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生物環境科学専攻
生物資源の持続的・安定的活用のために、
生物の多様性に配慮し、
すべての生物との共存のあり方と
環境の保全技術の開発を目指します。

環境構成要素の自然的側面（地圏、水圏、気圏、生物圏）と人為的側面（土地利用、環境操作）の関係

について分析科学、計画学、応用技術科学等の視点から広く捉えます。その対象は環境ストレスからグ

ローバルな地球環境レベルにまで及び、科学的なデータ・情報の解析を通してそのあるべき姿を総合的

に考究します。具体的には、ストレス耐性科学、環境計画学、環境創造保全学、環境情報科学の各分野

から構成される生物環境科学にかかわる講義・演習を通して、基礎ならびに応用研究の手法・技術を指

導し、優れた研究能力と高度の専門技術を備えた人材を育成します。

ストレス耐性科学分野
博士前期課程／環境ストレスに対する生物の適応能や耐性機
構等の解析、劣化した自然環境の再生・回復のための適応生
物や耐性生物の選抜・利用に関する分野です。特に生物に対
する環境ストレスの影響について、生理・生化学、及び分子生
物学等の立場から解析して、それを生物による環境修復に活
かすための講義と研究指導を行います。
博士後期課程／環境ストレスに対する生物の生理反応、形態
的特性、耐性遺伝子などストレス耐性生物や生物による環境
修復等に関する最新の知見を講義します。また、フィールドサ
イエンス研究における方法論を「現場」と「実験室」から議論
し、研究方法の指導を行います。

環境計画学分野
博士前期課程／人間を含めた生物の共存・共生のための環境
計画の分野です。具体的には地域環境、緑地環境の保全・
復元・創出のための計画理論・手法や、管理の技術論、計画・
管理の制度論を講義し、さらに現地での調査・研究を通して、
調査・解析手法、計画デザイン手法についても指導します。
博士後期課程／博士前期課程よりさらに高度な環境計画学に
ついて講義と研究指導を行います。特に国土土地利用計画や
地域環境計画にかかわった自然的、文化的、社会的視野の
情報を活用して、地域環境や緑地環境の計画手法を講義し、
さらに、多角的な調査、研究を通じて問題解決方策の策定が
できるように指導します。 

環境創造保全学分野
博士前期課程／環境構成要素の機能解析、生態系を考慮し
た環境の創造・保全の分野です。特に大気、土、水、生物で
構成される環境の修復・再生・創造や、生態学的視点からの
資源管理の理論と手法を講義し、現地での調査・研究を通じ
て、調査・解析手法、計画・設計手法も指導します。
博士後期課程／より広い視野での「環境創造保全」について
の講義と研究指導を行います。具体的には、地球規模レベル
から身近な局所レベルまでの環境の復元・保全・創造や、資
源管理の新しいあり方について講義・討論し、また環境要素
の測定・分析手法、環境の計画設計手法、設備管理手法の
修得と開発の指導も行います。

環境情報科学分野
博士前期課程／地域・国土及び地球規模の大気、土壌、水、
生物等に関する資源情報や生態系の保全情報の人手、解析、
有効利用等、及び環境変化予測の分野です。自然環境情報、
気象情報、生態系変化の情報などの解析手法とその結果を環
境の保全管理へ応用する手法を講義し解析手法を指導しま
す。また、環境変化に関する種々のパラメーターの計測手法、
環境変化の予測手法とその開発のあり方を講義し、それらの
手法の指導も行います。
博士後期課程／環境資源と、その保全に関するデータ・情報
の計測・調査・集積・数理解析・変化予測等について、内外
の最新研究動向を講義します。また、これらにかかわる具体
的なデータ・情報を用いて、解析と変化予測の実際の指導も
行います。
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授  業  科  目  一  覧
博士前期課程

授業科目 単位数 必修単位数 選択単位数 履修方法
生物資源科学特論Ⅰ 4 4

左記のうちから、必修科目を含め30 単位
以上を修得した上、学位論文の審査及び
試験に合格しなければならない。ただし、
4分野のうち1分野を選択必修とする。

生物資源科学特論Ⅱ 4 4
ストレス耐性科学分野

環境ストレス生理学特講 2 2
環境修復生物学特講 2 2
環境ストレス生理学演習 1 1
環境修復生物学演習 1 1

環境計画学分野
緑地環境計画学特講 2 2
地域環境計画学特講 2 2
緑地環境計画学演習 1 1
地域環境計画学演習 1 1

環境創造保全学分野
環境創造学特講 2 2
環境生態学特講 2 2
環境創造学演習 1 1
環境生態学演習 1 1

環境情報科学分野
環境資源情報学特講 2 2
環境保全情報学特講 2 2
環境資源情報学演習 1 1
環境保全情報学演習 1 1

生物環境科学特別講義Ⅰ 4 4
生物環境科学特別研究Ⅰ 10 10
学位論文

博士後期課程
授業科目 単位数 必修単位数 選択単位数 履修方法

ストレス耐性科学分野

左記のうちから、必修科目を含め17単位
以上を修得した上、学位論文の審査及び
試験に合格しなければならない。ただし、
4分野のうち1分野を選択必修とする。

ストレス耐性科学特講 2 2
ストレス耐性科学演習 1 1

環境計画学分野
環境計画学特講 2 2
環境計画学演習 1 1

環境創造保全学分野
環境創造保全学特講 2 2
環境創造保全学演習 1 1

環境情報科学分野
環境情報科学特講 2 2
環境情報科学演習 1 1

生物環境科学特別講義Ⅱ 4 4
生物環境科学特別研究Ⅱ 10 10
学位論文

※各科目の詳細はホームページ上にアップロードされているシラバスをご覧ください
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 ストレス耐性科学分野

野口　章　教授　農学博士
Akira Noguchi
●主な学歴
　 東京農工大学大学院連合農学研究科生物生産学

専攻修了

●学会および社会における活動等
1995、1997、2000年  国際協力事業団専門家
2003年〜2004年 ミュンヘン工科大学客員研究員
2006年〜2014年 日本土壌肥料学会理事
2011年〜現在 （独）農林水産消費安全技術センター  
 業務運営懇談会委員・肥料等技術検討会委員
2016年〜現在 日本土壌肥料学会代議員

●著書、学術論文等
Exudation of fumarate from roots contributes to high aluminum 
resistance in Melaleuca cajuputi. Plant Root, 9,15-23, 2015／
Aluminum could be transported via phloem in Camellia oleifera Abel. 
Tree Physiology, 33, 96-105, 2012／Aluminium tolerance in rice is 
antagonistic with nitrate preference and synergistic with ammonium 
preference. Annals of Botany, 111, 69-77, 2012／Potential for using 
plant xylem sap to evaluate inorganic nutrient availability in soil. Soil 
Science and Plant Nutrition, 51, 333-350, 2005／農学・バイオ系英語
論文ライティング、pp.97-106, 2015, 朝倉書店／土の百科事典、pp.334-
337、2014、丸善／地球環境テキストブック 環境科学、pp. 198-206、2009、オ
ーム社

●研究テーマ
1.  環境変化に対する植物の生育応答と体内成分の挙動解析
　 ならびに環境修復へのその利用
2. 緑肥や雑草の有効利用

 ストレス耐性科学分野

伊藤紘子　専任講師　博士（農学）
Hiroko Ito
●主な学歴
　 東京農工大学大学院連合農学研究科生物生産学

専攻修了

●学会および社会における活動等
2000年 4月〜現 日本土壌肥料学会　会員
2008年 4月〜現在 日本植物生理学会　会員
2015年 4月〜現在  日本農芸化学会　会員
2017年 3月〜2019年 2月 日本農芸化学会男女共同参画委員

●著書、学術論文等
Loss-of-function of ASPARTIC PEPTIDASE NODULE-INDUCED1 
(APN1) in Lotus japonicus restricts efficient nitrogen-fixing symbiosis 
with specific Mesorhizobium loti strains, The Plant Journal, 93, 
5–16, 2018（共著）／マメ科植物の根粒形成数制御機構, 土と微生物, 68, 
6-14, 2014（共著）／根粒形成のオートレギュレーション, 植物の生長調節, 46, 
120-127, 2011（共著）／Shoot-synthesized nodulation-restricting 
substances are present in the medium-polarity fraction of shoot 
extracts from wild-type soybean plants, Soil Science and Plant 
Nutrition, 56, 418–421, 2010 （共著）／Evidence that a shoot-derived 
substance is involved in regulation of the super-nodulation trait in 
soybean, Soil Science and Plant Nutrition, 56, 115–122, 2010（共著）／
ダイズ小植物体葉身アポプラストへの溶液連続導入法の確立と根粒超多着生
形質解明への応用,土肥誌, 75, 685-691, 2004（共著）  

●研究テーマ
1.  植物－土壌微生物間の相互作用に関する研究
2. 食資源植物の探索および高栄養性・高機能性成分の制御に
　 関する生理・生化学的解析

新町文絵  教授　博士（農学）
Fumie Shinmachi
●主な学歴
　日本大学大学院農学研究科博士後期課程修了

●学会および社会における活動等
1990年〜 現在 社団法人日本土壌肥料学会会員
1991年〜 現在 日本植物細胞分子生物学会会員
1994年〜 現在 日本植物生理学会会員
2005年〜2007年 学術雑誌編集委員

●著書、学術論文等
Influence of sulfur deficiency on the expression of specific sulfate
transporters and the distribution of sulfur, selenium, and molybdenum
in wheat（共著）, 2010, Plant Physiology, vol.153（1）,　／Cd
accunmlation from Cd contaminated soil by the Cd-tolerant plant
Polygonum thunbergii（共著）, 2005, Plant Nutrition for Food 
Security, Human Health and Environmental Protection, pp.688-689／
Translocation and accumulation of cadmium in cadmium-tolerant
Polygonum thunbergii （共著）, 2003, Soil Science and Plant 
Nutrition, vol.49（3）, pp.355-361／Stem-specific cadmium 
accumulation in cadmium-tolerant Polygonum thunbergii （共著）, 
2003, Soil Science and Plant Nutrition., vol.49（3）, pp.363-368

●研究テーマ
1.  植物の重金属耐性機構の生理・生化学的解析
2. 強酸性耐性植物における硫黄代謝活性と耐性能の関係

 ストレス耐性科学分野

 環境計画学分野

大澤啓志　教授　博士（農学）
Satoshi Osawa
●主な学歴
　日本大学大学院農学研究科博士後期課程修了

●学会および社会における活動等
1997年〜現在 日本爬虫両棲類学会会員
1997年〜現在 日本造園学会会員
1999年〜現在 日本緑化工学会会員（現理事）
2000年〜現在 農村計画学会会員

●著書、学術論文等
絶滅危惧種の生態工学（共著）, 2019, 地人書館, 143-152／田んぼの生
き物わくわく探検（監修），2015，PHP研究所／棚田学入門（共著），2014，勁
草書房，71-86／農村計画学（共著），2012，朝倉書店，64-69／栃木県那
珂川町小砂地区の農村集落景観の特徴と審美的原理, ランドスケープ研究
82（5）：605-610, 2019（共著）／仙台平野の津波被災海岸林における土
壌攪乱強度とカワラナデシコの生育密度の関係, 日本緑化工学会誌43（1）：
45-50, 2017（共著）／仙台平野中部亘理町逢隈地区のイグネの特徴と津
波の影響．ランドスケープ研究78（5）：755-800．2015（共著）／都市域の樹
林地におけるセミ類の生息分布を規定する環境要因．ランドスケープ研究76

（5）：465-468．2013（共著）

●研究テーマ
1. 農村ランドスケープにおける生物多様性保全
2. 自然共生都市の形成に向けた緑地計画論
3. 生態工学による自然環境修復
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 環境計画学分野

栗原伸治　教授　博士（学術）
Shinji Kurihara
●主な学歴
　 総合研究大学院大学文化科学研究科地域文化学

専攻博士後期課程修了

●学会および社会における活動等
2018年〜現在  日本建築学会建築計画委員会幹事
2016年〜現在 日本建築学会建築計画委員会比較居住文化小委員会幹事
2016年〜現在 農村計画学会評議員
2013年〜現在 日本都市計画学会会員
2007年〜現在 日本文化人類学会会員

●著書、学術論文等
アジアへの視線（単著）、2018.12、日本建築学会（編）『建築フィールドワーク
の系譜ー先駆的研究室の方法論を探る』、昭和堂、pp.104-111／メガシティ5 
スプロール化するメガシティ（村松伸・村上曉信・林憲吾との共編著）、2017. 6、
東京大学出版会／The Notion and Awareness of Chinoiserie in 
Present-day Japan（単著）、2017.3、農村計画学会誌35巻4号、pp.546-
549/建築人類学2.1－中国黄土高原における窰洞の住居観・建築観をもとに
した一考察(単著)、2016.3、物質文化：考古学民俗学研究96号、pp.3-15／
中国映画『胡同のひまわり』から読む四合院住居の中庭空間表象とその意味
の変遷（単著）、2015.6、日本建築学会技術報告集第48号、pp.725-730／
黄土高原的村庄—声音・空間・社会（深尾葉子・井口淳子との共著）（中国
語）、林埼・朱家駿（訳）、2007.2、民族出版社 北京

●研究テーマ
1. アジアの居住環境・居住文化
2. 空間表象・文化表象
3. 空間構成・空間認識

 環境計画学分野

小谷幸司　教授　博士（学術）
Koji Kotani
●主な学歴
　 千葉大学大学院自然科学研究科博士後期課程
　修了

●学会および社会における活動等
2015年〜現在　一般社団法人環境情報科学センター理事
2015年〜現在　大磯町都市計画審議会副会長
2015年〜現在　茅ヶ崎市みどり審議会委員
2016年〜現在　茅ヶ崎市総合計画審議会第四部会長・委員
2018年〜現在　農林水産省「6次産業化プランナーによる活動支援の実施
 に係る検討委員会」委員
2019年〜現在　公益社団法人日本造園学会編集委員会副委員長

●著書、学術論文等
よこはま動物園のアフリカのサバンナにおける来園者満足度に基づく管理運営
方策の検討（共著）2017.ランドスケープ研究80（5）479-482／休間・福祉農業
の現状と農地保全に係る今後の展開（共著）2017，龍渓書舎／「人づくり」を基
盤とした地域連携による食農産業振興の方向性－沖縄県事業にみる地方創生
の展望（単著）2017，環境情報科学45（4）：70-78／農業法人における障がい
者就労の現状と課題（共著）2016，人間・植物関係学会誌16（1）：23-28／三多
摩地域における植木産業の現状と振興に関する基礎的研究（共著）2016，ランド
スケープ研究79（5）：623-626

●研究テーマ
1. 食品・農業を中心とした地域産業振興
　 （ブランド化、産地形成等）に関する研究
2. 公園緑地の利用促進に関する研究

 環境計画学分野

堀江　亨　教授　博士（工学）
Toru Horie
●主な学歴
　 東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻修

士課程修了

●学会および社会における活動等
2008年4月〜2012年3月 日本建築学会木造建築構法小委員会・主査
2012年4月〜現在 日本建築学会木造建築構法小委員会・幹事
2003年5月〜現在 特定非営利活動法人・木の建築フォラム理事

●著書、学術論文等
指物の配置と荷受けからみた民家の軸組類型, 指物（指付け技法）の変遷過程
と歴史的木造架構の類型化に関する研究 その１（共著）, 2016.8, 日本建築
学会計画系論文集,第81巻 第726号, pp. 1665-1674 ／壁面と天井面の
変化からみた民家再生作品の内部空間の特徴に関する研究（共著）, 2015.3,
日本建築学会計画系論文集,第80巻,第709号, pp.569-578 ／日本民家の
梁組における部材名称の多様性とその標準化 伝統木造用語に関する比較研
究 その１（単著）, 2014.9,日本建築学会計画系論文集,第79巻,第703号
,pp.1903-1912／改訂版 建築計画を学ぶ,（共著） ,2013.4, 理工図書
,pp.175-182／Differing approaches to the elimination of arcade posts 
in the timber-framed open halls of Britain and Japan, （単著）, 
2009.12,Vernacular Architecture （United Kingdom）, vol. 40, pp.75-
90　

●研究テーマ
1. 木造住宅の架構法に関する研究
2. 日本の伝統的民家の再生・利活用に関する研究
3. 伝統木造用語に関する比較研究

島田正文  特任教授　博士（農学）
Masafumi Shimada
●主な学歴
　日本大学大学院農学研究科修士課程修了

●学会および社会における活動等
1988年〜現在 技術士（建設部門、都市および地方計画）
2003年〜現在 東京都江東区都市景観審議会会長、登録ランドスケープ
 アーキテクスト（RLA）
2007年〜2009年 （公社）日本造園学会副会長
2010年〜現在 東京都品川区景観審議会会長、東京都大田区環境審 
 議会副会長
2011年〜現在 東京都大田区グリーンプラン推進会議会長
2012年〜2018年 （一社）ランドスケープコンルタンツ協会副会長
2012年〜現在 藤沢市みどり保全審議会会長

●著書、学術論文等
茅ヶ崎市みどりの基本計画の策定（共著）2011.2,造園技術報告集,No.6,pp6-9／
ランドスケープ計画設計論（編著）2012.8,技報堂出版／神奈川県藤沢市にお
けるビオトープの保全・再生・創出のための人材育成方策に関する事例研究（共
著）2012.12, 環境情報科学論文集26, pp.399-404／地域の生物に関する
専門知識を有する市民と研究機関，行政の協働による調査の有効性と今後の課
題（共著）2015.12，環境情報科学論文集29,pp.13-16/休閒・福祉農業の現状
と農地保全に係わる今後の展開（共著）2017.1,龍渓書舎

●研究テーマ
1.  都市地域を中心とした緑地保全に関する研究
2. 生物資源持続型による地域環境保全手法に関する研究
3. 都市緑化の推進方策と景観形成に関する研究

 環境計画学分野
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●研究テーマ
1. 都市・農村における住民参加型での環境管理計画
2. 循環型社会構築のための計画策定における参加のデザイン手法

●学会および社会における活動等
1996年4月〜現在 農村計画学会 正会員
1997年4月〜現在 （社）日本建築学会 正会員
1999年4月〜現在 （社）日本建築学会関東支部 農村建築専門委員会

●著書、学術論文等
実践事例にみる ひと・まちづくり グローカル・コミュニティの時代（共著），ミネルヴ
ァ書房，2013／丹沢の自然再生（共著），㈱日本林業調査会，2012／農村計
画学（共著），２０１２，朝倉書店，3.11後の建築・まち　われわれは明日どこに住む
か，２０１１，彰国社／食品循環資源最適利用マニュアル（共著）, サイエンスフォ
ーラム, 2006.7／神奈川県公立小学校における環境教育の実態と丹沢大山
地域の活用化へのニーズ把握, 藤沢直樹・糸長浩司, 環境情報科学論文集 
第21号, pp.183-188, 2007.11／旧村を単位とした住民参画による土地利
用計画策定に係る考察, 藤沢直樹・糸長浩司, 環境情報科学論文集 第19号
, pp.199-203,2005.11／GISを使用した土地利用の適正分析─長野県飯
田市座光寺を事例として─, 藤沢直樹・糸長浩司, 農村計画学会論文集 第4
集, pp241-246, 2002.11, 他

 環境計画学分野

藤沢直樹　専任講師　
Naoki Fujisawa
●主な学歴
　日本大学大学院農獣医学部農業工学科卒業
　日本大学大学院生物資源科学研究科生物環境科
　学専攻博士課程修了

博士（生物資源科学）

●研究テーマ
1. 外来種を含む野生動物の生態や対策手法に関する研究
2. 希少種の減少要因解明に関する研究

●学会および社会における活動等
2014年〜現在　松田町有害鳥獣捕獲員
2015年〜現在　神奈川県鳥獣総合対策協議会サル対策専門部会委員
2017年〜現在　神奈川県鳥獣総合対策協議会委員
2017年〜現在　神奈川県自然環境保全審議会委員

●著書、学術論文等
神奈川県の狩猟者の新人育成に関する意識（共著），2018，野生生物と社会，
6，31-37／Feasibility of bait attraction in the green anole (Anolis 
carolinensis)（共著）, 2015, Current Herpetology, 34, 164–171／奄
美大島のマングース対策に導入された探索犬の評価（共著）, 2014, 野生生物
と社会, 2,11-22／Clues to the cause of the Tsushima leopard cat 
(Prionailurus bengalensis euptilura) decline from isotopic 
measurements in three species of Carnivora（共著）, 2009, Ecological 
research 24, 897-908／対馬におけるヌマガエルの分布拡大および在来カ
エル類との関係（共著）, 2009, 長崎県生物学会誌, 66, 17-22／Natural 
distribution of δ13C and δ15N values of flora and fauna in Tsushima

（共著）, 2006, Bulletin of the Graduate School of Social and 
Cultural Studies, Kyushu University 12, 25-38

 環境計画学分野

三谷奈保　専任講師　博士（理学）
Naho Mitani
●主な学歴
　九州大学比較社会文化学府博士課程修了

 環境創造保全学分野

安倍　弘　教授　博士（理学）
Hiroshi Abe
●主な学歴
　 北海道大学大学院環境科学研究科博士課程単位

取得退学

●学会および社会における活動等
1997年〜2002年 日本蜘蛛学会編集委員
2004年〜2006年 日本ダニ学会編集委員、日本動物分類学会編集委員
2007年〜2009年 日本ダニ学会評議員、日本蜘蛛学会編集委員
2010年〜現在 日本ダニ学会評議員、日本ダニ学会編集委員
2018年〜現在 日本蜘蛛学会編集委員

●著書、学術論文等
ダニの生物学（共著）, 2001.12, 東京大学出版会, 全448p／Evolutionary 
trends of external morphology in the marine mite genus 
Rhombognathides （Acari: Halacaridae: Rhombognathinae）（単著）, 
2004, Zoologischer Anzeiger Vol.242, pp.293-298／Annotated 
checklist of Japanese water mites（Acari: Prostigmata: Hydracarina）

（単著）, 2005, Acta Arachnologica, Vol.54, pp. 111-145／Nesting 
habits of the Japanese foliage spider,Cheiracanthium japonicum 

（Araneae:Miturgidae）: host plant preference based on the physical 
traits of plant leaves（共著）, 2012, Journal of Natural History, Vol.46, 
pp.2665-2676.

●研究テーマ
1. 海産ダニ類の系統と進化
2. 水生ダニ類の分類と生態
3. クモ類の生活史特性の進化

 環境創造保全学分野

荒　功一　教授　Ph. D（理学）
Koichi Ara
●主な学歴
　ブラジル連邦共和国・サンパウロ大学大学院
　海洋学研究科生物海洋学専攻博士課程修了

●学会および社会における活動等
1989年5月〜現在 日本プランクトン学会会員
1999年6月〜現在 日本海洋学会会員
1999年7月〜現在 World Association of Copepodologists会員
2014年4月〜現在 沿岸海洋研究　編集委員
2015年2月〜現在 Plankton and Benthos Research　編集委員
2017年2月〜現在 日本プランクトン学会報 編集委員

●著書、学術論文等
Deep-sea whale fall fauna from the Atlantic resembles that of the 
Pacific Ocean, 2016, Scientific Reports Vol.6:22139, 1–9 ／ 夜光虫
Noctiluca scintillansの動態―水質環境ならびに海洋生態系における役割
有毒有害赤潮プランクトンの科学, 2016, 恒星社厚生閣, p.201–209／
Seasonal variability of the red-tide forming heterotrophic dinoflagellate 
Noctiluca scintillans in the neritic area of Sagami Bay, Japan: its role 
in the nutrient- environment and aquatic ecosystem, 2013, Plankton and 
Benthos Research Vol.8, p.9–30

●研究テーマ
1. 相模湾の物理・化学特性の季節・短期変動の解明
2. 相模湾沿岸域におけるプランクトン生態系の食物網構造と

栄養動態の解明
3. 夜光虫赤潮が相模湾沿岸域での栄養動態、低次生物過程、  
　物質循環に及ぼす影響の解明
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 環境創造保全学分野

川本 治　特任教授　博士（農学）
Osamu Kawamoto
●主な学歴
　東京大学大学院農学系研究科農業工学修士課程
　修了

●学会および社会における活動等
2006年〜2008年　農林水産省多面的機能維持増進調査に関する委員会委員
2009年〜2013年　日本地すべり学会調査研究部会副部会長
2009年〜2013年　日本地すべり学会誌編集委員会委員
2010年〜2013年　東北農政局庄内あさひ農地保全事業技術検討委員会委員
2010年〜2013年　農林水産省地すべり調査検討会委員

●著書、学術論文等
ため池決壊時の簡易氾濫解析の改善に関して（共著），2013．8，農業農村工
学会誌，81（8），pp.7〜11／浅層浸透解析による傾斜地水田の防災管理指
標のマップ化（共著），2010．9，農業農村工学会誌，78（9），pp.7〜10／斜面の
安定（共著），2010．8，農業農村工学ハンドブック，基礎編（改訂７版），農業農村
工学会，三報社印刷株式会社，pp. 149〜153 / 地すべり対策（共著），2010．
8，農業農村工学ハンドブック，本編（改訂７版），農業農村工学会，三報社印刷
株式会社, pp.261〜263／地すべり崩土の力学特性と変形の局所化（共
著），2009．8，農業農村工学会論文集，262，pp.57〜65／New 
technologies for high quality citrus fruit production, labor-saving and 
orchard conservation in western Japan（共著），2005．2，Journal of 
Mountain Science，2（1），pp.59〜67．

●研究テーマ
1. 地すべり等農地災害の発生機構の解析
2. 農地地盤災害の危険度評価

 環境創造保全学分野

上田眞吾　教授　博士（農学）
Shingo Ueda
●主な学歴
　 東京農工大学大学院連合農学研究科資源・環境

学専攻博士課程修了

●学会および社会における活動等
2000年〜2003年 日本陸水学会庶務幹事
2004年〜2007年 日本陸水学会評議員
1997年〜現在 日本BICER協議会会員
2004年〜現在 日本地球化学会会員

●著書、学術論文等
Nitrogen stable isotope ratio of groundwater N2O（共著）1991,
Geophys. Res. Lett.／Accumulation of nitrous oxide in aerobic
groundwaters（共著）1993, Wat. Res.／Dynamics of dissolved O2,
CO2, CH4, and N2O in a tropical coastal swamp in southern Thailand

（共著）2000, Biogeochemistry／Denitrification in a seashore sandy
deposit influenced by groundwater discharge（共著）2003,
Biogeochemistry／Isotopic assessment of CO2 production through
soil organic matter decomposition in the tropics（共著）2005, Nutr.
Cycl. Agroecosyst.／The chloroplast avoidance response decreases
CO2 transfer conductance in Arabidopsis thaliana（共著）, 2008, 
Plant,Cell and Environment

●研究テーマ
1. 生物地球化学的元素循環に与える人間活動の影響評価
2. 軽元素安定同位体比測定技術の環境生態学への適用

 環境創造保全学分野

江頭　港　教授　博士（工学）
Minato Egashira 
●主な学歴
　 九州大学大学院総合理工学研究科博士課程修了

●学会および社会における活動等
1994年10月〜現在　日本化学会会員
1998年  5月〜現在　電気化学会会員（関東支部幹事）
2002年  3月〜現在　米国電気化学会会

●著書、学術論文等
Materials for Electrochemical Capacitors （共著）（2016）, Springer 
Handbook of Electrochemical Energy, pp. 495-562.／Ionic Liquid for 
Supercapacitors （2014）, Encyclopedia of Applied Electrochemistry, 
pp. 1112-1116.／Determining water content in activated carbon for 
double-layer capacitor electrodes （共著） （2016） Journal of Power 
Sources, 326: pp. 635-640.／Factors Influencing Iron Utilization on 
Iron Compound／Carbon Nanofiber Composite Electrode （共著） 

（2015） Electrochemistry, 83: pp. 984-988.／Lithium ion conduction 
in ionic liquid-based gel polymer electrolyte （共著） （2008） Journal of 
Power Sources, 178: pp. 729-735.

●研究テーマ
1. エネルギー貯蔵デバイス用新規材料の開発と機能解明に
　  関する研究
2. 鉄が関与する電気化学過程に関する研究

 環境創造保全学分野

長坂貞郎　教授　博士（農学）
Sadao Nagasaka
●主な学歴
　 京都大学大学院農学研究科博士課程単位修得満

期退学

●学会および社会における活動等
2011年6月〜現在 農業農村工学会関東支部代表幹事
2011年5月〜現在 環境情報科学センター論文審査委員会委員
2018年11月〜現在 農業農村工学会CPD関東地方委員会委員

●著書、学術論文等
地域環境水利学（共著）、2017、朝倉書店、p.208／小規模閉鎖性水域の植
物プランクトン増殖抑制に関するモデル実験（共著）、2016、環境情報科学学
術研究論文集、30、117-122／わかりやすい水理学（共著）、2010、理工図
書、p.186/黒ボク土壌地帯における土壌水の窒素濃度変化－神奈川県藤沢
市内の農場を事例として－（共著）、2005、環境情報科学論文集、19、347-
352／Characteristics of effluent load from a watershed including 
irrigationponds（共著）, 2003, Paddy and Water Environment, 1, 53-57 
／農業用ため池の物質収支とそれを含む流域の流出負荷特性-京都府京田辺
市を事例として（共著）、2001、 農業土木学会論文集、214、35-42／農業用
ため池の水質変化と物質収支-京都府京田辺市の小規模なため池を事例として

（共著）、2001、農業土木学会論文集、211、51-57

●研究テーマ
1. 農業地域における水質変化特性
2. 水を利用した問題土壌改良方法の検討
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 環境創造保全学分野

小沢広和　准教授　理学博士
Hirokazu Ozawa
●主な学歴
　金沢大学大学院 自然科学研究科 地球環境科学
　専攻 博士後期課程修了

●学会および社会における活動等
日本古生物学会特別会員、日本地質学会会員、日本動物分類学会会員
日本貝形虫類研究グループ会員
国際貝形虫類研究グループ(IRGO)会員・同ニュースレターデータ通信委員

（日本担当）
金沢大学環日本海域環境研究センター外来研究員

●著書、学術論文等
微化石・顕微鏡で見るプランクトン化石の世界：国立科博叢書 （共著）, 東海大
学出版会, 2012／古生物学辞典・第２版 （共著）, 朝倉書店, 2010／
Sexual Dimorphism, InTech Open Access Company （共著）, 2013／
Species Diversity and Extinction, Nova Science Publishers, Inc. （共
著）, 2010／Ozawa, H.: Early to Middle Miocene ostracods from the 
Yatsuo Group, central Japan: Significance for the bathyal fauna 
between Japan Sea and Northwest Pacific Ocean during the back-arc 
spreading. Paleont. Res., 20, p. 121-144, 2016

●研究テーマ
1. 貝形虫（カイミジンコ：底生甲殻類）の古生物学—分類、

系統、生物地理、オス・メス形態差、異時性的進化—
2. 日本列島沿岸の過去 2,000 万年間における貝形虫の多様

性変遷と古海洋環境変動史
3. 日本列島沿岸に生息する貝形虫ファウナ—種分布と海洋環

境の関連、生活史—

 環境創造保全学分野

斉藤丈士　准教授　博士（工学）
Takeshi Saito
●主な学歴
　 日本大学生産工学部管理工学科卒業／千葉工業

大学大学院工学研究科博士後期課程満期退学

●学会および社会における活動等
1997年〜現在 日本建築学会会員
1999年〜現在 日本コンクリート工学会会員
2002年〜現在 廃棄物資源循環学会会員
2014年〜現在 農業農村工学会会員
2005年〜現在 日本建築学会関東支部「材料施工専門研究委員会」委員
2005年〜2007年 日本コンクリート工学協会「コンクリート試験方法JIS原案作成委員会」委員
2005年〜現在 中央職業能力開発協会「中央技能検定委員会(コンクリート圧送施工)」委員
2009年〜2012年 日本コンクリート工学会「残コン・戻りコンの発生抑制及び
 有効利用に関する技術検討委員会」委員
2015年〜2017年 日本コンクリート工学会「構造物の耐久性向上のための
 ブリーディング制御に関する研究委員会」委員

●著書、学術論文等
コンクリート技術達人への道 〜入門編〜（共著），セメントジャーナル社，2009／
生コン工場 品質管理ガイドブック(第5次改訂版)（共著），全国生コンクリート工
業組合連合会，2010／コンクリートの調合と施工－知っておきたい建築材料・
工法－（共著），日本建築学会関東支部，2013／ポイントで学ぶ 鉄筋コンクリー
ト工事の基本と施工管理（共著），井上書院，2015

●研究テーマ
1. スラグ骨材のコンクリートへの利用に関する研究
2. 施工性を考慮した高強度コンクリートの配合と製造方法に
　 関する研究

 環境創造保全学分野

瀧澤英紀　准教授　博士（農学）
Hideki Takizawa
●主な学歴
　 東京農工大学大学院連合農学研究科資源・環境

学専攻博士課程修了

●学会および社会における活動等
2002年〜2005年 日本林学会森林科学編集委員
1992年04月〜現在　 水文・水資源学会会員
1991年11月〜現在　 日本森林学会会員
1993年11月〜現在　 日本緑化工学会会員
2013年  4月〜現在　 関東森林学会総務幹事

●著書、学術論文等
スギ樹体の蒸散による水貯留変動に関する実験的研究（共著）、1996、日林
誌　78、pp.66-73／チベット高原タングラ山脈北面の永久凍土地帯における
夏期蒸発散（共著）、1996、水文・水資源学会誌　9、pp.119-127／植生の
蒸散過程における気孔開閉および樹体内の水移動（共著）、1997、土壌の物
理性76、pp.13-21／最新　環境緑化工学（共著）、2007、朝倉書店／A 
review of evapotranspiration estimates from tropical forests in 
Thailand and adjacent regions（共著）、2008、Agr. and for. met.／環境
緑化の事典（共著）、2005、朝倉書店／熱帯域の丘陵性常緑林上における乱
流が持ついくつかの性質（共著）、2004、水文・水資源学会／改訂　森林資源
科学入門（共著）、2006、日本林業調査会／奥利根源流部の多雪地森林小
流域における融雪期の水質形成について（共著）2016、関東森林研究 67-1

●研究テーマ
1. みなかみ演習林の地質の異なる 2 流域における積雪融雪期
　 の流出特性
2. 谷戸地形谷底部の渓畔林における水質浄化

 環境創造保全学分野

廣海十朗　特任教授　農学博士
Juro Hiromi
●主な学歴
　 北海道大学大学院水産学研究科水産増殖学専攻

修士課程修了

●学会および社会における活動等
日本プランクトン学会　評議員・学会報編集委員長、日本水産学会評議員、
日本学術振興会　二国間（相手国：インドネシア）交流事業共同研究研究員、
文科省専門教育課「練習船の共同利用に関する検討委員会」委員,
三洋テクノマリン（株）技術顧問

●著書、学術論文等
生物環境科学入門（共著）、2004.10、森北出版／水産資源の先進的有効利
用法—ゼロミッションを目指して（共著）、2005.7、NTS／クラゲのふしぎ（共著）、
2006.9. 技術評論社／海の外来生物（共著）２０１０、東海大学出版会／
Feeding of the scyphomedusa Cyanea nozakii on mesozooplankton

（共著）, 2000.3, Plankton Biol. Ecol.47, pp.43-47／Acute toxicity of 
Bunker A aud C refined oils to the marine harpacticoid copepod 
Tigriopus japonicus Mor（i. 共著）, 2002, Bull.Environ. Contam. 
Toxicol. 69:104-110／Acute toxicity of bunker Crefined oil to Japanese 
littleneck clam Ruditapes phillipinarum（Bivalnai Veneridae）（共著）, 2004, 
Bull. Environ. Contam.Toxicol.72:632-638／Abundance and 
biomass of Scyphomedusae Aurelia aullita and Chrysaora 
melanaster, and Ctenophora Bolinopsis mikado, with estimates of 
their feeding impact on Zooplankton in Tokyo Bay（共著）,2006.8, （その他
の論文については学部HPの研究情報の『日大研究者情報システム』に公表中）

●研究テーマ
1. クラゲ食物連鎖型生態系への遷移機構の解明
2. 合成化学物質の水圏生態系に及ぼす毒性評価
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 環境創造保全学分野

小坂　泉　専任講師　
Izumi Kosaka
●主な学歴
　日本大学大学院生物資源科学研究科後期博士課
　程単位修得満期退学

●学会および社会における活動等
2002年〜現在　 水文・水資源学会会員
2011年〜現在　 日本森林学会会員
2011年〜現在　 日本農業気象学会会員

●著書、学術論文等
冷温帯落葉広葉樹林における渦相関法によるフラックスの連続観測（共著）
2016, 関東森林研究, 67(1), 77-80.／冷温帯落葉広葉樹林におけるCO2

フラックスの季節変化（共著）2014, 関東森林研究, 65(2), 181-184.／Soil 
respiration and soil CO2 concentration in a tropical forest, Thailand

（共著）2004, Journal of Forest Research, 9(1), 75-79.／熱帯域の丘陵
性常緑林上における乱流がもつ幾つかの性質（共著）2004, 水文・水資源学
会誌, 17(2), 123-133.／Seasonal trend in the occurrence of nocturnal 
drainage flow on a forested slope under a tropical monsoon climate

（共著）2003, Boundary-Layer Meteorology, 106(3), 573-592.
 

●研究テーマ
1. 森林における熱・水・炭素循環に関する研究
2. 森林上における物質の乱流輸送に関する研究

博士（生物資源科学）

 環境創造保全学分野

小糸智子　専任講師　博士（環境学）
Tomoko Koito
●主な学歴
　東京大学大学院新領域創成科学研究科自然環境
　学専攻博士課程修了

●学会および社会における活動等
2006年4月〜現在　日本水産学会会員
2015年4月〜現在　日本水産学会漁業懇話会委員
2016年4月〜現在　日本水産学会関東支部機関幹事
2018年4月〜現在　日本ベントス学会会員

●著書、学術論文等
Koito T., Liu, W., Morimoto, S., Inoue, K. and Toyohara, H. 
Comparison of taurine related compounds in deep- and shallow-water 
mussel species. Plankton and Benthos Research 11: 81-86 

（2016）／Koito, T., Hashimoto, J., Nemoto, S., Kitajima, M., Kitada, 
M. and Inoue, K. : New distribution record of deep-sea mussel, 
Bathymodiolus aduloides （Mollusca: Bivalvia: Mytilidae） from a 
hydrothermal vent, Myojinsho. Marine Biodiversity Records 5; e38 
p. 1-5 （2012）／Koito, T., Morimoto, S., Toyohara, H., Yoshida, T., 
Jimbo, M., Maruyama, T., Miyzazaki , N., Inoue, K.: Decline in taurine 
transporter mRNA and thioautotrophic bacterial 16S rDNA levels after 
transplantation of the hydrothermal-vent mussel Bathymodiolus 
septemdierum to a non-vent position. Cahiers de Biologie Marine 
51: 429-433 （2010）

●研究テーマ
1. 深海性無脊椎動物の環境適応機構に関する研究
2. 海洋無脊椎動物の集団構造に関する研究

 環境創造保全学分野

山嵜高洋　  専任講師　
Takahiro Yamazaki
●主な学歴
　日本大学大学院生物資源科学研究科博士後期
　課程修了

●学会および社会における活動等
2005年4月〜現在　農業農村工学会会員
2008年4月〜現在　土木学会会員
2011年4月〜現在　環境情報科学センター会員
2012年4月〜現在　日本水環境学会会員
2013年9月〜現在　日本国際地域開発学会会員
2015年6月〜現在　日本国際地域開発学会会員評議員
2016年4月〜現在　自然環境復元協会会員
2016年4月〜現在　日本学校メンタルヘルス学会会員
2017年4月〜現在　全国大学メンタルヘルス学会会員

●著書、学術論文等
Optimal Ratio of a Purification Material to Wastewater Based on COD 
and NO3-N Concentration （共著）（2017） INFORMATION．20/10（A）．
7479-7486．／小規模閉鎖性水域の植物プランクトン増殖抑制に関するモデ
ル実験（共著）（2016）．環境情報科学　学術研究論文集．30．117-122．／
Evaluation of NO3-N and COD Concentration Based on a Ratio of 
Purification Material to Wastewater （共著）（2015） INFORMATION．
18/6（A）．2593-2600．／ネットワーク入門（共著）（2018） 高大数学教育セン
ター．／入門　数理情報科学（共著）（2016）国立出版．

●研究テーマ
1. 水質浄化過程の濃度変動特性に関する研究
2. 八ヶ岳南麓流域における水環境に関する研究

博士（生物資源科学）

 環境創造保全学分野

西村知良　准教授　博士（理学）
Tomoyosi Nisimura
●主な学歴
　 大阪市立大学大学院 理学研究科 後期博士課程 

単位修得退学

●学会および社会における活動等
1995年12月〜現在 日本昆虫学会会員
1996年12月〜現在 日本応用動物昆虫学会会員
1997年06月〜現在 日本動物学会会員
2001年09月〜2016年12月 日本時間生物学会会員など

●著書、学術論文等
Endogenous timing mechanism controlling the circannual pupation
rhythm of the varied carpet beetle Anthrenus verbasci （共著）,
2001.7,J. Comp. Physiol. A, 187 (6): 433-440.／Bimodal life cycle
of the burying beetle Nicrophorus quadripunctatus in relation to its
summer reproductive diapause（共著）, 2002. 2, Ecol. Entomol. 27 (2):
220-228.／Circannual control of the life cycle in the Varied Carpet
Beetle Anthrenus verbasci （共著）, 2003.8, Funct. Ecol., 17 (4): 
489-495.／Ant nestmate and non-nestmate discrimination by a
chemosensory sensillum （共著）2005.7, Science 309 (5732): 311-
314.／Experiential effects of appetitive and nonappetitive odors on
feeding behavior in the blowfly, Phormia regina: a putative role for 
tyramine in appetite regulation. （共著）2005.8, J. Neurosci. 25 (33): 
7507-7516.

●研究テーマ
1. 昆虫の生物時計・光周性のしくみと生態学的意義
2. 昆虫の産卵・子育て行動に関する生理生態学的研究
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 環境情報科学分野

岩佐真宏　
Masahiro A. Iwasa
●主な学歴
　 北海道大学大学院地球環境科学研究科博士課程

修了（生態環境科学専攻）

●学会および社会における活動等
日本哺乳類学会会員、日本染色体学会会員、日本進化学会会員、日本メンデル
協会会員

●著書、学術論文等
Molecular analyses of the agouti allele in the Japanese house mice 
identify a novel variant of the agouti gene （共著）, 2018, Genome 61: 
195-200／土壌動物層からみた都市林と山地林の環境について （共著）, 
2017, 神奈川県自然誌資料 38: 13-19／Molecular phylogenetic 
relationships of halacarid mites suggest the reevaluation of traditional 
subfamily classification （共著）, 2017, Acarologia 57: 633-641／A 
histological study of tail width variation in the greater Japanese 
shrew-mole, Urotrichus talpoides （共著）, 2017, Folia Zoologica 66: 
203-210／Karyological characterization of laboratory strains of the 
Mongolian gerbils using differential staining techniques （共著）, 2016, 
Cytologia 81: 237-242／Genetic and morphological characterizations 
of house mice on the Miura Peninsula, central Honshu, Japan （共著）, 
2016, Mammal Study 41: 223-228

●研究テーマ
1.  地表棲小型哺乳動物の個体群成立・群集成立に関する生物    
　 地理学的研究
2. 哺乳動物の染色体進化に関する研究
3. 小型哺乳動物における骨格形態の地域変異からみた種認識
　 に関する研究

教授　
博士　（地球環境科学）

 環境情報科学分野

串田圭司　教授　博士（農学）
Keiji Kushida
●主な学歴
　 東京大学大学院農学生命科学研究科農業工学
　専攻博士課程修了

●学会および社会における活動等
1991年〜現在　農業農村工学会会員
2007年〜現在　日本地球惑星科学連合会員

●著書、学術論文等
Spectral indices for remote sensing of phytomass, deciduous shrubs, 
and productivity in Alaskan Arctic tundra（共著, 筆頭）2015年, 
International Journal of Remote Sensing, 36（17）, 4344-4362／
Global remote sensing of water–chlorophyll ratio in terrestrial plant 
leaves（単著）2012年, Ecology and Evolution, 2（10）, 2549-2556／
Estimation of LAI and FAPAR by constraining the leaf and soil 
spectral characteristics in a radiative transfer model（共著, 筆頭）2010
年, International Journal of Remote Sensing, 31（9）, 2351-2375／
Detection of active wildland fires using multitemporal MODIS images

（単著）2010年, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 7（2）, 
301-305／Spectral vegetation indices for estimating shrub cover, 
green phytomass, and leaf turnover in a sedge-shrub tundra（共著, 筆
頭）2009年, International Journal of Remote Sensing, 30（6）, 1651-
1658

●研究テーマ
1. リモートセンシングによる地球環境と生物資源
２. 自然災害対策への地理情報の利用
３. 温暖化予測に関わる北極域土壌圏の炭素収支の時空間変動

 環境情報科学分野

根本洋明　特任教授　理学博士
Hiroaki Nemoto
●主な学歴
　東京理科大学理工学部数学科卒業
　東京理科大学理学部大学院理学研究科数学専攻

●学会および社会における活動等
日本数学会会員
アメリカ数学会会員

●著書、学術論文等
Slow に情報処理（共著）　２０11年（国立出版）／Slow に線形代数（改訂
版）　２００９年（国立出版）／Slow に微積分（改訂版）　２００９年（国立出版）

「情報科学」受講生の意識調査の解析 (共著)　人間科学研究 2008, 03
野白式天窓換気の簡易化（共著）　日本醸造協会誌，2006, 717-722
新学習指導要領と高大理系科目の円滑な接続と展開法の研究（共著），教育
制度研究紀要，2005／03, 133-169 A New Method for the 
Identification and Enumeration of Carp Granulocytes （共著），Fish 
Pathology 1999, 34/2, 85-86

●研究テーマ
1. Riemann 幾何に関する研究
2. 部分多様体に関する研究

 環境情報科学分野

ロイ キンシュック  教授　博士（農学）
Kingshuk ROY
●主な学歴
　 鳥取大学大学院連合農学研究科生物環境科学専

攻博士課程修了

学会および社会における活動等
World Association of Soil and Water Conservation(WASWAC)評議員、
環境情報科学センター(CEIS)会員・審議員、日本熱帯農学会(JSTA)会員・学
会誌編集委員、American Geophysical Union(AGU)会員、農業農村工学会
(JSIDRE)会員

●著書、学術論文等
Nonpoint Source Water Pollution in Rural Areas in the Upper Ayase 
River Basin of Saitama Prefecture in Japan(単著),2018,Int. J. Environ. 
and Rural Dev.,9(1):109-115／The Effects of Land Restoration on 
Soil Fertility in Tsunami-inundated Farmlands of Miyagi Prefecture in 
Japan(共著),2017,Int. J. Environ. and Rural Dev.,8(1):39-48／Site-
specific Soil Conservation Approaches in Desertification-prone Areas 
in the Inner Mongolia Region, China(共著),2015,Int. J. Environ. and 
Rural Dev.,6(1):165-174／Post-tsunami Salinity Status of Reclaimed 
and Nonreclaimed Farmlands in Miyagi Prefecture, Japan（共著),）
2015,J. Environ. Info. Sci,43(5):19-24

●研究テーマ
1.「水」と「土」の最適利用によって農地や流域の保全・修復に

関する研究
2. 土壌・水・植物系を考慮した生態環境保全に関する研究
3. 地理情報システム（GIS）やリモートセンシング（RS）などの

情報技術ツールを利用した地域資源（植生、流域、バイオマス
など）管理・評価モデルの開発
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 環境情報科学分野

笹田勝寛　准教授　博士（農学）
Katsuhiro Sasada
●主な学歴
　日本大学農獣医学部農業工学科卒業
　日本大学大学院農学研究科博士後期課程修了

●学会および社会における活動等
2015年〜現在 環境情報科学センター　理事
2013年〜現在 環境情報科学センター学術研究論文集委員会
2014年〜現在 農業農村工学会農地保全研究部会　幹事
2001年〜現在 会津若松市教育委員会  赤井谷地沼野植物群落調査
 指導会議委員
2001年〜現在 山武市教育委員会  成東東金食虫植物群落保護検討委員会委員

●著書、学術論文等
Paddy Field Consolidation and Present Condition of AKAIYACHI 
Mire in Japan, 2004, Proceedings of the 12th International Peat 
Congress, pp. 1088-1091／都市近郊河川における谷戸流域の水環境
について, 2003, 環境情報科学論文集17, 353-358／木質チップの敷設
が土壌・植生に与える影響， 2004, 環境情報科学論文集18，445-448／農
業基盤整備事業による湿原環境の保全とその効果─天然記念物「赤井谷
地沼野植物群落」を例として─， 2005，環境情報科学論文集19，pp.371-
376／土壌物理実験法（共著）， 2011， 東京大学出版会／あたらしい測量学

（共著）， 2014，コロナ社

●研究テーマ
1. 湿原の保全における水環境対策とその効果に関する研究
2. 木質チップの敷設利用における効果に関する研究
3. 生物生息空間のネットワーク化方策とその効果に関する研究

 環境情報科学分野

福澤めぐみ 准教授  博士（学術）
Megumi Fukuzawa
●主な学歴
　麻布大学大学院獣医学研究科博士後期課程修了

●学会および社会における活動等
2007年　　　　茨城県警察本部嘱託警察犬指導士
2007年〜現在　神奈川県警察本部嘱託警察犬指導士
2007年〜現在　応用動物行動学会会員
2009年〜現在　日本動物心理学会会員
2009年〜現在　国際応用動物行動学会(ISAE)会員

●著書、学術論文等
More than just a word: non-semantic command variables affect 
obedience in the domestic dog （Canis familiaris）（共著）（2005）, 
Applied Animal Behaviour Science, 91, 129-141.／Comparison of 
3 different reinforcements of learning in dogs （Canis familiaris）
.（共著）（2013）, Journal of Veterinary Behavior: Clinical 
Applications and Research, 8（4）, 221-224.／Can we estimate 
dogs’ recognition of objects in mirrors from their behavior and 
response time? （共著）（2017）, Journal of Veterinary Behavior: 
Clinical Applications and Research, 17, 1-5.

●研究テーマ
1. イヌのトレーニングに関する研究
2. イヌの感覚能力に関する研究
3. ヒトとの共生に関する研究

 環境情報科学分野

對馬孝治　准教授　博士（農学）
Kouji Tsushima
●主な学歴
　 東京農工大学大学院連合農学研究科資源・環境

学専攻博士課程修了

●学会および社会における活動等
2004年〜現在　日本陸水学会会員
2005年〜現在　土木学会会員
2006年〜現在　応用生態工学会会員
2007年〜現在　日本水環境学会会員

●著書、学術論文等
Nitrate decrease with isotopic fractionation in riverside sediment
 column during infiltration experiment.Water, Air and Soil Pollution.（共
著）2006,174,47-61.／ダム下流の河川生態系への有機物供給に関する研
究.水工学論文集.（共著）2007,51,1117-1122.／真姿の池湧水の28年間

（1975-2002年）の水質変動.地下水学雑誌.（共著）2008,50,3-16.／猪鼻
湖堆積物の形態別リンの分布特性.環境工学研究論文集.（共著）
2008,45,517-523.／Evaluation of Nutrient Loads from a Citrus 
Orchard in Japan.Journal of Water and Environment Technology.（共
著）2009,7,267-276.／Assessing ecological risk of zinc in Japan 
using organism- and population-level species sensitivity distributions.
Chemosphere.（共著）2010,80,563-569.／炭素窒素安定同位体比に基づ
く藤沢市川名緑地におけるホタル類の食性解析. 環境情報科学学術研究論
文集.（共著）2017, 31, 41-46.

●研究テーマ
1. 河川の物質循環の解析
2. 面源から流出する河川懸濁物の解析
3. 都市域における地下水の水質変化の解析

 非常勤講師 原田英美子

 環境情報科学分野

村田浩一　特任教授　博士（獣医学）
Koichi Murata
●主な学歴
　宮崎大学農学部獣医学科卒業

●学会および社会における活動等
1994年〜現在 国際自然保護連合野生動物衛生専門家グループ
 （IUCN/SSC/WHSG）東アジア地域委員長
2011年〜現在 よこはま動物園ズーラシア園長
2011年〜現在 横浜市繁殖センター担当部長（現参与）
2012年〜現在 コウノトリ野生化対策会議委員（兵庫県）
2015年〜現在 環境研究総合推進費評価委員
2016年〜現在 国際獣疫事務局（OIE）ワーキンググループ委員
2020年〜現在 外来生物法施行状況評価検討会委員（環境省）

●著書、学術論文等
動物園学入門（共著）、2014.7、朝倉書店/ Prevalence of serum antibodies to 
Toxoplasma gondii in the small Indian mongoose （Herpestes 
auropunctatus） on Amami-Oshima Island, 2020. J. Vet. Med. Sci. 82: 
229-231./Genome structure of MHC Class II β gene from Humboldt 
penguin （Spheniscus humboldti） Japan. 2019. Major Histocompatibility 
Complex 26: 195-203./ Role of coprophagy in the cecal microbiome 
development of an herbivorous bird Japanese rock ptarmigan. 2019. J. Vet. 
Med. Sci. 82: 1389–1399. 

●研究テーマ
1. 希少種の生息域内外保全に関する研究
2. 野生動物の生態と病態に関する研究
3. 動物園動物の飼育管理に関する研究
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