


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。



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

(株)アイセロ、(株)アルプ、(株)オートパルとなみ野、(株)ハイドロシステム開発、(株)ピア、(株)レックス、
(株)岡部、(株)柿本商会、(株)梶川建設、(株)市川工務店、(株)松村組、(株)上智、(株)新日本コンサル
タント、(株)西原ネオ、(株)中央設計技術研究所、(株)土木管理総合試験所、(株)富山環境整備、(株)鈴
木、（株）アイザック、アコン測量設計（株）、アネス(株) 、アルカスコーポレーション(株) 、シーケー金属
(株) 、セキスイハイム東海（株）、愛知日産自動車（株）、五洋建設(株) 、高岡信用金庫、三井住友建
設(株) 、三和油化工業(株) 、上海交通大学、西垣林業（株）、西日本旅客鉄道(株) 、川田工業(株) 、
大鉄工業(株) 、大同コンサルタンツ(株) 、中央コンサルタンツ(株) 、中信アスナ（株）、中日本ハイウェ
イ・エンジニアリング名古屋（株）、辻建設(株) 、砺波工業(株) 、東京コンサルタンツ(株) 、日本海環境
サービス(株) 、北電技術コンサルタント(株) 、北陸コンサルタント(株) 、北陸ビル防設(株) 、名工建設
(株) 、矢作建設工業（株）

環境工学科一期生、二期生、三期生 １００％進路決定！！

進学

官公庁

民間企業

富山県立大学大学院、岐阜大学大学院、
京都大学大学院、大阪市立大学大学院、
法政大学大学院、名古屋大学大学院、
キョンヒ大学大学院（韓国）

国土交通省中部地方整備局、国土交通省北陸地方整備局、愛知県警察、愛知県庁、岐阜県庁、
警視庁、東京都庁、富山県警察、富山県庁、蒲郡市役所、金沢市役所、高岡市役所、射水市役所、
長野市役所、富山市役所、豊川市役所、名古屋市役所、中新川広域行政事務組合

進学 ２６ ％

官公庁 ２７ ％

民間企業
４７ ％



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」

・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 ： 兵庫県、西宮高等学校

Q1取り組んだ卒業研究について教えてください
私の研究テーマは廃水から電気エネルギーを回収する“微生物燃料電池”というものです。こ
れまでの廃水からのエネルギーの回収方法では多くの工程が必要である等の問題がありました。
しかし、微生物燃料電池では廃水から直接電気を得ることができるのです。この研究は私の代か
ら始まったものだったので、多くの困難がありました。資材の調達、実験装置や測定装置の整備
など、先生方や先輩、多くの人の協力を得て達成してきました。大学4年生は常に自分の考えを
行動に移す“実行力”と“決断力”が必要とされるやりがいのある1年間でした。

Q２卒業後の進路の進路について教えてください
卒業後は、奈良県の林業関係の職に就きます。この大学に入学した理由は植物や生物、それ
らに関わる仕事に就きたいと考えていたためです。しかし、エントリーした業種は様々です。これ
は、就職活動は人生の大きな分岐点であり、同じ業種から選択するのでなく多くの選択肢から選
ぶことが重要だと考えたからです。今後は、環境の観点からも企業を支えていけるような人材とし
て社会で活躍していきたいと考えています。

Q3高校生へのメッセージ
大学生を経て感じたことは幅広い関心を持つことです。社会は多くの経験や知識を持った人を
欲しています。「これは自分に関係ない」と決めつけるのではなく、何事にもチャレンジしなければ
なりません。環境という広い分野の中で、様々な視点で問題に対して取り組む姿勢を身に付ける
ことができれば、それは皆さんにとって今後の人生において最大の武器になると思います。

楠井研究室 十倉 天さん

（左）廃水の水質分析の一コマ、（右）実験に用いた微生物燃料電池

７．卒業生による研究室紹介（1/13）



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、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
私が取り組んだ内容は、富山県にある立山の室堂平というところの積雪を採取し、その雪に含
まれているイオン成分などを調べることで、アジア大陸など海外からの大気汚染の現状を調査す
ることです。積雪を採取する際には、6 mを超える積雪を人の手で掘っていくのでとても疲れます。

でも、このような経験は他の研究室ではできない貴重なものなので、雪をたくさん掘りたい人はぜ
ひ渡辺研究室に来てください。やさしい先輩・先生が待っています！

Q２卒業後の進路の進路について教えてください
私は、JR西日本に就職しました。選んだ理由は、知名度が高い会社だったことと、人と接する仕

事がしたかったからです。富山県立大学では、就職活動のサポートがとても充実していて助かり
ました。例えば、面接練習や、履歴書の添削などを何度もしてもらえます。富山県立大学に来れ
ば就職活動に対する心配はいらないと思います。就職率の実績をみてもすばらしい大学です
よ。

Q3高校生へのメッセージ
大学に入学し４年間過ごしましたが、もっとたくさん遊んでおけばよかったと思いました。勉強も
大切です。でも、どこかへ遠出するなどの経験は社会人になるとなかなかできません。今しかで
きない事を、全力でやっていってください。くれぐれも遊びすぎて、単位が取れないなんてことがな
いように注意してください。楽しいキャンパスライフを送ってください。

渡辺研究室 中川 佳祐 さん

（左）積雪調査の休憩中、（右）積雪調査中

７．卒業生による研究室紹介（2/13）



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 ： 愛知県、一宮南高等学校

Q1取り組んだ卒業研究について教えてください
「ポリスチレン分解生成物による富山湾沿岸における海水の汚染」というテーマで研究に取

り組みました。富山湾沿岸の海水を採取し、水質分析を行い、海水にどれだけプラスチックの
分解物が溶け込んでいるのかを調べる研究です。水質分析はちょっとしたことで誤差が出てし
まうので、実験器具の念入りな洗浄や地味な作業の繰り返しが大変でした。しかし、入学して
から夏場に利用してきた岩瀬浜や海老江の浜の水質分析ができること、新たな発見ができた
時の喜びが非常に大きく、とてもやりがいがありました。

Q２卒業後の進路の進路について教えてください
卒業後は建設関係の企業に就職します。富山県立大学は土木系の就職に強く、先生方にい
ろいろアドバイスをいただきスムーズに就職活動を進めることができました。就職後は立派な
現場監督になれるように大学で学んだ経験を生かし、さまざまな環境事業にも取り組んでいき
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。実験が多く、実際に手を動かして学べるのでとても興味を
持って受けることができるし、班活動がとても楽しいです。また、少人数制の授業なので、先生
との距離が近く非常に学びやすい環境です。少人数なので高校のクラスのように男女とても仲
良しです。男子がとても多い学科ですが、女子のみなさんも環境を幅広く学べる環境工学科を
目指してみてください。

奥川研究室 森 昭仁 さん

（左）海水のサンプリング、（右）陸水学会で研究発表

７．卒業生による研究室紹介（3/13）



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、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
タイのチャオプラヤー川流域を対象に、ダム貯水池の最適な運用方法について研究しています。
タイでは何十年もの間、洪水と渇水両方の被害に悩まされてきました。ですから、大量の水を貯め
ることができる大規模ダム貯水池を適切に運用することで、洪水を調節すること、また農業用水を
貯めておくことが大切です．研究では、ダム貯水池の新しい最適な運用方法を考えています。また
コンピューターを使って、運用方法のシミュレーションも行っています。去年はタイの研究の一環とし
て、現地での調査や観測を行いました。実際にダムの運用を担う電力公社への聞き取りや、チャオ
プラヤー川での観測は、研究を行う上で非常にいい経験になりました。

Q２卒業後の進路の進路について教えてください
富山県立大学の大学院への進学が決まっています。私は研究職に就くことを卒業後の目標として
います。そのために、より深い専門知識を得ること、研究者としての姿勢や考え方を身に着けること
のために大学院への進学を決めました。大学院では自らが成長するだけでなく、学部での研究をさ
らに発展させ社会的な価値のある成果を残すことを目標に研究を進めていきたいです。

Q3高校生へのメッセージ
環境工学科で学べることは、いわゆる環境問題だけではありません。むしろそれは一部に過ぎず、
“環境”とは私達の身の回りのあらゆるものを指します。下水がきれいになる仕組みやコンクリート
が破壊される過程、流れる水の持つエネルギー、まちづくりの意義とやりがい。実験や体験と共に
これらを学べるところが、環境工学科の魅力です。専門知識を身に着けたい人はもちろん、何を目
指すべきか迷っている人にとっても、環境工学科での経験は必ずプラスになるでしょう。

手計研究室 道谷 健太郎 さん

（左）チャオプラヤー川のほとりで先生，先輩と記念撮影
（右）渡し船に観測機器を取り付けての観測

７．卒業生による研究室紹介（4/13）



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 ： 愛知県、名古屋西高等学校

Q1取り組んだ卒業研究について教えてください
微生物固化を利用した新しい地盤改良技術の開発に取り組みました．近年，地球温暖化現
象が深刻な問題となっている中，温室効果ガスの排出量が少ない地盤改良技術として注目さ
れている技術です．いままでにない技術を開発するのは失敗が多くとてもたいへんですが，成
功した時の達成感がすごくあり，やりがいがあります．畠先生は熱心かつとてもユニークな先
生なので楽しく研究ができました．

Q２卒業後の進路の進路について教えてください
富山県立大学大学院へ進学します．研究を続けていくうちに，大学院に進学し，もっと研究し
たいと思ったため進学を決意しました．今後は新しい技術の開発に尽力し，実用化できるよう
研究していきたいと思っています．

Q3高校生へのメッセージ
環境工学科では土質，水理，水質，測量，構造設計，環境マネジメント，大気環境など様々
な分野の講義が受けることができ，広い知識を得られることができます．その中から自分が気
になる分野を卒業研究に選び，研究することができるので自分の将来を選択する幅が広い学
科だと思います．なので，具体的にやりたいことが決まっていない人にも環境工学科をおすす
めします．

畠研究室 伊藤 留寿都 さん

（左）菌を培養する様子、（右）試験装置を組み立てる様子
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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 ： 新潟県、高田北城高等学校

Q1取り組んだ卒業研究について教えてください
私が取り組んだ内容は、ミジンコの形態を観察することです。ミジンコは捕食者に遭遇すると
捕食者に食べられにくくなるために形態を変化させることが明らかになっています。私はこの
形態変化の研究をしています。私の研究は生物を維持して実験をするのがとても大変ですが、
実験が成功した時の達成感は格別です！生物に興味のある人はぜひ坂本研究室に来てくだ
さい。先生も生徒に優しく指導をしてくれます。

Q２卒業後の進路の進路について教えてください
私は、辻建設株式会社に就職しました。選んだ理由は、富山県内で有名な土木業の会社で
地域貢献に努めたいと思ったからです。私は新潟県出身ですが富山県が地元と同じくらい好
きになりました。富山県は良い場所なので県外出身の人もぜひ富山県立大学に来てください。
就職率も非常に高く、先生たちも就職活動をサポートしてくれます。みなさんも富山県立大学
に入学すれば優良企業に就職できます。

Q3高校生へのメッセージ
大学生活の4年間は日々充実していました。学校での勉強も大事ですが、遊ぶことも大事で

す。私はアウトドアサークルに所属して、離島でキャンプをしたことが一番の思い出です。富山
県立大学に入学して本当に良かったと心から思います。もう少し大学生でいたいと思います
（笑）。人生最初で最後の大学生活は富山県立大学で過ごしましょう。充実した学生生活を送
ることができますよ。

坂本研究室 吉田和正 さん

（左）実験風景、（右）顕微鏡を用いてミジンコを観察する様子
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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、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
【テーマ】新しい廃石膏ボードのリサイクル商品の開発に関する研究
僕は、建物の壁や天井に断熱材として用いられている石膏ボードの処理方法について研究
しています。粉砕して粉状にしてコンクリートで固化したりして、リサイクル商品化出来ないかと
考えています。上手くコンクリートで固化出来ず、失敗もして苦労したこともあったけれど、自分
の研究したことが社会に役立てられると思うと、嬉しく感じます。指導教員であられる立田先生
も丁寧で優しく時に厳しく指導してくださり、より良く、研究に取り組むことが出来ました。

Q２卒業後の進路について教えてください
卒業後の進路としましては、市役所の土木職公務員に就職することにしました。市役所とは、
住民に一番近い行政として住民の生の声を聴き、対話しながら働くことのできる仕事であり、
そこに魅力を感じましたので、希望しました。この大学の環境工学科では、主に土木系のこと
を学ぶので、土木職公務員になるにあたって、学んだことがとても役に立ちました。また、公務
員講座というものがありまして、試験に必要な専門的知識、教養的知識が身に付きますので、
不安なく、就活することが出来ました。

立田研究室 小林 亮俊さん

コンクリートで固化した供試体の圧縮試験
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Q3高校生へのメッセージ
僕はこの大学で多くの人と触れ合い、心
身共に成長することが出来たと感じていま
す。この大学ではサークル活動も活発で、
僕はアイスホッケー部に所属していたので
すが、環境工学科の人たちだけでなく他学
科の同期や先輩、後輩等と繋がりは広く深
いものとなりました。また、この大学では比
較的少人数で構成されていますので、勉
強、研究、就活にしても、指導教員の方の
目が届き、ご熱心に対応して下さいます。
ですので、安心して大学生活を送ることが
出来ると思います。



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、小杉高等学校

Q1取り組んだ卒業研究について教えてください
私は「災害時に発生する廃棄物の発生・処理に関する研究」というテーマ卒業研究をしま
した。この研究では過去の災害における情報を収集し解析することで、災害時に発生する
廃棄物について発生量や処理施設への持ち込み時期との関係性を明らかにすることを目
的としました。構築したデータベースから被害規模や地域特性によって廃棄物の発生に変
化が見られることがわかりました。現在、大規模地震に備えた廃棄物処理に関する研究は
少ないため、今行っている研究をより発展させたいと思います。

Q２卒業後の進路について教えてください
私は、自動車の専門学校へ進学します。高校時代から車やバイクが好きで休日はドライ
ブや車いじりをして車に対する意欲がさらに高まり、専門知識を勉強し身につけるために進
学を決めました。富山県立大学で学んだ知識も活かして環境的・経済的に良い整備技術を
考えていきたいと思います。

佐伯研究室 佐野 隼翼さん

パソコンを使ったデータ整理、解析
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Q3高校生へのメッセージ
富山県立大学は決して大きな大学ではあり
ませんが、そのお陰で先生方との距離が非常
に近く、教育面が非常に充実していました。講
義でわからないところがあれば気軽に質問に
行き、レポートの内容についても先生と1対1で
議論しながら作成する事も出来ました。

自分の大学生活を振り返ってみると、この先
生方との距離感が4年間で成長したと思えるよ

うになった一番の要因だったと思います。理系
の大学は入学前に思っていた以上に勉強が必
要ですが、富山県立大学の優れた学習環境に
助けられました。



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 ： 大阪府、上宮高等学校

Q1取り組んだ卒業研究について教えてください
研究テーマは北陸三県におけるエネルギーモデルの構築に関する研究で、北陸三県におけ
るエネルギー供給に関するコストや技術特性データ、エネルギー源別の需要量のデータなど
からエネルギーモデルを構築し与えた条件下で最適な再生可能エネルギーの導入規模を導く
ということをしました。集めるデータも多く、うまく自分がほしいデータが探せなかったり、データ
の前提条件を見落としていたりして結果がおかしくなってしまったりと苦労したこともありました
が、自分が最も興味を持っている分野であり、そういうことか！と自分で気づいたりすることが
面白く、やりがいはすごく感じました。

Q２卒業後の進路について教えてください
昔から今の研究分野に興味がありその分野に関する研究職に就きたいと思っていたため学
部卒業後は富山県立大学の大学院に進学することにしました。今後は卒業研究をさらに発展
させることと、エネルギーに関する別の研究も並行して取り組みつつ今後のために英語力も鍛
えていこうと思っています。

Q3高校生へのメッセージ
環境工学科では教室の講義だけでなく水質実験や測量実習・材料実験など実際に自分で経
験するという授業も多く、初めは実験レポートを書くのが大変でしたがずっと座って学んでいる
より楽しかったす。また授業でわからないところがあるとき、すぐに先生のところへ質問に行く
ことができたり、4年の卒業研究では先生にお会いする約束をしていなくても相談にいけたの
は少人数の学科ならではだと感じました。

立花研究室 浦 和哉さん

研究室で行った小水力発電ポテンシャル調査のための農業用水路の流量調査の写真です。
普段は研究室でパソコンと向き合っていることが多いですがこういう野外調査もします。
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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 ： 長野県、飯田高等学校

Q1取り組んだ卒業研究について教えてください
私が取り組んだ卒業研究のテーマは、富山県中部を流れる野積川において深刻化する河床
低下の原因を明らかにするというものでした。野積川流域の 「森林の状況」と「河川構造物」に

ついて着目し、それらの経年変化から考えられる原因を探究しました。苦労したことは、データ
集めで、流域内の森 林や河川構造物を管理する各管理所へ何度も伺ったことです。研究を始
めた頃は考えられる原因が漠然としていたものが、研究が進むにつれ瞭然として いくのが面白
いと思いました。

Q２卒業後の進路について教えてください
私は、環境工学科を卒業後、同大学の大学院へ進学します。選択の理由として、私は将来、
持続可能な社会実現のため、自然の仕組みや生態系と調和 した社会の基盤作りに携わる仕

事がしたいと考えており、そのためにさらに専門的な知識を習得したいと考えたからです。今後
は、学生生活を充実させるため勉学に精進し、さらに自分自身をステップアップさせていきたい
と考えています。

Q3高校生へのメッセージ
環境工学科での4年間で、実験や実習を通して多くの技術や知識を習得することができ、どれ
も自分の将来において役に立つものが多いと思いまし た。学生生活では、自分自身で選択す

ることが増え、自由にできる反面同時に責任も伴ってきます。ですから高校生の皆さん、目的を
明確に持ち、今やるべきこと今しかできないことを精一杯がんばっていってください。

高橋研究室 木下 久綱さん

卒業研究で河川の地形調査を行う
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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 ： 富山、いずみ高等学校

Q1取り組んだ卒業研究について教えてください
私の研究テーマは，短繊維補強コンクリートのはく落抵抗性に関する研究です。短繊維補強
コンクリートは，コンクリート塊のはく落防止を目的に用いられており，トンネルや高架橋に使用
されています。研究では，短繊維補強コンクリートの鉄筋腐食量の測定や，鉄筋の押抜き試験
を行い，短繊維によるはく落抵抗性を検討しました。実験のために鉄道総合技術研究所に出張
して，企業の方と意見を交わすことで研究の進め方や考え方を見つめ直すことができ，良い経
験となりました。

Q２卒業後の進路について教えてください
公務員の予定です。大学入学時から，公務員を志望していました。先生や先輩方に面接対策
に協力してもらい，私と同じく公務員を目指す友人と試験対策を行いました。すでに就職先が決
まった友人が増える中，毎日夜遅くまで勉強をするのは精神的にも辛い時期がありました。しか
し，最後まで諦めずに試験対策をした成果もあり，内定をいただくことができました。今後は，大
学で学んだことを生かし，道路の維持管理に携わりたいです。

Q3高校生へのメッセージ
環境工学科は，土木と水質系の両方を学ぶことができ，将来公務員を目指す人も多いので，
公務員になるためのカリキュラムが充実しています。本大学は学生数が少なく，先生方が学生
一人一人に熱心に指導して下さり，相談しやすい良い環境となっています。様々な分野を学ぶ
中で，将来何がしたいかを先生や友人と見つけてみてください。ぜひ環境工学科に入学し，多く
のことを学んでくださいね。

伊藤研究室 高見 涼さん

（左）ブラックライトによる短繊維の確認、（右）鉄筋の押抜き試験の様子
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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 ： 富山県、南砺総合高等学校福野高等学校 （現：南砺福野高等学校）

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、射水市全域および五箇
山において計測を行いました。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
とができるため、多くの地点で観測できます。今後、観測地点をさらに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
北電技術コンサルタント株式会社に採用が決まっています。小水力発電所の設計やダムの維
持管理など、電力関係の様々な土木分野の仕事を行います。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。この学科で学ん
だ知識や、卒業研究での経験を活かして会社で活躍していきたいと思います。

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。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 河端 建次郎さん

（左）微動計による常時微動観測で各地点のデータを集めます
（右）パソコンでデータを解析します
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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 ： 富山県、高岡第一高等学校

Q1取り組んだ卒業研究について教えてください
私が取り組んだ研究のテーマは、「タイ王国のチャオプラヤー川氾濫常襲地域の土地利用変
化にともなう洪水リスク変化」というものです。チャオプラヤーデルタという毎年のように洪水が
発生する地域での土地利用の変化や洪水時の冠水域分布を、主に地理情報システム（GIS）と
いう空間情報解析ソフトを用いて分析しました。研究を進めていくにつれて、GISや衛星画像解
析などの技術が身についていくことが実感できて、非常にやりがいを感じました。

Q２卒業後の進路について教えてください
私は大学院に進学し、卒業研究のテーマである地域の防災についての研究に取り組みます。
将来は公務員の土木職や建設関係企業の技術職に就き、河川改修や砂防など、自然災害か
ら人々の安全を守る仕事に携わりたいと考えているので、大学院での授業や研究活動を通じて、
そうした仕事に求められる高度な技術と知識の習得を目指します。

Q3高校生へのメッセージ
環境工学科で4年間学ぶことで、環境の中のあらゆる分野に関して幅広い知識を身につける
ことができたと感じています。環境工学科では、一年時から基礎科目だけでなく専門科目につ
いても学びます。そのため入学してすぐに技術者として必要となる専門知識について学ぶこと
ができます。また環境工学科は少人数制の授業方針のため、先生たちとの距離がとても近く感
じられ学びやすい環境であると思います。環境に関して幅広い知識を身につけたいと考えてい
る人は是非環境工学科へ来てください。

星川研究室 荒川 啓吾さん

（左）自分の研究テーマと関連する文献を国際論文誌から探す
（右）衛星画像から作成したチャオプラヤーデルタの土地利用図

７．卒業生による研究室紹介（13/13）



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

楠井研究室 金俊さん 博士前期期課程２年

（左）実験室での写真
（右）下水道関係者を前に成果発表

８．大学院進学のすすめ（1/7）

出身校 ： 中国・福建省、武夷山第一高校

Q1大学院進学を志望した理由について教えてください
大学四年間で、悔しいことはないの？学生生活はこれで終わってもいいのか？やはり、まじ
めに考えてから、まだ勉強し続けたいという気持ちが強かった。今後、社会に役に立つ人にな
りたければ、もっと実用性がある知識を身に着けなければならないだろうと思って進学すること
にした。大学生時代に環境デザインという専門に所属し、環境に関する基礎知識を勉強した。
その中、水環境に興味を持ち、もっと水質分析方法、水質毒性評価法を勉強したいから、水循
環工学講座の楠井研究室を選んで大学院に進学した。

Q２現在取り組んでいる研究について教えてください
現在取り組んでいる研究のテーマは「下水処理水の環境影響評価：WET試験とPRTRデータ
に基づく推定」である。内容としては富山県内の下水処理水を用いて水生生物(藻類、甲殻類、
魚類)のWET毒性試験を行い、各水生生物への慢性毒性を調べた。その同時にPRTRデータを
用いて処理水の毒性影響を予測した。また、両方の結果の関連性を考察した。7下水処理水
中、4試料は水生生物に慢性毒性を示した。水質分析及び脱塩素試験結果との比較から、藻

類に対する毒性原因物質は残留塩素であることが確認された。

Q3高校生へのメッセージ
高校を卒業してからは大人になる第一歩だと思い、大学に進学するか、社会人になるか、ど
の進路にも新しい知識を勉強しなければならないと思う。しかし、真面目に勉強しないと、将来
の学業や仕事にすごく苦労をしなければならない。特に、将来は大学院に進学を考えている
方は、ぜひ、大学生時代に自分の興味方向を見つけて、基礎知識を身につくようにしてくださ
い。困難なことは困難こそやりがいがある。前向きに頑張ってください。



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

渡辺研究室 山崎 暢浩さん 博士前期課程１年

観測機器のフィルター交換

８．大学院進学のすすめ（2/7）

出身校 ：富山県、石動高校

Q1大学院進学を志望した理由について教えてください
最初は就職か、進学かでとても迷いましたが、私は進学を選びました。私は将来、研究職に
就きたいと考えており、学部生の頃の自分の知識や技術だけでは充分ではないと思い、より
自分の力を伸ばすために大学院へ進学しました。

Q２現在取り組んでいる研究について教えてください
私は「北陸地方における大気環境中の二酸化硫黄および硫酸塩粒子の動態」というテーマ
で研究しています。現在は小矢部市の山岳域と富山県立大学の屋上で観測を行っており、定
期的にデータを採取し、解析をしています。天気が悪い日でも外で作業を行わなければならな
いことがあるので大変ですが、とてもやりがいを感じています。

Q3高校生へのメッセージ
高校と大学では環境が大きく変わるので、最初は戸惑うこともたくさんあると思いますが、友
達と支え合いながら乗り越えていくうちに、充実した大学生活になっていきます。また大学院へ
進学すると、学部生の頃よりも、さらに深い専門的な知識や、技術を身につけることができる
ので、ぜひ大学院への進学をおすすめします！



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
手計研究室 笹川 幸寛さん 博士前期課程２年

８．大学院進学のすすめ（3/7）

出身校 ：石川県、星稜高校

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で行われている研究発表を
聞けました。いろいろな分野の研究があります。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
一般的に川が海に流れ込む場所の下層では海水が逆流しています。私はこの流動の特性を明ら
かにするために日々研究しています。目では水中の流れを確認できないので、この研究をするまで
私も知りませんでした。観測機器が充実しているため、いろんな発見ができるので楽しく研究できま
す。また、指導教員と学生との距離が近く、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
生生活を送れます。写真はタイへ観測に行った時のものです。研究のため海外に行けるかもしれま
せんよ。

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。サークルには入った方がより楽しいと思いま
す。サークルでは行事がたくさんあります。また、他学科や先輩とつながりを持っていたら何かいいこ
とがあるかもしれません。ちなみに、私はテニス、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。また、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、今は進学してよかったと思ってい
ます。大学院進学での知識や経験は将来絶対役に立ちます。

（左）観測の風景（タイ、チャオプラヤー川）
（右）船で移動している風景（サングラスは現地で買ったもの）



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

坂本研究室 米島 伸さん 博士前期課程２年

８．大学院進学のすすめ（4/7）

出身校 ：富山県、大門高校

Q1大学院進学を志望した理由について教えてください
私が4年生までに研究していた内容は基礎的なデーターを出すだけで終わってしまい、もう少

し深く研究をしたいと思ったので大学院への進学を決めました。大学院では学部時とは異なり、
授業が少なくそのため多くの時間を研究に割くことができます。大学入学前に卒業後の進路を
考えるのは難しいとは思いますが、進路の選択肢の一つとして就職以外にも大学院への進学
も視野に入れてみてください。

Q２現在取り組んでいる研究について教えてください
大学に入った時から何か生物に関係する研究をしたいなと思っており、今の研究室に決めま
した。私の研究室では水生生物を用いた研究を行っています。顕微鏡で観察しなければわから
ない非常に小さな生物や魚など水圏環境にかかわる様々な生物を使用し、化学物質の影響や
捕食-被食の関係や生態系への影響などいろいろな面から水圏環境を評価しています。私の研

究の内容は、近年使用量の増加している銀ナノ粒子の毒性評価を水生生物を用いて行ってい
ます。

Q3高校生へのメッセージ
環境工学科は非常に広い分野を扱っており、所属する研究室によって必要となる知識も大き
く違います。そのため幅広い知識を身に着けることができ、研究室配属後は興味のある分野で
より深く知識を深めることができます。大学生活は今までの学生生活とは大きく異なります。不
安な人も多いと思いますが、今は悔いの残らないように高校生活を楽しんでください。

（左）ミジンコを使用した毒性試験、（右）顕微鏡観察



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

Q1大学院進学を志望した理由について教えてください
It was a huge dream for me to do my higher studies in Japan from my childhood. After I have started

my MSc programme in “Environmental Science” in the University of Peradeniya, Sri Lanka, I have

realized that Japan is the best country to continue my higher studies; PhD in the field of “Environmental

Science” because of the technology and the opportunities in Japan for the field of “Environmental

Science”. To be well aware of scientific concepts relating to the field of “Environmental Science”, to gain

an in depth knowledge about environmental problems and the way of finding solutions to those problems,

Japan is the best country to the best of my knowledge. That’s why I want to do my PhD in Japan.

Q２現在取り組んでいる研究について教えてください
Thesis: Prevalence of Chronic Kidney Disease of Unknown etiology (CKDu) and its relation with

quality of drinking water in Sri Lanka

Chronic Kidney Disease of Unknown etiology (CKDu) is one of the most serious environmental issues

in Sri Lanka, since it has been increasing regularly in these districts in recent past.

In this research, the relation between the CKDu prevalence and water quality parameters, such as fluoride

and heavy metals and pesticide will be investigated in all the selected areas. The CKDu affected areas

will be compared with the relevant soil map and the geological map of the area to identify whether there

is any relationship between CKDu affected areas and their ground water quality with the soil type and the

geology of the relevant area.

Q3高校生へのメッセージ
My first impression of Japan and Japanese students is the politeness. They are also very friendly, kind

and helpful. In each and every place in Japan everything is happening according to a higher quality and

to a proper standard. Each and every organization is capable of providing their service up to their

maximum level within a short period of time in a friendly and polite manner. I have also found that there

is an equality and respect for everyone in anyplace in Japan without favouring to their gender, nationality

and status.

川上研究室 HERATH MUDIYANSELAGE AYALA SUNALI HERATH さん
博士後期課程１年 出身国：スリランカ

（左）イオンクロマトグラフによる水質分析、（右）スリランカに設置したフッ素除去フィルター

８．大学院進学のすすめ（5/7）



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 佐橋 宗明さん 博士前期課程２年

（左）全員でコンクリートの打込み（製作）の様子
（右）コンクリートにコア削孔している様子

出身校 ：愛知県、江南高等学校

Q1大学院進学を志望した理由について教えてください
大学院に進学した理由は，社会人になるために必要だと思ったからです。学部では幅広い知識
を得ましが，自分の専門分野については，まだまだ勉強不足でした。将来，自分が専門分野の技
術職になるためには，もっと専門の知識が必要だと感じました。たしかに，2年間を働かずに勉強を

するのは，他の面で考えるとデメリットがあるかもしれませんが，大学院で培った知識，技術は自分
を成長させ，社会人になっても必ず役に立ちます。

Q２現在取り組んでいる研究について教えてください
私の研究テーマは，埋込みセンサを用いた内部ひずみ測定法を実際のコンクリート構造物に適
用することです。簡単に言うと，コンクリートのお医者さんの仕事です。鉄筋コンクリート構造物は高
度経済成長期に作られたものが多く，あと10年も経過したとき構造物は高齢者になります。構造物

も人間と同様に，病気を持ってしまいます。その病気を早期発見，診断するための手助けをする研
究を実施しています。また，実際の橋梁見学や自分たちでコンクリートを作製するなど，研究室全
員で協力して研究を進めます。

Q3高校生へのメッセージ
私は，勧めることは2つです。1つは一人暮らしです。一人暮らしをすることにより，親のありがた

み（特に母親）が分かります。洗濯，料理，様々な契約など，どれだけ自分が親を頼っていたかを
痛感させられます。また，勉強面以外に人間として成長ができると思います。もう1つは，大学卒業

後の進路を少しだけイメージしてほしいことです。この学科は，水質，土木など幅広くの分野を扱っ
ており，進路に迷うことがあります。今，自分がこんな職に就きたいと考えれば，おのずとどの科目
に関心を持ち，どの先生の研究室に入りたいかが見えてくると思います。最後に，「学生生活」は大
学で最後です。卒業後は一生社会人になるので，長く学生生活を送りましょう！

８．大学院進学のすすめ（6/7）



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

古谷研究室 庞 晨宇さん 博士前期課程２年

（左）実験前の水圧計のチェックをしています。
（右）集めたデータを整理します。

出身大学 ：福岡県、西日本工業大学

Q1大学院進学を志望した理由について教えてください
近年中国で集中豪雨や、地震などの自然災害で起こした斜面崩壊や地すべりなどの環境問
題が多く、それらについて自分の力を活用したいと思います。しかし、一人の力は難しいなので、
将来帰国して大学に就職したいと考えています。そして学生さんに日本で学んで知識を教えた
いと思います。

Q２現在取り組んでいる研究について教えてください
模型実験による斜面崩壊の伝播に関する研究について研究しています。あらかじめ決めた含
水比の砂（湿った砂）を水槽に入れて、斜面を作ります。そして、人工降雨を降らせて、斜面をす
べらせます。すべりが発生する時の水圧、ひずみや変位を記録します。実験で砂が重たいし、
ほこりも酷いけど、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。

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。自然
災害が多い近年、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。大学院に入り、深く学ぶことができます。上海でインターンシップをした時、授業で習った知
識が全然足りないが分かりましたので、大学に入っても勉強することが重要です。

８．大学院進学のすすめ（7/7）



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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