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環境学部

[ めざせる資格・免許 ] ● 測量士補　● 自然再生士補　▲ ビオトープ管理士２級　★ 技術士（環境･建設部門）　★ 生物分類技能検定　★ 環境計量士　
★ 公害防止管理者　★ GIS学術士　★ 環境アセスメント士（自然環境）　★ 環境緑化樹木識別検定　★ 造園施工管理技士　
★ 樹木医　★ グリーンセイバー　★ 森林インストラクター　★ 環境カウンセラー　★ 宅地建物取引士

●所定の単位を修得すると得られる資格（実務・研修・講習を含む）　▲所定の単位を修得すると資格取得の際、試験科目の免除など、必要な条件の一部が免除となる資格　★めざせる資格

● フィールド系科目を多数開講　　● 最新の分析機器も使用可能　　● 海外プログラムが充実[ 学科の特徴 ]

専
門
基
礎
科
目

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
温暖化の科学
統計学基礎※MS
数学入門※MS
環境基礎
基礎生物学

マネジメント入門
環境倫理
持続可能な消費
ミクロ経済学
環境統計学※MS
基礎プログラミング演習（a）
基礎プログラミング演習（b）

情報セキュリティ
社会調査
画像処理技法
環境教育
エネルギーと社会
公共経済学
グローバルCLILプログラム

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
キャリアデザイン
環境計量学

NPOとソーシャルビジネス
都市気候論
環境情報可視化技法

P
B
L
科
目

SD PBL（1） SD PBL（2） SD PBL（3）

専
門
科
目

学科基盤
科目

環境地理
都市環境学概論
生物分類学
建築環境学＊1

環境数理学入門※MS
図化表現技法
生態学概論

ランドスケープ論
環境化学
測量学
測量学実習
環境法概論
建築環境学
図面・模型作成演習

環境都市計画学
生態環境実習＊2

環境都市関連法（1）
CAD基礎演習
都市環境データ分析演習※MS

環境都市関連法（2）

学科専門
科目

［生態環境

分野］

環境緑地学
環境分析演習

自然環境調査演習
自然復元論
保全生物学

物質循環学 エコロジカル・プランニング

学科専門
科目

［都市環境

分野］

都市・居住環境論
建築気候学

都市インフラストラクチャー
適応的快適論

都市プランニング論
地域環境再生論
環境モニタリング技術

卒業研究
関連

事例研究（1） 事例研究（2） 卒業研究（1） 卒業研究（2）

※上記の他、教養科目、語学科目などの学部・学科共通科目を設置しています。詳細はP.94をご覧ください。
※MSは数理科学分野
■字は選択科目　■字は必修科目

カリキュラムは2022年4月現在のもので、一部変更される場合があります。
※右上に＊1がついている科目はTAP参加者のみ1年次（前期）に履修できます。

※右上に＊2がついている科目は2年集中実習です。

▍�《生態環境分野》飯島研究室�
（応用生態システム）
生態系機能と生物の適応能力を応用した
地域環境を改善するための研究を実施

▍�《生態環境分野》北村研究室�
（保全生態学）
野外調査を中心に野生動物の生態を調べ、
保全策を講じることを目的に研究を行う

▍�《生態環境分野》田中研究室�
（ランドスケープ・エコシステムズ）
人間社会と自然・野生生物の共生に必要
なフィールド技術、評価、計画、政策を研究

▍�《生態環境分野》咸研究室（環境化学）
生態系に欠かせない水質保全・環境保
全のための汚染メカニズムを解明

▍�《生態環境分野》横田研究室�
（都市生態計画）
生態系・緑・人の関係性を定量化・可視化
し、一体的な計画手法、情報基盤を研究

▍�《都市環境分野》史研究室�
（スマート・エコシティ）
様々な技術を用い、安全・安心・快適・ス
マート・エコな街づくりをめざす

▍�《都市環境分野》丹羽研究室�
（都市環境分析）
人々が快適に過ごせるよう、都市環境の
バリアやアクセシビリティを定量的に分析

▍�《都市環境分野》リジャル研究室�
（建築気候・環境適応）
エネルギー使用が少なく、気候風土に適合
した快適な建築・都市環境計画を研究

▍�《都市環境分野》加用研究室�
（建築環境システム）
世界の多様な自然環境と調和する、都市
の建築・エネルギーシステムを探求する

[ 専門的に学べる研究室 ]

� ●�生態環境領域� ●�都市環境領域 卒業研究

専門科目と研究室の所属で専門性を高める
専門を発展させる学科専門科目の履修と、
研究室に所属して研究活動や実践活動
を行うことにより専門性を高めます。

各テーマを追究し研究を実施する
3年間で得た知識や技術とゼミナール活
動の経験をもとに、個別のテーマを自ら
追究し、調査や実践をもとに卒業研究と
してまとめます。

1 年 2年 3年 4年

学
び
の
ス
テ
ッ
プ

専門に役立つ教養を磨く 専門性の基礎となる理論・知識を身につける

基礎教養と基礎理論で下地を作る
知識の素地を作るための科目として、
外国語科目や基礎科目、環境の専門
基礎を作る科目を履修します。

専門の基礎を固める
基礎科目に加え、環境創生の専門基礎科
目を中心に、研究活動に必要となる理論
や知識、技術や技法を身につけます。

在校生の学科を選んだ理由を知りたい人は

89〜90ページへ▶LINKS ▶�もっと詳しく
資格・免許の詳細は

129ページへ▶
学びの領域は

31〜32ページへ▶
卒業後の仕事のイメージは

119〜128ページへ▶

｢守りたい」では守れない｡

｢生

生物と人間との軋轢解消をめざして｡

物多様性のために生物を保全

することは大事である」。これ

は正しい意見ではありますが、

正解ではありません。例えば、りんごの生育に

とってカメムシを駆除することは正しい対処法

だといえます。日本の生態系を崩す外来種は

どうでしょうか。その外来種が絶滅危惧

種であったら？ 私たち人間が生活

を営むためには、自然界の生物との軋

轢がどうしても生まれてしまいます。だか

らこそ、盲目的に生態保全を正しいとするので

はなく、軋轢解消のために何ができるかを考え

なくてはいけません。

例えば、再生エネルギーとして注目される風

力発電（風車）に鳥が衝突してしまうという

事例があります。持続可能社会の実現のため

に風力発電は今後のエネルギー問題のカギを

握っています。しかし、鳥の生態系にとっては

驚異となってしまう。この軋轢を解消しなけ

ればいけないのです。まず、鳥がどのような飛

来ルートをとるのか、衝突しないためにアラー

トを出すことはできないか、風力発電所の位

置を変える必要はあるか、コストはどう

か、鳥が衝突しないように風力発電

を小型化できないか…いくつものア

イデアの中から研究では最適解を導き出

していくのです。

一度、自らの価値観を壊し、幅広い視点で再度価

値を創り上げていく。人間と生物、地球に生きる

すべてのものに対し、どうあるべきかを考える

ことは、常に新しい発見と課題を見つけること

のできる学びでもあるのです。

研究室 
 Pick up！

環境創生学科の「未来に活きるKeywords」

都市の中に緑地をつくることで、深刻化する災害や異常気象の被害防止、また土壌汚染の浄
化に役立てたり、自然界の生態系を維持することで、人間にもプラスの価値をもたらすこと
が研究結果から明らかになっています。こうした「自然環境」や「生物多様性」との共存
を考えた「持続可能な都市づくり」こそ、未来の暮らしをつくるキーワードになるのです。

グリーンインフラ

持続可能都市

環境学部　環境創生学科　
《生態環境分野》北村研究室
（保全生態学）

北村�亘�准教授

環境創生学科

金塚�圭人（4年）
新潟県立燕中等教育学校出身

　　　 　 Student VOICE ▶�学科の学びと私の未来

ヒト、動物、植物…�
「快適な住まい」とは何かを探究。

■ 人に喜んでもらう仕事をする

環境問題と同様に「自分が良ければ
いい」とせず、誰かの人生に良い影響
を与えていきたいです。実現のために
は目標に向かう継続力が必要なため、
飽き性な性格を変えていきます。

■ 建築気候学
都市環境分野に興味を持つきっかけ
となった授業。普段の生活でなじみ
深い住宅環境なのに知らないことも
多く、快適さを確保するためにはど
うしたらいいのか？など、これまで以
上に深く考えるようになりました。

      Pick up!

＜成長につながった授業＞

快適かつ環境の負荷やエネルギー使用の少ない住まいを考える
時、ヒトと同様に動物や植物も様々な環境に適応していることを考
慮しなくてはいけません。こうした都市環境と生態環境の両方の視
点からアプローチすることは、広い視野を身につけることができると
ともに、持続可能社会の実現に役立つチカラだと感じています。

横浜キャンパス

｢生態」と「都市」2つの

 視点から環境を学ぶ｡

私の未来に向けて変えること
hangehange
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