
＜里域植生保全論＞2015 年度集中講義  
科目名：里域植生保全論 
担当教員名：フィールド科学教育研究センター・里域生態系保全部門・紀伊大島実験所 
       准教授 梅本信也 E-mail: umemoto@za.ztv.ne.jp 
                                Phone & fax: 0735-65-0125 
科目説明：私たちの地球は自然生態系と里域生態系とに区分できる。里域生態系は人類が

誕生して以来、周囲の環境に働きかけて醸成していた特別な生態系である。里域生態系は

互いに連関する里海、里地、里山、そして里空を内包している。里域という特殊な生態系

の中で、里域植生がどのように起源し、形成され、今後どのように変容していくのか、ど

のように保全すればよいのかを、アジアの照葉樹林文化圏ならびに黒潮文化圏が指交する

紀伊大島をモデルとして基本事項を解説し、野外実習を通じて体得する。 
 
主期間：2015 年 8 月 10 日（月）～8 月 13 日（木） 
アクセス手段：京都→串本 ＪＲスーパーくろしお 3 号 京都発 8：36、串本着 12：20 
       串本駅から実験所まで、熊野交通バスまたはタクシー（約 9km） 
スケジュール：  
 8 月 10 日（月） 14：00 京大紀伊大島実験所講義・宿泊棟に集合（時間厳守） 
          ガイダンス、基本事項解説、資料配布、予備調査など。 
    なお、食事は全日程を通じて、協働自炊、買出し手段は応相談。 
    寝泊りは本実験所宿泊施設を利用。 
 8 月 11 日（火） 里域植生保全論実習 
 8 月 12 日（水） 同上 
 8 月 13 日（木） 同上、議論、小論文作成＆提出、総括、清掃、12 時ごろ解散 
 
成績評価方法 
 取り組み態度、小論文内容、協働生活態度を考慮して決定する。 
 
雑費 1000 円（交通費、食費は自己負担）、参加者は学生傷害保険に加入。 
 
必携品：筆記用具、カメラ、雨具など野外調査用具。 
    シーツ、枕カバー（またはタオル）を各自持参すること。 
 
その他：実験所構内、島内外では節度ある服装ならびに行動に留意すること。 
 

以上 
                               （2015 年 4 月 13 日）
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April 13, 2015 

Vegetation Conservation in Human Ecosystem, AY2015 Intensive course 

 

Course name: Vegetation Conservation in Human Ecosystem 

Instructor: Shinya Umemoto (Associate Professor)  

Kii-Oshima Research Station, Field Science Education and Research Center, Kyoto University  

E-mail: umemoto@za.ztv.ne.jp  Phone&fax: 0735-65-0125 

 

The earth could comprehend two major ecosystems: nature and human. The origin, evolution, 

management and ethics of the plant vegetation in human ecosystem will be lectured with special reference 

to Kii-Oshima Island which has two representative culture zones of warm temperate Asia and learned 

through the fieldwork. 

 

Period: August 10 (Mon.) – August 13 (Thu.), 2015 

Access: JR train “Super Kuroshio 3”  

Departure from Kyoto Station at 8:36, arrival Kushimoto Station at 12:20  

Use “Kumano Kotsu Bus” or taxi from Kushimoto Station to Kii-Oshima Research Station (about 9km).  

 

Schedule: 

August 10 (Mon.) 14:00 

Meeting at “Kogi Shukuhaku tou” (Building for lecture and lodging), Kii-Oshima Research Station 

Guidance, lecture, material distribution, preparatory investigation etc. will be held. 

 Meal: Cooking together through the fieldwork 

 Accommodation: Lodging facility in Research Station 

August 11(Tue.) Vegetation Conservation in Human Ecosystem training 

August 12 (Wed.) Same as the above 

August 13 (Thu.) Same as the above, discussion, essay (writing & submission), summarizing, cleaning, 

breaking up around 12:00 

 

Grade evaluation: By report and attending attitude 

Expenses: 1000 yen (Expenses for transportation and board must be paid on your own.) 

All participants need to take out travel accident insurance.  

Requisites: Writing utensil, camera, rain-gear for outside fieldwork, 

Bring your own sheet (for bed) and pillowcase/towel. 

Others:   Pay attention to wear appropriate cloths and behave in a reasonable manner inside and outside 

Kii-Oshima Island.  
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