システム研究 小澤 守 M-Ｍ９０８
○ 火2 Ｄ専攻演習３Ａ（社会減災政策研究） 河田 惠昭 M-Ｍ９０２
× 火2 Ｍ工学的安全システム特論 小澤 守 M-Ｍ９０８
× 火2 Ｍ専攻演習１Ｂ（防災心理学） 元吉 忠寛 M-ゼミ研究室
× 火2 Ｄリスクコミュニケーション研究 廣瀬 幸雄 M-Ｍ９０５
○ 火3 Ｍ災害復旧・復興特論 菅 磨志保 M-Ｍ９０７
○ 火3 Ｍ専攻演習２Ａ（防災心理学） 元吉 忠寛 M-ゼミ研究室
× 火3 Ｍ公衆衛生学特論 高鳥毛 敏雄 M-Ｍ９０８
× 火3 Ｍリスク心理学特論 土田 昭司 M-Ｍ９０６
× 火3 Ｍ専攻演習２Ｂ（防災心理学） 元吉 忠寛 M-ゼミ研究室
○ 火4 Ｍ行政法特論 山崎 栄一 M-Ｍ９０８

旧カリ Ｍ防災と行政法
○ 火4 Ｍ専攻演習１Ａ（公益事業論） 安部 誠治 M-Ｍ９０４
○ 火4 Ｍ専攻演習１Ａ（リスク心理学） 廣瀬 幸雄 M-Ｍ９０９
○ 火4 Ｍ専攻演習１Ａ（防災行政学・危機に対する公共政策学） 永田 尚三 M-Ｍ９０５
○ 火4 Ｍ専攻演習２Ａ（総合防災・減災学） 河田 惠昭 M-Ｍ９０２

旧カリ Ｍ専攻演習２Ａ
× 火4 Ｍ専攻演習１Ｂ（公益事業論） 西村 弘 M-Ｍ９０４
× 火4 Ｍ専攻演習１Ｂ（防災行政学・危機に対する公共政策学） 永田 尚三 M-Ｍ９０５
× 火4 Ｍ専攻演習２Ｂ（総合防災・減災学） 河田 惠昭 M-Ｍ９０２

旧カリ Ｍ専攻演習２Ｂ
× 火4 Ｄ公衆衛生研究 高鳥毛 敏雄 M-Ｍ９０８
× 火4 Ｄ災害復旧・復興研究 菅 磨志保 M-Ｍ９０６
○ 火5 Ｍ専攻演習１Ａ（総合防災・減災学） 河田 惠昭 M-Ｍ９０２
○ 火5 Ｍ専攻演習２Ａ（リスクマネジメント論） 亀井 克之 M-ゼミ研究室
○ 火5 Ｄ専攻演習３Ａ（安全と法システム研究） 髙野 一彦 M-個人研究室
× 火5 Ｍリスクコミュニケーション特論 廣瀬 幸雄 M-Ｍ９０５
× 火5 Ｍ専攻演習２Ｂ（リスクマネジメント論） 亀井 克之 M-ゼミ研究室
× 火5 Ｄ数理モデル研究 山下 信雄 M-Ｍ９０６
× 火5 Ｄ専攻演習３Ｂ（安全と法システム研究） 髙野 一彦 M-個人研究室
○ 火6 Ｍ社会安全学特別講義１ 河田/高橋/山川/越山/菅/永松/

林/元吉/河野/城下/小山/山崎
M-Ｍ９０１

× 火6 Ｍ社会安全学特別講義２ 小澤/辛島/亀井/高鳥毛/髙野/中村/
西村/廣瀬/川口/永田/金子/桑名

M-Ｍ９０１

× 火6 Ｄ都市防災研究 越山 健治 M-Ｍ９０６

【１限】9：00～10：30　【２限】10：40～12：10　【３限】13：00～14：30　【４限】14：40～16：10　【５限】16：20～17：50　【６限】18：00～19：30



平成26年度　社会安全研究科　授業時間割

学期 曜限 新旧 科目名 教員 教室

○ 水2 Ｍ専攻演習１Ａ（健康危機管理論） 高鳥毛 敏雄 M-ゼミ研究室
○ 水2 Ｍ専攻演習１Ａ（リスクコミュニケーション） 廣瀬 幸雄 M-Ｍ９０５
○ 水2 Ｄ社会安全思想研究 辛島 恵美子 M-Ｍ９０６
○ 水2 Ｄ専攻演習３Ａ（交通システム研究） 西村 弘 M-Ｍ９０７
× 水2 Ｍ専攻演習１Ｂ（安全の思想：現代安全問題の総合的構造研究） 辛島 恵美子 M-ゼミ研究室
× 水2 Ｍ専攻演習１Ｂ（総合防災・減災学） 河田 惠昭 M-Ｍ９０２
× 水2 Ｍ専攻演習１Ｂ（健康危機管理論） 高鳥毛 敏雄 M-ゼミ研究室
× 水2 Ｍ専攻演習１Ｂ（リスクコミュニケーション） 廣瀬 幸雄 M-Ｍ９０５
× 水2 Ｄ専攻演習３Ｂ（交通システム研究） 西村 弘 M-Ｍ９０７
× 水3 Ｄ交通システム研究 西村 弘 M-Ｍ９０７
○ 水5 Ｍ専攻演習１Ａ（企業法学） 髙野 一彦 M-個人研究室
× 水5 Ｍ専攻演習１Ｂ（企業法学） 髙野 一彦 M-個人研究室
○ 水6 Ｍ専攻演習１Ａ（事故のシミュレーション） 川口 寿裕 M-ゼミ研究室
× 水6 Ｍ専攻演習１Ｂ（事故のシミュレーション） 川口 寿裕 M-ゼミ研究室
○ 木1 Ｄ専攻演習３Ａ（水防災研究） 高橋 智幸 M-ゼミ研究室
○ 木1 Ｄ専攻演習３Ａ（リスクコミュニケーション研究） 廣瀬 幸雄 M-Ｍ９０６
× 木1 Ｄ専攻演習３Ｂ（水防災研究） 高橋 智幸 M-Ｍ７０３
× 木1 Ｄ専攻演習３Ｂ（リスクコミュニケーション研究） 廣瀬 幸雄 M-Ｍ９０６
○ 木2 Ｍ専攻演習１Ａ（都市災害対策論） 越山 健治 M-ゼミ研究室
○ 木2 Ｄ専攻演習３Ａ（ヒューマンエラー研究） 中村 隆宏 M-ゼミ研究室
× 木2 Ｍ専攻演習１Ｂ（都市災害対策論） 越山 健治 M-ゼミ研究室
× 木2 Ｄ専攻演習３Ｂ（ヒューマンエラー研究） 中村 隆宏 M-ゼミ研究室
○ 木3 Ｄ安全と法システム研究 髙野 一彦 M-Ｍ９０４
× 木3 Ｍ安全と法システム特論 髙野 一彦 M-Ｍ９０４
× 木3 Ｍ専攻演習１Ｂ（リスク心理学） 土田 昭司 M-Ｍ９０９

○▲ 木4 Ｍ災害情報特論 浦川 豪 M-ＩＴ２
○ 木4 Ｍ専攻演習１Ａ（支援と復興の社会学） 菅 磨志保 M-Ｍ９０６
× 木4 Ｍ数理モデルによるリスク評価 山川 栄樹 M-Ｍ９０８
× 木4 Ｍ専攻演習１Ｂ（支援と復興の社会学） 菅 磨志保 M-Ｍ９０６

○▲ 木5 Ｍ災害情報特論 浦川 豪 M-ＩＴ２
○ 木5 Ｍ専攻演習１Ａ（数理的リスク管理） 山川 栄樹 M-ゼミ研究室
○ 木5 Ｄヒューマンエラー研究 中村 隆宏 M-Ｍ９０１
× 木5 Ｍヒューマンエラー特論 中村 隆宏 M-Ｍ９０１
× 木5 Ｍ専攻演習１Ｂ（数理的リスク管理） 山川 栄樹 M-ゼミ研究室
○ 木6 旧カリ Ｍ災害シミュレーション演習 越山 健治 M-ＩＴ１
○ 木6 Ｍ安全教育特論 城下 英行 M-Ｍ９０５
○ 木6 Ｍ損害保険特論 桑名 謹三 M-Ｍ９０６
× 木6 Ｍ安全の思想 辛島 恵美子 M-Ｍ９０６

旧カリ Ｍ社会安全学特論
× 木6 Ｍ安全学総論 小澤/亀井/高鳥毛/髙野/高橋/中村/

廣瀬/川口/越山/永田/永松/林/元吉
9-５０１講義室

○ 金1 Ｍ専攻演習１Ａ（水災害論） 高橋 智幸 M-Ｍ７０３
○ 金1 Ｄ地震減災研究 林 能成 M-個人研究室
× 金1 Ｍ専攻演習１Ｂ（水災害論） 高橋 智幸 M-Ｍ７０３
○ 金2 Ｍ消防防災行政特論 永田 尚三 M-Ｍ９０５
○ 金2 Ｍ専攻演習１Ａ（ヒューマンエラー論） 中村 隆宏 M-ゼミ研究室
× 金2 Ｍ専攻演習１Ｂ（ヒューマンエラー論） 中村 隆宏 M-ゼミ研究室
× 金2 Ｄ消防防災行政研究 永田 尚三 M-Ｍ９０５
○ 金3 Ｍ専攻演習２Ａ（水災害論） 高橋 智幸 M-Ｍ７０３
× 金3 Ｍ専攻演習２Ｂ（水災害論） 高橋 智幸 M-Ｍ７０３
○ 金4 Ｍ情報セキュリティ特論 河野 和宏 M-Ｍ９０５
× 金4 Ｄ災害心理研究 元吉 忠寛 M-Ｍ９０５
○ 金5 Ｍ都市安全計画特論 越山 健治 M-Ｍ９０６

旧カリ Ｍ都市災害特論
○ 金5 Ｄ水防災研究 高橋 智幸 M-Ｍ７０３
× 金6 Ｍ消費者安全法特論 若松 陽子 M-Ｍ９０５

旧カリ Ｍ消費者安全関連法

【１限】9：00～10：30　【２限】10：40～12：10　【３限】13：00～14：30　【４限】14：40～16：10　【５限】16：20～17：50　【６限】18：00～19：30


