
 

 
 

EU 研究ディプロマプログラム(EU-DPs) 
２０１８年度 シラバス 

- 学部生対象（M4:科学技術・環境と衛生） - 

 

最終更新日： 2018 年 10 月 19 日 
 

 

 

※EU-DPs 科目の開講状況やシラバスの内容は変更になる場合があります。 



講義科目名 地球システム学概論 

科目ナンバリングコード   

講義題目  Introduction to Earth System Sciences 

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 冬学期 

曜日時限 冬学期 月曜日 ３時限

必修選択 必修 / Required 

単位数  2 

担当教員 渡邊 公一郎
今井 亮

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（地シス） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  2 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄） 英語で講義を行うこともある。 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

地下から得られる様々な鉱物・エネルギー資源は人類が存続するために必要不可欠なものであるが、それらを見
出すことは困難を極めるようになっている。一方、これらの資源の開発には少なからず環境破壊を伴う。このような
地球資源問題と地球環境問題を理解し、対策を講じるには地球システムについての理解が必要である。また、地
球を構成する物質の最も小さな基本単元である鉱物や、その集合物である岩石についての理解が必要である。こ
の授業では、資源の対象としての鉱物、あるいは資源の"入れ物"としての岩石について、その構造や物理的・化
学的な性質などを学ぶ。さらに地球の構成、地質年代、テクトニクス、火山活動など地球資源や地球環境を理解す
るうえで欠かすことのできない地球システムの各分野について学ぶ。 

 We live on the earth, which has limited capacity to feed the humankind. We experienced the energy crisis called
 oil shock, and recently we had an extreme cost soaring of energy and mineral resources. Because of depletion of
 the earth resources, global environmental issues and explosion of human population, the humankind may not
 survive in the next century. This subject covers a broad range of topics related to the earth system sciences,
 including mineralogy, petrology as well as the earth system. The course will be evaluated as to impact on the
 supply and demand of energy and mineral commodities. Geochronology, geochemistry, volcanology and
 seismology can be involved 

キーワード  the earth system sciences, mineralogy, geochronology, volcanology and seismology 

履修条件等

履修に必要な
知識・能力

シラバス参照
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到達目標

 No 観点 詳細

 1.  A：知識・理解 地球資源への理解と知識を必要とする。 

 2.  B：専門的技能 英語力も含めた専門力獲得が要求される。 

 3.  C：汎用的技能 海外でのフィールド調査等に耐えうる汎用性のある技能の習得を目指す。 

 4.  D：態度・志向性 グローバル人材になるための心構え 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. イントロダクション、地球資源と地球システム、鉱物の概念 ◯     

 2. 鉱物の分類、結晶構造 ◯     

 3. 鉱物の性質 ◯     

 4. 岩石と鉱物、岩石の分類 ◯     

 5. 地球内部構造とダイナミクス、 ◯     

 6. 地質年代、放射年代測定法、地球史 ◯     

 7. プレートテクトニクス、オフィオライト ◯     

 8. 地球内部構造の探査法 ◯     

 9. 鉱物の生成：様々な生成過程と成因、鉱物各論 ◯     

 10. マグマの発生、結晶分化作用 ◯     

 11. 火山と噴火：火山の分布、噴火様式など ◯     

 12. 鉱床の分類、鉱床の生成と火山活動、プレートテクトニクスとの関
係 

◯     

 13. 地震：地震発生の条件と発生場、活断層 ◯     

授業以外での
学習にあたって 日経新聞やネット情報を通して資源時事問題に触れる。 

テキスト 「地球学入門」酒井治孝（2003, 東海大学出版会） 

参考書 「地球システム科学入門」鹿園直建（1992, 東京大学出版会）等 

授業資料

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
合）

  ◎ ◎               

                    

  ◯                 

        ◯           

        ◯           

                    

        ◎           

成績評価基準

M4-2



Copyright FUJITSU LIMITED 2005-2014

に関わる補足
事項

出席状況（20点）、レポート（20点）、期末試験（60点） 

ルーブリック

学習相談 オフィスアワー：毎週月曜日13：00-14：30（440号室) 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-09-28 13:26:17.114
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講義科目名 環境地球科学 

科目ナンバリングコード  

講義題目 資源地球科学 

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度 2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 火曜日 ２時限
 

必修選択 コース必修 / Required for Civil Engineering Course 

単位数 2 

担当教員 米津　幸太郎

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（地シス） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年 3 

開講地区 伊都地区
 

使用言語 日本語（J） 

使用言語
 （自由記述欄）

教室  

その他
 （自由記述欄）

 
 
 

授業概要

鉱物資源・エネルギー資源として鉱業（Mining）の対象となる地質体のことを鉱床というが、それは地球表層部で有用な元素や鉱物が周囲に比べ
て濃集した部分であると言える。さまざまな鉱床の生成過程や地理的分布、各資源の埋蔵量、需給バランスなどについての理解を深めることを
目指す。対象とする資源は金、銀、白金族元素、リチウム、希土類元素、ニッケル、アルミニウム、銅、鉛、亜鉛、スズ、鉄などの鉱物資源に加え
て、石油、石炭、地熱などのエネルギー資源である。その他に地学・地化学的な資源探査手法および地化学分析、海底鉱物資源についても取り
扱う。 

Ore deposit is an economical geological target of mineral and energy resources. In other words, it is a highly concentrated portion of useful
metals and energy in the Earth's surface. In this class, ore formation process of various mineral and ebergy resources and those global
distribution, ore reserves will be mainly discussed. Gold, silver, platinum group elements, lithium, rare earth elements, nickel, aluminum, copper,
lead, zinc, tin and iron as mineral resources will be a principal target in addition to energy resources such as geothermal, coal and petroleum.
Moreover, geological and geochemical explortion method, geo-analytical technique and seefloor earth resource can be covered in this class. 

キーワード 金属鉱床，地熱資源，地化学分析，流体包有物，海底鉱物資源 

履修条件等 鉱床学に興味があることが望ましい 

履修に必要な
知識・能力 地球科学に関する基礎知識 

到達目標
No 観点 詳細

1. A：知識・理
解 

主要金属鉱床の分類と代表的鉱床タイプ，世界における分布や生成モデル，伴われる岩石，テクトニックセッティングおよび
鉱床学の研究手法について。 

2. B：専門的技
能 

 

3. C：汎用的技
能 

 

シラバス参照
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4. D：態度・志
向性 

 

授業計画

No 進度・内容・行動目標 講
義

演習・その
他

授業時間外学
習

1. はじめに：概要、鉱床生成の条件と要素  ◯     

2. 貴金属資源：Au、Ag、PGE  ◯     

3. レアメタル資源：リチウム、希土類元素、鉄鋼副原料など  ◯     

4. 非鉄金属資源I：Ni, Al  ◯     

5. 非鉄金属資源II: Cu  ◯     

6. 非鉄金属資源III: Zn, Pb, Sn  ◯     

7. 鉄鋼資源：鉄鉱石の生成と分布  ◯     

8. 海底鉱物資源と工業鉱物資源：マンガンノジュール・クラスト、海底熱水鉱床及び工業鉱物、化学原
料 

◯     

9. エネルギー資源：石油、石炭、天然ガス、非在来型化石燃料  ◯     

10. エネルギー資源：石油、石炭、天然ガス、非在来型化石燃料  ◯     

11. 資源探査手法I:熱水変質分帯、地化学探査、物理探査など  ◯     

12. 資源探査手法I:熱水変質分帯、地化学探査、物理探査など  ◯     

13. 資源探査手法II:同位体、流体包有物など  ◯     

14. 機器分析：XRF、XRD、EPMA、AAS、ICP-MSなど  ◯     

授業以外での
学習にあたって 適宜、レポートを課すことがある。 

テキスト

参考書
「鉱床学概論」飯山敏道　東京大学出版会 

 「鉱床地質学」鞠子正　古今書院 
 「地球システムの化学」「地球システム環境化学」　鹿園直建　東京大学出版会 

授業資料 必要に応じて、教員が配布物を用意する 

成績評価

評価方法・観点 A：知識・理解 備考（欠格条件・割合）

学期末試験 ◎   

小テスト    

レポート ◎   

発表（プレゼン・スピーチ） ◯   

授業への貢献度 ◯   

作品    

出席 ◯   

成績評価基準
に関わる補足
事項

出席状況＋課題提出（25％）、期末試験（75％）により評価する 

ルーブリック 資源地球科学_ルーブリック.pdf

学習相談 質問等がある場合には、講義日の講義終了後に教員室（ｳｪｽﾄ2号館442号室）にて対応する。 
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添付ファイル

その他

更新日付 2018/10/09 14:15
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講義科目名 物理探査学 

科目ナンバリングコード   

講義題目

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 前期 

曜日時限 前期 水曜日 ３時限

必修選択   

単位数  2.0 

担当教員 水永 秀樹

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（地シス） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  3 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

物理探査法は，人間の目には見えない地下構造を，目の替わりとなる種々のセンサーを用いて可視化する方法で
ある。物理探査法は，地下資源の探査を始め，海洋資源探査，遺跡探査，土木分野の基礎地盤調査，土壌・水質
汚染源の探査，地下環境のモニタリング等に広く利用されている。本授業では，物理探査法の基礎原理や特徴を
学ぶと共に，物理探査法の実際の適用例を学ぶ。 

 Geophysical exploration is the method which visualizes invisible subsurface structure using the various sensors
 instead of human eyes. Geophysical exploration method is widely used for surveys for earth and marine
 resources, archaeological prospection, subsurface investigation for civil engineering, soil and groundwater
 contamination survey, and environmental monitoring. Students learn the principles and the applications of
 geophysical exploration methods in this class. 

キーワード 物理探査，資源探査，遺跡探査，環境物理探査，電気探査，弾性波探査，電磁探査，重力探査，磁気探査，地中
レーダ探査，放射能探査，地温探査 

履修条件等 地球環境のイメージングを履修していることが望ましい。 

履修に必要な
知識・能力 基礎的な微分方程式が解けること。 

 No 観点 詳細

シラバス参照
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到達目標

 1.  A 知識・理解 / Knowledge and
 Understanding 

物理探査の役割および探査手法を理解できる．

各種物理探査法の基礎となる物理現象および物性値の特徴が理解
できる． 

 2.  B 専門的技能 / Skills and Other
 Attributes 

各種物理探査法の長所と短所を理解し，探査対象に最適な探査法
を選択できる． 

 3.  c 汎用的技能 / Tranferable Skills 物理現象を支配する偏微分方程式に関する基礎事項が理解できる 

 4.  D 態度・志向性 / Status and Value
 to Society 

身近な地球科学的現象に興味を持ち，それを定性的に説明できる 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1.
物理探査の概要

各種物理探査法の概説 
◯   レポート 

 2.

電気探査(1)

電気探査の基礎事項

比抵抗法 

◯   レポートと予習 

 3.

電気探査(2)

自然電位法(SP法)

強制分極法(IP法)

流電電位法 

◯   レポートと予習 

 4.

弾性波探査(1)

弾性波の基礎事項

弾性波探査・屈折法の基礎 

◯   レポートと予習 

 5.

弾性波探査(2)

弾性波探査・反射法の基礎

反射法データの処理 

◯   レポートと予習 

 6.

電磁探査(1)

電磁探査の基礎事項

 EM法，TEM法 

◯   レポートと予習 

 7.

電磁探査(2)

地磁気地電流法(MT法)

 CSAMT法 

◯   レポートと予習 

 8.

重力探査

引力と重力，重力計の原理

重力データの補正，重力異常 

◯   レポートと予習 

 9.

磁気探査

地磁気の3要素，磁力計の原理

誘導磁化，残留磁化，磁気異常 

◯   レポートと予習 

 10.

地中レーダ探査

電磁波の基礎事項

プロファイル測定，ワイドアングル測定 

◯   レポートと予習 

 11.

放射能探査

放射能の基礎事項，サーベイメータ，スペクトロメータ

放射能の測定，断層探査 

◯   レポートと予習 

 12.

地温探査

伝導・対流・輻射，温度計

地温勾配，水みち 

◯   レポートと予習 
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 13.

物理探査の適用例(1)

地下資源探査

地熱探査 

◯   レポート 

 14.

物理探査の適用例(2)

環境物理探査

遺跡探査 

◯   レポート 

授業以外での
学習にあたって

次の授業のために配付する資料を用いた予習が必要となる。また毎回授業内容に関するレポートを課す。予習と
復習の時間を十分確保すること。 

テキスト なし 

参考書

 1)応用地球物理学の基礎，狐崎長埌，古今書院

2)建設・防災技術者のための物理探査，佐々宏一ほか，森北出版

3)地殻の物理工学，石井吉徳，東京大学出版会 

授業資料 授業のための資料を毎回配布する 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
合）

  ◎ ◎ ◎            60 

                    

  ◎ ◯ ◯ ◎          30 

                    

                    

                    

        ◯          10 

成績評価基準
に関わる補足
事項

期末試験の成績(60点)と毎回課す講義内容に関するレポートの成績(30点)及び出席点(10点)を総合して評価す
る．期末試験の受験には2/3以上の出席が必要． 

ルーブリック 応用地球物理学_ルーブリック.pdf

学習相談 講義内容に関する質問等は随時受け付けている．場所：ウエスト2号館4階432号室 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-03-30 15:57:05.627
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講義科目名 環境地球物理学 

科目ナンバリングコード   

講義題目 環境地球物理学 

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 火曜日 ３時限

必修選択 選択 / Elective 

単位数  2 

担当教員 辻 健

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（地シス） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  3 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

物理探査法は、（１）地下水やCO2削減に関連した環境分野、（２）地震や火山、地滑り等の防災分野、（３）石油やガスの開発に関わる資源エネ
ルギー分野、（４）月や火星探査といった宇宙開発分野など、広く利用されています。本授業では、物理探査の基礎原理を学ぶと共に、様々な分
野での応用例を学びます。（受講者数に応じて、講義の内容を変更する可能性があります） 

 Exploration geophysics is widely used in (1) environmental problems, (2) disaster mitigation, (3) Energy and Resource exploration, and (4) space
 exploration. Students study the principle of exploration geophysics and its applications in various study fields. (We will modify the lecture
 schedule by considering number of students who join this lecture.) 

キーワード 物理探査、環境、防災、エネルギー、宇宙探査 

履修条件等

履修に必要な
知識・能力 特になし 

 No 観点 詳細

 1.  A：知識・理解 ・物理探査に関する基礎知識を理解できる。
・個々の物理探査法の特徴が理解できる。 

シラバス参照
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到達目標

 2.  B：専門的技能 ・各種の物理探査に応じた最適な探査法を選択できる。 

 3.  C：汎用的技能 

・卒業研究や就職後のプロジェクトにおいて有効な物理探査データを選択できる力をつける。
・山や海岸露頭を見れば、その成り立ちが分かるようになる。
・地震や火山を知り、防災に知識を役立てる。
・資源開発の状況を理解する。 

 4.  D：態度・志向性 

・授業の内容を理解できるよう自主的に学習に取り組む。
・課題を自ら回答し、期限までに提出する。
・身近な地球科学的現象に興味を持ち、それを説明できる。
・想像力を働かせて地球を理解する。 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 地球物理学・物理探査学の概要 ◯     

 2. 地球内部構造の推定 ◯     

 3. 地球内部構造の推定 ◯     

 4. プレートテクトニクス ◯     

 5. 日本周辺の地質構造 ◯     

 6. 地震断層の探査 ◯     

 7. 火山の探査 ◯     

 8. 表面波探査の実習 ◯     

 9. 表面波探査の実習 ◯     

 10.  CO2削減（CCSと地熱）に向けた探査 ◯ 
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講義科目名 地球熱学 

科目ナンバリングコード   

講義題目  Geothermics 

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 冬学期 

曜日時限 冬学期 火曜日 ３時限

必修選択 必修 / Required 

単位数  2 

担当教員 西島 潤

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（地シス） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  2 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

地球内部には巨大な地熱エネルギーが貯えられており、そのごく一部が地熱発電などとして利用されている。自然
の恵みである地球のエネルギーを環境と適合して利用して行くためには、地球の熱的状態をよく理解する必要があ
る。この授業では、特に地球内部の熱伝導に関する問題の理解を深めると共に、地球内部の構造と動きに関する
基礎的知識を習得する。なお、講義だけでなく、授業中に演習を兼ねた小テストを実施して理解を深める。 

 An enormous amount of geothermal energy was stored within the earth, and small portion of the energy is used
 as geothermal power generation, etc. In order to utilize geothermal energy in concord with the environment, we
 need to understand about the thermal condition of the earth’s interior. This class develop a better
 understanding about not only the internal structure and dynamics of the earth but also the thermal conduction of
 the earth’s interior. This class includes quizzes. 

キーワード
（日）地球熱学、地熱エネルギー、地殻熱流量、熱伝導、地熱発電、マグマ
（英）geothermics, geothermal energy, terrestrial heat flow, thermal conductivity, geothermal power generation,
 magma 

履修条件等 特になし。 

履修に必要な
知識・能力 ベクトル解析（特にgradとdiv）、伝熱学の知識 

シラバス参照
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到達目標

 No 観点 詳細

 1. 知識・理解 

・熱伝導に関する偏微分方程式の基礎的事項を理解できる。
・地球の構造と動きに関する基礎的事項を理解できる。
・地球内部の熱的構造及び熱の流れに関し、対象のスケールに応じて系統的に理解でき
る。
・地熱系の形成するために必要な地下の熱的構造について具体的イメージを持つことがで
きる。 

 2. 態度・志向性 ・自力で考え、自分の言葉で記すことができる。 

 3.  C：汎用的技
能 

  

 4.  D：態度・志向
性 

  

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. ガイダンス ◯     

 2. 熱伝導の基礎 ◯     

 3. 地球の構造 ◯     

 4. 地球の熱学 ◯     

 5. 地殻の熱学 ◯     

 6. 地下の深度と温度との関係 ◯ 小テスト（演習）   

 7. 地熱活動の原因としてのマグマ ◯     

 8. マグマ冷却に伴う熱水系の発達 ◯     

 9. 非火山系地熱系 ◯     

 10. 地熱エネルギーの利用 ◯     

授業以外での
学習にあたって なし 

テキスト なし 

参考書 江原幸雄（2010）日本列島は地熱エネルギーの宝庫，櫂歌書房
杉村 新・中村保夫・井田喜明 編（1988）図説地球科学，岩波書店 

授業資料 授業中に適宜プリントを配布する。 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠格
条件・
割合）

  ◎                85% 

  ◯ ◎              10% 

                    

                    

                    

                    

    ◯              5% 

成績評価基準
に関わる補足
事項

学期末試験では、授業で履修した各項目の理解度と定量的な取り扱いを問う。演習を兼ねた小テストは、正解であ
ることよりも、自力で考えて、専門用語などを適切に用いながら自分の言葉で説明できているかどうかを重視する。
なお、出席回数を学期末試験の受験資格とはしない。 
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ルーブリック 地球熱学ルーブリックVer2.pdf

学習相談 授業日の17時から18時に伊都ウエスト2号館436号室にて対応する。それ以外については、予めメールにより相談
日時を調整すること。 

添付ファイル

その他 学期末試験では計算問題も出題するので、関数電卓（計算機能のみのもの。スマートフォンや電子辞書などでの
代用は不可）を持参すること。持参し忘れても貸与はしない。 

更新日付  2018-09-27 17:13:03.321
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講義科目名 地熱工学 

科目ナンバリングコード   

講義題目

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 前期 

曜日時限 前期 水曜日 ２時限

必修選択 コース必修 / Required for Earth System Engineering Course 

単位数  2.0 

担当教員 西島 潤

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（地シス） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  3 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

地熱発電等によって、経済的に地球の熱エネルギーを利用することを可能にするためには、地下深部に存在する
熱を水の循環によって地表近くに集中的に集める機構、すなわち熱水系の存在が重要である。この授業では、ま
ず地熱系及び熱水系についての概論を導入部として、液相単相流の熱水系を現象論的・数学的に理解し、次に地
熱系・熱水系の機構の解明や地熱資源開発などのための地熱探査法を学び、最後に地熱資源評価のプロセスを
学ぶ。なお、講義だけでなく、授業中に演習を兼ねた小テストを適宜実施して理解を深める。 

 In order to utilize geothermal energy economically by power generation etc., the existence of hydrothermal
 systemｓ, which concentrate the deeper geothermal energy to the shallower subsurface part, is important. This
 class develops a better understanding about liquid-phase hydrothermal systems phenomenologically and
 mathematically, and introduces geothermal exploration methods and geothermal resource evaluation
 methodologies. This class includes quizzes. 

キーワード 地熱系，熱水系，地熱エネルギー，地熱探査，地熱資源量評価，地熱発電 

履修条件等 地球熱学、流体力学第一を履修済みであることが望ましい。 

履修に必要な
知識・能力 ベクトル解析（特にgradとdiv）、伝熱学、水理学の知識 

 No 観点 詳細

シラバス参照
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到達目標

 1.  A：知識・理解 

・専門用語を理解し、適切に用いることができる。

・複雑で多様な天然の熱水系を体系的に理解し、それを実際の熱水系の理解に適用でき
る。

・液相単相の熱水系における熱と水の流れの数学的取り扱いができる。

・地熱探査法における各種探査手法の役割を理解する。

・地熱資源量評価の基礎的知識を理解する。 

 2.  B：専門的技能   

 3.  C：汎用的技
能 

  

 4.  D：態度・志向
性 

・自力で考え、自分の言葉で説明することができる。 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. ガイダンス ◯     

 2. 熱水系の現象論 ◯     

 3. ・地熱系の分類 ◯     

 4. ・熱水系とは何か？ ◯     

 5. ・熱水系の構成 ◯     

 6. ・熱水の起源 ◯     

 7. ・地熱系の種類 ◯     

 8. 熱水系の定量的扱い ◯     

 9. ・液相単相流の基礎方程式 ◯     

 10. ・基礎方程式の解法 ◯     

 11. ・モデル計算 ◯ 小テスト（演習）   

 12. ・実際の熱水系の解析例 ◯     

 13. 地熱の探査法 ◯     

 14. ・地熱探査の役割 ◯     

 15. ・地熱探査法各論 ◯     

 16. ・地質学的探査 ◯     

 17. ・地球化学的探査 ◯     

 18. ・地球物理学的探査 ◯ 小テスト（演習）   

 19. 地熱資源の評価法 ◯     

 20. ・資源量の定義 ◯     

授業以外での
学習にあたって なし 

テキスト なし 

参考書

江原幸雄（2010）日本列島は地熱エネルギーの宝庫，櫂歌書房

江原幸雄・野田徹郎（2014）地熱工学入門，東京大学出版会

杉村 新・中村保夫・井田喜明 編（1988）図説地球科学，岩波書店 

授業資料 授業中に適宜プリントを配布する。 
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成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠格
条件・
割合）

  ◎                85% 

  ◯     ◎          10% 

                    

                    

                    

                    

        ◯          5% 

成績評価基準
に関わる補足
事項

学期末試験では、授業で履修した各項目の理解度と定量的な取り扱いを問う。演習を兼ねた小テストは、正解であ
ることよりも、自力で考えて、専門用語などを適切に用いながら自分の言葉で説明できているかどうかを重視する。
なお、出席回数を学期末試験の受験資格とはしない。 

ルーブリック 地熱工学ルーブリックVer1.pdf

学習相談 授業日の17時から18時に伊都ウエスト2号館436号室にて対応する。それ以外については、予めメールにより相談
日時を調整すること。 

添付ファイル

その他 学期末試験では計算問題も出題するので、関数電卓（計算機能のみのもの。スマートフォンや電子辞書などでの
代用は不可）を持参すること。持参し忘れても貸与はしない。 

更新日付  2018-04-02 17:41:11.111
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講義科目名 資源開発生産工学 

科目ナンバリングコード   

講義題目  Mineral Resources Exploration and Production Engineering 

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 秋学期 

曜日時限 秋学期 火曜日 ３時限

必修選択 必修 / Required 

単位数  2 

担当教員 佐々木 久郎
菅井 裕一

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（地シス） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  2 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

 English teaching materials are used partly, and describe English technical terms are used
 together with Japanese. 

教室   

その他
（自由記述欄）

主に講義形式で授業を行う。必要に応じて，授業中に講義内容に関する質問を行う。2回の
まとめ演習課題についてレポートを提出させる。 

授業概要

この講義では、資源開発エンジニアとなるための資源開発技術に関する入門的内容や開発および生産手法を理
解し，各要素技術についての数量的な解析手法とおよび設計法を修得することを目標としている。、資源開発・生
産プロジェクトの概要とともに，資源生産における基本的な技術手法である、資源量評価，資源開発の要素技術で
ある設計，掘削，破砕，運搬などを解説する。 

 This lecture aims to understand the introductory contents and development and production techniques related
 to mineral resources exploration technology in mining and petroleum industries. The engineers acquire the
 quantitative analysis and design mind for each element. The lecture provides not only the knowledge of the
 resource development and production process, fundamental 

キーワード 基本となる力学などの物理学が理解できること。
Based on understanding the subjects of physics and basic mechanics. 

履修条件等 とくになし。 

履修に必要な
知識・能力

基本となる力学などの物理学が理解できること。
Based on understanding the subjects of physics and basic mechanics. 

シラバス参照
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到達目標

 No 観点 詳細

 1.
 A：知
識・理
解 

資源開発に必要とされる基礎的な単位変換と力学的基礎知識を理解する。 

 2.
 B：専門
的技能 

 1) 資源開発に必要とされる数量的な把握手法を理解する。
2) 鉱物資源の品位分布に基づいて可採埋蔵量の算定手法を理解する。
3) オープンピット鉱山を例にとり，基本的な鉱物資源開発の流れと要素技術を理解する。 

 3.
 C：汎
用的技
能 

 1) 掘削機械のバケット容量やサイクルタイムなどから掘削レートの算定法を理解する。
2) 積込機とダンプトラック数およびベルトコンベアによる輸送量の算定とそのシステムを理解する。
3) ベンチカットにおける爆薬を用いた掘削・破砕システムの理解と諸元の決定手法を理解する。
4) 露天採掘の最終ピット形状の最適化とスケジューリングおよび掘削・運搬の自動化を理解す
る。 

 4.
 D：態
度・志
向性 

資源開発エンジニアとなるための，資源開発に関する入門的内容や開発および生産手法を理解
し，各要素技術についての数量的な解析手法とおよび設計法を修得する意欲をもつ。 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講
義

演習・その
他

授業時間外学習

 1.
資源開発とは？（イントロダクションおよび資源開発用語
の解説 ◯ 

講義内容に
関連する演
習 

講義後に、演習課題の解答プ
ロセスについて復習する。 

 2.
資源開発における費用と利益および開発プランニングの
流れ ◯ 

講義内容に
関連する演
習 

講義後に、演習課題の解答プ
ロセスについて復習する。 

 3. 資源開発における鉱物資源量の算定方法（ポリゴン法 ◯ 
講義内容に
関連する演
習 

講義後に、演習課題の解答プ
ロセスについて復習する。 

 4. オープンピット鉱山の採掘システムの概要 ◯ 
講義内容に
関連する演
習 

講義後に、演習課題の解答プ
ロセスについて復習する。 

 5. オープンピット採掘におけるはく土比と経済性 ◯ 
講義内容に
関連する演
習 

講義後に、演習課題の解答プ
ロセスについて復習する。 

 6.
ドラッグラインとパワーショベルの仕様，サイクルタイムと
生産レート ◯ 

講義内容に
関連する演
習 

講義後に、演習課題の解答プ
ロセスについて復習する。 

 7.
ブルドーザーおよびスクレーパの仕様，サイクルタイムと
掘削生産レート ◯ 

講義内容に
関連する演
習 

講義後に、演習課題の解答プ
ロセスについて復習する。 

 8.
バケットホイールエキスカベータおよびフロントエンドロー
ダーの仕様，サイクルタイムと掘削生産レート ◯ 

講義内容に
関連する演
習 

講義後に、演習課題の解答プ
ロセスについて復習する。 

 9.
ショベルローダーとダンプトラックによる最適運搬システ
ムと輸送量の最低 ◯ 

講義内容に
関連する演
習 

講義後に、演習課題の解答プ
ロセスについて復習する。 

 10.
ベンチカットにおける爆薬を用いた掘削・破砕，ロータ
リードリル，発破工法のシステムとそれらの諸元の決定 ◯ 

講義内容に
関連する演
習 

講義後に、演習課題の解答プ
ロセスについて復習する。 

 11.
クラッシャーなどによる破砕，ベルトコンベアによる輸送
容量および動力 ◯ 

講義内容に
関連する演
習 

講義後に、演習課題の解答プ
ロセスについて復習する。 

 12.
露天採掘における最終ピット形状，ベンチ緒元，運搬
路，最終残壁 ◯ 

講義内容に
関連する演
習 

講義後に、演習課題の解答プ
ロセスについて復習する。 

 13. 採掘・運搬システムの最適化と海外露天掘り鉱山の例 ◯ 
講義内容に
関連する演
習 

講義後に、演習課題の解答プ
ロセスについて復習する。 

 14. 採掘・運搬システムの自動化と新たな資源開発の動向 ◯ 
講義内容に
関連する演
習 

講義後に、演習課題の解答プ
ロセスについて復習する。 

 15. 将来の鉱山技術と環境保全 ◯ 
講義全般に
関する演習 

講義後に、総合演習課題の解
答プロセスについて復習す
る。 
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授業以外での
学習にあたって

資源開発エンジニアとなるための，資源開発に関する入門的内容や開発および生産手法を理解し，各要素技術に
ついての数量的な解析手法とおよび設計法を修得するためには、講義時間中に集中し、授業後において演習課題
に対する復習が望ましい。 

テキスト テキスト「資源開発生産工学」を配布。 

参考書 参考書 (Reference book)：H.L.Hartman and J.M.Mutmansky: Introduction to Mining Engineering, 2nd Ed. John
 Wiley & Sons, INC 

授業資料 演習問題およびその解答などの資料は、その都度配布する。
Materials such as exercises and their answers should be distributed each time. 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
合）

  ◯ ◎ ◯ ◎           

  ◯ ◯ ◯ ◯           

  ◯ ◯   ◯           

  ◎ ◎   ◯           

                    

                    

  ◎ ◎ ◎             

その他
（自由
記述
１） 

                  

その他
（自由
記述
２） 

                  

その他
（自由
記述
３） 

                  

成績評価基準
に関わる補足
事項

各講義における演習(20%)，レポート(10%)，上記の到達目標に関連した期末試験の結果（70%）を総合して評価
し，60%以上を合格とする。
Evaluate the exercises (20 %) in each lecture, the report (10 %), the results of the final examination (70%) related
 to the above-mentioned goals, and pass more than 60%. 

ルーブリック

学習相談 講義⽇の午後５時までオフィスアワーとする。また、Eメールによる相談も受け付ける。
My office hours are until 5 pm on the lecture day. I also accept question and consultation by E-mail. 

添付ファイル

その他

の講義は、資源開発および生産プに関わる基本的な手法やアプローチの仕方を修得することを目標としたもので
ある。
The lecture aims to teach fundamental methods and approaches on mineral resource development and
 production. 

更新日付  2018-09-28 13:55:57.171
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講義科目名 エンジニアリングエコノミー 

科目ナンバリングコード   

講義題目  Engineering Economy 

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 金曜日 ２時限

必修選択 選択 / Elective 

単位数  2 

担当教員 佐々木 久郎

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（地シス） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  3 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

 English teaching materials are used partly, and describe English technical terms are used
 together with Japanese. 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

この講義では、資源開発および生産プロジェクトの立案に関る生産計画，経済性評価や財務などの手法を修得す
ることを目標としている。とくに、鉱工業生産に携わるエンジニアのための生産計画，経済性評価や財務管理のた
めの数理的あるいは計量的手法について解説する。 

 In this lecture, it is amed to understand basic procedures such as production planning, economic evaluation,
 finance etc. concerning resource development and production project planning. In particular, mathematical and
 quantitative methods are explained for production planning, economic evaluation and financial management for
 engineers involved in industrial production. 

キーワード

エンジニアリング，時間価値，キャッシュフロー，減価償却，損益分岐，在庫管理，感度分析，費用，収益，生産計
画
Engineering, Time value, Cash flow, Depreciation, Break-even, Inventory control, Sensitivity analysis, Cost,
 Revenue, Production scheduling 

履修条件等 なし。 

履修に必要な
知識・能力

基本的な線形代数学および微積分学を理解していること。
Based on understanding basic linear algebra and calculus. 

シラバス参照
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到達目標

 No 観点 詳細

 1.  A：知識・理
解 

鉱業における開発・生産プジェクトに関わる経済的側面を考慮した選択と意思決定に関る手
法や用語を修得する。 

 2.  B：専門的技
能 

鉱業における開発・生産プジェクトに関わる経済的側面を考慮した選択と意思決定に関る手
法や用語を修得する。 

 3.  C：汎用的技
能 

感度分析，線形計画やライフサイクルを考慮した生産計画を立て，理解できる。 

 4.  D：態度・志
向性 

鉱工業生産に関わる経済性評価や財務管理のための数理的あるいは計量的手法を応用す
る意欲を有する。 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講
義

演習・その他 授業時間外学習

 1. エンジニアリングとエコノミー，および鉱物資源
の経営面における特徴 

◯ 講義内容に関する
演習の実施 

講義後における演習課題の解
答プロセスを復習する 

 2. 貨幣の時間的価値とキャッシュフロー分析 ◯ 講義内容に関する
演習の実施 

講義後における演習課題の解
答プロセスを復習する 

 3. 現在価値法，年価法および将来価値法による経
済価値の比較 

◯ 講義内容に関する
演習の実施 

講義後における演習課題の解
答プロセスを復習する 

 4. 初期投資と操業費用を考慮した総費用分析 ◯ 講義内容に関する
演習の実施 

講義後における演習課題の解
答プロセスを復習する 

 5. 一定勾配年金，据え置き年金，複雑な時間価値
の計算方法，エクセルの利用 

◯ 講義内容に関する
演習の実施 

講義後における演習課題の解
答プロセスを復習する 

 6. インフレーションと実質金利および実効金利と連
続複利 

◯ 講義内容に関する
演習の実施 

講義後における演習課題の解
答プロセスを復習する 

 7. 減価償却と税金。税額を考慮した定額法，定率
法等による比較分析 

◯ 講義内容に関する
演習の実施 

講義後における演習課題の解
答プロセスを復習する 

 8. 費用分析と損益分岐解析および供給と需要を考
慮した損益分岐解析 

◯ 講義内容に関する
演習の実施 

講義後における演習課題の解
答プロセスを復習する 

 9. 在庫管理 (発注と費用および経済的発注量 ◯ 講義内容に関する
演習の実施 

講義後における演習課題の解
答プロセスを復習する 

 10. プロジェクトの不確実性と感度分析 ◯ 講義内容に関する
演習の実施 

講義後における演習課題の解
答プロセスを復習する 

 11. 排反的分析，優劣分岐線分析 ◯ 講義内容に関する
演習の実施 

講義後における演習課題の解
答プロセスを復習する 

 12. 線形計画法と生産計画およびゲームの理論に
よる意思決定 

◯ 講義内容に関する
演習の実施 

講義後における演習課題の解
答プロセスを復習する 

 13. 投資の利益率と回収期間および資源開発の経
済性評価法 

◯ 講義内容に関する
演習の実施 

講義後における演習課題の解
答プロセスを復習する 

 14. 財務管理と財務会計，ライフサイクルアセスメン
ト(LCA)，総合演習 

◯ 講義内容に関する
演習の実施 

講義後における演習課題の解
答プロセスを復習する 

 15. 全体の講義内容のまとめ ◯ 総合演習問題の
解答 

総合演習問題の解答プロセスを
まとめる 

授業以外での
学習にあたって

日常においても、対象が小さいながらも同一の経済性評価を適用できる例が多くあるので、数量的評価をしてみる
ことが望ましい。
Even in daily life, there are many examples which can be applied the same economic assessment fo quantitative
 evaluation. 

テキスト 教科書：エンジニアリングエコノミーを配布する。
Distribute the textbook: on Engineering Economy. 

参考書
参考書：Engineering Economic Analysis, Donald G. Newnan, 6th edition, Engineering Press, ISBN 0-910554-95-1,
 1996.
一般的なミクロ経済に関する参考書を参照することで、より多角的に理解できる。 

授業資料 演習問題およびその解答などの資料は、その都度配布する。
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Materials such as exercises and their answers should be distributed each time. 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
合）

  ◯ ◎ ◯ ◯           

  ◯ ◯ ◯ ◯           

  ◯ ◯   ◯           

  ◎ ◎   ◯           

                    

                    

  ◎ ◎ ◎             

その他
（自由
記述
１） 

                  

その他
（自由
記述
２） 

                  

その他
（自由
記述
３） 

                  

成績評価基準
に関わる補足
事項

各講義における演習(20%)，レポート(10%)，上記の到達目標に関連した期末試験の結果（70%）を総合して評価
し，60%以上を合格とする。
Evaluate the exercises (20 %) in each lecture, the report (10 %), the results of the final examination (70%) related
 to the above-mentioned goals, and pass more than 60%. 

ルーブリック

学習相談 講義⽇の午後５時までオフィスアワーとする。また、Eメールによる相談も受け付ける。
My office hours are until 5 pm on the lecture day. I also accept question and consultation by E-mail. 

添付ファイル

その他

この講義は、開発および生産プロジェクトの立案に関る生産計画，経済性評価や財務などの手法を修得することを
目標としたものである。
This lecture aims to present knowledges on production planning, economic evaluation, finance and other methods
 related to exploration and production projects 

更新日付  2018-09-28 13:49:11.842
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講義科目名 岩盤工学 

科目ナンバリングコード   

講義題目  Rock Engineering 

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 秋学期 

曜日時限 秋学期 月曜日 ３時限

必修選択 必修 / Required 

単位数  2 

担当教員 島田 英樹

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（地シス） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  2 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

地殻中の有用鉱物やエネルギー資源を採取するためには、必要な大きさの空間を地殻中に設ける。この空間を安
全で経済的にかつ効率よく掘削し、維持管理する上で必要な、地殻を構成する「岩」の力学的な応答を理解するた
めの基本的な考え方を修得する。 

 Rock engineering as well as rock mechanics is a truly interdisciplinary subject, with applications in geology and
 geophysics, mining, petroleum, and civil engineering. It relates to energy recovery and development, construction
 of underground spaces for transportation, water resources and defense facilities, prediction of earthquakes, and
 many other activities of greatest importance. From this point of view, fundamental knowledge of rock engineering
 is lectured. 

キーワード 岩盤応力，岩盤の特性，斜面の安定性 

履修条件等 固体力学を受講しておくこと。 

履修に必要な
知識・能力 これまでに基幹教育科目で学んだ基本的な力学に加え、簡単な微積分が解ける必要である。 

 No 観点 詳細

シラバス参照
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到達目標

 1.  A：知識・理
解 

 · 岩の構造や特性の最小限の基本的事項を理解することができる。 

 2.
 B：専門的技
能 

・岩の構造について理解できる。

・岩に関する種々の特性について理解できる。

・地山応力に関する計測法、解析法が理解できる。

・岩盤構造物の設計と安定化について理解できる。 

 3.  C：汎用的技
能 

 · 岩盤工学に関する必要最小限の基本的事項を露天掘り鉱山の斜面の設計へ展開するこ
とができる。 

 4.  D：態度・志向
性 

 · 身近な力学現象に興味を持ち、それを定性的に説明できる。 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 岩盤工学とは ◯ 演習 レポート（演習問題） 

 2. 岩の構造（不連続面） ◯ 演習 レポート（演習問題） 

 3. 岩の特性 ◯ 演習 レポート（演習問題） 

 4. 変形性 ◯ 演習 レポート（演習問題） 

 5. 強度 ◯ 演習 レポート（演習問題） 

 6. 透水性 ◯ 演習 レポート（演習問題） 

 7. 異方性・不均質性 ◯ 演習 レポート（演習問題） 

 8. 地山応力 ◯ 演習 レポート（演習問題） 

 9. 岩盤内変位計測 ◯ 演習 レポート（演習問題） 

 10. 応力測定 ◯ 演習 レポート（演習問題） 

 11. 応力解析 ◯ 演習 レポート（演習問題） 

 12. 岩盤斜面の安定性 ◯ 演習 レポート（演習問題） 

 13. 地下空洞周辺の応力 ◯ 演習 レポート（演習問題） 

 14. 地下空洞の設計と支保 ◯ 演習 レポート（演習問題） 

授業以外での
学習にあたって 特記すべきことなし。 

テキスト  Rock Mechanics Principles in Engineering, J.A.Hudson, Butterworth-Heinemann, Pub., London, (1989) 

参考書 岩石力学入門, 山口梅太郎・西松裕⼀,東京大学出版会（1991） 

授業資料

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠格
条件・
割合）

  ◎ ◎              80% 

                    

      ◯ ◎          10% 
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        ◯          10% 

成績評価基準
に関わる補足
事項

出席点（10点）と，毎週行う演習問題に対する小テスト（10点），上記の到達目標に関連した期末試験の結果
（80点）を総合して評価し，60点以上を合格とする。なお，講義を４回欠席したものについては再履修とする。 

ルーブリック 岩盤工学_ルーブリック.pdf

学習相談 質問等がある場合には，講義日の１６時から１７時に教員室にて対応する。 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-09-07 12:25:34.544
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講義科目名 地下空洞設計法 

科目ナンバリングコード   

講義題目  Design of Underground Openings 

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 前期 

曜日時限 前期 月曜日 ２時限

必修選択 コース必修 / Required for Earth System Engineering Course 

単位数  2.0 

担当教員 島田 英樹

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（地シス） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  3 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

地殻中の有用鉱物やエネルギー資源を開発する上で必要な岩盤工学上の種々の問題を取り上げ、安全で経済的
な坑内採掘を行うための必要な岩盤工学的な手法を修得する。 

 Learn actual underground mining design and equipment. The purpose is to understand the underground mining
 design more deeply, and to make the best use of the method in practice. Actual application examples at mine
 site are given. Prerequisite condition: Solid Mechanics and Rock Engineering. 

キーワード 岩盤の力学特性，応力計測法，坑道支保システム，坑内採掘システム 

履修条件等 固体力学および岩盤工学を受講しておくこと。 

履修に必要な
知識・能力 これまでに基幹教育科目で学んだ基本的な力学に加え、簡単な微積分が解くことができる必要がある。 

 No 観点 詳細

 1.
 A：知
識・理
解 

地下空洞設計法の現場適用を目指して、基礎原理を再度理解するとともに、坑内支保及び採掘シ
ステムに関する必要最小限の基本的事項を理解することができる。 

シラバス参照
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到達目標  2.
 B：専門
的技能 

・岩盤の力学特性について理解できる。

・応力計測法について理解できる。

・支保システムについて理解できる。

・坑内採掘システムの設計法について理解できる。 

 3.  C：汎用
的技能 

地下空洞設計法に関する必要最小限の基本的事項を坑内掘り鉱山の支保システムや空洞設計
に対して展開することができる。 

 4.
 D：態
度・志向
性 

身近な力学現象に興味を持ち、それを定性的に説明できる。 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 岩盤工学とは ◯ 演習 レポート（演習問題） 

 2.
岩盤の力学特性

１．一軸、二軸、三軸試験 
◯ 演習 レポート（演習問題） 

 3.
岩盤の力学特性

２．せん断試験 
◯ 演習 レポート（演習問題） 

 4.
岩盤の力学特性

３．簡易試験法 
◯ 演習 レポート（演習問題） 

 5.
岩盤分類法

１．テルツァギーの荷重分類 
◯ 演習 レポート（演習問題） 

 6.
岩盤分類法

２．RQD,RMR, Qシステム 
◯ 演習 レポート（演習問題） 

 7.
岩盤分類法

３．岩石の破壊基準 
◯ 演習 レポート（演習問題） 

 8.
原位置試験法

１．水圧破砕法、応力再現法 
◯ 演習 レポート（演習問題） 

 9.
原位置試験法

２．孔底ひずみ法 
◯ 演習 レポート（演習問題） 

 10.
原位置試験法

３．孔径変形法、AE法、DRA法 
◯ 演習 レポート（演習問題） 

 11.
地下空洞の設計法

１．隣接空洞の影響 
◯ 演習 レポート（演習問題） 

 12.
地下空洞の設計法

２．空洞形状の影響 
◯ 演習 レポート（演習問題） 

 13.
地下空洞の補強法

１．地下空洞の支保システム 
◯ 演習 レポート（演習問題） 

 14.
地下空洞の補強法

２．今後の坑内採掘システム 
◯ 演習 レポート（演習問題） 

 15. レオロジーモデル ◯ 演習 レポート（演習問題） 

授業以外での
学習にあたって 特記すべきことなし。 

テキスト  Rock Mechanics Principles in Engineering, J.A.Hudson, Butterworth-Heinemann, Pub., London, (1989) 

参考書 岩石力学入門, 山口梅太郎・西松裕一,東京大学出版会（1991） 
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授業資料

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠格
条件・
割合）

  ◎ ◎              80% 

                    

      ◯ ◎          10% 

                    

                    

                    

        ◯          10% 

成績評価基準
に関わる補足
事項

出席点（10点）と，毎週行う演習問題に対する小テスト（10点），上記の到達目標に関連した期末試験の結果
（80点）を総合して評価し，60点以上を合格とする。なお，講義を４回欠席したものについては再履修とする。 

ルーブリック 地下空洞設計法_ルーブリック.pdf

学習相談 質問等がある場合には，講義日の１６時から１７時に教員室にて対応する。 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-03-20 11:01:37.175
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講義科目名 地圏開発システム工学 

科目ナンバリングコード   

講義題目 地圏開発システム工学 

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 月曜日 ２時限

必修選択 選択 / Elective 

単位数  2 

担当教員 笹岡 孝司

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（地シス） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  3 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

地圏開発システム工学とは、岩盤構造物を設計、施工する上で必要な理論および数値解析の基礎を理解する学
問である。特に、数値解析の中でも応力解析における有限要素法は、地殻中の有用鉱物やエネルギー資源を開
発する上で広く利用されている。本授業では、地圏開発システムの基本概念や将来構想、最新技術とともに、地下
空間の設計に利用される有限要素法の基礎原理や適用例を修得する。 

 The Geosphere development systems engineering, is a study to understand the design of the rock structure, the
 foundation of the necessary theory and numerical analysis in terms of construction. In particular, the finite
 element method in stress analysis among the numerical analysis is widely used in the development of useful
 minerals and energy resources in the earth's crust. In this class, the basic concepts and future plans of the
 Geosphere development system, along with the state-of-the-art technology, to learn the basic principles and
 application of the finite element method to be used in the design of underground space. 

キーワード 地圏開発，エネルギー原理，破壊理論，坑内採掘法，有限要素法 

履修条件等 固体力学、岩盤工学および地下空洞設計法を受講しておくこと。 

履修に必要な
知識・能力 これまでに基幹教育科目で学んだ基本的な力学に加え、簡単な微積分が解ける必要である。 

 No 観点 詳細

シラバス参照
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到達目標

 1.  A：知識・
理解 

地圏開発システム工学の基礎原理や特徴を理解するととともに、実際の適用例に関する必要最
小限の基本的事項を理解することができる。 

 2.  B：専門的
技能 

地圏開発システム工学の基本概念や最新技術を理解できる。
・有限要素法の基礎となるエネルギー原理や岩石の破壊が理解できる。 

 3.  C：汎用的
技能 

地圏開発システム工学に関する必要最小限の基本的事項を種々の解析例に対して展開するこ
とができる。 

 4.  D：態度・
志向性 

身近な力学現象に興味を持ち、それを定性的に説明できる。 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 地圏開発システム工学とは ◯     

 2. エネルギー原理 ◯ 演習 レポート 

 3. エネルギー原理 ◯ 演習 レポート 

 4. 材料の破壊 ◯ 演習 レポート 

 5. 材料の破壊 ◯ 演習 レポート 

 6. 材料の破壊 ◯ 演習 レポート 

 7. 坑内採掘法1 ◯ 演習   

 8. 坑内採掘法2 ◯ 演習   

 9. 坑内採掘法3 ◯ 演習   

 10. 坑内採掘法4 ◯ 演習   

 11. 坑内採掘法5 ◯ 演習 レポート 

 12. 石炭の地下ガス化 ◯ 演習   

 13. 大深度地下利用（シールド工法＆NATM工法） ◯ 演習 レポート 

 14. 大深度地下利用（推進工法） ◯ 演習 レポート 

 15. 数値解析によるアプローチ ◯ 演習 レポート 

授業以外での
学習にあたって 特記すべきことなし。 

テキスト 配布する資料を用いる。 

参考書 岩石力学入門, 山口梅太郎・西松裕一,東京大学出版会（1991）
応力解析入門，G.N.スミス・瀬川富士訳，ブレイン図書（1985） 

授業資料

成績評価

成績評価基準
に関わる補足
事項

出席点（10点）と，毎週行う演習問題に対する小テスト（10点），上記の到達目標に関連した期末試験の結果
（80点）を総合して評価し，60点以上を合格とする。なお，講義を5回以上欠席したものについては再履修とする。 

ルーブリック 地圏開発システム工学_ルーブリック.pdf

学習相談 質問等がある場合には，講義日の１６時から１７時に教員室にて対応する。 

添付ファイル
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その他

更新日付  2018-09-28 09:33:08.439
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講義科目名 エネルギー資源工学 

科目ナンバリングコード   

講義題目 エネルギー資源工学 

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 秋学期 

曜日時限 秋学期 水曜日 １時限

必修選択 必修 / Required 

単位数  2 

担当教員 ｼﾞｬﾘﾘﾅｽﾗﾊﾞﾃﾞｨ ｻｲｰﾄﾞ

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（地シス） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  2 

開講地区 伊都地区

使用言語 英語及び日本語を併用（E/J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）  Main language of the course will be English 

授業概要

在来型エネルギー資源および再生可能エネルギーの特徴を理解するとともにエネルギーの利用について学ぶ 

 At the end of this course, it is expected that students gain general understanding about conventional energy
 resources as well as renewable energies and their utilization 

キーワード 石油、天然ガス、メタンハイドレート、再生可能エネルギー、エネルギー効率、エクセルギー 

履修条件等 特になし 

履修に必要な
知識・能力

 No 観点 詳細

 1.  A：知
識・理解 

石油、天然ガス、石炭などの炭化水素資源の特徴を理解する。これらの資源の生産量と消費量に
関する統計資料を用い需要と供給の関係について議論できる 

 2.  B：専門
的技能 

各種炭化水素資源の消費に伴って排出される二酸化炭素量を計算し、二酸化炭素排出用削減策
について議論できる 

シラバス参照
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到達目標

 3.  C：汎用
的技能 

再生可能エネルギー、未利用エネルギーの特徴を理解し、それらの利活用方法と導入方法を議
論できる 

 4.
 D：態
度・志向
性 

  

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 現代社会とエネルギー ◯     

 2. エネルギー資源の需要と供給 ◯ レポート   

 3. 炭酸ガス排出量 ◯ 演習   

 4. 石油資源の埋蔵量と分布 ◯ レポート   

 5. 天然ガス資源の埋蔵量と分布 ◯     

 6. 石炭の埋蔵量と分布 ◯     

 7. 非在来型資源、メタンハイドレート ◯ 演習   

 8. 再生可能エネルギー、バイオマスの特徴 ◯     

 9. 再生可能エネルギー、風力発電 ◯ 演習   

 10. 自然エネルギーの利用における問題点と解決方法 ◯     

 11. 省エネルギー技術 ◯     

 12. 未利用エネルギー資源 ◯     

 13. エネルギー保存則 ◯ 演習   

 14. カルノー効率とエクセルギー、海洋温度差発電 ◯ 演習   

 15. ヒートポンプ ◯     

授業以外での
学習にあたって

テキスト テキストは使用せず、必要な資料を講義時に配付する 

参考書 内山洋司、私たちのエネルギー、培風館
石川憲二、自然エネルギーの可能性と限界、オーム社 

授業資料

成績評価

成績評価基準
に関わる補足
事項

出席状況、講義内容に関するレポートと演習問題の解答（20点）および到達目標に関連した期末試験の結果
（80点）を総合して評価する 

ルーブリック

学習相談 質問等があるときは，教員室（ウェスト2号館437号室）にて対応する 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-09-27 14:25:00.302
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講義科目名 地層内物質移動工学 

科目ナンバリングコード   

講義題目 地層内物質移動工学 / Mass and Energy Transport in Subsurface 

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 前期 

曜日時限 前期 火曜日 ３時限

必修選択 コース必修 / Required for Earth System Engineering Course 

単位数  2.0 

担当教員 ｼﾞｬﾘﾘﾅｽﾗﾊﾞﾃﾞｨ ｻｲｰﾄﾞ

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（地シス） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  3 

開講地区 伊都地区

使用言語 英語及び日本語を併用（E/J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

地層内における物質およびエネルギー移動現象の物理的化学的メカニズムを理解し、それらを表現する偏微分方
程式の導出と解法を学ぶ 

 To understand physical and chemical mechanisms of mass and energy transport in subsurface and to learn about
 partial differential equations that describe transport phenomena and its solution 

キーワード 物質輸送、ダルシー則、移流分散現象 

履修条件等 特になし 

履修に必要な
知識・能力

到達目標

 No 観点 詳細

 1.  A：知識・理解 地層内における流体の流れを表すダルシー則を理解する 

 2.  B：専門的技能 輸送現象を記述する偏微分方程式の導出法を理解する 

シラバス参照
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 3.  C：汎用的技能 偏微分方程式の解析解を理解する 

 4.  D：態度・志向性   

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 地層内における物質移動現象 ◯     

 2. 多孔質層内の流れとダルシー則 ◯ 演習   

 3. フラクチャー内の流れ ◯ 演習   

 4. 浸透率と空げき率 ◯ レポート   

 5. 地層内における物質輸送の基礎方程式の導出 ◯ 演習   

 6. 地層内におけるエネルギー輸送 ◯ 演習   

 7. 流体の物性値と無次元数 ◯     

 8. 自然対流と強制対流 ◯     

 9. 地中熱利用の基礎 ◯     

 10. 溶存物質の移動現象、移流分散方程式の導出 ◯ 演習   

 11. 拡散と分散 ◯ 演習   

 12. 炭酸種の化学 ◯ 演習   

 13. 鉱物の溶解と析出 ◯     

 14. 地層内における化学反応 ◯     

授業以外での
学習にあたって

テキスト 教科書は使用せず必要な資料を講義時に配布する 

参考書  Geochemistry, groundwater and pollution, Appelo, C.A.J. and Postma D., BALKEMA, 2005 

授業資料

成績評価

成績評価基準
に関わる補足
事項

出席状況、講義内容に関するレポートと演習問題の解答（20点）および到達目標に関連した期末試験の結果
（80点）を総合して評価する 

ルーブリック ルーブリック.pdf

学習相談 質問等がある場合は教員室（ウェスト2号館435号室）にて対応する 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-04-03 09:16:35.442
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講義科目名 情報処理概論 

科目ナンバリングコード   

講義題目

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 春学期 

曜日時限 春学期 火曜日 ４時限

必修選択 必修 / Required 

単位数  2.0 

担当教員 浅井 光輝

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（建都） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering  

対象学年  3 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Fortran 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

情報処理の基礎を学ぶため、プログラミング言語はFortranを使用し、大量なデータの入力、出力、そして数値解析処理を実施する。
環境としては、各自のノートPCを使用し、端末から九州大学のサーバにログインし、遠隔にてプログラムを書き、コンパイルし、実行し、その結果
をエクセル等で処理するまでの一連の手順とその技術を学ぶ。 

 This class will be held in Japanese only. 

キーワード プログラミング、情報処理 

履修条件等 特になし 

履修に必要な
知識・能力 特になし 

到達目標

 No 観点 詳細

 1.  A：知識・理解 パソコン、サーバ等を使用するための最低限の基礎用語を理解する。
プログラミングをし、実行するまでの一連の流れを理解する。 

 2.  B：専門的技能  Fortranの基礎を理解する。 
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 3.  C：汎用的技能 大量のデータをプログラミングにて処理し、その結果をエクセル等で描画する。 

 4.  D：態度・志向性 自身でコードを書き、積極的に講義に取り組む 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. パソコン、サーバの基礎知識とサーバへのログイン方法 ◯     

 2.  Fortranの文法、基礎を理解する。 ◯     

 3.  Fortranプログラムをコンパイルする。 ◯     

 4. 繰り返し演算を理解する。 ◯     

 5. 条件付き処理を理解する。 ◯     

 6. 配列を理解する。 ◯     

 7. 副プログラムを理解する。 ◯     

 8. 自身で、プログラム全体を書き、実行する。 ◯     

授業以外での
学習にあたって

テキスト  PDF資料を配布します。 

参考書

授業資料

成績評価

成績評価基準
に関わる補足
事項

ルーブリック
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講義科目名 鋼構造工学 

科目ナンバリングコード   

講義題目

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 火曜日 ２時限

必修選択 コース選択 / Elective for Civil Engineering Course 

単位数  2 

担当教員 貝沼 重信

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（建都） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  3 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要
本講義では，鋼橋に関する基礎知識と基本設計を修得することを目的とする． 

 Students study fundamental knowledge and design for steel bridge. 

キーワード 鋼材，鋼橋の構成，荷重，部材強度と設計(引張，圧縮，曲げ)，接合(高力ボルト，溶接) 

履修条件等 ｢構造力学第一｣を履修済であること。 

履修に必要な
知識・能力

鋼構造部材の基本設計の講義内容も含まれるため，構造力学第一の基礎事項について十分に理解しているこ
と。 

到達目標

 No 観点 詳細

 1.  A：知識・
理解 

様々な鋼橋の形式の違いを構造力学的視点から的確に説明できる。 

 2.  B：専門的
技能 

引張，圧縮，曲げが作用する鋼橋の構造部材の設計を的確に行うことができる． 
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 3.  C：汎用的
技能 

与えられた問題の意味を良く理解し，それを解決するために文献検索システムやインターネット
を用いて情報を収集することができる。 

 4.  D：態度・
志向性 

土木技術者の倫理綱領について理解し，土木技術者の社会的役割と責任について説明でき
る。 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 概説，
鋼構造分野での技術者倫理の実例 

◯     

 2. 鋼橋の分類と構造（各部の名称，
構造的特徴，実例の紹介） 

◯     

 3. 鋼材の製造と性質 ◯     

 4. 荷重の種類と大きさ ◯     

 5. 部材の強度と設計 
(1)引張を受ける部材（演習） 

  演習   

 6. 部材の強度と設計
(2)圧縮を受ける部材（演習） 

  演習   

 7. 部材の強度と設計
(3)曲げを受ける部材（演習） 

  演習   

 8. 部材の接合
(1)溶接継手（演習） 

  演習   

 9. 部材の接合
(2)高力ボルト（演習） 

  演習   

 10. 期末試験       

授業以外での
学習にあたって 演習の内容，考え方を講義で学び，それらを実際に自分で演習を解くことで復習する． 

テキスト 配布資料 

参考書 教科書：三木千壽：鋼構造，共立出版(株) 

授業資料 コースの電子掲示板に掲示したHPアドレスから授業資料を入手する． 

成績評価

成績評価基準
に関わる補足
事項

前記各項目に対応する演習を適宜実施し，各段階の理解度を確認しながら講義を進行する。具体的問題について
の定量的把握などが学習態度と共に評価の対象となる。評価の割合は，期末試験（80%），演習・レポート（20％）と
する。 

ルーブリック

学習相談 質問等がある場合には，講義終了後に講義室または教員室にて対応する。 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-10-02 14:15:45.906
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講義科目名 構造解析学 

科目ナンバリングコード   

講義題目  Structural Analysis 

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 金曜日 ３時限

必修選択 コース選択 / Elective for Civil Engineering Course 

単位数  2 

担当教員 梶田 幸秀

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（建都） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  3 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

はりやトラス，ラーメン構造物をコンピューターを利用して構造計算することを目的とする。具体的には，マトリックス
構造解析や有限要素法の基礎理論を学び，剛性マトリックスの作成方法を学ぶ 

 The objective of this course is to learn how to get the displacement or the section force of beam, truss and
 rigid-frame structures by using the computer. Students learn the basic theory of the Matrix Structural Analysis
 and Finite Element Method and learn how to make the stiffness matrix and so on. 

キーワード マトリックス構造解析，有限要素法 

履修条件等 固体力学，構造力学第一，構造力学第二を履修していること 

履修に必要な
知識・能力 線形代数と構造力学の知識 

到達目標

 No 観点 詳細

 1.  A：知識・理解   

 2.  B：専門的技能   

シラバス参照
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 3.  C：汎用的技能   

 4.  D：態度・志向性   

授業計画

授業以外での
学習にあたって

宿題を課すので，しっかりと解くこと
宿題を提出することが単位認定の条件です（欠格条件） 

テキスト 特になし 

参考書 塾長秘伝 有限要素法の学び方，ISBN 978-4-526-06679-5 

授業資料  Moodle で公開しています。 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
合）

  ◎ ◎ ◎ ◎           

  ◯ ◯ ◯ ◯         欠格
条件 

  ◯ ◯ ◯ ◯         欠格
条件 

                    

                    

                    

  ◯ ◯ ◯ ◯         欠格
条件 

成績評価基準
に関わる補足
事項

ルーブリック

学習相談 いつでも可能 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-09-27 13:41:05.347
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講義科目名 流体力学基礎 

科目ナンバリングコード   

講義題目

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 春学期 

曜日時限 春学期 火曜日 ２時限

必修選択 選択 / Elective 

単位数  2.0 

担当教員 矢野 真一郎

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（建都） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  2 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

地表および地下の流体流動の特性を理解し，安全かつ環境に配慮した地球環境を保持・創造するためには，流体
運動のメカニズムに対する知識は不可欠となってくる。以上のような問題を取り扱える工学者を生育するために，
本授業では，流体力学の基礎を学習する。 

 To understand the characteristics of water flows and to conserve the global environment, fundamental
 knowledge of fluid mechanics and hydraulics is necessary. In this course, we study on the fundamental topics in
 hydraulics, such as pipe flow, static water dynamics, dimensional analysis, hydrostatic pressure, and so on. 

キーワード 流体，静水圧，次元解析，管路流，ベルヌーイの定理，運動量の定理 

履修条件等 特になし． 

履修に必要な
知識・能力 数学（特に微分・積分と微分方程式に関する知識）と力学の基礎的知識（質点系力学）が必要． 

 No 観点 詳細

 A

 1. 流体の性質に関する基礎的な内容を説明できる．

2. 流体の運動，圧力等に関する基礎的な内容を説明できる．

シラバス参照
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到達目標

 1. 知識・理解/ Knowledge and
 Understanding 3. 次元解析の理論を説明できる．

4. 管路流の理論を説明できる． 

 2.

 B

専門的技能/ Skills and other
 attributes 

 1. 流体力学の理論から，エネルギー方程式や運動量方程式を誘導で
きる．

2. 静止流体力学の理論から静水圧などの求め方を導出できる． 

3. 次元解析の理論から物理現象を無次元式で表現できる．

4. 管路流の理論から，管路のエネルギーの関係などを表現できる． 

 3.
 C

汎用的技能/ Transferable Skills 

 1. エネルギー方程式や運動量方程式を用いて，流体運動を記述でき
る．

2. 具体的な場について静水圧などを計算できる． 

3. 次元解析を物理実験に用いる方法を説明できる．

4. 管路流の理論から，具体的な管路の流れを表現できる． 

 4.

 D

態度・志向性/ Status and Value to
 Society 

 1. 管路水理学の意味を理解し，管路の設計などに寄与する意欲を持
つ．

2. 水環境問題における流体運動の意味を理解し，水環境保全に寄与
する意欲を持つ． 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 流体力学・水理学をなぜ学ぶか？       

 2. 流体の性質 ◯     

 3. 静水圧（１） ◯     

 4. 静水圧（２） ◯     

 5. 次元解析（１） ◯     

 6. 次元解析（２） ◯     

 7. 一次元流れの基礎（１） ◯     

 8. 一次元流れの基礎（２） ◯     

 9. 管路流の理論（１） ◯     

 10. 管路流の理論（２） ◯     

 11. 管路流の理論（３） ◯     

 12. 単線管路流（１） ◯     

 13. 単線管路流（２） ◯     

 14. 複雑な管路流 ◯     

 15. 期末試験   ◯   

授業以外での
学習にあたって

予習：指定された教科書の該当ページを通読しておく．

復習：指定された教科書，ならびに配布される演習用資料について演習問題などを学習する． 

テキスト 新編水理学（小松利光・矢野真一郎監修，理工図書） 

参考書 水理学I（椿東一郎著），明解水理学（日野幹雄著） 

授業資料 必要に応じて配布する． 

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠格
条件・
割合）
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成績評価

  ◎ ◎ ◎            80％ 

  ◯ ◯ ◯ ◯          10％ 

                    

                    

                    

                    

        ◎          10％ 

成績評価基準
に関わる補足
事項

出席点（小テスト）と期末試験により総合的に評価する． 

ルーブリック

学習相談 質問等がある場合には，随時，教員室にて対応する。質問はeメールでも受け付ける。ただし，試験の成績や合否
についてはメールでは受け付けない． 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-03-20 06:11:17.533
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講義科目名 生態工学 

科目ナンバリングコード   

講義題目 生態工学 Ecological Engineering 

授業科目区分 専攻教育科目 / Specialized Courses 

開講年度  2018 

開講学期 秋学期 

曜日時限 秋学期 水曜日 ３時限

必修選択 コース選択 / Elective for Civil Engineering Course 

単位数  2 

担当教員 清野 聡子

開講学部・学府 工学部 

対象学部等 地球環境工学科（建都） / Department of Earth Resources, Marine and Civil Engineering 

対象学年  2 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

地球環境、建設都市工学を学ぶ上で、生態学と工学の融合した分野への基礎的な理解を
すすめる 

授業概要

人類はこれまでに自らの手で多くの自然環境を消失させ、その勢いは現在も止まっていない。自然資源の持続可
能な利用のためには、現状把握や原因究明を進める必要がある。特に、生物多様性の保全策や生物生息地の自
然再生は重要な解決手段である。授業では、特に生態学の基礎、生物多様性の考え方、生態工学的視点による
自然再生について学ぶ。 

 Ecological Engineering is an integrated academic field of civil engineering and ecology. Engineering students
 should learn basic viewpoints and way of thinking of these fields. Recently, not only environmental conservation
 and restration, but ECO-Disaster Risk Reduction and Green Infrastructure come to be important in civil
 engineering.

-Biological diversity conservation 
-Habitat restoration
-Llandform and vegetation
-Environmental problems

Field work and excursion will be held in satoyama hills, agricultural village, tidal flat and sandy baeach to see the
 real situation. . 

キーワード 生物多様性，自然再生，生態学，汚染，気候変動, 自然資源, 持続可能な利用 

・学研災保険には必ず加入。フィールドワークを行うため。

シラバス参照
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履修条件等 ・定時の授業（水曜日３，４限）以外に、休日などにも行う。何回かにわけて行うため、いずれかを選択のこと。日程
は提示する。

・現場をみる力を養成するため、フィールドワークを行う。運動靴を履いて受講すること 

履修に必要な
知識・能力

フィールドワーク等に真摯にのぞむ姿勢。
日々の生活でも、生物と環境、人間と自然の関係に関心をもつ。 

到達目標

 No 観点 詳細

 1.  A：知識・理解 

現物の生物や地形などへの理解をすすめる。
1.生態工学の必要性と生物多様性への理解
2.自然再生事業の役割
3.地球規模の気候変動、汚染などの環境問題
4.第一次産業、生物資源の保全と持続可能な利用 

 2.  B：専門的技能 
日本語と、フィールド学習などでの自律的な行動。
1.生態学の基礎
2.地形学の視点 

 3.  C：汎用的技能 資料を読み込む意欲と集中力 

 4.  D：態度・志向性 現場と座学を対応させる 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 自然と人間。
伊都キャンパスの里山を例に 

◯ 伊都キャンパスを見る視点   

 2. 生物分類学 ◯ 生物の実物の特徴を観察し、スケッチする   

 3. 生物形態学 ◯ 生物の実物の特徴を観察し、スケッチする 関連資料をWEBにUP 

 4. 生息地ハビタット ◯ 実物の特徴を観察し、言語化する   

 5. 生物多様性 ◯ 生き物のつながりを理解する 関連資料を読み込む 

 6. 里山管理 ◯ 竹きりの実習   

 7. 農林水産業 ◯ 自然を活かした産業   

 8. 海 干潟と地球生態系 ◯ 渡り鳥の開い   

 9. 海 越境汚染問題 ◯ 砂浜の漂着ゴミ   

 10. 生物材料と地域知 ◯ 竹細工など   

 11. 流域   瑞梅寺川の上流から海まで バス見学 

 12. 湾岸   博多湾見学 バス見学 

 13. グリーンインフラと生態工学 ◯     

授業以外での
学習にあたって

この授業では、現場での判断力を養うことを重要視する。
①授業時間中に伊都キャンパス内では徒歩、周辺はバス見学での生態系の観察を行う。
②海岸、河川などへのエクスカーション（巡検・見学）を実施する。休日等になる可能性もあるが、可能な限り出席
のこと。 

テキスト 授業中に適宜配布する。 

参考書

授業資料 適宜WEB上にUPする 

成績評価

成績評価基準
に関わる補足
事項

期末レポート（小論文形式）は単位取得には必須。 

ルーブリック
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学習相談  seino アットマーク civil.kyushu-u.ac.jp に連絡 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-10-02 17:46:30.817
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講義科目名 アグリフードシステムと農学 

科目ナンバリングコード  AGR-AGR2051J、AGR-AEE2051JAGR-AGE2051J、AGR-MBI2051J、AGR-
FST2051JAGR-MBS2051J 

講義題目 アグリフードシステムと農学 

授業科目区分 （農）低年次専攻教育科目
（Agr）The Low year Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 前期 

曜日時限 前期 木曜日 ２時限

必修選択 選択必修（compulsory elective） 

単位数  2 

担当教員 前田 幸嗣

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 各コ－ス共通（Common Subject in All Courses） 

対象学年 学部2年（The 2nd year） 

開講地区 箱崎地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Japanese 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

農林水産業・食料・環境をめぐる諸問題の解決には、食料の生産・流通・消費に関わる各産業を「アグリフードシス
テム」という概念で一体のものとして捉え、総合的な視点から解決策を考える必要がある。また、その際には、自然
科学的なアプローチだけでなく、社会科学的なアプローチも必要となる。この授業では、社会科学的観点から、アグ
リフードシステムに関する様々なトピックスについて理解する。 

 The aim of this course is to learn topics in the agri-food system from the viewpoint of social science. 

キーワード アグリフードシステム、社会科学、経済学、経営学 

履修条件等 特になし。 

履修に必要な
知識・能力 特になし。 

到達目標

 No 観点 詳細

 1. 知識・理解・
技能 

アグリフードシステムに関するトピックスについて理解するとともに、それらについて社会科学
的観点からの説明ができる。 

シラバス参照
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授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講
義

演習・その
他

授業時間外学
習

 1. 協同組合セクターと日本の農協 ◯     

 2. アグリフードシステムと農業経営 ◯     

 3. アグリフードシステムと農村計画 ◯     

 4. 経済のグローバル化と食料貿易 ◯     

 5. 食品産業の市場支配力 ◯     

 6. 中間試験       

 7. 林業の特質と森林資源管理 ◯     

 8. フェアートレードから見る途上国の農業と持続可能な発展 ◯     

 9. 我が国の水産業の動向と魚食文化 ◯     

 10. 食料の消費とフードシステム ◯     

 11. 食料流通の特質とマーケティング ◯     

 12. 食生活の変化と消費者行動との相互作用 ◯     

 13. 農業の多面的機能と現代の食生活 ◯     

 14. 農産物・水産物の消費量が自然生態系にもたらす環境インパクト ◯     

 15. 循環型社会構築における 農業の貢献ー再生可能エネルギー供給の視
点からー 

◯     

 16. 期末試験       

授業以外での
学習にあたって

新聞等を利用してアグリフードシステムの実際に触れ、それを社会科学的観点から説明する習慣を身につけてい
ただきたい。 

テキスト

参考書

授業資料 各回の担当教員より、適宜配布する。 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠格
条件・
割合）

  ◎                80% 

                    

                    

                    

                    

                    

  ◯                20% 

成績評価基準
に関わる補足
事項

ルーブリック アグリフードシステムと農学ルーブリック.pdf
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学習相談 授業内容に関することは、各回の担当教員に直接相談すること。 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-04-06 12:51:40.99
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講義科目名 生物生産生態学 

科目ナンバリングコード  AGR-AGR2023J、AGR-AEE2023J、AGR-MBI2023J、AGR-MBS2023J 

講義題目 生物生産生態学 

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 金曜日 １時限

必修選択 選択必修（compulsory elective） 

単位数  2 

担当教員 上野 修
津田 みどり

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 各コ－ス共通（Common Subject in All Courses） 

対象学年 学部2年（The 2nd year） 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

現代農業の課題は、自然環境の保全を配慮しつつも、農耕地でいかに効率よく生産性を上げるか、あるいは森林
資源や水産資源をいかに管理し利用するかについて、科学的に究明することである。これは、農耕地や森林ある
いは海洋における応用生態学そのものである。この講義では、個体レベルから生態系レベルまでの生態学の全体
像を理解するために必要な基本概念を総合的に概説する。 

 This lecture provides basic concept and knowledge to understand ecology from individual level to ecosystem. 

キーワード 生理生態学、個体群生態学、群集生態学、群落と遷移、植物の分布と環境、植物の物質生産 

履修条件等 なし 

履修に必要な
知識・能力

 No 観点 詳細

１）生物と環境の相互作用について理解する。
２）動物個体群動態の法則を理解する。
３）植物群落の生産構造を理解する。

シラバス参照
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到達目標

 1.  A：知識・理解 ４）植物の遷移を理解する。
５）生物群集の法則性を理解する。
６）生態系の構造と機能を理解する。
７）生態系における物質循環を理解する。 

 2.  B：専門的技能   

 3.  C：汎用的技能   

 4.  D：態度・志向性   

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 概要及び植物生態学の歴史 ◯     

 2. 群落の組成と構造 ◯     

 3. 群落の機能 ◯     

 4. 群落の遷移 ◯     

 5. 植物の分布と環境 ◯     

 6. 植物の物質生産 ◯     

 7. 植物の成長解析法 ◯     

 8. 概要：生物の分布と個体数の決定要因、歴史と環境 ◯     

 9. 温度、資源、防御 ◯     

 10. 出生、死亡、移動、進化 ◯     

 11. 種内及び種間の相互作用：捕食 ◯     

 12. 種内及び種間の相互作用：競争・分散 ◯     

 13. 動物の個体群動態、共進化、収穫管理 ◯     

 14. 食物網の複雑性と安定性 ◯     

 15. 試験       

授業以外での
学習にあたって

テキスト なし。 

参考書
生態学入門（日本生態学会編）東京化学同人
植物生態学（寺島ほか）朝倉書店
図説植物生態学（沼田編）朝倉書店 

授業資料 プリント資料を配布する。 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8
備考（欠格
条件・割
合）

  ◎                 

                    

                    

                    

                    

                    

学期末試
験を受ける
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  ◎               
には出席
日数
が2/3以上
必要とす
る。 

成績評価基準
に関わる補足
事項

出席日数が２／３以上の受講生に対して、学期末試験により判定する。 

ルーブリック 生物生産生態学ルールブリック Sheet1.pdf

学習相談 随時 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-09-28 13:39:25.133
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講義科目名 灌漑工学 

科目ナンバリングコード  AGR-AEE2212J 

講義題目

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 前期 

曜日時限 前期 月曜日 ２時限

必修選択 選択必修（compulsory elective） 

単位数  2 

担当教員 凌 祥之
谷口 智之

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 生物資源生産科学コース（Agricultural Resources,Engineering and Economics） 

対象学年 学部3年（The 3rd year） 

開講地区 箱崎地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄） 原則として日本語 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

灌漑工学は，農業生産に関わる水利用の主要な部分を占め，実に地球上の湛水の約70%程度を占めている灌漑
に関する，工学的な取り扱いを解説するものである．農地における必要水量を算定し，各種の灌漑施設の規模を
決定し，散水の方法を決定するための基礎的な知見を学習する．特に，イネを主体とする水田と畑作物を栽培する
畑地は，湛水の有無や，土壌，対象作物が異なるために，別々に解説する．
生物生産環境工学分野のカリキュラムにおいて，灌漑工学は基礎と応用科目であり，水理学Ⅰ，水理学Ⅱを基礎
学として，利水工学，土壌物理学，土壌学，気象学，水環境工学など水，土と気象に関わる講義科目に必要な知
識を含む． 
※九州大学農業土木プログラム（JABEE認定）の学習・教育到達目標との対応
灌漑工学は，「C：農業土木技術者として必要な知識・技術の修得」における「C2：土，水，基盤，環境に関する計
画，設計の基礎の理解」を主体的に含む科目であり，また環境工学実験Ⅰに繋がる．
※JABEE認定基準1(2)との対応
灌漑工学は，「d：当該分野（農業工学関連分野）において必要とされる専門的知識とそれらを応用する能力」の内
容を主体的に含み，また「e：種々の科学，技術及び情報を活用して社会の要求を解決するためのデザイン能力」
の内容を付随的に含む． 

 “Irrigation Engineering” is the class on utilization of water for Agriculture, namely irrigation which occupies about
 70% of pure water on the earth, from engineering points of views. In this class, it is taught to calculate the
 required irrigation water amount for farmland or crop production, settlement of the capacity volume such as
 dams, channels, ponds etc. and irrigation methodology such as sprinklers &channels for both rice paddy where
 rice is cultivated and non-rice paddy where other kinds of crops are grown. Because they are quite different
 characteristics in terms of water ponding conditions, soils and target crops, etc.
In this curriculum of “Agro-production Environmental Engineering course”, this “Irrigation Engineering” is a both
 fundamental and applied one. And this is based on the fundamental subjects, such as “Hydraulics Ⅰ”,
 “Hydraulics Ⅱ”, and this is related to the subjects relating to soil, water and meteorology, namely “Soil
 Physics”, ‘Soil Science”, “Meteorology”, and “Water Environmental Engineering”.

 Expected goal of Learning &Education at Kyushu Univ. ,Irrigation , drainage and Land Reclamation Engineering,
 JABEE programs

シラバス参照
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Irrigation Engineering is in the “C; Obtaining of required knowledge and technologies”, and it contains mainly “C2;
 understanding of fundamental knowledge base of planning& designing on soil, water, base& environments and it
 relates to “Experiments of Environmental Engineering.

 It is related to JABEE design standard 1(2)
Irrigation engineering contains mainly “d; Scientific knowledges on this division and applied capability” and
 additionally it contains “e; Design capability of solving required requests from the society”. 

キーワード 水量，シロカキ，水田，畑，スプリンクラー/ Water requirement, paddling, rice paddy, non-rice paddy , sprinklers 

履修条件等 特段なし 

履修に必要な
知識・能力 特段なし 

到達目標

 No 観点 詳細

 1.  A：知識・理解 

・灌漑，農業における水利用の必要性【学習目標1】
・用水量算定上の基礎的な単語【学習目標2】
・水田における用水量の算定手順【学習目標3】
・畑における用水量の算定手順【学習目標4】
・乾燥地における灌漑に起因する問題点と対策【学習目標5】 

 2.  B：専門的技能   

 3.  C：汎用的技能   

 4.  D：態度・志向性   

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 水田灌漑 １（灌漑の目的と水田管理） ◯     

 2. 水田灌漑 ２（水田の水収支） ◯     

 3. 水田灌漑 ３（水利権と用水計画） ◯     

 4. 水田灌漑 ４（水利施設） ◯     

 5. 水田灌漑 ５（土地改良区） ◯     

 6. 水田灌漑 ６（水田灌漑に関わる最近の動向） ◯     

 7. 水田灌漑 ７（多面的機能） ◯     

 8. 水田灌漑 ８（中間試験） ◯     

 9. 畑地潅漑 1（畑地潅漑の概要） ◯     

 10. 畑地潅漑 2（畑地と水） ◯     

 11. 畑地潅漑 3（単位用水量1) ◯     

 12. 畑地潅漑 4（単位用水量2） ◯ 演習 1   

 13. 畑地潅漑 5（末端施設） ◯     

 14. 畑地潅漑 6（用水計画） ◯ 演習2   

 15. 灌漑施設計画 ◯     

 16. 期末試験       

授業以外での
学習にあたって

演習課題を複数回課す
補講として現地視察を行う． 

テキスト 水田灌漑については特に指定せず，毎回の講義で配布する
畑地灌漑については授業開始後に渡す 

「改訂7版 農業農村工学ハンドブック」（農業農村工学会）
「土地改良事業計画設計基準 計画 農業用水（水田）」（農林水産省）
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参考書 「土地改良事業計画設計基準 計画 ほ場整備（水田）」（農林水産省）
「農地環境工学」（山路，塩沢） 文永堂
「新編 灌漑排水 上巻」（丸山ら） 養賢堂
「食料・農業・農村白書」（農林水産省） 

授業資料 水田灌漑については適宜配布する
畑地潅漑については授業前に渡す 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠格
条件・
割合）

  ◎                 

                    

  ◎               

毎回の
コメン
トシー
トを含
む 

                    

                    

                    

  ◎                 

中間試
験 

◎                 

成績評価基準
に関わる補足
事項

前半の「水田灌漑（担当：谷口）」と後半の「畑地灌漑（担当：凌）」でそれぞれ50点の配点とする．
「水田灌漑」の成績は中間試験（40点）と受講態度（コメントシート）（10点）で評価する．
「畑地灌漑」は期末試験とレポートで評価する． 

ルーブリック Rubrics_Irrigation_Engineering.pdf

学習相談 適宜来室可能 

添付ファイル

その他
【コメントシートについて】
前半の「水田灌漑」では，毎回コメントシートを配布する．コメントシートも成績評価の対象なので，毎回必ず記入し
て提出すること（批判的なコメントも歓迎します．批判的なコメントという理由で減点することは絶対にありません）． 

更新日付  2018-07-21 13:31:59.828
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講義科目名 土壌学 

科目ナンバリングコード  AGR-AEE2231J、AGR-MBI2311J、AGR-FST2411J 

講義題目

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 火曜日 ２時限

必修選択 選択必修（compulsory elective） 

単位数  2 

担当教員 平舘 俊太郎

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 生物資源生産科学コース（Agricultural Resources,Engineering and Economics） 

対象学年 学部2年（The 2nd year） 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

地球の陸地の最表層部は土壌で覆われています．土壌は，単に岩石が細粒化したものではなく，多様な岩石を母
材としてその物理的・化学的変質や，変質物の移動・堆積によって生成した粉粒体の層です．この層はほとんどす
べての陸上植物の培地であり，莫大な数の微生物のすみかであり，また地球における物質循環の要（かなめ）で
す．土壌は大気組成にも大きな影響を与えています．いわゆる地球環境問題や，土壌・地下水の汚染などの環境
問題の理解には，土壌の理解が不可欠です．最近，このことが強く認識されるようになり，建設会社やコンサルタン
ト会社等では土壌に関する基礎知識をもつ技術者に対する需要が高まっています．この授業では，土壌の保全や
修復を強く意識しながら，
i) 土壌はどのような物質からできているか
ii) 土壌はどのようにして生成したか
iii) 陸域生態系において土壌はどのような機能を果たしているか
など，基礎的な事項について系統的に解説します．
※九州大学農業土木プログラム（JABEE認定）の学習・教育到達目標との対応
土壌学は，「C：農業土木技術者として必要な知識・技術の修得」の，「C2：土，水，基盤，環境に関する計画・設計
の基礎の理解」を主体的に含み，「F: グローバルな社会の中で，特に九州地域やアジアモンスーン地域における農
業の展開に係る農業土木技術者の役割を認識できる能力」を付随的に含む科目です．
※JABEE認定基準1(2)との対応
土壌学は，「d：当該分野（農業工学関連分野）において必要とされる専門的知識とそれらを応用する能力」の内容
を主体的に含み，また「e：種々の科学，技術及び情報を活用して社会の要求を解決するためのデザイン能力」の
内容を付随的に含みます． 

 The terrestrial surface of the earth is fully covered with soil. The soil is not merely finely fragmented rocks, but it
 is a layer of materials that formed by various earth surface processes including physical and chemical alteration
 of rocks, migration and re-deposition of the altered materials. This layer serves as a nutrient medium for almost
 all plants and a habitat for microbes. It plays a pivotal role in the circulation of elements on the earth. It has
 greatly influenced on the composition of the atmosphere. For comprehensive understanding of so called global
 environmental problems and issues on soil and groundwater pollution, relevant knowledge of nature and portieres
 of the soil is indispensable. With this recognition, many constructing and consulting firms are recruiting personnel
 having expertise of soil science. In this class, a series of introductory lectures are given with emphasis on 

シラバス参照
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i) materials composition of the soil
ii) soil forming processes
iii) functions of soil and soil materials in the earth surface processes. 

キーワード 一次鉱物，二次鉱物，土壌鉱物，土壌生成，土壌分類，土壌溶液，陽イオン交換，表面錯形成，沈殿，溶解，陸域
生態系，生態学，植物栄養分，地球環境，地域環境，農業 

履修条件等 なし 

履修に必要な
知識・能力

到達目標

 No 観点 詳細

 1.  A：土壌に関する基
礎知識の習得 

土壌を構成する主要物質とそれらの基本的性質に関する知識を身につける 

 2.  B：土壌に関する基
礎知識の応用 

土壌を構成する主要物質とそれらの基本的性質に関する知識を基礎として，土壌中
で進行する化学的・生物的プロセスを理解する 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講
義

演習・その
他

授業時間外学
習

 1. 私たちの生活を支える土壌：
私たちの暮らしと土壌がどのように関係しているかを学ぶ 

◯     

 2. 土壌生成のプロセス：土壌生成因子，風化作用 ◯     

 3. 土壌を構成する物質の化学①：二次鉱物としての結晶質アルミノケイ酸塩
鉱物 

◯     

 4. 土壌を構成する物質の化学②：補足，およびその他の二次鉱物 ◯     

 5. 土壌を構成する物質の化学③：土壌有機物 ◯     

 6. 土壌を構成する物質の化学④：イオンの保持と放出 ◯     

 7. さまざまな土壌：酸性土壌とアルカリ性土壌 ◯     

 8. 土壌の構造と保水性：密度、粒径組成（土性）、土壌構造，団粒構造，水
ポテンシャル 

◯     

 9. 土壌の生成と分類①：土壌分類の歴史と基礎的コンセプト ◯     

 10. 土壌の生成と分類②：US Soil TaxonomyとWRB ◯     

 11. 土壌の生成と分類③：日本の土壌分類 ◯     

 12. 土壌の機能①：炭素循環と土壌のかかわり ◯     

 13. 土壌の生成と分類②：火山灰土壌の生成と分類 ◯     

 14. 土壌の機能③：窒素循環と土壌のかかわり ◯     

 15. 土壌の機能④：生態系を支える土壌 ◯     

授業以外での
学習にあたって 授業内容が的確に知識として身につくよう，復習を行うこと． 

テキスト
最新土壌学、朝倉書店／A5／232ページ／1997年／ISBN978-4-254-43061-5 C3061／定価4,536円（本体4,200円
＋税）／久馬一剛 編
また，必要に応じて，適宜資料を配布する． 

参考書 １．土壌学の基礎：生成・機能・肥沃度・環境、農山漁村文化協会(農文協)／A5／412ページ／2003年／ISBNコー
ド 9784540032943／定価4,104円 （税込）／松中照夫 著 

授業資料

１．土壌を愛し、土壌を守る、日本ペドロジー学会編、博友社、2007． 
２．土壌調査ハンドブック、改訂版、日本ペドロジー学会編、博友社、1997．
３．Nyle C. Brady and Ray R. Weil (Eds.). The Nature and Properties of Soils, 12th ed., Prentice-Hall, Inc., 1999.
４．Syuntaro Hiradate, Jian Feng Ma, and Hideaki Matsumoto. STRATEGIES OF PLANTS TO ADAPT TO
 MINERAL STRESSES IN PROBLEM SOILS. Advances in Agronomy, 96, 65-132 (2007). 
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成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
合）

  ◎ ◎               

  ◯ ◯               

                    

                    

                    

                    

                    

その他
（自由
記述
１） 

                  

その他
（自由
記述
２） 

                  

その他
（自由
記述
３） 

                  

成績評価基準
に関わる補足
事項

学期末試験および小テストにより実施する 

ルーブリック 2018_土壌学ルーブリック .pdf 土壌学ルーブリック

学習相談 簡単な相談は、授業終了後に受け付けます．時間がかかる場合には、電子メール経由でスケジュールや面会場所
を設定の上、実施します． 

添付ファイル

その他
【授業の進め方】スライドプロジェクターを利用した説明が中心となる．
【小テスト】講義内容の区切りを目安に小テストを実施する．小テストは，Moodle経由で提出することになる。このた
め，PC等の端末を必ず持参すること。 

更新日付  2018-08-20 17:19:11.499
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講義科目名 気象学 

科目ナンバリングコード  AGR-AEE2241J 

講義題目 気象学 

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 月曜日 ４時限

必修選択 選択必修（compulsory elective） 

単位数  2 

担当教員 北野 雅治

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 生物資源生産科学コース（Agricultural Resources,Engineering and Economics） 

対象学年 学部2年（The 2nd year） 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Japanese 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

日々の生活にもっとも身近な自然現象である気象現象に含まれる多様な素過程（放射過程，大気の熱力学過程，
雲物理学および降水過程，大気の力学過程など）および気象観測等について概説するとともに，人間および生物
の活動に重大な影響を及ぼしている気候変動，環境問題，気象災害等の発生のメカニズムや影響について講義と
議論を行う．

※九州大学農業土木プログラム（JABEE認定）の学習・教育到達目標との対応
気象学は，「A：数学，自然科学等の基礎学力の修得と新しい科学技術を吸収・深化させる能力」および「C：農業土
木技術者として必要な知識・技術の修得」における「C2：土，水，基盤，環境に関する計画・設計の基礎の理解」を
主体的に含む科目である．
※JABEE認定基準1(2)との対応
気象学は，「c：数学及び自然科学に関する知識とそれらを応用する能力」および「d：当該分野（農業工学関連分
野）において必要とされる専門的知識とそれらを応用する能力」の内容を主体的に含み，また「e：種々の科学，技
術及び情報を活用して社会の要求を解決するためのデザイン能力」の内容を付随的に含む． 

 This class gives an outline of various processes in meteorological phenomenon (radiation, thermodynamics, cloud
 physics, precipitation, atmospheric dynamics, etc.), as the nearest natural phenomenon in daily life, and
 meteorological observations. Furthermore, Students learn the mechanisms of climate change, environmental
 problems, and meteorological disasters, which seriously affect life activity. 

キーワード
気象，大気，輸送現象，放射，エネルギー収支，大気の熱力学，水蒸気，雲，降水，風，大気大循環，気候システ
ム，気候変動，地球温暖化，異常気象，大気汚染，オゾン層破壊，エルニーニョ，酸性雨，砂漠化，黄砂，気象観
測，天気予報 

シラバス参照
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履修条件等 特になし 

履修に必要な
知識・能力

気象現象，気候変動に興味を持って授業に臨んで欲しい．また，高校で物理を履修しなかった学生に対しても配慮
した授業校生となっている． 

到達目標

 No 観点 詳細

 1.

 A
知識・理解
A
知識・理解
A 知識・理解 

 1．地球大気の概要を理解する． 

 2.  A 知識・理解  2．地球および大気のエネルギー収支を理解する． 

 3.  A 知識・理解  3．大気中の水の動態を理解する． 

 4.  A 知識・理解  4．風の吹き方を理解する． 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 大気の構造と気象現象 ◯     

 2. 熱，温度，エネルギー，輸送現象 ◯     

 3. 放射収支とエネルギー収支 ◯     

 4. 季節および日々の温度 ◯     

 5. 大気中の水分と気象 ◯     

 6. 大気の安定度 ◯     

 7. 雲および降水の物理 ◯     

 8. 風のメカニズム ◯     

 9. 風：大気境界層と中・小規模の現象 ◯     

 10. 風：台風，地球規模の現象 ◯     

 11. 世界の気候，日本の気候 ◯     

 12. 気候変動（その１） ◯     

 13. 気候変動（その２） ◯     

 14. 生物および農業と気象 ◯     

 15. 気象観測と天気予報 ◯     

 16. 学期末試験   試験   

授業以外での
学習にあたって

講義で扱うトピックスの理解度をはかるための小テスト，レポートを課す場合がある．予習は特に必要ないが，復習
は確実に行い次回までに不明点を残さないことが重要である．授業は最新気象百科（古川武彦監訳，椎野，伊藤
訳，丸善株式会社）の図表を使用して，複雑な気象現象を感覚的に理解できるように進める。 

テキスト 特に指定せず，授業に使用する資料は授業ごとに配布する． 

参考書 最新気象百科（古川武彦監訳，椎野，伊藤訳，丸善株式会社），大気環境学（朝倉書店），基礎気象学（朝倉書
店），気象の基礎知識（オーム社） 

授業資料 適宜配布 

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
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成績評価

合）

  ◎                 

  ◯                 

                    

                    

                    

                    

  ◯                 

成績評価基準
に関わる補足
事項

学期末試験（100点満点で評価）と受講態度（出欠状況，小テスト受験などから100点満点で評価）より配点比率
は8:2で判定する．60点未満を不合格（F）とし，A（90点以上），B（89～80），C（79～70），D（69～60）で成績を評価す
る．学期末試験では，記述を中心とする出題により到達目標1～7の達成度を評価する．また，受講態度の評価は，
欠席回数，小テストの成績に応じて減点する． 

ルーブリック 気象学ルーブリック2015.pdf

学習相談 毎週月曜日16：30～17：30をオフィスアワーとする．この時間帯以外でもいつでも質問などを受け付けるが，オフィ
スアワー以外の場合は事前に，E-mailあるいは研究室電話にて在室を確認すること． 

添付ファイル

その他

【授業の進め方】液晶プロジェクターを利用した説明が中心となる（配布資料有り）．
【出席確認】授業冒頭に行う．30分以内に遅れて来た者は遅刻とし，それ以上の遅れは欠席とする．授業終了30分
前以前に退席した場合は欠席とする．
【再試験】学期末試験受験者のうち，出席日数が2/3以上（欠席回数が5回未満）の受講生を対象に，再試験を1回
のみ実施する． 

更新日付  2018-05-31 09:59:09.426
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講義科目名 農地環境工学 

科目ナンバリングコード  AGR-AEE3221J 

講義題目

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 前期 

曜日時限 前期 金曜日 ２時限

必修選択 選択必修（compulsory elective） 

単位数  2 

担当教員 東 孝寛

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 生物資源生産科学コース（Agricultural Resources,Engineering and Economics） 

対象学年 学部3年（The 3rd year） 

開講地区 箱崎地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Japanese 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

農地環境工学は，高生産性であると同時に環境保全条件を備えている優良農地や快適な生活空間としての農村
環境をつくるための技術工学であり，かつ土地利用についての科学である。その取り扱う分野は広範多岐にわたる
が，本授業では，以下に記すように農地（水田）の整備・造成・保全に関するトピックスを中心に，我が国の食料・農
業・農村の現状と問題点，および農地の役割（多面的機能など）や地球環境問題（砂漠化，土壌の塩類化など）な
どについても解説する。
授業では，自然環境と調和し，かつ高い生産性を有する農地の整備・造成技術や保全技術を修得するだけでなく，
農地の多面的機能や地球環境問題についての理解を深めることにより，豊かな国土，快適な農村空間をつくり出
す農業土木技術者として必要な農地環境工学に関する知識・技術を身につけさせることを目的としている。

＜授業で扱うトピックス＞
１．開発と環境保全 ２．地球環境問題 ３．農地の役割
４．水田の土壌と構造 ５．農地の多面的機能 ６．水田の地耐力
７．水田の汎用化 ８．水田の農地組織 ９．換地処分

＜授業の進め方＞
授業では，テキストとして「農地環境工学 第2版」（山路永司・塩沢 昌・吉田修一郎編，文永堂出版，2016）を使用
し，板書を中心に解説する。授業内容の理解度を深めるため，あるいは課題を探求し，組み立て，解決する能力を
向上させるために，特定の課題についてのレポート（数回程度）を課す。レポートは，添削して返却する。

※この授業科目は，生物生産環境工学分野（農業土木プログラム）では指定科目であり，プログラムの学習・教育
到達目標Ｃ２，Ｂ，Ｆ，Ｄ３に関連しています。 

 This subject is one of the important applied subjects concerning the agricultural land, farmland consolidation,
 farmland conservation, multiple functions of agricultural land and environmental conservation, etc. in the
 irrigation, drainage and rural engineering, and has treated the following content.
 a) Development and environmental conservation
 b) Problems of global environment problems
 c) Role of agricultural land

シラバス参照

PAGE TOP

M4-64



 d) Soil and structure of paddy field
 e) Multiple functions of agricultural land
 f) Bearing capacity of paddy field
 g) Conversion of paddy field into multi-purpose one
 h) Field system of paddy field
 i) Legal replotting determination
  

キーワード 食料・農村・農業の現状と問題点，開発と環境保全，持続的農業，地球環境問題，農地の役割，農地の多面的機
能，水田の土壌，水田の地耐力，汎用農地，水田の圃場整備，農地組織，換地処分 

履修条件等 特になし。 

履修に必要な
知識・能力

農地環境工学は，裾の広い科学と技術を包括した技術学であり，自然科学に加えて社会科学の知識も必要とす
る。受講を希望する人は，２年次後期に開講される土質理工学Ⅰなどの専門基礎科目，および灌漑工学や土壌学
などの専門技術科目を履修しておくことが望ましい。 

到達目標

 No 観点 詳細

 1. 知識・理解 

１．我が国の食料・農業・農村の現状と問題点，農地の役割について理解する。
２．開発と環境保全，地球規模の環境問題について理解する。
３．水田の土壌・構造，農地の多面的機能について理解する。
４．水田の地耐力，汎用化について理解する。
５．水田の農地組織，換地処分について理解する。 

 2.  B：専門的技能   

 3.  C：汎用的技能   

 4.  D：態度・志向性   

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講
義

演習・
その他

授業時間外学習

 1. 農地環境工学とは，授業日程・授業内容の説明，我が国の食料・農業・農
村の現状(概説)，環境問題への認識の変遷 

◯   授業内容の復習 

 2. 開発と環境保全(1) ◯   授業内容の復習 

 3. 開発と環境保全(2)，持続的農業 ◯   授業内容の復習 

 4. 地球環境問題と農地環境工学（砂漠化） ◯   授業内容の復習 

 5. 地球環境問題と農地環境工学（土壌の塩類化） ◯   授業内容の復習，
課題レポート 

 6. 農地の役割（人口と食料，農地の歴史・現状） ◯   授業内容の復習 

 7. 農地の役割（農地の歴史・現状，耕作放棄，よい農地の条件，など） ◯   授業内容の復習，
課題レポート 

 8. 水田の構造（水田に求められる条件，湛水機能と排水機能，これを支える
土層条件），水田の土壌（水田土壌の特徴） 

◯   授業内容の復習 

 9. 水田の土壌（断面形態と分類），農地の多面的機能 ◯   授業内容の復習 

 10. 農地と水文・水質環境，水田の地耐力（地耐力とは，地耐力の測定法） ◯   授業内容の復習 

 11. 水田の地耐力（コーン指数による走行性の判定，排水による地耐力の強
化），水田の汎用化（汎用農地の意義） 

◯   授業内容の復習 

 12. 水田の汎用化（水田と畑の圃場機能の違い，汎用農地化と土壌の変
化），水田の農地組織（区画の標準的形状） 

◯   授業内容の復習 

 13. 水田の農地組織（用排水路，農道，畦畔） ◯   授業内容の復習 

 14. 水田の農地組織（区画計画の考え方），換地処分（換地処分とは何か） ◯   授業内容の復習，
課題レポート 

 15. 換地処分（換地処分の意義，換地処分の基本構造と換地手法） ◯   授業内容の復習 

 16. 学期末試験   試験   

授業以外での
予習はテキスト・資料に目を通す程度でよいが，復習は確実に行い，系統立てて理解することが重要である。 
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学習にあたって

テキスト 「農地環境工学 第2版」（山路永司・塩沢 昌・吉田修一郎編，文永堂出版，2016）をテキストとして使用するので，各
自購入のこと。 

参考書 参考書としては，改訂七版 農業農村工学ハンドブック（農業農村工学会編，農業農村工学会，2010）を推奨する。 

授業資料 補足資料などは，授業ごとに適宜配布する。 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
合）

  ◎                 

                    

  ◎               数回
程度 

                    

                    

                    

  ◯                 

成績評価基準
に関わる補足
事項

本授業の成績は，出席日数が2/3以上の受講者に対して，学期末試験および課題レポート（数回程度），出席状
況・授業中の態度により総合的に判定する。具体的には，学期末試験と課題レポート，出席状況・授業中の態度の
配点比率を7:3とし，100点満点で評価する。ただし，学期末試験の得点が基準点（60点）に満たない者へは，再試
験（１回のみ実施）を課す。
最終成績（到達目標の達成度）は，総合評価点に基づいて以下のように判定する。
 A（90点以上），B（80～89点），C（70～79点），D（60～69点），F（60点未満）
 
  

ルーブリック 農地環境工学のルーブリック（H28：前期）.pdf

学習相談 オフィスアワー 金曜日 12:00～13:00 (農学部2号館206号室) 
在室中は，いつでも受け付けます。気軽においで下さい。 

添付ファイル

その他

・３年次前期に開講される専門基礎科目の土質理工学Ⅱ，土壌物理学ならびに専門技術科目の排水工学，農業
気象学，３年次後期に開講される専門技術科目の農地保全学，利水工学，水環境工学なども農地環境工学と関連
が深い科目である。
・所定の授業回数に達しない場合は補講に努めるが，補講が不可能な場合もあり得る。
・学期末試験は必ず実施する。なお，学期末試験については，解答例を配布するとともに，答案は採点後返却す
る。 

更新日付  2018-03-26 16:33:51.955
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講義科目名 水環境工学 

科目ナンバリングコード  AGR-AEE2211J 

講義題目 豊かな地域水環境を目指して 

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 月曜日 １時限

必修選択 選択必修（compulsory elective） 

単位数  2 

担当教員 平松 和昭

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 生物資源生産科学コース（Agricultural Resources,Engineering and Economics） 

対象学年 学部2年（The 2nd year） 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Japanese 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

水環境工学は自然と調和した地域水環境の創出と持続的開発に関する基礎学の一つであり，農業農村地域の水
と物質の循環について理解を深めさせ，環境問題解決策の手法を教授することによってグローバルな問題にも適
用できる能力を育成することを目標とする．授業内容は，水環境調査について概説したのち，水環境工学の基礎と
なる環境水理学を修得させる．さらに，河川・湖沼・沿岸域における集水域の水質動態，水質環境の解析とモデル
及び水辺環境の計画と設計について解説する．

＜九州大学農業土木プログラム（JABEE認定）の学習・教育到達目標との対応＞
水環境工学は，「C：農業土木技術者として必要な知識・技術の修得」における「C2：土，水，基盤，環境に関する計
画・設計の基礎の理解」を主体的に含む科目であり，また，「B：多様な文化の存在と現代社会の抱える諸問題を客
観的に理解できる能力」，「C：農業土木技術者として必要な知識・技術の修得」における「C3：実験や調査の計画・
実行、データ解析およびレポート作成の能力」，「D：社会人・職業人として必要な知識・技術の修得」における「D1：
遵守しなければならない技術者倫理の理解」，｢F：グローバルな社会の中で，特に九州地域やアジアモンスーン地
域における農業の展開に係る農業土木技術者の役割を認識できる能力｣を付随的に含む科目である．

＜JABEE認定基準1(2)との対応＞
水環境工学は，「d：当該分野（農業工学関連分野）において必要とされる専門的知識とそれらを応用する能力」の
内容を主体的に含み，また「e：種々の科学，技術及び情報を活用して社会の要求を解決するためのデザイン能
力」の内容を付随的に含む． 

 “Water Environment Engineering” is one of the basic subjects for creating regional water environment in their
 harmony with nature and contributing to the sustainable development in regional areas. The learning objective of
 the subject is primarily the understanding of hydrological circulation and material circulation in closed water
 bodies as well as watersheds and how to utilize a variety of mathematical models for solving environmental
 problems in regional areas, and then fostering comprehensive ability for tackling global environment problems. In
 the classes, field observation techniques for regional water environment are firstly outlined and the
 Environmental Hydraulics is taught as one of basic academic skills for Water Environment Engineering”. And
 then, the water quality dynamics in rivers, lakes and ponds, estuaries as well as watersheds, mathematical

シラバス参照
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 models for water quality analyses, and basic concepts and methodologies of planning and designing for waterfront
 environment are taught expansively. 

キーワード 環境水理，汚濁負荷量，物質の移流拡散，水質解析モデル，環境との調和 

履修条件等 特になし． 

履修に必要な
知識・能力

水環境工学は水環境工学では水と物質の移動についての基礎理論，水質の数理モデルと解析，生物個体数の動
態，等を学習する．各種モデルは微分方程式が基本となるため，応用数学を履修しておくことが望ましい．また，毎
回の講義では予習と復習に努めること． 

到達目標

 No 観点 詳細

 1.  A 知識・理解 

【到達目標１】環境への影響を科学的に判断する基礎数理を理解する．
【到達目標２】集水域の水物質循環を理解し，数理モデル解析ができる．
【到達目標３】水辺環境の工学的評価手法を修得する．
【到達目標４】データ解析能力を養う． 

 2.  B：専門的技能   

 3.  C：汎用的技能   

 4.  D：態度・志向性   

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講
義

演習・その
他

授業時間外学習

 1. 水環境の現状，水環境調査，水質関連法規 【到達目標１，２，３，
４】 

◯ － 配布資料による復
習 

 2. 水環境調査（水質項目と調査法，水位流量曲線） 【到達目標１，３，
４】 

◯ － 配布資料による復
習 

 3. 環境水理１（浮遊性物質の挙動，生態系の数理） 【到達目標１，３，
４】 

◯ － 配布資料による復
習 

 4. 環境水理２（河川の水環境） 【到達目標１，３，４】 ◯ － 配布資料による復
習 

 5. 環境水理２（河川の水環境） 【到達目標１，３，４】 ◯ － 配布資料による復
習 

 6. 環境水理４（貯水池の水環境） 【到達目標１，３，４】 ◯ － 配布資料による復
習 

 7. 環境水理４（貯水池の水環境） 【到達目標１，３，４】 ◯ － 配布資料による復
習 

 8. 環境水理５（沿岸域・内湾の水環境） 【到達目標１，３，４】 ◯ － 配布資料による復
習 

 9. 環境水理５（沿岸域・内湾の水環境） 【到達目標１，３，４】 ◯ － 配布資料による復
習 

 10. 集水域の水質環境１（発生源） 【到達目標２，３，４】 ◯ － 配布資料による復
習 

 11. 集水域の水質環境１（発生源） 【到達目標２，３，４】 ◯ － 配布資料による復
習 

 12. 集水域の水質環境２（自然浄化） 【到達目標２，３，４】 ◯ － 配布資料による復
習 

 13. 水質モデルと解析手法（水域モデル，生態系モデル） 【到達目標１，
２，３，４】 

◯ － 配布資料による復
習 

 14. 環境との調和に配慮した事業の計画と設計１ 【到達目標１，２，３，
４】 

◯ － 配布資料による復
習 

 15. 環境との調和に配慮した事業の計画と設計２ 【到達目標１，２，３，
４】 

◯   配布資料による復
習 

 16.

学期末試験

以上，試験を含む計16コマ（授業時間90分×16回=24時間）の授業
を行う. 

◯ －   
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授業以外での
学習にあたって

毎回，講義内容で分かりにくいと思われる箇所の補足資料を配付し説明する．また，講義の理解度を確認するた
め，毎回，小テストを実施し，その解答例を配布する．初回講義で配布するテキスト，毎回の講義で配布するこれら
の資料で復習に努めること． 

テキスト 授業担当者作成のテキストを初回の講義時に配布する． 

参考書
水質環境学編集委員会編著，水質環境学，農業土木学会(1998) …中央図書館指定図書
有田正光編著，水圏の環境，東京電気大学出版局(1998) …中央図書館開架図書
※配布テキストおよび補足プリントで必要な情報は網羅するので，特に参考書は必要ない． 

授業資料 適宜配布する． 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠格
条件・
割合）

  ◎                 

  ◯               

毎
回，
小テ
ストを
実施 

                    

                    

  ◯                 

                    

  ◯                 

成績評価基準
に関わる補足
事項

学期末試験と，毎回課す小テストおよび授業への貢献度・出席より評価する．配点比率は8:2とする．100点満点
で60点未満を不合格（F）とし，A（90点以上），B（89～80），C（79～70），D（69～60）で成績を評価する．学期末試験
では，説明問題・計算問題を出題し，到達目標１～４の達成度を評価する（評価水準については，別紙の水環境工
学のルーブリックを参照のこと）． 

ルーブリック 20150912_水環境工学ルーブリック.pdf

学習相談 担当教員のオフィスアワーは毎週水曜日の16時30分から17時30分．この時間帯以外でも質問などを受け付ける
が，オフィスアワー以外の場合は事前にE-mailあるいは電話にて在室を確認すること． 

添付ファイル

その他

【受講にあたっての準備】関数電卓を持参すること．
【出席確認について】授業開始時と30分経過時に出席を確認する．30分以上の遅刻は欠席扱いとする．大学指定
の疾病による公欠以外の公欠は認めない（欠席としてカウントする）．
【小テスト】理解度の確認のため，15分程度で解答可能な小テストを毎回実施する．小テストは講義終了時に回収
するとともに，解答例を配布する．小テストは採点後，返却する．
【学期末試験】関数電卓を持参すること．試験終了時に解答例を配布する．解答用紙は採点後，返却する．
【再試験・追試験】再試験は実施しない．やむを得ない理由（証明文書が必要）と判断した場合にのみ，追試験を実
施する． 

更新日付  2018-03-26 11:12:45.232
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講義科目名 農業気象学 

科目ナンバリングコード  AGR-AEE2242J 

講義題目

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 前期 

曜日時限 前期 月曜日 ４時限

必修選択 必修（compulsory） 

単位数  2 

担当教員 北野 雅治
安武 大輔

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 生物生産環境工学分野（Environmental System Engineering） 

対象学年 学部3年（The 3rd year） 

開講地区 箱崎地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Japanese 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

農業生産は，気象環境に大きく左右されている．農業生産場（水田，畑地，園芸施設）での気象環境の動態および
生物と気象環境との関係に関する物理的基礎および生理生態的基礎を習得する．さらに，気候変動・変化下での
持続可能な環境保全的高収益農業生産を目指す農業気象学的方法論として，農業防災，温暖化に対する適応
策，気象資源の有効利用，農業計測（環境計測と植物生体計測），施設生産の高度化技術等について学ぶ．
※九州大学農業土木プログラム（JABEE認定）の学習・教育到達目標との対応
農業気象学は，「A：数学，自然科学等の基礎学力の修得と新しい科学技術を吸収・深化させる能力」を主体的に
含む科目であり，「C：農業土木技術者として必要な知識・技術の修得」における「C2：土，水，基盤，環境に関する
計画・設計の基礎の理解」を付随的に含む科目である．
※JABEE認定基準1(2)との対応
農業気象学は，「d：当該分野（農業工学関連分野）において必要とされる専門的知識とそれらを応用する能力」の
内容を主体的に含み，また「e：種々の科学，技術及び情報を活用して社会の要求を解決するためのデザイン能
力」の内容を付随的に含む． 

 Agricultural production considerably depends on meteorological environment. Students learn the physical,
 physiological and ecological fundamentals in relation to meteorological dynamics and its effects on crops in
 agricultural fields (open- and closed fields). Furthermore, students also learn the prevention of agricultural
 disasters, adaptive policy to global warming, effective utilization of meteorological resources, meteorological
 measurement, bioinstrumentation, and environmental control in greenhouses, which are methodology based on
 agricultural meteorology for sustainable and high profitable agriculture under climate change. 

キーワード 気象環境，植物－環境系輸送現象，植物生理生態，植物環境反応，温暖化，気象災害 

履修条件等 気象学（2年生後期：選択必修）を受講していることが望ましい． 

シラバス参照
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履修に必要な
知識・能力

気象環境と農業（生物生産）に興味を持って授業に臨んで欲しい．また，高校で物理を履修しなかった学生に対し
ても配慮した構成・内容となっている． 

到達目標

 No 観
点

詳細

 1.

Ａ．
知
識・
理
解 

農業生産場の気象環境の物理的基礎を習得する．生産対象の生物と気象環境との相互関係および植
物－環境系の輸送現象に関する物理的・生理生態的基礎を習得する．農業気象災害の発生メカニズ
ムと対策を理解する．農業に対する気候変動・変化の影響に関する知識を理解する．持続的・環境保全
的農業に向けた農業気象学的戦略について議論できる能力を養う． 

 2.

 B：
専
門
的
技
能 

  

 3.

 C：
汎
用
的
技
能 

  

 4.

 D：
態
度・
志
向
性 

  

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 第 1回 農業気象学概要（分野，沿革，使命，内容） ◯     

 2. 第 2回 放射の基礎と農業 ◯     

 3. 第 3回 温度の基礎と農業 ◯     

 4. 第 4回 湿度の基礎と農業 ◯     

 5. 第 5回 風の基礎と農業 ◯     

 6. 第 6回 降水の基礎と農業 ◯     

 7. 第 7回 植物－環境系のエネルギー動態 ◯     

 8. 第 8回 植物－環境系の水分動態 ◯     

 9. 第 9回 植物－環境系の炭素動態 ◯     

 10. 第10回 園芸施設の放射・温度環境とその制御 ◯     

 11. 第11回 園芸施設のガス環境とその制御 ◯     

 12. 第12回 農業気象災害と環境ストレス ◯     

 13. 第13回 気候変動と農業 ◯     

 14. 第14回 持続的農業に向けた農業気象学的戦略① ◯     

 15. 第15回 持続的農業に向けた農業気象学的戦略②   演習   

 16. 第16回 学期末試験   試験   

授業以外での
学習にあたって

講義で扱うトピックスの理解度をはかるための中間テスト，レポート，プレゼンを課す．予習は特に必要ないが，復
習は確実に行い次回までに不明点を残さないことが重要である． 

テキスト とくに指定せず，授業に使用する資料は授業ごとに適宜配布する 

参考書 「生物環境気象学」（浦野慎一ほか：文永堂出版）
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「農学・生態学のための気象環境」（文字信貴ほか：丸善株式会社） 

授業資料 適宜配布 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
合）

  ◎                 

  ◯                 

  ◯                 

  ◯                 

                    

                    

  ◯                 

成績評価基準
に関わる補足
事項

学期末試験（100点満点で評価）と受講態度（出欠状況，レポートの提出状況，プレゼンの積極性などから100点満
点で評価）より配点比率は7:3で判定する．60点未満を不合格（F）とし，A（90点以
上），B（89～80），C（79～70），D（69～60）で成績を評価する．学期末試験では，記述を中心とする出題により到達
目標1～5の達成度を評価する．また，受講態度の評価は，無欠席かつ期日内でのレポート提出に対して満点とし，
欠席回数，演習問題の未提出・提出遅れの回数に応じて減点する． 

ルーブリック 農業気象学のルーブリック.pdf

学習相談 毎週月曜日16：30～17：30をオフィスアワーとする．この時間帯以外でもいつでも質問などを受け付けるが，オフィ
スアワー以外の場合は事前に，E-mailあるいは研究室電話にて在室を確認すること． 

添付ファイル

その他

【授業の進め方】液晶プロジェクターを利用した説明が中心となる（配布資料有り）．
【出席確認】授業冒頭に行う．15分以内に遅れて来た者は遅刻とし，それ以上の遅れは欠席とする．
【再試験】学期末試験受験者のうち，出席日数が2/3以上（欠席回数が5回未満）かつレポートをすべて提出した受
講生を対象に，再試験を1回のみ実施する． 

更新日付  2018-05-31 09:58:42.079
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講義科目名 食料流通経済学 

科目ナンバリングコード  AGR-AEE3332J、AGR-AGE3241J 

講義題目  Food marketing and Economics 

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 前期 

曜日時限 前期 月曜日 ２時限

必修選択 必修（compulsory） 

単位数  2 

担当教員 福田 晋

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 農政経済学分野（Agricultural Economics） 

対象学年 学部3年（The 3rd year） 

開講地区 箱崎地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Japanese 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

食料・農産物の流通に関わる理論、流通制度（卸売市場法、食糧法、食品表示に関する制度、食品衛生
法、JAS法等）及び農業主産地における出荷組織、品目ごとの流通実態の特質を考慮しながら、わが国における食
料・農産物の流通を経済学的な視点で講義する。 

 Learning of food marketing theory, Institution of food distribution and marke, producer's condauct for food
 distribution and marketing. 

キーワード 食料流通機構、卸売市場、市場取引、契約取引、食品の安全性、食品表示 

履修条件等 農学部コース共通科目であるアグリフードシステムと農学、ミクロ経済学、政治経済学、生物資源生産科学コース
の選択必修科目である流通経済学を履修していることが望ましい。 

履修に必要な
知識・能力

 2年後期に開講される農学部コース共通科目であるミクロ経済学の基本的知識を習得していること、また、生物資
源生産科学コースの選択必修科目である流通経済学の基本的知識を身に着けていることが望ましい。 

 No 観点 詳細

シラバス参照
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到達目標

 1. 市場及び流通制度 食料・農産物の市場及び流通に必須の制度について正確に理解する 

 2. 食料・農産物の流通実態 実際の統計等により、食料・農産物の流通の現状について正確に理解する 

 3. 流通経済理論を応用した思
考 

特定の流通制度の下での流通の現状を流通経済理論の枠組みで説明でき
る 

 4.  D：態度・志向性   

授業計画

 No 進度・内容・行動目標
講
義

演
習・
その
他

授
業
時
間
外
学
習

 1.
オリエンテーション：講義の内容、進め方について講義するとともに、食料流通経済学の講
義の目的について説明する。すなわち、食料・農産物の流通問題を理論、制度、実態の3つ
の観点からとらえることができるようになることの重要性について理解する。 

◯     

 2. 食品の流通機構：流通経済論の基礎的考え方を講義することで、食料・農産物の流通につ
いて応用することの重要性について理解する。 

◯     

 3. 食生活の成熟と食料消費の変化：食料・農産物の流通システムを規定する消費の動向と
その変化の過程について講義する。 

◯     

 4.
卸売市場制度：わが国独自の生鮮品の卸売市場制度について講義する。その制度が、流
通業の構造変化、消費構造の変化、農業構造と農業者の組織の変化と相互規定的である
ことを理解する。 

◯     

 5.
青果物の流通システム：卸売市場システムの中核をなす青果物を対象に、卸売市場流通
の実態と変化及び卸売市場外流通の拡大の動向について講義し、その実態の理論的解
釈を行う。 

◯     

 6.
福岡市卸売市場見学：実際の卸売市場でどのような取引が行われているかを、福岡市卸
売市場を見学して現場の話を聞くことで理解する。   

福岡
市卸
売市
場見
学 

  

 7. 米の流通システム：米の流通制度の変遷を理解したうえで、今日のコメ流通システムを理
解する。 

◯     

 8.
食肉の流通システム：牛肉、豚肉等の食肉の流通システムについて、卸売市場と産地食肉
センターを介した流通システムについて講義する。また、家畜から食肉として流通する過程
での安全性確保システムについても理解する。 

◯     

 9.
牛乳・乳製品の流通システム：産地段階の生乳の流通システム、製品段階の牛乳・乳製品
の流通システムについて講義する。とりわけ、産地段階の生乳における飲用乳市場と加工
乳という用途別市場システムについて理解する。 

◯     

 10.
食品・農産物の輸出入：食品・農産物の貿易に関わる検疫、衛生検査、関税制度について
講義するとともに、輸入に関わる国境措置制度についても講義する。そのうえで、食品・農
産物の輸出入の実態を把握し、理論的解釈を行う。 

◯     

 11. 外食・中食の成長と食品流通：私たちの食品の消費において、外食と中食の占める割合は
極めて高くなった。外食・中食産業の成長と現状及びその特徴について理解する。 

◯     

 12. 食品・農産物流通における安全性の担保:食品の安全性を担保する流通過程の諸制度及
びその実態について講義する。 

◯     

 13.
食品・農産物における表示と信頼の確保：食品・農産物に対する消費者の信頼を確保する
ための表示制度について最新の動向を講義するとともに、表示問題と消費者の信頼確保
との関係を理論的に解釈する。 

◯     

 14.
加工食品と6次産業：主要な加工食品の流通システムについて生鮮食品の流通と対比させ
ながら講義する。また、産地段階で農産物に付加価値をつけて加工食品などを製造す
る6次産業の動向と課題について説明する。 

◯     

 15. 試験:食料・農産物の流通に関して、理論、制度、実態について包括的な理解ができている
かという観点から試験を行う。 

◯     

授業以外での
学習にあたって 九州大学WEB学習システムを利用して小テストの課題提出を求める 

テキスト

参考書 日本農業市場学会編「食料・農産物の流通と市場Ⅱ」筑波書房、時子山ひろみ・荏開津典生「フードシステムの経
済学 第5版」医歯薬出版株式会社 
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授業資料 毎回の講義ノートをWEB学習システムを通して配布する。 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
合）

  ◎ ◎ ◎            60 

  ◯ ◯ ◯            20 

                    

                    

  ◯ ◯ ◯            10 

                    

  ◯                10 

成績評価基準
に関わる補足
事項

ルーブリック 食料流通経済学のルーブリック.pdf 食料流通経済学のルーブリック

学習相談 講義のあった月曜日の午後を学習相談の時間帯とする 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-04-02 13:35:54.583

M4-75



講義科目名 環境経済学 

科目ナンバリングコード  AGR-AEE3331J、AGR-AGE3251J 

講義題目

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 前期 

曜日時限 前期 火曜日 ２時限

必修選択 必修（compulsory） 

単位数  2 

担当教員 矢部 光保

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 農政経済学分野（Agricultural Economics） 

対象学年 学部3年（The 3rd year） 

開講地区 箱崎地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Japanese 

教室   

その他
（自由記述欄）

今年度は、伊都キャンパスへの引っ越しとその準備のために、5月の講義に休講が多くなるため、課外研修の時
間を多くとる。 

授業概要

食料・環境・エネルギー問題が発生する制度的社会的原因について経済学的視点から明らかにするとともに、これらの諸問題を解決するための
政策手法とそのための資源・環境・エネルギーの効率的利用・配分についての考え方を講義する。加えて、環境価値評価の実践的講義も行う。 

 This class is to orient students with topics in Environmental Economics, the analytical techniques that policy makers adopt and the food,
 energy and environmental problems. Student will be able to analyze basic environmental issues with economic methods and tools, and
 economic evaluation approaches on environment. 

キーワード 外部経済、外部不経済、市場の失敗、環境税、環境補助金、直接規制、環境価値の経済評価、廃棄物政策、有機性廃棄物の循環利用 

履修条件等 入門レベルのミクロ経済学を履修しておくことが望ましい。 

履修に必要な
知識・能力 入門レベルのミクロ経済学 

 No 観点 詳細

 1. 環境財
の理解 

環境財の特徴として、非排除性、非競合性、外部性がある。これらの概念を理解し、現実の環境財について、このような概念を持
ちいて説明できるようにする。 

シラバス参照
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到達目標

 2.
環境政
策手法
の理解 

環境政策の代表的手法としては、環境税、環境補助金、直接規制がある。これらの手法の特徴、長所、短所を理解し、現実の環
境政策を説明できるようになる。 

 3.
環境価
値の経
済評価 

環境価値の経済価値には、利用価値、非利用価値がある。さらに、オプション価値、遺贈価値、存在価値に分かれる。これらの
価値を理解し、環境の実態に即して説明できるようになる。また、環境価値の評価手法としては、代替法、旅行費用法、仮想評価
法、選択実験等いくつかあるので、これらの手法の特徴、長所、短所を理解し、説明できるようになる。 

 4.

有機性
廃棄物
の循環
利用 

家庭生ゴミ、食品残渣、畜産ふん尿等の有機性廃棄物について、再生可能エネルギー利用の視点も含め、循環利用政策を理解
し、説明できるようになる。 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 市場の失敗と政府の失敗 ◯     

 2. 農業環境政策と多面的機能 ◯     

 3. 環境価値と環境評価手法１ ◯     

 4. 環境価値と環境評価手法２ ◯     

 5. 選択実験による環境価値評価 ◯     

 6. 環境税と環境補助金 ◯ 
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講義科目名 土壌・環境微生物学 

科目ナンバリングコード  AGR-AEE3322J、AGR-MBI3121J、AGR-FST3422J 

講義題目  Soil and Environmental Microbiology 

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 前期 

曜日時限 前期 火曜日 ２時限

必修選択 選択必修（compulsory elective） 

単位数  2 

担当教員 酒井 謙二

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 応用生命化学分野（Agricultural Chemistry） 

対象学年 学部3年（The 3rd year） 

開講地区 箱崎地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Japanese 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

地球は化学物質に関してほぼ閉じた系であり擬化学平衡が生物により維持されているが, その物質循環の主役は微生物である。特に生物生産
の場として重要な土壌中では動植物や環境との相互作用の上に元素と物質の変換が多様な微生物により行われている。一方で，ほとんどの微
生物が従来の分離培養を伴う分析法では種名が明らかになっていない．本講では微生物学の重要事項を土壌および環境中に焦点を当てて学
んだ後, 環境保全，土壌微生物利用，これからの土壌・環境微生物学の展開について講述する。 

 Transformation of chemicals is the event closed in the earth and their pseudo-equilibriums are kept by living organisms． Microorganisms
 would be major actors in biotransformation of chemicals in our biosphere. Especially in soil, where is the important place for agricultural
 production, variety kinds of microorganisms, in conjunction with plants and animals, are involved in the transformation of important elements
 and chemical compounds. On the other hand, most microorganisms in an natural environment are considered to be not yet-isolated or
 uncultivable. In this lecture, important aspects in microbiology mainly focusing on soil and environment will be provided and their utilization in
 environmental protection, and agricultural production will be discussed. 

キーワード 土壌微生物 微生物生態 物質循環 農業生産，環境保全，バイオマス変換 

履修条件等 基礎微生物学の履修を前提として講義を行う。 

履修に必要な
知識・能力

 No 観点 詳細

シラバス参照
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到達目標

 1.   

授業の達成目標：以下の重要点について理解し説明できることが必要である。
1) 土壌・環境微生物生態系の特徴
2) 土壌・環境微生物分析・研究法
3) 物質循環系において重要な微生物活動
4）農業生産と環境保全の場で重要な微生物活動と利用 

 2.  B：専門的技能   

 3.  C：汎用的技能   

 4.  D：態度・志向性   

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講
義

演習・その
他

授業時間外学習

 1. 第一回 履修ガイダンスと基礎微生物学の復習 ◯     

 2. 第二回 土壌・環境微生物学と微生物による地球環境形成の自然史 ◯   重要事項の調査と整
理 

 3. 第三回 土壌・環境微生物の特徴---分類，系統進化，小動物，植物，原生動物，菌類，細
菌 

◯   重要事項の調査と整
理 

 4. 第四回 微生物生態系の特徴---地圏，水圏における分布，動植物との相互作用 ◯   重要事項の調査と整
理 

 5. 第五回 土壌・環境微生物分析法---直接観察と間接検出法，培養法と非培養法 ◯   重要事項の調査と整
理 

 6. 第六回 土壌・環境微生物の代謝生理と増殖---生育環境因子と栄養因子 ◯   重要事項の調査と整
理 

 7. 第七回 微生物の生化学と物質循環---特殊な生理と化合物変換系，主要元素循環 ◯   重要事項の調査と整
理 

 8. 第八回 微生物による有機物分解---嫌気分解，好気分解 ◯   重要事項の調査と整
理 

 9. 第九回 微生物による窒素化合物変換---硝化，脱窒，窒素固定，アンモニア化 ◯   重要事項の調査と整
理 

 10.
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講義科目名 農薬化学 

科目ナンバリングコード  AGR-MBI3162J、AGR-FST3451J 

講義題目

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 前期 

曜日時限 前期 木曜日 ２時限

必修選択 選択必修（compulsory elective） 

単位数  2 

担当教員 平島 明法

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 応用生命化学分野（Agricultural Chemistry） 

対象学年 学部3年（The 3rd year） 

開講地区 箱崎地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Japanese 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

農薬の歴史、定義、必要性を説明し、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、植物生長調節剤等の主な薬剤について、化学構
造と作用機構を詳説する。また、農薬の選択毒性、代謝、抵抗性発現、安全性評価、環境に及ぼす影響などのほ
か、化学生態学やバイオテクノロジーを利用した植物保護の新技術について解説する。 

 Pesticides are substances meant for attracting, seducing, and then destroying, or mitigating any pest. They are a
 class of biocide. The most common use of pesticides is as plant protection products (also known as crop
 protection products), which in general protect plants from damaging influences such as weeds, plant diseases or
 insects. This use of pesticides is so common that the term pesticide is often treated as synonymous with plant
 protection product, although it is in fact a broader term, as pesticides are also used for non-agricultural
 purposes. The term pesticide includes all of the following: herbicide, insecticide, insect growth regulator,
 nematicide, termiticide, molluscicide, piscicide, avicide, rodenticide, predacide, bactericide, insect repellent, animal
 repellent, antimicrobial, fungicide, disinfectant (antimicrobial), and sanitizer. 

キーワード 農薬、植物保護、作用機構、選択毒性、代謝、薬剤抵抗性、安全性、環境問題 

履修条件等

履修に必要な
知識・能力 有機化学と生化学の基礎知識が必要 

 No 観点 詳細

シラバス参照

PAGE TOP
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到達目標

 1.

化学物質の毒性や環境中におけ
る挙動について学び、生態系と人
類生存との調和を考える基礎知
識を習得する。 

農薬を含む化学物質の毒性（安全性）について正しく理解できる。農薬
は昆虫、植物及び微生物等に対して生理作用を示す化学物質であり、
それらの構造と活性の関係及び作用機構等を学習することにより、生命
科学の理解を深める。 

 2.  B：専門的技能   

 3.  C：汎用的技能   

 4.  D：態度・志向性   

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 第一回 農薬の歴史、定義、必要性 ◯     

 2. 第二回 化学物質の毒性とは ◯     

 3. 第三回 殺虫剤の構造と作用機構 I ◯     

 4. 第四回 殺虫剤の構造と作用機構 II ◯     

 5. 第五回 昆虫成育制御剤 ◯     

 6. 第六回 殺菌剤の構造と作用機構 I ◯     

 7. 第七回 殺菌剤の構造と作用機構 II ◯     

 8. 第八回 植物病害抵抗性と薬剤 ◯     

 9. 第九回 除草剤の構造と作用機構 I ◯     

 10. 第十回 除草剤の構造と作用機構 II ◯     

 11. 第十一回 植物生長調節剤 ◯     

 12. 第十二回 選択毒性、代謝解毒 ◯     

 13. 第十三回 環境中の挙動、毒性評価と安全性 ◯     

 14. 第十四回 製剤、遺伝子組み換え植物、フェロモン剤 ◯     

 15. 第十五回 生態化学物質、今後の植物保護 ◯     

授業以外での
学習にあたって

テキスト
農薬の科学 –生物制御と植物保護-（桑野栄一ら編著、朝倉書店、2004） 
農薬の科学（山下恭平ら著、文永堂、1996） 
新しい農薬の科学（宮本純之著、廣川書店、1994） 

参考書

授業資料

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
合）

                    

                    

  ◎                 

                    

  ◎                 
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  ◎                 

成績評価基準
に関わる補足
事項

出席状況１０％、筆記試験９０％農薬の安全性、選択毒性、作用機構、代謝等に関する理解度を評価する。 

ルーブリック 農薬化学のルーブリック.pdf

学習相談 木曜日午後５時～６時 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-09-26 20:51:50.668
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講義科目名 食品衛生化学 

科目ナンバリングコード  AGR-MBI3451J、AGR-FST3141J 

講義題目 食品衛生化学
Food Hygienic Chemistry 

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 前期 

曜日時限 前期 木曜日 ２時限

必修選択 必修（compulsory） 

単位数  2 

担当教員 宮本 敬久
本城 賢一

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 食糧化学工学分野（Food Science and Technology） 

対象学年 学部3年（The 3rd year） 

開講地区 箱崎地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Japanese 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

各種の食中毒とその原因ならびに予防法、食品の加工・保存のために使用される食品添加物、食品衛生対策につ
いて解説する。また，種々の食品汚染物質の毒性，汚染実態とその対策，食品産業における衛生管理等について
も講義する。 

 The course explain etiology of food borne illness, prevention measures, food additives used for food processing
 and prolong shelf life of the processed foods. Toxicity of various hazardous contaminants of food, current status
 of pollution, countermeasures for food sanitation control are also lectured. 

キーワード
食中毒、食品衛生法、食品衛生微生物、有毒有害物質、農薬、食品添加物、衛生管理、HACCP
Foodborne illness, Food sanitation low, Microbes involved in food hygiene, Hazardous substances, Agrichemicals,
 Food additives, Sanitation control, HACCP 

履修条件等 基礎微生物学を受講していることが望ましい
Students are required to have knowledge of basic microbiology. 

履修に必要な
知識・能力

生物学、生物化学、有機化学、無機化学受講していることが望ましい
Credits of Biology, Biochemistry, Organic chemistry, and Inorganic chemistry should be already taken. 

シラバス参照
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到達目標

 No 観点 詳細

 1.

 A
知識・理解/
 Knowledge
 and
 Understanding 

・ 飲食物および飲食に関係する器具などにより引き起こされる健康上の危害とその要因の
理解
・ Understanding of the hazards caused associated with food and food related instruments 
・ 食生活を安全に保つために必要な基礎知識を習得
・ Acquiring basic knowledge required to keep safe food life
・ 食品衛生問題の発生を未然に防止する方法の理解
・ Understanding of preventive measures on issues of food safety
・ 食品衛生上の問題解決方法
・ Measures to solve problem on food sanitatoin 

 2.

 B
専門的技能/
 Skills and
 other
 attributes 

食品中の食中毒細菌や自然毒、化学物質などの有害因子のリスク評価および制御法を修
得し、これらを利用した衛生管理について計画できる。具体的には、食品原材料に含まれる
危害要因を列挙でき，これらによる健康危害の発生を未然に防止する重要管理点を指摘で
き、これを管理する基準、モニタリング方法を決定して食品製造における総合衛生管理シス
テムを考えることができる。 

 3.

 C
汎用的技能/
 Transferable
 Skills 

飲食物および飲食に関係する器具などにより引き起こされる健康上の危害を未然に防ぎ、
食生活を安全に保つために必要な基礎知識を習得し、様々な食環境を正しく改善できる。ま
た、健康的な食生活を送ることができる。 

 4.

 D
態度・志向性/
 Status and
 Value to
 Society 

食品衛生化学の毎回の講義内容に関連する適切なコメントや質問を提出できる。
食品における危害要因低減についての政策決定において，消費者として適切な意見を述
べ、国の食品安全政策立案に貢献できる。 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 食品衛生と食品衛生行政の概要
Food Hygiene and Food sanitation administration 

◯   教科書p.1-34を事前に読む 

 2. 食品と微生物 
Food bicrobes 

◯   教科書p.35-54を事前に読む 

 3. 食中毒の概要、細菌性食中毒（感染型）
Foodborne illness by bacteria 

◯   教科書p.55-82を事前に読む 

 4. 細菌性食中毒（感染型）
Bacterial fodborne illness 1 

◯   教科書p.55-82を事前に読む 

 5. 細菌性食中毒（毒素型）
Bacterial fodborne illness 2 

◯   教科書p.55-82を事前に読む 

 6. 細菌性食中毒（その他）
Bacterial fodborne illness 3 

◯   教科書p.55-82を事前に読む 

 7. ウイルス性，その他生物由来食中毒
Foodborne illness by virus 

◯   教科書p.83-97を事前に読む 

 8. 化学性食中毒
Foodborne illness by chemicals 

◯   教科書p.83-97を事前に読む 

 9. 有害物質による食品汚染１
Toxic substances in food 1 

◯   教科書p.98-122を事前に読む 

 10. 有害物質による食品汚染2
Toxic substances in food 2 

◯   教科書p.98-122を事前に読む 

 11. 有害物質による食品汚染3
Toxic substances in food 3 

◯   教科書p.98-122を事前に読む 

 12. 食品添加物
Food additives 

◯   教科書p.123-137を事前に読む 

 13. 食品と寄生虫、害虫 
Parasites 

◯   教科書p.138-156を事前に読む 

 14. 食品衛生対策
Food hygiene practice 

◯   教科書p.157-178を事前に読む 

 15. まとめおよび期末試験
Examination 

◯     

授業以外での
学習にあたって

事前に教科書の該当部分を読んで理解してくる。
Read the part of text book related to each of the class. 

新スタンダード栄養・食物シリーズ８「食品衛生学」補訂版 一色賢司編，東京化学同人 ISBN 9784807916795
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テキスト
New Standard Eiyou/Shokumotu series 8 "Food Hygiene" Tokyo Kagaku Dojin 

参考書

授業資料

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
合）

  ◎ ◎               

                    

                    

                    

  ◎   ◎ ◯         

毎回
授業
で提
出さ
せる
コメン
トおよ
び質
問の
内容 

                    

  ◯ ◯ ◯ ◯         

 5回
以上
欠席
した
者は
欠格 

成績評価基準
に関わる補足
事項

評価方法：毎回授業で提出させる質問内容と達成度評価教場試験により評価する。 
評価比率：出席状況・１０％；質問状況・１０％；達成度評価・８０％
達成目標との関連：達成度評価においては，応用力を，質問においては，講義に取り組む姿勢を評価する。
Evaluation depends on the question for each of the class and Examination 
Evaluation: 10％ for record of attendance, 20% for question, 70% for examination 
Commitment to class will evaluated with Question, ability for application with examination. 

ルーブリック 2015食品衛生化学ルーブリック.xlsx.pdf

学習相談 前期毎週木曜日午後5時から午後6時
!st semsester, Thursday, 5PM to 6PM 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-03-28 19:26:54.778
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講義科目名 食品保蔵学 

科目ナンバリングコード  AGR-MBI3452J、AGR-FST3142J 

講義題目 食品保蔵学
Food Preservation 

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 金曜日 １時限

必修選択 選択必修（compulsory elective） 

単位数  2 

担当教員 宮本 敬久
本城 賢一

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 食糧化学工学分野（Food Science and Technology） 

対象学年 学部3年（The 3rd year） 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Japanese 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

食品の保蔵中の品質変化とその要因、貯蔵変化の防止法などについて講義する。 

 Lectures concerning changes in quality of food during storage and methods for prevention of quality changes are
 done. 

キーワード 食品、品質、保蔵法、食品成分 

履修条件等

履修に必要な
知識・能力 食品衛生化学、食品製造工学を履修しておくことが望ましい。 

 No 観点 詳細

 1.  A 知識、理
解 

食品保蔵学に関する用語、事項、実施例などについて正確に説明できる。 

 B 専門的技

シラバス参照
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到達目標
 2.

能 
様々な食品の保蔵技術ならび品質劣化因子について正しく理解し、問題を正しく解決できる。 

 3.  C 汎用的技
能 

食品保蔵学の知識を利用して様々な食品の品質保持に向けた問題点を正しく理解し、改善案
を提案できる。 

 4.  D 態度 志
向性 

食品保蔵学を理解し、新しい提案やより深い考察に基づき、関連する適切なコメントや質問を
提出できる。 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講
義

演習・その
他

授業時間外学
習

 1. 第１回（10/10）：食品保蔵学の概要、食品の品質劣化因子（微生物） ◯     

 2. 第２回（10/12）：食品の品質劣化因子（酵素） ◯     

 3. 第３回（10/19）：食品の品質劣化因子（酸素、光）、食品の包装技術に
ついて 

◯     

 4. 第４回（10/26）：食品の保蔵と水 ◯     

 5. 第５回（11/2）：食品保蔵法（乾燥、塩蔵、糖蔵） ◯     

 6. 第６回（11/9）：食品保蔵法（燻煙、酸、発酵） ◯     

 7. 第７回（11/16）：食品保蔵法（高温） ◯     

 8. 第８回（11/22）：食品保蔵法（低温処理） ◯     

 9. 第９回（11/30）：食品保蔵法（化学物質） ◯     

 10. 第10回（12/7）：青果物 ◯     

 11. 第11回（12/14）：保蔵中の成分変化（油脂） ◯     

 12. 第12回（12/21）：保蔵中の成分変化（炭水化物/糖質） ◯     

 13. 第13回（1/11）：保蔵中の成分変化（たんぱく質：乳・卵） ◯     

 14. 第14回（1/25）：保蔵中の成分変化（たんぱく質：食肉・魚介類） ◯     

 15. 第15回（2/1）：保蔵中成分変化 ◯     

 16. 第16回（2/8）：定期試験       

授業以外での
学習にあたって

テキスト 自作の「食品保蔵学」2018テキストを使用する 

参考書 日本食品保蔵科学会「食品保蔵・流通技術ハンドブック」建帛社 2006
本間・村田 編「食品加工貯蔵学」東京化学同人 2016 

授業資料

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠格
条件・
割合）

  ◎ ◎ ◎            50％ 

                    

                    

                    

      ◯ ◎         

 20％
（授業
終了時
に回収
する質
問ある
いはコメ
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ント内
容によ
り評価
する） 

                    

  ◯ ◯ ◯ ◯          20％ 

質問解
答 

◯ ◯   ◎         

 10％
（授業ご
とに回
収され
る質問
に対す
る解答
作成へ
の取り
組み） 

成績評価基準
に関わる補足
事項

出席状況・・・２０％（４回以上欠席の場合、受験資格なし）
質問・コメント（内容）・・・２０％
質問解答状況・・・１０％
筆記試験・・・５０％ 

ルーブリック 食品保蔵学ルーブリック Sheet.pdf

学習相談 後期毎週金曜日午後3時から午後5時 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-08-31 18:40:50.255
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講義科目名 環境地学 

科目ナンバリングコード  AGR-FSC1541J 

講義題目  Forest Environment Geo-sciences 

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 火曜日 １時限

必修選択 選択必修（compulsory elective） 

単位数  2 

担当教員

水野 秀明
笠原 玉青
片山 歩美
久保田 哲也

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 地球森林科学コース（Forestry and Forest Products） 

対象学年 学部2年（The 2nd year） 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Japanese 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

地球森林科学コースに必要な森林環境に関連する地球科学（地形、地質、気候、気象、水文学など）の基礎知識を
講義する。
森林環境に関連する地球科学の知識を、おおむね地形、地質、水文、気象などの順（年度により前後する）に複数
の教員により講義するとともに、必要に応じて小テストやレポート作成を課す。 

 The basic knowledge of earth science (topography, geology, climate, weather, hydrology, etc.) related to the
 forest environment that is required for “The Earth Forest Science Course” is to be explained with multiple
 teachers. 

キーワード 地球科学、森林、地形、地質、気候、気象、水文 

履修条件等 特になし 

履修に必要な
知識・能力 特になし 

 No 観点 詳細

シラバス参照
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到達目標

 1.  A:知識 森林環境の理解に必要な地球科学の基礎知識を習得する。 

 2.  B：専門的技能   

 3.  C：汎用的技能   

 4.  D：態度・志向性   

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 森林流域におけるエネルギー収支 笠原 ◯     

 2. 森林生態系における炭素循環 片山 ◯     

 3. 森林生態系における物質循環 片山 ◯     

 4. 森林と土壌 笠原 ◯     

 5. 森林流域における流出特性 笠原 ◯     

 6. 森林と渓流環境 笠原 ◯     

 7. 河畔域の環境特性 笠原 ◯     

 8. 山地の地質と森林 久保田 ◯     

 9. 山地地形と森林 久保田 ◯     

 10. 火山・地震と森林 久保田 ◯     

 11. 地球規模の気象・荒天と山地災害 久保田 ◯     

 12. 山地局所気象と森林久保田 ◯     

 13. 森林流域における土砂移動現象１ 水野 ◯     

 14. 森林流域における土砂移動現象２ 水野 ◯     

 15. 森林と土砂移動の関係 水野 ◯     

授業以外での
学習にあたって 担当教員からの指示があれば、レポート課題などに取り組むこと。 

テキスト なし（別途にプリントを配布） 

参考書 なし 

授業資料 プリントを配布 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
合）

                    

  ◯     ◯           

  ◎     ◯           

                    

                    

                    

  ◯     ◎           
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成績評価基準
に関わる補足
事項

レポート・小テスト80％、出席点20％が原則。 

ルーブリック 環境地学のルーブリック.pdf

学習相談 講義後５分間程度と講義日の午後16時30分から1時間程度。 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-09-12 16:37:16.696
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講義科目名 環境経営学 

科目ナンバリングコード  AGR-AEE3334J、AGR-FSC1561J 

講義題目

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 水曜日 １時限

必修選択 選択必修（compulsory elective） 

単位数  2 

担当教員

佐藤 宣子
藤原 敬大
溝上 展也
吉田 茂二郎

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 地球森林科学コース（Forestry and Forest Products） 

対象学年 学部2年（The 2nd year） 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

 21世紀は環境の世紀と言われ、地球温暖化や熱帯林の減少などグローバルな環境問題への対策と同時に地域
レベルでの環境管理・経営に関する合意形成と制度設計が求められる。本授業のねらいは、第１に、環境問題を社
会経済的視点から把握しうるような、環境経済学の基礎理論を学ぶことである。第２に、持続可能な開発への取り
組みと循環型社会形成の課題について、特に森林資源の役割について学ぶことである。第3に、森林管理のため
の計測やゾーニング手法の基礎を学ぶことである。 

 21st century is regarded as an environmental century, which should require local-level consensus-building and
 institutional design related to environmental management as well as global-level environmental measures against
 warming of the earth and tropical deforestation. This subject aims (1) to learn basic theory of environmental
 economics, (2) to learn actions for sustainable development and challenges toward promotion of the cyclical
 society, especially roles of forest resources, and (3) to learn basis of measuring and zoning for forest
 management. 

キーワード 環境経営、地球環境問題、持続可能な発展（Sustainable Development）、地球温暖化、熱帯林、持続可能な森林
経営、ゾーニング、環境政策 

履修条件等 特になし 

履修に必要な
知識・能力

シラバス参照

PAGE TOP

M4-92

euij
タイプライターテキスト
2018/10/19追加



到達目標

 No 観点 詳細

 1.   環境問題を社会経済的視野から学ぶための基礎的な概念を説明できる。 

 2.    1992年の地球環境サミット以降の持続可能な開発概念と世界的な取り組みを説明でき、我が
国の循環型社会に向けた課題を議論できる。 

 3.   森林環境管理・経営技術としての計測やゾーニングの基礎概念について説明できる。 

 4.  D：態度・
志向性 

  

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講
義

演習・その
他

授業時間外学
習

 1. 授業ガイダンス 環境管理・経営に向けた合意形成の必要性 ◯     

 2. 「環境」とは何か、「市場の失敗」「政府の失敗」について ◯     

 3. ＳＤ（Sustainable Development）の基礎概念と論点 ◯     

 4. 資本の蓄積構造と環境問題～日本からアジアへ～ ◯     

 5.  1992年国連環境開発会議の意義と森林原則声明 ◯     

 6. 持続可能な森林経営に向けた制度の展開１（温暖化対策と排出権取
引） 

◯     

 7. 持続可能な森林経営に向けた制度の展開２（森林認証制度） ◯     

 8. 環境政策の手段、循環型社会の制度と政策 ◯     

 9. 環境経営のための多段的な計画 ◯     

 10. 環境管理・経営のためのゾーニング ◯     

 11. 環境管理・経営のための基準と指標 ◯     

 12. 基準と指標を評価するための制度と方法 ◯     

 13. 熱帯林の減少と劣化 ◯     

 14. 貧困問題と環境問題の関連と解決策の模索 ◯     

 15. まとめ ◯     

 16. 定期試験       

授業以外での
学習にあたって

テキスト

環境の経済理論（佐和隆光他編、岩波書店、2002年）
地球温暖化と森林ビジネス第３版（小林紀之、日本林業調査会、2005年）
東南アジア地域研究入門１環境（ 井上真編、慶應義塾大学出版会、2017年）
森林科学（佐々木惠彦・木平勇吉・鈴木和夫、文永堂出版、2007年） 

参考書

授業資料

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠格
条件・
割合）

                   70% 
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                   30% 

成績評価基準
に関わる補足
事項

出席状況（３０％）毎回、出欠表を兼ねて質問と感想の記載を求める。
期末試験（７０％）期末試験においては基本的な語句、現在の環境問題と森林の関係性の理解度を評価する。 

ルーブリック 170928環境経営学のルーブリック.pdf

学習相談 火曜日 16時30分～17時15分、ウエスト５号館751号室 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-09-26 09:55:44.624
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講義科目名 森林資源環境モニタリング論 

科目ナンバリングコード  AGR-FSC2111J 

講義題目

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 月曜日 ２時限

必修選択 選択（elective） 

単位数  2 

担当教員 溝上 展也

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 地球森林科学コース（Forestry and Forest Products） 

対象学年 学部3年（The 3rd year） 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Japanese 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

持続可能な森林経営の実現に不可欠な森林資源のモニタリングについて、その必要性、方法論、国内外の現状と
課題を学ぶ。 

 The students learn the needs, methods, current situations and problems about forest resources monitoring,
 which is essential for sustainable forest management. 

キーワード 持続可能な森林経営、基準と指標、森林認証、データの品質保証、精度と正確度、国家的森林モニタリング、標本
調査法、森林調査法、地理情報システム、リモートセンシング 

履修条件等 演習林にて開講されるフィールド実習をできるだけ多く履修していることが望ましい。 

履修に必要な
知識・能力 統計学の基礎。森林調査の基礎。 

 No 観点 詳細

 1.
モニタリングの
必要性/重要
性 

持続可能な森林経営とは何かを「基準と指標」や「森林認証」のキーワードを含めて示しな
がら、森林資源モニタリングの必要性・重要性について論じることができる。 

シラバス参照
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到達目標  2. モニタリングの
方法論 

データの品質保証とは何かを「精度と正確度」、「品質保証QAと品質管理QC」のキーワード
を概説しながら、論じることができる。 

 3. モニタリングの
現状と課題 

日本や他国の事例を説明しながら、３つのレベルの森林資源モニタリングの現状と課題を
じることができる。 

 4. モニタリングの
ためのRSとGIS 

森林モニタリングのツールとしてのリモートセンシングやGISの基礎と現状・課題を論じるこ
とができる。 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講
義

演習・その
他

授業時間外学
習

 1. 持続可能な森林経営と森林資源モニタリング：歴史的背景 ◯     

 2. 時速可能な森林経営を支援する取り組み：基準＆指標、森林認
証、PDCAサイクル 

◯     

 3. データの品質保証とは：精度と正確度 ◯     

 4. データの品質保証とは：品質保証QAと品質管理QC ◯     

 5. ３つのレベルの森林モニタリング：諸外国（欧米およびアジア）での事例を
もとに 

◯     

 6. ３つのレベルの森林モニタリング：日本での事例をもとに ◯     

 7. 標本調査法：森林調査の基礎 ◯     

 8. 標本調査法：サンプル数、サンプリング誤差、信頼区間等について ◯     

 9. 森林モニタリングと将来の予測 ◯     

 10. 森林モニタリングにおける地理情報システムの利用 ◯     

 11. 森林モニタリングにおけるリモートセンシングの利用１ ◯     

 12. 森林モニタリングにおけるリモートセンシングの利用２ ◯     

 13. 地球温暖化対策と森林資源環境モニタリング ◯     

 14. 生物多様性保全と森林資源環境モニタリング ◯     

 15. 期末テスト ◯     

授業以外での
学習にあたって

テキスト

参考書

授業資料 毎回配布する。 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
合）

  ◎ ◎ ◎ ◎           

  ◯ ◯ ◯ ◯           

  ◯ ◯ ◯ ◯           

                    

  ◯ ◯ ◯ ◯           

                    

  ◎ ◎ ◎ ◎           
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成績評価基準
に関わる補足
事項

学期末テスト60％ ほぼ毎回の小論文40％ 

ルーブリック 森林資源モニタリング論ルーブリック１.pdf

学習相談 毎日12：00～13：00に受付ます。その他の時間帯を希望する際にはメールmizouenn@gmail.com をください 。 

添付ファイル

その他

更新日付  2018-09-21 09:48:05.005
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講義科目名 森林水文・水資源学 

科目ナンバリングコード  AGR-FSC2142J 

講義題目

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 前期 

曜日時限 前期 火曜日 ３時限

必修選択 選択（elective） 

単位数  2 

担当教員

笠原 玉青
大槻 恭一
久米 朋宣
智和 正明

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 地球森林科学コース（Forestry and Forest Products） 

対象学年 学部3年（The 3rd year） 

開講地区 箱崎地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄） 日本語 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

水源地である森林流域の管理を通して、水資源の管理を議論できるようになることを目的に、森林流域における水
の循環プロセスを学ぶ。水が循環するプロセスには、降水、蒸発、流出などがあり、森林にはどのような雨が降る
のか？ 森に降った雨はどうなるのか？ 渓流の水はいつ、どこから出てくるのか？という疑問に答えられるようにな
る。 また、エネルギーと水の循環の関係、水の循環と物質の循環の関係も学習する。 

 The overall goal of this course is to learn the effects forest management on water resource. The main focus is
 on water cycle in forested watersheds, and how the forest management alters the water cycle. In addition, the
 relation between energy and water cycle and the movement of nutrients and carbon in forested watersheds will
 be covered. 

キーワード
森林、森林管理、水資源、水文学

Forests, Forest management, Water Resource, Hydrology 

履修条件等

履修に必要な
知識・能力 環境地学を受講していることが望ましい。 

シラバス参照
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到達目標

 No 観点 詳細

 1.  A：知識・
理解 

森林流域におけるの水循環・物質循環過程を理解、説明できる。水文統計に加え、水循環モデ
ルの概念を理解できる。 

 2.  B：専門的
技能 

森林管理が水循環・物質循環過程に与える影響を理解でき、説明できる。森林管理を通しての
水資源管理について議論できる。 

 3.  C：汎用的
技能 

講義内容に関連する学際的文献などの情報を検索でき、自ら新しい知見を得ることができる。
表計算ソフトで一連の解析ができる。 

 4.  D：態度・
志向性 

講義の2/3以上出席し、提出物はすべて提出し、多数の講義において質問をした。講義中議論
にも積極的に参加した。 

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 森林水文・水資源学序論 ◯     

 2. 森林流域における放射 ◯     

 3. 森林気象 ◯     

 4. 水文統計 ◯     

 5. 森林と降雨 ◯     

 6. 森林における炭素循環 ◯     

 7. 蒸発散（I） ◯     

 8. 蒸発散（II） ◯     

 9. 土壌における水の保水・通水 ◯     

 10. 中間テスト ◯     

 11. 森林における窒素循環 ◯     

 12. 降雨と流出 ◯     

 13. 森林渓流 ◯     

 14. 地下水の流れ ◯     

 15. 渓畔林の役割 ◯     

 16. 期末テスト ◯     

授業以外での
学習にあたって

テキスト

参考書

授業資料

成績評価

成績評価基準
に関わる補足
事項

ルーブリック H28_森林水文水資源学.pdf

学習相談

複数の教員が講義を担当し、教員のオフィスは演習林にあるため、メールで対応します。
笠原（tamao.kasahara@forest.kyushu-u.ac.jp）
大槻（otsuki@forest.kyushu-u.ac.jp ）
智和（mchiwa@forest.kyushu-u.ac.jp ）
久米（kume.tomonori.329@m.kyushu-u.ac.jp ） 
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添付ファイル

その他

更新日付  2018-04-05 09:49:58.072
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講義科目名 景観管理学 

科目ナンバリングコード  AGR-AEE3325J、AGR-FSC2143J 

講義題目 趣のある土水緑の配置 

授業科目区分 （農）専攻教育科目
（Agr）Major Subject 

開講年度  2018 

開講学期 後期 

曜日時限 後期 火曜日 ４時限

必修選択 選択（elective） 

単位数  2 

担当教員
大槻 恭一
久米 朋宣
菱 拓雄

開講学部・学府 農学部 

対象学部等 地球森林科学コース（Forestry and Forest Products） 

対象学年 学部3年（The 3rd year） 

開講地区 伊都地区

使用言語 日本語（J） 

使用言語
（自由記述欄）  Japanese 

教室   

その他
（自由記述欄）

授業概要

景観の見方、景観のデザイン、景観を変えることによって変化する環境（光や水など）、景観スケールでの生態系
の扱い、景観を管理するための視点場の設定法などを学びます。 

 We will study how to see and design the landscape, how landscape affects the environment (light, water cycle,
 etc.) and ecosystem, and how to set the perspective field for landscape managements, etc. 

キーワード 景観法、景観デザイン、光、色、日照、リモートセンシング、GIS、デザインコード、視点座設定、景観シミュレーショ
ン、生態系 

履修条件等 特記事項なし 

履修に必要な
知識・能力 特記事項なし 

 No 観点 詳細

 1.   景観に関する基礎知識（光、色、放射、影、リモートセンシング、GIS、画像処理）、各種地目におけ

シラバス参照
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到達目標

る土水緑を配した景観の計画、デザイン、整備、管理方法について学習する。 

 2.  B：専門
的技能 

  

 3.  C：汎用
的技能 

  

 4.
 D：態
度・志向
性 

  

授業計画

 No 進度・内容・行動目標 講義 演習・その他 授業時間外学習

 1. 序論（10/2）  ◯     

 2. 景観の見方１（10/16）  ◯     

 3. 景観の見方２（10/23） ◯     

 4. 景観における日射と影（10/30）  ◯     

 5. 地形と流出(11/6) ◯     

 6. 空間のデザイン（11/1３） ◯     

 7. 地形のデザイン（11/20）  ◯     

 8. デザインコード（11/27）  ◯     

 9. 景観生態学で扱うスケール（12/4）  ◯     

 10. 景観管理演習（12/11） ◯     

 11. 生態系の多様性がもたらす機能（12/19） ◯     

 12. 生態系の多様性の生成要因（12/25）  ◯     

 13. 視点場設定１（1/8）  ◯     

 14. 視点場設定２（1/22）  ◯     

 15. 景観管理学まとめ（1/29）  ◯     

 16. テスト（2/5)       

授業以外での
学習にあたって

テキスト

参考書

景観デザイン：市坪誠ら著、コロナ社、東京、2006 
エコロジカル・ランドスケープというデザイン手法：小川総一郎著、理工図書、東京、2009 
景観生態学：Turnerら著、文一総合出版、東京、2004
生態学入門第２版：日本生態学会編、東京化学同人、東京、2012
生物多様性と生態学：宮下直ら著、朝倉書店、東京、2012 

授業資料 講義中、各授業に関するプリントを配布する。 

成績評価

評価方
法・観
点

観点No.1 観点No.2 観点No.3 観点No.4 観点No.5 観点No.6 観点No.7 観点No.8

備考
（欠
格条
件・
割
合）

  ◎                 

  ◯                 

  ◯                 
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  ◯                 

成績評価基準
に関わる補足
事項

ルーブリック H30_景観管理学ルーブリック.pdf

学習相談 火曜日12:30～13:00に伊都ウェスト5号館6階演習林教員控室で対応。 

添付ファイル

その他
授業に関する問い合わせ：大槻恭一 
 Tel. 092-948-3107/3100 
 E-mail: otsuki@forest.kyushu-u.ac.jp  

更新日付  2018-09-19 20:59:30.439
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