
富山県立大学工学部 

環境工学科 

環境工学科では持続可能な発展に向けて、循環型社会の構築、自然
との共生、及び地球環境保全に貢献する科学技術の教育を行います。
それにより、豊かな教養と基礎学力を身につけ、地域から地球規模
の環境問題まで理解でき、広い視野にたってさまざまな環境問題の
解決策を提案できる、創造力と実践力を有した人材を育成します。 

教育理念 
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 １．学科の紹介 

環境工学科は、前身である大谷技術短期大学衛生工学科（昭和38年開設）の時代から、水を
中心としながら環境そのものを中心課題に据え、環境科学を一つの学問体系として発展させ、
県内外に多くの卒業生を輩出してきた実績があります。 
 
環境工学科は、こうした新しい時代の要請を受けて創設され、「自然と共生した循環型社会の
構築」を目標に掲げ、土木工学、水・資源循環や都市・環境計画・整備、生態系について体系
的・総合的に教育・研究する「総合環境科学」の確立を目指しています。今後もこうした流れを
維持発展させ、全国的に特色ある学科として評価されるものと期待されています。 

詳細は学科HPをご覧ください． 

（http://www.pu-toyama.ac.jp/EE/index.html） 

 特色 

 学習・教育目標 

環境工学科では、以下のような技術者を育成します。 
 
 広い視野と高い倫理観を身につけた、教養豊かな技術者 

 
 環境技術に必要な基礎学力を身につけた技術者 

 
 循環型社会構築、自然との共生、地球環境保全に貢献できる環境技術者 

 
 論理的思考力と豊かなコミュニケーション能力を身につけた技術者 

「土木工学」を主体としながらも、環境科学や環境政策を幅広く扱うという点で、全国的にも極
めてユニークなカリキュラム編成となっています。 
 
近年は、土木事業についても環境問題を抜きにしては考えられなくなっていることから、「環境
に関する高度な専門知識と技術をもつ技術者」に対する需要が高まっています。また、世界的
に環境規制が強化されるなか、一般の製造業においても、環境のプランニングやマネジメント
ができる人材が強く求められるようになっています。 
 
環境工学科は、産業界からのこれらの要望に対し、優れた土木・環境技術者を輩出すると同時
に、研究面でも先導的役割を担うことが求められています。 

環境工学科は、富山県内で唯一の土木系高等教育・研究機関です。 

広い視野にたってさまざまな環境問題を解決しようとする意欲のある人を求めます。 



 ２．環境工学のすすめ 

鈴木基之 （すずき ともゆき） 先生   

富山県立大学アカデミックアドバイザー 
東京大学名誉教授、富山県地球温暖化対策会議座長、 
前・中央環境審議会会長、元・国際連合大学副学長 

 世界は、貧困、教育、性差、健康、環境、国家間協力などの多くの面で問題を抱
えています。今後、私達は、豊かな生命を育む環境、食料の安定生産、水の健全
な循環、自然エネルギーの利用、活力のある生態系、人間社会のガバナンスなど、
持続可能な社会を有限な地球上で構築していくうえで必要なことについて深く学び、
じっくりと考え、将来の社会はどうなっていくかを自分の力で決めていくことが必要
です。 
 
 三方を山に囲まれ、一方は東アジアに開かれた海に面し、自然資源に満ち、豊
かな一次産業の上に誇るべき伝統文化を作り上げてきた富山は、工業化の流れ
の中で経験した公害事件も克服し、今また新たに環境モデル都市などの活動で着
目されるようになっています。これからのわが国、あるいは世界における、「持続的
な人間の営み」とは何かを考えるうえで、富山は絶好の地域であります。 
 
 環境工学の学習を通じて、皆さんが次代を担う力を身につけることとなるでしょう。 



 ２．環境工学のすすめ 

田蔵 隆 （たぞう たかし） 先生   

 私たちの豊かな生活は、たくさんのエネルギーと資源の消費で成り立っています。
文明の発展は自然環境を自分たちの都合の良いように加工あるいは改変する歴
史であったと言えるでしょう。近年に至っては文明は地球環境を傷つけるほどの力
を持ち、私たちは一方で自然環境からのしっぺ返しを受け、いろいろな問題に悩ま
されています。 
 

 地球温暖化は大気汚染やオゾン層の破壊を産み、森林の消失や砂漠化の進行
など、いずれも地球と人類の未来を考える上での重大な課題となっています。また、
土壌や地下水、さらには河川や湖沼の汚染といったことが深刻化しています。 

いまの世代には、将来の世代が必要とする資源を損なわないように、環境を保全
しながら節度のある開発を行うことが求められています。しかし、森や海の資源に
頼らなければ人々は生きていくことができません。木を伐らず、魚も一切食べない
という森林保全や海洋保全などあり得ません。自然が再生する力とスピードを考え
て、自然の恵みを上手に使わなければならないということです。 
 

 環境工学とは人間の活動と環境との調和について考える学問です。私は建設会
社の技術研究所に長い間勤務していました。建設会社は「人が住みたいと思う都
市」の実現を目標としています。そのため技術研究所では、環境汚染の修復、環
境負荷低減、環境創出などの環境問題に関する研究開発が戦略的に行われてい
ます。具体的に言えば、汚染の除去や修復、省エネ、リサイクル、再生可能エネル
ギー、緑化、室内環境改善などに関する研究開発です。我々はこれを「環境創造
テクノロジー」と称しています。 

 日本のように進んだ技術を持った国は、
その技術を文明の発展のために賢明に
使う一方で、環境問題に対して果たすべ
き大きな責任を有していると自覚すべき
です。環境の専門技術者は様々な技術
のオーガナイザーとして問題の解決に
あたる必要があり、21世紀の社会はそ
のような人材を強く求めています。 

富山県立大学工学部環境工学科客員教授、 
徳島大学非常勤講師、博士(工学)、土木学会フェロー、 
日本地震工学会スペシャルアドバイザー 



 ３．学科のカリキュラム 

研究目的や進路等に応じ、多様な科目から自由に選択でき、ゆとりを持って勉強できます。 



水循環工学講座 

生命と産業を支える水の健全な循環をめざした、水環境の保全や 
水資源の有効利用に関する教育研究をします。 
 
・教授 楠井隆史  「生物機能を用いた水循環の評価と利活用に関する研究」 

・教授 渡辺幸一  「大陸起源物質の動態と自然環境への影響評価」 

・准教授 奥川光治  「汚染物質の環境中における動態と管理に関する研究」 

・准教授 畠俊郎  「微生物機能による災害に強い街づくりに関する研究」 

・講師 手計太一  「気候変動が北陸地域の水資源に与える影響」 

・講師 坂本正樹  「生態系構造や機能への人為的な影響に関する研究」 

 ４．各講座の教員と研究内容 

資源循環工学・環境政策学講座 

環境デザイン工学講座 

資源の効率的な循環利用に関する技術及びそれを実現するための 
環境政策に関する教育研究をします。 
 
・教授 川上智規  「発展途上国における飲料水の水質改善」 

・教授 九里徳泰  「環境マネジメント、環境教育及び自治体の環境政策」 

・准教授 立田真文  「廃棄物を資源化する研究。廃棄物は資源です。」 

・講師 佐伯孝  「廃棄物の移動解析や環境負荷評価に関する研究」 

・講師 立花潤三  「再生可能エネルギーや低炭素社会に関する研究」 

自然生態系と調和した環境の創造・保全に向けた社会基盤整備や 
地域計画に関する教育研究をします。 
 
・教授 高橋剛一郎 「災害を防止しながらも生きものが豊かに棲める川をつくるための研究」 

・准教授 能登勇二  「流域水環境の調査とその有効利用・評価に関する研究」 

・准教授 伊藤始  「コンクリート構造物の構造性能と耐久性能に関する研究」 

・講師 古谷元  「自然災害の発生機構と防災・減災計画に関する研究」 



 ５．新任教員の紹介 

水循環工学 

畠 俊郎 准教授  

自己紹介 
平成25年4月に新しく赴任してきました。専門は土壌微生物の工学的利用になります。大学を
卒業後，総合建設業（ゼネコン）で有害化学物質に汚染された土壌の浄化に関する研究開発
に取り組んできました。その後，高等工業専門学校（高専）で土木・建築工学の分野で微生物
機能を災害復旧・減災分野やCO2排出削減に活用する技術開発を進め現在に至っています。 
  

研究紹介 
現在は主に２つのテーマに取り組んでいます。一つは微生物機能による社会基盤施設の維
持管理・機能更新技術に関する研究です。CO2排出量が少ないことに加え，天然材料のみで
社会基盤を維持管理する技術として微生物による鉱物生成技術の応用に取り組んでいます。
もう一つはリパーゼ活性を持つ微生物による廃植油のバイオディーゼル燃料化です。長野県
の伝統産業である味噌作りを応用し，低炭素化社会の実現に貢献できるよう実用化を進めて
います。 

沖縄県のビーチロック形成箇所 

手前に見えているのが天然プロセスで海砂
が固化して形成されたビーチロックです。 

  

高校生へのメッセージ 
環境工学は非常に幅の広い分野になります。その中で，私は特に微生物の持つ能力を建設
分野（構造物の長寿命化や防災・減災および廃植油の燃料化によるCO2排出量の削減）に応
用する技術に取り組んでいます。これからの街づくりにおいてはより自然に与える影響の小さ
い技術が求められます。まだ知られていない未知の能力を建設分野に活かす研究開発に一
緒に取り組んでくれる人を歓迎します。 

米ぬか麹 

米ぬかにリパーゼ活性を持つ微生物を加えて
麹化したものです。 



 ６．卒業後の進路 

進学, 9 

官公庁, 12 

民間企業, 

15 

富山県庁（土木） 
東京都庁（土木） 
富山市役所（土木） 
金沢市役所（土木） 
長野市役所（土木） 
豊川市役所（土木） 
警視庁 
愛知県警察 
富山県警察 

富山県立大学大学院(6) 
名古屋大学大学院 
岐阜大学大学院他 

富山環境整備 
市川工務店 
梶川建設 
東京コンサルタンツ 
名工建設（株） 
北陸コンサルタント（株） 
 中央コンサルタンツ（株） 
日本海環境サービス（株） 
（株）上智 
アネス（株） 
三和油化工業（株） 
北陸ビル防設（株） 
シーケー金属（株） 
西日本 旅客鉄道（株） 
砺波工業（株） 

上記以外にも下記の官公庁に合格しています！ 
 国家公務員（総合職）（旧国家Ⅰ種）、富山県内市役所（土木）、東京特別区（土木） 

 環境サービス業(環境保全・環境計量） 

 環境関連企業(廃棄物処理、用排水処理、リサイクル） 

 環境コンサルタント(環境マネジメント、環境影響評価） 

 建設コンサルタント（環境計画、ビオトープ設計・造成） 

 製造業 

 土木建設関連企業 

 官公庁（国家公務員、地方公務員） 

 その他 

 環境工学科一期生１００％進路決定！！ 

 主な就職先 

 技術士補、技術士（環境、上下水道、衛生工学） 

 公害防止管理者（大気、水質） 

 廃棄物処理施設技術管理者 

 環境計量士 

 測量士補（卒業後、申請により取得可能）、測量士 

 施工管理技士（土木, 認定校） 

 ビオトープ管理士（認定校） 

 環境審査員 

 水道技術管理者、下水道技術検定、など 

 関連資格 



資源循環工学・環境政策学 環境デザイン工学 水循環工学 

水循環工学講座 

出身校 ： 富山県、新湊高等学校 
 
Q1取り組んだ卒業研究について教えてください 
 「甲殻類と藻類を用いた事業所排水の環境影響評価」というテーマで研究に取り組みました
。この研究では、ミジンコと藻類を事業所排水に長期間暴露することにより、実際の生態系へ
の影響の把握することを目的として行いました。しかしミジンコは水質や飼料などのちょっとし
た変化にとても敏感なので、試験生物を安定的に得るための日々の飼育にはとても苦労しま
した。毎日飼育していると愛着が湧いてきて可愛いかったので、大変でも頑張れました。 
 
Q２卒業後の進路について教えてください 
 分析関係の仕事に就きます。授業や研究でも分析は行ってきましたが、やったことのない分
析項目がほとんどなので、資格取得にも挑戦しながら、知識習得に頑張りたいです。大学で
学んだ経験が、少しでも活かせるといいなと思います。 
 
Q3高校生へのメッセージ 
 環境工学科は、実験・実習が充実しています。私は高校の時から実験が好きだったので、こ
ういった実験や実習がすごく楽しかったです。また、少人数なので先生との距離も近いので、
気軽に質問できたり、大学行事の手伝いなどいろいろな体験ができてよかったと思います。 

楠井研究室  高田 有理 さん 

 ７．卒業生による研究室紹介 

（左）可愛いいミジンコを観察中。とにかく小さいんです！！ 
（右）実験着を脱いでヘルメットを被って工場排水を採水中 



資源循環工学・環境政策学 環境デザイン工学 水循環工学 

水循環工学講座 

出身校 ： 石川県、富来高等学校 
 
Q1取り組んだ卒業研究について教えてください 
 私は富山県の海や川の底泥に含まれている多環芳香族炭化水素（PAHs）という化学物質に
ついて研究をしました。このPAHsは石油や石炭などを燃やすと発生し、多くの種類があります
が、その一部には発がん性があります。底泥のままPAHsの濃度を測れれば簡単ですが、いろ

いろな処理をしないと測れないので、その処理をすることが大変でした。でも苦労した結果、い
ろんな傾向を発見できたりするので、それがやりがいです。 

 
Q２卒業後の進路について教えてください 
 私の進路は公務員（市役所、土木職）です。公務員の土木職を選択した理由は、この環境工
学科では環境問題を解決する基礎として土木工学の幅広い分野についても学ぶことができ、
それを活かすことができると思ったからです。今後は、街の発展のために、大学で得た知識を
活かしていきたいと思います。公務員の試験対策として、大学には問題集が準備されており、
また先生が志望理由などの添削や模擬面接をしてくれます。 
 
Q3高校生へのメッセージ 
 この環境工学科では水質、環境、土木、生物と本当に幅広い分野について学ぶことができ
ました。特に印象に残っている授業は、実際に器材を使って行う水質実験と測量実習です。初
めは右も左もわからない状態でしたが、徐々に慣れていき、また友達と協力する場面もあった
ため、とても心に残っています。環境問題や水質、土木工学などに興味を持っている皆さんは
、幅広い分野について学べるこの環境工学科に進学してみてください。 

奥川研究室  新田 泰大 さん 

（左）エコテクノロジーに関する国際フォーラムでの研究発表、（右）ダム湖流入河川の水質調査 
 

 ７．卒業生による研究室紹介 



資源循環工学・環境政策学 環境デザイン工学 水循環工学 

水循環工学講座 

出身校 ： 石川県、金沢桜丘高等学校 
 

Q1取り組んだ卒業研究について教えてください 
 渡辺研究室では、大気中の汚染物質を観測することで研究活動を行っています。対象として
いる物質には、酸性雨の原因物質や、黄砂粒子の分析を始め、最近懸念されているPM2.5な

ども考察の対象としています。普段は大学での観測が多いですが、春先には雪山へ泊まり込
んだり、夏には上空での大気観測を行うため、ヘリコプターで飛行したりします。普通ではなか
なか体験できないことばかりなので、非常にActiveな研究室だと感じています。モットーは「遊

ぶ時は遊ぶ！でもやることはしっかりやる！」といったメリハリのついた研究室なので、次の研
究に繋げることができるのだと感じています。 
  

Q２卒業後の進路の進路について教えてください 
 製造業の事務職です。私は就職活動を始めるにあたって、なりたいと思う職業がわかりませ
んでした。そこで、学部に関係なく様々な企業の説明会を聞きに行くなどして模索していました。
多くの企業を見ることで私は製造業などの「ものづくり」に興味があることに気づきました。また
一方で、開発役よりもそういった人たちを支えるサポート役である事務の仕事に自分が向いて
いるということにも気づきました。私が入社する企業は環境にやさしい製品作りを目指しており、
実際すばらしい実績もあることからその企業を選択しました。今後は足りない知識を勉強して、
事務として社員を支えていきたいです。 
  

Q3高校生へのメッセージ 
 環境について様々な視点から学べました。特に川や池などの水質調査をする実験や課外活
動などが楽しかったです。少人数制の授業方針であることから、先生との距離も近く非常に学
びやすい環境でした。「環境」とは漠然としたもので、分野も様々あります。土木建築や水質調
査、環境に配慮した製品作りを目指す企業など、環境に携わる企業は多く存在します。「環
境」というテーマに重きをおき勉強したい、将来就職を考えている、そのような人にはぜひ来て
ほしいと思います。 

渡辺研究室  道上 芹奈 さん  

（左）ヘリコプターでの観測直前の機器類設置、（右）立山・室堂平での積雪断面観測 
 

 ７．卒業生による研究室紹介 



資源循環工学・環境政策学 環境デザイン工学 水循環工学 

水循環工学講座 

出身校 ： 富山県、滑川高等学校 
 
Q1取り組んだ卒業研究について教えてください 
 私は、富山県の代表的な河川である神通川流域を対象に、氾濫危険箇所の想定に関する
研究をしています。写真のように実際の河川で流量観測という河川の流れの調査をしたり、数
値計算からどの地域が危ないかというシミュレーションを行ったりしています。研究室の先生
やメンバーやとは、研究だけでなく日頃からご飯を一緒に食べたり、お酒を飲んだりしていま
す。そのため研究室全体の仲が良く、日々充実しています。 

 
Q２卒業後の進路について教えてください 
 卒業後、私は富山県庁の土木職に就きます。この職種を選んだ理由は、大学で学んだ土木
工学をこの先の人生に生かしたいと考えたからです。今後、富山県の安心で安全なまちづくり
に携わりたいです。また、就職活動をするにあたって、研究室の先生には休みの日にも関わら
ず何度も面接指導などをしてもらいました。私は、こういった先生や友人の支えがあって希望
している就職先に就く事ができたと思います。 
 
Q3高校生へのメッセージ 
 この環境工学科は環境だけでなく土木に関する就職先も多くあります。公務員になる人の割
合が他学科と比べ多いという特徴もあります。また、様々な研究室があり、その研究室もそれ
ぞれの特色があって、楽しいと思います。4年間を通して、この学科では様々なことを学び、幅

広い就職先があると感じました。何か就きたい職種がある人、まだ特に興味がある職種が見
つからない人にとっても良いと思います。ぜひ、富山県立大学環境工学科を目指して頑張って
下さい。 

手計研究室  江蔵 拓 さん 

 ７．卒業生による研究室紹介 



資源循環工学・環境政策学 環境デザイン工学 水循環工学 

水循環工学講座 

出身校 ： 富山県、滑川高等学校 
 
Q1取り組んだ卒業研究について教えてください 
 私は、黒部川扇状地の地下水を対象とした研究をしています。黒部川扇状地全域の自噴井
を対象に自噴量と水質の観測を毎月行っています。それに加えて，実際に見ることができない
地下水の挙動を明らかにするために、地下水モデルを用いた数値シミュレーションをしていま
す。現地観測は、観測地点が多いので大変ですが、研究室のメンバーに協力してもらうことで
毎回スムーズに終える事ができます。研究室のメンバーだけでなく、先生とも仲良く楽しい研
究室です。 

 
Q２卒業後の進路について教えてください 
 私は、卒業後富山市役所の土木職に就きます。この進路を選択した理由は、環境工学科で
学んだ土木技術や幅広い環境分野の知識を活かして、持続可能な都市をつくるための社会
基盤整備に貢献したいと思ったからです。就職後は、土木職なので女性が少なく大変なことが
多いと思いますが、男性に負けないように勉強して頑張っていきたいと思います。大学では、
公務員講座があり公務員を目指すためのサポートや、面接練習も充実していました。 
 
Q3高校生へのメッセージ 
 環境工学科では、幅広い環境分野の知識や土木技術などの様々な環境に関する分野を学
ぶことができます。授業で、環境工学実験や測量実習などの様々な学生実験があり、たくさん
の技術を学ぶことができます。実験を失敗したりして苦労したこともありましたが、そのことが
きっかけで学科の人と仲良くなれました。環境工学科に進学すれば、幅広い知識をもった環境
のスペシャリストになれますよ！ 

手計研究室  元由 友佳 さん 

 ７．卒業生による研究室紹介 



資源循環工学・環境政策学 環境デザイン工学 水循環工学 

水循環工学講座 

出身校 ： 石川県、星稜高等学校 
 
Q1取り組んだ卒業研究について教えてください 
 緩速ろ過技術を用いた環境水の処理というテーマのもと研究に取り組みました。緩速ろ過と
は、飲み水を作る手法のひとつで、ろ過池に生息する微生物の働きによって水を綺麗にする
技術です。この技術を利用して、池の水に含まれる水質汚濁物質を取り除くことを目的として
研究しました。本研究室では、水生生物を研究の題材としています。水環境や、生物に興味
がある方にはぜひお勧めします。 

 
Q２卒業後の進路について教えてください 
 韓国の慶熙大学に留学する予定です。私は、大学４年生になり、研究を進めていくうちに、よ
り深く学びたいと思い、留学を決意しました。現在は秋入学のために、英語と韓国語の勉強を
しています。 
 
Q3高校生へのメッセージ 
 私は、今までの学生生活の中で、この大学４年間が一番充実していたと思います。大学３回
生の時まで、大学祭実行委員会に参加し、サークルメンバーと協力しながら、楽しく活動して
いました。そして、４回生になり、研究を始め、学会やゼミでより専門的な知識を身につけまし
た。環境工学科では、水環境から、土木分野まで幅広く勉強できるので、将来環境に関係す
る仕事がしたい方にはぜひお勧めします。 

坂本研究室  中野 翔 さん 

（左）実験室で培養しているミジンコの世話と（右）緩速ろ過実験の様子 

 ７．卒業生による研究室紹介 



資源循環工学・環境政策学講座 

環境デザイン工学 水循環工学 資源循環工学・環境政策学 

出身校 ： 愛知県、安城東高等学校 
 
Q1取り組んだ卒業研究について教えてください 
【テーマ】スリランカにおける飲料水の水質改善 

 スリランカはインド南東に位置する島国で都市部では水道が引かれていますが、農村部で
は飲料水源として井戸水が利用されています。一部地域では高濃度のフッ素が含まれる飲料
水を摂取し続けることで生じる健康被害が報告されています。しかし、現地には分析機器がな
いこと、また内戦の影響によりフッ素汚染の実態が把握されてきませんでした。そこで現地で
井戸水を採水し日本へ持ち帰りフッ素濃度を分析後、その濃度分布を地図上に示しフッ素汚
染の地理的な分布を把握しました。またフッ素濃度低減策の一つとして鳥骨を炭化させ製造し
た鳥骨炭の利用を検討しました。 

 
Q２卒業後の進路について教えてください 
 大学院への進学です。水環境分野における専門知識をさらに深めていきたいです。ま 
た英語によるコミュニケーション能力を身に付けて、グローバルな視野で問題を的確 

に判断し解決策を講ずる力につながるよう努力をしていきたいです。 
 
Q3高校生へのメッセージ 
 環境工学科では、環境分野だけでなく土木系の分野も学び幅広い基礎・専門知識を講義・
実習を通して、学ぶことができます。また研究に関しても少人数であることから指導教員から
きめ細やかな指導を受けることができます。科目によっては他学科の学生と一緒に講義を受
けるため、それがきっかけで友達の輪が広がり楽しいです。 

川上研究室  本山 亜友里 さん 

（左）スリランカでの井戸水の調査。現地の研究者と一緒に水質調査を行いました。 
（右）スリランカで開催されたフォーラムでの研究発表 

 ７．卒業生による研究室紹介 



資源循環工学・環境政策学講座 

環境デザイン工学 水循環工学 資源循環工学・環境政策学 

出身校 ： 富山県、石動高等学校 
 
Q1取り組んだ卒業研究について教えてください 
 富山県における環境経営の実態について研究しています。企業が環境に配慮する経営が
必要となっている今日、実際に企業が環境経営を行っているかを調査し、現状を把握した上で
提案できる政策を検討しています。他の研究室とは違い、実験などは行いませんが膨大な量
のデータを分析したり文献の調査を行うなど、より社会に密接した研究ができるところが魅力
だと思います。現代社会の現状を知り、改善点を見つけることはとてもやりがいがあります。 

 
Q２卒業後の進路について教えてください 
 富山県内の測量関係の企業に就職します。生まれ育った富山に貢献できるだけでなく、他
県での業務を行っている企業なので地元にいながらたくさんの人とのつながりを持てるところ
に魅力を感じています。また、授業にも測量があるので学んだ知識を活かすことができるので、
社会人としてしっかりと勤めていきたいと思っています。 
 
Q3高校生へのメッセージ 
 私は、実家から通っていますが、富山県立大学に進学して良かったな、と感じています。人
数が少ない大学なので、人間関係も密になれますし、先生と距離が近いのも勉強するには大
変良い環境だと思います。環境工学科は、特に先生との距離が近く、様々な話を聞くことがで
き、ためになります。ぜひ富山県立大学に来てください！ 

九里研究室  中谷 遥 さん 

 ７．卒業生による研究室紹介 



資源循環工学・環境政策学講座 

環境デザイン工学 水循環工学 資源循環工学・環境政策学 

出身校 ： 愛知県、知立高等学校 
 
Q1取り組んだ卒業研究について教えてください 
 私が研究したのはもみ殻燃焼灰の造粒技術の検証というテーマで研究しました。大学で講義
を受ける中で、環境問題の中でも資源やその循環について一番興味を抱いたので、研究でも
ただ資源循環を読み解くのではなく、何か生み出す技術の片棒を担ぐ研究をしたかったのでこ
の研究室に配属しました。実験が中心で、なかなか思ったとおりに行かず、試行錯誤しながら
進めていくことになりましたが、うまくいったときはとてもうれしかったことを覚えています。失敗
続きでなおかつ同じことの繰り返しでやめたくなったときもありましたが、いつかこのもみ殻由来
の肥料が出回ったときに、自分も関わることができた、資源循環に貢献できたという誇りをもて
ると思い、がんばりました。この卒業研究で、成功するには成功するために失敗し続けることが
大切だということを学びました。 

 
Q２卒業後の進路について教えてください 
 地元の化学関連の企業に就職しました。理由は、卒業後も環境問題、特に資源循環関連に
携わっていき、仕事することがそれについての勉強になるような仕事に就きたかったからです。
この企業は、化学関連の環境、リサイクル事業を主に展開している企業で難しくて珍しそうなこ
とをやっていたので興味を持った次第です。仕事を選ぶ際に地位や給与や福利厚生など、人に
よって重視する点は異なりますが、その仕事は今後40年は付き合っていくことになるかもしれな
いものです。なので、大学時代に40年付き合う自信がもてるような理由を探してみてください。 

立田研究室  福田 昂 さん 

Q3高校生へのメッセージ 
 大学は高校とは違い、基本的に自由がききます。
しかし、何事にも自分自身が行動しなくてはならず、
またその行動にもいっぱしの責任がともなってきます
。そういう意味では大学は、社会に出る前の修行機
関です。3年後の就職活動では企業は皆さんを大卒
として採用します。つまり高校生のときの知識や心
構えのままではいけないということです。なので勉強
はもちろんですが、社会のこともいろいろ学んでくだ
さい。サークルやバイト、車やバイクをもってみる、一
人暮らしをしてみる等、いろいろ経験してたくさん失
敗して高校のときとは違う自分をもっていってくださ
い。 

 ７．卒業生による研究室紹介 



資源循環工学・環境政策学講座 

環境デザイン工学 水循環工学 資源循環工学・環境政策学 

佐伯研究室  稲積 剣 さん 

研究風景（研究室） 

出身校 ： 富山県、大門高等学校 
 
Q1取り組んだ卒業研究について教えてください 
 産業廃棄物の移動距離の解析をテーマとして、都道府県から排出される産業廃棄物がどこ
に移動し、どのように処理されるかを調査し、不必要な移動の削減の検討を行います。膨大な
データを扱うので大変ですが、より詳細な研究成果が得られます。 

 研究室のテーマとしては、リサイクル認定製品の環境負荷削減効果の評価、富山県におけ
る産業廃棄物のフロー解析、家庭から排出されるプラスチック廃棄物の詳細組成調査などが
あります。佐伯孝講師は、時には優しく、時には厳しく、熱心に指導してくださいます。 

 
Q２卒業後の進路について教えてください 
【業種】廃棄物処理・リサイクル業、製造業 

 大学で、廃棄物やリサイクルについての講義を受けた時に、廃棄物には細かな分類があり、
それぞれ処理の仕方が違うことを学びました。また、廃棄物を適切に処理することによって、
環境汚染を防止し、さらに廃棄物を資源化する技術があることを知り、とても興味を持ったか
らです。大学で学んだことを活かして、地域のため、会社のために一生懸命働き、社会に貢献
していきたいです。 
  
【大学のサポート】 

 キャリアセンターでは、面接練習や履歴書の添削を受けることができます。また、大学で合
同説明会も行われ、県内・県外を問わず多くの企業が参加します。公務員を目指している人
に対しては公務員講座が開講され、公務員試験の過去問等を使って筆記試験対策を行って
いきます。また、履歴書から先生が細かく添削をしてくださり、試験前には面接の練習もしてく
ださいます。 

 
Q3高校生へのメッセージ 
 大学生活の4年間では、水質や廃棄物、土木関係など
様々な分野の講義や実験を履修することができ、多くのこ
とを経験することで幅広い知識を得ることができました。特
にフィールド実習という授業では、富山県の海や山といっ
た素晴らしい自然の中で、班員みんなで協力して水質調
査などを行ったことが印象に残っています。クラスは少人
数であり、先生が親身になって一人ひとりの学生に対応し
てくれるところが特徴です！社会に出て、環境関係の仕事
に携わりたいと考えている人や環境に関する知識を身に
付けたい人には環境工学科はお勧めです！ 

 ７．卒業生による研究室紹介 



資源循環工学・環境政策学講座 

環境デザイン工学 水循環工学 資源循環工学・環境政策学 

立花研究室  鈴木 祥太 さん 

出身校 ： 京都府、向陽高等学校 
 
Q1取り組んだ卒業研究について教えてください 
 富山県における農業用水を活用した小水力発電利用というテーマのもとに研究をしています。
農業用水を活用した小水力発電を普及させるために、小水力発電機の適地選定や設置した
場合の経済的メリットなどを推計しています。少し工学とは異なるように感じるかもしれません
が、社会工学という工学の一分野になります。そのため、最初はわからないことが多いかもし
れませんが、実社会に役立てる、エネルギー関係の研究を行えるため、やりがいはとてもあり
ます。 

 
Q２卒業後の進路について教えてください 
 大学卒業後は大学院へ進学します。大学では研究の基礎的な部分を学ぶことができました
が、さらに研究というものを継続し、知識量を増やし、専門性を追及することを目指して進学を
決めました。今後は、現在の研究を富山県だけでなく、日本全国、世界へと小水力の普及、導
入のプロセス、モデルを構築できればと考えています。 

 
Q3高校生へのメッセージ 
 僕の場合は県外からなので、高校卒業後、富山県という訪れたこともない場所での一人暮ら
しと大学生活への不安がとてもありました。しかし、大学に入って、自分と同じような一人暮ら
しの人も多くおり、すぐに友達も増え、楽しい大学生活となりました。特に、富山県立大学は、
それぞれの学科の人数があまり多くないため、学科が高校のクラスのようになり、すぐにみん
なと仲良くなることができます。ですので、県外からの方も気楽に来てもらえればと思います。 
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環境デザイン工学講座 

水循環工学 資源循環工学・環境政策学 環境デザイン工学 

出身校 ： 愛知県、岡崎西高等学校 
 
Q1取り組んだ卒業研究について教えてください 
 公共工事における自然環境の保全について、優秀な工事を表彰する制度である優良工事審
査制度というものに着目して研究しました。一つの制度から公共工事における自然環境保全の
現状を探るとともに今後の在り方ついて検討をするということで、想像力と多方面からのデータ
が必要な研究でした。そのため様々な手法での調査を行わなければいけなかったので大変で
したが、それらを組み合わせ結論を導いていくことは楽しく、やりがいのある研究でした。 

 
Q２卒業後の進路について教えてください 
 土木建設業への就職が決定しています。この会社は、卒業研究の際の調べものの最中に見
つけたもので、自然環境保全に強い関心を持った土木建設業であり、大学で学んだことを仕事
で生かしたいと考えていた自分にぴったりでした。今後について、この大学で学んだことを生か
し、職務を通じて少しでも社会に貢献できるよう頑張りたいと思います。 

 
Q3高校生へのメッセージ 
 環境工学科では、環境問題について浅く広く学ぶことになります。そして、卒業研究で一つの
分野に深く関わっていくこととなります。漠然と「環境問題に興味がある」でもいいですが、「自
分は環境問題のこの分野に興味がある」というものがあると、授業や研究への意欲が湧きやす
いと思います。大学では、学会発表の機会に恵まれることがあります。私もポスター発表を行
いましたが、立場の違う方々の意見を頂けるいい機会です。臆することなく頑張ってください。 

高橋研究室  岡本 真弥 さん 

ELR2012（緑化工学会・景観生態学会・応用生態工学会 3学会合同大会）での 
ポスター発表の写真です。 
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環境デザイン工学講座 

水循環工学 資源循環工学・環境政策学 環境デザイン工学 

出身校 ： 岐阜県、各務原西高等学校 
 
Q1取り組んだ卒業研究について教えてください 
 北陸産分級フライアッシュの混和が各種コンクリート構造物の温度ひび割れに与える影響と
いうテーマのもと研究に取り組みました。コンクリートの材料にはセメントと水があり、その二つ
の反応によって熱が発生します。その熱の影響でコンクリートは膨張して、コンクリートのひび
割れに繋がります。そこでセメントの一部を石炭灰の中から産出されたフライアッシュという粉
末のものに置き換えることによって、発生する熱を抑制し、ひび割れを防ぐ検討を行いました。
研究は石炭火力発電所から排出される石炭灰の有効活用という目的で、北陸電力と連携して
実施しました。本研究室はコンクリートを研究の題材としています。先生も熱心に指導をして下
さるので、土木関係に興味がある方はお勧めです。 

 
Q２卒業後の進路について教えてください 
 岐阜市の建設会社に入社予定です。私は、就職活動を地元である岐阜県や愛知県を中心に
行いました。やはり地元に戻りたいという気持ちがあり、2月、3月はほとんど実家から就職活動
をしました。今後は、研究で得た知識を仕事で生かし、資格の修得などを目標に努めたいです。 

 
Q3高校生へのメッセージ 
 私の場合、高校生活と最も違ったことは一人暮らしをしたことです。実家のように遅刻しそうに
なった時に誰も起こしてくれないので痛い目にあった経験もありました。しかし、家事は全て自
分で行い、親に頼ることも少なくなるので人間的に成長できると思います。本大学は学科あたり
の人数が少なく、高校のクラス程度の人数で4年間を過ごすので、私立などの大人数の大学と

比べて、高校時代のように友達と深く付き合えるはずです。また環境工学科は、土木、水質な
ど様々な分野があり、何がしたいかわからないという人にとっては、入学して学んでから自分の
専門分野が選べますよ。 

伊藤研究室  大野 宏樹 さん 

コンクリート構造物の計測の様子 
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環境デザイン工学講座 

水循環工学 資源循環工学・環境政策学 環境デザイン工学 

出身校 ： 石川県、金沢西高等学校 
 
Q1取り組んだ卒業研究について教えてください 
 「地温測定と原位置試験によるため池堤体の健全性評価に関する基礎研究」というテーマで
研究をしました。農業用水等を供給しているため池を、今後も安全に維持していくため、ため池
の堤体を対象に漏水箇所の検出や地盤強度の算出をしました。試験は屋外だったので夏や冬
は辛かったけど、得られたデータから結論を推測していく楽しさがありました。 

 
Q２卒業後の進路について教えてください 
 土木職公務員として働きます。住民の方々の声を直に聞いて事業を行えることに魅力を感じ、
公務員を選びました。環境工学科では土木職の専門分野である科目も講義があるので、土木
職を目指すならとても役に立ちます。また、環境工学科には様々な分野の先生方がいるので、
分からない問題があっても心強かったです。 

 
Q3高校生へのメッセージ 
 環境工学科では、環境土木・水循環・環境政策の3つを軸に幅広く学ぶことができます。近年

は、様々な環境問題があり知識を持った技術者が必要とされる時代だと思います。よって、未
来の社会を創っていくために、環境に関する学問は一番大切じゃないかなと思い、環境工学科
を選びました。この学科は少人数なので、質問もしやすくより深く学ぶことができます。友人とも
密な関係になれたので、とても有意義な4年間を送ることができました。大学に行かない人も周

りにはいるかもしれませんが、僕は大学に来て本当に良かったと心底思いましたし、大学で学
んだことや思い出を一生大切にしたいと思います。 

古谷研究室  油谷 洋志 さん 

（左）試験地のため池堤体で試験を行い、地盤に関係するデータを計ります。 
（右）計ったデータをパソコンで整理します。 
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