
環境学科には3つの学びの分野があります。
学生は必修科目を除き、それぞれの興味や
将来の進路に合わせ、各分野から授業や実
習などを選択することができます。

環境問題を広い視点から追究する学科

環境学科では、現在の国際社会で大きな課題となっている環境問
題について学びます。その内容は、生物を含む身近な自然環境を
中心に、地球環境、食料生産、資源循環、都市・居住環境まで広
範囲に及びます。広い視野とグローバルな視点も備えた、人と自然
の共生環境を保全・修復・創造できる「確かな人材」を育成してい
きます。

地球環境の大きな変化を捉える

地球温暖化や森林破壊、砂漠化、海洋汚染など、地球環境問題
は極めて深刻な課題であるにもかかわらず、そのスケールの大きさ
から、一人一人が身近なこととして考えにくいという難しさも抱えて
います。本学科では地球環境の変化を、人工衛星やドローンなどを
使い、離れた場所から観測する「リモートセンシング」という技術を
活用。地球サイズの現象を把握・分析し、将来のために役立てると
いう学びも行っています。

安全で快適な都市環境や防災を考える

自然だけでなく、私たちが住む街や都市、社会基盤（インフラ）や、
家族が暮らす住まいも人間にとって重要な環境です。本学科では、
人間にとって安全で快適な都市・居住環境の創造・維持管理・保
全に関する学びも行います。また、日本は地震や洪水などの自然
災害が多発する災害大国です。人々の暮らす都市環境をどのように
して災害から守るか、命を守れる都市をつくるか、防災という視点
も本学科の大きなテーマとなっています。

あらゆる業界で必要とされる環境技術者

現在のあらゆる企業活動は、環境という視点を抜きにして進める
ことができません。廃棄物の削減やリサイクル、CO2の削減や脱
炭素、SDGsの達成など、環境問題は経営の根幹に関わるテーマ
です。そのような時代だからこそ、環境問題に精通した専門技術者・
人材へのニーズは高く、あらゆる業界で必要とされています。民間
では建設・造園会社、環境アセスメント会社、また都市計画や環
境問題に関わる公務員なども進路として考えられます。

ランドスケープ
デザイン

学 科 の 特 長

地球もピッと、検温できたらいいのにね。

宇宙ステーションから青い地球をピッと検温し、「平熱ですね」と安心できたらどんなにいいでしょう。今や疑う余地はないとさ

れる地球温暖化。しかし、何がどれくらい温暖化に影響しているのか。社会や暮らしにどのような影響を及ぼすのか。まだわ

からない問題も少なくありません。環境学科ではさまざまな切り口からこの難問に取り組んでいます。例えば串田圭司教授が危

惧するのは、温暖化で増加する森林・原野火災。とくに高緯度の湿地帯には大量の泥炭があり、万一燃えると膨大な CO2 を放出。

温暖化をさらに加速させかねません。串田教授は人工衛星画像などを使い、火災を監視する研究を行っています。中村篤博准

教授は、黄砂や大気汚染物質など大気中に浮遊する小さな粒子に注目。これらは大気中では熱や光を反射・吸収し、海に落ち

ると植物プランクトンを増やす栄養塩になりえます。中村准教授はこうした粒子の振る舞いを観測し、生態系や気温変動に及ぼ

す影響を調査しています。宮坂加理助教の研究テーマは地球温暖化の影響を強く受ける乾燥地の土地劣化（砂漠化）。モンゴ

ルでの現地調査では、商品作物のナタネが土中のわずかな水を吸い尽くし、伝統的な放牧や小麦栽培に悪影響を与えうることを

明らかにしました。こうした専門家の知見が集まれば地球温暖化の謎も解け、危機を乗り越える道筋が必ず見つかるはずです。
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学 修 の 流 れ

1年次 3年次2年次 4年次

【共通・基礎分野科目】

環境の法則、環境学概論、生態学、環境学基礎実験Ⅰ、環境学基礎実験Ⅱ、自然物質循環学、環境計測学、環

境アセスメント、環境計測学実習、陸域環境学、環境修復学、環境学演習Ⅰ、環境学演習Ⅱ、環境統計学、環

境のリスクマネジメント、専門英語、再生可能エネルギー学、環境学特別講義、環境学演習Ⅲ、環境学演習Ⅳ、

環境学研究Ⅰ、環境学研究Ⅱ、環境技術者倫理

【地球環境系科目】

地球環境学、大気環境学、気象学、地球温暖化対策、地理情報リモートセンシング実習Ⅰ、地理情報リモートセ

ンシング実習Ⅱ

【自然環境系科目】

植生学、生物圏水循環学、保全生物学、土壌科学分析、水質分析法、指標生物学、土の力学、水の流れの科学、

陸域保全学、土壌循環学、地域再生学、水圏環境学、河川生態学、環境微生物学、湿地環境学、水圏環境工学、

河川環境の防災、水圏生物学、水環境学実験Ⅰ、水環境学実験Ⅱ、土環境学実験Ⅰ、土環境学実験Ⅱ、指標生

物学実習Ⅰ、指標生物学実習Ⅱ

【都市環境系科目】

都市環境学、緑地環境学、環境計画学、環境の材料と構造、ランドスケープデザイン、都市防災学、環境保全の

施工と管理、環境の材料と構造実験Ⅰ、環境の材料と構造実験Ⅱ、緑地環境学実習Ⅰ、緑地環境学実習Ⅱ、環境

アセスメント調査Ⅰ、環境アセスメント調査Ⅱ

科 目 一 覧

環境学の基礎となる内容や、
地球環境、自然環境、都市
環境の基本的な内容を学び
ます。また、環 境を学ぶ上
で必要な基礎的な実験操作
やデータのとりまとめなどに
ついて学びます。

環境問題に対するより実践
的な取り組み方を講義で学
びます。また、専門的な実験・
実習・演習を通して、専 門
知識の理解を深めるととも
に、スキルを身につけます。

より専門的な内容を学びま
す。大気・水・土、陸域や緑
地、生態系など、私たちを
取り巻く様々な環 境につい
て学ぶととともに、環 境の
測り方の原理や測定手法を
学びます。

卒業研究に取り組み、社会
で活躍するための知識や技
術、プレゼンテーション能
力や協調性を身につけます。
また、環 境の専門家として
の倫理についても学びます。

地球温暖化や地球レベルでの環境問題などについて、気象学やリモートセンシングなどを通じて学びます。

地球環境分野

環境学科のもっとも基礎的な分野で、身近な自然環境を構成する大気、水、土や、そこに棲む生物について学びます。

自然環境分野

自然と共生し、持続可能な都市環境の構築・保全、災害に強い都市環境、都市の景観デザイン、居住環境など幅広い分野に

ついて学びます。

都市環境分野

　串田圭司　地球環境

地球温暖化は、気温上昇、大雨、
極端な乾燥を起こりやすくします。
自然災害、食料、生活環境に関わ
ります。宇宙から地球を見るリモー
トセンシング、現地調査、データ解
析によって、今起こっている問題を
把握します。これからどういうこと
が起こるか予測します。そしてどう
いう対策が必要かを考えます。

　中村篤博　大気環境

地球温暖化や大気汚染、酸性雨な
ど地球環境問題に関連する大気中
の微粒子や微量気体、降水を対象
として、どのような物質がどれくら
い含まれているか、どのように大気
から除去されるかといった物質循環
や、生態系にどういった影響を与え
るのかを知るため、フィールド上で
の観測を中心に研究を行います。

　宮坂加理　土環境

乾燥地はとても脆弱な環境のため、
不適切な土地利用により容易に土
地が劣化します。土地の劣化を起こ
さないためには、地域ごとの環境に
適した土地利用が必要となります。
過去から現在における利用状況を
把握し、将来予測を行うために、現
地調査や衛星画像の解析、シミュ
レーション解析などを行います。

   ロイ キンシュック　 地域環境保全

国内外の各地 域における土・水・
植物系に関連した課 題を研究し、
持続的な方法で地域資源の活用と
地域環境の修復保全を両立させ、
地域のレジリエンスを向上させるこ
とをめざしています。基礎・調査研
究を中心とした実験や分析を行っ
ており、データ収集・解析には専
用ツールを利用しています。

　大澤啓志　緑地生態

両生類や昆虫類等の身近な生きも
の、野草類や樹林等の植物群落の
生態的特性とそれら自然への人の関
りも含めた文化的景観を研究してい
ます。里山・棚田、都市の公園緑地、
庭園、建築物緑化等、人と緑と生
きものの暮らす環境の管理・活用を
通じて、豊かなランドスケープの保
全と創造をめざしています。

　長坂貞郎　 水資源

水環境と人の活動とのかかわりに
ついて研究しています。食料生産も
含めて、人が暮らしていくためには
水が 不可欠です。必要なところに
十分な水を供給する方法や、使っ
た水が環境に与える影響、環境と
調和した水資源の利用方法などに
ついて、提案や評価をするための
実験や調査をしています。

　笹田勝寛　湿地環境保全

貴重な自然の一つである湿原、人
工的な湿地である水田の保全と活
用が 研究テーマです。多くの湿原
や水田は失われる危機にあります
が、その状況を土壌・水・生物の調
査によって把握し、課題を明らかに
し保全のための手法を検討します。
また、環境教育活動などへの有効
活用にも取り組んでいます。

　對馬孝治　生元素循環

河川や地下水などの水質汚濁は、
自然界の元素の循環の偏りや滞り
が一つの原因だと見ることができ
ます。野外での現地観測と、水や
土などの試料採取、そしてそれら
の試料を実験室で測定することに
よって、この循環の偏りを解析し
て自然環 境を" 診察 " する研究を
しています。

　小林孝行　土壌化学

フィールド調査と室内実験を通じて
土壌環境の保全をめざします。具体
的には、発光バクテリアを用いた重
金属汚染土壌のスクリーニング法の
開発を行っています。また、大気中
の二酸化炭素濃度抑制の鍵となる
土壌有機物の動態評価および酸性
雨が土壌の諸性質に及ぼす影響の
解明にも取り組んでいます。

　炭山大輔　野生動物の保全

生物の保全は、生き物と人間の生
活そして自然環境、これら全ての健
康を考慮する必要があります。具体
的には、生き物とその生息環境（土
壌や水）に存在する病原微生物や
薬 剤 耐 性菌の 研 究、細 菌 叢の解
析、遺伝的系統解析など、生物の
保全を科学的な視点で捉えた研究
を行っています。

　山嵜高洋　水環境

様々な生き物の生活に欠かすこと
のできない水と向き合うことを基
本として、環境問題に関する研究
を行っています。主に山間部に湧出
する湧き水や沢水を対象に、年間
を通じた調査を実施しています。実
験室にて水質分析を行い、清らか
な水環境の維持形成や保全方法に
ついて考えています。

　小島仁志　緑地環境保全

生き物・人・社会が調和し持続可能
な自然環境の保全を実現する実践
研究が求められています。その中で
私は、都市・里山の生物多様性保
全をテーマに、野生植物の生育分布

（植生）から環境を捉える生態調査
や野生植物の資源利用方法、また
自然環境保全に関わる地域活動を
教育研究分野としています。

　松本礼史　環境経済

持続可能な地域や社会を実現する
ためには、私たちの暮らす社会の
中に、どのような制度やしくみが必
要なのか。企業や消費者は、どん
な条件下で、環境を守ろうと考え
て行動するのか。経済学の視点か
ら、廃棄物問題やエネルギー問題
を事例に、環境規制や環境政策に
ついての研究を行っています。

　斉藤丈士　環境創造材料

環境創造と環境創造に寄与する建
設系材料に関して研究をおこなっ
ています。具体的な研究テーマは、
建設系材料のリデュース・リユース

（リロケート）・リサイクル、各 種
副産物の建設系材料へのリユース・
リサイクル、材料特性に関する評
価試験方法の開発、環境創造・保
全における省リソース化などです。

　内ヶ崎万蔵　環境エネルギー

異常気象、生物多様 性 危機の今、
地球環境との持続的共生、環境を
活用した再生可能エネルギー開発
と社会的実装が急務です。バイオ
資源活用による①微生物燃料電池、
②バイオエタノール、③メタン発酵、
④バイオディーゼル研究の他、⑤ミ
ツバチを活用した環境診断の研究
を行っています。

　藤沢直樹　都市・地域計画

過剰な経済活動の集積により資源
やエネルギーを大量消費し、環境
に大きな負荷を与え、災害にも脆
弱な都市。そのような都市を、地
域固有の自然や文化・歴史を活かし
たエコロジカルで安全なものにつく
りかえるため、環境の担い手である
住民が 都市デザインに参加し、協
力するしくみを研究しています。

右のグラフ※のように、環境分野の市場規模と雇用規模は年々増加しており、今後も拡大することが予想されます。環境に
関わる仕事の分野は、環境問題の解決や環境保護・保全に直接的な関わりを持つ業種だけではありません。電力会社によ
る湿地の保全活動や、ガス会社によるビオトープ設置事業など、様々な企業で環境への取り組みが推進されています。環
境への取り組みが企業にとって不可欠な業務となる中、環境学科で学ぶことで、将来の可能性を大きく拡げることができます。
※環境省「環境経済情報ポータルサイト」から作成

いま、環境ビジネスは成長産業！
しごと
ガイダンス

将 来 の 活 躍 分 野

環境調査や分析に関わる仕事、環境に関わる公務員、建設・造園・
まちづくり・防災に関わる仕事、環境計画コンサルタント、教員な
どでの活躍が期待できます。また、企業の環境配慮行動が必要と
される今、あらゆる業種で環境学科の教育内容を修得した人材が
求められています。

資 　 格（予定であり、変更となる場合があります。）

【取得できる免許・資格】
中学校教諭一種免許状（理科）※、高等学校教諭一種免許状（理科）※、
測量士補、自然再生士補、環境再生医（初級）
※申請中。ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可
能性があります。

【任用資格（卒業後の実務経験により取得できる資格）】
学芸員

【受験資格】
造園施工管理技士、ビオトープ管理士（2級）、登録ランドスケープ
アーキテクト


