
Ⅱ．JABEE 認定プログラムについて 
1. プログラム名称：環境修復プログラム 
 
2. 学習・教育目標 
 
(A) 北⾥⼤学の建学の精神である学祖北⾥柴三郎博⼠の教え，1) 開拓，2) 報恩，3) 叡智

と実践, 4) 不撓不屈，の 4 つの精神に則り，⽣命科学に関する深遠な学術の理論と応
⽤を学修の基本とする。 

 
(B) 地球及び地域の環境に調和した持続可能な⽣物⽣産活動に携わる技術者に必要な知識

と技術を習得する。 
 
(C) 責任ある社会活動を可能にする倫理観の備わった技術者の養成を⽬指す。 
 
(D) 数学，⾃然科学，情報技術に関する基礎知識を習得し，それらを地域環境⼯学に関する

問題解決に応⽤する能⼒を習得する。 
 
(E) ⽥園・農村の持っている多⾯的な機能を活⽤した豊かな⽔環境・⼟地資源・緑地・⽣活

空間などの基盤を創造するための環境情報を⼊⼿し，それらに基づいた計画・設計・施
⼯・管理に関する基礎知識と技術を習得する。 

 
(F) 課題を収集し，あるいは推察できる課題を想定し，課題の本質を分析し，これらに対処

する能⼒を養う。 
 
(G) 基礎知識と実験実習・フィールドワークの経験に基づいて，⾃分の意⾒をまとめる能

⼒，表現できる能⼒，批判に対応できる能⼒を養うと共に，コミュニケーション能⼒の
向上を図るための基礎⼒を習得する。 

 
(H) 継続的に学習しながら，絶えず変化する地域環境⼯学の技術に迅速に対応する能⼒を

習得する。 
 
(I) 与えられた条件の下で実験を計画・遂⾏し，結果を解析・考察し，まとめる能⼒を習得
する。 
 
 



表 学習・教育目標と基準 1 の(1)との対応 
 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

(A) ◎ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
(B) ◎ ○        
(C)  ◎        
(D)   ◎ ○      
(E)    ◎ ○ ○  ○  
(F)    ○ ◎   ○  
(G)      ◎  ○ ○ 
(H)       ◎  ◎ 
(I)      ○  ◎ ◎ 

(a) 地球的視点から多⾯的に物事を考える能⼒とその素養 
(b) 技術が社会や⾃然に及ぼす影響や効果，及び技術者が社会に対して負っている責任

に関する理解 
(c) 数学及び⾃然科学に関する知識とそれらを応⽤する能⼒ 
(d) 当該分野において必要とされる専⾨知識とそれらを応⽤する能⼒ 
(e) 種々の科学，技術及び情報を活⽤して社会の要求を解決するためのデザイン能⼒ 
(f) 論理的な記述⼒，⼝頭発表⼒，討議等のコミュニケーション能⼒ 
(g) ⾃主的，継続的に学習する能⼒ 
(h) 与えられた制約の下で計画的に仕事を進め，まとめる能⼒ 
(i) チームで仕事をするための能⼒ 

 
(d) について 
農業⼯学及び関連分野のエンジニアリング分野に関する要件 
農業農村⼯学，農村計画学，農業機械学・ポストハーベスト⼯学，農業気象学，⽣物環境⼯
学，農業施設学，農業情報学及び⽣態⼯学のいずれか，あるいはそれらの複数に関わる体系
的な知識。 
 
 
 

  



3. 評価基準とカリキュラム 

 
(1) 教育⽬的と⼊学者受け⼊れ⽅針（アドミッションポリシー） 
本学科の環境修復プログラム（以下「プログラム」とします）は，⼟・⽔・環境をキー

ワードとした科⽬を中⼼に構成されています。環境修復や⾃然再⽣などに対応できる地域
環境⼯学的な教育プログラムを準備し，教育内容の内外からの評価およびそれに基づいた
改善を継続的に実施することで， ⽇本技術者教育認定機構（JABEE）の認定を受け，卒
業後に技術⼠補の資格申請が可能となるよう計画されています。 

近年，地域環境⼯学分野の⼟⽊建設関連を始め，緑化⼯や造園関連などの業界では，
「技術⼠」の雇⽤や現場ヘの配置が義務づけられてきており，この資格の重要性がますま
す強くなってきています。また，海外において同様の分野で活躍する場合にもこの資格が
役⽴ちます。 

⽣物環境科学科は，野⽣動物と⼈との共存環境の創出やビオトープなど環境の保全や修
復について具体的な提⾔や技術提供ができる⼈材の養成を⽬的とします。このため，プロ
グラムでは次のような学⽣を求めています。 
①プログラムの定める学習・教育⽬標に⾃主的・積極的に取り組む強い意欲と能⼒を有
する学⽣ 

②⼈間社会と⾃然⽣態系との共⽣の必要性を理解し，環境との調和に配慮した農村地域
の整備や開発に強い関⼼を持つ学⽣。 

③⾼い倫理観と協調性を持ち，柔軟な発想を持って問題解決にあたる学⽣。 
プログラムは，別表に⽰す教科⽬の単位を修得し，習得単位数が進級および卒業に必要

な条件を満たすことが評価基準となります。 
なお，このプログラムのカリキュラムには，「測量⼠補」の資格取得に必要な科⽬がすべ

て含まれているので，修了者は卒業後，国⼟地理院に申請することにより「測量⼠補」の
資格を取得できます。 
 
(2) 学習・教育⽬標とその評価⽅法 

環境修復プログラムの学習・教育⽬標と評価⽅法は下表に⽰すとおりです。 
 

  



表 学習・教育目標とその評価方法 
 

学習教育 

関連する

基準 1(1) 
(a)～(h) 
の項目 

評価方法 備

考 

(A) 北里大学の建学の

精神である学祖北里柴

三郎博士の教え，1) 開
拓，2) 報恩，3) 叡智と

実践，4) 不撓不屈，の 4
つの精神に則り，生命科

学に関する深遠な学術

の理論と応用を学修の

基本とする。 
 

生命科学を含む地域生

態系のなかでの社会的

な問題点の把握とその

解決能力を養う。 

(a)(b)(c)(
e) 
(f)(g)(h)(i
) 

生物環境科学概論Ⅰ・Ⅱ，生物環境科

学実習などでの試験，レポートおよび

それらの総合点，卒業論文の論文など

を総括的に判断し，その能力，素養の

獲得を評価する。 

 

(B)  地球及び地域の

環境に調和した持続可

能な生物生産活動に携

わる技術者に必要な知

識と技術を習得する。 
 

地球的視点から多面的

に物事を考える能力を

養う。 

(a) (b) 生物環境科学概論Ⅰ・Ⅱ，生物環境科

学実習，土地利用計画学などでの試

験，レポートおよびそれらの総合点な

どを総括的に判断し，その能力，素養

の獲得を評価する。 

 

(C)  責任ある社会活

動を可能にする倫理観

の備わった技術者の養

成を目指す。 

技術が社会や自然に及

ぼす影響や効果，およ

び技術者が社会に対し

て負っている責任を理

解する。 

(b) 環境倫理学，環境関連法規，生物環境

科学特定講義での試験，レポートおよ

びそれらの総合点などを総括的に判

断し，その能力，素養の獲得を評価す

る。 

 

(D) 数学，自然科学，

情報技術に関する基礎

知識を習得し，それらを

地域環境工学に関する

問題解決に応用する能

力を習得する。 

(c)数学，自然科学およ

び情報技術に関する知

識を習得する。 

(c) 
 

数学，物理学，化学，生物学での試験，

レポートおよびそれらの総合点など

を総括的に判断し，その能力，素養の

獲得を評価する。 

 

基礎科学に基づいた地

域環境工学での専門基

礎を習得する。 

(d) 応用力学，応用力学演習，応用統計学，

応用数学演習，環境情報解析学演習で

の試験，レポートおよびそれらの総合

点などを総括的に判断し，その能力，

素養の獲得を評価する。 

 

(E) 田園・農村の持っ

ている多面的な機能を

活用した豊かな水環境・

土地資源・緑地・生活空

間などの基盤を創造す

るための環境情報を入

手し，それらに基づいた

計画・設計・施工・管理

に関する基礎知識と技

専門分野の知識・技術

を習得する。 
(d) 土壌環境学，水環境学，緑地保全学，

野生動物学，環境情報学，環境計画学，

土質工学，土壌環境学実験，水理学，

測量学Ⅰ，測量学Ⅱ，土壌物理学，環

境放射線学，水文学，環境マテリアル・

施工学などでの試験，レポートおよび

それらの総合点などを総括的に判断

し，その能力，素養の獲得を評価する。 

 



術を習得する。 専門分野のデータ解析

能力を身につける。 
(e)(f)(h) 土壌環境学実験，水環境学実験，緑地

保全学実験，測量学実習Ⅰ・Ⅱなどで

の試験，レポートおよびそれらの総合

点などを総括的に判断し，その能力，

素養の獲得を評価する。 

 

(F) 生物生産活動にお

いての課題を収集し，あ

るいは推察できる課題

を想定し，課題の本質を

分析し，これらに対処す

る能力を養う。 

社会的要求・課題を正

しく理解し，認識する

能力を養う。 

(e)(h) 生物環境科学実習，野生動物学実習で

の試験，レポートおよびそれらの総合

点などを総括的に判断し，その能力，

素養の獲得を評価する。 

 

実験・調査で得られた

データを正しく解析す

る能力を養う。 

(d) 土壌環境学実験，測量学実習Ⅰ・Ⅱ，

CAD 演習などでの試験，レポートお

よびそれらの総合点などを総括的に

判断し，その能力，素養の獲得を評価

する。 

 

(G) 基礎知識と実験

実習・フィールドワーク

の経験に基づいて，自分

の意見をまとめる能力，

表現できる能力，批判に

対応できる能力を養う

と共に，コミュニケーシ

ョン能力の向上を図る

ための基礎力を習得す

る。 

意見のとりまとめと発

表方法を習得する。 
(f)(i) 卒業論文，災害復興学，生物環境科学

特定講義Ⅱなどでの試験，レポートお

よびそれらの総合点などを総括的に

判断し，その能力，素養の獲得を評価

する。 

 

コミュニケーション能

力を養う。 
(h)(i) 卒業論文の論文，ゼミでの発表，イン

ターンシップ，レポートおよびそれら

の総合点などを総括的に判断し，その

能力，素養の獲得を評価する。 

 

(H) 継続的に学習し

ながら，絶えず変化する

地域環境工学の技術に

迅速に対応する能力を

習得する。 

自主的・継続的学習能

力を養う。 
(g)(i) 環境放射線学，災害復興学，生物環境

科学特定講義Ⅱ，卒業論文の論文を総

括的に判断し，その能力，素養の獲得

を評価する。 

 

(I) 与えられた条件の

下で実験を計画遂行し

結果を解析考察しまと

める能力を習得する。 

課題に対して，総合的

な考察に基づいて，問

題解決の能力を養う。 
 

(f)(h)(i) 災害復興学，生物環境科学特定講義

Ⅱ，卒業論文の論文，ゼミでの発表な

どを総括的に判断し，その能力，素養

の獲得を評価する。 

 

 


