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1.「．森里海連環学教育プログラム」の概要 

「森里海連環学教育プログラム」は、農学研究科、地球環境学堂・学舎、人間・環境学研究科、フィー 

ルド科学教育研究センターなどが共同で、京都大学学際融合教育研究推進センターに設立した森里海連環 

学教育研究ユニットによって提供される、流域・沿岸域の統合管理を学ぶための学際融合教育プログラム 

です。2013 年度から京都大学のすべての大学院生を対象として、森里海連環学を修め国際的に活躍する人材を

育成するために開講されています。 

森里海連環学とは、森林、河川、里域、沿岸、海洋などの生態系が人間の活動や開発によって劣化し、 

これら生態系間のつながりが分断されていることが、自然環境の悪化、生物多様性の低下、自然生産力の 

減少など、人類の持続可能な発展を脅かす地域的、地球的問題の重要な原因であると考え、生態系とその 

つながりを修復し、人と自然の関わり方を考え直すための新しい学問です。森、里、海におけるあらゆる 

学問が包摂されます。 

教育プログラムでは、そうした学際的・異分野融合的領域を有機的に結合した幅広い講義を用意してい 

ます。講義は、必修科目として「流域・沿岸域統合管理学」、選択科目として、森を中心とした講義、海を

中心とした講義、里を中心とした講義、総合的な視点からの講義を提供します。講義は基本的に英語で行

われます。 

この教育プログラムは、国際的に活躍するための高レベルな内容となっており、現在の日本の環境問題 

に危機感や関心を持ち、自分で貢献できることを探そうと考えている大学院生にとっては、この教育プロ 

グラムは必ず有用なものとなります。 

この教育プログラムを修了すれば、ユニットから森里海連環学教育プログラム修了証が授与されますの 

で、大学院修了後のキャリアにも役立ちます。 
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2.「森里海連環学教育プログラム」の科目構成と修了要件 

重要：この教育プログラムは 2019 年度をもって終わりますので、この 1 年で修了できるよう、 

履修計画を立ててください。 

（１）科目構成 

教育プログラムは、京都大学農学研究科、人間・環境学研究科、地球環境学舎から提供された科目 

で構成されています。 

①必修科目……１科目（２単位）を必修

流域・沿岸域統合管理学 

（２単位相当） 

人間と自然環境の共生、持続的な関係を築くために、どのような人間活動の

管理を考えれば良いか、本教育プログラムの根本理念である「森里海連環学」

に基づいて、河川の流域から沿岸域までの統合的な観点から考える。講義は、

第一線で活躍する研究者を招いて、リレー講義方式で行い、原則として英語 

で行う。 

②選択科目……「森」を中心とした科目、「里」を中心とした科目、「海」を中心とした科目、森・里・

海を「総合」した科目に分類されます。 

総合 持続的管理のために、自然環境と人はどのように関わっていけばよいのかを総合的に学ぶ。 

森 森の動植物、土や水など、森が育み守ってきた生態系や物質循環を学ぶ。 

里 「里」とは、人の生業や暮らしとしてあらわれる人間活動そのもの。これらと生態系や水、大気 

との関わりと管理のあり方を学ぶ。 

海 森から川を経てつづく海の環境や生態系、資源の現状について学び、どのように守るべきかを考 

える。 

（２）授業の言語 

授業は基本的に英語で行われますが、科目によっては日本語で行われる場合もありますので、詳細は 

シラバスを参照してください。 

（３）修了要件 

修了要件は以下のとおりとなります。 

必修科目２単位、及び「総合」「森」「里」「海」の４分野のうち少なくとも３分野からそれぞれ最低１科目

は修得し、それらを含めて 10 単位以上の修得をもって、教育プログラムの修了と認定します。 

科目区分 履修条件 修了要件 

必修 ２単位 

10 単位以上 
選択 

総合 

４分野のうち３分野から、 

それぞれ１科目以上 

森 

里 

海 
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（４）修了証の授与 

修了者には、ユニットの上部組織となる学際融合教育研究推進センター長から修了証を授与します。 

3. 履修資格と履修期間 

（１）履修要件 

この教育プログラムは、所属研究科にかかわらず本学の大学院（修士課程、博士後期課程）に在籍し、教

育プログラムの修了を目指す大学院生であれば誰でも履修することができます。 

（２）履修期間 

この教育プログラムは 2019 年度をもって終わりますので、この 1 年で修了できるよう、 

履修計画を立ててください。 

4. 履修を辞退するときの手続き 

途中で履修を取り止める場合は、速やかにユニット事業推進室まで「森里海連環学教育プログラム辞退

願」を提出してください。また、履修の事実がない場合や諸手続を怠る者は、履修の意思がないものとし

て、履修を打ち切る措置がとられます。 
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5. 履修科目の登録手続き 

この教育プログラム科目を受講するためには、、（１）所属研究科（学舎）での履修登録手続き及び

（２）ユニットへの履修届の両方が必要となりますので、特に注意してください。 

※履修科目の手続き順序 

（１）所属研究科（履修登録及び聴講願い） （２）ユニット（履修届） 

所属研究科が定める期日までに手続きすること 前期提出期限： 4 月 26 日（金） 

後期提出期限：10 月 25 日（金） 

（１）所属研究科（学舎）での履修登録手続き 

教育プログラム科目は、農学研究科、人間・環境学研究科及び地球環境学舎のいずれかの修士課程の 

開設科目でもあります。各自が所属する研究科（学舎）において、自研究科（学舎）科目については所 

定の履修登録を行い、他研究科（学舎）科目は聴講願い手続きを行ってください。 

この手続きを行うことにより、成績評価が行われ、修得した科目は所属研究科（学舎）の成績原簿に 

記載されますので、この手続きを怠らないよう特に注意をしてください。この手続きを経てから、ユ  

ニット事業推進室へ履修届を提出してください。 

（２）ユニットへの履修届 

履修する教育プログラム科目は、所属する研究科（学舎）で上記（１）記載の履修登録手続きを完了 

後、前期、後期履修登録ごとに、速やかに、「教育プログラム科目履修届」（別紙様式）をユニット事業推

進室に提出してください。 
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1. CoHHO Educational Program - Outline

The Connectivity of Hills, Humans and Oceans (CoHHO) Educational Program is jointly implemented 

by Kyoto University and the Nippon Foundation and sponsored by the Nippon Foundation. It is an interdisciplinary 

program for studies on CoHHO provided by the CoHHO Educational Unit. The Unit has been jointly established 

by the graduate schools of Agriculture, Global Environmental Studies, Human and Environmental Studies, and the 

Field Science Education and Research Center. The Program will be available for all graduate students of Kyoto 

University for 5 years from April 2013. It aims to develop graduates who can operate on an international level within 

the area of CoHHO. 

Human impacts have accumulated in natural systems, have deteriorated ecosystems and broken the 

connectivity between ecosystems. Through this negative influence, serious environmental problems have arisen 

locally and throughout the world. CoHHO is a new academic discipline which considers understanding 

and restoration of ecosystems, ecological connectivity and its linkages with human activities which are a key part 

of the solution to local and global environmental problems. CoHHO draws from a wide range of academic fields 

related to forest, human and ocean ecosystems including social sciences. 

The Educational Program offers lectures from a wide range of interdisciplinary, yet harmonized fields. The 

Program includes the compulsory modules “Integrated Watershed and Coastal Management” and “International 

Cooperation through CoHHO” and optional modules with lectures on forest, human,ocean and integrated 

perspectives. We also recommend on-site training through internships in international organizations, either within 

Japan or overseas. As a rule, the lectures are conducted in English, and we provide a free English skills course. 

Graduate students who are concerned about, and interested in learning about current environmental issues and 

contributing to their solutions should find this program useful. 

Upon completion of the Program (i.e. more than 14 credits acquired), a CoHHO Program Completion 

Certificate will be issued by the Unit. The certificate will prove helpful when launching or continuing your career 

after completing graduate school. The contents of the program are set to a high level in order to prepare students for 

operating on an international level. Therefore, to enable your participation in the program smoothly, we provide an 

Internship Subsidy, International Society Presentation Subsidy and a Foreign Student Scholarship (scholarship 

applications for 2016 are closed). We encourage students to make use of these. 
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2. CoHHO Educational Program –

Program Contents and Completion Criteria 

Important: The course will finish at the end of the academic year 2019, therefore, please make 

your plan so that you can complete the CoHHO program. 

(1) Program contents 

The program consists of modules provided by Kyoto University graduate schools of Agriculture,Global 

Environmental Studies and Human and Environmental Studies. 

① Compulsory Modules (2 credits).

Integrated Watershed and 

Coastal Management 

(2 credits) 

The module addresses how human activities should be managed in 

order to build symbiotic and sustainable links between humans and 

the environment. We use “CoHHO” which is the fundamental 

concept of the educational program to learn about integrated 

perspectives and management Practice of river basins and coastal 

regions. We invite first-class researchers who are leaders in the 

scientific world outside of the university to hold lectures which, are 

usually delivered in English. 

② Optional modules …… Modules are classified into four categories focusing on forest ecosystem, human

activities, ocean ecosystem and the category being the integrated study of these three 

categories. 

Integrated 
Integrated studies which focus on how humans and natural environments should interact 

in order to achieve sustainable management. 

Forest 
The modules focus on forest ecosystems which are organized from the interaction be- 

tween biotic and abiotic factors in the material recycling. 

Human 

The modules focus on how people’s occupations and way of life manifest in the environ- 

ment. The contents focus on explaining the ideal way for humans to interact with, and 

manage, ecosystems, water and the atmosphere. 

Ocean 

The modules focus on the current situation of the environment, natural resources of the 

marine ecosystem—, which relate to the connectivity of forests and rivers—, and then 

stu- dents learn how to reserve the environments. 

(2) Language of lectures 

As a rule, lectures are delivered in English; however, depending on the module, lectures may be also delivered 

in Japanese. So please refer to the syllabus for more details. 
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(3) Completion criteria 

Compulsory subjects, and more than 10 credits including 2 credits from compulsory subject. Students should 

register in at least three subjects from the following different categories: ‘Integrated’, ‘Forest’, ‘Human’ and 

‘Ocean’. 

Subjects Requirement 
Completion 

criteria 

Compulsory 
Integrated Watershed and Coastal 

Management 
2 credits 

10 credits 

Optional 

Integrated 

3 subjects which belong to 

different categories 

Forest 

Human 

Ocean 

(4) Awarding of completion certificate 

Students will receive a completion certificate from the Director of the Center for the Promotion of 

Interdisciplinary Education and Research, Kyoto University. 

3. Program eligibility and enrollment period

(1) Program eligibility 

Any graduate students enrolled at graduate schools of Kyoto University (Master Course, Doctor Course) who 

wish to complete the Program can enroll. 

(2) Enrollment period 

The course will finish at the end of the academic year 2019, therefore, please make your plan so that you can 

complete the CoHHO program. 
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4. Quit the enrollment

If the students desire to quit the enrollment, they have to submit the “The CoHHO Educational Pro- gram 

withdrawal of enrollment application”. The CoHHO unit can terminate the enrollment, if the stu- dents do 

not take the class entirely or if the students do not follow the necessary procedures. 

5. Module registration procedure

In order to participate in this program, it is necessary to complete both (1) the application procedures 

for affiliated graduate schools and (2) the “Educational Program Module Registration” to the CoHHO unit. 

* Steps in the procedure

(1) Affiliated graduate schools (Module registration 

and application for lecture attendance) 
(2) the CoHHO Unit (Module registration) 

Complete the application procedures for the affiliated 

graduate schools within the time schedule determined 

by each graduate school. 

April 26th in the 1st semester 

October 25th in the 2nd semester 

(1) Module registration procedure for affiliated graduate schools 

All Program modules are derived from modules established by the graduate schools of Human 

and Environmental Studies, Global Environmental Studies and Agriculture as the master course 

lectures. The students have to carry out the designated registration for modules in their respective 

graduate schools as well as for the attendance application procedure for modules from other graduate 

schools. 

Grade evaluation is conducted according to this procedure and the acquired modules are recorded 

on the grade register of your graduate school. So please take care not to forget this procedure. 

(2) Registration to the unit 

After completing the enrollment registration procedures at the affiliated graduate schools, students 

have to submit the “CoHHO Educational Program Module Application” (appended form) at the time 

of registration during both the first and second semesters to the CoHHO unit. 
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6. 森里海連環学教育プログラム科目一覧 

CoHHO Educational Program module list 
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科目

科目
コード
Module
code

教育プログラム科目名
CoHHO Educational Program Module Name

担当教員
Instructor

単位数
相当

Credits

開講期
Semester

曜・時限
Day/Time

提供部局・専攻
Departments

01
流域・沿岸域統合管理学
Integrated Watershed and Coastal Management

山下　洋，清水夏樹
Yamashita, Yoh、Shimizu, Natsuki

2
前期

First Semester
水・５
Wed/5

地球環境学舎
Global Environmental

Studies

11
地球環境政策・経済論
Global Environmental Policy and Economics

宇佐美　誠
Usami, makoto

2
前期

First Semester
水・２
Wed/2

13
地球資源・生態系管理論
Management of Global Resources and Ecosystems

舟川晋也，柴田昌三，山下　洋
Funakawa, Shinya、Shibata, Shozo、
Yamashita, Yoh

2
前期

First Semester
金・２
Fri/2

14
環境倫理・環境教育論
Environmental Ethics and Environmental Education

シンガー　ジェーン，浅利美鈴， 
バース  ロジャー　
Singer,Jane、Asari,Misuzu、
Baars, Poger Cloud

2
前期

First Semester
火・５
Tue/5

15
発展途上国における強制移住
Migration and Displacement in Developing Nations

シンガー　ジェーン
Singer, Ｊａｎｅ

1
前期前半/First term of

the First Semester
水・４
Wed/4

19
環境リーダー論Ａ
Environmental  Leadership A

藤井滋穂ほか
Fujii, Shigeo、others

1
前期前半/First term of

the First Semester
木・５
Thu/5

20
サステイナビリティ学最前線 (注/※)
Frontier of Sustainability Science

森　晶寿
Mori, Akihisa

2
前期

First Semester

集中
Intensive
Course

23
社会制度論１
Social Institutions 1

佐野　亘
Sano, Wataru

2
前期

First Semester
金・５
Fri/5

25
社会環境制度評価論１
Environmental Valuation 1

浅野耕太
Asano, Kota

2
前期

First Semester
火・４
Tue/4

31
生態系生産動態論
Ecosystem Production and Dynamics

大澤　晃，岡田直紀
Osawa, Akira、Okada, Naoki

1
前期後半/Second term
of the First Semester

月・１
Mon/1

32
森里海連環の理論と実践
Theory and Practice of the CoHHO (Studies on the
Connectivity of Hills, Humans and Oceans)

柴田昌三，清水夏樹
Shibata, Shozo、Shimizu, Natsuki

1
前期

First Semester

集中
Intensive
Course

33
森林・人間関係学特論２
Forest Resources and Society 2

松下幸司
Matsushita, Koji

1
後期

Second Semester
水・２
Wed/2

34
森林育成学特論Ⅱ
SilvicultureⅡ

伊勢武史，石原正恵
Ise, Takeshi、Ishihara, Masae

2
後期

Second Semester
月・４
Man/4

35
森林情報学特論Ⅱ
 Forest Information SciencesⅡ

舘野隆之輔，小林和也
Tateno, Ryunosuke、Kobayashi, Kazuya

2
後期

Second Semester

集中
Intensive
Course

40
森林水文学特論
Special Lecture on Forest Hydrology

小杉緑子ほか
Kosugi, Yoshiko、others

2
前期

First Semester

集中
Intensive
Course

41
森林生態学特論
Forest Ecology

北山兼弘
Kitayama, Kanehiro

2
前期

First Semester

集中
Intensive
Course

51
景観生態保全論
Landscape Ecology and Planning

柴田昌三，深町加津枝
Shibata, Shozo、Fukamachi, Katsue

1
前期前半/First term of

the First Semester
月・１
Man/1

53
持続的農村開発論
Sustainable Rural Development

星野　敏，鬼塚健一郎
Hoshino, Satoshi、Onitsuka, Kenitiro

1
前期前半/First term of

the First Semester
木・１
Thu/1

54
流域水環境管理論
Watershed Water Environment Management

藤井滋穂，田中周平，原田英典
Fujii, Shigeo、Tanaka, Shuhei、
Harada, Hidenori

1
前期前半/First term of

the First Semester
火・１
Tue/1

42
熱帯農業生態学特論
Tropical Agricultural Ecology

縄田栄治
Nawata, Eiji

2
前期

First Semester
月・２
Man/2

57
農村環境計画論
Rural Environmental Planning

星野　敏
Hoshino, Satoshi

2
前期

First Semester
水・２
Wed/2

58
土壌学特論
Soil Science

舟川晋也，渡邉哲弘
Funakawa, Shinya、Watanabe, Tetsuhiro

2
後期

Second Semester
金・３
Fri/3

71
生命環境共生論２
Interactions between Life and the Environment 2

宮下英明
Miyashita, Hideaki

2
後期

Second Semester
火・２
Tue/2

人間・環境学研究科
Human and

Environmental Studies

73
里海学
Management of Satoumi

山下　洋
Yamashita, Yoh

1
後期前半/First term of
the Second Semester

木・２
Thu/2

地球環境学舎
Global Environmental

Studies

76
海洋生物環境学特論Ⅰ
Physical-Biological Interactions in the SeaⅠ

荒井修亮，市川光太郎，木村里子
Arai, Nobuaki、Ichikawa，
Kotaro、 Kimura, Satoko

2
後期

Second Semester
金・２
Fri/2

78
応用生物科学特別講義Ⅷ
Special Lecture for Applied BiosciencesⅧ

八木信行
Yagi, Nobuyuki

1
前期

First Semester

集中
Intensive
Course

79
海洋資源生物学特論
Biology of Marine Resources

田川正朋
Tagawa, Masatomo

2
後期

Second Semester
火・２
Tue/2

海
Ocean

農学研究科
応用生物科学
Agriculture /

Applied Biosciences

注：№20「サステイナビリティ学最前線」を地球環境学舎以外の学生が履修する場合は、国際高等教育院により開講される科目となるため、KULASISから履修登録すること。

 ※：Students of the graduate schools other than GSGES who want to take the module “Frontier of Sustainability Science” （№20）have to register using KULASIS, because this module is
offered by Institute for Liberal Arts and Sciences.

森
Forest

地球環境学舎
Global Environmental

Studies

農学研究科
森林科学

Agriculture /
Forest and Biomaterials

Science

農学研究科
地域環境科学
Agriculture /

Environmental Science
and Technology

里
Human

地球環境学舎
Global Environmental

Studies

農学研究科
地域環境科学
Agriculture /

Environmental Science
and Technology

2019年度森里海連環学教育プログラム科目一覧

必修科目/Compulsory Modules

選択科目/Optional Modules

総合
Integrated

地球環境学舎
Global Environmental

Studies

人間・環境学研究科
Human and

Environmental Studies

10



7. 2019年度シラバス 

2019 syllabus 
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単位数
相当 2 開講期 水・５

英語率

流域・沿岸域統合管理学
Integrated Watershed and Coastal

Management

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

〔履修要件〕[Class requrement]

英語，English

フィールド科学教育研究センター

学際融合教育研究推進センター

前期 授業形態

森林から沿岸までの生態系の相互作用や、人間活動の影響とその管理、自然と人との関わり方など、理系から文系までの幅
広い専門家が、それぞれの立場からの森里海連環学に基づく流域・沿岸域統合管理について講義を行う。現在予定している
講師と演題は、以下の通り。
初回はガイダンス。柳哲雄「世界における里海概念の展開」、宇多高明「人為改変による海岸浸食」、清野聡子「統合沿岸域管
理」、濱崎宏則「統合的水資源管理とマルチレベル・ガバナンス」、仲岡雅裕「陸水と沿岸の藻場」、田中克「海から見た森里海
連環学」、谷内茂男「流域ガバナンス論」、白岩孝行「巨大魚附き林」、牧野光琢「アジア太平洋漁業における生態系アプロー
チ」、川江心一「WWFの取り組み；黄海とスマトラ島」、飯田 義彦「生物文化多様性における国際ネットワーク構築のための地方
行政の役割と挑戦」、小林聡史「湿地の保全と再生」、松下和夫「地球環境問題とガバナンス」。講義の順番は未定。15回目の
最終講義時に、フィードバックを行う。

The series of lectures is composed of different topics from natural science to social science focusing on the integrated
watershed and coastal management through CoHHO perspective. Guidance, Dr.T. Yanagi : Development of Satoumi concept in
the world, Dr. T.Uda :Beach Erosion Arising From Anthropogenic Factors, Dr. S.Seino : Integrated coastal management in
Japan, H. Hamasaki : Integrated Water Resources Management and multi-level governance, Dr. M.Nakaoka : Seagrass beds in
land water and coastal area, Dr.M.Tanaka : CoHHO Study from sea, Dr. S.Yachi : Watershed governance, Dr. T.Shiraiwa : A
large scale forest for fish, Dr. M.Makino : Ecosystem approach to the Asia Pacific fisheries, Dr. S.Kawae : International
environmental NGO, WWF's practices, Dr. I.Iida : Roles and challenges of local governments contributing global network on
bio-cultural diversity, Dr. S. Kobayashi : Conservation and restration of wetland, Dr. K. Matsushita : Development of Global
Environmental Governance. The turn of the lecture is undecided. The last class will give feedback for further understanding of
CoHHO.

人間と自然環境の共生、持続的な関係を築くために、どのように人間活動の管理を考えれば良いか、本教育プログラムの根本
理念である「森里海連環学」に基づいて、河川の流域から沿岸域までの統合的な観点から考える。第一線で活躍する研究者を
招いて、リレー講義方式で行う。講義は原則として英語で行う。

This course addresses how human activities may be adjusted to build a symbiotic and sustainable relationship between
humans and their environment based on CoHHO (The study of the connectivity of Hilltop, Human and Ocean) from the
integrated management perspectives of river basins and coastal areas. Top caliberresearchers who are respected authorities
in their field of disciplines will hold lectures in English.

教授

特定准教授

山下　洋
Yamashita, Yoh

清水　夏樹
Shimizu, Natsuki

科目区分 必修 科目コード 01

担当者名

講義

使用言語

曜・時限

科目名
（英訳）

100%

特になし
None.

・人間と自然の共生、持続的な関係を理解する。
・人間と自然の共生、持続的な関係を築くために必要な人間活動の管理方策を検討する。
・「森里海連環学」に基づいて、河川の流域から沿岸海域までの環境管理について、統合的な観点を基盤として考える力を養
う。

・To learn about sustainable symbiotic relationships between humans and nature.
・To explore methods of managing human activities to build sustainable, symbiotic relationships between humans and nature.
・To foster thinking with a CoHHO (the study of the connectivity of Hills, Humans and Oceans) perspective towards integrated
management from watershed to coastal areas.

〔到達目標〕[Course Goals]

出席とレポートにより評価する。評価基準及び達成度については、平成31年度地球環境学舎学事要項記載の［成績評価基準］
による。

Final course grade will be determined by the evaluation of reports (50%) and class attendance (50%). Refer to '2018 Curriculum
Guidelines' for attainment levels of evaluation．
〔教科書〕[Textbook]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

Not used
None.
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Natsuki Shimizu, Ryunosuke Tateno, Akihide Kasai, Hiroshi Mukai, Yoh Yamashita 『Connectivity of Hills, Humans and Oceans:
Challenge to Improvement of Watershed and Coastal Environments』（Kyoto University Press）ISBN:978-4-87698-483-1
山下　洋『森里海連環学』（京都大学学術出版会）ISBN:978-4-87698-581-4
向井　宏『森と海をむすぶ川』（京都大学学術出版会）ISBN:978-4-87698-575-3

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業外学習（予習・復習）等)〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

*Please visit KULASIS to find out about office hours.

インターネット等で講師の研究分野と業績を見ておくことが望ましい。

It is desirable to watch a research field and achievements of lecturers on the internet before lecture.
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単位数
相当 2 開講期 水・２

英語率

教授
宇佐美　誠
Usami, Makoto

特になし

本科目は、環境問題・環境政策全般を取り扱う講義、気候変動政策に焦点をあわせる講義、特定の課題に関するグループ発表
および質疑応答という3つの部分からなる。

The course is divided into three parts: the first is a series of lectures on environmental problems and policies in general; the
second part consists of lectures focusing on climate policy; in the last set of classes, students make group presentations,
followed by class discussion.

Schedule
1. Introduction
2. Problems I: efficiency and externality
3. Problems II: prisoners' dilemma
4. Policy tools: regulation, tax, subsidy, and the market
5. General principles: sustainability, polluter pays principle, and precautionary principle
6. Mid-term examination
7. Climate policy principles I: grandfathering
8. Climate policy principles II: equality and basic needs
9. Climate policy principles III: historical responsibility?
10. End-of-term examination
11. Group presentation I
12. Group presentation II
13. Group presentation III
14. Feedback I
15. Feedback II

本科目は、環境問題の基本性格と環境政策の原理・手法について、ミクロ経済学・環境法学・政治哲学等の分析手法を用いて
考察する。履修者は、講義やグループ発表の予習・参加を通じて、環境問題および環境政策に関する基本的知識を習得する。
また、本科目の履修は、英語による学術的な発表・討議のスキルを向上させる機会ともなるだろう。

This course aims to study the nature of environmental problems as well as the principles and measures ofenvironmental policy
by using concepts and ideas in various disciplines including microeconomics,environmental law, and political philosophy.
Students will acquire basic knowledge on environmentalproblems and policies in the process of preparing for and participating in
lectures and group presentations.The course also provides them with the opportunity to develop skills in academic presentation
and discussion.

環境問題の基本性格と環境政策の原理・手法に関する基本的知識を習得する。

Students acquire basic knowledge on the nature of environmental problems and the principles and measures of environmental
policy.

科目区分 選択（総合） 科目コード 11

担当者名科目名
（英訳）

地球環境政策・経済論
Global Environmental Policy and Economics

 地球環境学堂

前期 授業形態 講義

使用言語

曜・時限

英語，English 100%

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

〔履修要件〕[Class requrement]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

地球環境学舎の成績評価基準に従いつつ、2回の小テスト（持込み物件なし）30%×2、グループ発表および発表後の質疑応答
40％により評価する。

Evaluation is made according to the GSGES standard and on the basis of mid-term and end-of-term examinations (60%) and of
individual contribution to a group presentation and class discussion (40%).
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※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc。)]

Some readings are distributed in advance in classes, and others are available on the KULASIS website.

（参考書）
Information about readings on related topics will be provided in classes.

履修者は、授業時に配布されるかKULASISにアップロードされる予習用資料を用いて、毎回の講義の予習を行うとともに、グ
ループ発表の準備を入念に行うよう求められる。

Students are supposed to prepare for lectures by using readings, which are distributed in classes or available on the KULASIS
website, and to make careful preparation for group presentations on assigned topics.

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業外学習（予習・復習）等)〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]
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単位数
相当 2 開講期 金・２

英語率

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

地球環境学堂 教授
舟川　晋也
Funakawa, Shinya

地球環境学堂 教授
柴田　昌三
Shibata, Shozo

科目区分 選択（総合） 科目コード 13

担当者名科目名
（英訳）

地球資源・生態系管理論
Management of Global Resources and

Ecosystems

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

第1回　気候と生態系 / Large-scale pattern of climatic variation*
第2回　陸上生態系におけるエネルギーと物質の循環 / Energy transformation and nutrient cycling in terrestrial ecosystems*
第3回　土壌と生態系 / Soils and soil ecosystems*
第4回　乾燥地・半乾燥地における農業と環境問題 / Agriculture and environmental problems in arid and semi-arid regions*
第5回　湿潤地域における農業と環境問題 / Agriculture and environmental problems in humid regions*
第6回　森林と生態系 / Forests and forest ecosystem**
第7回　森林の環境 / Forest environment**
第8回　森林の破壊と再生 / Forest destruction and restoration**
第9回　森林と林業 / Forest and Forestry**
第10回　森林資源の管理 / Management of forest resources**
第11回　海洋環境と生物生産機構 / Oceanic environments and biological production system***
第12回　水圏生物の生態 / Ecology of aquatic animals***
第13回　沿岸域の環境と人間活動 / Anthropogenic impacts on coastal ecosystem***
第14回　生態系と水産資源 / Ecosystem and fisheries resources***
第15回　水産資源の管理 / Management of fisheries resources***
担当者：*舟川、**柴田、***山下
Given by Prof. Funakawa*, Prof. Shibata** and Prof. Yamashita***, respectively.

自然資源は生物による再生産機構が有効に働く環境、生態系を健全に保つことにより循環的かつ持続的に利用可能となる。本講
義では、陸域、水域のさまざまな生態系における物質循環の特徴と生態系間の連環機構について概説すると共に、現在世界各地
でみられる生態系機能の劣化とその保全・修復の試みを理解することを通して、生態系と調和した自然資源利用のあり方を考え
る。

Considerations of how terrestrial and aquatic ecosystems are structured, work, and respond what is done to and around them.
Provides basis for understanding world's ecosystems and assists students in evaluating alternatives and in making wise decisions
regarding world's ecology and resource management.

特になし

授業中の小試験(60%)および期末レポート試験(40%)を総合して評価する。
Evaluated by the sum of scores of mid-term quizzes and reports (60%) and end-of-term report (40%) based on the performance
evaluation criteria of GSGES.

各講義終了後には、配布されるテキスト等を用いて、理解を深めるための復習を強く求めます。
Students are required to study on each of the topics after lecture by using the materials distributed.

〔教科書〕[Textbook]

〔履修要件〕[Class requrement]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業外学習（予習・復習）等)〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

教授
山下　洋
Yamashita, Yoh

特に指定せず、必要に応じて資料を配付する。
Not specified.

（参考書）
Manuel C. Molles, Jr. 『Ecology: Cocepts and Application』（WCB McGraw-Hill）ISBN:0073309761
Richard T. Wright 『Environmental Science: Toward a sustainable future』（Pearson Education International）ISBN:0131442007
W. Dubbin 『Soils』（The Natural History Museum, London）ISBN:0565091506
Michel Kaiser 『Marine Ecology: Processes, Systems, and Impacts』（Oxford University Press）ISBN: 9780199249756

前期 授業形態 講義

使用言語

曜・時限

英語，English 100%

履修終了時には、地球環境学を考察する基礎として、陸域・水域生態系における諸プロセスを理解すること。

At the end of this class, students understand basic ecological processes in terrestrial and aquatic ecosystems as a basis for
studying further global environmental issues.

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

フィールド科学教育研究センター
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単位数
相当 2 開講期 火・５

英語率

14

担当者名科目名
（英訳）

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

講義

100%

前期 授業形態

使用言語

曜・時限

英語，English

　
 シンガー　ジェーン
 Singer, Ｊａｎｅ 

 浅利　美鈴 

 Asari, Misuzu 

 バース　ロジャー 
 Baars, Roger Cloud 

地球環境学堂

地球環境学堂

地球環境学堂

准教授

准教授

講師

科目コード

環境倫理・環境教育論
Environmental Ethics and Environmental

Education

科目区分 選択（総合）

第一部　環境倫理
第一週：環境倫理の概要（Baars）
第二週：環境運動と環境正当性 (Baars)
第三週：近代のライフスタイルと環境倫理I (Baars)
第四週：近代のライフスタイルと環境倫理II (Baars)
第二部　持続可能性教育
第五週：持続可能性教育の概要（浅利）
第六週：廃棄物管理及び気候変動に関する教育（浅利）
第七週：サステイナブルキャンパスに関するフィールドワーク（浅利）
第八週：フィールドワークと参加（浅利）
第九週：発表に関する説明等（予定）（浅利）
第三部　キャンパスとコミュニティのつながり
第十週：持続可能性に関するコミュニケーションと啓発（Singer）
第十一週：フィールドワーク（浅利）
第十二週：発表１（Baars・浅利）
第十三週：発表２（Baars・浅利）
第十四週：発表３（Baars・浅利）

倫理的手法と教育活動は、特に多様なステークホルダーの合意形成や、学生や市民を持続可能な将来に向けた変革者に変
えていくような場面において、環境問題の解決に欠かせない。この講義では、環境倫理の基本を学ぶと同時に、環境、開発、
気候変動及び資源循環・廃棄物管理を含む持続可能性教育について紹介する。講義、ケーススタディ、フィールドワーク、大
学におけるキャンパスサステイナビリティ活動への参画、グループワークや発表を通じて、理解や実践力を高めることを目的と
する。

Ethical approaches and educational activities are essential for solving environmental problems, especially to facilitate
consensus building among conflicting stakeholders and to transform students and citizens into change agents for a
sustainable future. This course covers prominent schools of thought in the field of environmental ethics and introduces
education for sustainability, including education about the environment, development, climate change, material cycle and
waste management. Through lectures, case studies, fieldwork, participation in campus sustainability activities, in-class
exercises and presentations students will improve their understanding and practical competencies.

倫理的・実践的手法の関係性に気づくと同時に理解を深めること
コミュニケーション及び発表能力を高めること
持続可能な社会に向けた変革を促すための啓発やキャンペーンをどのようにモデル化し、先導するのか理解すること

To realize and deepen understanding on the linkage between theoretical and practical approaches in the field, to gain
communication and presentation skills, to understand how to model and lead advocacy campaigns for transformational
change for sustainability.

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]
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〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

〔授業外学習（予習・復習）等)〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

連絡はメールにて受け付ける
Contact by email to make appointment.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

特になし（授業初日＜オリエンテーション＞で具体的な内容について述べる予定）

There is no specific required text.  Learning materials will be distributed during orientation and each class.

Introduction Week 1: Overview, introduction and evolution of concepts
Part I　Environmental ethics
Week 1: Introduction to environmental ethics (Baars)
Week 2: Environmental movement and environmental justice(Baars)
Week 3: Modern lifestyle and environmental ethics I (Baars)
Week 4: Modern lifestyle and environmental ethics II(Baars)
Part II　Education for sustainability
Week 5: Introduction to education for sustainability (Asari)
Week 6: Waste management and climate change education (Asari)
Week 7: Sustainable campus fieldwork (Asari)
Week 8: Fieldwork and participation (Asari)
Week 9: Classroom follow-up, explanation of final project (Asari)
Part III　Linking campus and community
Week 10: Sustainability communication and advocacy (Singer)
Week 11: Fieldwork (Asari)
Week 12: Presentations 1 (Baars & Asari)
Week 13: Presentations 2 (Baars & Asari)
Week 14: Presentations 3 (Baars & Asari)

特になし

A. Light and H. Rolston III 『Environmental Ethics: An Anthology』（Blackwell Publishing）（*recommended reading）
D.W. Orr 『Ecological Literacy: Educating our Children for a Sustainable World』（Sierra Club Books）（*recommended reading）
Fumiyo Kagawa and David Selby 『Education and Climate Change: Living and Learning in Interesting Times』（Routledge）
（*recommended reading）
Peggy F. Barlett and Geoffrey W. Chase 『Sustainability on Campus: Stories and Strategies for Change
(Urban and Industrial Environments)』（The MIT Press）（*recommended reading）
Robert Cox 『Environmental Communication and the Public Sphere』（SAGE Publications）（*recommended reading）
Stephen Sterling 『The Sustainable University: Progress and prospects』（Routledge in Sustainable Development）
（*recommended reading）
* Required readings will be distributed in class.

『ESD Toolkit: Web resources [http://www.esdtoolkit.org/resources/web_ esd.htm]』
Anastasia Nikolopoulou, Taisha Abraham, Farid Mirbagheri 『Education for Sustainable Development:
Challenges, Strategies and Practices in a Globalizing World』（SAGE Publications）

〔履修要件〕[Class requrement]

次の配分で、出席、率先的な議論やグループワークへの参加、課題、キャンパス活動、グループ発表により総合的に評価す
る。
・出席：30%
・参加態度：10%
・レポート：30%
・プレゼンテーション：30%
Attendance, proactive participation in class discussion and group exercises, class assignments, campus activities, and group
presentations.
・Attendance: 30%
・Proactive participation: 10%
・Assignments/ reports: 30%
・Presentation: 30%

〔教科書〕[Textbook]
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単位数
相当 1 開講期 水・４

英語率

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

〔授業外学習（予習・復習）等)〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

オフィスアワー：事前にメールでアポイントをとってください。
Office hours    by arrangement.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

PPT files can be downloaded from KULASIS for later review. Classes will be highly interactive, with opportunities for free
discussion.

第1回
Introduction, overview. Demographic trends and population issues.
第2回
Development-induced displacement 1: Land-grabbing and land acquisition.
第3回
Development-induced displacement 2: Infrastructure and urban development.
第4回
Conflict-forced displacement: Refugee and assylum issues.
第5回
Climate change migration and displacement.
第6回
Urban migration trends and issues. Group presentations 1.
第7回
Group presentations 2.

The 21st century is the age of human mobility. Rapid population growth, development projects, conflict,climate change, and
environmental degradation are spurring mobility throughout the developing world. Although voluntary migration may improve
opportunities and livelihoods, involuntary displacement can marginalize and impoverish residents. Through case studies, short
readings, lectures and presentations we will investigate population trends, migration, and displacement, focussing on impacts,
outcomes and effective policies and approaches. Students are encouraged to share their experiences and opinions in
classroom discussions and presentations.

No textbook is required; handouts will be distributed in class.

A list of suggested references will be distributed in class.

特になし

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

Students will be evaluated on the basis of attendance, active participation in class, a group presentation and short
assignments.

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

講義

使用言語

曜・時限

英語，English 100%

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔履修要件〕[Class requrement]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

Students will be able to learn more about human and environmental interactions that result in mobility and the importance of
considering the human as well as environmental costs of development and climate change. By considering case studies
students will gain a deeper understanding of the issues and complexity of displacement, and through group presentations
they will be able to delve more deeply into specific cases and present these issues in English.

地球環境学堂 准教授
   シンガー・ジェーン
   Singer, Jane

科目区分 選択（総合） 科目コード 15

担当者名科目名
（英訳）

発展途上国における強制移住
Migration and Displacement in Developing

Nations

前期前半 授業形態
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単位数
相当

1 開講期 木・５

英語率 100%

本講義は、受講者が将来、種々の環境問題を実践的に解決できるリーダーとなることを目指しており、講義内容を自らの疑似体
験として消化することを期待している。そのため、講義内容のフォローアップを自ら行うとともに、それに基づく発表でその能力が涵
養されるように設計している。これにより、リーダーとして必要なマネジメント力を習得する。

This lecture course intends to foster students to be leaders who can solve environmental problems practically, and the students
are expected to adsorb lecture contents as their own experience. For this purpose, the course encourages the students to
conduct self-study for following up each lecture's contents, and requests them to enhance their capabilities by preparation of
students preparations on issues related to environmental leaders.

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

使用言語

科目名
（英訳）

環境リーダー論Ａ
Environmental  Leadership A

科目区分

曜・時限

英語，English

地球環境学堂

エネルギー科学研究科

地球環境学堂

工学研究科

地球環境学堂

地球環境学堂

地球環境学堂

教授

教授

教授

教授

准教授

教授

特定准教授

前期前半 授業形態 講義

藤井  滋穂
 Fujii, Shigeo
手塚 哲央
Tezuka, Tetsuo
舟川　晋也
 Funakawa, Shinya
田中　宏明
Tanaka, Hiroaki
浅利  美鈴
Asari, Misuzu
高野　裕久
Takano, Hirohisa
スワンナキットパティブーンタノン

SuwannaKitpatiBoontanon

選択（総合） 科目コード 19

担当者名

第1回(4/11)　ガイダンス（藤井）および廃棄物問題と国際協力（浅利）
世界の廃棄物問題の実態を概観すると同時に、アジア太平洋諸国における事例を交えて廃棄物管理に関する国際協力について
学び、議論する。

第２回(4/18)　タイにおける家庭廃水の処理技術と管理(Boontanon)
　タイの水環境はきわめて劣悪な状況であり、本講義では、それを引き起こしている家庭廃水の処理技術の状況と管理状態につ
いて講述する。

第３回(4/25)　エネルギーと環境（手塚）
国際的・システム的観点からエネルギー問題及びエネルギー利用と深く関連する環境問題を取り上げ、その歴史と現状、問題解
決の考え方について述べる。

第４回(5/2)　地球環境の変化と健康（高野）
地球環境の変化は、ヒトの健康や疾病構造に変化を与えうる。種々の環境要因が健康や疾患に及ぼす影響について学ぶ。

第５回(5/9)　開発途上国水衛生管理（藤井）
水は人の生活上基本要素であり、安全な飲料水の確保と基礎的衛生施設の確保は、SDGsの１つである。本講では、水利用の基
本要素・途上国での具体例について学ぶ。

第６回(5/16)　熱帯雨林における持続的な開発：カメルーンからの報告（舟川）
　熱帯雨林を将来的にどのように利用していくか考える際、自然資源の保全と地域社会の農業開発を同時に成し遂げることが必
要である。本講義では、カメルーン熱帯林におけるそのような試みを紹介する。

第７回(5/23)　発表・討論（全員）
　第１回～６回の内容を参考に学生による発表とその質疑・討論を行う。

No. 1 (April 11) Guidance (Fujii)　and "Waste problems and International cooperation" (Asari)
The current situation of global waste problems is surveyed. Additionally the case studies of international cooperation in this field
in Asia-Pacific region will be shown and discussed.

No. 2 (April 18) "Domestic Wastewater Treatment Technology and Management in Thailand" (Boontanon)
The water quality of rivers in Thailand varies from low to extremely low. This lecture will provide the current situation and
existing challenges of domestic wastewater treatment technology and management in Thailand.

No. 3 (April 25) "Energy and Environment" (Tezuka)
The issues of the energy supply and demand and those of the energy-related environmental damage are discussed from the
perspectives of systems study and international relationship. The history and current situations of the issues are explained as
well as the ways of thinking for mitigating the problems.

No. 4 (May 2) "Global Environmental Changes and Health" (Takano)
Global environmental changes can affect health and diseases. You will learn about the health effects of a variety of
environmental factors related to global environmental changes.

No. 5 (May 9) "Water and Sanitation Management in Developing Countries" (Fujii)
Water is one of fundamental elements for human daily life, and UN SDGs (United Nation's sustainable development goals) include
sustainable access to an improved water source and improved sanitation. This lecture gives fundamental factors for water use
and discharge, and some examples of water use in developing
countries.

No. 6 (May 16) "Sustainable development in tropical rain forest: Activity report from Cameroon" (Funakawa)
It is essential to achieve both the natural resources conservation and agricultural development in rural society at the same time
when we consider future strategy for utilizing tropical rain forest. In this class, one of such trials is introduced.

No.7 (May 23) "Student presentations and discussions" (All)
Students give presentations on topics related to the above contents, and discuss them each other.

環境学を学び，問題解決を実践するための環境リーダーとしてのあり方・考え方の構築を目的とするもので，国際環境プロジェクト
等に関する講義を中心に構成する。本講義は英語で実施される。

The main purpose of this lecture is to provide students basic viewpoint and knowledge required for environmental leaders who
can practically solve environmental issues occurring in developing countries, showing several international environmental projects
as practical case works. All of the lectures and presentations are given in English.

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]
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〔履修要件〕[Class requrement]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

Students who register this course (Environmental Leadership A) cannot register either "Integrated Approaches for Sustainable
Development", nor "Environmental Risk Management Leadership" (offered by GS Engineering).
※本講義(環境リーダー論A)受講者は、持続的開発論および環境リスク管理リーダー論（工学提供）を受講できない。

Two class rooms in Yoshida and Katsura are connected by VCS (Video Conference System) and SS (Slide- Sharing System),
and students can attend this course at either of two class rooms.
※授業は、原則、吉田キャンパス（地球環境学舎）と桂キャンパス（工学研究科都市環境工学専攻）と２ヶ所で同時遠隔授業として
実施される。
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

第1回(4/11)　ガイダンス（藤井）および廃棄物問題と国際協力（浅利）
世界の廃棄物問題の実態を概観すると同時に、アジア太平洋諸国における事例を交えて廃棄物管理に関する国際協力について
学び、議論する。

第２回(4/18)　タイにおける家庭廃水の処理技術と管理(Boontanon)
　タイの水環境はきわめて劣悪な状況であり、本講義では、それを引き起こしている家庭廃水の処理技術の状況と管理状態につ
いて講述する。

第３回(4/25)　エネルギーと環境（手塚）
国際的・システム的観点からエネルギー問題及びエネルギー利用と深く関連する環境問題を取り上げ、その歴史と現状、問題解
決の考え方について述べる。

第４回(5/2)　地球環境の変化と健康（高野）
地球環境の変化は、ヒトの健康や疾病構造に変化を与えうる。種々の環境要因が健康や疾患に及ぼす影響について学ぶ。

第５回(5/9)　開発途上国水衛生管理（藤井）
水は人の生活上基本要素であり、安全な飲料水の確保と基礎的衛生施設の確保は、SDGsの１つである。本講では、水利用の基
本要素・途上国での具体例について学ぶ。

第６回(5/16)　熱帯雨林における持続的な開発：カメルーンからの報告（舟川）
　熱帯雨林を将来的にどのように利用していくか考える際、自然資源の保全と地域社会の農業開発を同時に成し遂げることが必
要である。本講義では、カメルーン熱帯林におけるそのような試みを紹介する。

第７回(5/23)　発表・討論（全員）
　第１回～６回の内容を参考に学生による発表とその質疑・討論を行う。

No. 1 (April 11) Guidance (Fujii)　and "Waste problems and International cooperation" (Asari)
The current situation of global waste problems is surveyed. Additionally the case studies of international cooperation in this field
in Asia-Pacific region will be shown and discussed.

No. 2 (April 18) "Domestic Wastewater Treatment Technology and Management in Thailand" (Boontanon)
The water quality of rivers in Thailand varies from low to extremely low. This lecture will provide the current situation and
existing challenges of domestic wastewater treatment technology and management in Thailand.

No. 3 (April 25) "Energy and Environment" (Tezuka)
The issues of the energy supply and demand and those of the energy-related environmental damage are discussed from the
perspectives of systems study and international relationship. The history and current situations of the issues are explained as
well as the ways of thinking for mitigating the problems.

No. 4 (May 2) "Global Environmental Changes and Health" (Takano)
Global environmental changes can affect health and diseases. You will learn about the health effects of a variety of
environmental factors related to global environmental changes.

No. 5 (May 9) "Water and Sanitation Management in Developing Countries" (Fujii)
Water is one of fundamental elements for human daily life, and UN SDGs (United Nation's sustainable development goals) include
sustainable access to an improved water source and improved sanitation. This lecture gives fundamental factors for water use
and discharge, and some examples of water use in developing
countries.

No. 6 (May 16) "Sustainable development in tropical rain forest: Activity report from Cameroon" (Funakawa)
It is essential to achieve both the natural resources conservation and agricultural development in rural society at the same time
when we consider future strategy for utilizing tropical rain forest. In this class, one of such trials is introduced.

No.7 (May 23) "Student presentations and discussions" (All)
Students give presentations on topics related to the above contents, and discuss them each other.

使用しない
None.

特になし

授業時に述べる
The reference books will be announced at the class.

各授業において、予習は不要であるが、最終発表のため、各授業の発展的調査を期待する。
Preparation homework is not required, but homework is recommended to follow up each lecture's contents.

受講態度における積極性（40％）と発表レポート（60％）により総合評価する。特に発表レポートについては、講義を受けた後に自
ら関連する内容についての知見を深めたものであることを要件とする。

Positive participation and attendance (40%), and presentatations and submission of reports (60%) are evaluated. Each student is
required to make an English presentation related to the lecture contens involving his/her investigation and discussions.

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業外学習（予習・復習）等)〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]
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単位数
相当 2 開講期 集中

英語率

准教授
  森　晶寿
  Mori, Akihisa科目名

（英訳）
サステイナビリティ学最前線

Frontier of Sustainability Science

前期 曜・時限 授業形態 講義

科目区分 選択（総合） 科目コード 20

担当者名 地球環境学堂

使用言語 英語，English 100%

本講義は、サステイナビリティ学という持続可能な発展・社会を実現するために新たに創設さた複合的な学問領域で行わ
れている先端の研究に関する知見を学び、実現可能な持続可能な発展や社会のビジョンを受講生1人1人が構想すること
を目的としている。本講義では特に、2015年9月の国連総会で採択された『我々の世界を変革する： 持続可能な開発のた
めの2030アジェンダ』と題する成果文書で示された持続可能な発展目標（SDGs）を取り上げ、それぞれの学問領域で、そ
してそれらを統合して、問題や原因の同定や対応戦略・政策にどのように取り組んでいるのかを学び、そのうちの少なくと
も1つの目標に関して、実現可能で技術的・資金的解決法のみに依存しない政策提案を作成することが期待される。

This class is designed for graduate students to learn a great variety of researches conducted at the frontier of
Sustainability Science. Sustainability Science is multidisciplinary research that was lately created advance sustainable
development and sustainable society. This class aims to provide integrated and inter-disciplinary approaches to attain
the Sustainable Development Goals (SDGs), which was set by the United Nations General Assembly as part of the
Resolution "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development." By understanding a variety of
approaches, students are expected to come up with realistic policy proposals that will attain at least one of the goals,
without solely adhering to technological and financial solutions.

【研究科横断型教育の概要・目的】
本講義は、持続可能な発展目標（SDGs）に関わる様々な分野の教員（科学、生態学、哲学、国際政治、エネルギー技術
論、防災、環境デザイン学、経済学など）によるリレー方式での講義を通じて、受講生が自分の専門分野を超えた知見を
取得し、得られた知見を活用して解決法を探求することを目的とする。そこで、多様な学問分野の学生が集い、講義を受
講するだけでなく、グループ討議と合意形成、報告を行うことで、持続可能な発展・社会を実現するためのアイデアや理解
を深めることを目的としている。地球環境専攻にとどまらず、多様な分野の学生の受講を歓迎する。

This class aims to provide an integrated and inter-disciplinary approach to attian the sustainabl developmentgoals
(SDGs), which has multiple implications to society and ecology, and can be mitigated by a variety ofmeasures. Lectures
consist of a variety of academic field, including philosophy, international politics,economics, energy, architecture,
meteorology and biology and so on. Students are encouraged to share ideas, knowledge and deep understanding through
group discussions and presentation that followed by the lectures. This class welcomes students from a variety of
research area.

講義は、東京大学、大阪大学、茨城大学、国連大学、京都大学の5大学の教員がリレー式で遠隔講義システムを使って
行う。その後、グループプレゼンテーションのための討議と準備を行い、各大学別にプレゼンテーションを行う。

Professors of five universities give lectures through distant learning system on live: i.e. University of Tokyo,Osaka
University, Ibaragi University, United Nations University and Kyoto University. All the lectures and　group works are
given in English. Students are expected to be active in raising questions and group works that is followed by the
lectures.

Course outline (tentative):
Lecture 1: Introduction: What is sustainability science?
Lecture 2: Briefing SDGs
Lecture 3-7: Sustainable energy, climate actions, sustainable cities and innovation
Lecture 8-11: Nexus, co-benefits, partnership and vision
Lecture 12-15 Group works and presentation

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

持続可能な発展目標に関するに対する様々な考え方、学問分野からのアプローチを理解した上で、持続可能な発展目標
を効果的に達成する政策や措置に関するオプションを提案できる能力を身につけることを到達目標としている。

Students are expected to understand a variety of framing, causal effects and approaches, enhancing their capacity to
propose options that can effectively attain the SDGs in a feasible manner.
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事前にメールで出席確認と詳細の連絡を行うとともに、直前に講義資料をPandAにアップロードします。
I'll contact to applicants by email in advance to confirm their attendance and update lecture materials on the PandA.

※総合研究5号館2階，地球環境学堂大講義室で授業を実施します。
The class will be held in Large Lecture Room, 2nd floor, Integrated Reserach Building #5 (Building No.40).
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

Weitz, N. et al. 『 Towards systemic and contextual priority setting for implementing the 2030 Agenda』（Sustainability
Science 13）
蟹江憲史 『持続可能な開発目標とは何か:2030年へ向けた変革のアジェンダ』（Tミネルヴァ書房）
ISBN:978-4623077793

土曜日・日曜日・翌週の土曜日の3日間で開講予定で、グループ報告を最終日に実施するため、週の間の平日もグルー
プワークを進めることが期待される。

Students are expected to advance group works in between the class dates, as the class will be open for threedays on
Saturday, Sunday and Saturday next week.

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

〔授業外学習（予習・復習）等)〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔履修要件〕[Class requrement]

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

Participants are required to have basic knowledge on the Sustainable Development Goals. Be advised to check the
related websites such as:
(a) SDGs Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
(b) SDGs in UNDP: http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/resources/

持続可能な発展目標に関しての基本的な知見を持っていることが望まれる。特に講義前に上記のウェブサイトの文献に
目を通しておくことが望ましい。

平常点（グループワーク・報告への参加やそれに対する貢献も含む）：40%
レポート：60%

- Attendance rate, including active participation to the lecture and group discussion, and performance of　group
presentation (40％)
- Writing assignments (60%)

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

使用しない　None.
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単位数
相当 2 開講期 金・5

英語率

授業への参加態度と出席、および最終レポート

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔教科書〕[Textbook]

〔授業外学習（予習･復習）等)〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

〔履修要件〕[Class requrement]

William N. Dunn, Public Policy Analysis  の講読。
Reading and summarizing , William N. Dunn, The Politics of Information.
・Part 1 Methodology of Policy Analysis
・Part 2 Methods of Policy Analysis
・Part 3 Methods of Policy Communication

〔参考書等〕[Reference books, etc.]
William N. Dunn, Public Policy Analysis

授業形態 講義

本講義の目的は、公共政策を適切にデザインするための手法や考え方、留意点などについて検討し、よりよい政策デザイン
のあり方を考えることである。政策デザインに関する基本的な文献の講読をおこなう。英語のテキストを用いるが、説明および
議論は原則として日本語でおこなう。

The aim of this course is to help student understand the basic ideas and techniques of policy design, and utilize the
knowledge for solving specifi social problems. Students will read and summarize basic text and discuss the possibility of
better idea and technique for policy design. The text is written in English but we use Japanese in in-class discussion.

具体的な政策問題について、自分なりに、適切な政策のデザインをおこなうことができるようになること。

 To be able to design appropriate public policy for a variety of social problems.

〔到達目標〕[Course Goals]

使用言語

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

曜・時限

英語/日本語，English/Japanese 10%

前期

地球環境学堂 教授
佐野　亘
Sano, Wataru

科目区分 選択（総合） 科目コード 23

担当者名科目名
（英訳）

社会制度論 1
Social Institutions 1
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単位数
相当 2 開講期 火・５

英語率

前期 授業形態 講義

使用言語

曜・時限

英語/日本語，English/Japanese 30%

人間・環境学研究科 教授
浅野　耕太
Asano, Kota

科目区分 選択（総合） 科目コード 25

担当者名科目名
（英訳）

社会環境制度評価論１
Environmental Valuation 1

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

〔履修要件〕[Class requrement]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

環境経済学や資源経済学の専門学術誌に掲載されている論文を読みこなすために必要な厚生経済学、環境経済学、資源経
済学の基本を学ぶ。

In this couese you will learn the foundations of  welfare, environmental and resource economics in order to understand
artcles in the main journals of environmental and resource economics.

経済学などの基礎的概念を修得し、森里海に関する公共政策の評価に応用ができるようになること。

To acquire basic concepts of economics and relatede fields and to be applied to the evaluation of public policy for fostering
the CoHHO.

それぞれのテーマを1ないし2回の授業で扱っていく予定である。

One or two lectures are planned on each following item.

Part I. Economics and the Environment:
1. Environmental economics and the theory of externalities;
2. Environmental problems and policy issues;
3. Introduction to the theory of environmental policy;
Part II. Valuing the Environment:
4. Theory of applied welfare analysis;
5. Revealed preference models;
6. Discrete choice models;
7. Recreation;
8. Property value models;
9. Stated preference methods;
10 Health valuation

学部レベルのミクロ経済学と統計学を履修済みであること。

Familiarity with microeconomics and statistics at the level of undergraduate is required.

授業への貢献を総合的に評価する。

Students are evaluated on the basis of attendance and the presentations in the class.

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業外学習（予習・復習）の等〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

D. J. Phaneuf and T. Requate（2017） A Course in Environmental Economics, Cambridge University Press
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単位数
相当 1 開講期 月・１

英語率

 地球環境学堂

地球環境学堂

出席(50%)、授業中のディスカッションへの参加状況(25%)、レポート(25%)により総合的に評価する。
Attendance(50%), proactive participation in discussion(25%), and report(25%) are the requirement to obtain credit.

前期後半

陸上生態系の生物的生産量の大きさを理解し、また、地球規模の炭素固定、蓄積、循環に対する陸上生態系の役割を理解す
ることができる。さらに、これらの量を推定するために用いられている方法について知識を得、それらの精度に対する感覚を磨
くことができる。

This lecture will enable students to understand scale of biological production in terrestrial ecosystems, and their role on
carbon fixation, accumulation, and cycling at the global scale. It will also inform the students on methods used to estimate
these values, by which students will come to have a sense of accuracy in those estimated values.

准教授

教授
　　　大澤　晃
　　　Osawa, Akira

　　　岡田　直紀
　　　Okada, Naoki

科目区分 選択（森） 科目コード 31

担当者名科目名
（英訳）

生態系生産動態論
Ecosystem Production and Dynamics

授業形態 講義

使用言語

曜・時限

英語，English 100%

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

〔履修要件〕[Class requrement]

第１回: 生態系の物質生産と炭素動態(担当、大澤)
Assimilation and carbon dynamics of ecosystems(Osawa)
第２回: 生態系の長期間変動とその研究法(担当、大澤)
Long-term dynamics of ecosystems and estimation methods(Osawa)
第３回: 葉の特性と光合成生産(担当、岡田)
Leaf trait and photosynthesis(Okada)
第４回: 木部の機能と光合成生産(担当、岡田)
Xylem function and photosynthesis(Okada)
第５回: 熱帯多雨林および熱帯季節林生態系(担当、岡田)
Tropical rain forest and tropical seasonal forest ecosystems(Okada)
第６回: 亜寒帯林生態系(担当、大澤)
Boreal ecosystems(Osawa)
第７回: 温帯林生態系と炭素動態研究の実際(調査地見学)(担当、大澤)
Temperate forest ecosystems and practice of carbon dynamics studies(Field trip to a study site)(Osawa)

生態系の生産と動態を考察するのに必要な生態学と植物生理学の基礎および各種生態系研究の実際を学ぶ。
Students will learn basics of ecology and plant physiology necessary for discussion of ecosystem production and dynamics,
and examples of research in various ecosystem studies.

F.S. Chapin et al. (2002) Principles of Terrestrial Ecosystem Ecologyなどを参考資料として用い、生態系の生産と動態に関連
する研究分野を概観する。特に、生態系の定義、構造、その物質生産、炭素動態、長期動態、物質生産器官しての葉の構造、
木部の機能と物質生産などを学ぶ。また、地球上の代表的な生態系(熱帯多雨林、熱帯季節林、温帯林、亜寒帯林)を紹介し、
それらの生産と動態に関する研究の現状を学ぶ。
Students will be introduced to the descipline of ecosystem production and dynamics with Principles of Terrestrial Ecosystem
Ecology by F.S. Chapin et al. (2002) as a reference material. The following topics will be covered: definition of ecosystems,
their structure, dry matter production, carbon dynamics, long-term dynamics, structure of leaves as the organ for dry matter
production, wood structure and dry matter production, etc. We also overview representative ecosystems of the Earth
(tropical rain forest, tropical seasonal forest, temperate forest, and boreal forest), and researches on production and
dynamics being conducted therein.

Springer. 『F. S. Chapin III et al. 2002. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. 』

特になし

特に指定しない。必要に応じてプリントを配布する。
No specific textbooks. Handouts will be distributed as necessary.

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]
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温帯林生態系の調査地見学(滋賀県大津市南部の落葉広葉樹林)は授業の曜日・時限以外の適当なときに行う。実施時期は
未定。
A field trip to a study site of temperate forest ecosystem (in southern part of Ohtsu, Shiga Prefecture) will be held. Date has
not been determined.

随時.アドレスと研究室は下記のとおりです。
大澤晃: aosawa@kais.kyoto-u.ac.jp (農学部総合館 S-226)、岡田直紀: okad@kais.kyoto-u.ac.jp (農学部総合館 S-230)

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

授業中に配布する参考資料のうち、次回の授業に関連する部分を読み、概要を捉えるとともに疑問点を整理して授業に臨む
ことが望まれる。

It will be required to read through parts of the reference material before attending each lecture. This process shall include
understanding main points and clarifying questions for the parts discussed at each lecture.

〔授業外学習（予習・復習）等)〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]
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単位数
相当 1 開講期 集中

英語率

本授業は、学内での講義と近江八幡における泊まり込みの実習(一泊二日)を行う。
This course consists of lectures in the campus and a two-day field trip in Oumihachiman city, Shiga prefecture.

第１回　森里海連環学の概論(柴田)
Basic concepts of the Studies on the Connectivity of Hills, Humans and Oceans
第２回　森里海連環ガバナンス概論(清水)
Basic concepts of the CoHHO governance
第３回　森里海連環政策概論(未定）
Basic concepts of the CoHHO policies
第４回　近江八幡フィールド実習(柴田・清水他)
Field studies in Oumihachiman
第５回　近江八幡フィールド実習(柴田・清水他)
Field studies in Oumihachiman
第６回　近江八幡フィールド実習(柴田・清水他)
Field studies in Oumihachiman
第７回　課題発表と討論：森里海連環の実践とは？(柴田・清水他)
Presentation and discussion: How to practice "CoHHO"?

森里海連環学は、森から海までの生態系の健全なつながりの再生という観点から、人間と自然環境の持続的な共生社会の構
築をめざし、流域と沿岸域の統合的な管理方策を検討する分野横断的統合科学である。本科目では、森里海連環学の理論を
概説すると共に、森里海連環の実践を近江八幡をフィールドに考える。

The studies on the Connectivity of Hills, Humans and Oceans (CoHHO) is an interdisciplinary science including both natural and
social expertise to achieve the construction of sustainable quality of life for humans based on the restoration of ecosystem
health and the integrated management of watershed and coastal areas. This course aims to offer knowledge and expertise in
connectivity of Hills, Humans and Oceans, giving a working understanding of its aims, principal concerns and techniques, at
theoretical and practical levels through field studies in Oumihachiman city, Shiga prefecture.

1回目の授業の前にガイダンスを行う。履修希望者はガイダンスに出席し、申込名簿に所定の事項を記入する。ただし、希望者
が受入可能人数を超過した場合には、1回目の授業時に抽選を行う。受講者は以下の履修要件を満たすことができる人のみが
受講できる。①実習前の3回の座学と2日間の実習，成果報告会のすべてに出席できる　②実習前および後のグループワークを
積極的に行える。③傷害保険（学生教育災害障害保険）に加入している。

A student orientation will be organized　before the first class. The applicants should participate in the　orientation, and submit
an application form. If the number of applicants exceeds the acceptable numbers, we will have a drawing to reduce the
numbers. Students should class requirements are the following. ①You have to attend three lectures before the field study, a
two-day field study, and the final presentation; ②You have to actively work for group works before, during and after the field
study.; and ③You have to take out the Student Accident Insurance.

〔履修要件〕[Class requrement]

曜・時限

英語/日本語，English/Japanese 70%

健全な生態系の連環について、自然科学的側面だけではなく、社会科学的側面からも、重要性を理解し、各自の専門分野にお
いて実践的な応用が可能になっている。

Students are required to understand the importance of the connectivity of ecosystems from the view not only of the natural
science but the social science and to learn the practical application in each study field.

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

前期 授業形態 講義･実習

使用言語

地球環境学堂

学際融合教育研究推進センター

教授

特定准教授

　
柴田　昌三
Shibata, Shozo

清水　夏樹
Shimizu, Natsuki
　

科目区分 選択（森） 科目コード 32

担当者名科目名
（英訳）

森里海連環の理論と実践
Theory and Practice of the CoHHO (Studies

on the Connectivity of Hills, Humans and
Oceans)
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※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

京都大学フィールド科学教育研究センター編，山下洋監修 『森里海連環学: 森から海までの統合的管理を目指して』（京都大学
学術出版会）ISBN:978-4-87698-581-4（2007年出版の同書の改訂増補版である（2011.9出版））
Edited by N. Shimizu, R. Tateno, A. Kasai, H. Mukai, Y. Yamashita 『Connectivity of Hills, Humans and Oceans
(CoHHO):Challenge to Improvement of Watershed and Coastal Environments』（京都大学学術出版会/Kyoto University Press）
ISBN:978-4-87698-483-1（（2014.3出版））

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業外学習（予習・復習）等)〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc。)]

各講義終了後には、配布されるテキスト等を用いて、復習することを求めます。
Students are required to study on each of topics after lecture by using the materials distributed.

平常点評価(50%)。レポート/課題発表(50%)。
Students will be evaluated on the basis of class attendance and class contribution (50%), reports and final presentation (50%).

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕

29



単位数
相当 1 開講期 水・２

英語率

オフィスアワーは特に定めない。講義時間外に直接話をしたい学生は、メール（matsu@kais.kyoto-u.ac.jp）で問い合わせるこ
と。

F i t t l t t K ji M t hit b il t @k i k t j

（森林計画・保安林）
1. 森林計画制度の変遷と問題点
2. 森林計画制度の問題点
3. 保安林制度と保護林制度
（森林所有）
4. 民有林の所有形態と私有林経営
5. 私有林の地籍問題と相続問題
6. 入会林野と生産森林組合の経営の問題点
7. フィードバック

The lessons will focus on the following topics:
(A) Forest Planning System and Protection Forest
　 1. Development of the forest planning system
　 2. Problems of the forest planning system
　 3. Problems of the Protection forest
(B) Forest Ownershipwnership
　 4. Ownership of non-national forest and private forest management
　 5. Problems oｆ private forest land registration and forest land inheritance
　 6. Problems of management of common forests and forest producers’ cooperatives
　 7. Discussion

〔履修要件〕[Class requrement]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業外学習（予習・復習）等〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

学部で森林計画学、森林法律論、林業政策学、林業経済学などのうち少なくとも1科目を履修していること。上記科目を全く履
修していない場合は、林野庁『森林・林業白書』（最新版）をあらかじめ読んでおくこと。

You must have taken at least one of the courses on the undergraduate level: forest planning, forest management, forest law,
forestry policy, forestry economics. If you have received no such educational background, you are required to have read
through the latest version of "White Paper on Forest and Forestry (Shinrin Ringyo Hakusho )" (edited by Forestry Agency)
prior to enrolling in this course.

出席、発表、レポートによる総合評価。

Reports, presentations and participation in the class will be evaluated.

第1回目を除き、あらかじめ配布する資料を読んでくること。

With the exception of the first class, you must have read the reading materials prior to the class.

大日本山林会編(2007)『昭和林業逸史』  Dainippon Sanrinkai (2007) Shouwa Ringyo Isshi　 (in Japanese)
講義中に指示する。

A list of reading materials will be given in the class.

松下  幸司
Matsushita, Koji

科目区分 選択（森） 科目コード 33

担当者名科目名
（英訳）

森林・人間関係学特論２
Forest Resources and Society 2

農学研究科 准教授

曜・時限

英語/日本語，English/Japanese 20%

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

わが国の森林資源計画、森林所有の展開過程と問題点について詳述する。

The main topics of this lecture are a brief history and the current problems of the forest planning system, as well as forest
ownership in Japan.

森林経営の基本となる計画制度と所有をめぐる現在の課題を理解する。

The objective of this class is to understand the current problems relating to the forest planning system and forest ownership.

〔到達目標〕[Course Goals]

後期 授業形態 講義

使用言語
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単位数
相当 2 開講期 月・４

英語率

後期 授業形態 講義

使用言語

曜・時限

英語/日本語，English/Japanese 20%

科目区分 選択（森） 科目コード 34

担当者名科目名
（英訳）

森林育成学特論Ⅱ
SilvicultureⅡ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ

准教授

准教授

伊勢　武史
Ise, Takeshi

石原　正恵
Ishihara, Masae

なし　Nothing

出席およびレポート提出

Attendance and report presentation

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

〔履修要件〕[Class requrement]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

学生が自分自身で原著論文などの専門的な文献を読み解き、そこに示されている内容を包括的に理解することが到達目標で
ある。そのためには、バックグラウンドとなる知識を広範囲に把握していることが必要である。

Students should be able to understand journal articles on forest sciences.  This may need background knowledges on forest
sciences.

1. 森林科学の基礎：森林科学にまつわる学問を広くカバーし、多面的な役割を果たしている森林を包括的に理解するための
バックグラウンドとする。
2. 森林科学と学際融合：社会のなかで森林が果たしている多面的な役割を考える学際的な取り組みについて学ぶ。生物進化
から人文科学まで、森林をフィールドとして学べる多彩な科学について知る。
3.修士論文作成に必要なスキル：プレゼンテーション、様々なデータベースを用いたデータの収集、Rを使ったデータ処理、統
計解析、作図方法を学ぶ。

1. basics on forest sciences: to understand multiple aspects of forest ecosystem services, several disciplines such as forest
ecology will be taught.
2. forest sciences and interdisciplinary studies: multi-dimensional functions of forests will be presented in an interdisciplinary
mannar, including evolutionary biology and humanities.
3. acquire skills needed for writing master thesis: presentation, usage of various databases, conducting data and statistical
analyses using R and creating impressive figures and tables.

森林生態学など、森林にかかわる科学の基礎から最先端までを学ぶことで、学生の研究に活用できる知識を得る。

Study many aspects of forest sciences such as forest ecology, from basics to cutting edges.

個人的に相談したい質問などが生じた場合は、担当教員に電子メールで連絡すること。電子メールのアドレスは初回の講義
で連絡する。

E-mail any questions and concerns to the lecturers.

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業外学習（予習・復習）等〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

なし　Nothing

「学んでみると生態学はおもしろい（ベレ出版）」「地球システムを科学する（ベレ出版）」「生物進化とはなにか（ベレ出版）」
「The R Book (Wiley)」を参考にすること。必要に応じ、資料を配布し、参考文献を示す。

Data and bibliography will be distributed and shown if necessary.

毎回の授業をよく復習しておくこと。次回の授業の冒頭で、学生に対する質問をふくんだ前回の授業の振り返りを実施する。

Review class material regularly.  Questions concerning previous lectures may be asked to students.
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単位数
相当 2 開講期 集中

英語率

特にないが、積極的に講義に参加することを希望する。

No prerequisite, but attendance, eagerness and activity for class is necessary.

生態系生態学に対する理解度と応用力の達成度をレポート、発表、授業中の討議への参加状況等により総合的に評価する。

Achivement for understanding of ecosystem ecology and its application will be evaluated by report，presentation and
discussion in the class.

適切な森林管理に不可欠な生態系生態学および個体群生態学について概説する。森林管理を行う上で必要な生態系の構造
と機能を理解し、生態系生態学や個体群生態学の知見を応用する力を身につけることを目的とする。

This course gives an outline of ecosystem ecology and population ecology for proper forest management. The goal of this
course is to gain an understanding of structure and function of forest ecosystems, and to gain an understanding how to apply
ecosystem and populational ecology to appropriate forest managements.

森林管理に必要な生態系生態学および個体群生態学に関する知識とその応用方法について理解することを到達目標とする。

Achievement goal of this lecture is to understand of ecosystem ecology and population ecology and to understand those
application concerning forest manegement.

①森林生態系における植物ー土壌相互作用系（7回）
　森林生態系における植物ー土壌の相互作用系、森林の発達段階に沿った森林構造や物質循環の変化、伐採などの人為撹
乱に対する森林生態系の応答について、植物の資源利用、物質生産、土壌環境、物質循環などの観点から説明する。関連す
る最新の文献をレビューし、発表･討論を行う。
① The course will consist of lectures by the instructor and presentations  by the students about following topics;  plant-soil
interaction in forest ecosystems, changes in forest structure and matter cycling along the stand developmental stages , and
the effects of disturbance on forest ecosystems.

②森林生態系における個体群動態モデル（7回）
　森林生態系における多種多様な生物の個体数がどのように変化していくのかについて、特に生物間相互作用の観点から実
例を交えながら概説する。加えて、この個体数変化をモデルとして表現する手法と共に、生物の進化プロセスが与える影響に
ついても説明し、森林生態系の構成種の動態について学ぶ。
②　Major topics of this course are population demography, inter-specific competition, carrying capacity, chaos in population
dynamics, species-interactions (predation and competition), assemblages of species, sustainability of biodiversity, eco-
evoulutionary feedback.

③まとめ（1回）
　①と②の内容を踏まえ総括を行う。
　Summary of course topics

〔履修要件〕[Class requrement]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

〔授業外学習（予習・復習）等〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

授業中に紹介する。

We will introduce some related texts in lecture.

課題に対するレポート作成や発表準備が必要である。

As out-of-class study, students have to write report and to prepare presentation concerning the lecture.

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

60%

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

後期 授業形態 講義

使用言語

科目区分 選択（森） 科目コード 35

担当者名科目名
（英訳）

森林情報学特論Ⅱ
Forest Information SciencesⅡ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ

ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ

准教授

講師

舘野  隆之輔
Tateno, Ryunosuke

小林　和也
Kobayashi, Kazuya

曜・時限

英語/日本語，English/Japanese
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担当教員は北海道研究林勤務のため、オフィスアワーを定めることが出来ないが、疑問や質問があれば、電話・e-メールなど
で随時対応する。電話やeメールによる連絡先については、授業中に説明する。

Our office is located in the Hokkaido forest station, eastern Hokkaido. So we don't determine normal office hours, you are
welcome to email or call us anytime. We will inform our email address and office telephone number in the class.
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単位数
相当 2 開講期 集中

英語率

科目区分 選択（森） 科目コード 40

担当者名科目名
（英訳）

森林水文学特論
Special Lecture on Forest Hydrology

農学研究科

前期 授業形態

教授
小杉  緑子
Kosugi, Yoshiko

(未定）

講義

使用言語

曜・時限

英語/日本語，English/Japanese 40%

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

森林における水循環が様々な生態系機能とどのように関わり、環境を制御しているかを理解する。

The aim of this lecture is to understand how forest hydrology relates with various ecosystem functions and govern our
environments.

森林における水循環過程は、森林生態系の持つ様々な機能を規定し、我々をとりまく環境に大きな影響力を持っている。本講
義では、森林水文学研究の系譜をたどり、これまでに明らかになってきた知見を最新の課題も含めてレビューすることで、水
循環が環境に果たす役割を理解する。履修者は各自森林水文学に関連する論文を取り上げ、要約・レビュー（発表）を行う。

Hydrological processes in the forests regulate various ecosystem functions and play important roles on the environment.
This lecture introduces the stream of forest hydrology and reviews previous studies in the surrounding areas including very
recent topics, to understand the roles of hydrological processes.on the environment. Every students must present a review
of previous literatures on a specific topics of forest hydrology.

Day ０ （小杉）
導入、レビュー手法の説明（１回）
Day １ （小杉）
森林水文学の系譜（１回）
森林の蒸発散（１回）
森林の水循環とガス交換（１回）
水循環が規定する様々な森林生態系機能（１回）
Day ２ （未定）
世界と日本の水問題（１回）
森林流域における降雨流出過程（１回）
地下水・渓流水の滞留時間（１回）
森林の水循環と水質形成（１回）
Isoscapeで見る世界の水循環（１回）
Day ３ （小杉）
レビュー発表と質疑応答（４回）
フィードバック

Day 0 (Kosugi)
Introduction, decide the litteratures for each person. (1 time)
Day 1 (Kosugi)
The stream of forest hydrology. (1 time)
Evapotranspiration from forest. (1 time)
Forest hydrology and gas exchange. (1 time)
Forest hydrology and ecosystem functions. (1 time)
DAY 2 (unknown)
Risks of water resources and hazards in Japan and the World. (1 time)
Rainfall-runnoff processes in forested catchments. (1 time)
Residence time estimation for groundwater and streamwater. (1 time)
Forest hydrology and water chemistry. (1 time)
Global perspective with 'Isoscape' for the Global water circulation. (1 time)
DAY 3 (Kosugi)
Review Presentation by students, and interview. (4 times)
Feedback
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〔授業外学習（予習・復習）等〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

学習内容の理解を、毎時間の小レポートにより確認する。
また、履修者には森林水文学分野における過去の研究（英語文献）のレビューとその結果の発表を課す。レポート、発表内容
を併せて、総合的に評価する。
評価基準及び達成度については、平成31年度農学研究科学修要覧記載の［評価基準及び達成度］による。

Evaluation will be based on both of the student’s understanding of course materials as demonstrated in his/her reports, and
the review presentation.
Refer to '2019 Guide to Degree Programs' for attainment levels of evaluation.

講義の疑問点等は、講義終了後に講義室で受け付ける。あるいはメールでの連絡も可能. 。
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください 。

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

なし　None

なし　None

毎回の配布資料を使って復習すること。

〔履修要件〕[Class requrement]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

森林水文学に関連するこれまでの研究に興味・関心を持ち、文献（英語）を読んで理解することができるレベルの基礎知識を
有すること。

Every students should participate the review presentation, so students are required to have enough basic knowledge to read
and understand the English literatures on a specific topics of forest hydrology.
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単位数
相当 2 開講期 集中

英語率

科目区分 選択（森） 科目コード 41

担当者名科目名
（英訳）

森林生態学特論
Forest Ecology

FS Chapin III et al. (2002) Principles of terrestrial ecosystem ecology, Springer.

講義後に配布資料を読み直し、関連の文献を調べる。

Examine the handouts and study related literatures after each lecture.

農学研究科 教授

前期 授業形態 講義

北山　兼弘
Kitayama, Kanehiro

使用言語

曜・時限

英語，English 100%

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔到達目標〕[Course Goals]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

森林生態系の維持機構を樹木の栄養塩獲得、栄養塩利用効率、栄養塩循環及び栄養塩動態における生物多様性の機能か
ら考察する。特にリンの動態に着目し、導入部では生体試料のリン濃度の化学実験も行う。

In this course, students will learn the advanced concepts of the forest-ecosystem ecology with a special emphasis on the
maintenance mechanisms of forest ecosystems in response to the reduction/deficiency of soil nutrients (particularly P).
Students will also learn basic techniques of the analysis of P in ecological samples.

樹木の栄養塩利用効率と生物多様性の機能の観点から、森林生態系の維持機構についての先端的概念を修得し、それに関
する自分の作業仮説を提示できるようになる。

Students are expected to understand the advanced concepts of the forest-ecosystem ecology in relation to nutrient-use
efficiency and biodiversity functions, and to be able to develop own working hypotheses to explain the maintenance
mechanisms of forest ecosystems.

植物生態学あるいは森林生態学の履修が望ましい。

It is preferred that students have previously taken plant ecology or forest ecology courses.

出席率とレポートに基づき評価する。

Grades will be evaluated based on attendance and the presentation of literature studies.

まず、栄養塩獲得と栄養塩利用効率における樹種間差とその生態学的な意義について考察する。さらに、栄養塩循環におけ
る樹木多様性や土壌微生物多様性の機能について考察する。以下の講義のトピックに合わせ、それと関連する先端的な研究
論文を読み、聴講者で討論して、トピックに関する理解を深める。
１．森林生態系におけるリン動態。
２．樹木のリン利用効率。
３．樹木のリン吸収効率。
４．土壌生態系における生物多様性の機能。
５．土壌－植生系のフィードバックと生物多様性。
６．森林生態系のエコシステム・サービスと栄養塩。
　
The reduction of soil nutrients occurs widely across various forests through natural processes such as soil weathering,
nutrient leaching and the formation of recalcitrant organic matter.  The goals of this course are to understand the adaptive
mechanisms of trees to nutrient deficiency, including the nutrient-use efficiency and nutrient acquisition efficiency.  In
addition, ecosystem functions of biological diversity in nutrient cycling will also be discussed.  Introductory lecture will be
given first for each of the following topics and then students will present the results of literature studies pertinent to the
topic.  This course consists of brief lectures and students’ presentation. The following topics will be discussed in this
course.
1. Dynamics of P in forest ecosystems
2. P-use efficiency of trees
3. P-uptake efficiency of trees
4. Ecosystem functions of biological diversity in soil ecosystems
5. Feedback in vegetation-soil systems and biodiversity
6. Ecosystem services and nutrients in forest ecosystems

〔履修要件〕[Class requrement]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業外学習（予習・復習）等〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]
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単位数
相当 1 開講期 月・１

英語率

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

第１回　ランドスケープ・エコロジーの基礎概念に関する概論
Basic concepts of Landscape Ecology (Shibata)
第２回　ランドスケープ・プランニングの実践例の紹介と計画の手法
Introduction of practical examples of landscape planning and the analysis method for biodiversity conservation (Shibata)
第３回　伝統的林業景観の分析
Analysis of traditional forestry landscape (Shibata)
第４回　文化景観と生物多様性
Cultural landscapes and biodiversity (Fukamachi)
第５回　文化景観の形成とランドスケープマネージメント（日本）
Cultural landscapes and landscape management (Japan) (Fukamachi)
第６回　文化景観の形成とランドスケープマネージメント（海外）
Cultural landscapes and landscape management (Overseas) (Fukamachi)
第７回　課題発表と討論：緑地の計画、デザイン、マネージメント
Presentation and discussion: How to deal with “Green infrastructure”(Shibata & Fukamachi)

ランドスケープ・エコロジーおよびランドスケープ・プランニングという分野の概要を紹介し、その実践例の紹介と検討を行
う。

This course will firstly introduce the concept of landscape ecology and landscape planning; secondly discuss
the practical examples, policies, cultural landscape, landscape management and so on.

特になし

授業中に指示する。
Recommended readings will be introduced in the lecture.

授業中に紹介する。
Recommended readings will be introduced in the lecture.

各講義終了後には、配布されるテキスト等を用いて、復習することを求めます。
Students are required to study on each of topics after lecture by using the materials distributed.

〔到達目標〕[Course Goals]

〔履修要件〕[Class requrement]

レポート(50%)／平常点評価(50%)
Students are evaluated on the basis of class attendance (50%) and presentation in the final lecture (50%).

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業外学習（予習・復習）等)〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

景観生態学に関する概要を理解し、各自の専門分野における実践的な応用について修得する。

Students will understand the concept of landscape ecology as an applied academic discipline and learn the practical
application in each study field.

地球環境学堂

講義

使用言語

曜・時限

英語，English 100%

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

准教授

教授
   柴田　昌三
   Shibata, Shozo

   深町　加津枝
   Fukamachi, Katsue

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

科目区分 選択（里） 科目コード 51

担当者名科目名
（英訳）

景観生態保全論
Landscape Ecology and Planning

前期前半 授業形態

地球環境学堂
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単位数
相当 1 開講期 木・１

英語率

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

地球環境学堂

地球環境学堂

教授

准教授

星野　敏
Hoshino, Satoshi

鬼塚　健一郎
Onitsuka, Kenitiro

科目区分 選択（里） 科目コード 53

担当者名科目名
（英訳）

持続的農村開発論
Sustainable Rural Development

前期前半 授業形態 講義

使用言語

曜・時限

英語/日本語，English/Japanese 100%

出席点(50％)とレポート(50％)により評価する。
All students are required to submit reports during the course. Topic of the reports will be provided in the lecture. The evaluation
is made by both attendance points(50%) and report points(50%).

〔教科書〕[Textbook]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

農村持続性の観点から農村地域の課題を抽出する能力を習得する。
The goal of this course is to develop the ability to extract rural problems from the viewpoint of rural sustainability.

第1回　ルーラル・サステナビリティの概念と農村計画学
第2回　ルーラル・サステナビリティと地域力の向上（1）
第3回　ルーラル・サステナビリティと地域力の向上（2）
第4回　ソーシャルキャピタルと地域活性化
第5回　定住意向と集落行事
第6回　森里海連環の意義－流域連携によるため池のかいぼり－
第7回　サステナビリティからレジリエンスへ－新たな農村計画の展開方向－

1. Conceptual framework of Rural Sustainability, Studies on CoHHO and Rural Planning
2. Rural sustainability and coping capacity of local communities (Part 1)
3. Rural sustainability and coping capacity of local communities (Part 2)
4. Rural revitalization and social capital
5. Community events and rural sustainability
6. Special Lecture on the Connectivity of Hills, Humans and Oceans (CoHHO) studies-Preservation of Interactivity between
Tameike (Farm ponds) and Satoumi (Coastal areas)-
7. From sustainability to resilience -new era of community planning-

本講義の目的は、ルーラル・サステナビリティの概念とその確立・向上に資する農村計画学的な接近方法を習得させることにある。
Objective of this lecture is to understand 1) the concept of rural sustainability and 2) how rural planning can contribute to
maintain and/or improve the sustainability of rural areas.

今日の農村地域は、食料生産のみならず、様々なめぐみ（多面的機能）を国民にもたらしてきたが、近年、過疎・高齢化や経済のグ
ローバル化の影響を受けて、定住空間としての持続性を大きく損ないつつある。本講義では、地域という比較的ミクロな対象地域に
おいて、計画論的視点から持続的な農村を実現するための設計論について講述する。また、森里海連環学とルーラルサステイナビ
リティの関係についても講述する。
Rural areas provide various benefits, known as multifunctionality of agriculture, as well as agricultural produce to the people.
However, ongoing trend of depopulation and aging, combined with rapid globalization of the world economy, has been impairing
functions and sustainability of those areas. In this lecture, paying special attention to the efforts put in place at the scale of local
governments and communities in rural areas, we learn basic design principles to achieve rural sustainability. Relationship between
Studies on Conectivity of Hills, Humans and Oceans (CoHHO) and rural sustainability is also discussed.

特になし。

〔到達目標〕[Course Goals]

〔履修要件〕[Class requrement]

随時。但しe-mailでアポを取ること。アドレスは以下の通り。
shoshino@kais.kyoto-u.ac.jp
総合館S-362

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

特に必要ではない。
Special preparations are not particularly required.

授業中に指示する
特に指定しない。授業中にプリントを配布する
Printed materials to be used in class will be distributed in each class.

（参考書）
授業中に紹介する。

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業外学習（予習・復習）等)〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]
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単位数
相当 1 開講期 火・１

英語率

科目区分 選択（里） 科目コード 54

担当者名
科目名
（英訳）

流域水環境管理論
Watershed Water Environment Management

  藤井　滋穂
  Fujii, Shigeo

教授地球環境学堂

地球環境学堂 准教授
  田中　周平
  Tanaka, Shuhei

第１－２回　リスクアセスメント/確率論的リスク解析演習（4/9, 16）原田
　授業概要（位置づけ、成績評価方法の説明）とリスクアセスメント，確率論的リスク解析，MPN（最確値法），ADI（一日摂取許
容量）およびDALY（障害調整生命年）の概説，および定量的微生物リスクアセスメントの演習。
Classes 1 and 2: Risk assessment & exercise of quantitative microbial risk assessment (April 9 and 16),Harada
Introduction to risk assessment, probabilistic risk analysis, MPN (most probable number), ADI (AcceptableDaily Intake), and
DALY (Disability-adjusted life year), and exersice of quantitative microbial riskassessment by Monte Carlo simulation.

第３－４回　概説と物質収支モデルとその適用（4/23, 4/30）藤井
　物質収支モデルの紹介（マスフローモデル）、IWAモデル表記法、初期値問題の計算法（前進差分、中心差分、Runge-Kutter
法）、以上のエクセルによる解析法演習。
Classes 3 and 4: Guidance and Mass-balance modelling (April 23 and 30), Fujii
Guidance of the lecture (purpose, presentation, grading), and Introduction of mass balance models (mass flow model),
differential equations, description method of model equations (IWA model expression),difference equations and their numerical
solutions (forward difference method, central difference method, Runge-Kutter method), exercise of numerical calculation by
Excel.

第５－６回　多変量データの解析法と演習（5/14, 21）, 田中
基本統計量の解説、多変量データの集計方法、検定、相関分析、回帰分析、分散分析、重回帰分析等のエクセルによる解析
法演習
Classes 5 and 6: Multivariate statistical techniques (May 14 and 21), Tanaka
Introduction of basic statistics, aggregate method of multivariate data, hypothesis test, correlation analysis, regression
analysis, analysis of variance, multiple linear regression analysis, exercise of numerical calculation by Excel.

第７回　課題発表（5/28）全員
Class 7: Student Presentations (May 28), all
Based on the above lecture contents, every student is requested to give a short presentation in English.

水環境の各種の汚濁問題を解決し、快適健全な環境を創造するためには、流域を最低限の単位として総合的に管理をする必
要がある。そのためには、通常モニタリングや特別調査で得られたデータを総合的に解析するとともに、そのモデル化等により
現象の予見・予想をすることが重要となる。本講では、データ解析方法およびモデル化について、基礎と応用を講述する。な
お、本講義は英語で進めるが、日本語での補完的説明も随時加える。

Comprehensive management of whole watersheds is essential for solution of several water pollution problems to establish
sound and comfortable environment, and requires not only a wide range of knowledge on watershed issues, but also several
engineering techniques such as data analysis and modelling for understanding the current phenomena and forecasting the
future phenomena. This lecture course will give basics and applications of several methods related to them. All of the lecture
classes are given in English, but some translation assistance is given in Japanese.

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

〔履修要件〕[Class requrement]

授業においては、Excel(Microsoft)を用いて解析法を教授するため、基本操作を習得している必要がある。また基礎的な数学
力を必要とする。

Students are requested to have fundamental knowledge and technique for Excel (Microsoft), and basis of　mathematics.

  原田　英典
  Harada, Hidenori

本授業の習得により、学生は各種のデータ解析法・モデル法の理論を学ぶとともに、演習を通じて自らの研究に適用する手順
を習得する。

By mastering the course contents, student will obtain not only theories, but also practical application procedures of several
data processing and modeling methods, which they can use in their thesis study.

前期前半 授業形態 講義

使用言語

曜・時限

英語，English 100%

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

地球環境学堂 助教
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事前にアポイントをとってください。
Contact the lecturer by e-mail (fujii@eden.env.kyoto-u.ac.jp) in advance.

授業中、その演習を行うので、ノートパソコンを持参することが望ましい。
Because many examples are often given in the classes by computer demonstration, students are recommended　to bring a
personal computer with Excel in the classes.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

使用しない
Not specified.

（参考書）
授業中に紹介する
To be announced at the class.

各授業において、予習は不要であるが、授業ごとにその内容理解の復習と授業で与えられた課題解答のための宿題をしばし
ば与える。
Preparation homework is not required, but homework assignment is often given.

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

平常点（講義時間で与える小テストを含む）40％および授業最終回の発表内容60％とで総合評価する。
Mini report in each lecture （40％）and presentation in the final lecture （60％）will be used for the assessment.

〔授業外学習（予習・復習）等)〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]
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単位数
相当 2 開講期 月・２

英語率

熱帯地域の環境の特徴（3回）
　東南アジアを中心に、熱帯地域の気象の特性、特に降雨特性と近年の変動及びその原因について説明を行う。また、熱
帯地域の土壌特性に関する説明も行う。
土地利用・営農動態（4回）
　東南アジア大陸部を中心に、さまざまな要因で近年急速に進行する土地利用・営農体系の変容とその気象との関係につ
いて、「集約化」と「多様化」をキーワードに詳細に説明を行う。
農業資源の変化（4回）
　東南アジア大陸部を中心に、熱帯地域の農業資源とその特徴、近年の変化と土地利用・営農体系・農業生産との関係に
ついて、詳細な説明を行う。
熱帯地域における持続的農業生産の今後（4回）
　東南アジア大陸部を中心とした、近年の土地利用・営農動態・農業資源の変化と気候変動の影響を総合的に分析した上
で、熱帯地域における持続的農業生産の今後について、「食糧生産」と「環境保全」をキーワードに、説明を行う。

1. Characteristics of natural environment in the tropics
General traits of tropical and subtropical climates, especially rainfall characteristics, their recent changes and causes, are
explained, taking examples of Southeast Asia. In addition, soil characteristics in the tropics are explained.
2. Land use and farming system dynamics
Recent changes in land use and farming systems in mainland Southeast Asia and their relations to climates are discussed
with two keywords, "intensification" and "diversification".
3. Changes in agricultural resources
Agricultural resources in the tropics and their characteristics, recent changes in agricultural resources and their relations
to land use, farming systems and agricultural production are explained in detail.
4. Future perspectives of sustainable agriculture in the tropics
Changes in recent land use, farming systems and agricultural resources and influences of climatic changes are analyzed
mainly in mainland Southeast Asia and future perspectives of sustainable agricultural production systems are discussed
with two keywords, "food production" and "environmental conservation".

レポートおよび出席状況により評価する。

Evaluation is made by the record of attendance and the results of assignments.

学部で熱帯農業生態学を履修していることが望ましいが、必須ではない。

It is expected to have basic knowledge on tropical agriculture.

使用言語 英語，English

科目名
（英訳）

前期 授業形態 講義曜・時限

担当者名

選択（里） 科目コード 42

農学研究科 教授熱帯農業生態学特論
Tropical Agricultural Ecology

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

〔履修要件〕[Class requrement]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

東南アジアを中心に、熱帯地域の環境条件の特徴について解説した後、近年の営農体系の動態及び作物生産に関する諸
問題を論ずる。

After general characteristics of natural environment in the tropics, mainly in Southeast Asia, are explained, dynamics of
farming systems in recent years and various issues regarding crop production are discussed.

熱帯地域の農業及び自然環境の基礎的知識を身につけ、さらに、熱帯地域の持続的農業発展及び農業環境問題に関する
議論を深める力を涵養する。

To acquire the fundamental knowledge on agriculture and natural environment in the tropics, and to nurture the ability to
discuss  on sustainable agricultural development and agro-environmental issues in the tropics.

100%

縄田  栄治
Nawata, Eiji

科目区分
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各時間、十分な予習・復習を期待する。また、すべての時間ではないが、グループ発表等を課題として課すため、そのため
の学習が必要となる。

Enough preparation and after-study are expected. In addition, sometimes, group presentation and discussion are carried
out and studies for these are also necessary.

講義プリントをはじめに配布する。

Handouts are given at each class.

参考書：「熱帯農学」（渡辺ら編）朝倉書店、「農学・生態学のための気象環境学」（文字ら編）丸善、「栽培システム学」（稲村
編）朝倉書店、「生物資源から考える21世紀の農学　第１巻 作物生産の未来を拓く」(山末編)京都大学学術出版会

"Ecological destruction, health, and development" (Furukawa H., Nishibuchi M., Kono Y. and Kaida Y. eds.). 2004, Kyoto
University Press.  “An illustrated eco-history of the Mekong River Basin” (T. Akimichi ed.).  2008, White Lotus Co. Ltd.

講義は映像資料を多く用い、教科書は指定せず、講義プリントを用意する。
講義での疑問点等があれば、縄田（nawata@kais.kyoto-u.ac.jp）までメールで連絡すること。その際、件名は「熱帯農業生態
学特論疑問点・意見」とし、本文中に自分の学生番号・氏名を明記すること。

In this lecture, textbooks are not used.  At every class, handouts are distributed.
When you have questions and opinions, send an e-mail to nawata@kais.kyoto-u.ac.jp with your name and student ID-no.
The title of the e-mail should be "questions and opinions in Tropical Agricultural Ecology".

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

〔授業外学習（予習・復習）等〕[Others (office hour, etc.)]
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単位数
相当 2 開講期 水・２

英語率

曜・時限

英語/日本語，English/Japanese 100％（日本語が理解できない留学生がいる場合には英語で行う）

セクション１　総論（２回）
・コミュニティ計画論の概念的枠組み／・コミュニティ計画論の制度／・神戸市における人と自然との共生ゾーン条例の紹介
セクション２　コミュニティ計画の手順と方法（２回）
・コミュニティ計画の手順／・よく用いられる計画手法／・新たな計画手法の提案
セクション３　実際のワークショップ体験（３回）
・兵庫県篠山市、京都府亀岡市、京都府京丹後市において、村づくりワークショップを実施するので、地元住民とともに参加し
て実際の計画づくりを体験する。
セクション４　レジリエンスとコミュニティ開発（予定，１回）
・コミュニティづくりを通じたレジリエンスの回復に関する話題提供
セクション５　台湾におけるコミュニティ振興の特徴と課題（２回）
・台湾における社区営造政策の展開と農村再生条例による計画づくり
セクション６　地域づくりと資源管理の制度と政策（２回）
・日本型多面的機能支払制度に焦点を当てて、制度の紹介とその効果を解説する。また、かかる事業制度と地域づくりの関連
性について講述する。
セクション７　森里海連関学と地域づくり（２回）
　本講義は森里海連関学の関連科目に位置づけられている。コミュニティ計画論と森里海連関学の接点について解説する。
振り返り（１回）

Section 1: General remarks (twice)
Conceptual framework of community planning / Institutional framework for the community planning in Japan / Introduction of
the “Ordinance Concerning the Designation of People and Nature Coexistence Zones and Others” established by the City of
Kobe in 1996
Section 2: Procedures and methods of community planning (twice)
Procedures for making a community plan / Commonly-used planning tools and techniques / Suggestions regarding new
planning techniques
Section 3: Community development workshop in rural Japan (three times)
We will visit such study areas as Sasayama City, Hyogo prefecture, Kameoka City and Kyoutango City, Kyoto prefecture to
participate community development workshop.
Section 4: Resilience and community development( tentative title, once)
Topics on reinforcement of the community resilience via community building
Section 5: Community development program in Taiwan (twice)
Characteristics and problems in community development policy in Taiwan
Section 6: Resource management by local community (twice)
Outline of the multifunctional payment program in Japan / Case study / Program evaluation
Section 7: Connectivity of Hills, Humans and Oceans (CoHHO) and community development (twice)
 This lecture is placed as an allied subject for CoHHO education program. We examine the relationship between community
planning and CoHHO Theory.
Look back (once)

前期 授業形態 講義

使用言語

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

地域資源は社会単位で維持・管理されることが多いため、農村計画学のコアな計画のタイプはコミュニティ計画論であると言え
る。そこで、両者の関連性に留意しながら、コミュニティ計画論と地域資源管理論の理解を深めることを講義のテーマとする。

Because local resources are maintained by a social unit such as rural community, It can be said that the community planning
is one of the core types of rural planning. Therefore in this course, we are going to deepen the understanding of both
community planning and local resource management.

コミュニティ計画論については、学部配当の講義「農村計画学」でその概要を解説しているが、本講義はその応用編に相当す
る。具体的な事例に即して計画づくりの手順と方法、実施にあたっての留意点などを学ぶことを通じて、農村コミュニティ計画の
実践的な策定能力を養う。

I lecture on the outline of community planning in the course of “Rural Planning” for undergraduate students and this course
is its advanced course. Through undergoing the fundamental planning methods and tools by applying them to a real example, I
try to develop your planning ability for practice.

地球環境学堂 教授
星野　敏
Hoshino, Satoshi

科目区分 選択（里） 科目コード 57

担当者名科目名
（英訳）

農村環境計画論
Rural Environmental Planning
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「農村計画学」、「農地整備学」（いずれも地域環境工学科の授業科目）を受講していることが望ましい。

講義への出席（８０％以上)と課題レポートの評価の両方で成績を評価する。

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

使用しない

〔履修要件〕[Class requrement]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

授業中に紹介する

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

〔授業外学習（予習・復習）等〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔教科書〕[Textbook]

定まった時間はないが、相談は随時受け付ける。
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。

参考文献を提示するので、授業の前には目を通してくること。
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単位数
相当 2 開講期 金・３

英語率

　最新の土壌分類体系である「World Reference Base for Soil Resources (2014)」（以下WRB）に基づいて世界の土壌を概観す
るともに、そこでの生物地球化学的な物質循環、人類による土地利用、その問題点と課題を考察する。

　The main objectives of the course are: to overview soils distributed in different regions of the world based on the global soil
classification system, World Reference Base for Soil Resources (2014) (WRB), and to discuss the biogeochemical dynamics
of substances in different soil-ecosystems and land utilization by human beings and problems involved there.

到達目標として、以下の３点を挙げる。
１）各々の研究課題に即した形で、土壌分類を行うことができるようになる。
２）それぞれの土壌が生成する生物地球化学的プロセスを理解できるようになる。
３）人類の利用に際して、それぞれの土壌の利点・難点を理解するとともに、これと関連して土壌の誤用とそれに起因する環境
問題の発生プロセスを理解することができる。

　The main goals to be achieved by students after participation to this class are:
1) to classify specific soils appropriately in accordance with indivisual research objectives of each student,
2) to underatand the bio-geochemical processes involved in respective soil forming processes, and
3) to understand advantages and/or disadvantages in each of soils on the utilization by humans in relation to the
misutilization of soils and generation of environmental problems.

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

　以下の項目について授業を行う予定である。
第1-2週：土壌学の基礎
　土壌学において必要な基礎知識を要約して講述する。
第3週：WRB土壌分類の基礎
　世界の土壌分布を、WRB（世界土壌照合基準）に則って概観する。
第4-13週：WRBの解説書である「Lecture Notes on the Major Soils of the World (2001)」および担当教員が世界各地で行った
現地調査の経験・結果に基づいて、各種土壌の成因、土壌生態系における物質循環、人類による土地利用およびその問題点
と課題を考察する。
  第4週：有機質土壌
  第5～6週：母材の影響を強く受けた土壌
  第7週：地形の影響を強く受けた土壌
  第8～9週：湿潤熱帯の土壌
  第10週：乾燥帯の土壌
  第11週：半乾燥帯草原下の土壌
  第12週：湿潤温帯の土壌
  第13週：寒帯の土壌
  第14週：ここまで講述したWRB土壌分類と、もう一つの代表的な土壌分類である米国Soil Taxonomyの対応関係について講
述する。

Following topics will be presented in the class.

Weeks 1 and 2: Basic knowledge on soil science is summarized.
Week 3: Soils in the world and basis of soil classification
The distribution pattern of each of soils in the world is discussed based on WRB.
Weeks 4 to 13: Using "Lecture notes on the major soils of the world 2001" the forming process of each of soils, dynamics of
different elements in soil ecosystems, impact of land utilization by human beings and problems involved are discussed, for
following soil ecosystems.
  Week 4: Organic soils
　Weeks 5 and 6: Mineral soils conditioned by parent material
　Week 7: Minaral soils conditioned by topography
　Weeks 8 and 9: Mineral soils conditioned by a wet (sub)tropical climate
　Week 10: Mineral soils conditioned by a (semi-)arid climate
　Week 11: Mineral soils conditioned by a steppic climate
　Week 12: Mineral soils conditioned by a (sub)humid temperate climate
　Week 13: Mineral soils conditioned by permafrost
  Week 14: The compatibility between WRB system and US Soil Taxonomy is discussed.

助教

教授
舟川  晋也
Funakawa, Shinya

渡邉  哲弘
Watanabe, Tetsuhiro

講義

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

科目区分 選択（里） 科目コード 58

担当者名科目名
（英訳）

土壌学特論
Soil Science

後期 授業形態

地球環境学堂

地球環境学堂

使用言語

曜・時限

英語，English 100%
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〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業外学習（予習・復習）等〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

〔教科書〕[Textbook]

Driessen PM, Deckers JA, Spaargaren OC, Nachtergaele FO (eds) 『Lecture notes on the major soils of the world. World Soil
Resources Reports 94』（Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome）
IUSS Working Group WRB 『World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming
soils and creating legends for soil maps, World Soil Resources Reports No. 106』（Food and Agriculture Organization of the
United Nations, Rome）

随時紹介する。

各講義終了後には、配布されるテキスト等を用いて、理解を深めるための復習を強く求めます。

Students are required to study on each of the topics after lecture by using the materials distributed.

特になし。
Not specified.

出席(50%)および期末レポート試験(50%)を総合して評価する。

Evaluated by the attendance (50%) and reports (50%) and end-of-term report (50%).

〔履修要件〕[Class requrement]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]
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単位数
相当 2 開講期 火・２

英語率

以下の内容について講義する。
１． ガイダンス
　講義内容および講義の進め方について説明・討議する。
２． 光合成と地球環境
　光合成が地球環境の形成や恒常性に果たしている役割
３． 光合成生物の多様性
　シアノバクテリア，藻類，陸上植物，紅色細菌，繊維状非酸素発生型光合成細菌，緑色硫黄細菌，
ヘリオバクテリア，クロラシドバクテリア，ハロバクテリアなど，光をエネルギー源とすることが
できる生物の多様性
４． 光合成初期反応の仕組み
　光合成初期反応（明反応）の仕組みについての概説
５．光合成生物と環境
　光合成生物（主に藻類）から得られるメリットと、光合成生物に起因するデメリット、光合成生物を利用した環境負荷低減技術
６． 関連研究の動向
　海洋生態系のエネルギーフロー

1. Guidance
 Hearing of student interests on phototrophs.
 Discuss the contents of lecture.
2. Photosynthesis and the Global Environment
 The role of photosynthesis in the formation and homeostasis of the global environment
3. Diversity of Photosynthetic Organism
 Biodiversity of phototrophs who use light as their energy source, such as Cyanobacteria, algae, terrestrial plants and
anoxigenic photosynthetic bacteria (purple bacteria, green sulfur bacteria, green non-sulfur bacteria, Heliobacteria,
Chloracidobacteria, Halobacteria, etc.)
4. Primary reaction of photosynthesis (light reaction)
 Outline of the primary reaction of photosynthesis
5. Photosynthetic organisms and environment
 Benefits from phototrophs (mainly algae) and environmental problems caused by phototrophs. Technologies to reduce
environmental problems using photosynthetic organisms, marine energy flow
6. Trend of related research
 Marine energy flow

初回講義の際に光栄養生物に関連する受講者の興味等について聴取し、受講者の同意と希望に基づき講義内容を変更する
ことがある。そのため、初回の講義には必ず出席すること。

At the first lecture, I will hear the　students interests related to phototrophs.　Based on the hearing, course content may
rearranged. Therefore, be sure to attend the first lecture.
　

人間・環境学研究科 教授
宮下  英明
Miyashita, Hideaki

科目区分 選択（海） 科目コード 71

担当者名科目名
（英訳）

生命環境共生論 ２
Interactions between Life and the

Environment 2

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

後期 授業形態 講義

使用言語

地球生物圏におけるエネルギーの流れの根幹をなし，同時に地球上の物質循環と環境の維持に重要な役割を果たしている
微生物，特に，光合成微生物について，その多様性，代謝特性などについて，環境と生物の相互作用を軸として考究する。

The objectives of this course is to review the diversity and eco-physiology of aquatic phototrophs which contribute for the
energy flow in the aquatic environment on the Earth.

１．光栄養生物の多様性とその光利用機構，それら生物が地球環境の形成・維持に果たす役割について理解すること。
２．環境に関わる光栄養生物研究動向について理解すること。

1. Understanding the phototrophs - their biological diversity, light utilization mechanisms, and roles for the formation and
maintenance of global environment.
2. Understanding the trends of phototroph studies.

〔到達目標〕[Course Goals]

曜・時限

英語/日本語，English/Japanese 20%

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]
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〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

〔履修要件〕[Class requrement]

出席状況とレポート

Coursework will be graded based on the reports.

微生物学の知識を有することが望ましい。

Basic knowledge on  microbiology recommended.

〔教科書〕[Textbook]

問い合せ等がある場合は，電子メール等で問い合せること。

Office hours will be allocated for students to consult with the instructor and ask relevant questions．Contact to the
instructor by e-mail as needed.

特に指定しない。資料を配付する。

Not specified. Handout will be prepared.

特に指定しない

配布された資料に基づいて，予習・復習を行うこと。

Based on the handout, do the preparation and review.

〔授業外学習（予習・復習）等〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]
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単位数
相当 1 開講期 木・２

英語率

ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ 教授
　　山下　洋
　　Yamashita, Yoh

科目区分 選択（海） 科目コード 73

担当者名科目名
（英訳）

里海学
Management of Satoumi

曜・時限

英語/English 100%

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

〔到達目標〕[Course Goals]

後期前半 授業形態 講義

使用言語

第1回～第3回
まず、里海の概念について説明する。次に、世界の漁業、我が国の漁業の動向と現状を概説する。海洋における生物資源
の生産構造を支える基礎生産から魚類に至るエネルギー連鎖と食物網について、新生産と再生生産、生食食物連鎖と腐
食食物連鎖などの異なった生産生態系の存在とその複合的な構造を理解する。沿岸域における水産生物資源の生産構造
と変動機構について、とくに、魚類の成育場利用を中心に学習する。
1st～３nd week
First, the concept of Satoumi will be reviewed. Then current trends in world and domestic fisheries statistics published
from FAO and MAFF Japan will be outlined. Biological production mechanisms of marine fisheries resources will be
explained based on the energy flow from primary production to top-trophic-level fish predators. The complex relationships
among new production and regenerative production systems (grazing and microbial food chains) will be discussed via
lecture. Students will learn the mechanisms of
fishery resource production and fluctuation in relation to varying environments and habitat use.

第4回～6回
沿岸資源管理方策について、漁業管理、海洋保護区、成育場保全などの視点から解説する。ここまでに学習した沿岸漁業
資源の生産構造を基礎に、森林域、里域、河川など陸域の環境や生態系と、河口・沿岸域における水圏の生物生産力、生
物多様性との関係について解説し、森から海までの生態学的なつながりと物質循環における問題点を抽出する。将来に求
められている流域・沿岸域の統合的管理や環境の再生方策を論議する。
4th ～6ｔｈweek
Theories, key concepts and methods of the management of coastal fishery resources including marine protected areas and
the conservation of shallow nursery grounds will be reviewed. The link of forests, rivers, humans and coastal ecosystems,
and the impacts of human activities on coastal biological production systems will be discussed. We will examine methods
for integrating coastal zone management to achieve futuresustainable development for humans.

里海とは、人間活動と自然生態系とが持続的に共生する沿岸域のことである。その中でも沿岸海域の水産資源生物の生
産に対する環境の影響に注目し、沿岸海域の環境保全と豊かな海づくりを出口とした、流域全体の管理と人間活動のあり
方を学ぶ。沿岸資源生物の生産構造を基礎に、資源量の変動機構と環境との関係を論議し、変動する生物資源の管理方
策について解説する。また、沿岸海域の生物生産、生物多様性に与える陸域生態系の影響について論述する。とくに、海洋
域、河口域の物理・化学的な環境構造と時空間的な変動のメカニズム、これら非生物的環境変動に対する生態系の応答、
さらに、人間活動が河口・沿岸域の生態系、生物生産、海洋生物の生態などに与える影響について論究し、豊かな水産資
源の生産を保全・再生するための方策を検討する。

This course is designed to review the symbiotic relationship between human activities and coastal biological production
systems, referred to as “Satoumi”. Students will examine basic mechanisms of fisheries resource production in coastal
ecosystems and integrated coastal zone management, including watershed areas, in order to identify and evaluate
sustainable conservation and restoration measures. The mechanisms of fisheries resource fluctuation will be reviewed
based on the biological production structure in coastal marine ecosystems. Effects of human activities in watershed and
coastal areas on coastal ecosystem biodiversity and fisheries resource production will be examined. Particularly, we will
focus on the temporal and spatial changes of terrestrial inputs to coastal waters and the responses of coastal ecosystems
to these loads. We will
discuss countermeasures to maintain and regenerate rich and sustainable coastal environments.

・里海の概念、とくに、人間による流域の利用や沿岸域へ輸送される物質が沿岸海域の環境と生物生産力に与える影響と
そのメカニズムを理解する。
・沿岸環境の保全方策を、自分の研究分野の観点から考える力を養う。

・To learn the concept of “satoumi,” with emphasis on how human activities change material and nutrient flows from
terrestrial systems to coastal areas and how the changes alter coastal productivity.
・To foster the ability to think about sustainable management policies from the perspective of each student's particular
research field.
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〔履修要件〕[Class requrement]

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

第7回
フィールド科学教育研究センターが、由良川流域・丹後海や国東半島などのフィールドにおいて進めている、流域と沿岸域
の生態学的なつながりに関する研究事例を紹介し里海の再生について検討する。
7th week
Two case studies from the Yura River-Tango Bay and Kunisaki Peninsula systems will be introduced. Effects of human
use of watershed ares and interruptions of ecological flow from forests to coastal areas through riers will be identified, and
we will examine possible approaches to tackle with these problems.

使用しない

特になし

（参考書）
N. Shimizu, R. Tateno, A. Kasai, H. Mukai, Y. Yamashita 『Connectivity of Hills, Humans and Oceans:Challenge to
Improvement of Watershed and Coastal Environments』（Kyoto University Press）ISBN:978-4-87698-483-1

与えられたテーマについてレポートを提出する。
Students submit reports on given themes.

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業外学習（予習・復習）の等〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

レポート成績点(20%)と出席点(80%)で総合評価する。評価基準及び達成度については、平成31年度地球環境学舎学事要項
記載の［成績評価基準］による。

Final course grade will be determined by the evaluation of reports (20%) and class attendance (80%). Refer to '2019
Curriculum Guidelines' for attainment levels of evaluation.

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]
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単位数
相当 2 開講期 金・２

英語率

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔到達目標〕[Course Goals]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

〔履修要件〕[Class requrement]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

四方を海に囲まれたわが国は、古来より海の生物を有効に利用してきた。しかし、近年、海洋環境の悪化や資源の乱獲な
ど、様々な問題が生じている。海洋生物環境学特論では、海洋環境と海洋生物の関わり合いを考えるため、特に絶滅が危惧
される希少な水圏生物の実態と保護を巡る様々な研究事例を講義する。

The Japanese Archipelago is enclosed by the sea and we have effectively used the marine creatures since ancient age.
However, recently various problems such as deterioration of marine environment and overexploitation of the marine
resources occur. The lecture on investigation and conservation of the endangered species is given in order to think the
relationship between the environment and marine creatures.

特に絶滅が危惧される希少な水圏生物の実態と保護を巡る様々な研究事例を学ぶことによって、自らが取り組む研究の社会
的な意義を理解する。

You understand the social significance of your own research works by learning especially the examples of the study on the
conservation of the endangered aquatic species.

1． 海洋環境ならびに海洋生物の調査手法の概説（3回）
2． 海洋環境とウミガメ類の生態　（3回）
3． 海洋環境と海産哺乳動物の生態　（3回）
4． 海洋環境と魚類の生態　（3回）
5． 海洋環境と海の持続的利用（3回）

1. Review of the investigation techniques to observe marine environment and marine creatures.
2. Marine environment and ecology of sea turtles.
3. Marine environment and ecology of marine mammals.
4. Marine environment and ecology of fish.
5. Marine environment and sustainable use of marine resources.

特にない
None

出席率、レポート

Final course grade will be determined by the evaluation of reports and class attendance.

授業中に紹介する。

Introduction in the lecture

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

日常において日本経済新聞などの一般紙や業界紙に目を通し、海洋生物を巡る社会情勢を知識として習得すること。

You should read newspaper such as Nikkei Asian Review and learn the knowledge about  the social conditions around marine
biological resources.

授業中に指示する。

 Indication in the lecture

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業外学習（予習・復習）等〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

後期 授業形態 講義

使用言語

曜・時限

英語/日本語，English/Japanese 25%

科目区分 選択（海） 科目コード 76

科目名
（英訳）

国際高等教育院 特定講師
木村　里子
Kimura, Satoko

担当者名海洋生物環境学特論Ⅰ
Physical-Biological Interactions in the SeaⅠ

フィールド科学教育研究センター

フィールド科学教育研究センター

教授

准教授

荒井　修亮
Arai, Nobuaki

市川光太郎
Ichikawa, Kotaro
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単位数
相当 1 開講期 集中

英語率

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

(1) 八木信行著　「食卓に迫る危機：グローバル社会における漁業資源の未来」. 講談社 (This book is written in Japanese),
(2) Ray Hilborn and Ulrike Hilborn 2012, "Overfishing". Oxford University Press (in English)

〔授業外学習（予習・復習）等〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

〔履修要件〕[Class requrement]

人類は多様な海洋生物資源を利用している。利用の過程では、利用者間の利害の対立などが生じ、その対立は、国家間、異
文化間、民族間、また異なる時代・世代の間にも生ずる。一方で、海洋を広く回遊する生物資源を効果的に管理するために
は、国際的な協力が不可欠である。本講義では、そうした海洋生物資源を巡る国際的・国内的な利害対立の発生と調整に関
する現状をまなび、あわせて海洋生態系の機能に関する自然科学的なメカニズムをもとに、今後の海洋の持続的・効率的・多
面的利用の在り方について考える。

This course will review and understand selected international policies related to the conservation and management on living
marine resources. This is a multi-disciplinary course: the topics include international law, public policy, and bioeconomic
theory. Social issues behind the contentious disputes, such as those on whaing issues, will be also the subject for the class
discussion.

なし None

No prerequisite exist for taking this course, although some basic knowedge on microeconomics is preferred.

授業形態 講義

使用言語

曜・時限

英語，English 100%

メールにてyagi@fs.a.u-tokyo.ac.jpまで問い合わせること

１．資源経済学と環境経済学の基礎
 (Introdution to bioeconomic theory and environmental economics)
２．マグロ資源の国際管理を巡る現状：ICCATかCITESか？
 (International conservation and management on tuna: roles on ICCAT and CITES)
３．WTOとTPPを巡る現状：自由貿易か水産資源の保護か？
 (Trade and the environment: pros and cons on international trade in fisheries products)
４．クジラを巡る現状：なぜ議論はいつまでも平行線なのか？
 (The whaling issue: history of the depbates and scientific knowledge behind them)
５．途上国における水産開発問題：漁業大国なのに資源管理をしていない？
 (The rights and obligations for the developing countries as major exporters of fisheries products)
６．将来の海洋生物資源管理像：生態系サービスを含めた管理を日本が主導できるか？
 (Current challenges and future potentials of international organizations to reorganize menues for the ecosystem
conservation)

海洋生物資源の国際管理に関する幅広い知識を習得する。また，対立が生じる原因について理解する。

The aims of the course include (1) to aquire wide variety of knowledge on the current isses on international managements of
living marine resources and (2) to understand the nature of conflicts among relevant countries on this issue.

成績は、出席点と教室内レポート点で評価する。なお、教室における討論で貢献を行った学生には出席点に加算がなされる場
合がある。

The grades will be determined by class participation and scores of assignment papers. Additional scores will be granted to
those who provided notable contributions to the class discussions.

農学研究科 非常勤講師
八木  信行

Yagi, Nobuyuki

科目区分 選択（海） 科目コード 78

担当者名科目名
（英訳）

応用生物科学特別講義Ⅷ
Special Lecture for Applied BiosciencesⅧ

〔到達目標〕[Course Goals]

前期
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単位数
相当 2 開講期 火・２

英語率

内分泌学に関する論文を正しく批判的に読解する能力を身につける．さらに発表練習を通して効果的なレジメの作成と説明の
能力を身につける。

Learn how to read critically and analyze research papers related to endocrinology. In addition, acquire skills for effective
presentation using outline documents and figures of the talk through practice.

　内分泌研究の手法解説（2回）：個体レベルの内分泌学で繁用される手法（各種測定法、投与実験法、カイネティクス研究法
等）について基本的知識と注意点を解説し、生態を考える上での道具としての内分泌学とその基礎を理解する。
　魚類の内分泌現象（2-4回）：魚類の内分泌現象を扱った研究数例について、研究者から見た展開の筋道を追った紹介を試
み、解説を加える。
　論文読解（8-10回）：各回、内分泌現象を扱った原著論文、あるいは森里海連環学に関連する原著論文を、受講者の専門を
考慮した上で指定し内容を発表してもらう。それに基づき、背景、実験法、結果の解釈等について解説を行う。
　
     Methods in endocrinology (2 lectures):   Lectures will be given on advantage and disadvantage of frequently-used
methods in organismal endocrinology (measurements of hormones, hormone treatments, analyses of kinetics and dynamics of
hormones, etc), in order to "utilize" the endocrinology as a tool to understand the ecology of aquatic animals.
     Events related to endocrinology in fish (2 - 4 lectures):  By understanding the study history of researchers working on
fish endocrinology, students are expected to understand the necessity of each piece of study in a large flow of research
progress.
     Analytical reading of scientific papers (8-10 lectures):  Presentation on an original article will be assigned to student.
Only papers related to organismal endocrinology or "Connectivity of Hills, humans and oceans (CoHHO)" will be selected, but
the target paper of a student will be decided in considering the major of the student.  After the presentation, detailed
instruction will be given on the methodology, background, and interpretation of the results, of the paper.

出席ならびにレポート、発表、討論により評価する。

Attendance, report, presentation, and discussion will be considered for grade.

生理学・内分泌学の基礎的知識があれば好ましいが、適宜解説を行う予定である。
　
Basic knowledge on physiology and endocrinology is preferred, but not required.  Instruction will be given at necessary

i

〔授業計画と内容〕[Course Schedule and Contents]

30%使用言語 英語/日本語，English/Japanese

〔授業の概要・目的〕[Outline and Purpose of the Course]

〔到達目標〕[Course Goals]

個体レベルの動物生理現象に関する研究、特に内分泌系が中心となるような研究において、実際の研究現場で必要となるよ
うな事項の理解を深める。その結果として、原著論文を分析的に読解・評価する力を養い、また研究展開の底流にある必然性
を学び取ることを目的とする。

This course is designed to obtain deep understanding on organismal physiology, especially endocrinology.  For this purpose,
training on analytical reading of original articles, as well as understanding on the necessity of each study based on the
background of the research project, is programmed during the course.

適宜プリントを配布する。

Handouts will be distributed at every lecture.

〔履修要件〕[Class requrement]

〔成績評価の方法・観点及び達成度〕[Method, Point of view, and Attainment levels of Evaluation]

〔授業外学習（予習・復習）等〕[Regarding studies out of class(preparation and review)]

〔その他（オフィスアワー等)〕[Others (office hour, etc.)]

〔教科書〕[Textbook]

〔参考書等〕[Reference books, etc.]

講義曜・時限後期

農学研究科 准教授
田川  正朋
Tagawa, Masatomo

授業形態

担当者名科目名
（英訳）

海洋資源生物学特論
Biology of Marine Resources

科目区分 選択（海） 科目コード 79
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曜日/Day

時限
Time

前期
First

Semester

学舎・中講義室
GES/Mid-sized
lecture room
学舎・大講義室
GES/Large-sized
lecture room

（前半）流域水環境管理論（藤井・田中・原田）
Watershed Water Environment Management

学舎・中講義室
GES/Mid-sized
lecture room

（前半）持続的農村開発論（星野・鬼塚）
Sustainable Rural Development

学舎・大講義室
GES/Large-sized
lecture room

後期
Second

Semester

前期
First

Semester

農(A)・W４１４ 地球環境政策・経済論（宇佐美）
Global Environmental Policy and Economics

農村環境計画論（星野）
Rural Environmental Planning
　

学舎・大講義室
GES/Large-sized
lecture room

農（A)・S363

地球資源・生態系管理論（舟川・柴田・山下）
Management of Global Resources and
Ecosystems

学舎・大講義室
GES/Large-sized
lecture room

後期
Second

Semester

生命環境共生論２（宮下）
Interactions between Life and the Environment Ⅱ

海洋資源生物学特論（田川）
 Biology of Marine Resources

総人棟(Human
Studies Bldg）・1304

農（Ａ）Ｅ107

森林・人間関係学特論2（松下）
Forest Resources and SocietyⅡ

農（A)・S128 （前半）里海学（山下）
Management of Satoumi

学舎・中講義室
GES/Mid-sized
lecture room

海洋生物環境学特論Ⅰ（荒井・市川・木村）
Physical-Biological Interactions in the SeaⅠ

農(A)・W420

前期
First

Semester

後期
Second

Semester

土壌学特論（舟川・渡邉）
Soil Science

農(A)・S１７３

前期
First

Semester

社会環境制度評価論1（浅野）
Environmental Valuation Ⅰ

人環(HES)・３３１ （前半）発展途上国における強制移住（シンガー）
Migration and Displacement in Developing Nations

学舎・ 中講義室
GES/Mid-sized
lecture room

後期
Second

Semester

農(A)・W502

前期
First

Semester

環境倫理・環境教育論（シンガー・浅利）
Environmental Ethics and Environmental Education

学舎・大講義室
GES/Large-sized
lecture room

流域・沿岸域統合管理学（山下）
Integrated Watershed and Coastal Management

学舎・大講義室
GES/Large-sized
lecture room

（前半）環境リーダー論Ａ  （藤井ほか）
Environmental  Leadership A

学舎・大講義室
GES/Large-sized
lecture room

社会制度論1(佐野）
Social Institutions Ⅰ

人環(HES)・３３１

後期
Second

Semester

前期
First Semester

後期
 Second Semester

木／Thu 金／Fri

8.　2019年度時間割表　Timetable

集中講義

Intensive Course

1

2

3

4

5

月／Mon 火／Tur 水／Wed

（前半）景観生態保全論（柴田・深町）
Landscape Ecology and Planning

（後半）生態系生産動態論（大澤・岡田）
Ecosystem Production and Dynamics

熱帯農業生態学特論（縄田）
Tropical Agricultural Ecology

※授業時間/Period：１時限/1st period（８：４５～１０：１５）　２時限/2nd period（１０：３０～１２：００）　３時限/3rd period（１３：００～１４：３０）　４時限/4th period（１４：４５～１６：１５）　５時限/5th period（１６：３０～１８：００）

サステイナビリティ学最前線（森）／(後半)森里海連環の理論と実践（柴田）／森林水文学特論（小杉・勝山）／森林生態学特論（北山）／応用生物科学特別講義Ⅷ（八木）
Frontier of Sustainability Science／Theory and Practice of the CoHHO／Special Lecture on Forest Hydrology／Forest Ecology／Special Lecture for Applied BiosciencesⅧ

森林情報学特論Ⅱ（舘野・小林）
Forest Information Sciences Ⅱ

森林育成学特論Ⅱ（伊勢・石原）
 Silviculture Ⅱ
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9. 科目履修届様式  Course Module Application forms 
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科目
コード
Module
code

コース科目名
CoHHO Course Module Name

担当教員
Instructor

単位数
相当

Credits

開講期
 Semester

曜・時限
Day/
Time

履修科目
チェック

Check the
module

提供部局・専攻
Departments

01
流域・沿岸域統合管理学
Integrated Watershed and Coastal Management

山下　洋，清水夏樹
Yamashita, Yoh、Shimizu, Natsuki

2
前期

First Semester
水・５
Wed/5

（　　 　） 
地球環境学舎

Global Environmental
Studies

11
地球環境政策・経済論
Global Environmental Policy and Economics

宇佐美　誠
Usami, makoto

2
前期

First Semester
水・２
Wed/2

（　　 　） 

13
地球資源・生態系管理論
Management of Global Resources and Ecosystems

舟川晋也，柴田昌三，山下　洋
Funakawa, Shinya、Shibata, Shozo、
Yamashita, Yoh

2
前期

First Semester
金・２
Fri/2

（　　 　） 

14
環境倫理・環境教育論
Environmental Ethics and Environmental Education

シンガー　ジェーン，浅利美鈴，  
バース　ロジャー 
Singer, Ｊａｎｅ、Asari, Misuzu、 
Baars, Roger Cloud 

2
前期

First Semester
火・５
Tue/5

（　　 　） 

15
発展途上国における強制移住
Migration and Displacement in Developing Nations

シンガー　ジェーン
Singer, Jane

1
前期前半/First term

of the First
Semester

水・４
Wed/4

（　　 　） 

19
環境リーダー論Ａ
 Environmental  Leadership A

藤井滋穂ほか
Fujii, Shigeo、others

1
前期前半/First term

of the First
Semester

木・５
Thu/5

（　　 　） 

20
サステイナビリティ学最前線
Frontier of Sustainability Science

森　晶寿
Mori, Akihisa

2
前期

First Semester

集中
Intensive
Course

（　　 　）
注/※

23
社会制度論 １
Social Institutions 1

佐野　亘
Sano, Wataru

2
前期

First Semester
金・5
Fri/5

（　　 　） 

25
社会環境制度評価論 １
Environmental Valuation 1

浅野耕太
Asano, Kota

2
前期

First Semester
火・4

Tue/4
（　　 　） 

31
生態系生産動態論
Ecosystem Production and Dynamics

大澤　晃，岡田直紀
Osawa, Akira、Okada, Naoki

1
前期後半/Second
term of the First

Semester

月・１
Mon/1

（　　 　） 

32
森里海連環の理論と実践
Theory and Practice of the CoHHO (Studies on the
Connectivity of Hills, Humans and Oceans)

柴田昌三，清水夏樹
Shibata, Shozo、Shimizu, Natsuki

1
前期

 First Semester

集中
Intensive
Course

（　　 　） 

33
森林・人間関係学特論２
Forest Resources and Society 2

松下幸司
Matsushita, Koji

1
後期

Second Semester
水・２
Wed/2

（　ー　 ） 

34
森林育成学特論Ⅱ
SilvicultureⅡ

伊勢武史，石原正恵
Ise, Takeshi、Ishihara, Masae

2
後期

Second Semester
月・４
Man/4

（　ー　 ） 

35
森林情報学特論Ⅱ
Forest Information SciencesⅡ

舘野隆之輔，小林和也
Tateno, Ryunosuke、
Kobayashi, Kazuya

2
後期

Second Semester

集中
Intensive
Course

（　ー　 ） 

40
森林水文学特論
Special Lecture on Forest Hydrology

小杉緑子ほか
Kosugi, Yoshiko、other

2
前期

First Semester

集中
Intensive
Course

（　　 　） 

41
森林生態学特論
Forest Ecology

北山兼弘
Kitayama, Kanehiro

2
前期

First Semester

集中
Intensive
Course

（　　 　） 

51
景観生態保全論
Landscape Ecology and Planning

柴田昌三，深町加津枝
Shibata, Shozo、Fukamachi, Katsue

1
前期前半/First term

of the First
Semester

月・１
Man/1

（　　 　） 

53
持続的農村開発論
Sustainable Rural Development

星野　敏，鬼塚健一郎
Hoshino, Satoshi、Onitsuka, Kenitiro

1
前期前半/First term

of the First
Semester

木・１
Thu/1

（　　 　） 

54
流域水環境管理論
Watershed Water Environment Management

藤井滋穂，田中周平，原田英典
Fujii, Shigeo、Tanaka, Shuhei、
Harada, Hidenori

1
前期前半/First term

of the First
Semester

火・１
Tue/1

（　　 　） 

42
熱帯農業生態学特論
 Tropical Agricultural Ecology

縄田栄治
Nawata, Eiji

3
前期

First Semester
月・２
Man/3

（　　 　） 

57
農村環境計画論
Rural Environmental Planning

星野　敏
Hoshino, Satoshi

2
前期

First Semester
水・２
Wed/2

（　　 　） 

58
土壌学特論
Soil Science

舟川晋也，渡邉哲弘
Funakawa, Shinya、
Watanabe, Tetsuhiro

2
後期

Second Semester
金・３
Fri/3

（　ー　 ） 

71
生命環境共生論 ２
Interactions between Life and the Environment 2

宮下英明
Miyashita, Hideaki

2
後期

Second Semester
火・２
Tue/2

（　ー　 ） 
人間・環境学研究科

Human and
Environmental Studies

73
里海学
Management of Satoumi

山下　洋
Yamashita, Yoh

1
後期前半/First term

of the Second
Semester

木・２
Thu/2

（　ー　 ） 
地球環境学舎

Global Environmental
Studies

76
海洋生物環境学特論Ⅰ
Physical-Biological Interactions in the SeaⅠ

荒井修亮，市川光太郎，木村里子
Arai, Nobuaki、Ichikawa, Kotaro、 
Kimura, Satoko

2
後期

Second Semester
金・２
Fri/2

（　ー　 ） 

78
応用生物科学特別講義Ⅷ
Special Lecture for Applied BiosciencesⅧ

八木信行
Yagi, Nobuyuki

1
前期

First Semester

集中
Intensive
Course

（　　 　） 

79
海洋資源生物学特論
Biology of Marine Resources

田川正朋
Tagawa, Masatomo

2
後期

Second Semester
火・２
Tue/2

（　ー　 ） 

　　　（　　　　　  　　　　　　　　）研究科・学舎Graduate school　（　　　      　　　　　　　　　）専攻　Department
　　　（　　　　　 　　　　）課程Course（　　　　　　　　）年度入学・進学Entrance year  　氏名name（　　　　      　　　　　　）

森里海連環学プログラム科目履修届（2019年度前期）／ CoHHO Educational Program Module Application
以下のとおり、プログラム科目を履修しますので、履修届（2019年度前期）を提出します。

注１．記入するところは、「所属・氏名」欄及び「履修科目チェック欄」（着色部分）です。
 　２．履修する科目を「履修科目チェック」欄の（　）内に○印を入れてください。
 　３．今回の科目履修届は、前期科目が対象です。後期科目については後期に届けます。
 　４．コース科目は、研究科（学舎）の正規科目でもあるので、各自が所属する研究科（学舎）
      で所定の履修登録手続きを完了していなければなりません。

森
Forest

地球環境学舎
Global Environmental

Studies

必修科目/Compulsory Modules

選択科目/Optional Modules

総合
Integrated

地球環境学舎
Global Environmental

Studies

人間・環境学研究科
Human and

Environmental Studies

農学研究科
森林科学

Agriculture /
 Forest and

Biomaterials Science

農学研究科
地域環境科学
Agriculture /
Environmental
Science and
Technology

 ※：Students of the graduate schools other than GSGES who want to take the module “Frontier of Sustainability Science” （№20）have to register using KULASIS, because this module is
offered by Institute for Liberal Arts and Sciences.

注：№20「サステイナビリティ学最前線」を地球環境学舎以外の学生が履修する場合は、国際高等教育院により開講される科目となるため、KULASISから履修登録すること。

里
Human

海
Ocean

農学研究科
応用生物科学
Agriculture /

Applied Biosciences

地球環境学舎
Global Environmental

Studies

農学研究科
地域環境科学
Agriculture /
Environmental
Science and
Technology
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科目
コード
Module
code

コース科目名
CoHHO Course Module Name

担当教員
Instructor

単位数
相当

Credits

開講期
 Semester

曜・時限
Day/
Time

履修科目
チェック

Check the
module

提供部局・専攻
Departments

01
流域・沿岸域統合管理学
Integrated Watershed and Coastal Management

山下　洋，清水夏樹
Yamashita, Yoh、Shimizu, Natsuki

2
前期

First Semester
水・５
Wed/5

（　ー　 ） 
地球環境学舎

Global Environmental
Studies

11
地球環境政策・経済論
Global Environmental Policy and Economics

宇佐美　誠
Usami, makoto

2
前期

First Semester
水・２
Wed/2

 （　ー　 ） 

13
地球資源・生態系管理論
Management of Global Resources and Ecosystems

舟川晋也，柴田昌三，山下　洋
Funakawa, Shinya、Shibata, Shozo、
Yamashita, Yoh

2
前期

First Semester
金・２
Fri/2

（　ー　 ） 

14
環境倫理・環境教育論
Environmental Ethics and Environmental Education

シンガー　ジェーン，浅利美鈴，  
バース　ロジャー 
Singer, Ｊａｎｅ、Asari, Misuzu、 
Baars, Roger Cloud

2
前期

First Semester
火・５
Tue/5

（　ー　 ） 

15
発展途上国における強制移住
Migration and Displacement in Developing Nations

シンガー　ジェーン
Singer, Jane

1
前期前半/First term
of the First Semester

水・４
Wed/4

（　ー　 ） 

19
環境リーダー論Ａ
 Environmental  Leadership A

藤井滋穂ほか
Fujii, Shigeo、others

1
前期前半/First term
of the First Semester

木・５
Thu/5

（　ー　 ） 

20
サステイナビリティ学最前線
Frontier of Sustainability Science

森　晶寿
Mori, Akihisa

2
前期

First Semester

集中
Intensive
Course

（　ー　）
注/※

23
社会制度論１
Social Institutions 1

佐野　亘
Sano, Wataru

2
前期

First Semester
金・５
Fri/5

（　ー　 ） 

25
社会環境制度評価論１
Environmental Valuation 1

浅野耕太
Asano, Kota

2
前期

First Semester
火・４
Tue/4

（　ー　 ） 

31
生態系生産動態論
Ecosystem Production and Dynamics

大澤　晃，岡田直紀
Osawa, Akira、Okada, Naoki

1
前期後半/Second
term of the First

Semester

月・１
Mon/1

（　ー　 ） 

32
森里海連環の理論と実践
Theory and Practice of the CoHHO (Studies on the
Connectivity of Hills, Humans and Oceans)

柴田昌三，清水夏樹
Shibata, Shozo, Shimizu, Natsuki

1
前期

 First Semester

集中
Intensive
Course

（　ー　 ） 

33
森林・人間関係学特論２
Forest Resources and Society 2

松下幸司
Matsushita, Koji

1
後期

Second Semester
水・２
Wed/2

（　　 　） 

34
森林育成学特論Ⅱ
SilvicultureⅡ

伊勢武史，石原正恵
Ise, Takeshi、Ishihara, Masae

2
後期

Second Semester
月・４
Man/4

（　  　 ） 

35
森林情報学特論Ⅱ
 Forest Information SciencesⅡ

舘野隆之輔，小林和也
Tateno, Ryunosuke、Kobayashi, Kazuya

2
後期

Second Semester

集中
Intensive
Course

（　  　 ） 

40
森林水文学特論       Special
Lecture on Forest Hydrology

小杉緑子ほか
Kosugi, Yoshikoi、others

2
前期

First Semester

集中
Intensive
Course

（　ー　 ） 

41
森林生態学特論
Forest Ecology

北山兼弘
Kitayama, Kanehiro

2
前期

First Semester

集中
Intensive
Course

（　ー　 ） 

51
景観生態保全論
Landscape Ecology and Planning

柴田昌三，深町加津枝
Shibata, Shozo、Fukamachi, Katsue

1
前期前半/First term
of the First Semester

月・１
Man/1

（　ー　 ） 

53
持続的農村開発論
Sustainable Rural Development

星野　敏，鬼塚健一郎
Hoshino, Satoshi、Onitsuka, Kenitiro

1
前期前半/First term
of the First Semester

木・１
Thu/1

（　ー　 ） 

54
流域水環境管理論
Watershed Water Environment Management

藤井滋穂，田中周平，原田英典
Fujii, Shigeo、Tanaka, Shuhei、
Harada, Hidenori

1
前期前半/First term
of the First Semester

火・１
Tue/1

（　ー　 ） 

42
熱帯農業生態学特論
 Tropical Agricultural Ecology

縄田栄治
Nawata, Eiji

2
前期

First Semester
月・２
Man/2

（　ー　 ） 

57
農村環境計画論
Rural Environmental Planning

星野　敏
Hoshino, Satoshi

2
前期

First Semester
水・２
Wed/2

（　ー　 ） 

58
土壌学特論
Soil Science

舟川晋也，渡邉哲弘
Funakawa, Shinya、
Watanabe, Tetsuhiro

2
後期

Second Semester
金・３
Fri/3

（　　 　） 

71
生命環境共生論２
Interactions between Life and the Environment 2

宮下英明
Miyashita, Hideaki

2
後期

Second Semester
火・２
Tue/2

（　  　 ） 
人間・環境学研究科

Human and
Environmental Studies

73
里海学
Management of Satoumi

山下　洋
Yamashita, Yoh

1
後期前半/First term

of the Second
Semester

木・２
Thu/2

（ 　 　 ） 
地球環境学舎

Global Environmental
Studies

76
海洋生物環境学特論Ⅰ
Physical-Biological Interactions in the SeaⅠ

荒井修亮，市川光太郎，木村里子
Arai, Nobuaki、Ichikawa, Kotaro、 
Kimura, Satoko

2
後期

Second Semester
金・２
Fri/2

（ 　 　 ） 

78
応用生物科学特別講義Ⅷ
Special Lecture for Applied BiosciencesⅧ

八木信行
Yagi, Nobuyuki

1
前期

First Semester

集中
Intensive
Course

（　ー　 ） 

79
海洋資源生物学特論
Biology of Marine Resources

田川正朋
Tagawa, Masatomo

2
後期

Second Semester
火・２
Tue/2

（　　 　） 

海     Ocean

農学研究科
応用生物科学
Agriculture /

Applied Biosciences

森
Forest

地球環境学舎
Global Environmental

Studies

農学研究科
森林科学

Agriculture /
 Forest and Biomaterials

Science

里     Human

地球環境学舎
Global Environmental

Studies

農学研究科
地域環境科学
Agriculture /

Environmental Science
and Technology

総合
Integrated

地球環境学舎
Global Environmental

Studies

人間・環境学研究科
Human and

Environmental Studies

農学研究科
地域環境科学
Agriculture /

Environmental Science
and Technology

森里海連環学プログラム科目履修届（2019年度後期）／ CoHHO Educational Program  Module Application
以下のとおり、プログラム科目を履修しますので、履修届（2019年度後期）を提出します。

　（　　　　　                       　　　　　　　　）研究科・学舎Graduate school　（　　　        　　　　　　　　　）専攻　Department
　　　（　　　　　 　　　　）課程Course（　　　　　　　　）年度入学・進学Entrance year      　氏名name（　　　　         　　　　　　）

注１．記入するところは、「所属・氏名」欄及び「履修科目チェック欄」（着色部分）です。
 　２．履修する科目を「履修科目チェック」欄の（　）内に○印を入れてください。
 　３．今回の科目履修届は、前期科目が対象です。後期科目については後期に届けます。
 　４．コース科目は、研究科（学舎）の正規科目でもあるので、各自が所属する研究科（学舎）

  で所定の履修登録手続きを完了していなければなりません。

必修科目/Compulsory Modules

選択科目/Optional Modules
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時 計 

図書 

学舎 
総合 

学舎 
総合 

10. 案内図 / Guide map 

北部構内 / North Campus 

本部・吉田南構内 / Main Campus・Yoshida-South Campus 

 

 

（総合研研究究 5 号館） 
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11. 問い合わせ先 / Contact information

京都大学学際融合教育研究推進センター 

森里海連環学教育研究ユット事業推進室 ： 高見・嶋倉・冨田・濱田 

Support Office ：Takami, Shimakura, Tomita and Hamada 

The Educational and Research Unit for Studies on the Connectivity of Hills, Humans 

and Oceans Center for the Promotion of Interdisciplinary Education and Research 

Kyoto University 

内線（Extension）：6487, 86487 FAX：6451 

E-mail：cohhojimu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

Home Page : http://www.cohho.kyoto-u.ac.jp/ 
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