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フィールド環境学
Field-Based Environmental Science

1 セメ
集中講義 　

2 毎年開講AAL-OAG811J

AB1614 日本語

＜担当教員 /Instructor ＞
小倉　振一郎・西田　瑞彦・田島　亮介・深澤　充・柿原　秀俊・加藤　健太郎・多田　千佳・
福田　康弘・陶山　佳久・深澤　遊・松尾　歩

＜授業テーマ /Class subject ＞
フィールドから、食料生産と環境について考える。
Field-based education course for learning links between food production and the environment.

＜授業の目的と概要 /Object and summary of class ＞
食料生産を支える複合生態系の意義を川渡フィールドセンターで学ぶ。前半はフィールドセンターに所属する専門
を異にする教員がフィールドで講義を行い、後半は、受講学生の知識と興味に応じて、コースに分かれて、それぞ
れのテーマごとにフィールド調査実習を行う。調査実習の結果について主体的に学習を深め、 それらについてグルー
プ討議、グループ発表を行い、「食」「食を巡る環境」「食育」について科学的・主体的に学ぶ能力を醸成する。
This course provide field-based three-days intensive program for learning links between food and the environment 
in Kawatabi Field Center. The first half of the couse in an omnibus field-lecture series by professors in the Center 
who study different areas of field science. The second half of the course is group works for field survey, data 
analysis, discussion and presentation. Students can deepen their understanding of the impportance and the links 
between food and the environment.

＜キーワード /Keywords ＞
フィールド，環境，生物生産，水稲，雑草，草地，家畜，生物多様性，バイオエネルギー，バター・ジャム， 森林，
食育
field, environment, bio-production, rice, weeds, grassland, livestock, biodiversity, bio-energy, butter and jam, forest, 
food education

＜学習の到達目標 /Goal of study ＞
1. 五感をフル活用してフィールドを体験し，食を支える環境の重要性を理解する。
2. 環境や生物と人とのつながりについて認識する。
3. 他者と意見交換を行い、多様な視点から物事を捉える。
4. 課題に関する調査結果をまとめ，発表する。
1） To experience each theme in the field with their five senses and to understand the importance of environment 
supporting food production. 2）To realize links between life and environment. 3） To develop discussion skills 
though group works and exchangeing opinions and to learn various perspectives. 4） To develop presentation 
skills.

＜授業内容・方法と進度予定 /Contents and progress schedule of the class ＞
1. 農業と環境（概論）
 Agriculture and environment （introduction）
2. 作物栽培と環境 
 Crop cultivation and environment
3. 草地ー家畜生産と環境 
 Pasture-livestock production and environment
4. 動物環境と微生物 
 Animal environment and microorganism
5. 森林の生態 
 Forest ecology

授　業　科　目　名 単位数 対　象 科目ナンバリング 開講年度

セメスター・曜日・講時 講　義　室 講義コード 使用言語

微生物生化学
Microbial Biochemistry

5・7 セメ
火曜 2 講時 青葉山コモンズ第 5 講義室　

2 生物化学コース
必修 毎年開講ABC-AGC311J

AB1214 日本語

9. 遺伝子の発現と調節（1）ラクトースオペロン、トリプトファンオペロン
 Gene expression and regulation, （1） lactose and tryptophan operons
10. 遺伝子の発現と調節（2）アテニュエーション、その他の調節機構
 Gene expression and regulation, （2） attenuation and other regulation mechanisms
11. バクテリオファージの感染機構と遺伝子発現制御、細菌ゲノムへの影響
 Bacteriophages: Mechanisms of infection, regulation of gene expression, and phage-host interaction
12. 細菌の感染の分子機構
 Molecular mechanism of bacterial pathogenicity
13. 抗生物質の作用機作と耐性の分子機構
 Molecular mechanisms of antibiotics and antibiotic resistance
14. アミノ酸発酵生産の分子機構
 Molecular mechanism of microbial production of amino acids
15. 細菌のゲノム解析とその応用
 Bacterial genome analysis and its application

＜成績評価方法 /Record and evaluation method ＞
毎回、理解度を確認する時間を設ける（理解度チェック）。各回の理解度チェックの状況と定期試験で評価する。評
価割合はそれぞれ 30％と 70％とする。 

“Mini questions” in order to confirm understanding will   be performed in every class. Evaluation is performed on 
30% “mini test” and 70% final examination.

＜準備学習等 /Preparation ＞
微生物学、生物化学、分子生物学など、関連する科目の講義を受講し、基本を充分に理解していることが望ましい。
It is important for students to acquire preliminary knowledge to prepare for class by hearing related classes, such 
as Microbiology, Biochemistry and Molecular biology.

＜教科書および参考書 /Textbook and references ＞
毎回プリントを配布する。教科書は指定しない。
参考書：生化学の教科書　（マッキー、ヴォート、ストライヤーなど）その他、他の関連講義の教科書等 
References are handed out at every class. No textbook will be used. 
Reference books: Textbooks for biochemistry （e.g.: McKee, Voet, Stryer）, and textbooks for related classes.

＜授業時間外学習 /self study ＞
講義ノートと配布したプリントを用い、参考書などを活用して「自分のノート」を作るようにしてください。特に
真核生物と原核生物の共通点と相違点を意識し、これまで学習した関連する科目の講義で得た知識と結びつけるよ
うに心がけてください。
It is important for student to make own review notebook. Please pay attention to the difference between 
prokaryote and eukaryote in the knowledge learned in related classes.

＜実務・実践的授業 /Practicalbusiness ＞

＜備考 /Notes ＞
オフィスアワー：講義当日の 15 時から 18 時まで。事前にﾒｰﾙで予約して下さい。メールタイトルは「微生物生化学」
として下さい。
メールアドレス：jun.kaneko.b6@tohoku.ac.jp 
Office hours are from 15:00 to 18:00 after each class. An appointment in advance is highly recommended via e-mail, 
which entitled as “Microbial biotechnology”


