


１．学科の紹介 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。



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。



進学 ７

官公庁 １０
民間企業 １８

二期生（2014年3月卒）

進学 ９

官公庁 １２

民間企業 １５

一期生（2013年3月卒）

３. 卒業後の進路

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

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、その他

関連資格

＜進学＞
富山県立大学大学院、名古屋大学大学院、岐阜大学大学院、
キョンヒ大学大学院（韓国）

＜官公庁＞
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

＜民間企業＞
（株）富山環境整備、（株）市川工務店、（株）梶川建設、東京
コンサルタンツ（株）、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）

＜進学＞
富山県立大学大学院

＜官公庁＞
国交省北陸地方整備局、国交省中部地方整備局、富山県庁
（土木）、東京都庁（土木）、岐阜県庁（土木）、射水市役所（行
政）、金沢市役所（土木）、名古屋市役所（土木）

＜民間企業＞
（株）アイザック、セキスイハイム東海（株）、川田工業（株）、
中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋（株）、（株）岡部、
（株）鈴木、（株）アルプ、西日本旅客鉄道（株）、（株）レックス、
中信アスナ（株）、矢作建設工業（株）、砺波工業（株）、（株）
ピア、（株）新日本コンサルタント、大同コンサルタンツ（株）、
アコン測量設計（株）、愛知日産自動車（株）

環境工学科一期生、二期生１００％進路決定！！



４．講義の紹介（1/2）

環境工学科といえば、魅力的な講義が多いことが特徴です。
１年次から実習や実験がたくさんあります。その中から、一部を紹介します。

環境材料実験では土質実験とコンクリート実験に分かれて、コン
クリートを実際に作ってその強度を測ったり、土の粒度試験をした
りします。

座学の授業で学んだことを実際に活用する実験です。

土質分野の実験で各班
に分かれて土の粒度を
測りました。

コンクリートの材料
となる細骨材と粗骨
材の密度などを調
べます。

3年次前期 「環境材料実験」



４．講義の紹介（2/2）

実習や実験では、グループで協力することも多く、その中でみんな仲良くなります★

大学から飛び出して、実際のフィールドに繰り出し、見学や実験を
行います。

海洋調査やエコタウンの見学など、内容も幅広く、環境工学科で
これまで学んできたことを活かしながらの実習になります。

乗船した富山高専の「若潮丸」
です。大きい船なので乗り心
地も最高でした☆

２つのポイントを回りながら、海
色や水深毎の栄養塩濃度の計
測しました。
裏で酔っていた人も・・・(^_^;)

４年次前期 「フィールド実習」



５．学生の一日（1/2）

今回は、２人の学生の一日に密着しました。
どんな学生生活が待っているのでしょう・・・！？

＊環境工学科 ２年 Hさんの一日＊

8:45～登校
朝食を食べていざ出発！
大学に着くのは
結構ギリギリ・・？（笑）

9:00～講義（総合英語）
テキストが全部英語で読むのが
大変っ（>_<)
でも先生のジョークが面白いか
ら頑張れます。（笑）

12:10～昼食
昼食ターイム♪
いざ学食へ！！
今日はササミチーズかつを食べ
るぞ(^ ^)

16:00～放課後
今日は図書館で課題をやります。
学内はほとんどネットが繋がるた
め、パソコンで調べものもできてとて
も便利です！！

13:00～実習（測量実習）
作業着を来てグラウンドへ！
操作にわからないことがあれば
TA（ティーチングアシスタント）の
先輩に助けを求めます0(^∀^)0
本当に頼りになります♪



５．学生の一日（2/2）

学生生活は人それぞれ！
放課後には、サークルやバイトに精を出す学生もいます。

＊環境工学科 ３年 Mくんの一日＊

8:50～登校
車で登校しています。
家から大学まで近いので、すぐに
到着するので楽チンです！
今日も一日頑張ります。

9:00～講義（森林流域管理）
講義は一回、約90分です。内容
が難しくても学んでいく内に理解で
きるところがあるので嬉しいです。

11:30～昼食
2限目の講義をとっていないの
で、早めの昼食をとります。生協
で販売しているお弁当は、様々
なバリエーションがありお勧めで
すよ。

18:00～放課後
私は学生会というサークルに所属
しています。毎週金曜日に集まっ
て、大学で企画するイベントについ
て話し合います。また週に3，4回
飲食店でアルバイトをしています。

13:00～実験（環境工学実験）
午後から班ごとに分かれて実験
です。この実験では実際に環境
問題に携わるものを扱っていま
す。同じ目的に向けて班の人と
実験を行うのは楽しいものです。



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 手計太一 「気候変動が北陸地域の水資源に与える影響」

・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 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」

６．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 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」

・講師 星川圭介 「地域の水利用・土地利用の適正化に関する研究」

環境工学科は大きく３つの講座に分かれています！



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、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
研究では生物を用いた排水毒性評価を行なっており、私はその中で藻類を担当し、その排
水影響について研究しています。研究はほとんどが、フィールドにでての採水や実際の生物
試験になります。生物を用いるため日々の世話や管理が大変なこともありますが、自身の試
験結果によって目には見えにくい生態系への影響を理解してもらえればいいと思っています。

Q２卒業後の進路の進路について教えてください
私は、地元の市役所で行政職に就きます。

私は就活時期でもどう働きたいのかがどこかはっきりしないままでした。そこで、少しでも興味
を持った企業にはエントリーし、少しずつ自分の過去と未来について考えることにしました。同
級生よりも時間がかかりましたが、満足の行く選択ができたと思っています。私が４年間で学
んできたことが直通している訳ではありませんが、市での多岐に渡る仕事の中で環境の知識
を生かしていけたらいいと思っています。

Q3高校生へのメッセージ
環境工学科ではどんなことを勉強すると思いますか？環境というのは、思っている以上に幅
広く可能性が大きい分野だと私は思っています。環境工学科は、机上の勉強だけでなく体で
体験する授業が多いことが特徴です。今はまだ将来をはっきりと思い描けなくても、河川の水
質を分析したり、コンクリートを作ってみたり、楽しいと思ううちに自分の気になる分野に出会う
かもしれません。是非環境工学科に来てくださいね。

楠井研究室 福冨 真実子 さん

（左）採水の様子、（右）計測器を用いて藻類の細胞数を計測している様子

７．卒業生による研究室紹介（1/3）



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、津島東高等学校

Q1取り組んだ卒業研究について教えてください
【テーマ】テーマ 鳥骨炭による溶液中のフッ素の除去メカニズム

スリランカはインドの南東に位置する島国です。スリランカの農村部では飲料水源として井戸
水を利用している地域があります。しかし、利用している井戸水に地質由来の高濃度のフッ素
が含まれているために住民に健康被害が生じています。そこで私たちはフッ素を井戸水から
取り除くために鶏の骨を炭化した鳥骨炭を用いることを検討しています。鳥骨炭を使うことによ
り井戸水からフッ素をほとんど除去することができます。しかし、井戸水からフッ素を除去する
のには時間がかかるため、フッ素除去メカニズムを調べ、フッ素除去性能を向上させる方法を
検討しました。

Q２卒業後の進路について教えてください
大学院に進学します。研究を通して水処理技術や分析方法についての知識を深め、卒業後
に水処理会社や企業の研究職に就職することができるように努力していきたいです。また、ス
リランカの人々ように飲料水に問題を抱えている人の助けになれればいいなと感じています。

Q3高校生へのメッセージ
環境問題について考えるには幅広い知識が必要になります。そこで、環境工学科では水質
実験や土質実験、生物実験など様々な分野の実験を行います。様々な実験を通して自分が
興味のある分野を探してみてください。きっと自分が大学卒業後にやりたいことが見つかると
思います。ぜひ環境工学科に入学し勉強してください。

川上研究室 宮崎 光 さん

（左）スリランカの井戸の水質調査、（右）沖縄久米島での研究発表会

７．卒業生による研究室紹介（2/3）



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 ： 富山県、富山東高等学校

Q1取り組んだ卒業研究について教えてください
常時微動観測を用いて富山県内の地盤特性を知るという目的のもと、まずは射水市の一部
で研究をしました。常時微動観測という非常に簡便な方法で地盤特性を把握することができる
ので多くの地点で観測できます。今後、観測地点を拡大させることによって、富山県内の地震
動で揺れやすい地点などがわかり、防災・減災のために非常に役立つデータになります。この
研究が富山県の地震防災につながると思うと、とてもやりがいがありました。

Q２卒業後の進路について教えてください
富山県庁土木課の採用が決まっています。県づくりをすることで多くの県民のために働け、や
りがいがあると感じ、公務員を選びました。環境工学科では土木に関する講義があり、将来、
県や国をつくっていきたいという意思があるのなら、土木分野の勉強はとても役立ちます。この
学科で学んだ知識や、卒業研究での経験を活かして富山県内の地震防災を発展させたいです。

Q3高校生へのメッセージ
私は４年間の学生生活でさまざまなことを学びました。環境工学科は水循環、資源循環・環境
政策、環境デザインと幅広い分野の勉強ができます。そして、最終的に卒業研究で今まで学ん
だ知識をフル活用して課題・問題に取り組み、研究成果を出していくことはとてもやりがいがあ
り、私の人生のとても重要な経験になりました。また、4年間ともに学んだ仲間との絆は社会に

出てからも役に立つものとなります。今までにない経験がたくさんあると思いますがぜひがんば
ってください。

古谷研究室 井出口 一馬 さん

（左）微動計で常時微動観測を行い、データを集めます
（右）集めたデータをパソコンで解析します

７．卒業生による研究室紹介（3/3）



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

手計研究室 笹川 幸寛 さん 博士前期課程２年

（左）流速観測の風景（タイ、チャオプラヤー川）
（右）現地住民の船への乗り込み風景（アポなし交渉にて合意）

８．大学院進学のすすめ（1/3）

出身校 ： 石川県、星稜高等学校

Q1大学院進学を志望した理由について教えてください
大学院進学の一番の志望理由は卒業研究で行っていた研究についてより深く突き詰めてい
きたいと思ったことです。また、４年生のときに参加した研究発表会では他大学の同じような研
究や全く違う研究の発表を聞けました。進学するとさらにいろいろな研究発表会に参加でき、
いろんな分野の知識を身に付けることができると思ったのもひとつの理由です。

Q２現在取り組んでいる研究について教えてください
一般的に河川が海に流れ込む付近の下層では海水が川を逆流する現象が発生していま
す。このような感潮域（逆流が発生する場所）では、淡水と海水が混合し複雑な流動となりま
す。私はこの流動の特性を明らかにするために富山県射水市新湊の内川を対象に日々研究
しています。この研究室に入るまで、目では確認できないので私も知りませんでした。観測機
器が充実していていろんな発見ができるので楽しく研究できます。また、指導教員が若く学生
との関係が近く、研究以外の話で盛り上がったり飲み会をしたり、楽しい学生生活を送ってい
ます。

Q3高校生へのメッセージ
学生生活を振り返ると楽しい思い出しかありません。サークルには絶対に入った方がいいと
思います。サークルでは行事がたくさんあるので学生生活が断然楽しくなります。また、他学
科や先輩とつながりを持っていたらいいことがたくさんあります。ちなみに、私はあまり参加で
きていませんがテニス、バドミントン、フットサルに所属しています。興味がある人は是非よろし
くお願いします。大学院への進学を少しでも考えている人は進学したほうが卒業後充実した生
活が送れるのでいいと思います。私も大学院に進学するかは悩んでいましたが、進学してよ
かったと思っています。



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、富山高等学校

Q1大学院進学を志望した理由について教えてください
学部時代は、学外のボランティア活動に打ち込み、子供向け環境教育の推進に励みまし
た。そのような経験から、将来は富山県における環境教育を一層促進したいと思っています。
環境に関する専門的な知識を蓄え俯瞰的な視野を持つことで、多様なプログラム開発ができ
ると考えると考え、大学院進学を志望しました。また、大学院では積極的に様々なことにトライ
できるのも魅力です。

Q２現在取り組んでいる研究について教えてください
環境教育の内容・方法・評価、その普及について研究をしています。一見、文系科目領域の
研究と思われるかもしれませんが、複雑な環境問題を解決するには、今後、理系科目、文系
科目の双方を学び、その関係性を深めることも重要だと思っています。そして、実施した教育
と環境影響の関係性等、あらゆる評価も大切だと思います。実際にフィールドに出かけ、地域
の問題把握を踏まえ環境教育を開発し実施するなど、やりがいは十分です。

Q3高校生へのメッセージ
大学生生活は、その後の人生を左右するような、自身の考え方やものの見方、ひいては性
格をも形づくる貴重な時間だと思います。中でも一番濃厚な時間は、研究室に配属され本格
的に研究を始めてからです。研究を通じて、地域や企業、行政の方々などとコラボレートしな
がら実社会の一員として活動できることも大学院の魅力かと思います。研究テーマに関する
知識の深化、その応用を積極的にしていきたい人は、ぜひ大学院への進学をお勧めします。
学部の4年間だけでは物足りません！

九里研究室 田開 寛太郎 さん 博士前期課程２年

（左）小矢部市との地域協働に向けた打合せ
（右）子供冒険キャンプの実施（子供たちと探検計画を策定中）

８．大学院進学のすすめ（2/3）



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

伊藤研究室 鈴木 祥太 さん 博士前期課程２年

（左）コンクリート柱試験体の計測の様子、（右）乾燥による収縮を計測している様子

出身校 ：京都府、向陽高等学校

Q1大学院進学を志望した理由について教えてください
学部の4年間は長いようで短く、実際に研究を行う期間としては1年もありませんでした。その

ような中で、就職活動を行っていったので、自分の専門を活かした就職をしたいと思っても、ま
だまだ知識不足だということを実感しました。そのため、私は大学院に進学しました。それによ
り、さらに専門的な知識を学び、研究を通して、専門知識のみでなく、物事の見方や考え方に
ついても学ぶことができていると思います。

Q２現在取り組んでいる研究について教えてください
現在、私が取り組んでいる研究は、遠心成形コンクリートのひび割れ幅進展理論構築という
テーマです。遠心成形とは、遠心力を用いてコンクリート製品を造る方法であり、その代表的な
二次製品として、コンクリート柱（電柱）が挙げられます。また、遠心成形には、コンクリートの材
料となる砂利と砂の分布に偏りが生じることや脱水効果というような特徴があります。そのため
通常のコンクリートの製造方法である振動を利用した成形とはいろいろな面で異なります。そ
のコンクリート製品の点検項目であるひび割れの発生や進展などの挙動について研究してい
ます。そして、ひび割れの挙動を明らかにした上で、私たちの日々の生活で目にするコンクリー
ト柱（電柱）の維持管理システムの構築を目的として、東京電力と共同研究をしています。

Q3高校生へのメッセージ
私は、県外出身なので一人暮らしをしています。一人暮らしを始めたばかりの頃は、高校時
代の自分がどれだけ親に頼り、甘えていたのかということを痛感させられました。しかし、生活
費を自分でやりくりしたり、家事をしたりと、勉強面だけでなく人間的に成長することができたと
思います。最後に、環境工学科は土木、水質など分野の幅が広いですが、その分、自分にあっ
た専門分野を見つけられると思います。

８．大学院進学のすすめ（3/3）



富山県立大学 環境工学科
もっと環境工学科を知りたい人は

こちらもどうぞ(^O^)♪

↓
HPアドレス
http://www.pu-toyama.ac.jp/EE/index.html

是非、環境工学科に来てくださいね☆★
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