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環境創生学科 

 

人材の養成及び 

教育研究上の目的 

持続可能な社会の基盤である生態環境と都市環境ならびにそれらの相互関係性を理解す

るとともに、劣化した自然環境の保全・復元・創造や人間社会にとって快適で安全な都

市空間創造についての理念と方法論を修得し、実社会において持続的な環境を創生する

専門家として活躍する人材の養成を目的とする。 

 

環境創生学科で学ぶにあたって 

環境創生学科主任教授 田中 章 

１．環境創生学科 

21 世紀の現在、我々人類は、生物多様性減少や気候変動などの地球生態系規模の環境問題から、地域や都市におけ

る野生生物や緑や水辺の減少、ヒートアイランド、大気汚染、水質汚濁などの地域あるいは都市生態系の諸環境問題に

至るまでの多様なしかも増え続ける環境問題を抱えています。 

環境創生学科は、これらの広範な環境問題に対して、自然科学を主に社会科学的アプローチも併せて、その解決の

ための知識と技術と方法論を身につけ、生態的に持続可能な社会の実現に向けて直接的あるいは間接的に貢献できる専

門的人材の育成を目指す学科です。 

 

２．教育目標 

環境創生学科は、主に以下の知識や能力を修得することを教育目標とします。 

 自然環境、都市環境、地球環境に関する広範な教養と実社会で応用できる知識や技術を身につけること。 

 顕在化する環境問題を科学的に理解し、それらの問題解決のための方法論や政策を構想する能力を修得するこ

と。 

 自然の持つ多様性を科学的に把握し評価する能力、それらを保護、保全、復元、創生する技術や方法論、生物

多様性や風土を都市の人工環境に取り入れて快適で持続的な都市生態系を創生するための方法論やデザインを

考える能力を修得すること。 

 持続可能な都市・地域環境を実現するために、環境情報の処理・共有技術、可視化技法、環境測定・分析・モ

ニタリング技法を身につけること。 

 グローバル化が進んでいるなか、国際社会の動向を的確に把握し、広い視野で科学的かつ独自の思考方法を身

につけること。 

 

３．教育の特徴 

環境創生学科の教育は、主に自然環境の保全や修復・創生を扱う「生態環境分野」と都市における種々の問題を把

握し、人間及び人間社会にとって快適な都市空間を創生する「都市環境分野」から構成されており、フィールドを重視

した徹底的な実践的専門教育が特徴です。一方、グローバル化に対応できる人材を育成するため、語学教育を重視し、

海外研修プログラムや国際ワークショップなど多くの国際的な機会を通じて視野を広げるとともにグローバルなコミ

ュニケーション能力の向上を図ります。さらに、パソコンレベルから専門的な GIS や CAD に至るまでの様々なコンピ

ュータ技術、プレゼンテーション技術、ディスカッション技術など、実社会で求められる技術を教育します。 

環境問題に立ち向かうためには、まず、大気、水、土地、野生生物、ヒトなどで構成される地域や都市の生態系お

よびそれらの各要素、各要素間の関係性などの基本的事項を科学的に理解することが必要です。これらの広範で複合的

な内容を理解した上で、地域や都市の抱える環境問題の解決に直接的に関係する内容を学びます。例えば「生態環境分

野」では原生自然や里山などの二次的自然さらには都市の水辺や緑地などの自然あるいは二次的生態系を把握し、評価

した上で、保護・保全、修復・復元、創生するための知識と技術、「都市環境分野」では人間活動の環境負荷を減らし

ながらも快適な都市環境を実現するための知識と技術を学びます。 

両分野ともに、地域や都市の様々な生態系要素の測定や観察などのフィールド技術やモニタリング技術、これらの
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情報を分析、可視化、共有化する基礎的な技術に始まり、気候や自然や風土を利用する技術、壊れた生態系を復元ある

いは創生する技術などの応用技術、また、これらの地域、都市、地球レベルの環境問題と人間社会や人間活動との関係

性に関する意志決定や方法論、計画論などの政策レベルの知識や技術などを学びます。 

3 年次から卒業までの 2 年間は「生態環境分野」あるいは「都市環境分野」のいずれかの研究室に配属し、それぞれ

の研究室の専門的研究に取り組みます。3 年次は事例研究（ゼミナール）を通して専門的な知識や技術を学びつつ、コ

ミュニケーションやプレゼンテーション能力の向上を図ります。4 年次（場合によっては 3 年次）からは、それぞれの

研究室の専門分野の中から選ばれた具体的な研究テーマに沿って既往研究調査、現地調査、各種分析と考察、各種提案、

実践的な活動などから構成される卒業研究に取り込み、最終的に卒業論文としてまとめ、卒業研究発表会にて発表し、

大学に提出します。このような研究室での活動を通して、自主性、コミュニケーション能力、論理的思考力、問題解決

能力、チームワーク、リーダーシップ、創造的思考力、実行力などをより研鑽することになります。 

 

４．学修にあたって 

環境創生学科の専門的な科目を学ぶ前に、「環境情報リテラシー」や「環境フィールド・計測演習」という環境創

生学科の各研究室の専門領域を網羅的に紹介するオムニバス授業を筆頭に、数学や統計学、英語、情報系などの一般教

養的分野を広く学び、「環境創生学」を学ぶ準備を十分にしておくことが重要です。 

環境創生学科の専門科目は、専門的な学習の基礎を提供する「専門基礎科目」と専門的な内容を学ぶ「専門科目」

に分かれています。「専門基礎科目」は、環境問題が理系と文系の両方の学際領域的なアプローチを必要とする課題で

あるため、幅広い分野の科目が用意されています。これらの科目では、できるだけ多くの科目を履修して自分の基礎的

能力の幅を広げることが重要です。 

「専門科目」は、「学科基盤科目」と「学科専門科目」から構成されています。「学科基盤科目」は環境創生学科

の専門教育の基礎として重要です。「学科専門科目」は「生態環境分野」と「都市環境分野」に分かれており、3 年次

からの配属を希望する研究室の分野について集中的に修得すべき科目群です。 

卒業後に自分の目指す人生や人間像を基に、自分の希望する研究室を見定め、その上でその研究室の専門分野に必

要な科目を柱に戦略的に履修計画を立てることが望ましいでしょう。もっとも自分が興味をもった科目を履修したり、

苦手意識のある科目に積極的に挑戦したりすることも良いでしょう。「卒業後の進路→研究室での研究→専門科目の履

修計画」というように卒業後の人生設計から逆算して履修計画を立てることは極めて重要なことです。 

 

５．大学生活について 

大学は長い人生の中で、その長い人生を楽しく充実した人生にするための準備としての学問や専門分野に専念する

期間でもあり、青春ということでは人生の珠玉の時期でもあります。大学生活を充実したものにするために三つの提案

をします。 

一つ目は、大学生の本務は勉学である。縁あって環境創生学科の学生になったわけです。真剣に自分の将来の道を

考え、それに見合う研究室を選び、その分野の勉学を最後までやり抜くこと。長い一生のうちたったの 4 年間です。卒

業後、「あのときほど勉強したことはなかった」と言えるぐらい頑張ることが必要だと思います。「Never give up!」 

二つ目は、環境分野にはバランス感覚とグローバルな見識が不可欠です。横浜キャンパスを出て、自分と同じよう

な専門分野を目指している他大学の同じ世代の学生と交流することを積極的にやってほしいと思います。具体的には専

門分野の学会に参加したり発表したり、専門分野の企業や行政でインターンシップしたりすれば機会があります。実社

会において人と人の和ほど重要なことはありませんがまず己自身を知ることが重要です。「和して同ぜず」 

最後は、親友をつくることです。大学時代以外でも親友はできますが、長い人生で自分の専門分野や就職先の業界

などを理解してくれるのは同じ大学で同じ学問を学んだ学友だけです。そのため大学時代の親友は「一生の友」となる

ことが多いのです。「類は友を呼ぶ」 

以上、環境創生学科で学ぶにあたって、私が重要だと思う話をしてきました。失敗を恐れず、何事にも積極的に挑

戦し、よく学びよく遊び、有意義で充実した大学生活を送ってください。 
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環境学部における科目区分の考え方 

 

 環境学部では複雑かつ広範囲に及ぶ環境問題に対処するために，高度な専門能力とともに学

際的なアプローチも必要になる。この相反する目標を達成するために，基礎科目，専門科目の

中間に，より学問領域の広い専門基礎科目を置き，三段階の教育課程を設定することを特色と

する。 

 第一に，基礎科目では，東京都市大学で全学的に取り組んでいる共通教育科目としての外国

語科目，体育科目，教養科目を設ける。この科目区分では，外国語によるコミュニケーション能

力，最新の情報機器やソフトウェアを使いこなす能力を含む，グローバル化して科学技術が高度

に進展している現代社会での生活や就業に必要なリテラシーを身につけさせる。 

 第二に，専門基礎科目では，環境問題を理解し分析するに当たって必要な基礎的な知識や技

能を，自然科学，人文科学，社会科学の広範な視点で習得させる。したがって，専門基礎科目は，

自然科学系色の強い環境創生学科に対しては，社会科学系の科目を，逆に社会科学系色の強い環

境マネジメント学科に対しては，自然科学系の科目を割り当てている。このようにして，学科の

境界を越えて環境学部に共通して必要となる専門的な基礎科目を提供することが本科目区分の

狙いである。加えて，さらに環境との関連性を意識した情報系科目とキャリア科目もこの科目区

分に含めている。 

 第三に，専門科目は，環境創生学科と環境マネジメント学科でそれぞれ独自の専門性の高い

科目によって構成する。さらに，この科目区分を，それぞれ学科基盤科目と専門分野ごとの学科

専門科目に区分している。すなわち，環境創生学科の学科専門科目は生態環境分野と都市環境分

野に区分し，環境マネジメント学科の学科専門科目は環境経営分野と環境政策分野に区分する。

それとともに，それら専門分野に共通する専門科目として，学科基盤科目を設けている。これも

また，高度な専門性を習得させると同時に，学際的な視野の広さも維持させることを意図するも

のである。 
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教育課程表の注意事項 

 

●「専門基礎科目」「専門科目」は、学科毎に教育課程表を掲載している。 

●週時間数の「2」は、100分授業（1授業時間）のことである。 

●時間割編成等の運用上、開講時期や担当教員を変更する場合がある。 

 

 



環境学部　環境創生学科　教育課程表 ○印必修

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

環境マネジメントシステム ○ 2 2

温暖化の科学 ○ 2 2

統計学基礎 2 2

ミクロ経済学 2 2

数学入門 2 2

環境問題原論 2 2

都市環境入門 2 2

マネジメント入門 2 2

基礎プログラミング演習 2 2 ※

環境倫理 2 2

マクロ経済学 2 2

持続可能な消費 2 2

情報セキュリティ 2 2

社会調査 2 2

画像処理技法 2 <2> 2 <TAP履修制限科目>:TAP参加者履修登録許可

環境法入門 2 2

環境教育 2 2

地理情報システム 2 2

食料問題と環境 2 2

環境アセスメント概論 2 2

キャリアデザイン 2 2

エネルギーと政策 2 2

ＮＰＯとソーシャルビジネス 2 2

公共政策論 2 2

意思決定論 2 2

環境フィールド・計測演習 ○ 2 2 ※

環境情報リテラシー ○ 2 2

生態学概論 ○ 2 2

環境地理 2 2

生物学(1) 2 2

環境数理学入門 ○ 2 2

生物学(2) 2 2 ※

環境統計学 2 2

図化表現技法 2 2 ※

ランドスケープ論 ○ 2 <2> 2 <TAP履修制限科目>:TAP参加者履修登録許可

環境化学 2 <2> 2 <TAP履修制限科目>:TAP参加者履修登録許可

測量学 2 2

環境都市計画学 2 2

生態環境実習 2 *2 2年集中実習※

測量学実習 2 2

環境都市関連法(1) 2 2

環境都市関連法(2) 2 2

環境モニタリング技術 2 2

都市気候論 2 2

環境情報可視化技法 2 2

熱環境論 2 2

環境緑地学 2 <2> 2 <TAP履修制限科目>:TAP参加者履修登録許可

環境分析演習 2 2 ※

自然環境調査法 2 2

生態系アセスメント 2 2

生態環境保全学 2 2

復元生態学 2 2

物質循環学 2 2

エコロジカル・プランニング 2 2

都市・居住環境論 2 2

住環境システム 2 <2> 2 <TAP履修制限科目>:TAP参加者履修登録許可

都市インフラストラクチャー 2 2

建築気候学 2 2

交通環境 2 2

環境都市再生論 2 2

住環境と人間行動 2 2

事例研究 ○ 4 3 3

卒業研究 ○ 6

※演習のため、他学科履修不可

単
位
数

週　　時　　間　　数

備考1年 2年 3年 4年

必
選
の
別

区分 授業科目

専
門
基
礎
科
目

専
門
科
目

学
科
基
盤
科
目

学
科
専
門
科
目

（

生
態
環
境
分
野
）

学
科
専
門
科
目

（

都
市
環
境
分
野
）
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履修上の注意事項 

 

１．授業科目履修上の注意事項 

□１・２年次の学修（履修）の考え方 

 主に必修科目の取得と、３年次以降の基礎分野となる専門基礎科目、専門科目（学科基盤科目

と学科専門科目）の修得を目指す。なお、必修科目は環境創生学科で 36単位，環境マネジメン

ト学科で 32単位と異なっているので注意が必要である。 

 各学年４０単位以上（各学期に最低２０単位以上）は取得すること。２年次終了までに８０単

位以上取得することを目標とする。 

 

□３・４年次の学修（履修）の考え方 

 専門基礎科目・専門科目を中心に履修を行い、専門性を高める。３年次終了時点で、卒業研究

着手条件１００単位以上を満たすように履修する。４年次では、卒業研究に着手し、卒業研究論

文を作成する。卒業要件である 124単位以上の取得を目指す。卒業要件の内容が学科により異な

るので、学修要覧の条件が記載されている部分を必ず参照すること。 

 

２．事例研究着手について 

２年以上在学して７０単位以上修得しなければ、事例研究着手は認められないので、２年次終

了時までに７０単位以上、取得すること。 

 

３．卒業研究着手について 

３年以上在学して、以下の条件を満たさなければ卒業研究着手は認められないので、この条件

を満たすように履修すること。 

 ①１００単位以上修得していること。 

 ②３年次までの必修科目を全て修得していること。 

 

４．CAP（キャップ）制 

 CAP（キャップ）制については、履修要綱の当該部分を参照すること。 

 

５．履修モデルについて 

環境創生学科は，卒業後の進路として国際環境協力分野をめざす学生の場合，および建設・不

動産分野をめざす学生の場合について，また，環境マネジメント学科は，卒業後の進路として一

般企業の環境部門をめざす学生の場合，および公務員をめざす学生の場合について，それぞれの

履修モデルを表 1～表 4に示す。 

 

６． その他特に留意すべき点 

 他学科、他学部、他大学の科目を履修する場合は学修要覧の当該部分を参照すること。 
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表１（環境創生学科）：卒業後の進路として国際環境協力分野をめざす学生の例 

科目区分 

（卒業要件） 

1 年 2 年 3 年 4 年 必
修 

自
由 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

基
礎
科
目 

（
１
６
単
位
） 

外国語 

科目 

（6 単位） 

Communication 

Skills 1○ 

Study Skills○ 

Communication 

Skills 2○ 

Reading and 

Writing 1○ 

Reading and 

Writing 2○ 

TOEIC 

Preparation○ 

    

6 0 

教養科目 

（10 単位） 

情報と社会○ 

情報リテラシー演
習○ 

情報通信技術入門
○ 

法と市民（憲法含
む） 

倫理学 

      

6 4 

専門基礎科目 

（34 単位） 

環境マネジメント
システム○ 

温暖化の科学○ 

環境倫理 

基礎プログラミン
グ演習 

持続可能な消費 

環境教育 

環境法入門 

画像処理技法 

数学入門 

地理情報システ
ム 

環境アセスメン

ト概論 

キャリアデザイ
ン 

エネルギーと政
策 

公共政策論 

NPO とソーシャ
ルビジネス 

情報セキュリテ

ィ 

食料問題と環境 

 

  

4 30 

専
門
科
目 

（
６
０
単
位
） 

学科基盤 

科目 

生態学概論○ 

環境フィールド・

計測演習○ 

環境情報リテラシ
ー○ 

生物学(1) 

環境数理学入門○ 

環境統計学 

生物学(2) 

ランドスケープ
論○ 

環境化学 

測量学 

測量学実習 

生態環境実習 

環境都市計画学 

環境モニタリン
グ技術 

環境情報可視化
技法 

都市気候論 

   

20 40 

学科専門 

科目 

 

  環境緑地学 環境分析演習 

生態環境保全学 

生態系アセスメ
ント 

復元生態学 

住環境システム 

物質循環学 

エコロジカル・
プランニング 

自然環境調査法 

  

事例研究 

卒業研究 

    
事例研究○ 卒業研究○ 

自由選択科目 

（14 単位） 

中国語 1 

基礎体育(1) 

中国語 2 

基礎体育(2) 

キャリアデザイン

基礎 

Advanced 

TOEIC 

日本の政治 

海外・特別選抜セ
ミナー 

海外フィールド

演習 

    

0 14 

合計（124 単位） 22 22 22 22 18 12 0 6 36 88 

○必修科目 
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表 2（環境創生学科）：卒業後の進路として建設・不動産分野をめざす学生の例 

科目区分 

（卒業要件） 

1 年 2 年 3 年 4 年 必
修 

自
由 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

基
礎
科
目 

（
１
６
単
位
） 

外国語 

科目 

（6 単位） 

Communication 

Skills 1○ 

Study Skills○ 

Communication 

Skills 2○ 

Reading and 

Writing 1○ 

Reading and 

Writing 2○ 

TOEIC 

Preparation○ 

    

6 0 

教養科目 

（10 単位） 

情報と社会○ 

情報リテラシー演
習○ 

情報通信技術入門
○ 

法と市民（憲法含
む） 

倫理学 

      

6 4 

専門基礎科目 

（34 単位） 

環境マネジメント
システム○ 

温暖化の科学○ 

都市環境入門 

環境倫理 

基礎プログラミン
グ演習 

 

環境法入門 

画像処理技法 

ミクロ経済学 

社会調査 

地理情報システ
ム 

環境アセスメン

ト概論 

キャリアデザイ
ン 

エネルギーと政
策 

公共政策論 

NPO とソーシャ
ルビジネス 

情報セキュリテ

ィ 

意思決定論   

4 30 

専
門
科
目 

（
６
０
単
位
） 

学科基盤 

科目 

生態学概論○ 

環境フィールド・

計測演習○ 

環境情報リテラシ
ー○ 

 

環境数理学入門○ 

環境統計学 

図化表現技法 

ランドスケープ
論○ 

環境化学 

測量学 

測量学実習 

 

環境都市関連法
(1) 

環境都市計画学 

環境都市関連法
(2) 

環境情報可視化
技法 

都市気候論 

熱環境論   

20 40 

学科専門 

科目 

 

 都市・居住環境論 住環境システム 環境分析演習 

都市インフイン
フラストラクチ
ャー 

建築気候学 

交通環境 

環境都市再生論 

住環境と人間行
動 

 

エコロジカル・

プランニング 

  

事例研究 

卒業研究 

    
事例研究○ 卒業研究○ 

自由選択科目 

（14 単位） 

韓国語 1 

基礎体育(1) 

韓国語 2 

基礎体育(2) 

キャリアデザイン
基礎 

現代の物理 

日本の政治 

応用体育(1) 

科学技術と社会 

応用体育(2) 

    

0 14 

合計（124 単位） 22 22 22 22 20 10 0 6 36 88 

○必修科目 



応

用

発

展

基

礎

導

入

4
年
次

3

年

次

2

年

次

1

年

次

卒業研究

実験実習系

環境フィールド・計測演習

図化表現技法

環境化学

測量学実習

環境分析演習

環境情報可視化技法

生態環境実習

専門基礎科目

関連科目

環境マネジメントシステム

環境法入門

環境倫理

環境教育 社会調査

物質循環学

エコロジカル・プランニング

復元生態学

交通環境

環境都市関連法(2)

住環境と人間行動

熱環境論

画像処理技法

数学入門

統計学基礎

ミクロ経済学

マネジメント入門

情報セキュリティ

キャリアデザイン

ＮＰＯとソーシャルビジネス

公共政策論

意思決定論

事例研究

外
国
語
科
目
・体
育
科
目

教
養
科
目

DP1：都市、地域、そして地球環境に関する広範な知識と教養を持ち、それらを実社会に応用する能
力を修得している。
DP2：自然の持つ多様性を人工環境に取り入れて、快適な環境を創出する知識と能力を修得している。

DP3：顕在化する環境問題を科学的に理解し、問題解決のための政策や手段を構想する能力を修得している。
DP4：持続可能社会を構築するうえで求められる都市や地域環境を実現するために必要な、環境情報を処理して共
有し、分析やモニタリングを行う知識と能力を修得している。

環境統計学

都市環境入門

温暖化の科学

持続可能な消費

環境問題原論

地理情報システム

食料問題と環境

環境アセスメント概論

都市気候論

マクロ経済学基礎プログラミング演習

環境数理学入門

測量学

自然環境調査法

環境都市再生論

環境モニタリング技術

基礎理論系

生物学(1)

都市・居住環境論生物学(2)

環境都市計画学

ランドスケープ論

生態系アセスメント

生態環境保全学 環境都市関連法(1)

都市インフラストラクチャー

環境緑地学

住環境システム

生態学概論

環境地理

建築気候学

環境情報リテラシー

生態環境 都市環境

生態環境 都市環境

発展理論系

エネルギーと政策

8
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区分 資格名称 おすすめの履修科目 特記事項

測量士補
図化表現技法、測量学、測量学実習他、必要な科目は学修要覧に
掲載しているので必ず確認すること。

測量士補コースの登録を行ったうえで受講すること。測量学と測量
学実習は連続したカリキュラムになっているので、両方を受講する
ことが必要である。

自然再生士補
復元生態学、ランドスケープ論、生態系アセスメント、生態学、
生物学（２）、環境緑地学、自然環境調査法、生態環境実習他、
必要な科目は学修要覧に掲載してあるので参照すること。

在学中に取得可能な資格なので、授業をしっかりと受講すること。
必要な科目は学習要覧に掲載しているので、参考にしてもれなく受
講すること。

ビオトープ管理士
復元生態学、ランドスケープ論、生態系アセスメント、生態学、
生物学（２）、環境情報フィールド演習、環境緑地学、自然環境
調査法、生態環境実習

自然環境保全あるいは生物多様性保全関係法規については自己学習
が必要。また、小論文では自然環境保全に関わる個人の経験に基づ
く記述が求められるので、日頃から自然観察や自然環境保全活動を
行うことが重要。

生物分類技能検定（1～4級）
生物学（２）、生態学、環境調査、環境情報フィールド演習、ラ
ンドスケープ論、復元生態学、環境緑地学、自然環境調査法

生物の学名、標準和名を覚えることが基本だが、生物の生態につい
ても学ぶことが必要。

環境緑化樹木識別検定
生物学（２）、環境情報フィールド演習、ランドスケープ論、復
元生態学、環境緑地学

樹木の生の標本で同定する能力を身につける。植物図鑑、植物検索
図鑑を使いこなすこと。

環境計量士 環境分析演習、環境化学、物質循環学、環境アセスメント概論 環境関係法規及び化学に関する基礎知識などは自己学習が必要

公害防止管理者 環境分析演習、環境化学、物質循環学、環境アセスメント概論 環境関係法規及び化学に関する基礎知識などは自己学習が必要。

84 技術士補（環境部門）
環境情報リテラシー、環境アセスメント概論、生態系アセスメン
ト、ランドスケープ論、復元生態学、環境都市計画学、生態学、
生物学（２）、図化表現技法など

授業では、環境部門の専門科目についてはほぼ全域を扱っている。
専門科目以外の基礎科目（科学技術全般にわたる基礎知識）と適正
課目（倫理・法規）については自習する必要がある。

技術士補（建設部門）
都市環境入門、都市・居住環境論、環境都市計画学、都市インフ
ラストラクチャー、環境アセスメント概論、生態系アセスメン
ト、環境都市再生論、交通環境、画像処理技法など

授業では、建設部門の一部を扱っており、土質、コンクリート、鋼
構造、河川、砂防などの学習が必要である。将来的に一部の試験免
除などもあるので、測量士補コースを取ることをお勧めする。

宅地建物取引士
環境都市関連法（１）、環境都市関連法（２）、環境都市計画
学、都市・居住環境論など

授業では資格試験の基礎となる知識や考え方を学ぶので、それを
ベースに試験勉強が必要。また、宅地建物取引業法など自己学習が
必要な分野もある。

インテリアプランナー
住環境システム、都市・居住環境論、建築気候学、図化表現技
法、都市気候論、住環境と人間行動、環境都市計画学、ランドス
ケープ論など

住まいや仕事場などの環境づくりには幅広い知識が必要なので、左
欄に示した科目等の履修を、資格を目指すための入口として更に自
己学習を行なうこと。

インテリアコーディネーター
住環境システム、都市・居住環境論、建築気候学、図化表現技
法、都市気候論、住環境と人間行動、環境都市計画学など

住まいや仕事場などの環境づくりには幅広い知識が必要なので、左
欄に示した科目等の履修を、資格を目指すための入口として更に自
己学習を行なうこと。

ＧＩＳ学術士
情報リテラシー、画像処理技法、地理情報システム、測量学、測
量学実習、図化表現技法、生態系アセスメントなど

測量士補を認定するための授業科目と重なっている科目が多いた
め、両資格を同時に取得することをお勧めする。

「科目履修をもとに受験して取得を目指せる資格」とは、受講内容をベースとして、さらに受験のための自習を行い受験する資格です。

環境創生学科おすすめの資格リスト

科目履修によって取
得できる資格

科目履修をもとに受
験して取得を目指せ
る資格*
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科 目 概 要（2 年次以上配当科目のみ。1 年次配当科目は教授要目を参照のこと） 

             （教育課程表掲載順に記載） 

 

■ 情報セキュリティ 
     関 良明 

Computer Security 

２年生前期 

科目概要 
インターネットやＩＴの普及に伴い、情報セキュリティが重要となっている。授業では、基礎技術として暗号関数、基盤技術として

情報暗号、相手認証、電子署名などを講義する。また、応用技術としてファイアウォール、ＶＰＮ、ＩＣカードなどを講義する。最後に、

ＮＩＳＴのＦＩＰＳについて言及する。 

According to spread of internet and IT,information security becomes very important. A teacher lectures on threat to 

information,network security,encryption technology, and authentication technology. 

履修心得 
ネットワークに関する知識を学んでおくこと。 

要望 
技術の発展にともない、情報通信環境の安全性も変化し続けている。このことを踏まえて、ますます重要となる情報セキュリティの

必要性や基礎知識を理解して、実践してほしい。 

 

 

■ 社会調査 
     大塚 善樹 

Social Research 

２年生前期前半 

科目概要 
社会調査の意義と、その諸類型に関する基本的事項を解説する。社会調査の目的、調査方法論、調査倫理、調査の種類と実

例、量的調査と質的調査、統計的調査と事例研究法などの違いや、国勢調査と官庁統計、学術調査、世論調査、調査票調査やフ

ィールドワークなど、資料やデータの収集から分析までの諸過程について学習する。 

The aim of this class is to understand the basis of investigation methods for social science, that varies from the qualitative 

approaches using interviews and observation method to the quantitative one using questionnaire surveys. 

履修心得 
統計学基礎の単位を取得していることが望ましい。 

 

■ 画像処理技法 
     史 中超 

Image Processing 

２年生前期前半 

科目概要 
 マルチメディアの重要なソースである画像情報について、一般の写真画像から人工衛星画像まで、その収集方法、コンピュー

タでの管理方法、情報抽出のための処理・解析方法などを体系的に学ぶ。 

 In this subject, the students will mainly learn about the principle of digital image, the image quality improvement methods 

including noise elimination, brightness/contrast adjustment etc., and the techniques related to feature extraction including edge 

detection, image segmentation, texture analysis, and so on. 

履修心得 
<事前に履修が望ましい科目> コンピュータシステム、情報リテラシー演習 

<他の授業科目との関連>地理情報システム論、環境モニタリング技術 

  コンピュータ基礎知識、特にコンピュータや周辺機器の内部構造、動作原理などが分かれば授業の内容を理解しやすくな

る。 

要望 
すべての回に出席することを前提として成績評価を行いますので、無断欠席しないように注意してください。
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■ 環境法入門 
     古川 務 

Introduction to Environmental Law 

２年生前期前半 

科目概要 
この講義では、良好な環境の確保を図るための法制度の概要が示される。持続可能な企業活動や消費行動を促進するための

政策立案について学ぶための基本となる科目である。法制度の一般的理解を踏まえて、環境法体系の特徴、課題、望ましいあり方

等につき議論できるようになることを目指している。テーマは幅広く、大気汚染、水質汚濁等の公害の防止にかかわる法制から、人

間による破壊等から自然環境を保全する自然保護法制に至るまでを扱う。なお、必要に応じて、たとえば気候変動枠組条約・京都

議定書、生物多様性条約等の国際環境法にも言及する。 

This lecture is intended to teach the legal system to maintain natural environment in general, and provides the elements to 

learn about policy making to promote sustainable corporate practice and consumption behavior. I hope that the students taking 

this lecture become able to discuss about the characteristics, the issues, and the desirable role of the environmental laws system. 

This lecture addresses the theme of legal system relating to prevention of pollution such as the air pollution or the water pollution, 

and nature conservation legislation to protect natural environments from the destruction by the human being. In addition, I 

mention the international environment laws such as United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto 

Protocol, and Convention on Biological Diversity as necessary. 

履修心得 
新聞記事等のチェックを日頃より行い、環境問題に対する関心を維持しておくこと。 

要望 
どのようなルールがあるかについての理解が深まれば、環境問題への興味関心もこれまでとは異なったものになると思います。

授業内容をしっかりと復習し、環境に関するルールの理解に努めてください 

 

■ 環境教育 
     佐藤 輝 

Environmental Education 

２年生前期 

科目概要 
環境教育のさまざまな実践的な取り組みへの理解を通して、環境教育の意義、目的、背景、歴史、対象者、方法論などを具体的

に学ぶ。地球温暖化や自然破壊、水質・大気汚染といった身のまわりの環境問題に着目して、受講生みずからが環境教育プログラ

ムを企画できるノウハウを習得すために、海外の教育動向や国内の企業・行政の先進事例も参照する。Through the understanding 

of various practical actions of the environmental education, its significance, a purpose, a background, the history, target people, 

methodology for the environmental education will be concretely studied. To learn how to plan an environmental education 

program against several environmental problem around ourselves such as climate change, destruction of nature, the water and 

atmospheric pollution, every student refers the overseas education trend, and the advanced examples of private companies and 

administration sectors in Japan. 

履修心得 
環境教育への関心 

 

■ 地理情報システム 
     史 中超 

Geographic Information System 

２年生後期後半 

科目概要 
高度の情報社会の進展に伴い、都市再生や防災、カーナビゲーションや携帯などをベースにしたあらゆるサービス分野で地理

情報に対するニーズが急速に高まっている。本科目では、地理情報システム（GIS）の基礎から都市や地域の自然及び人間の経済

社会活動に関わる様々な地理情報の収集・管理・検索技術、それからGISを生み出した基盤となっている科学的知識を体系的に学

ぶ。 

 In this subject, the principle of GIS(Geographic Information System) and the major techniques in GIS related to capturing, 

storing, checking, integrating, manipulating, analyzing and displaying spatial data will be described in details. Furthermore, the 

students can learn about how to solve practical problems like urban redevelopment etc. with GIS from the exercises. 

履修心得 
地図に関する知識を勉強・復習しておけば授業の内容が理解しやすくなる。 

<事前に履修が望ましい科目> コンピュータシステム、情報リテラシー演習、画像処理技法 

<他の授業科目との関連> 環境モニタリング技術 、環境地理 
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要望 
すべての回に出席することを前提として成績評価を行いますので、無断欠席しないように注意してください。 

 

■ 食料問題と環境 
     大塚 善樹 

Food and Environment 

２年生後期前半 

科目概要 
私たちの食卓は環境と密接につながっています。多くの環境問題は食品汚染として発生してきましたが，大規模な工業的食料

生産は環境破壊の原因でもあります。この授業では，現代社会のグローバル化，情報化，環境配慮などの変化のもとで，食料の生

産と消費のありかたがどのように変化してきたかを考えることを通して，持続可能な社会のあり方にアプローチします。 

In this class the impacts of production and consumption of food upon natural environment are discussed in the context of 

global, informational and ecological change of contemporary society. 

履修心得 
社会学入門，ミクロ経済学，環境社会学の単位を取得していることが望ましい。 

 

■ 環境アセスメント概論 
     横田 樹広 

Environmental Impact Assessment 

２年生後期後半 

科目概要 
人間による開発行為が環境に及ぼす影響を理解し、我が国における環境影響評価制度および環境影響の予測・評価の技法に

ついて習得する。また、持続可能な開発にむけた環境アセスメントの課題と可能性について理解する。 

Understanding the concept of environmental impacts and the systems/techniques of environmental impact assessment, the 

present issues and the possibilities of EIA/SEA systems for the sustainable development will be discussed with the practical 

studies. 

履修心得 
自身が関心を持つ具体的な開発事業やその環境影響、環境影響評価の状況等について広く情報収集するとともに、環境アセ

スメントの新たな課題・可能性について考えながら受講すること。 

要望 
まずは、環境影響評価の実際の手続きと技術についてきちんと習得することを目指してほしい。 

そのうえで、持続可能な開発にむけて環境アセスメントで何ができるか、国際的視野でその可能性を議論できることを目指してほ

しい。 

 

■ キャリアデザイン 
     池田 宗人 

Career Design 

２年生後期 

科目概要 
生涯にわたって自分の生き方を主体的に考え行動する力の基礎的部分を講義する。「生き方」の中では、職業ないし仕事に関

わる側面を中心に説明する。 

履修心得 
キャリアに関する問題意識。 

要望 
本講義では、職業と仕事に関するキャリア（ワークキャリア）を対象の中心としますが、職業・仕事を含む「人生」（ライフキャリア）に

も通じる内容です。自律的、主体的に生きるためのスキルと考え方を身につける機会です。そんな機会を有効に活用するためにも、

積極的な授業への参加・取り組みを求めます。
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■ エネルギーと政策 
     木村 啓二 

Introduction to Energy Policy 

３年生前期 

科目概要 
エネルギーは私たちの生活や経済活動と密接にかかわっています。と同時に、それは国内のみならず世界全体とかかわり、か

つ環境影響を与えています。そこで、本講義では私たちのエネルギー利用が環境に与える諸影響について理解するとともに、そう

した課題解決に向けた取組と今後の課題について考えていきます。 

Energy production and consumption is closely related to our lives and economic activities. On the other hand, that affects 

environment issues. This lecture provides you basic information on energy consumption and the environmental impacts from the 

energy usage. In addition, we consider the current situations for addressing these challenges. 

履修心得 
経済学やエネルギーに関する基礎知識があれば望ましいですが、特に必須ではありません。 

 

■ NPO とソーシャルビジネス 
     服部 篤子 

Nonprofits and Social Business 

３年生前期 

科目概要 
 本講は、「公共サービスの担い手は誰か」、「非営利セクターにとって利益とは何か」、「そソーシャルイノベーションとは何か」、

といった基本的な問いに、皆さんが解を見出すことで、NPO やソーシャルビジネスの理論と実践を理解することを目的とします。 

 具体的には、まず、この分野が国内外で着目されてきた社会的背景と研究の潮流を概説します。そして、公共政策、組織運営、

ビジネスや市場との関係など複数の視点から非営利セクターの役割と課題を明らかにします。 

 さらに、営利と非営利セクターを超えたフィールドとしてのソーシャルビジネスを分析し、社会課題解決の可能性や市民社会に

ついて考えていきます。 

Who is public service providers? What is the pofits for the nonprofits sector? What is the meaning of social innovation? 

We oncsider these reasearch questions above and try to undrestand the concept of social busienss. 

In additon, we discuss the tide of social environment where the social business were emerging. Furthermore, we examine the 

role of social sector in terms of public policy, institutional management, and social impact on the market. 

The purpose of the class is to think over the theory and proctice of civil society beyond the bondaries between profits and 

business sector. 

履修心得 
特になし 

要望 
キャリアを考える上で、社会問題の解決に取り組む「社会起業家」など、NPO に携わる人々やリーダーの人間性に学ぶところは

少なくありません。本講座を通じて、各自が緊要な社会の問題に目を向け、市民社会に対する意識を高めることを期待します。 

 

■ 公共政策論 
     古川 務 

Public Policy 

３年生前期前半 

科目概要 
公共政策とは、政府および地方公共団体等が実施するさまざまな公共的な施策をいう。この講義では、本学部・学科の特徴を踏

まえ、深く環境問題にかかわるいくつかの政策分野の事例を取り上げて、主として法的観点から概説する。この科目は、持続可能な

企業活動や消費行動を促進するための政策立案について発展的に学ぶための科目である。なお、公共政策のうち、環境政策に区

分されるものについては、環境政策論で取り扱う。受講学生には、これらの事例を踏まえて、各公共政策分野の特徴、課題を理解

すること、また、その望ましいあり方を考察することが求められる。 

The public policy means various measures to promote public welfare that the government and local public body etc. carry out. 

It is sorted in the plural policy areas. In this lecture, based on the characteristic of this department, I comment on the measures 

in some policy areas relating to environmental problems primarily from the legal point of view. This lecture provides the base to 

learn about policy making to promote sustainable corporate practice and consumption behavior. However, I address the policy 

area called the environmental policy in the public policy in other lecture, Environmental Policy. The students taking this lecture 

are required to acquire the characteristics, the issues and to consider the desirable role concerning each policy areas based on 

the examination of these measures. 
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履修心得 
公共政策分野に広く関心を有していること。また、日頃から新聞等で情報を収集しておくこと。 

要望 
担当者の専門の関係で、法的観点から公共政策を考えていきます。ただし、環境法の講義とはかなり視点を異にしていると思い

ます。できるだけ出席して、この講義の全体像をつかんでください。 

 

■ 意思決定論 
     阿部 雅之 

Decision Making Method 

３年生後期 

科目概要 
意思決定をデータ中心のアプローチとして捉え、ビジネスのみならず、日常生活においても重要な位置づけであることを習得す

る。学習直後から活用可能な事例を中心に学習する。 

This lecture treats Decision Making Method by data-oriented approach. We also discuss Decision Making Method in our daily 

life. 

履修心得 
特に設定はしないが、統計関連科目されにできれば簿記会計関連科目の学習が望ましい。また、表計算ソフトエクセルの基本

的操作ができればなおよい。 

要望 
学習したその日からすぐに活用できるテーマを教材としているので、日常の生活や行動を意思決定的観点からシステム的に捉え、

普段の生活の場でも実践してください。この授業を受けることで、それまで持っていた先入観や概念が大きく覆ります。若いうちにカ

ルチャーショックを大いに受けてください。 

 

■ ランドスケープ論 
     田中 章 

Introduction of Landscape Architecture 

２年生前期後半 

科目概要 
本授業は、我々人類の生存基盤である生態系、またその生態系の健全性を生物多様性の観点から評価することの重要性と具

体的技術を学ぶことを目的としている。 

生物多様性の消失原因である開発と生物多様性保全との関係に焦点を絞り、両者のバランスを図る社会制度である環境アセス

メント制度の現状を概観した上で、生物多様性消失の現状、その対策として世界中で普及しつつある生物多様性オフセットやバン

キング、野生生物生息地評価手法などについてそれらの国内外の動向を含めて学ぶ。 

Purpose of this class is to understand balance between development and ecological conservation by learning advanced 

ecosystem assessment tool such as Habitat Evaluation Procedure in Environmental Impact Assessment. 

履修心得 
自然を守れと人は言う。しかし本当に何をどうすれば自然を守ることになるのか？具体的に理解し、その能力を身につけたい人

は受けてください。 

要望 
これからの社会は、どんな分野、どんな仕事、どんな業界、どんな方向に就職するとしても、我々人類の生存基盤である生態系

の保全というテーマが関係しない、ということはありません。興味のない人も最初から興味がある人も、改めてこれからの地球環境で

生き抜いていくことを一緒に真剣に考えてみましょう。 

将来、環境保全を目的とした仕事に就きたい人、環境とは直接関係がないけれども企業や産業界における環境配慮を推進した

い人、（環境方面の就職に有利な）HEP の技術、ノウハウを身につけておきたい人、とにかく環境分野を勉強したい人、 

 

■ 環境化学 
     咸 泳植、久米 一成 

Environmental Chemistry 

２年生前期 

科目概要 
教員は生態系における汚染物質濃度と量の時間・空間的な変化を解析することによって汚染源を突き止められる手法として「環

境化学」に関する講義を行う。また、教員は環境学部と環境創生学科のカリキュラムポリシーである身近な環境の諸問題について化

学的な見地から理解し、その対応策ついて議論する（キーワード：生態系、汚染物質、汚染源、時間・空間的な変化）。The lecturer 

gives a lecture on “Environmental Chemistry” as a useful tool to clarify pollution sources with the spatiotemporal change of 

pollutant concentration & load in ecosystems. In addition, the lecturer gives a lecture on the environmental problems through a 
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chemical point of view and their countermeasures, which are related with Faculty & Department Curriculum Policies (Keywords: 

ecosystem, pollutant, pollution sources, spatiotemporal change). 

履修心得 
環境学、生態学、化学的な素養が必要であるが、もっと大事なのは、これから修得するという意欲を持つことである。 

要望 
環境問題を解明するためには、複合的な学問を学ぶ必要がある。今回の講義は、環境化学に絞ったが、今後勉強を続けるなら

ば広い視野で取り組むことを進める。 

 

■ 測量学 
     大木 正喜、松浦 弦三郎 

Surveying 

２年生前期 

科目概要 
測量は、地表面あるいはその近傍の地点の相互関係及び位置を確立する科学技術であり、国土の開発、利用、保全等に重要

な役割を担っている。この講義では、誤差論を含めた測量に必要な基礎知識を学ぶことから始め、測量作業の基本となる距離、角

度、高さの測定方法と測量機器等の使用方法について説明する。 

Surveying is a science and technology to establish a mutual relationship and the position of the point of the earth's surface or 

in the vicinity, are responsible for national land development, utilization, an important role in conservation, In this lecture, start 

by learning the basic knowledge required for the survey,including the error theory, distance of the underlying of the surveying 

work,angle,how to use, such as the height of the measurement method and the surveying equipment will be explained. 

履修心得 
基本的な数学（三角関数等），物理の理解 

要望 
測量学を受講理解することで測ることの重要性が理解できる。 

 

■ 環境都市計画学 
     室田 昌子 

City Planning Theory 

２年生後期後半 

科目概要 
都市計画について、環境共生からの視点を重視しつつ、手順や関連法令、実際の運用や事例を体系的に紹介する。土地・土

地利用規制、計画・マスタープラン、都市開発、都市施設、景観などについて、環境配慮、自然共生、低炭素化などの環境共生的

な観点を取り入れ、いかに共生すべきかを考えつつ都市の計画とまちづくりの基本を理解できるようにする。都市環境分野の専門

科目であるが、国土全体の環境維持・改善を考えるうえで、自然環境も含めて必要な最低限の知識も提供する。 

We learn city planning including eco-friendly and sustainable aspects. We learn land use and zoning system, planning and 

master plan, urban development, urban parks and roads planning and townscape wth the emphasis on good harmony with naure, 

promotion of low carbon society. All attendees are rquired understanding of sustainable and eco-friendly city and communities. 

履修心得 
「都市・居住環境論」の履修を前提条件とする。この講義で修得した専門用語などを前提に授業を進める。 

要望 
授業で習ったことを念頭にしつつ様々な都市を是非見てください。地域から学び発見する力を身につけてください。 

 

■ 生態環境実習 
     吉崎 真司、咸 泳植、北村 亘 

Fieldwork on nature and natural environment 

２年生集中（後期） 

科目概要 
自然の中で、動植物・生態系及び無機的環境に関する調査体験を通して、自然を理解し、劣化した自然を修復・再生する方法

を学ぶ。 

This fieldwork focuses to learn how to restore and rehabilitate the deteriotated nature through the field survey. 

履修心得 
山歩きができるように、日頃から体調管理に努めること。 

要望 
実習は、静岡県富士宮市富士山２合目付近の、静岡県山の村内の宿泊施設に３泊４日の予定で滞在しながら行う。実習費用が
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係るので、説明会に必ず出席すること。また、実習では静岡大学農学部の教員２名が指導を行うほか、本学卒業生による特別講義

も行う予定である。 

 

■ 測量学実習 
     大木 正喜、松浦 弦三郎 

Surveying Practice 

２年生前期 

科目概要 
測量学は国土の開発、利用、保全等に重要な役割を担っており、正確さを確保することが最も重要である。本講義では測量学の

講義に基づき、校内において測量機器の取り扱い、各種測量方法の基本手順について実施する。 

Surveying the national land development, utilization,maintenance plays an important role, and it most important to ensure 

accuracy. Based no the lecture of surveying in this lecture, the handling of the surveying equipment in the school, to perform the 

basic steps of various surveying methods. 

Ｂａｓｅｄ on a lecture of surveying, to acquire the handling of the surveying apparatus, the basic procedure of 

each suveying method in campus. 

履修心得 
測量学を充分に理解し、実習目的を明確にしておくこと。 

要望 
講義で理解が困難な問題は、実習を通して理解しておくこと。 

基礎となる三角関数は充分に理解しておくこと。 

実習は、班毎に行うのでチームワークを大切にすること。 

積極的に器械器具に触れ親しむこと。 

 

■ 環境都市関連法(1) 
     竹田 智志 

A related law of environment and urban (1) 

２年生後期 

科目概要 
本講義では、私達の生活と密接に関わりを持つ民法の全体像をつかみ、民法の体系的な理解と法令用語の基礎知識を習得す

る。その上で、契約・財産法の基礎を学ぶ。様々な具体例を取り上げ、特に不動産の取得を巡る問題、金銭の貸し借りや担保、債

権や契約などのテーマをピックアップし、具体的な事例を取り入れながら学習する。本講義は、不動産業や建設業界、ハウスメー 

カーなどの業界を目指す学生が、宅建などの不動産関係の資格を取得する上での基礎となる講義である。また、環境問題を理解し

分析するにあたって必要な基礎的知識、技能、方法論を学ぶための講義でもある。 

履修心得 
星野英一著「民法のすすめ」岩波新書は講義前に読んでおくことを望みたい。 

要望 
定期試験では、持込みを一切認めません。厳しいようですが、制度そのものは民法全般のうちのほんの一部分を考査するもので

す。制度のイメージは講義時に解説するわけですが、実際の法規定は触れられる場合とそうでないときがあります。各自がそれぞれ

に抑えておいて戴きたいと願います。 

 

■ 環境都市関連法(2) 
     竹田 智志 

A related law of environment and urban (2) 

３年生前期 

科目概要 
本講義は、「環境都市関連法(1)」をベースとし、不動産取引とマンション管理に関する法体系を学ぶものである。まず、不動産の

特殊性について検討し、不動産賃貸借の仕組み、個別の法的論点について検討する。後半は現在の都市において一般的となりつ

つあるマンションに焦点をあて、区分所有、マンション管理など、マンション法の論点について考察する。全体としては民法と特別法

の交錯するポイントを押さえ、不動産取引が複雑かつ不透明である点を明らかにし、不動産関係の資格試験等の把握を充分なもの

とすることを目指す。本講義は、環境問題を理解し分析するにあたって必要な基礎的知識、技能、方法論を学ぶためのものである。 

履修心得 
「環境都市関連法(1)」は履修済みであること。 

要望 
テキスト、六法、用語集が必要です。揃えて下さい。一応法律は、「民法」、「借地借家法」、「区分所有法（建物の区分所有等に

関する法律）」を対象としています。テキストは制度全般につき概説。用語集は文字通り法律用語の解説。法は六法に記載されてい
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ます。 

 

■ 環境モニタリング技術 
     史 中超 

Environmental Monitoring Technology 

３年生前期前半 

科目概要 
 リモートセンシング技術を中心とした環境モニタリングのための衛星画像の処理技術やスペクトル解析技術、イメージ分類技術、

各種の応用モデル（土地利用・被覆変化モデルなど）を学ぶ。 

 This subject is focused on the study of environment monitoring based on remote sensing technology. The techniques related 

to satellite image processing, spectral information analysis, image classification will be mainly introduced. 

履修心得 
<事前に履修が望ましい科目>画像処理技法、地理情報システム論 

<他の授業科目との関連> 環境地理   

画像処理技法と地理情報システム論を履修しておけば、衛星画像解析などの内容は理解しやすくなる。 

要望 
すべての回に出席することを前提として成績評価を行いますので、無断欠席しないように注意してください。 

 

■ 都市気候論 
     鳴海 大典 

Urban Climate 

３年生前期 

科目概要 
都市では人工被覆化や排熱の増大に伴ってヒートアイランド現象が顕在化している。また、温室効果ガスの増大による地球温暖

化の影響もあいまって、特に大都市での気候変化が大きな社会問題となっている。本講義で科目担当者は、都市化に伴う気候変

化のメカニズムとこれにより生じる環境問題について解説するとともに、適切な環境計画を行うための技術や政策などの最新情報を

提供する。 

Urban heat island caused by the increase of the artificial covering and anthropogenic heat in cities have been become 

remarkable. Furthermore, by the effects of global warming, climate change in cities have become particularly big social problem. 

In this lecture, student will learn the mechanisms of climate changes associated with urbanization, impacts to the residents in 

cities and the latest technology and policy for carrying out the appropriate environmental planning. 

履修心得 
環境都市計画学や建築気候学などの関連講義を受講していること。 

 

■ 環境情報可視化技法 
     三浦 直子 

Visualization technique of environmental information 

３年生前期 

科目概要 
森林や河川などの自然環境や人間の経済社会活動の結果である土地利用区分などの環境情報は、データ化しコンピュータに

よって可視化することができる。環境情報をデータベースとして整備し、それをいかに利用（分析・評価・参照）していくかは、環境管

理計画や環境保全計画などを立てる上で重要な技術である。科目担当者は、環境情報、特に自然環境情報を取得・可視化して活

用する技法について講義を行う。科目担当者は、活用事例を紹介し、地理情報システム（GIS）およびリモートセンシング技術を横断

的に利用して課題にアプローチする方法を示し、環境情報を扱う上での包括的な知識が学べるように講義する。 

It is important skill to manage environmental information databases and utilize (analyze, evaluate and refer) them for making a 

better environmental management plan and conservation strategy. In this class, I will lecture methods to gather and visualize 

natural environmental information presenting various case studies. Students can learn how to work on environmental information 

using Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing technology. 

履修心得 
地理情報システム（GIS）およびリモートセンシングの基礎知識をもっていること。「地理情報システム論」および「環境モニタリング

技術」の履修が望ましい。 

要望 
データやソフトウェアの使用方法だけではなく、課題解決のためにどのようなアプローチが必要かという視点まで持てるようになる

ことが目標です。コンサルティング業界の最新情報も織り交ぜつつ講義を行いたいと思います。
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■ 熱環境論 
     宿谷 昌則 

Thermal Environment 

３年生後期前半 

科目概要 
熱現象は、私たちヒトの身体（体内環境）から建築環境・都市環境・地域環境・地球環境に至るまで、ありとあらゆる階層で絶えず

起きている。この科目では、できるだけ身近な例を通して熱現象を理解するとともに、環境デザインのよりどころとなる熱力学の基礎

理論を講ずる。その上で、人工環境の最小単位である建築環境と自然（体内環境や地球環境）との関係を熱力学的・生物学的な視

点から講ずる。 

Thermodynamic phenomena take place everywhere from human body to built environmental spaces with various sizes. The 

same is true for regional environmental space and the global environmental space. In this lecture, we discuss various natural 

phenomena from the viewpoint of thermodynamics and heat transfer in order to grasp the scientific basis of environmental design. 

履修心得 
住環境システム、建築気候学、環境とデザイン、環境フィールド・計測演習、環境デザイン演習などを履修していること。 

要望 
自分なりのノートづくりを行なうこと。ノート作りがきちんとできると、理解も深まります。板書した内容ばかりでなく、よくわかったこと、

よくわからないことなどを自分なりに整理する癖をつけてほしい。 

 

■ 環境緑地学 
     飯島 健太郎 

Restoration of green in environmentally deteriorated lands 

２年生前期後半 

科目概要 
沙漠や沙漠化地域、里山や海岸、都市の屋上や壁面など、緑が希薄な地域や劣化した土地に緑を再生・修復するための理論

と技術を学ぶ。本講義は、環境創生学科生態環境分野の「学科専門科目」であり、地球規模から地域規模の緑を主とする自然の保

全や修復及び創生に関する内容を学修する。 

Students will learn about the foundamental theory and technic on the restoration of green at the desert and desertification area, 

satoyama and coastal resion, roof top and wall of buildings in urban. 

履修心得 
生態学概論（1 年前期・必修）、生物学(1)（1 年前期・選択）、生物学(2)（1 年後期・選択）を必ず受講すること。 

要望 
緑を修復・再生したり新たに創出するための最も基本となる内容であるので、しっかり学んで欲しい。 

キャンパスの内外を問わず、目に入った緑について様々な疑問を持つことから始めよう。例えば、その緑はどんな種類の植物か

ら出来ているのか、日本在来の種か外来の種か、何故そこに緑が必要なのか、その緑が果たしている役割は何だろうかなど、常に

考える習慣を身に着けたい。 

 

■ 環境分析演習 
     咸 泳植 

Environmental Laboratory Exercises for Instrumental Analysis 

２年生後期 

科目概要 
教員は環境学部と環境創生学科のカリキュラムポリシーである身近な環境に存在する様々な汚染物質に対して速やかに対処す

るため、大気・水・土壌の汚染物質に対する定量分析を行う手法について講義をする（キーワード：大気・水・土壌の汚染物質、定量

分析）。To cope with various pollutants in our circumstances, the lecturer gives a lecture on how to perform the quantitative 

analyse of atmospheric, aquatic & edaphic pollutions, which are related with Faculty & Department Curriculum Policies 

(Keywords: atmospheric, aquatic & edaphic pollutions, quantitative analyse). 

履修心得 
グループで行う作業が多いので、途中で断念することなく最後まで遣り通すことが前提である。なおかつ、気が付いた人が積極

的に指摘するなど皆で協力し合うことが前提条件である。 

要望 
14 週間やりこなすつもりでなければグループのメンバーに迷惑をかけてしまうことになりかねないので、内容に対する強い好奇心

をもって受講して欲しい。
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■ 自然環境調査法 
     吉崎 真司 

Research methodology of nature and natural environment 

２年生後期前半 

科目概要 
野外調査において、また室内において実験を行う場合に必要となる科学的アプローチについて、基礎的な考え方や姿勢、地域

の生物資源や自然環境特性の調査を行う場合の調査方法と解析方法を学ぶ。この講義は環境学部環境創生学科生態環境分野

の専門科目であり、フィールド調査やサンプリングなどの野外活動における最も基本的かつ重要な事項を学ぶ。 

履修心得 
動植物の同定や分類の能力、生態学の基本的な知識や理論などが必要であるので、1 年生科目である「生態学」や「生物学

(1)(2)」、「環境フィールド・計測演習」など関連科目を受講していることを前提に授業を進める。 

要望 
常に野外調査が可能な服装の準備をして授業に臨むこと。野外調査の多くはグループ単位となるので、遅刻したり欠席すること

なく、連続して出席することを望む。 

 

■ 生態系アセスメント 
     田中 章 

Ecological Impact Assessment 

２年生後期前半 

科目概要 
本授業は、我々人類の生存基盤である生態系、またその生態系の健全性を生物多様性の観点から評価することの重要性と具

体的技術を学ぶことを目的としている。 

生物多様性の消失原因である開発と生物多様性保全との関係に焦点を絞り、両者のバランスを図る社会制度である環境アセス

メント制度の現状を概観した上で、生物多様性消失の現状、その対策として世界中で普及しつつある生物多様性オフセットやバン

キング、野生生物生息地評価手法などについてそれらの国内外の動向を含めて学ぶ。 

Purpose of this class is to understand balance between development and ecological conservation by learning advanced 

ecosystem assessment tool such as Habitat Evaluation Procedure in Environmental Impact Assessment. 

履修心得 
自然を守れと人は言う。しかし本当に何をどうすれば自然を守ることになるのか？具体的に理解し、その能力を身につけたい人

は受けてください。 

要望 
これからの社会は、どんな分野、どんな仕事、どんな業界、どんな方向に就職するとしても、我々人類の生存基盤である生態系

の保全というテーマが関係しない、ということはありません。興味のない人も最初から興味がある人も、改めてこれからの地球環境で

生き抜いていくことを一緒に真剣に考えてみましょう。 

将来、環境保全を目的とした仕事に就きたい人、環境とは直接関係がないけれども企業や産業界における環境配慮を推進した

い人、（環境方面の就職に有利な）HEP の技術、ノウハウを身につけておきたい人、とにかく環境分野を勉強したい人、みんな受講

すべきです。 

 

■ 生態環境保全学 
     北村 亘 

Conservation of environment 

２年生後期後半 

科目概要 
生物多様性の減少と消失は近年の環境問題の中でも一際重大な地位を占めている。本講義では生物多様性の価値を認識する

とともに、生物多様性が生じる機構について理解を深める。また、生物多様性を保全するための手法を実践的な事例を通して学び、

保全活動の担い手となれるような知識を得ることを目標とする。 

Loss of biodiversity due to human activities has been one of the most important issues of environmental studies. In this class, 

values and mechanisms of biodiversity will be introduced, and methods for conserving biodiversity will be learnt from practical 

cases. 

履修心得 
生物学（1）（2）および生態学概論を履修していることが好ましい。 
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■ 復元生態学 
     田中 章 

Restoration Ecology 

３年生前期後半 

科目概要 
生態系の破壊、自然の消失、生物多様性の減少などは、気候変動と並ぶ深刻な地球環境問題である。その対策には、現存する

自然を保護するだけでは足りず、既に自然が消失したところを人間の手で再び自然を再導入すること、即ち、生態系の復元が不可

欠である。本科目は、失われた自然を復元するために必要なフィールドから政策までをバランスよく学ぶものである。 

履修心得 
植物の生育について、光合成や呼吸などのエネルギー循環や物質循環の基礎を学んでおくこと。キャンパス内の緑地における

植物管理などのフィールド活動を通して、生き物を扱う難しさや楽しさを体験的に学ぶため、ある程度のフィールド活動できる服装で

参加すること。 

要望 
まずは一本の植物を生物学的かつ生態学的に健全に育てる難しさや楽しみをフィールドで体験しよう！ 

 

■ 物質循環学 
     咸 泳植 

Material Cycle 

３年生後期 

科目概要 
教員は地球の主要元素と微量元素について講義する。地球生態系はその物質らが循環する訳で永続できると言っても過言で

はない。また、教員は生態系における主要元素（水素、酸素、窒素、炭素、硫黄、カリウム、リン、アルミニウムなど）と微量元素（亜鉛、

セレン、カドミウムなど）の循環について一層専門的な領域から環境汚染にアプローチし、環境学部と環境創生学科のカリキュラム

ポリシーである様々な環境汚染について講義する（キーワード：物質循環、環境汚染、主要元素、微量元素）。The lecturer gives a 

lecture on main elements and minor elements of the earth. It is no exaggeration to say that the ecosystem can be sustained with 

the element cycling. In addition, the lecturer gives a lecture on variouos environmental pollutions through an specialized field 

approach of behaviors and contaminations of major elements (hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, phosphorus & etc.) and 

minor elements (zinc, selenium, cadmium & etc.) in ecosystems, which is related with Faculty & Department Curriculum Policies 

(Keywords: element cycling, environmental pollutions, main elements, minor elements). 

履修心得 
「環境化学」を履修済みであることが必要であるが、もっと大事なのは、これから修得するという意欲を持つことである。 

要望 
環境問題を解明するためには、複合的な学問を学ぶ必要がある。今回の講義は、物質循環学に絞ったが、今後勉強を続けるな

らば広い視野で取り組むことを進める。 

 

■ エコロジカル・プランニング 
     横田 樹広 

Ecological Planning 

３年生後期後半 

科目概要 
サステナブルな都市の形成にむけて、緑地・生態系とそこでの人間活動・社会システムとの複合的な関係性を、横断的かつ複層

的に読み解く技法を学ぶ。 

また、その総体としてのランドスケープを基盤として、グリーン・インフラの形成を実現していくための地域環境の評価・計画方法を

学ぶ。 

Based on the introduction of the analytical concepts and methods to evaluate the multiplex relationships among urban 

ecosystems and social systems, the practical planning methodologies for the creation of the green infrastructure and for the 

strategic landscape management will be discussed in the lecture. 

履修心得 
基本的な地形図の読図力や Excel による表計算能力、GIS に関する知識を必要とする。 

要望 
Planning Works では、具体的なエリア・課題を設定し、ランドスケープの分析力と計画力を身に着けることを志向します。 

各回の課題に意欲的に取り組み、講義との相互作用や受講者間でのコミュニケーションを通じて、自らの分析や評価を計画に活

かしていくプロセスを体得してほしいと思います。
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■ 住環境システム 
     宿谷 昌則 

Built-Environmental System 

２年生前期前半 

科目概要 
人間が生活する場としての最小単位である住居に着目して、光・熱・空気などの環境を構成する要素がどう振る舞うかについて

講ずる。身近な自然の振る舞いを理解していくことで、良好な環境とは何か、それを維持するためのシステムとは何かを見出す方法

論を講ずる。 

Room space is the minimum unit of built-environmental space. In this lecture, we discuss how the built environmental space 

works from physical viewpoint in order to understand the roles of lighting, heating, cooling and ventilating systems for human 

comfort. The students are required to do a series of simple exercises to enhance their understanding in addition to listening to the 

lecture itself. 

履修心得 
都市環境や生態環境分野に関連する講義や演習を多く履修しておくこと。 

要望 
毎回の講義でノートをしっかり取ることを励行してほしい。黒板に書かれたことだけでなく、話の内容で腑に落ちたこと、よくわから

なかったことなど、その都度よくメモを取り、住環境システムの講義すべてが終了したときには、住環境とは何かについての皆さん一

人ひとりなりのノートができているようにしてほしい。また、ほぼ毎回の講義で配られる資料はノーとともにとまとめて、いつでも参照で

きるように整理すること。資料をまとめる能力を身に付けられるか否か、ノートを取ることがしっかりできるか否かは、将来の仕事能力

を伸ばせるか否かに大いに係わっています。 

 

■ 都市インフラストラクチャー 
     大西 暁生 

Urban Infrastructures 

２年生後期前半 

科目概要 
現代社会はその大半が都市を基盤として成立するが、その都市はまたインフラストラクチャー（社会資本）によって支えられている。

インフラストラクチャーの機能、整備制度、事業分析に関して、事例を参考にしながら学ぶ。インフラストラクチャーを通して、公共財

の役割とその受益と負担に関する考え方を理解することを目標としている。 

The purpose of the course is to study the function of infrastructures in the urban system and how to plan and implement 

infrastructure development and maintenance projects. Approaches in public economics, accounting and finance as well as 

engineering are introduced. 

履修心得 
講義に出席すること。ノートを必ずとること。 

要望 
まずは出席して、考えながら、しっかりとノートをとること。 

随時質問を投げかけるので常にその課題について考えること。 

 

■ 建築気候学 
     リジャル 

Architectural climatology 

２年生後期前半 

科目概要 
私達は Think Locally and Act Globally の理念に基づいて、持続可能な建築・都市環境を作る必要がある。どうすれば、快適で

環境負荷やエネルギー使用の少ない建築・都市環境が実現できるのか。解決への糸口は、気候風土に適合した伝統的建築・都市

環境にヒントがあるのではないかと考えられる。教員は、世界各地の伝統的建築・都市環境と気候風土（気温、湿度、風速、日射な

ど）の関係について講義する。具体的には乾暑地域、蒸暑地域、寒冷地域における建築・都市環境の特徴、暑さや寒さを克服する

パッシブデザイン、地域独自の建築・都市環境を発展させる方法論などである。 

We need to create the sustainable architecture and urban environment based on the concept of the “Think Locally and Act 

Globally”. How can we realize the architecture and urban environment which are comfortable and low impact to the environment? 

To solve these problems, there may be hints in the traditional buildings and cities which are well matched and adapted to the 

climates and cultures. To learn the environmental control methods, we will investigate/measure/analyze the traditional buildings 

and cities in the different parts of world. We will also propose a new traditional buildings and cities as a final assignment. 

履修心得 
講義の内容と関連する「住環境システム」を履修していることが望ましい。 
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要望 
配布資料、参考書など用いて基礎をしっかり勉強して欲しい。講義内容は必ずノートを取って欲しい。分からない場合、積極的

に質問して欲しい。 

 

■ 交通環境 
     大西 暁生 

Urban Transport and The Environment 

３年生前期前半 

科目概要 
我々の生活は、旅客や貨物といった様々な交通車両から提供される多様な交通サービスにより支えられている。一方、交通サー

ビスの提供は、振動、騒音、大気汚染、エネルギーの大量消費、温室効果ガスの排出等といった環境問題を発生させる。これに対

して、交通が多く集中する都市における対策とそれに沿った計画が重要となる。そこで、本講義では交通・都市・環境それぞれの定

義と現状及び課題、そして各計画や制度について説明する。また、世界及び国内の都市計画と交通計画について講義する。さらに、

交通モデルや都市分析モデルの基礎について学ぶ。最終的には、交通と環境問題を多角的に概観することができるようになるため

の知識と視点を習得する。 

Transport provides services for supporting our convenient lifestyle. But it also causes environmental problems, for example 

noise, local air pollution and global warming. This class’s purpose is to study and grasp issues and viewpoints on urban transport 

and the environment. 

履修心得 
講義に出席すること。ノートを必ずとること。 

要望 
まずは出席して、考えながら、しっかりとノートをとること。 

随時質問を投げかけるので常にその課題について考えること。 

また、交通、都市、環境等の現状、課題、対策、計画等に興味をもち、新聞やニュース等のこれらに関する情報に常に目を通す

こと。 

 

■ 環境都市再生論 
     室田 昌子 

Urban Community Development Theory 

３年生前期前半 

科目概要 
都市再生の実施のための実践的な能力向上のための知識とフィールドを提供し、実践してもらう。特定の実際の地域を取り上げ

て、その地域の計画づくり、政策的な位置づけや利用された都市再生手法やまちづくり手法などを紹介し、実際の適用や生かされ

方を紹介する。その上で、現地調査に行き、自分たちで問題を見つけて整理をし、今後の都市再生やまちづくりに向けたプロジェク

ト提案をまとめて発表してもらう。今年度は、港北ニュータウンと関内地区をフィールドとする。都市環境分野の専門科目であり、一

部、屋外調査を取り入れる。 

We learn to propose community projects at some specific areas in practical manner、based on Urban and Residential 

Environment Theory and City Planning Theory. We experience field works and work shops at two areas including Kohoku 

New Town. 

履修心得 
「都市・居住環境論」と「環境都市計画学」を履修していることを必須条件とする。事前にこの 2 科目の履修を必ずしておいてくだ

さい。 

要望 
グループワークを行うので欠席・遅刻は絶対にしないこと。 

グループワークを行うために欠席は他の履修者の迷惑となる。既履修者からの強い要望もあるので、欠席は原則認めない。正統

な理由がある場合は２コマ（２限続きの１回分）まで認める場合があるが、フィールド調査とプレゼンテーションの欠席は認められない。

遅刻は欠席扱いとする。 

 

■ 住環境と人間行動 
     リジャル 

Built environment and occupant behaviour 

３年生前期後半 

科目概要 
不快を生じるような変化が起こると、人は快適性を取り戻そうと行動する傾向がある。また、人は温熱環境を消極的に受容してい

るのではなく、常に環境と相互作用している。住環境では行動的適応（窓開閉、冷暖房使用）、生理的適応（発汗、震え）、心理的

適応（状態の範囲の予測、感覚の範囲の受容）などを行って熱的快適性を得ている。適応機会が少なければ不快が生じる可能性
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があり、近年は環境負荷低減を行うために適応に基づいた快適温度が提案されている。教員は、居住者の適応的環境調整行動、

快適温度の地域差や季節差、適応モデルなどについて講義を行う。 

 

If a change occurs that produces discomfort, people will tend to act to restore their comfort. People are not passive receptors 

of their thermal environment, but continually interact with it. In the built environment, people feel thermally comfortable using 

behavioural (window opening, heating and cooling usage), physiological (sweating, shivering) and psychological adaptation 

(expecting a range of conditions, accepting a range of sensations). Insufficient adaptive opportunity leads to discomfort. To reduce 

the environmental impact in recent years, the comfort temperature based on thermal adaptation is proposed. In this lecture, we 

will study about the adaptive thermal adjustment of people, regional and seasonal difference of comfort temperature and the 

adaptive model. 

履修心得 
講義の内容と関連する「建築気候学」、「住環境システム」を履修していることが望ましい。 

要望 
配布資料、参考書など用いて基礎をしっかり勉強して欲しい。講義内容は必ずノートを取って欲しい。分からない場合、積極的

に質問して欲しい。 
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■ 事例研究     各教員 

Case Studies Seminar 

3 年通年 

講義の目的 
事例研究では、配属された学生が、主として研究テーマを発見することをねらいとして、文献調査、現場調査、実験

等を個人またはグループで行う。こうしたアカデミック・トレーニングを通して、研究分野の知見を体得し、卒業研究

の基礎を学ぶ。また、本事例研究においては、企業におけるインターンシップ、共同研究、受託研究、公開発表、イベ

ント参加なども積極的に含め、その多様化を図ることにしている。本事例研究と卒業研究をセットにして配置し、必修

とする。 

This compulsory seminar will offer the basic academic training to the junior students, so that they will be 

able to learn more about the adviser’s disciplines, and try to find their own study themes. Also the students 

must read related academic books in foreign languages under the guidance of the teacher. 

 

■ 卒業研究      各教員 

Senior Seminar 

4 年通年 

講義の目的 
事例研究で学んだ基礎の上に立ち、卒業論文の課題設定、中間発表を経て、最終的に卒業論文を完成させる。そこに

至るまでに、ゼミ方式および個別指導を併用することにより、実効のある指導を行う｡また、本学部の性質上、研究成果

は論文形式にとどまらず、コンピュータ・ソフトやビデオなどの電子加工物、模型なども認める。ただし、そのような

場合であっても、研究テーマや意図、製作過程を記述した報告書ないし卒業研究概要の提出を求める。 

This compulsory seminar to be held in the senior year will provide the students with the opportunity to write 

a graduation thesis under the auspice of the adviser. Without the completion of this thesis the students are 

not eligible to receive the BA degree. 

＜

＜注意事項＞ 

以下に記載した教員毎の概要は、平成 28 年度の実施に基づくものです。平成 30 年度「事例研究」配属の際は、定年

退職教員や新規着任教員等により担当教員が変更となる場合があります。 

 

●史 中超  
 

○事例研究 
事例研究では、安全・安心・快適な生活環境・空間を目指し、GIS（地理情報システム）と RS（リモートセンシング）

と GPS（全地球測位システム）、いわゆる３S 技術を活用・融合したスマートシティーづくりをはじめ、環境モニタリン

グ、都市災害シミュレーション、文化財保護などに関する技術・解析手法を学びながら、問題発見・問題解決能力を高

めることを目標とする。主な内容： 

・ニュースや参考文献から今現在もっとも関心を集めている社会・生活・環境などに関わる問題を取り上げる。 

・取り上げられた問題から、新規性や実用性などを意識しながら研究テーマを確定し、研究目的を固める。 

・研究目的の実現に向けて、資料・データの収集や解決手法の開発などを行い、事例研究論文として成果をまとめる。 

 

○卒業研究 
事例研究で学んだ知識や研究の方法・成果などを活かしながら卒業研究テーマを決め（事例研究テーマと同じで可）、

研究を行ったうえで、分かりやすくい卒業研究論文を仕上げることが目標である。以下は主な研究分野と卒論テーマの

例： 

①GIS 関連：GIS を用いた地域環境分析・地域安全マップ作成おとび応用 

②リモートセンシング関連：Landsat5 号 TM データによる緑被率・温度分布の関係解析 

③システム開発関連：画像マッチング技術を用いた位置検索システムの開発 

④その他シミュレーション等関連：OpenGL による地下水の減少・汚染の可視化シミュレーション 
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●宿谷 昌則  
○事例研究 
人にとって最も身近な「建築環境」を対象として、環境を構成する要素（光や熱・空気・湿気など）がどのように振

る舞うかを、観察・実測・実験などを経験することで理解する。理解を深めるために、経験したことを小冊子に纏め上

げる。 

In this seminar, the student belonging to our laboratory meet once exergy week or so and thereby make common 

studies that all of us can confirm our knowledge on fundamental theory of built environment, research method 

and so on. In the first half of the year, we do some small measurement and also some small calculation all together 

to get faimiliar with the work being done in our laboratory. In the second half, the students initiate the 

discussion on some specific problems that they want to tackle with and set up what they do, small measurement, 

small calculation, and so on. Finally, they make a brochure on what they will have done for the period of the 

second half of the year. 

 

○卒業研究 
より良い「建築環境」づくりとは何をどうすることかを明らかにすることを大きな目標として、前半は、研究室に所

属する皆で研究テーマの発掘・絞り込みを行なう。後半は、具体的な観察・調査・実験・実測・数値解析などの作業を

行ない、再び議論を重ねながら纏めの作業を行なっていき、他者に発表できる論文の形に仕上げていく。 

The whole goal of the work to be done for undergraduate dissertation is on the built environment and its 

associated human well-being. The students first set up one specific theme in which rescpective student is most 

interseted. Such a theme is determined through the repetition of discussion in our laboratory. The thorough 

work for one year should enable the students to accomplish some research which all of them are satisfied as 

graduates of university students. 

 

●田中 章  
○事例研究 
本研究室では、自然を「ランドスケープ」という土地の広がりと直結した視点から捉え、その開発、利用と保全、保

護、復元、維持・管理、評価等に関するフィールドワークから政策提言までの極めて幅の広い研究を行っています。主

な研究テーマは、自然復元、生物多様性オフセット、ミティゲーション・バンキング、環境アセスメント、生態系評価

（ＨＥＰ）、企業活動の生物多様性評価、ランドスケープ・デザイン、景観評価、エコロジカル・プラニング、流域環

境計画、屋上・壁面緑化、人工ビオトープなどです。 これらの研究を通して、都市や地方における自然を理解したり

評価したりする能力、その現状を踏まえた上で理想的なしかし実現可能な計画策定能力、それを実行に移すための社会

的仕組みを構築する能力などを養い、実社会で活躍する人材育成が目標です。 

 

○卒業研究 
本研究室では、自然を「ランドスケープ」という土地の広がりと直結した視点から捉え、その開発、利用と保全、保

護、復元、維持・管理、評価等に関するフィールドワークから政策提言までの極めて幅の広い研究を行っています。主

な研究テーマは、自然復元、生物多様性オフセット、ミティゲーション・バンキング、環境アセスメント、生態系評価

（ＨＥＰ）、企業活動の生物多様性評価、ランドスケープ・デザイン、景観評価、エコロジカル・プラニング、流域環

境計画、屋上・壁面緑化、人工ビオトープなどです。基本的に３年次に先輩学生と行ってきたプレ卒研究のテーマを続

けることが望ましいのですが、事情により変更が必要な場合には指導教員との十分な議論を通して新テーマに取り組む

こともあります。 
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●室田 昌子  
○事例研究 
都市計画をベースに、都市のまちづくり・コミュニティ再生を取り扱う。主な研究テーマとしては、郊外住宅地とコ

ミュニティ再生（団地と農村交流、住宅地と緑化、空き家・空き地とコミュニティ）、商業地における来街者行動（回

遊行動、滞留行動など）、エコ商店街形成と周辺住民意識、公園や緑のまちづくりとコミュニティ形成などであり、研

究室プロジェクトを中心として実施する。事例研究としては、特定の地域の諸問題について空間、意識、行動などの実

態を把握し、問題の整理や分析を行い、卒業研究に向けての問題意識やテーマを絞る。 

フィールドは、港北ニュータウン、町田、日本橋をはじめ、テーマに応じた先進的モデル地域があげられます。 

 

○卒業研究 
事例研究での問題意識をもとにして研究の方法や枠組みを検討し、調査の実施、分析、結論の考察や提案を行う。独

自性や新規性を明確にし、客観性やデータの正確性を追求し、その上で、問題の分析を行い問題に対する答えを導出す

る。空間フィールド調査、意識調査、行動調査などの調査手法を身につけること、問題の整理や分析能力を身につける

こと、論文としてまとめる力を養うこと、プレゼンテーション能力を向上させることが目標である。 

主なテーマとしては、①郊外住宅地の住民意識、生活行動の把握、②公園や緑のまちづくりと効果計測、③商業地の

回遊行動・滞留行動、④商業者と周辺住民の意識・行動の把握など。 

アンケートやインタビュー調査、行動実態調査などによる住民行動や意識分析、地図やフィールドワークなどによる

土地利用や景観実態分析を行う。 

 

 

●吉崎 真司  
○事例研究 
緑地環境や自然環境モニタリング、森林環境教育等に関する現地調査と解析手法や試料分析の手法、緑地に関する文

献、資料の輪読を通して、卒業研究の基礎となる専門的知識を学ぶ。 

Students will learn about the foundamental methodology of field work and data analysis on soil and vegetation 

and green in the 1st semester. Students will also learn about literature review for pre-taining of graduation 

thesis in 2nd semester. 

 

○卒業研究 
沙漠、海岸、都市などの緑の希薄な地域、里地・里山や沙漠化地域など植生が劣化した地域における緑地の創生と修

復、モニタリングに関する実践的研究を行う。 

事例研究を基礎として卒業研究のテーマを決め、研究計画書を作成する。研究は個別指導及び進捗状況報告会並びに

中間発表会を行いながら進める。 

 

 

●大西 暁生  
○事例研究 
都市環境に関する具体的なテーマに取り組みます。これまで習得してきた知識や技術を用いて設定したテーマについ

て深く考察し、オリジナルな事象を導き出す力を養います。そのためまず、都市環境に関する書籍や学術論文を輪読し

ます。次に、環境問題を評価・分析していくための手法である地理情報システム（GIS）、リモートセンシング（RS）、

数値シミュレーションの技術を体得します。最後に、事例研究として実際に研究を行います。 

 

○卒業研究 
環境共生型の社会を構築するためには、人間活動を制御しながら環境を計画的に利用・保全していく方法を考える必

要があります。これによって、持続可能な発展が達成されます。卒業研究では、この持続可能な発展を目指した環境調

和型社会経済システムの構築を支援するための研究を行います。すなわち、人間活動が生活環境や自然生態系に及ぼす

時間的・空間的な影響を、数値シミュレーションなどを用いて評価・検討します。 
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●咸 泳植  
○事例研究 
卒業研究のための予備実験とした本事例研究では、指導教員は大気・土壌・水における物質循環についての実際にフ

ィールド調査と分析化学およびデータ解析を通して環境学部と環境創生学科のカリキュラムポリシーである環境汚染の

原因を解明することと環境保全について指導する。（キーワード：大気・土壌・水の物質循環、フィールド調査、分析

化学、データ解析、汚染原因解明）。 

In this Case Studies Seminar as cold run of Senior Seminar, the supervisor supervises the environment 

conservation and clarifying the cause of environmental pollutions throughout field investigation, analytical 

chemistry, data analyses in atmospheric, edaphic & aquatic element cyclings, which are related with Faculty 

& Department Curriculum Policies (Keywords: atmospheric, edaphic & aquatic element cyclings, field investigation, 

analytical chemistry, data analyses, clarifying the cause of environmental pollutions). 

 

○卒業研究 
本卒業研究では、指導教員は大気・土壌・水における物質循環についての実際にフィールド調査と分析化学およびデ

ータ解析を通して環境学部と環境創生学科のカリキュラムポリシーである環境汚染の原因を解明することと環境保全に

ついて指導する。（キーワード：大気・土壌・水の物質循環、フィールド調査、分析化学、データ解析、汚染原因解明）。 

In this Senior Seminar, the supervisor supervises the environment conservation and clarifying the cause of 

environmental pollutions throughout field investigation, analytical chemistry, data analyses in atmospheric, 

edaphic & aquatic element cyclings, which are related with Faculty & Department Curriculum Policies (Keywords: 

atmospheric, edaphic & aquatic element cyclings, field investigation, analytical chemistry, data analyses, 

clarifying the cause of environmental pollutions). 

 

●横田 樹広  
 

○事例研究 
事例研究では、都市の生態系ネットワークや生態系サービスの調査・評価手法や、それに関連した緑地計画の実践的

手法について、国内外の最新事例に関する文献調査を行う。 

あわせて、グリーンインフラの創出やコンパクトシティにおける緑地再編といった現代的な緑地計画の課題や、気候

変動・ヒートアイランド現象への適応といった環境課題について、身近なフィールドを調査し、研究課題の発掘を行う。 

 

＜事例研究の方法＞ 

・都市の緑地創出やその計画・活用に関する最新動向を取り上げ、その技術・方法や形成されている環境について、

文献調査や現地調査を行う。 

・それらの調査を通じて、新規性と応用性の観点から重要となる研究課題を抽出し、研究テーマ・研究目的を固める。 

・研究目的の実現に向けて、資料・データの収集や分析・評価、解決手法の提案などを行い、独自性のある事例研究

論文として成果をまとめる。 

 

○卒業研究 
事例研究で学んだ知識や研究の方法・成果を活かしながら、独自性のある卒業研究テーマを決め（事例研究テーマと

同じで可）、生態系フィールド調査・社会調査や環境情報の解析等の研究作業を行ったうえで、卒業研究論文を取りま

とめることを目標とする。 

 

＜主な研究分野の例（具体的には個別にテーマを設定）＞ 

・都市の生態系ネットワークの調査・計画 

・都市緑地の生態系サービスの評価 

・気候変動・ヒートアイランド現象下における緑地環境機能の評価 

・地域コミュニティとの協働による緑地の管理・活用方法に関する調査・分析 

・生態系と水循環・減災とを両立する流域の緑地管理手法の検討    

など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

●リジャル  
 

○事例研究 
私達は持続可能な建築・都市環境を作る必要がある。どうすれば快適でエネルギー消費の少ない建築・都市空間を実

現できるのか。環境と共生した住まいには、どの様な方法で自然エネルギーを利用すれば良いのか。各地の気候風土に

適応した建築物を建て、それにより環境負荷を減らすためには、どの様な工夫が必要なのか。地球や都市の温暖化が問

題となる中、私達自身がこの変化する環境にどのように適応し行動すれば快適感を達成することができるのか。これら

の解決への糸口は、気候風土に適合した伝統的建築・都市環境や住まい方にヒントがあるのではないかと考えている。

私達の研究室では以上の問題意識を持って、建築・都市環境、特に現場調査（実測・申告・観察など）に基づいた研究

から実態を把握し、改善策を提案することを目指している。事例研究では住環境に関する研究を行い、住宅やオフィス

の温熱環境、居住者の熱的快適感、環境調整行動などについて明らかにする。 

 

In order to evaluate and improve the living environments, we are conducting the research on the thermal 

environment of the buildings and cities, adaptive thermal comfort and occupant behavior of people. 

 

○卒業研究 
自然環境と共生した建築・都市環境を目指し、温熱環境や快適性の観点から研究を行っている。下記は今まで行った

主な研究を示す。今後もこれらの経験を活かして国内外で新たな研究を展開したいと考えている。 

(1)建築環境に関する研究（建物の温熱環境・自然エネルギー利用・パッシブデザイン、改善ストーブの快適性・エネ

ルギー削減の検討、気候風土に適合したエコハウスの提案など） 

(2)熱的快適性に関する研究（居住者の快適温度・好まれる温度・適応モデルの検討、想像温度・湿度感・作業効率・

睡眠の質の検討、小中高生への住環境教育に関する研究など） 

(3)環境調整行動に関する研究（窓開閉と通風・涼しさに関する研究、冷暖房利用とエネルギー消費に関する研究、着

衣量と熱的快適性に関する研究など） 

(4)半戸外・屋外・都市環境に関する研究（グリーンカーテンの緩和効果の検討、街路・公園の温熱環境の評価と改善、

大規模緑地のヒートアイランド緩和効果の検討など） 

 

In order to evaluate and improve the living environments, we are conducting the research on the thermal 

environment of the buildings and cities, adaptive thermal comfort and occupant behavior of people. 

 

 

●北村 亘  
 

○事例研究 
近年の生物多様性の減少は社会の大きな関心となり、将来への課題となっています。持続可能な社会には野生生物と

の共存が必須ですが、人間活動と野生生物の間に軋轢が生じる場合が身の回りに多く存在しています。しかし、人間側

の工夫次第ではこの軋轢を改善できる機会が多くあると考えています。そこで、生物多様性の観点から、動物（特に鳥

類）の保全に関わる研究を行い、社会へ「人と野生生物の共生」する手法を提案していくことを目的としています。ま

た、同時に保全活動には対象種の基礎生態を知る必要があることから、同時に基礎的な研究を展開していくことも目的

としています。事例研究ではゼミ活動を通して、生物多様性保全に関わる事例について実際の現場でのフィールドワー

クの経験を積んで、その研究内容をまとめていただきます。通常 1～3 名ほどのグループで取り組んでいただきます。 

【具体的なテーマ例】 

・ 風力発電が野鳥に与える影響の解明 

・ 森ヶ崎水再生センター屋上におけるコアジサシの保全活動 

・ ニューカレドニア固有鳥類カグーの繁殖行動とホルモンの関係 

・ 巣箱や餌台を利用した身近な鳥と環境の関係の解明 

・ 小中学生を対象とした市民科学プロジェクトの立案 

・ サイエンスコミュニケーションとしてのサイエンスカフェの役割  

・ 渡り鳥（ツバメ・コアジサシ）の渡り経路の解明 
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○卒業研究 
卒業研究では、事例研究で学んだことを生かし、生物多様性保全に関する研究について各人が一つのテーマを持って

卒業論文を作成してもらいます。得られた研究成果は最終的に、web、シンポジウム、学会発表、学術論文などとして社

会に発信していく予定です。それぞれのテーマは学会発表や学術論文化に耐えうる内容となっていると思いますので、

積極的に学会参加や学術論文化を目指していただきたいと思います。 

【具体的なテーマ例】 

・ 風力発電が野鳥に与える影響の解明 

・ 福島第一原発事故後の放射能がツバメに与える影響 

・ 森ヶ崎水再生センター屋上におけるコアジサシの保全活動 

・ 巣箱や餌台を利用した身近な鳥と環境の関係の解明 

・ 横浜キャンパス構内の動物相の把握 

・ 温暖化が鳥類の分布に与える影響 

 


