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Language Type
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キーワード検索
測量，データ解析，地図作成，社会調査法，環境地理学
Key Words

Measurement, Data analysis, Mapping, Social survey methods, Environmental geography

授業の目標
野外調査・観測など，フィールドワークに関する基礎的方法・技術について実習する。
Course Objectives

This practical course introduces an understanding of basic field methodology and techniques in environmental‒geography oriented disciplines, which are required to conduct Master’s
thesis research.

到達目標
野外で基礎的な自然観察，測量，社会調査ができるようになること，測量データをはじめとする野外データの処理ができるようになること。
Course Goals

The goals are to equip students with the basic field observation skills; understanding of social survey methods and measurement by a total station and other equipment; and analysis
of the measurement‒data sets by PC.

授業計画
十勝平野および網走川流域において，合宿形式の野外実習を行う。それぞれの野外実習の前後に室内において，フィールドワークの手法やデータの解析とりまとめ方法を解説し，実際にデータを処理する
作業を行う。十勝平野では，山麓から海岸までの地形・人工的土地改変・土地利用 景観の変遷などの観察・記載，測量作業を通しての断面図や平面図の作成などを行う。網走川流域では，有機酪農の実
践と河川への栄養塩負荷低減に関して，有機酪農家へのインタビュー，土地利用と河川水質の関係解明を目的とした河川の各種データ収集・測定方法の習得，多自然型川づくりの現場観察，さらにオホー
ツク海の沿岸漁業と網走湖の富栄養化に関して，網走漁協における漁業者へのインタビューを行う。
Course Schedule

/

This course consists of basic lectures on the filed measurement, followed by intensive field courses in Tokachi and Abashiri areas. The course also entails some laboratory exercises,
which involves the use of the collected data sets and PC.

準備学習（予習・復習）等の内容と分量
野外実習の前後に室内において，フィールドワークの手法やデータの解析とりまとめ方法を解説する。
Homework

Pre‒ and post‒laboratory works are required.

成績評価の基準と方法
フィールドにおける活動状況と成果をまとめたレポートの提出により総合的に判断する。
Grading System

By fieldwork attendance and reports.

テキスト・教科書

Textbooks

講義指定図書

Reading List

参照ホームページ

Websites

研究室のホームページ

Website of Laboratory

http://wwwgeo.ees.hokudai.ac.jp/index.php?easiestml̲lang=ja

備考
実習に必要な経費（旅費・宿泊費など）は基本的に受講者が負担すること。その他，調査に必要な最低限の観測用具や野外個人装備等は受講者が用意すること。フィールドワークに不自由しない健康体で
あること。万一の場合に備えて傷害保険等に加入すること。
Additional Information

Accommodations and insurance are at students’ own expense. Students are requested to prepare field notebook, topography maps, and other essential materials.

実習 および実習 両方の単位を得ることはできません。
A

B

You can earn credits from one of the field works A and B.
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