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入学センター入学課

常に未来を見据え自らが
取り組むべき課題を探求する力

多様な人々 の力を
結集する力

困難かつ大きな課題に
勇気をもって挑戦する力

失敗や挫折を乗り越えて
目標を実現していく力

成し遂げ力挑み力

集い力自ら考える力

「4つの力」のイメージキャラクター
リッキー

「明日の歴史を担う強い使命感と豊かな人間性をもった人材」に
育つよう、全学を挙げて取り組んでいます。

東海大学学 科 案 内
湘 南

東海大学は 4つの力を育成します。



人間環境学科 自然環境課程

　当学科が目指す「人間環境」とは、豊かな自然環境のなかで、生き

がいとゆとりのある生活が営める成熟度の高い社会環境を意味し

ています。このような人間環境を形成するためには、「人間生活にお

ける真の豊かさとは何か?」という問いかけに答えることのできる、
新しい価値観を社会が共有する必要があるのではないでしょうか。

　20世紀を振り返ると、生活水準は急激に向上しましたが、環境悪
化の代償も伴ってきました。そして現在、ある一定以上の生活を維持

しつつ、豊かな自然を守り、健康で生きがいのある、ゆとりを持った

生活が営める環境の実現を、我々は迫られています。つまり、「成熟

社会」の構築こそ、これからの最大の課題といえます。それはまた、

文化、社会、自然のバランスを広い視野で把握する、新しい観点から

生まれてくるものです。人間環境領域は、この新しい観点から「新た

な成熟社会の構築」を考えていくことを目的に設置されました。

　具体的には、q多様な動植物が生存できる「良好な自然環境の維

持」、w人間が世代を超え、国境を超えて手をつなぎ、社会、文化など

あらゆる分野で協力・協調できる「人間共生社会の構築」、e環境保

全を達成するための「資源循環型社会活動の拡充」、という3つの視
点から実践的に教育活動を行っていきます。

・ 基 本 理 念 と 設 置 目 的 ・

人間生活における環境と社会のあり方を
総合的に把握し、共生社会構築に向けて考え、
行動できる人材を育成します。

▶自然科学の知識に基づく自然環境の現象の理解

▶人間活動と自然環境の調和について考えられる知識・経験

▶環境に係るさまざまな問題を解決するための総合的な視点

東海大学では建学の精神に基づき、
「自ら考え、集い、挑み、成し遂げる」これら4つの力を
身につけ、時代に即応できる人材を育成します。

東海大学
が育成
する力●●●●

　アドミッションポリシー
　人間環境学科自然環境課程では、本学科課程の教育目標「自
然環境を保全しつつ人類が豊かな生活を営める自然共生社会、
並びに人間と人間が種々の違いを認めつつ文化・習慣・世代な
どの壁を越えて協同する人間共生社会を確立するうえで、克服
しなければならない諸問題に対応できる広い視野を持ち、自ら考
え、それらの問題解決に向けた行動ができる人材を育成する」に
共鳴し、自ら学ぶ意欲を持った人を求めます。

自然環境課程の教育目標・教育方針

自然環境を保全しつつ、

人類が豊かに生活を営める自然共生社会への

転換を目指し、環境を自然科学の視点で

理解することに重点を置き、関連する

人文・社会科学的な視点を加え、

環境問題の解決に向けた教育を行います。

　現在、人間のさまざまな活動と環境問題を考

えたとき、これまでの人間活動のあり方を改め

て問い直すことが必要になっています。環境問

題の解決には、「人間活動」と「自然環境」の調和

のとれた関係を確立することが緊急の課題で

あると言えます。そこで、当課程では、自然共生

社会を確立するうえで、克服すべき諸問題に対

応できる広い視野を持ち、自ら考え、解決に向

けて行動できる人材の育成を目指します。

　具体的には、学生自身が問題を見出し、解決

する力をつけるために実験と実習を重視し、実

体験に根ざした教育を少人数制で行うことを基

本方針としています。そのため、教員間の連携

を重視した体制のもと、指導教員による学生指

導を4年間少人数制で行います。また、教育効果
を上げるために、必修科目には、すべて少人数

制度を導入し、教育目標を達成させるための工

夫やより効果的な授業展開（5～8ページを参
照）も組織的に行っています。

　さらに、当学科では、人間環境に関わる諸問題

を、より総合的に捉えることのできる人材育成を

目指し、人間環境領域を設置しています。ここで

は、人間環境に関する総合的視点を養う導入部

となる複数教員によるオムニバス形式の授業

や、人間環境に対する理解を深める調査・発表・

議論を中心とした授業、学外の実習で実践的知

識を身につける体験学習授業、広い視点で卒業

研究を行うための複数教員指導を可能とする

授業など、工夫された特徴ある科目が開講され

ています。

　以上の教育目標・方針により育成される人材は、

環境教育ができる理科教員や公務員、企業人と

して広く必要とされることはもとより、今後の

実社会での活躍の場は、ますます広がっていく

ものと確信しています。また、環境教育インスト

ラクターや環境カウンセラーなど、環境をキー

ワードとした次代を担う新しい職業人への道を

積極的に開拓できる人材の育成を目指してい

ます。

Mess age . . . . . . . . . . .メ ッ セ ー ジ

人間環境学科
副主任

小栗和也

●外来生物の駆除の実践
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自然環境課程では、人間活動と自然環境の調和を目指し、
自然科学を軸に、人文・社会科学的視点を含めて学びます。

Course of
Environment and Resources, 
Department of
Human Development
School of Humanities and Culture



カリキュラム
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人間環境学科は自然環境課程と社会環境課程から構成されています。
両課程が交わる総合科学系の「人間環境領域」を構成しているところに特徴があります。

人間環境
領域

総合科学系

自然環境課程
自然科学系

社会環境課程
社会科学系

●環境保全演習A・B・C・D
●自然環境基礎実験A・B
●自然環境と気象

●プレゼミナール1・2
●自然環境応用実験1・2
●環境保全と微生物利用
●生命現象の化学
●資源利用の化学
●環境エネルギーの基礎
●環境エネルギー利用論
●環境分析論
●環境情報処理

●ゼミナール1・2
●卒業研究1・2

◆日本語表現の習得科目 
●日本語表現法
◆高校理科の復習科目 
●自然科学実習（数学）、
  （物理）、（化学）、（生物）
◆社会情勢の理解科目 
●環境基礎社会
◆自然環境の基礎科目 
●環境基礎数学、物理、
　化学、生物
◆キャリア支援科目 
●環境カウンセラー講座
●生物分類講座
●技術士補（環境部門）講座
●社会事情講座

●環境倫理
●環境教育論

●大気環境論
●水環境論
●土壌環境論
●地球科学

●動物生態学
●植物生態学
●微生物生態学
●水生生物学
●生物資源論
●環境リスクと安全
●人間環境と化学物質
●環境エネルギー政策論
●資源リサイクル論
●環境芸術論
●地域環境論
●環境法
●環境影響評価論
●人口論

●環境専門演習A・B

●外国環境事情
●環境政策論
●福祉経営論

●NPO論
●地域福祉論
●環境経済論
●社会福祉概論
●居住福祉論
●環境管理論
●都市環境論
●環境協力論
●障害者福祉論
●環境会計
●老人福祉論
●福祉経済論
●社会保障論
●マーケティング政策論

●環境学序論

●環境基礎演習
●環境体験演習
　A・B・C・D

●教育心理学
●教育原理
●学習指導論
●日本国憲法
●教育制度論
●生物学実験
●物理学実験
●化学実験
●コンピュータ実習

●教職論
●道徳教育論
●教育相談
●生徒指導論
●化学概論
●物理学概論
●生物学概論
●地学概論
●地学実験

●特別活動論
●理科教材論
●理科教育法1・2
●教育総合演習

●教育実習1・2
●教職実践演習
　（中・高）

理科教員
教職科目

専門科目
（独自領域科目・キャリア支援科目） 社会環境課程学科共通科目自然環境課程

1
年次

第2セメスター

第1セメスター

2
年次

3
年次

4
年次

第7&8セメスター
（4年次）で履修
すべき科目

第6セメスター

第5セメスター

第8セメスター

第7セメスター

第4セメスター

第3セメスター

■第1～8セメスター（1～4年次）別時間割の参考例を示します

●印は、社会環境課程で開講されている人間環境領域科目を示します。この科目を20単位以上修得すると副専攻：環境科学（社会）が修得できます。

人 間 環 境 領 域 科 目

卒 業 まで の 大 学 生 活 の 流 れ

卒業

入学

4

3

2

1

年次

年次

年次

年次

新入生研修会

入学 式

指導教員との懇談

少人数体験学習

就職活動開始

ゼミナール合宿

ゼミナール・卒業研究

卒業 式

卒業研究発表会

基礎学力が不足している学生は
高校までの理科の復習

必修科目にはすべて少人数制度を導入し、
親切で丁寧な教育指導を行っています

少人数指導教員制度で、在学中、
特定の教員との気軽なコミュニケーションを
通して学生生活をレベルアップ!

研究室単位で合宿を行います

実践的な体験学習・問題発見・解決能力の育成
これからの持続可能な社会／地域づくりの
担い手として成長

履修指導を行います

大学生活が始まります!

研究室に所属します

自然環境課程の基礎科目を修得

●入学式

●新入生研修会（地引網）

●少人数学習

●ゼミナール合宿

●卒業研究発表会

自然科学の立場をとりつつ、人文・社会科学の視点を含め、
総合的に環境保全について学びます。

実験や実習を重ねて基盤を築き、総合的な
思考力・判断力を身につけます。

環境に関する諸問題を研究し、「人間活動」と「自然環境」の
調和のとれた自然共生社会の確立を目指します。

●卒業証書授与

就職活動では、
キャリア就職センターも
全面的にバックアップ! 
環境に関する社会貢献の
ニーズは高まる一方です



■    人 間 環 境 学 科  自 然 環 境 課 程06 Course of Environment and Resources, Department of Human development    ■ 07

主 な 専 攻 科 目の 紹 介 ● 人間環境領域科目（学科共通科目）
● 専門科目（独自領域科目・キャリア支援科目）
● 理科教員教職科目

自然環境応用実験 1・2

ゼミナール 1・2

　卒業研究のためのゼミに所属してさまざまな課題のなか
で、より専門的なテーマのもと、より高度な内容をゼミナール
と実験を通して学んでいきます。

卒業研究 1・2

　自分が選んだテーマについて研究を行い、ポスター発表、
口頭発表を経験した後、論文としてまとめます。

自然環境基礎実験  A・B

　基礎的な実験科目です。環境保全を考えるうえで必要とな
る基礎的な実験を、さまざまな分野のテーマのなかで行って
いきます。少人数制で実験を行います。

環境カウンセラー講座

環境学序論

環境基礎演習

環境体験演習 A・B・C・D

　この講座では、環境カウンセラー
の登録に関する審査及び登録まで
のプロセスや実績（環境保全活動）
をつむためのアドバイスを行います。
ぜひ、20代の環境カウンセラーを目
指してください。

技術士補（環境部門）講座

　この講座は、環境部門の技術士育
成のために、環境部門に関する専門
知識（環境保全・廃棄物リサイクル・
環境再生と修復）の修得を目標とし
た内容です。この資格は、就職活動に
も活かせます。

生物分類講座

　この講座では、生物分類に関する
基礎知識の修得のための講義と生
物の野外観察などを含めた実践的
な授業を展開します。この資格は、就
職や自然教育の実践に役立ちます。

対象資格 環境カウンセラー（市民部門） 対象資格 技術士補（環境部門） 対象資格 生物分類技能検定

理科教員教職科目

●秦野市内小学校出前授業（環境教育実践体験）

●光合成の実験

　将来、中学校、高等学校の理科の先生になるために必要
な基礎知識を学びます。ほかにも他学部と共通の教職科目、
専門の実験科目を履修する必要があります。物理、化学、生
物といった概論
科目では、自然
科学の基礎を体
系的に学ぶこと
ができるので、教
職に就かない人
でも大いに履修
してもらいたい
科目です。

●植物の観察

●卒業研究発表審査会

　学科の専任教員が、1回完結のオムニバスで、
それぞれの専門分野からどのような視点で人間
環境に関連する諸問題を考えるべきか、リレー形
式で講義します。人間環境領域の内容や課程の
研究教育目標、4年間でどのように学んでいくべ
きかといったことを把握するために重要な科目
であり、視野を広げるためにも必要な科目です。

　「環境学序論」を修得した後に、より深く環境に
関する問題を考える授業です。授業形態は、通常
の講義ではなく、少人数でチームを作り、チーム
ごとにあるテーマについて事前調査、発表及び議
論を行い、学生同士あるいは学生と教員が議論
しあって、テーマに対する認識を深めていく形と
なります。

　「環境学序論」を修得した後に、学生が学外に
出て学習する、フィールド学習型体験授業です。例
えば、農業体験、環境教育NPO体験、本学所有
の海洋調査研修船（望星丸）による水環境調査、
ごみ処理施設とリサイクル工場の見学などが用
意されており、学生自身が興味のあるものを選
んで履修することが可能です。

望星丸乗船体験!
日本の水環境を考える

ゴミ処理施設&
リサイクル工場の見学

農業体験!
食糧の問題を考える

NPO活動体験!
環境教育とNPOを考える

●プランクトン観察●伊豆大島三原山をのぞむ
※履修人数や天候などによってコースや授業内容が変更もしくは中止となる場合があります。

人間環境領域科目
（学科共通科目）

●パパラギ海と自然の教室

専門科目
（独自領域科目・キャリア支援科目）
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先輩からのメッセージ環境保全演習A・B・C・D

自然環境課程では、より効果的な教育メニューの開発に取り組んでいます。
例えば・・・「相模川の水資源利用と水環境保全」や「沖縄西表島の環境保全」などを考える、少人数の体験演習コースを実施しています。
自然環境を体験するだけでなく、自らテーマを設けて調査し、学内外の展示施設で発表することで、自然環境の保全意識を高める授業です。

●シュノーケリングによるサンゴ礁の観察 ●亜熱帯のマングローブ林

●自然や文化に関する講義 ●カヌー体験

●宮ケ瀬ダム見学 ●寒川浄水場［水質管理室］

●四之宮下水処理場 ●水の浄化に関する講義

●現地講義の風景 ●スノーシューを履いて里山散策

●環境ハウス前で全員集合

その他

●「雨煙別小学校 コカ・コーラ環境ハウス」の全景

沖縄県西表島の環境保全コース

里山の環境保全コース

　西表島にある学校法人東海大学沖縄地域研究
センターを拠点として、マングローブやサンゴ礁
など、西表島の豊かな自然を体験するとともに、
生物・ゴミ問題・文化などについて調査する授業で
す。また、調査結果を学内や駅前のサテライトオ
フィスで展示発表します。これまでの調査内容
は、マングローブの動植物の生息状況、野生動物
のロードキル問題、漂着ゴミの問題、西表島の文
化と暮らしなど、さまざまです。

相模川の水資源利用と
水環境保全コース

　湘南キャンパスからも近く、神奈川県の河川の
なかでも人間活動との関わりが大きい相模川水
系について、水資源利用と水環境保全の現状を
理解するために、水源涵養林やダム、浄水場、下水
処理場、漁協などを見学します。さらに、学生各自
が相模川の水環境に関わるさまざまな分野につ
いて調査・展示発表する授業です。

北海道のコカ・コーラ環境ハウスでの
地域環境保全コース

　北海道夕張郡栗山町にある「雨煙別小学校コカ・
コーラ環境ハウス」を拠点に、北海道の厳しい冬と
開拓の歴史、くらし、地域の環境保全について体験
をもとに考える授業です。さらに、これからの「持続
可能な地域づくり」をテーマに現地で学習した内容
を学内やエコプロダクツ展などで展示発表します。

教員になる夢を叶えるために

自分の好きな勉強を

自分の可能性を高めるために

情報を選択する「ものさし」づくり

小さな自然に興味を持つことから

自分の幅を広げよう

菊池 章仁 さん　4年次　県立南稜高等学校（埼玉県）出身

伊東 玲奈 さん　2年次　県立安積黎明高等学校（福島県）出身

吉原 夕貴 さん　3年次　私立東海大学付属相模高等学校（神奈川県）出身

瀬戸 美晴 さん　2011年度卒業　株式会社日立ハイテクノロジーズ勤務

菅原 のえみ さん　2006年度卒業　川崎市役所勤務

竹内 秀年 さん　1988年度卒業　三菱電機株式会社勤務

　自然環境課程では自然科学を中心とした環境にかかわる幅広い授業が数多く用意されています。自分が興味をもっている授業を受けるために、私は
1年次のうちに必修科目の授業を多く履修しました。そうすることにより授業選択に余裕ができ、興味ある授業を効率よく履修することができています。
　さらに特定の授業を履修することで、自然環境課程では中学・高校の理科教諭免許を取得することができます。免許の取得には努力が必要ですが、私
は実際に高校で教壇に立ちたいという夢があり、教諭免許の取得に必要な授業も受けています。
　将来はこの課程で得た環境にかかわる幅広い知識を活かして、高校での教育現場に立ちたいと思っています。

私は環境問題に強い関心があり、自然環境課程に進みました。学ぶうちに今までの環境問題に関する私の知識はごく一部のもので、実際は幅広く、
決して理系だけの知識だけでは解決できない問題だと知りました。今では積極的に理系と文系両方の勉強をしています。自然環境課程では自分のや
る気次第でどのようにでも学べます。また、第1・2セメスターでは高校の復習も丁寧に教えてもらえます。環境に興味のある方にはうってつけの課程だ
と思います。

　自然環境課程では自然について幅広く学ぶことができます。たくさんある実践的な授業では、多くの体験をすることによって楽しく学ぶことができ、
人間力を身につけることができます。また、先生方も親身に相談に乗ってくださいます。自然環境課程は幅広い視野を養える学科であるからこそ、自分
のやりたいことや、夢を探索しながら充実した学生生活が送れるのだと日々感じています。今や地球上で環境とは、何をするにしても考えなくてはなら
ない問題です。だからこそ好きなテーマについて学び、それを将来に役立てることができるのはとても魅力的だと思います。自分のやりたいことで未
来を守ることができるのです。皆さんも自分の将来、地球の将来についてぜひ考えてみてください。そして今できることを精一杯頑張ってください。

　現在、私たちはインターネットなどを通してさまざまな情報を取得することができます。しかし、情報の真偽に対する思慮深さが求められ、正しい情報を選択
するためには、実体験を通した経験を蓄積していくことが重要です。自然環境課程では多彩な分野を専門とする先生方によって、実際のフィールドを活用した体
験型の講義が数多く開講されています。さらに大学院でも学ぶことができ、分野を超えた幅広い視野を養う環境も整っています。私は大学院に進学して自分の
専門に加え、環境を測定する分析分野についても学び、念願の電子顕微鏡部門のエンジニア職に就くことができました。これからは、自然環境課程で培った知
識と経験をもとに多角的に物事を考え判断することができるエンジニアになりたいと思っています。皆さんも自分の「ものさし」を作れるよう、頑張ってください!

魅力あふれる体験演習科目 近藤 朱美 さん　2012年度卒業　株式会社ANAエアサービス東京勤務

　私にとって自然環境課程での4年間は、とても充実した日々でした。その理由は演習に積極的に参加したことです。1年間かけて稲作を行う「農業体
験」、子どもたちと海の環境保全を学ぶ「NPO法人シュノーケリング教室のお手伝い」、「ゴミ処理・リサイクル施設の見学」、「北海道栗山町での環境保
全演習」、「沖縄県西表島の環境保全演習」。この5つの演習を通じて専門知識をもった方々と接したことや、西表島や北海道での大自然の美しさに感動
したことなど、座学では学ぶことができない貴重な経験ができました。就職活動においてもこの経験は大きな強みとなりました。幼いころからの夢だっ
た航空業界でグランドスタッフとして、「自ら行動する姿勢」を活かし、働き続けたいと思います。

　私は、「手つかずの自然を守りたい」という思いで自然環境課程に入学しました。地球環境を守るためにはまず小さな自然（身近な自然）に興味を持つ
ことが大切です。3・4年次の専門課程では、仲間と大学の近くの山に登り、植物観察や田んぼの生き物調査をしながら身近な自然の面白さ・大切さを深
く学びました。その面白さ・大切さを周りの人たちにも知ってもらうために、自然観察会や展示会を開催し、貴重な経験ができました。
　現在は、川崎市役所で公園や街路樹の維持管理に携わる仕事をしています。都会のなかで自然を残そうとすると防犯や日陰などの問題が発生し難し
いことも多いですが、初心を忘れず「公園＝都会に残る自然の大切さ」を伝えていきたいと思っています。

体験学習を通してなりたい自分へ 仲宇佐 昇平 さん　2011年度卒業　神奈川県鎌倉市公立中学校教諭

　自然環境課程には多くの体験学習があり、自然環境について楽しく学ぶことができます。3・4年次は研究室に所属して、自分の興味があることをより
深く学ぶことができます。そのなかで、私は「環境教育」について研究しながら、教職科目を履修しました。特に秦野市内の小学生に出前授業を体験する
「教育総合演習」はとても印象に残っています。教員を目指す仲間とともに、小学生が楽しく学習できる授業づくりを行い、大変でしたが良い経験になり
ました。この演習を終えて、多くの子どもたちに環境や理科を楽しく学んでもらいたいという気持ちが強くなりました。体験学習を通して学ぶことで、自
分の将来の夢に近づくことができます。皆さんもなりたい自分に成長できるように頑張ってください。

　今日では当たり前の「環境問題」も当時はきちんと勉強できる学科がほとんどなく、わが母校の先進性に感謝しています。入社の際、「環境問題」を勉
強していたことで、新設された本社の環境部門に配属されました。本社では、全社の環境計画の策定や環境マネジメントシステム構築支援や営業で環
境コンサルタントを務め、現在は事業所の土壌対策や太陽光発電システム設置に携わっています。さらに電機業界や日本経団連の環境委員を務め、環
境省や経済産業省などの委員会にも参画してきました。一つの企業の枠を超えて活躍できたのは、この学科で幅広く学んだためだと思っています。この
学科はこれからの人材育成の場として最適です。後輩諸君が頑張ってさまざまな分野で活躍することを期待します。

※履修人数や天候などによってコースや授業内容が変更もしくは中止となる場合があります。
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■    人 間 環 境 学 科  自 然 環 境 課 程10 Course of Environment and Resources, Department of Human development    ■ 11

　地球規模の流体現象を力学的に研究する「地
球流体力学」の立場から、自然環境課程の共通
目標である「環境科学」に取り組んでいます。す
なわち、大気・海洋の大循環の変動（天候変化か
ら異常気象、気候変動までを含む）の仕組みを解
明しようというわけです。
　それは、地球を取り扱うため「地球科学」の一
分野であり、また流体を扱うため「物理学」の、さ
らには基本法則はほかの惑星とも共通であるた
め、「惑星科学」の一分野でもあります。
そして、現在取り組んでいるテーマは、
q惑星大気波動伝播に伴う「非線形力学」
w閉ループ内熱対流と「カオス」の関係
e気象情報の収集・分析
などです。

地球流体力学、地球物理学、非線形力学、
環境科学、気象学
　　　

日本気象学会、日本物理学会、日本流体力学会

　青年よ大志を抱け。

・研究のキーワード・

・所属学会・

・受験生へのメッセージ・

・研究内容・

三村 和男 教授
K.Mimura 
●理学博士
（地球物理学）

京都大学
大学院理学研究科

　現在の水環境の問題を考えていくことが研究
の第一課題です。
■主な研究テーマ
q生物調査や化学分析を行って
　河川のよごれぐあいを調べます。
w洗剤など家庭で使われる化学物質の
　水生生物への影響を調べます。
e水環境を保全するための環境教育の推進と
　河川のよごれを浄化する対策について考えます。
r里川のあり方について、広い視野から
　検討します。

　以上のように本研究室では、水汚染の実態を
把握し、汚染された水環境が生態系の保全にと
っていかに問題かを考え、これらの問題解決の
ために政策や教育といった側面も含めて検討し
ています。今後、里川をキーワードに水環境を生
態系も含めて総合的に考えていくことが重要と
考えています。また、広い視野から環境問題の本
質を考え行動できる人材の育成が今後の課題
です。

水環境、環境教育、水質、生物毒性、アセスメント
　　　

日本環境教育学会、日本環境学会、日本水産学会、
こども環境学会、居ごこち学会

　環境問題の重要性は、今後ますます高くなる
と思われます。問題意識と広い視野を持つことが
大切です。

・研究のキーワード・

・所属学会・

・受験生へのメッセージ・

・研究内容・

藤野 裕弘 教授
Y.Fujino 
●水産学博士
（水環境［アセスメント］水生生物［魚類生理］）

東海大学
大学院海洋学研究科

　私の研究室は、「食」に関わる人間活動と自然環境の
関連について、さまざまな問題を抽出し、その解決策に
ついて考察しています。
　食べること、すなわち「食」は我々の生活に欠かせな
いものです。人間は食べ続けないと生きていけません。
現在、「食」に関わるさまざまな問題が顕在化していま
す。例えば、残留農薬や食品添加物などの「食」の安全
性に関わる問題、また特に発展途上国でみられる食料
不足による栄養不足人口の増大などの「食」の供給に
関わる問題などがあります。
　「食」は、その生産、流通及び消費の段階で環境に関わ
るさまざまな問題と関連しています。生産では、自然摂
理を人間の都合のいいように利用する農業に関わる問
題、流通では、食品の輸送で発生する膨大なエネルギー
消費の問題、消費では、わが国の極端に低い食料自給
率に見合わない大量の食料廃棄の問題など、「食」を取
り巻くさまざまな問題は、私たちの生活環境や自然環境
と非常に深く関わっています。自然環境や生活環境の問
題を考察する際に「食」は最適の題材であるといえます。
　そのほかには、塩、乾燥、高温・低温などのさまざまな
環境要因に曝された植物がその体内でどのような反応
を示すのかを、植物体内の遺伝子やタンパク質の変化
によって解析しています。それらの遺伝子を明らかにす
ることで、例えば乾燥地でも生育可能な植物をつくり出
せる可能性があり、世界規模での食料増産につながる
きっかけとなります。

食、植物、農業、環境、遺伝子
　　　
日本植物生理学会、日本植物細胞分子生物学会、
日本土壌肥料学会、日本農芸化学会、
日本環境学会、日本環境教育学会

　地球の未来は、君たちにかかっている!

・研究のキーワード・

・所属学会・

・受験生へのメッセージ・

・研究内容・

室田 憲一 教授
K.Murota
●博士（農芸化学）
（植物生理学）

東京農業大学
大学院農学研究科

　我々の生活は、さまざまな科学技術によって支
えられています。それらは生活に豊かさをもたら
してくれる一方、我々、生き物である人間の生存
を脅かす原因となっているものも少なくありま
せん。有限の資源をどのようにして利用していく
のか、環境問題をどのように解決していくべきな
のか、さらには我々の生活形態の理想像はどの
ようなものなのか、科学技術との関係を踏まえ、
その将来像を探っていきたいと考えています。
　多くの科学技術は、材料に依存しています。小
型化する電子機器、原子力や宇宙開発技術、ある
いはエネルギー技術は必要とされる条件を満た
す材料があって初めて成り立っています。すなわ
ち、材料科学の果たす役割を考えたとき、そこに
科学技術の将来と資源・環境問題解決の糸口が
あると考えているわけです。こうした基本的な考
えのもと、多面的な環境問題を考えるきっかけと
して、水素エネルギーシステムの環境負荷評価、
水素吸蔵合金の吸収特性に関する実験研究、そ
の他、リサイクルやエコマテリアルなど、自然科
学的側面のみならず、経済学的・社会科学的視点
も取り入れながら、研究を進めています。

水素エネルギー、材料、リサイクル、知財教育
　　　

応用物理学会、日本金属学会、日本環境学会、
日本環境教育学会、日本化学会

　グローバルな視点から自己を磨き、進むべき道
を見出していってほしいと思います。

・研究のキーワード・

・所属学会・

・受験生へのメッセージ・

・研究内容・

内田 晴久 教授
H.Uchida
●Dr.rer.nat
（材料科学、物理化学、リサイクル）

シュツットガルト大学
大学院化学科

教授・・・・・・・・・・・・・・
准教授・・・・・・・・・・・・・・・

5人
3人DATA

　野外調査と飼育実験により、陸域、淡水域を中
心とした動物（主として魚類や昆虫）の生態を調
べています。
　野生生物の生息状況と人間活動は密接に関係
していますが、人間活動は野生生物に悪影響を与
えてきただけでなく、水田や里山のように、ある
程度人間が手を加えることによって生物の多様
性を維持している場合もあります。野生生物の生
態的知見を調査や飼育実験によって明らかにし、
自然環境の保全のあり方、人間との共存を模索し
ていきたいと考えています。また最近は、絶滅の
恐れのある野生動物（淡水魚や昆虫）の生息環境
保全や、飼育下での系統保存にも積極的に取り
組んでいます。
　このほか、自然環境に対しての正しい知識と理
解を持った人材育成の必要性を感じており、野外
における観察会・体験学習などの社会教育活動を
行っています。

生態、魚類、水生昆虫、里山、
環境保全、環境教育

日本魚類学会、日本水産学会、
日本水産増殖学会、日本甲虫学会、
日本半翅類学会、日本生態学会、
日本環境教育学会

　自然に興味を持っていたら、書籍やインターネ
ットから知識を得るのではなく、まずは野外に出
ることをお勧めします。

・研究のキーワード・

・所属学会・

・受験生へのメッセージ・

・研究内容・

北野　忠 教授
T.Kitano
●博士（水産学）
（生態学［主に水生生物］）

東海大学大学院
海洋学研究科水産学専攻
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■    人 間 環 境 学 科  自 然 環 境 課 程12 Course of Environment and Resources, Department of Human development    ■ 13

　現在、人間活動の影響で、生物の生育地や棲
息地が減少し、さまざまな生物が絶滅の危機に
瀕しています。生物種の絶滅は、自然生態系にお
ける生物間の相互作用（共生・寄生など）に大き
な影響を与え、結果として生物多様性の喪失に
つながります。
　これらの問題解決のためには、我々自身によ
る環境に対する負荷を極力軽減することを前提
として、現在残された良好な自然生態系を保全
しつつ、変化した自然生態系を修復・復元するこ
とが必要であると思います。 
　本研究室では、植物やその他の生物の分布や
生態調査及びモニタリングによって生態系の現
状を把握し、生態学的視点から自然の評価・修復・
管理によって良好な自然生態系を持続的に維持
していくための研究を行います。
　また、自然観察会や保全活動（雑木林管理）を
通して、自然生態系の理解を深める活動を行って
います。近隣の小・中・高等学校において、交流授
業（出前授業）も実施しています。

生態系、環境保全、物質循環、生物間相互作用、
植物、菌類、菌根、自然教育

日本生態学会、日本菌学会、日本土壌肥料学会、
日本環境教育学会

　この研究室では、野外で生物を観察するフィー
ルドワークを重要視しています。五感を使ってとも
に学びましょう!

・研究のキーワード・

・所属学会・

・受験生へのメッセージ・

・研究内容・

藤吉 正明 准教授
M.Fujiyoshi
●博士（学術）
（生態学）

九州東海大学 農学部農学科
広島大学大学院生物圏科学研究科

　環境に関わる問題は日々刻々と変化し続けて
います。そしてそれを教育につなげるためには、
社会の動きと連動し、教育の内容・方法などもた
えず変化しなければならないと考えます。
　日本の環境教育は、各地域の自然環境に関す
る保全運動の流れが根強く残り、いわば「ローカ
ル教育」的色彩が強いと考えます。しかし、環境問
題がより複雑化するなかで、ほかとの「つながり」
「かかわり」「広がり」を想像しながら、「ローカル」
だけでなく「グローバル」にも展開され、相互に横
断する教育が国際的議論の文脈において求めら
れています。具体的には、自然環境だけでなく、貧
困、人口、健康、食料の確保、民主主義、人権、平和
をも教育の内容として包含し、さらにこれらが関
連しています。そして、こうした議論に基づくESD
（Education for Sustainable Development：
持続可能な開発のための教育）に関する研究は、
日本の環境・教育研究としては、未だ発展途上段
階にあると考えます。
　今後、持続可能性に向けた環境教育やESDに
おける「学び」論などの研究を行いたいと考えて
います。

環境教育、ESD、持続可能性、持続可能な社会、
開発教育、SDGs、暮らし、地域と文化

日本環境教育学会、日本教育方法学会、
日本理科教育学会、日本科学教育学会、
こども環境学会、日本生物教育学会、
日本保育学会、日本国際理解教育学会、
日本質的心理学会

　教育研究は、コミュニケーション、コラボレーショ
ン（協働）が重要だと思います。

・研究のキーワード・

・所属学会・

・受験生へのメッセージ・

・研究内容・

岩本　泰 准教授
Y.Iwamoto
●博士（教育学）
（環境教育）

東京学芸大学大学院
連合学校教育学研究科

三村研究室

卒 業 研究テーマの 紹介（抜粋）

成層圏極渦反転データ解析～南北両半球の比較～
火山の誕生と噴火を再現する室内実験
～超巨大爆発の謎～

鈴川の生物モニタリング調査
～里川度の指標構築を含めて～
台所用洗剤のヒメダカへの影響
～POERを含む成分の半数致死濃度を主として～

二次エネルギーとしての水素利用へ向けた展望と課題

ToF-SIMSによる水素吸蔵合金の表面分析
～表面処理による水素吸収特性への影響～

持続可能な地域づくりをめざす環境教育の検討
グリーン・ツーリズム・旅育の展望と課題
食材・香り・音環境による地域振興の可能性

藤野研究室

内田研究室

食環境の現状と課題
植物の環境刺激応答の解析

環境教育用教材の開発
機能材料の作製および特性評価～高融点合金の物性測定～
半導体材料の再資源化

絶滅危惧植物の分布と保全対策

里山雑木林の保全活動
～木工制作・草木染・草花遊びによる木材利用～

室田研究室

小栗研究室

藤吉研究室

絶滅に瀕したゲンゴロウ類の保全活動の実践

絶滅危惧種ウシモツゴの繁殖と環境要因とのかかわり

金目川水系における外来魚フクドジョウの生態と駆除の実践

北野研究室

岩本研究室

●エコプロダクツ展（東京ビッグサイト）出展●棚田での生物観察

　21世紀は「環境の世紀」と言われている現在、
環境に携わる人材は社会科学だけでなく自然科
学に対する知見を身につける必要があります。特
に、環境を知り未来を創造するためには、幅広い
理科の知識が必要とされます。しかしながら、今
日の日本では「理科離れ」が叫ばれています。そ
こで、将来の環境を担う人材育成には理科教育
が大変重要となってきます。これらのことから初等・
中等教育向けの環境教育につながる理科教材の
開発を研究テーマにしています。
　一方、環境を意識した新しい技術が世のなか
に知られるようになりました。これらの技術には
多くの先端的な材料が使われています。例えば
照明や信号機などで目にする機会が増えたLED
（Light Emitting Diode）や建物の屋根や屋
上に設置された太陽電池など、環境問題の解決
にkeyとなる技術はどれも材料開発とは深く関
わっています。また、新しい材料を機能的・効率
的なシステムに組み上げることは、環境負荷を低
減し、循環型社会の構築につながる技術になりま
す。このような観点から、環境負荷の低減に役立
つ材料開発及び機能的・効率的なシステムの開
発も研究テーマに掲げています。

材料科学、機能材料、スマートシステム、理科教育
　　　

日本金属学会、応用物理学会、
Materials Research Society

　夢を持ち続ければ成長できる。

・研究のキーワード・

・所属学会・

・受験生へのメッセージ・

・研究内容・

小栗 和也 准教授
K.Oguri
●博士（工学）
（理科教育）（材料科学）

東海大学
大学院工学研究科

教授・・・・・・・・・・・・・・
准教授・・・・・・・・・・・・・・・

5人
3人DATA



大学院 人間環境学研究科 
理念 

環 境 学 を 背 景とした 教 育
環境 学 の構成要素

自然環境（地理、生物的内容） 
社会環境（歴史、文化、福祉、政策） 
科学技術（工学的技術システム） 
環境教育（教育者育成、方法論の開発） 

実践的プログラムを基盤とした教育
具体的な教育テーマ

● 自然環境の保全 
● 地域コミュニティの構築 
● 都市と農村の連携 
● 資源循環型社会活動の拡充 
● 環境対応型技術の開発と導入 
● 新たな価値観の醸成 

人材の活躍する場
● 行政分野（特に自治体の環境関連部門） 
● 環境系企業・一般企業（環境関連部門） 
● 教育分野（広い視野で環境教育を担当 
 できる教員） 
● NPOやNGO（活動の中心となる人材） 
● その他一般企業（総合職）

目的 

特徴 

資格取得の支援
● 中・高教員専修免許 
 （理科、社会、公民）
● 環境カウンセラー 
● 技術士補（環境部門） 
● ほかの公＆民間資格など

■    人 間 環 境 学 科  自 然 環 境 課 程14 Course of Environment and Resources, Department of Human development    ■ 15

卒業後 の進路 ･ 取 得 できる資 格

沖縄西表島での実習

稲作体験実習

学会発表（ポスター）

研究発表審査会（口頭）

研究発表審査会（ポスター）

相模川での実習 

実践的プログラムを
重視した教育を展開
します。

人間環境を広い視野
で考え、共生社会の
構築に向けて行動で
きる人材を育成します。

共生社会の実現を目
指し、人間の生き方を
再考し、豊かさの本質
を問い直します。

卒業後の進路 ･ 取 得 できる資 格

自然環境課程では、さまざまな経験を通して柔軟な発想力と積極的な行動力を身につけ、
地域や社会、企業やいろいろな団体で必要とされる人材を育成しています。

◎2013年度の主な就職先

■農・林業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ハイフラワー

■建設業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小雀建設、シー・アイ・シーアクアテック、新晃
アトモス、グリムス、洸陽電機、日立空調関東

■製造業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鶴屋吉信、日本食研、中部飼料、脇木工、日本
ベルパーツ、サンコーシヤ

■情報通信業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東海ビジネスサービス、ツリーベル、ジィファム

■運輸業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東京地下鉄、箱根登山鉄道

■卸売・小売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カインズ、エフタイム、オーケー、マキヤ、食鮮
館タイヨー、和廣、神奈川スバル、マエダ薬品
商事、カーテン・じゅうたん王国、山崎文栄堂

■金融・保険業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング

■不動産業・物品賃貸業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本空港ビルデング、ミニミニ、サニクリーン

■学術研究・専門・技術サービス業・・・・・・・・・・・
マッシュ、新日本環境調査、夢真ホールディン
グス、アーキエムズ

■宿泊業・飲食サービス業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サイゼリヤ、ユニマットライフ、きちり、エー・
ピーカンパニー

■教育・学習支援業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
藤沢市教育委員会、三幸学園、Freewillトー
タルエデュケーション

■医療・福祉業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
明芳会横浜旭中央総合病院

■複合サービス事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
木更津市農業協同組合、山武郡市農業協同
組合、東京みどり農業協同組合、市川市農業
協同組合、さつま日置農業協同組合

■サービス業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エバークリーン

■公務員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
紀北町役場

■教育機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
千葉県公立中学校、神奈川県公立中学校、神
奈川県公立高等学校

◎2012年度の主な就職先

■製造業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
モランボン、ホッピービバレッジ、クロスカン
パニー、竹虎、総合商事、協和

■運輸業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東日本旅客鉄道

■卸売・小売業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ライフコーポレーション、まいばすけっと、
LOOP、JA全農青果センター、島忠、メガネ
トップ、ヨドバシカメラ、クリエイトエス・
ディー、ファームドゥ、チャーム

■学術研究・専門・技術サービス業・・・・・・・・・・
夢真ホールディングス

■飲食サービス業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フードリム

■教育・学習支援業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
CKCネットワーク

■医療・福祉業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
湘美会湘南美容外科クリニック、博慈会いい
ぬまクリニック

■複合サービス事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
秦野市農業協同組合

■サービス業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
クラウンコンサルティング、シー・アイ・シー、
SMBCセンターサービス、ヨシムラ

■公務員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相模原市消防局、横浜市消防局

■教育機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
市原市立明神小学校、久喜市立鷲宮中学校、
三郷市立栄中学校、横浜市立本宿中学校、魚
津市立東部中学校

その他多数

Course of Environm
ent

and Resources

司書・司書教諭

自然環境課程で取得できる資格

教員免許状

・ 環境カウンセラー（市民部門）
・ 技術士補（環境部門）
・ 生物分類技能検定
・ エコ検定
・ 自然再生士補

　図書利用の知識や技術は、各自の学習・研究に
必要なだけでなく、行政の場や企業、さらには家
庭生活においても欠かせないものとなっていま
す。利用者に的確な資料を提供することは図書
館司書の役目であり、今後ますます専門家が必
要になる傾向にあります。司書教諭とは、学校図
書の教育・専門的職務に従事する教員をいい、教
職課程を履修し、本課程の所定の科目を履修す
れば、取得できます。

学芸員

　さまざまな博物館には、その運営を支える学芸
員がいます。学芸員とは、博物館において資料の
収集、保管、展示や調査研究などの専門職です。こ
の学芸員資格を取得するためには、博物館で働く
ための基礎知識・技能を獲得するための科目が指
定されています。そして、実際の博物館で実施さ
れる「博物館実習」は、東海大学と連携関係にあ
るさまざまな博物館にて実施されます。湘南キャ
ンパス近隣の神奈川・東京近郊には、多くの科学
博物館・歴史博物館・水族園などがあります。博物
館の裏側を体験することは、単に資格取得だけで
なく、これからの自然環境を考える上で大きな経
験になるでしょう。

資格取得に有利

　教員試験対策講座、公務員試験対策講座な
ど、学生のニーズに合わせた講座が開講されてい
ます。

各種対策講座

・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）
  ※大学院に進学し、所定の科目を履修・修了
  　することで専修免許状が交付されます。

自然環境課程に関する
問い合わせ

自然環境課程準備室
  TEL.  0463-58-1211 （内3410）
  FAX.  0463-50-2208

就　職 ※会社名は就職当時の名称


