
期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62080-01英語論作文スキル特論Ⅰ

後期 2  1 授業形態:講義シャテラン　ロバート
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「国際化にも対応できる総合的視野を持った
実践型の人材の育成」および「プレゼンテーション能力、コミュニ
ケーション能力の涵養」に基づき、英語論文の予稿（アブストラク
ト）及び英語論文の作成するためのアカデミックライティングスキル
を高める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語での予稿（アブストラクト）と論文を書けるようになることを目
標とします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

下記方法で成績は評価されます。
課題: 20%
レポート:50%
ファイナルテスト:30%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト:
Writing Research Papers: From Essay to Research Paper
著者D. E. Zemach, D. Broudy, and C. Valvona
出版社Macmillan　発行年2011年
ISBN 978-0-2304-2194-3
¥2,500 (税別)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回必ず授業に出席すること。授業には積極的に参加すること。全て
の課題において、提出期限を必ず守ること。 授業時間以外に週２時間
程度の自宅学習が必要。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. Class introduction
2. Writing an essay
3. Choosing a topic
4. Peer review
5. Researching
6. Outlining
7. Avoiding plagiarism
8. Writing a research paper
9. The first draft
10. Citations and references
11. Using academic language
12. Editing and rewriting
13. Publishing your paper
14. Presenting your paper
15. Final Test

◎－－－　備考欄　－－－◎

電子辞書が必要です。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62085-01英語論作文スキル特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義シャテラン　ロバート
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「国際化にも対応できる総合的視野を持った
実線型の人材の育成」および「プレゼンテーション能力、コミュニ
ケーション能力の涵養」に基づき、学会用英語論文のプレゼンテー
ションの編集および発表方法を学び、 アカデミックプレゼンテーショ
ンスキルを高める。　プレゼンテーションの編集プロセスを経て、プ
レゼンテーションの練習までをこの授業を通して学んでいきます。練
習時のプレゼンテーションは録画し、教師・生徒間でアドバイスを出
し合うことで編集スキルを磨きます。最後の授業時に最終プレゼン
テーションを行います。授業の出欠は、毎回確認します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語でのアカデミックプレゼンテーションの準備ができ、学会で英語
によるプレゼンテーションができるようになることを目標とします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

下記方法で、成績は評価されます。
課題：20%
授業への出席: 50%
最終プレゼンテーション：30%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

この授業では、テキストは特にありません。教師が教材やプレゼン
テーションのサンプル等を用意します。ファイル用のホールダーを準
備し、授業には、ノートパソコンを持参すること。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回必ず授業に出席すること。授業には積極的に参加すること。全て
の課題において、提出期限を必ず守ること。 授業時間以外に週２時間
程度の自宅学習が必要。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. Class introduction
2. Basics of presentation style
3. Student Presentations 1
4. Presentation planning
5. Presentation delivery
6. Student Presentations 2
7. Giving and receiving feedback
8. Effective visual aids
9. Student Presentations 3
10. Body language and delivery
11. Oral presentation skills and pronunciation
12. Student Presentations 4
13. Presentation timing
14. Dealing with questions and answers
15. Final presentations



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62010-01エネルギー変換工学特論

後期 2  1 授業形態:講義本田　知宏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本科目は，カリキュラム・ポリシーの「総合的視野を持った実践型の
人材の育成を図る」という観点から，地球環境問題に取り組む際に必
要となる熱力学第2法則に基づくエネルギーシステムの評価方法につい
て理解を深めることを目的としている．まず，熱力学の基礎としての
熱力学の法則とエントロピーについて復習する．次に，理想的な変化
である可逆過程だけではなく，現実に起こっている不可逆過程を考察
するために有効な状態量であるエクセルギー(有効エネルギー)の概念と
計算法を解説する．さらに，種々の変化およびシステムにおける不可
逆損失の計算法，およびエクセルギー効率の定義と計算法を紹介す
る．以上の準備のもとで，受講者は個別に与えられたいくつかの課題
についてケーススタディーを行い，その結果を発表するとともに，質
疑応答と担当教員による解説によって，エクセルギー評価に関する理
解を深める．

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 理想気体の状態方程式と蒸気の蒸気表が使いこなせる．
(2) 熱力学における可逆と不可逆の違いが説明できる．
(3) 状態量としてのエントロピーの変化量が計算できる．
(4) エクセルギーおよびその変化量の計算ができる．
(5) 熱効率とエクセルギー効率の計算およびその意味の説明ができる．
(6) エクセルギー評価に関する特徴が説明できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・課題に対する検討結果のレポートの内容50％，発表の内容と態度
25％，質疑応答の内容25％で評価する．
・評点の目安は以下のとおり：
学会での質疑応答も十分こなすだけでなく，一般に人にもエクセル
ギーの概念をわかりやすく説明できるレベル95点以上
学会発表レベル86点～94点
十分な準備を行った学生と教員の対話レベル80～85点
通常の準備を行った学生と教員の対話レベル60～79点
準備不足59点以下＝不合格

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・日本機械学会編, JSMEテキストシリーズ 熱力学, 日本機械学会（工学
部機械工学科で開講している「工業熱力学ⅠおよびⅡ」のテキスト）
・熱工学サブテキスト（「工業熱力学ⅠおよびⅡ」の講義中に配布し
た資料集．本学機械工学科以外の出身者には支給する．）
なお，補足資料や課題プリント等は，必要に応じて配布する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

工学部機械工学科レベルの熱力学，蒸気工学，伝熱工学などに関する
基礎的な知識があることが望ましい．授業計画に記載した内容は，学
部における熱力学の知識があることを前提としている．ただし，1回目
から4回目の授業においては学部の熱力学の内容もカバーしながら説明
を行うが，事前に学部で学んだ内容を十分に理解して出席すること．
さらに，毎回の授業において確認のための宿題も課すので，授業終了
後にしっかりと復習してその結果をレポートとして提出すること．
5回目以降については、各人が担当する課題について発表するために関
連資料の調査等の十分な準備を行うこと．また，毎回の講義終了後に
は，各人の説明に対する教員からの質問・コメントに十分な検討を加
えてA4判レポート用紙２枚程度にまとめておいて，学期終了時に最終
レポートとして提出できるように準備しておくこと．
以上の事前・事後学習にはそれぞれ2時間程度を要することを踏まえて
受講すること．
なお，本科目は，機械工学専攻の熱機関特論と合併で授業を行う．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.講義：状態量と熱力学第1法則
2.講義：カルノーサイクルと温度
3.講義：エントロピーと熱力学第2法則
4.講義：エクセルギーの概念・計算法・評価法
5.報告(演習)：第1法則(状態量，状態変化)
6.報告(演習)：第1法則(熱と仕事)
7.報告(演習)：第1法則(ガスタービン，圧縮機，ノズル)
8.報告(演習)：第1法則(蒸気タービン，ボイラ，熱交換器)
9.報告(演習)：エントロピーと熱力学第2法則
10.報告(演習)：エクセルギーの計算法(閉じた系)
11.報告(演習)：エクセルギーの計算法(開いた系)
12.報告(演習)：エクセルギーの計算法(熱源)
13.報告(演習)：エクセルギー評価(ガスタービン，圧縮機，
ノズル)
14.報告(演習)：エクセルギー評価(蒸気タービン，ボイラ，
熱交換器)
15.まとめ(講義)
本講義の第1回において，受講者各人に対して7～8問の課
題を割り当てる．受講者は5回目から14回目の授業時間
に、担当した課題について事前に調べた結果を発表すると
ともに，講義参加者全員による質疑応答を行う．さらに，
関連事項と発展事項については，担当教員が必要に応じて
解説する．



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62006-01汚染物質処理特論

前期 2  1 授業形態:講義武下　俊宏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

廃棄物や廃液などには様々な化学成分が含まれており、処理を誤ると
発熱や爆発、有毒ガスの発生など、思わぬ事故や健康被害を引き起こ
すことがある。また、廃棄物や廃液の処理が適切に行われないと、有
害物質や汚染物質を環境中に放出してしまい、環境汚染を引き起こし
てしまう。そのため、廃棄物や廃液を安全に取り扱い、含まれる有害
物質を無害化したり除去したりする多くの処理技術が開発されてき
た。これらの処理技術を理解するには、廃棄物や有害物質に関する化
学の知識と処理に関する工学の知識を身につけておく必要がある。本
講義では、環境汚染物質となりうる代表的な元素や化合物の処理技術
について解説する。カリキュラムポリシーの「総合的視野を持った実
践型の人材の育成」にもとづき，本講義は、環境汚染物質や有害物
質、廃棄物を化学的あるいは工学的視点で捉え、化学物質の特徴、処
理行程における化学物質の変化、処理生成物の資源利用などについて
理解を深めることを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境汚染物質や有害物質の化学的な性質について説明できる。
環境汚染物質や有害物質の無害化、不溶化、除去、資源回収について
説明できる。
環境汚染物質の処理において起こりうる化学変化について説明でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポートの課題について、収集した情報をとりまとめて資料を作成
し、わかりやすく文章および口頭で説明できるか、またディスカッ
ションにおいて、理解していることを正確に説明できるかを評価基準
とする。講義におけるレポートの内容評価６０％、ディスカッション
の内容評価４０％とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

廃棄物のやさしい化学第１巻/4-89086-180-7
廃棄物のやさしい化学第２巻/978-4-89086-234-4
廃棄物のやさしい化学第３巻/978-4-89086-235-1
（テキストの他、講義中に配付する資料を利用することがある）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

教科書や配付資料の指定した範囲を事前に通読し、新出の用語等は事
典やネット検索等を利用して予習する（60分）。講義では、毎回課題
に対するレポートの提出を求める。また、課題の内容についてディス
カッションを行う。講義後は、学習内容を基にレポートを加筆修正し
て復習用に保存する（30分）。加筆修正後のレポートは、講義最終日
に一括して提出してもらう。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　はじめに
２　環境汚染と化学物質
３　化学物質の有害性１；無機物
４　化学物質の有害性２；有機物
５　廃酸（無機酸と有機酸）の処理
６　廃アルカリの処理
７　重金属の可溶化・不溶化
８　化学処理による有害ガスの発生
９　汚泥の処理
１０油状物の処理
１１焼却と排ガス処理
１２焼却残渣の処理
１３プラスチック原料と添加剤
１４廃棄物の資源利用：BDF
１５総括　
（授業の進捗状況により内容や順序が変更になる場合があ
る）

◎－－－　備考欄　－－－◎

欠席する場合は講義日の午前11時までにメール等で連絡す
ること。休講の場合は日程調整し後日補講を行う。本専攻
の受講者を優先して講義日時を決めるため、他専攻の受講
希望者は履修登録前に要相談。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62016-01環境アセスメント特論

前期 2  1 授業形態:講義樋口　壯太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義はカリキュラム・ポリシーの「様々な環境問題の理解を深め
る」の一環として行う。環境アセスメントは1980年から事業の前提と
して実施されはじめた。このため、その歴史はまだ浅いが環境と共生
した事業および住民参加型事業が求められる現在、事業プロセスとし
てますます重要な位置づけとなっている。本講義ではまず環境アセス
メント制度の意義と経過およびその概要について学習する。次に環境
アセスメントの対象となる事業の事業概要の把握と環境要素の抽出方
法について学習する。その後、環境調査手法、環境要素の予測・評価
方法についての学習を行う。これらの学習を通して様々な事業に対し
てその事業が環境にどのような影響を与え、どのような保全対策が必
要なのかを理解できる力を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・環境共生あるいは環境保全型事業の在り方を理解できる。
・環境調査の方法、予測（特に水質）、評価の方法を理解できる。
・環境アセスメントの手続きを理解することにより、事業者の立場に
なったときは、方法書、準備書の作成ができる。
・住民の立場においては、論点から環境法等の意見を云うことができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準はレポートの内容、ディスカッションの状況とする。
評価方法は小テスト（50％）、ディスカッション（50％）とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは講義資料を配布する。

参考文献
・環境アセスメント学の基礎（環境アセスメント学会）
・環境アセスメント学会ホームページ

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：授業計画に基づき環境要因ごとに水理学、水質工学、地質
等基礎を復習しておくこと。その他環境白書等を読んでおくこと。2
時間を目安とする。
事後学習：自治体で公告縦覧される事例を収集し、読むことにより理
解が深まる。さらに事後調査報告書を読むことにより予測・評価の精
度がわかる様になる。2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回．法律制度
第２回．インパクトマトリックス表の作成
第３回．施設立地と環境
第４回．環境基準と水質汚濁負荷
第５回．調査地点
第６回．水質予測
第７回　環境現況調査
第８回．騒音
第９回．温室効果ガス
第１０回．ダイオキシン類問題
第１１回．不法投棄
第１２回．生物毒性
第１３回．戦略的環境アセスメントとリスクコミュニケー
ション
第１４回．放射能汚染
第１５回．総括

◎－－－　関連URL　－－－◎

樋口研究室
(http://www.cis.fukuoka-u.ac.jp/̃higuchis/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62007-01環境化学装置特論

後期 2  1 授業形態:講義武下　俊宏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

私達の暮らしや産業活動の中から発生する廃棄物や排水を適切に処理
し、大気汚染や水質汚濁、悪臭等の原因物質を除去して無害化する各
種環境装置が開発され、様々な環境保全の場面で利用されている。環
境装置とは、環境に関する汚染物質の発生を防止あるいは抑制し、浄
化する装置のことである。製造業においては有毒ガスや腐食性ガス、
地球温暖化係数の高いガス、悪臭物質などを含む排気ガスを無害化処
理する除外装置が使われている。また、近年においては環境装置や処
理システムから発生する副生物や排熱が有効利用されるようになり、
資源やエネルギーの回収装置としての役割も果たしている。本講義で
は、環境保全に用いられる主要な環境装置を取り上げ、環境汚染物質
が除去される仕組みや特徴について学習する。カリキュラムポリシー
の「総合的視野を持った実践型の人材の育成」にもとづき、本講義
は、環境装置による環境汚染物質の除去に関わる化学反応や生物反
応、物理的処理などについて理解を深めることを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境装置の種類や用途、特徴等を説明できるようになる。
環境装置により環境汚染物質が除去されるメカニズムを説明できるよ
うになる。
環境装置から発生する副生物の資源利用について説明できるようにな
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポートの課題について、収集した情報をとりまとめて資料を作成
し、わかりやすく文章および口頭で説明できるか、またディスカッ
ションにおいて、理解していることを正確に説明できるかを評価基準
とする。講義におけるレポートの内容評価６０％、ディスカッション
の内容評価４０％とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは指定しないが講義中に資料を配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

配付資料の指定範囲を事前に通読し、新出の用語等は事典やネット検
索等を利用して予習する（60分）。講義では、毎回課題に対するレ
ポートの提出を求める。また、課題の内容についてディスカッション
を行う。講義後は、学習内容を基にレポートを加筆修正して復習用に
保存する（30分）。加筆修正後のレポートは、講義最終日に一括して
提出してもらう。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　はじめに
２　排水処理装置：有機物の除去
３　排水処理装置：窒素、リン、重金属の除去
４　排水処理システム：下水、し尿、浸出水処理
５　焼却処理装置：ストーカー炉、回転炉、ガス化溶融炉
６　排ガス処理装置：集塵・ダイオキシン類の除去
７　排ガス処理装置：脱硫・脱硝・脱塩装置
８　焼却処理システム
９　汚泥処理：脱水、燃料化、セメント原料化
１０汚泥処理：堆肥化、メタン発酵
１１環境装置と資源回収
１２環境装置とエネルギー回収
１３悪臭物質の処理
１４バイオマスの資源化装置
１５総括
（授業の進捗状況により内容や順序が変更になる場合があ
る）

◎－－－　備考欄　－－－◎

欠席する場合は講義日の午前11時までにメール等で連絡す
ること。休講の場合は日程調整し後日補講を行う。本専攻
の受講者を優先して講義日時を決めるため、他専攻の受講
希望者は履修登録前に要相談。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62086-01環境化学特論

後期 2  1 授業形態:講義武下　俊宏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

人間の経済活動や社会活動、災害や事故などから環境問題は発生し、
その多くは環境中に放出された化学物質が原因となっている。環境中
に放出された化学物質は、生活環境や自然環境を悪化させ、公害や環
境汚染を発生させ、深刻な健康被害や生態系破壊を引き起こし、地球
環境をも変貌させようとしている。持続可能な社会、持続可能な開発
が求められる現代においては、有害な化学物質の使用を削減するとと
もに、将来に渡って環境影響の少ない化学物質の利用が求められる。
環境問題の全容解明は複雑かつ困難なことが多いが、環境問題の全体
像を化学の視点で捉えて理解することは、環境汚染の未然防止、環境
問題の解決や改善、環境保全や環境維持などに繋がる基礎となる。カ
リキュラムポリシーの「総合的視野を持った実践型の人材の育成」に
もとづき、本講義は、環境問題の原因となる化学物質の種類や性質を
理解し、さらに環境中における化学物質の動態、化学反応、汚染の発
生、人の健康や生態系への影響について理解を深めることを目的とす
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

公害や環境問題に関する化学物質の種類や性質を説明できる。
化学物質の地球規模での物質循環や環境中での動態、地球環境への影
響を説明できる。
化学物質が人の健康や生態系におよぼす影響について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポートの課題について、収集した情報をとりまとめて資料を作成
し、わかりやすく文章および口頭で説明できるか、またディスカッ
ションにおいて、理解していることを正確に説明できるかを評価基準
とする。講義におけるレポートの内容評価６０％、ディスカッション
の内容評価４０％とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

環境化学/978-4-06-156805-1
現代の化学環境学　環境の理解と改善のために/978-4-7853-3513-7
基礎から実践までの環境化学/978-4-7827-0769-2
（テキストの他、講義中に配付する資料を利用することがある）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

教科書や配付資料の指定した範囲を事前に通読し、新出の用語等は事
典やネット検索等を利用して予習する（60分）。講義では、毎回課題
に対するレポートの提出を求める。また、課題の内容についてディス
カッションを行う。講義後は、学習内容を基にレポートを加筆修正し
て復習用に保存する（30分）。加筆修正後のレポートは、講義最終日
に一括して提出してもらう。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　はじめに
２　公害と公害克服の歴史
３　環境汚染と化学物質
４　大気汚染の化学
５　水質汚濁の化学
６　悪臭物質の化学
７　土壌汚染の化学
８　地球環境問題の化学
９　微量化学物質による汚染
１０化学物質と生態影響
１１化学物質と健康影響
１２エネルギーと資源の化学
１３残留性有機汚染物質のリスク
１４放射性物質と被曝
１５総括
（授業の進捗状況により内容や順序が変更になる場合があ
る）

◎－－－　備考欄　－－－◎

欠席する場合は講義日の午前11時までにメール等で連絡す
ること。休講の場合は日程調整し後日補講を行う。本専攻
の受講者を優先して講義日時を決めるため、他専攻の受講
希望者は履修登録前に要相談。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62038-01環境行政学特論

後期 2  1 授業形態:講義柳橋　泰生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーにおける総合的視野を養うためには、様々な
環境問題について科学的知見とともに行政における取組など問題に対
応する社会の仕組を学ぶことが必要である。放射能や大気汚染、気候
変動、オゾン層の破壊、生物多様性の危機など、国内だけでなく地球
規模や国境を越えた環境問題が発生し、関係機関において対策が実施
されている。本授業では、環境問題の内容とその背景事情、解決に向
けた行政等の取組を学び、今後のあるべき姿を考える。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境問題が発生した際に、解決に向けたシナリオを構想することがで
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への参加状況（50％）、発表・討論（50％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

授業で資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業は情報量が多く、その内容を理解した上で発表・討論を行うこと
ができるよう特に事後学習に努めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回：ガイダンス、序論、放射能汚染①（チェルノブイ
リ原発事故）
第2回：放射能汚染②（基礎知識、事故対応）
第3回：気候変動①（概況）
第4回：気候変動②（科学的知見）
第5回：気候変動③（パリ協定）
第6回：気候変動④（世界の取組）
第7回：気候変動⑤（日本の取組）
第8回：気候変動⑥（最近の状況）
第9回：オゾン層破壊
第10回：生物多様性①（名古屋議定書）
第11回：生物多様性②（世界の状況）
第12回：生物多様性③（国立公園、日本の取組）
第13回：大気汚染①（四日市公害）
第14回：大気汚染②（越境大気汚染）
第15回：発表・討論（テーマの例：原子力発電の是非）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H61201-01環境生態制御特別研究

通年 8  2 授業形態:演習田中　綾子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

廃棄物最終処分場建設に際しての四つのプロセス(収集～運搬̃処理～
処分）を習得する事及びカリキュラム・ポリシーの”国際化に対応で
きる総合的視野を持った実践型の人材となること”を目指し、以下の
手順で研究を行う。
1)各自毎の研究テーマに関して、自主的に修士論文をまとめる。
2)研究計画及び実施の各段階で、指導教員とのディスカッションを行
い、研究の取り纏めを行うとともに見直しも行う。
3)発展途上国の環境保全の現状を海外事例研究及び国際協力機構のプ
ロジェクト報告等を通して学ぶ。
4)発展途上国において適用事例が増加している準好気性埋立構造（福
岡方式）の理念、技術的特徴及びその応用性を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1)課題に関する解決のための手段や方法の抽出及び実施計画が策定で
きるようになる。２）得られた知見について考察し、技術的提言が行
えるようになる。3)少なくとも数回、国内外の学会にて成果を発表す
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

修士論文の内容８０％、修士論文発表会におけるプレゼンテーション
技術と質疑に関する回答２０％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

廃棄物学会論文誌、微生物学会論文誌、Waste Management

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究の社会的背景や技術的課題など自己の研究の位置付けを明確にす
ることが重要であることから、廃棄物の最終処分場技術指針や法規制
及び自身の研究に関連する研究論文を読み、事前に知識を習得してお
くこと。これらを1日に数時間程度計画的に行いことにより、研究に
対する理解を深めることができる。また、各研究項目終了時に成果を
整理し、目標の達成度を確認するとともに、研究計画の見通しを行う
ことにより、達成度を上げることができる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．研究の意義の把握及び目的設定のための文献検索
２．研究実施計画及び手法の策定
３．研究実施と結果についてのディスカッション
４．課題の抽出とその解決手法の策定
５．課題解決のための研究の実施と結果についてのディス
カッション
６．全研究成果についてのディスカッション
７．研究成果の学会などでの発表
８．研究成果を論文としてまとめる
９．研究成果の研究科内での発表と諮問

以上の内容を年間120回以上の授業に相当するように、継
続的な研究を行い修士論文とする。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H61252-01環境生態制御特別実験・実習

通年 4  1 授業形態:実験田中　綾子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

修士論文研究目標の設定及びカリキュラム・ポリシーの“総合的な視
野を持った実践型の人材”を目指して、以下の内容を学習する。
1)指導教員による講義を通して、廃棄物に関連する基礎知識を学ぶ。
2)環境問題、特に廃棄物に関する過去の研究論文の検索を行う。
3)廃棄物の排出及び処理実態を把握するために、廃棄物の組成分析及
び廃棄物の中間処理・最終処分施設の見学や現地作業等の実地での実
習を行う。
4)実習終了後に実習内容についての報告書の作成を行う。
5)科学データの習得のための技術を学ぶために、生物・化学試験を実
習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1)特別研究のテーマの設定と研究内容の実験計画の策定ができるよう
なる。2)技術者としてのレベル向上を図り、研究テーマに関連する実
験が自主的に遂行できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポートの内容(30%）及び課題の達成度(70%)から総合的に評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

講義資料は毎回配布する。
実験に関しては、環境生態制御専修で作成した廃棄物に関連する各種
試験法冊子を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習として、化学・生物実験に関連する文献を検索し、これらに
関連する用語や基本操作を習得しておくこと。これを1日数時間程度
計画的に行うことにより、実験・実習内容の理解が深まるとともに、
精度の高い実験が行えるようになる。また、廃棄物処理処分の方法や
国内外の法規制に関する文献を検索し、これらに関する知識を習得す
る共に、専攻の特別カリキュラムである「資源循環総合演習」及び
「実践的環境教育実習」で十分な研鑽を行うこと。これらの準備学習
を計画的に取り組むことによって、研究テーマの絞り込みが容易とな
り、修士論文の達成度を上げることができる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.文献検索：国内編
2.文献検索：海外編
3.検索文献のレヴュー及びディスカッション
4.廃棄物の分類と組成調査
5.収集・運搬
6.資源化(1)：古紙及び廃木材
7.資源化(2)：廃プラスチック
8.資源化(3)：小型家電
9.資源化(4)：食品廃棄物
10.焼却処理(1)燃焼方式
11.焼却処理(2)溶融方式
12.埋立地の現場実習(1)：貯留堤及び遮水施設
13.埋立地の現場実習(2)：浸出水集排水及びガス抜き施設
14.埋立地の現場実習(3)：浸出水水質及び水量の特性
15.埋立地の現場実習(4)：浸出水の生物処理
16.埋立地の現場実習(5)：浸出水の化学処理
17.埋立地の現場実習(6)：浸出水の物理化学処理
18.埋立地の現場実習(7)：埋立地周辺環境水モニタリング
調査
19.現場実習の中間報告とディスカッション
20.修士論文テーマの抽出
21.修士論文テーマの絞り込み
22.修士論文テーマに関連する国内文献調査
23.修士論文テーマに関連する海外文献調査
24.テーマに係る研究計画の策定
25.研究方法の策定
26.研究の予備実施
27.実施内容の報告とディスカッション
28.課題の抽出
29.研究計画の見直し
30.研究方法の見直し
以上の内容を60回以上の授業に相当するように実施する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62017-01環境調和型都市計画特論

後期 2  1 授業形態:講義梶山　喜一郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシー，「総合的視野をもった実践型の人材育成」に基づ
き，持続可能な地方都市を実現するために，環境共生や参加をふまえた新た
な都市像のデザインを習得する．廃棄物・リサイクル産業，そして埋め立て
跡地は都市の主要な施設であり，既存の生活空間にどの様に組み込み調和さ
せるかを問題としている．歴史的な施設や居住地区では，これを破壊せずに
環境を改善し将来にわたって経済的に利用することが求められている．都市
の骨格である河川や運河，道路そして緑地は長い時間を堆積した環境であ
り，これを次世代へ穏やかに継承することが求められている．
これらの分野における先進事例・研究文献を通して，都市像のデザインとそ
の実現のための計画について学習する．(Sustainable Urban Planning and Design)

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 文献を通じて多様な問題を知ることで，地域での生活や生産が様々な人々
と様々な社会や組織との関わりで営まれていることを知り，都市の環境問題
で影響を受ける当事者を幅広く把握できるようになる．
(2) 地域や都市の環境問題を解決するための計画や事業では，影響を受ける幅
広い当事者の利害関係を解決することを目指すようになる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標を獲得するために，関連する文献を深く読むことができるか，講義
内容について意見を持ちさらに議論に参加できるかを評価する．授業での発
表，議論への参加を評価の80％，および最終回のレポートを評価の20％とす
る．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

次に示す文献群を通じて議論を深めていく．指定する文献の選択・授業の進
め方は受講者と相談し決めていく．
巡礼,橋本治,新潮社,2009.8./ ラジオアクティブ・ラブ,楠見朋彦,文学界,文芸春
秋社,2004.6./ 片桐新自,歴史的環境へのアプローチ,歴史的環境の社会学,新曜
社,2000./ 堀川三郎,運河保存と観光開発--小樽における都市の思想,歴史的環境
の社会学,新曜社,2000./ 桜井厚,差別と環境問題のはざまで--被差別部落の生活
環境史,差別と環境問題の社会学,新曜社,2003./ 麦倉哲,障害者から見た都市の環
境,差別と環境問題の社会学,新曜社,2003.
「未来都市」の生活,近藤雅樹,日用品の二〇世紀,近藤雅樹編,ドメス出版,2002./
家庭電化の100年,山口昌伴まさとも,日用品の二〇世紀,近藤雅樹編,ドメス出
版,2003./ アルミ鍋,朝岡康二,日用品の二〇世紀,近藤雅樹編,ドメス出版,2003. /
炭焼きの二十世紀,畠山剛,渓流社,2003./ 古着,朝岡康二,法政大学出版局,2003./
モノの意味-大切な物の心理学-, M.チクセントミハイ,E.ロックバーグ=ハミル
トン, 誠信書房, 2009./ ゴミ分別収集がはじまるとき,杉浦淳吉,カタログ現場心
理学,やまだようこ他編,金子書房,2001.
予言された 「人類滅亡」!?, 岡本祐一朗,異議あり,生命環境倫理学, ナカニシヤ
出版,2002./ 沈黙の春,レイチェル・カーソン,Silent Spring, Rachel Carsob, 新潮文
庫./ 赤松亡国論,千葉徳爾とくじ,はげ山の文化,学生出版,1973./ 論争地球環境,
日経サイエンス2002年7月号./ 環境構造改革--ドイツの経験から--,竹内恒夫,リ
サイクル文化社、2004. / 循環社会を目指す,環境時代の構想,竹内和彦,東京大学
出版,2003./ プレート収束帯のテクトニクス学,木村学,東京大学出版、2002.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

(1) まず指定文献をわからなくても読むこと．文献には一度で理解できるもの
と数年かかるものがある．まず事前学習で一度読む．さらに事後学習で読み
返す．これらにより文献の行間が少しずつ理解できるようになる．専門家に
なりたいものは簡単にわかったふりをしないこと．
(2) 授業中の質問には，下手な考えを述べること．うそでもいいから自分の考
えを述べることから始めよう．うまく行けば，議論を通して理解を深めるこ
とができる．
(3) 文献から得られる情報は断片的であり，ある程度の量を積み重ねていけば
体系だった，あるいは組織だった考えが育つはず．他人の考えのコピーだけ
でなく独自の考えを持つことが専門家として生きるうえで大切と私は考え
る．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

少人数のゼミ形式で，内容・進め方は受講者と相談して決
めていく

1. 問題解決と地域的問題解決の区別の理解
2. 現代文学に現れた廃棄物(文学者の理解を理解する)
3. NIMBY(迷惑施設と社会の関係を考える)
4. NIMBY(ごみ焼却施設)
5. 地域環境問題を知る
6. 地域環境問題を知る(歴史的環境と地域保全)
7. 地域環境問題を知る(差別と地域形成)
8. 地域環境問題を知る(社会的弱者とモデル事業)
9. 大量消費社会を知る(家庭電化)
10, 大量消費社会を知る(アルミの消費)
11. 過去の資源循環型社会を批判的に理解する(炭と炭焼き
社会)
12. 過去の資源循環型社会を批判的に理解する(江戸と現代
の古着リサイクル)
13. 環境政策者の警告と彼等が描く循環型社会を批判的に
理解する
14. 農学者の警告と彼等が描く循環型社会を批判的に理解
する
15. 地質学者の警告と彼等が描く循環型社会を批判的に理
解する



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62032-01環境データ解析特論

前期 2  1 授業形態:講義添田　政司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

環境省からは環境白書、国土交通省からは国土交通白書が発刊されて
いる。例えば、環境白書では、気温、水温、風向･風速などの気象情
報データをはじめ、大気汚染物質や水域の汚染物質、騒音などの公害
に関するデータ、および廃棄物に関するデータが公開されている。国
土交通白書では、地球温暖化に関する情報や、資源循環に関するデー
タなど膨大な情報が公開されている。本講義では、「カリキュラム・
ポリシーの総合的視野をもった実践型の人材の育成を図る。」にもと
ずき、これら多様な環境データを時系列データとして一様に取り扱う
手法について学ぶとともに、各専門分野におけるデータを応用する技
術を理解するものである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

雑多な環境データを一元的に取り扱う手法について学ぶとともに、実
際の環境下で得られたデータをもとに応用可能な力を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート２回（５０％）、最終段階におけるプレゼンテーション（５
０％）により評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

環境白書、国土交通白書および配布資料。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各白書を講義前に事前学習と演習による時後学習。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１.環境白書のデータの特徴
２.環境白書のデータ解析
３.国土交通白書のデータの特徴
４.国土交通白書のデータ解析
５.主成分分析の基礎１（概論）
６.主成分分析の基礎２（主成分の求め方）
７.主成分分析の基礎３（因子分析）
８.主成分分析による演習
９.クラスター分析の基礎１（概論）
１０.クラスター分析の基礎２（分類方法）
１１.クラスター分析の基礎３（類似性評価）
１２.クラスター分析による演習
１３.因子分析の基礎１（特定方法）
１４.因子分析の基礎２（相関とベクトル）
１５.パワーポイントによるレポートの発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62031-01環境微生物工学特論

後期 2  1 授業形態:講義武下　俊宏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

自然環境には多種多様な微生物が生息し、地球上の様々な物質の循環
に関わっている。微生物による物質変換は、微生物にとっては生命を
維持するための活動に過ぎないが、それが環境浄化や環境保全におけ
る生物処理に関わることとなり、人や環境にとって有益なものとなっ
ている。下水、し尿、埋立処分場浸出水などの水処理では、水質汚濁
物質の有機物や窒素、リンなどの除去に微生物が利用されている。ま
た、土壌汚染や海洋汚染の修復にも微生物が利用されている。このよ
うに、微生物は環境浄化に欠かせない存在となっている。一方、微生
物はバイオガスの生産に利用されており、有機性汚泥や未利用バイオ
マス等を原料とするメタン発酵によるエネルギー生産に利用されてい
る。カリキュラムポリシーの「総合的視野を持った実践型の人材の育
成」にもとづき、本講義では、はじめに環境微生物の基本的な性質や
物質変換の特徴等について、次に環境微生物の応用である環境浄化や
有害化学物質変換、物質生産等について学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境微生物の種類や基本的な性質について説明できる。
環境微生物による主要な元素の循環について説明できる。
環境微生物による物質変換や環境浄化、物質生産について説明でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポートの課題について、収集した情報をとりまとめて資料を作成
し、わかりやすく文章および口頭で説明できるか、またディスカッ
ションにおいて、理解していることを正確に説明できるかを評価基準
とする。講義におけるレポートの内容評価６０％、ディスカッション
の内容評価４０％とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

環境微生物学　-地球環境を守る微生物の役割と応用-　/4-7598-1462-0
（テキストの他、講義中に配付する資料を利用することがある）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

教科書や配付資料の指定した範囲を事前に通読し、新出の用語等は事
典やネット検索等を利用して予習する（60分）。講義では、毎回課題
に対するレポートの提出を求める。また、課題の内容についてディス
カッションを行う。講義後は、学習内容を基にレポートを加筆修正し
て復習用に保存する（30分）。加筆修正後のレポートは、講義最終日
に一括して提出してもらう。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　はじめに
２　微生物の種類と役割
３　微生物と物質循環
４　微生物の進化と環境
５　微生物の代謝と物質変換
６　極限微生物
７　微生物災害
８　地球環境と微生物
９　微生物による有害物質の分解
１０微生物による環境浄化
１１微生物による環境修復
１２微生物による資源回収
１３微生物によるエネルギー生産
１４生物処理装置
１５総括
（授業の進捗状況により内容や順序が変更になる場合があ
る）

◎－－－　備考欄　－－－◎

欠席する場合は講義日の午前11時までにメール等で連絡す
ること。休講の場合は日程調整し後日補講を行う。本専攻
の受講者を優先して講義日時を決めるため、他専攻の受講
希望者は履修登録前に要相談。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62020-01環境法特論

集中前期 2  1 授業形態:講義浅野　直人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラムポリシーの「総合的視野を持った実践型の人材の育成を
図る」に基づき、前半では、環境法の基本となる日本の環境政策の考
え方、環境政策の基本を定める環境基本法に関して解説したのち、工
学研究科学生に必要と考えられる大気環境、水環境、土壌環境の保全
に関する法制度の現況と課題について解説する。後半では、循環型社
会、低炭素社会、生物共生社会形成に関する法政策および法制度につ
いて解説し、特に循環型社会形成推進基本法とそのもとにおかれる法
の体系および個別法令の内容、機能やそのかかえている課題に関して
最新の資料にもとづいて重点的に講義する。担当者は、20年余国の中
央環境審議会委員を務めており、2017年２月まで、会長の職にあった
ので、法制度に関するこれまでの経緯を含めて最新の情報を的確に伝
えることができるものと考えている。なお、法学研究科の学生も履修
可能であるが、法学研究科の学生には、別途、環境法の概説書の主要
な部分を読むことを求め、法理論的な学習をも行わせる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の環境法の体系を理解し、環境政策の基本的考え方について説明
できる。また、個別領域の法制度についてその基本を理解し、今後の
受講者のめざす研究テーマに関する法制度的枠組みを把握でき、その
枠組みをふまえた研究活動ができるようになる。法学研究科の学生
は、加えてさらに環境法理論の基本を説明できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記の到達目標をもとに、講義中の質疑応答による、課題の把握と理
解の程度（３０％）。及び提出レポートによる自己のめざす研究テー
マと講義の関連づけの上での課題理解の程度（７０％）を基準として
評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストを使用しない。毎回講義内容の要旨を含む学習に必要な資料
をプリントによって配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書の最新版にあらかじめ目
をとおし、現在の環境政策の課題がどこにあるのかについて予備的に
情報を入手しておくこと､講義後は､自分の研究テーマと講義内容との
関連がどこにあるのかを考えて、配布した資料に再度目を通すととも
に、自らも参考資料を収集して理解を深めること。前後各回１０時間
をあてること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　日本の環境政策の基本と環境基本法
２　日本の環境法の歴史と体系
３　大気環境の保全と法ー大気汚染防止法
４　大気環境の保全と法ー悪臭・騒音・振動
５　水環境の保全と法ー河川・湖沼・海域汚染
６　水環境の保全と法ー地下水保全・水循環
７　土壌環境の保全と法ー土壌汚染対策
８　循環型社会形成と法ー循環型社会形成推進基本法
９　資源循環と容器包装・廃家電・食品のリサイクル
10　資源循環と使用済自動車・小型家電のリサイクル
11　廃棄物処理と法ー廃掃法
12　循環型社会形成推進基本計画とその改定の方向
13　低炭素社会形成と法ー温対法・省ｴﾈ法
14　生物共生社会と法ー生物多様性基本法
15　環境法・政策の今後ー第５次環境基本計画等



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H61401-01環境マネジメント特別研究

通年 8  2 授業形態:演習柳橋　泰生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「専門分野の先端的な知識や技術を習得す
るとともに、総合的判断力を養うこと」を実現するため、修士論文
テーマを設定し、その作成に向けて研究を行う。研究テーマに応じ
て、研究方法を検討し、文献調査、現地調査、実験、モデルシミュ
レーション、図表・地図等の作成・可視化等を行い、考察を進め、論
文化する。進捗状況について毎週、ゼミ形式で報告と討論を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究テーマの分野において、新たな政策提言を行い得る知見を見いだ
すことを目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

論文の内容（50％）および討論の熟度（50％）により評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考となる図書を貸与するとともに、関連する論文、情報源情報等を
提供する。また、研究テーマ分野の専門家を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究の実施するための準備学習の時間を十分確保すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．文献調査
２．研究目的、研究計画の作成
３．研究の実施
４．研究成果のとりまとめ
５．研究成果の学会などでの発表
６．修士論文の作成

原則、週１回、学生は研究の進捗状況の報告を行い、討論
を行う。
以上の内容を年間120回以上の授業に相当するように実施
する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H61452-01環境マネジメント特別実習

通年 4  1 授業形態:実習柳橋　泰生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーにおける総合的視野を養い、環境マネジメン
ト分野の先端的な知識や技術を習得するため、まずは、修士論文の
テーマや論文作成計画のベースとなるリサーチ・クエスチョンを固め
る。また、環境マネジメントに係る研究分野について、昨今の研究の
進捗状況や統計データ等に基づき、可能な範囲で仮説を設定し、予備
的研究を実施する。前期は、環境マネジメント全般について文献を読
み、統計データの解析を行い、関心分野を絞り込む。後期は、特定の
課題を設定し、調査・報告・討論を繰り返すことにより、リサーチ・
クエスチョンと仮説の設定につなげ、予備的研究を実施する。なお、
必要に応じ、専門家へのヒアリング、見学等を行うとともに、研究の
実施に必要な技能を習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

修士論文の骨格となるリサーチ・クエスチョンを固め、仮説を設定
し、予備的研究を行うことを目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告の内容（50％）および討論の熟度（50％）により評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考となる図書を貸与するとともに、関連する論文、情報源情報等を
提供する。また、関心分野の専門家を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

文献調査、データの解析、研究技能の習得、報告の作成等を行うため
の準備学習の時間を十分確保すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

（前期）
第1回～第14回　環境問題、特に、環境マネジメントに関
する課題について文献調査を行う。
第15回～第16回　中間報告と討論
第17回～第28回　関心のある研究分野に関する統計データ
等の解析を行い、データに基づいた考察を行う。
第29回～第30回　中間報告と討論
（後期）
第31回～第44回　リサーチ・クエスチョンの設定を目指
し、関心分野を絞り込み、知識を深める。関連分野の専門
家へのヒアリングや現場の見学等を行うとともに、研究を
進めるのに必要な技能の習得を図る。可能な範囲で予備的
研究を開始する。
第45回～第46回　中間報告と討論
第47回～第58回　リサーチ・クエスチョンを設定し、修士
論文の骨格・構成を検討し、予備的研究を実施する。
第59回～第60回　最終報告と討論
　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62055-01環境物理学特論

後期 2  1 授業形態:講義守田　治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「総合的視野をもった実践型の人材の育成
を図る」および「技術者や研究者としての基礎能力の視野を広げる」
にもとづき，人類を取りまく環境のうち，特に地球大気に関わる諸問
題の理解を深めることを目的として講義を行う．またそれらの問題に
対して，物理学がどのように適用されるのかを学ぶ．具体的な内容
は，生命進化と地球大気進化，放射平衡温度と温室効果，二酸化炭素
増大と地球温暖化，1次元気候モデル，オゾン層とオゾンホール，気
候変動とその要因となっている．

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命進化と地球環境の進化の関係を理解できる．放射平衡によって地
球の平均温度（放射平衡温度）が決定される仕組みを理解し，さらに
温室効果によって放射平衡温度が，観測される地球の表面温度とほぼ
等しくなることが理解でき，他者に説明できるようになる．地球温暖
化によって地球環境にどのような影響が表れているかが明確に理解で
きる．オゾン層が形成される仕組みとオゾン層の役割，オゾンホール
が生成される仕組みについてが理解できる．気候変動の要因を理解
し，特に関心の深い問題については詳しく学び他者に説明できるよう
になる．以上のことがらを総合的に理解したならば，個々人としてま
た社会全体として環境問題にどのように取り組むべきかを習得でき
る．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

2週に1回程度の頻度でレポートを提出してもらう．授業中の態度
(50％), レポートの内容(50％)で評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは初回講義で配布する．
参考文献：オゾン消失，川平浩二・牧野行雄，読新聞社，1989年
エデンの恐竜，カール・セーガン，秀潤社，1979年
An Introduction to Dynamic Meteorology. J.R.Holton, Academic Press, 1992
年
基礎解説「力学」，守田治，朝倉書店，2015年

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

一般物理学，力学，一般生物学，一般化学，一般地質学を履修してい
ることが望ましいが，必須要件とはしない．初回に配布した講義資料
を読んで毎回1時間程度の予習をし，講義後には講義資料とノートを
参照しながら1時間程度の復習を行うこと．また，環境問題について
シラバスに挙げた参考書を学習したり，インターネットを介して必要
な情報を取得するよう努めることが望ましい．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1週：IPCC第1部会次評価報告書について
第2週：生命進化と地球環境の進化－原始大気から２次大
気へ
第3週：放射平衡と温室効果-1
第4週：放射平衡と温室効果-2
第5週：二酸化炭素増大と地球温暖化-1
第6週：二酸化炭素増大と地球温暖化-2
第7週：地球温暖化の影響-大気への影響
第8週：地球温暖化の影響-海洋，生命への影響
第9週：地球大気の平衡状態
第10週：1次元気候モデル-1
第11週：1次元気候モデル-2
第12週：オゾン層 とオゾンホール-1
第13週：オゾン層 とオゾンホール-2
第14週：気候変動の要因
第15週：大規模火山噴火と気候変動

◎－－－　備考欄　－－－◎

学会出席，研究に伴うフィールドワークなどによるやむを
得ない欠席については，レポートを科すことによって受講
生の不利益にならないよう配慮する．



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62065-01韓国朝鮮文化環境特論

後期 2  1 授業形態:講義広瀬　貞三
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの「国際的にも対応できる総合的視野をもっ
た実践型の人材育成」にもとずき、講義を行う。
　朝鮮における環境問題を考えるにおいて、朝鮮近代土木史の立場か
ら接近する。時期は、主に1910年から1945年までに設定する。日本の
朝鮮支配は、土木工事による朝鮮の国土大改造も一つの中心をなし
た。朝鮮総督府には土木課があり、また各地には出張所を置き、多く
の土木工事を行った。また、各道庁には土木課が置かれ、地域の工事
を担当した。これらの各種土木工事が環境に与えた影響も考察する。
　授業では、まず２回にわたって朝鮮近代史の全体像を述べる。その
後、主に朝鮮総督府の各種土木工事の実態とその特徴などを延べてい
く。最後に植民地からの解放の後、これらが独立国である大韓民国と
朝鮮民主主義人民共和国にどのように引き継がれたのかを述べる。
　授業は、講義、演習を適宜、組み合わせる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１・近代朝鮮の「開発」と環境の関係を知る。
２・朝鮮近代史の基礎的な知識を身につける。
３・植民地期土木史の全体像を知る。
４・必要な研究書・論文が何であるのかを知る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義における授業態度（40％）、討議における発表や質疑の内容
（30％）、レポートの成績（30％）を総合して評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。毎回、プリントを配布する。
武田幸男編著『朝鮮史』（山川出版社、2000年）
田中俊明編『朝鮮の歴史ー先史から現代』（昭和堂、2008年）
朝鮮史研究会編『朝鮮史研究入門』（名古屋大学出版会、2011年）
糟谷憲一他『朝鮮近現代史』（山川出版社、2016年）
木村誠他他編『朝鮮人物事典』（大和書房、1995年）
国際高麗学会日本支部編『在日コリアン事典』（明石書店、2010年）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習は、各自の問題意識をメールで教員に提出すること。授業中
は、調査、発表、議論の三つを積極的に行うこと。事後学習は、これ
らの土木工事が現在の韓国・北朝鮮でどのように利用されているかを
調べること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１・ガイダンス
２・朝鮮の開港から韓国併合
３・植民地支配と独立運動
４・朝鮮総督府の土木政策
５・朝鮮総督府の土木官僚
６・道路建設
７・鉄道敷設
８・河川改修
９・港湾建設
１０・水道敷設
１１・発電所建設
１２・都市計画
１３・災害復旧
１４・解放から独立へ
１５・朝鮮総督府の土木事業の評価



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62019-01国際環境計画特論

後期 2  1 授業形態:講義柳橋　泰生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーにおける総合的視野を養うためには、様々な
環境問題について国内だけでなく国際的な対応の状況を学ぶことが必
要である。気候変動、生物多様性の危機のほか、海洋汚染、プラス
チックごみ、化学物質汚染など、環境問題は、地球規模に拡大し、あ
るいは、地域に関わらず世界共通の問題となっており、国連等が主導
し条約をつくり、国際的に協調して計画的に対処することが多くなっ
てきている。こうした状況を背景に、本授業では、各分野の条約など
の国際的取組の背景・内容について学び、それらの制定や実施過程で
生み出された共通的な考え方について理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境問題が発生した際に、解決に向けたシナリオを構想することがで
きる。　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への参加状況（50％）、発表・討論（50％）により評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

授業で資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業は情報量が多く、その内容を理解した上で発表・討論を行うこと
ができるよう特に事後学習に努めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回：ガイダンス、序論、化学物質
第2回：農薬汚染
第3回：循環型社会
第4回：廃棄物の越境移動
第5回：海洋汚染
第6回：プラスチックごみ
第7回：環境マネジメント
第8回：持続可能な開発
第9回：難分解性化学物質
第10回：環境保全技術①
第11回：環境保全技術②
第12回：環境測定技術①
第13回：環境測定技術②
第14回：トピックス
第15回：発表・討論



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62022-01コミュニケーションスキル特論

前期 2  1 授業形態:講義田中　綾子、前田結花、カタパディ・ドゥルバ・ナラヤナ
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　コミュニケーションを図るための基本は、伝える、聞く、頼む等、
自分から言葉を発することである。本講義では、上記の各段階を実践
する。
1)コミュニケーションのための基本表現を習得する。
2)英語での学会発表、海外研究での情報収集、海外からの研修生との
交流の場面で意思の疎通がスムーズに図れるように、ペアワーク、グ
ループワークのアクティビティを取り入れて積極的に英語会話を実践
する。
3)人に伝える力を習得するためにカードブレーンストーミング(CBS)法
により、プレゼンテーション内容の抽出や整理を行う。
4)カリキュラム・ポリシーの“国際化に対応する人材の育成”と関連
し実施するものであり、講義の集大成として、国際学会での口頭発表
を疑似体験するために、英語による研究等に関する発表会を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際学会での口頭発表や海外インターンシップでのコミュケーション
ができるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題の達成度５０%、プレゼンテーション５０％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

資料を必要に応じて配布する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

プレゼンテーションを評価対象としているため、プレゼンテーション
は必須である。事前学習として、自己の研究に関連する英論文を数編
読み、専門用語及び表現を学んでおく。事後学習では、配布されたプ
レゼン及び質疑応答の基本表現を声に出して読むとともに、その応用
文を作成し、基本表現を習得する。これらを１日に数時間程度計画的
に行うことにより、達成度を上げることができる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．国際学会等でのプレゼン資料及び口頭文の作成の基本
ルール（田中）
２．英語による伝え、聞く、依頼等の基本表現方法Ⅰ：テ
キストによる事例紹介と発声 (前田･田中)
３．英語による伝え、聞く、依頼等の基本表現方法Ⅱ：リ
スニング (前田)
４．ペアワークによる英語コミュニケーションの実践:自己
紹介の実践 (ｶﾀﾊﾟﾃﾞｨ･田中)
５．グループワークによる英語コミュニケーションの実践
Ⅱ： 会話の実践(ｶﾀﾊﾟﾃﾞｨ)
６．会議・プレゼンテーションにおける基本英語Ⅰ ：テキ
ストによる事例紹介と発声(前田)
７．会議・プレゼンテーションにおける基本英語Ⅱ：リス
ニング(前田・田中)
８．プレゼンテーション資料の作成Ⅰ：キーワードの抽出
と英語変換 (ｶﾀﾊﾟﾃﾞｨ)
９．プレゼンテーション資料の作成Ⅱ：論点の整理と文章
化 (ｶﾀﾊﾟﾃﾞｨ・田中)
１０．質疑応答の基本英語 (前田)
１１．質疑応答の実践とミニTOEICテスト (前田･田中)
１２．プレゼンテーション資料の英語への変換Ⅰ :プレゼ
ンポスターの作成(ｶﾀﾊﾟﾃﾞｨ)
１３．プレゼンテーション資料の英語への変換Ⅱ ：ポス
ターを用いてミニ発表(ｶﾀﾊﾟﾃﾞｨ・田中)
１４．プレゼンテーションの実施と講評 (田中･前田)
１５．プレゼンテーション修正 (田中)

　非常勤講師（前田・カタパディ）が講義を行い、主担当
教員（田中）が各段階の習得状況と習得度をチェックす
る。習得後、英語による研究等に関する発表会を実施（担
当田中）し、プレゼンテーションを体験させる。
　なお、カタパディ教員の講義は補講日と重複しない土曜
日に２回連続で実施する。14回目は4～6限に実施し、発表
の順番は受講者の時間割と重複しないように調整する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62002-01材料特性特論

後期 2  1 授業形態:講義山本　俊浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　近年，エネルギー・資源の制約のもと持続可能な社会を実現するた
め，循環型社会および低炭素社会の構築が求められています．材料開
発においても，これまで以上に高性能，多機能化を推進し，製品の長
寿命化を図り，廃棄物の減量化，さらに廃棄後リサイクルされやすい
ことが望まれています．単一材料でこれらの要求をすべて満たすのは
困難であり，今後，軽量で強度，剛性が高く，遮音性があるなど複数
の機能を同時に発現し，自己修復機能や易解体機能をももつような複
合材料の開発に期待されています．
　この授業では、カリキュラムポリシーの「総合的視野を持った実践
型の人材の育成」に基づき、材料特性、特に工業材料として多く使わ
れている金属材料（主に鉄鋼材料）と上記複合材料（主に高分子系複
合材料、ＦＲＰ）の基礎を学ぶとともに、それが環境負荷低減にどの
ように利用され、リサイクルの際にどのような問題が起こっているか
等を理解するとともに、ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）評価
の手法を習得します。
　受講者は、これらの基礎的な講義を受講したのち、主に複合材料の
成形法，力学特性，リサイクル及びＬＣＡの課題について調査を行
い、その結果を発表し、質疑応答と教員による解説によって、材料特
性に関する理解を深めるとともに、資源循環型社会の創造に貢献する
人材に必要な基礎的な材料特性の知識を得ることができます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）金属材料（鉄鋼材料）、高分子系複合材料の材料特性を学び、
リサイクルの際に、何が問題かを説明できる．
（２）環境負荷を定量的に評価する方法（LCA)の有効性とその限界に
ついて説明できる．
（３）課題に対して，十分なデータを集め，自分が既に獲得した知識
と関連づけて報告書を作成できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中の質疑応答（50%）および報告（50%）の内容から総合的に評
価します。
評価の目安は以下のとおりです。
学会発表レベル：９５点以上
課題に対して十分な準備を行い、質疑に応答できるレベル：
７５～９４点
課題に対して準備ができているレベル：６０～７４点
準備不足：５９点以下（不合格）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

講義で配布する資料を使用します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　1回目の授業で授業計画に沿ったテーマで，各自それぞれに課題を
だすので、あらかじめそのテーマ，課題に即した資料をまとめておく
こと，特に与えられた課題については、質疑に応答できるように十分
な準備をしておいてください（90分）。また、事後学習として、講義
中に出てきた疑問や課題は次の講義までに調べておいて下さい（90
分）。最終的にはこの授業を通して気づいた複合材料に関する課題に
ついて調査し、その対応策について自分の考えを報告書にまとめ、発
表できるようにしてください。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．授業の概要
２．金属材料（鉄鋼材料）の基礎とリサイクル
３．複合材料（ＦＲＰ）の基礎
４．複合材料の成形法の概要
５～６．個別成形法についての発表と討論
７．複合材料の力学特性
８．複合材料の破壊と損傷
９．非破壊検査の概要
１０～１１．非破壊検査法についての発表と討論
１２．複合材料のリサイクル
１３．ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）の概要と手
法
１４．複合材料のＬＣＡ
１５．課題と対策についての発表と討論

　受講生は各自「複合材料」に関する現状と課題について
調査し，その対応策について考察し，その結果を発表，質
疑応答および教員による関連事項の解説を参考に，最終報
告を行います。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62003-01資源循環型経済システム特論

前期 2  1 授業形態:講義今泉　博国
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　温暖化問題への排出量取引制度や課税制度の導入、市場で取引のな
い自然がもたらす経済的価値の測定など、環境政策への経済的手法の
議論が展開されている。
　本講義では、カリキュラムポリシーの「様々な環境問題の理解を深
める」にもとづき、様々な環境問題に対し経済学はどのような分析手
法を提供しているのか、そして現実の課題である地域再生と環境との
関連性を踏まえたうえで、諸問題の解決にどのように貢献しているの
か、これらを学ぶことを目的とし、下記のテキストを使用する。
　今年度は指定したテキストの基礎的部分を輪読することにより経済
学的分析手法を学び、受講生諸君との討論を中心に環境政策の特徴や
問題点を探っていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・環境と経済の関係を理解できる。
・環境問題に対する経済的手法の有効性を説明することができる。
・環境問題への関心を高め、新聞等の論説を批判的に検討することが
できる。
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

次の2つの基準で総合的に評価する。
①講義での発表や討論：50～60％
②レポート提出：40～50％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・時政勗・薮田雅弘・今泉博国・有吉範敏編著『環境と資源の経済
学』勁草書房、2007年。　
・

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　本講義はゼミ形式で行います。授業計画のテーマに従ってテキスト
や関連する文献をあらかじめ読んでもらい、それをもとに各人に発表
をしてもらいます。
　討論の時間で指摘された問題点等について、あらためて復習しても
らいます。
　なお、事前・事後の学習時間の目安は、各々2時間程度です。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　環境経済学の基礎
第1回　イントロダクション
第2回　経済活動と自然の機能
第3回　物質循環と環境問題
第4回　環境問題への経済学的接近
第5回　市場経済と外部性
第6回　コモンプールとコモンズの悲劇
第7回　環境政策の目標
第8回　環境政策の諸手段
第9回　インセンティブと経済的手段
第10回　環境政策の主体
第11回　持続可能な発展とは
第12回　環境保全と観光
第13回　地域再生と観光
第14回　生物多様性の経済学
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H61001-01資源循環工学特別研究

通年 8  2 授業形態:演習添田　政司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラム・ポリシーにおける様々な環境問題を深めるため、環
境保全の観点から省資源や資源循環型社会を構築することは必要であ
り、そのために建設関連産業から排出される廃棄物などの未利用資源
の有効利用が望まれている。一般に、社会基盤整備によって構築され
る構造物にはコンクリートが多用され、その構造物には経済性、安全
性、供用性、耐久性および環境負荷低減性などが要求される。本科目
では、複合材料であるコンクリートへ廃棄物を有効利用するための、
材料評価システム、環境評価システムおよびこれを構造物へ用いる場
合の耐久性設計や長期耐久性評価システムなどについて修得する。さ
らに、修士論文のとりまとめにおいて環境負荷低減効果の評価を行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境負荷設計の考え方を理解するとともに修士論文の作成および学会
発表が行えるようになることを目的とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート２回（２０％）、中間（３０％）と最終段階におけるプレゼ
ンテーション（５０％）により評価

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

土木学会コンクリート標準示方書、環境白書

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

土木学会コンクリート標準示方書「維持管理編」および土木学会「コ
ンクリート構造物の環境性能照査指針」に目をとおしておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
第1回～第７回　産業廃棄物の不法投棄の現状に関する資
料整理および建設廃棄物のリサイクルの現状に関する文献
調査を行うとともに修士論文テーマの選定

第８回～第１５回　コンクリート構造物の環境設計に関す
る既往の研究成果のとりまとめおよび学会論文発表作成
後期
第１６回～第２３回　リスクマネジメントやＬＣＡ評価手
法に基づく維持管理計画の作成および環境評価システムの
構築

第２４回～第２９回　耐久性設計や長期耐久性評価システ
ムにおける未利用資源の有効性の検討および修士論文作成

第３０回　修士論文報告および評価



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H61052-01資源循環工学特別実験・実習

通年 4  1 授業形態:実験添田　政司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラム・ポリシーの総合的視野を深めるため、環境保全の観
点から省資源や資源循環型社会を構築することは必要であり、そのた
めに建設関連産業から排出される廃棄物などの未利用資源の有効利用
が望まれている。一般に、社会基盤整備によって構築される構造物に
はコンクリートが多用され、その構造物には経済性、安全性、供用
性、耐久性および環境負荷低減性などが要求される。本科目では、複
合材料であるコンクリートへ廃棄物を有効利用するための、材料評価
システム、環境評価システムおよびこれを構造物へ用いる場合の耐久
性設計や長期耐久性評価システムなどについて修得する。さらに、修
士論文のとりまとめにおいて環境負荷低減効果の評価を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境負荷設計の考え方を理解するとともに修士論文の作成および学会
発表が行えるようになることを目的とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート２回（２０％）、中間（３０％）と最終段階におけるプレゼ
ンテーション（５０％）により評価

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

土木学会コンクリート標準示方書、環境白書

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習では、土木学会コンクリート標準示方書「維持管理編」およ
び土木学会「コンクリート構造物の環境性能照査指針」に目をとおし
ておくこと。事後学習では、本講義の内容に関する研究論文を収集し
理解度を向上しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
第1回～第14回　産業廃棄物の不法投棄の現状に関する資
料整理および建設廃棄物のリサイクルの現状に関する文献
調査を行うとともに修士論文テーマの選定

第15回～第30回　コンクリート構造物の環境設計に関する
既往の研究成果のとりまとめおよび学会論文発表作成
後期
第31回～第46回　リスクマネジメントやＬＣＡ評価手法に
基づく維持管理計画の作成および環境評価システムの構築

第47回～第59回　耐久性設計や長期耐久性評価システムに
おける未利用資源の有効性の検討および修士論文作成

第60回　論文報告および評価



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H61601-01資源循環総合演習

前期 6  1 授業形態:演習柳橋　泰生、添田　政司、田中　綾子、樋口　壯太郎、山本　俊浩、武下　俊宏、鈴木　慎也

◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラム・ポリシーの「様々な環境問題の理解を深めとともにコ
ミュニケーション能力の向上を目指す」ことを目的に、ガイダンスの後、
先ず、資源循環・環境分野に関する講義をオムニバス形式で行う（事前講
義）。次に、事前報告会を開催し、演習に入る前における低炭素社会、自
然共生社会、資源循環社会等持続可能な社会の構築に関する考えを報告す
る。
　その上で、資源循環・環境分野に関するテーマを4つ設定(うち１つは学
生企画)し、各テーマ毎にﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸを実施する。各自、書物やインター
ネットから情報を収集し、ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸの前に学生間で討議を行い(事前討
議）、見学目的を各自明確にし、ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸを実施し（見学）、バックグ
ランドの異なる学生同士が議論を行い(事後討議）、最後に教員のアドバ
イスを参考に各自が報告を行う。これをテーマ毎に繰り返す。これに加
え、学生自らがテーマを設定して進める学生企画を行う。
　最後に、演習の総括として、演習を実施した後における循環型社会の構
築に関する考えを報告する。事前報告と比較することにより、本演習の効
果を把握する。
　九州地域は、水俣病、カネミ油症、大気汚染、炭塵肺等々、20世紀の代
表的な公害病を経験した世界屈指の地域であり、公害ｱｲﾗﾝﾄﾞともいえる。
そして、数多くの苦汁を経験した後、環境立県へ脱皮しつつある地域でも
ある。こうした中で、アジアの玄関口として数多くの国際協力を実施する
と共に３ヶ所のエコタウンの設置によって、数々の環境産業の創設を目指
し、国内外の研究者や技術者を育成しつつある。ここには、環境問題解決
のための体験から生まれた重要な人材が集積されている。本総合演習は、
実践的研究者の育成を目的として上記の既設の環境産業の諸施設や地域活
動の場における体験学習を中心に行うものである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・資源循環・環境関連の基礎知識を習得する。
・討議や報告を通じて、論理的な記述力、口頭発表能力、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力
等を高める。
・学生企画を通じて、自主的に学習し、与えられた制約下で計画的に仕事
を進めていく能力を身につける。
・全体を通じて、自ら課題を見出し、解決策を検討し、それを発表するこ
とができるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　最終報告書及び最終報告会における発表や質疑応答を中心に、学生企画
を含む4つの個別演習における報告及び討議における対応等を加味して、
担当教員全員で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　事前講義時に教員からプリントを配布する。また参考文献の紹介を行
う。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　各見学先では積極的に質問し、文献や参考図書等では得られない情報を
収集することに心がけること。また、報告では各自A4、4ページ程度のレ
ジュメを作成し、パワーポイントを用いて15分/人程度の発表を行うの
で、その準備をきちんと行うよう心がけること。
　演習をより一層効果的なものとするため、事前学習として、十分に時間
をかけて（1回当たり2時間程度を目安に）、テーマ毎に文献や参考図書を
調べておくとともに、報告の準備を討議や見学に基づいて入念に行うこ
と。毎日2時間を目安とする。
　また、事後学習として、十分に時間をかけて（1回当たり2時間程度を目
安に）、討議や見学の成果をその日のうちにまとめておくとともに、報告
についてなされたコメント等を踏まえた報告内容の修正を行っておくこ
と。毎日2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.資源循環総合演習オリエンテーション（2回）
2.事前講義（全17回）
　分野別演習のテーマに関連する内容について、4月に以
下の事前講義を行う。
　(1)環境政策概論（柳橋／2回）
　(2)化学と環境（武下／2回）
　(3)材料リサイクル（山本／3回）
　(4)廃棄物処理処分（田中／2回）
　(5)環境修復（樋口／2回）
　(6)建設リサイクル（添田／2回）
　(7)資料解析演習（添田／1回）
　(8)エネルギーと環境（山本／2回）
3.分野別演習
　(1)事前報告に関する検討・相談会（2回）
　(2)事前報告（2回）
　(3)分野別演習Ⅰ（廃棄物処理処分）（全14回）
　　1)事前討議（5回）
　　2)施設見学（1日）※1
　　3)事後討議（2回）
　　4)報告会（2回）
　(4)分野別演習Ⅱ（リサイクル）（全17回）
　　1)事前討議（5回）
　　2)施設見学（1日）※1
　　3)事後討議（5回）
　　4)報告会（2回）
　(5)分野別演習Ⅲ（公害）（全17回）
　　1)事前討議（5回）
　　2)施設見学（1日）※1
　　3)事後討議（5回）
　　4)報告会（2回）
4.中間報告（2回）
5.共同調査
　(1)グループ編成と調査分野の検討（3回）
　(2)予備調査に基づくテーマや課題又はRQの検討（5回）
　(3)共同調査企画書の提出（2回）
　(4)調査方法の検討（3回）
　(5)分担の決定と野外調査企画書の提出（5回）
　(6)分担調査の実施1（1日）
　(7)分担調査の実施2（1日）
　(8)共同調査の中間報告（2回）
　(9)見学等の野外調査の事前討議（5回）
　(10)見学等の野外調査の実施（2日）※2
　(11)見学等の野外調査の事後討議（5回）
　(12)共同調査結果報告（2回）
6.最終報告（2回）

※1回は1時限分、1日は5時限分
※担当者名を明記していない講義は、全担当教員が参加し
て指導にあたる

※1）分野別演習の施設見学は担当教員が分担し、1日あた
り2人の教員がそれぞれ1日ずつ引率にあたる
※2）見学等の野外調査の実施は履修者(学生)のみ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H61610-01実践的環境教育総合実習Ⅰ

集中後期 2  1 授業形態:実習柳橋　泰生、添田　政司、田中　綾子、樋口　壯太郎、鈴木　慎也、甲斐　勝二、広瀬　貞三、山本　俊浩、梶山　喜一郎、武下　俊宏

◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラム・ポリシーの「実践型の人材の育成」の一環として、
特別研究及び特別実験・実習に係る修士論文の研究に関連する企業や
研究所等において、1週間程度の実務研修（就業体験）を行う。実務
研修においては、研修の目的にあった研修先及び研修内容の選定が重
要であるので、研修先、研修内容及び研修先との協議等の研修準備に
ついて指導する。また、研修終了後の研修報告書の作成及び報告会で
の発表について指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　自分が研究している分野に関し、実社会ではどのようなことが行わ
れているか、その一端を体験することにより、広い視野の下での修士
論文の作成に資することを目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研修報告書（80%）及び研修報告会における発表や質疑応答
（20%）を基に担当教員全員で総合的に評価する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研修に際し、旅費を自己負担する必要がある。１週間の短い研修を
より有効なものとするため、十分な事前学習及び事後学習を行うこと
が肝要である。具体的には、事前学習として研修先の業務内容等につ
いて把握し、社会人としての一般常識を身につけておくこと。事後学
習として研修先での重要習得事項はその日のうちにまとめ、研修報告
書作成に役立てること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．研修先の選定(1回)
２．研修先での重点習得事項の整理(4回)
　・修士論文研究の現状把握
　・研修先の研究内容の把握
　・研修先で実施可能な事項のリストアップ
　・重点習得事項の選定
３．研修内容等に関する研修先との協議(1回)
４．研修準備(3回)
　・研修依頼及び覚書等の各種書類の作成
　・研修工程計画の作成
　・社会人基本マナーの把握
５．研修先での研修　(7日間、20回)
　　実質5日間、1日＝4回として20回
６．研修報告書等の作成(4回)
　・研修報告書の作成
　・研修報告概要の作成
　・報告会PPTの作成
　・プレゼンの予行演習
７．研修報告会での発表(2回)
　　2時限分を使用して実施する。

※５を除き、授業は、担当教員全員による指導となる。(1
回当たり1時限分の授業）
＜全30回＝15回／2単位×2＞



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H61620-01実践的環境教育総合実習Ⅱ

集中後期 2  2 授業形態:実習柳橋　泰生、添田　政司、田中　綾子、樋口　壯太郎、鈴木　慎也、甲斐　勝二、広瀬　貞三、山本　俊浩、梶山　喜一郎、武下　俊宏

◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラム・ポリシーの「国際化にも対応できる総合的視野を
持った実践型の人材育成」の観点から、各専修の指導教員による特別
研究及び特別実験・実習に係る修士論文の研究に関連する海外の企業
や研究所等において、1週間程度の実務研修（就業体験）を行う。実
務研修においては研修の目的にあった研修先及び研修内容の選定が重
要であるので、研修先、研修内容及び研究先との協議等の研修準備に
ついて指導する。また、研修終了後の研修報告書の作成および報告会
での発表について指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　自分が研究している分野に関し、海外ではどのようなことが行われ
ているか、その一端を体験することにより、国際的な視野の下での修
士論文の作成に資することを目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研修報告書（80%）及び研修報告会における発表や質疑応答
（20%）を基に担当教員全員で総合的に評価する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研修に際し、旅費を自己負担する必要がある。1週間の短い研修を
より有効なものとするため、事前及び事後学習を十分に行うことが肝
要である。具体的には、事前学習として研修先の業務内容等について
把握しておくとともに、研修先の国や地域の文化・習慣等について学
習しておくこと。事後学習として研修先での重要習得事項はその日の
うちにまとめ、研修報告書の作成に役立てること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．研修先の選定(1回)
２．研修先での重点習得事項の整理(4回)
　・修士論文研究の現状把握
　・研修先の研究及び業務内容の把握
　・研修先で実施可能な事項のリストアップ
　・重点習得事項の選定
３．研修内容等に関する研修先との協議(1回)
４．研修準備(3回)
　・研修依頼及び覚書等の各種書類の作成
　・研修工程計画の作成
　・渡航先の文化・習慣等の把握
５．研修先での研修　(7日間、20回)
　　実質5日間、1日＝4回として20回
６．研修報告書等の作成(4回)
　・研修報告書の作成
　・研修報告概要の作成
　・報告会PPTの作成
　・プレゼンの予行演習
７．研修報告会での発表(2回)
　　2時限分を使用して実施する。

(1回当たり1時限分の授業)

※履修者指導教員は全1～7を担当する。
※6.研修報告書等の作成は全4回のうち、2回分を全員で　
　担当する。
※7.研修報告会での発表は全員で担当する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62013-01水圏生態学特論

集中前期 2  1 授業形態:講義本城　凡夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの「環境問題の理解」に基づき、水圏生態学
特論を履修する意義を提示し、水圏環境に生息する生物の生態特性に
ついて説明する。次いで、有害赤潮の発生機構、魚介類へい死機構お
よび被害防除対策について詳述後、有明海や瀬戸内海異変の内容と問
題点を解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　水圏生態学を受講することにより、環境と生物および生物と生物間
の自然環境で生じている相互関係の理解を深めることができる。ま
た、社会的環境問題に対する基本的な知識を習得できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート提出とし、レポートの内容（70％）と受講態度（30％）から
成績を評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

説明資料（図・表）を配付する。
海洋科学入門　ISBN 978－4－7699－1481－5
生物海洋学入門（第2版）ISBN 4-06-155220-1C3062
Biological Oceanography　ISBN 0-632-05536-7

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　講義で学んだ後、講義内容を教科書や新聞などで事後学習すること
により、さらに理解を深めることができる。また、水産庁や環境省の
ＨＰや雑誌等で、赤潮や有明海、瀬戸内海に関係する社会問題として
扱われている情報を収集するなど、事前学習を薦める。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．はじめに（水圏生態学を履修する意義）
２．水圏環境に生活する生物たち（基本的概念）
３．水圏環境に生活する生物たち（理解を深める）
４．基礎生産者（植物プランクトン）の活動（基本的概
念）
５．基礎生産者（植物プランクトン）の活動（理解を深め
る）
６．基礎生産者（植物プランクトン）の活動（その他の概
念）
７．有害赤潮（発生歴史と地理的分布）
８．有害赤潮（生物種と生理特性）
９．有害赤潮（生態的特徴）
１０．有害赤潮（発生予察と被害防除）
１１．水圏生態系の構造と機能（基本的概念）
１２．水圏生態系の構造と機能（理解を深める）
１３．「有明海・瀬戸内海異変」（歴史背景と問題点）
１４．「有明海・瀬戸内海異変」（研究内容の説明）
１５．「有明海・瀬戸内海異変」（海域再生に向けて）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62009-01水質管理システム特論

集中前期 2  1 授業形態:講義堀井　安雄
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの「総合的視野を持った実践型の人材の育
成」に基づき、水質管理システム全般について、基本的な考え方から
実務で役に立つ応用編まで、水処理システムの計画・設計と管理の手
法について、講義する。特に、高度処理を適用している水処理施設や
有害物質を含む廃棄物処分場の浸出水処理施設について、実施例を紹
介するか現場視察等でＯＪＴを行なう。また、高度水処理施設の設計
と管理技術については、今日的な課題と対策等を述べて、実践力のス
キルアップに努める。
　特に、ダイオキシン類や１.４ジオキサン等の微量有害物質対策につ
いては詳述する予定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　社会で通用する実践力ある人材（研究者、技術者）の育成を到達目
標としている。水処理分野の研究課題や技術課題を自らが見出して、
その課題の対策案を自らが考え出し、その対策案の実証試験かシミュ
レーションを自らが検証できるような人材の育成を目指す。
　具体的には、過去の水処理分野の課題とその対策方法を知ることに
より、水処理システムの計画と管理が理解することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への出席率、授業態度、輪読の正確性、授業中の質問＆回答内容
等授業中評価（70点）と課題レポート評価（30点）の合計点（満点
100点）で総合評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

講義時にテキストを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　準備学習としては、講義時配布するテキストの次回講義分を事前に
見て頂き読めるようにしておくこと。また、社会での実践力を強化す
るために、現場の今日的課題を出すので、解決案を作成してレポート
して頂くことで、スキルアップを計る。準備学習・事後学習共に、講
義テキストを各日1～2時間程度、2日間の学習を計画的に行うこと
で、より理解を深めることができるように配慮すている。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

集中前期
§１．はじめに(1～2回)
　第１回　水処理管理の意義
　第２回　水質管理のための基礎知識
(水の特性及び各種反応)
§２．水処理施設の計画（3～5回）
　第３回　生物処理
　第４回　物理化学処理
　第５回　高度処理
§３．水処理施設の管理(6～8回)
　第６回　生物処理
　第７回　物理化学処理
　第８回　高度処理
§４．水中の有害物質対策(9～11回)
　第９回　有害重金属対策
　第10回 微量有害有機物質対策
　第11回 未規制有害物質対策
§５．水処理事例(12～14回)
　第12回 不法投棄現場の環境修復における対策事例と課題
　第13回 最終処分場の水処理事例と課題
(オープン型)
　第14回 最終処分場の水処理事例と課題
(クローズド型)
§６．総括と総合演習(15回)

◎－－－　備考欄　－－－◎

　学会出席や修士論文作成のためのフィールドワーク等、
やむを得ぬ理由での授業欠席は、課題レポートの提出で補
完評価する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62001-01耐久性制御工学特論

前期 2  1 授業形態:講義添田　政司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

コンクリートは，社会資本整備の重要な役割を成してきたが、今後10
～15年間に我が国の社会ストックの中に占める高齢化構造物が急激に
増加することが懸念されている。構造物の損傷には、その損傷を引き
起こした理由・要因が必ずあり、その補修においては、要因を突き止
めるとともに、その要因に対して適切な処置を施す対応が必要とな
る。
　そこで、本講義では、カリキュラム・ポリシーの「専門分野の先端
的な知識や技術を修得する」の一環として、コンクリートの耐久性設
計の考え方を講義するとともに、構造物の総合的なマネジメントに寄
与する点検システムや維持管理システムについて講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

コンクリートの劣化機構を理解するとともに構造物の維持管理手法の
考え方を理解するところに目標を置く。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート2回（５０％）、最終段階におけるプレゼンテーション（５
０％）により評価

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

土木学会コンクリート標準示方書「維持管理編」

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習では土木学会コンクリート標準示方書「維持管理編」を読ん
で不明な点を整理しておくこと。事後学習では、実構造物の現状評価
を確認しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．耐久性設計の考え方（設計方法の変遷）
２．耐久性設計の考え方（設計方法の特徴）
３．一般的な維持管理の考え方（管理手法の特徴）
４．一般的な維持管理の考え方（管理手法の課題）
５．維持管理区分の種類とその内容
６．点検方法の種類とその手法
７．身近な構造物の劣化調査方法
８．身近な構造物の劣化度評価方法
９．劣化機構の種類
１０．各劣化機構の考え方
１１．劣化要因 の判定
１２．劣化予測
１３．劣化対策方法（ひび割れ補修）
１４．劣化対策方法（断面修復）
１５．構造物の劣化調査報告



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H61301-01地域環境特別研究

通年 8  2 授業形態:演習樋口　壯太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　修士論文テーマについてその作成に向けて研究、実験等を行う。カ
リキュラム・ポリシーの「専門分野の先端的な知識や技術の習得」に
基づき、
実験系テーマを選択したものは北九州市の資源循環・環境制御システ
ム研究所および周辺の実証研究施設を用いて実験を行う。
ソフト系テーマを選択したものは七隈キャンパスおよび北九州学術研
究都市キャンパスにて研究を行う。担当教員は建設コンサルタント勤
務時代に実務経験を有し、その経験を活かした講義を行う。
進捗状況について毎週、ゼミ形式で報告とディスカッションを行な
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

選定したテーマについてその社会的背景、既存の研究等を把握し研究
テーマの新規制、社会的有用性について理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

論文内容（50％）、プレゼンテーション能力およびディスカッション
能力（50％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

関連する他の研究事例プリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：修士論文テーマに関連する文献資料を検索し、よく読んで
おくこと。また文献データベースを作成し、いつでも活用できるよう
にしておく。2時間を目安とする。
事後学習：新しい文献を調査し、文献データベースの追加、更新を行
う。2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

学生は原則、毎週月曜日、個別のテーマについて進捗状
況、課題等について報告する。その報告内容について指導
を行なう。
また月1回社会人、D,M-1,M-2を交えた中間報告会を開催す
る。
　４月　文献収集、ディスカッション
　５月～８月　研究着手
　９月　発表論文作成
　１０月～１１月　研究
　１２月～３月　修士論文作成
以上の内容を年間120回以上の授業に相当するように実施
する。

なお、「資源循環総合演習」担当の都合上、火曜日の現場
見学引率担当日（1回）の授業については、受講生と相談
のうえ日程を振替えて実施する。

◎－－－　関連URL　－－－◎

樋口研究室
(http://www.cis.fukuoka-u.ac.jp/̃higuchis/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62060-01中国文化環境特論

後期 2  1 授業形態:講義甲斐　勝二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　カリキュラムポリシーの「さまざまな環境問題の理解を深める」に
基づきこの特論では、中国の生態環境の保全をテーマにした「生態文
学」の概説書を一緒に読み，文学からの環境問題へのアプローチを考
えてもらいたい。
　扱うテキストは《生態文学》（劉青漢　人民出版社　2012）の第2
章「生態文学における文化資源」、及び中国の生態文学の解説となる
第5章、第6章，第7章である。
　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　1　文学が扱う環境問題を考えられるようになる。
　2　発展途上国における環境問題について知る。
　3　毎時間求められるレポートや発表を通して批評力と日本語表現
力が向上する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各授業で取り扱う部分の概括とそれに対する意見、及びそれをまと
めて毎回授業後に提出するレポート（計十三回の予定）で評価する。
評価の基準は、授業で扱う当該部分の記述が理解できていること、ま
たそれに対して自分の意見が説得的に述べられているかによる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：人民文學出版社『生態文学』劉青漢編　2012
参考書：石牟礼道子『苦海浄土』、スペトラーナ・アレクシエービッ
チ、『チェルノブイリの祈り』、レイチェル・カーソン『沈黙の春』
などの文学作品。また　有斐閣アルマ　加藤尚武編『環境と倫理』・
蒼蒼社『環境問題のデパート中国』小柳秀明・　岩波新書　定方正毅
『中国で環境問題に取り組む』・中公新書　佐倉統『現代思想として
の環境問題』・ソフトバンク新書『中国汚染』等など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前学習はテキストの理解に2時間程度を目安とし、事後学習もレ
ポートの制作に2時間程度を目安としている。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　オリエンテーション
　　　　　中国文化環境を巡る諸問題杜生態文学
第２回『生態文学』第2章第1節
　　　　講読と検討
第３回『生態文学』第2章第2節
　　　　講読と検討
第４回『生態文学』第2節第3節
　　　　講読と検討
第５回『生態文学』第5章第1節
　　　　講読と検討
第６回『生態文学』第5章第2節
　　　　講読と検討
第７回『生態文学』第5章第3節
　　　　講読と検討
第８回『生態文学』第6章第1節
　　　　講読と検討
第９回『生態文学』第6章第2節
　　　　講読と検討　
第10回『生態文学』第6章第3節
　　　　講読と検討　　　
第11回『生態文学』第6章第4節
　　　　講読と検討
第12回『生態文学』第7章第1節
　　　　講読と検討　
第13回『生態文学』第7章第2節　
　　　　講読と検討
第14回『生態文学』第7章第3節
　　　　　　　　　　
第15回まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62014-01土壌生態学特論

前期 2  1 授業形態:講義田中　綾子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　昨今、地球環境の悪化が顕在化し、地球環境問題への対応が急務と
なっている。地球環境は、地球のサブシステムである水圏、大気圏、
土壌圏及び生物圏の相互作用によって作られており、それらシステム
や相互作用を理解し、行動することが地球環境の保全にとって重要で
ある。本講義では、カリキュラムポリシーの“環境問題の理解を深め
るとともに、総合的視野を持った実践型の人材の育成”を目指した講
義であり、以下の内容を学習する。
1)われわれ人間を含む多くの生物が生活している土壌について、その
土壌の形成機構や土壌が有する機能、土壌劣化の現状、その主な原因
である環境問題とその影響を学ぶ。
2)土壌形成及び公益機能を担っている土壌生態系について学ぶ。
3)土壌機能を維持するための土壌環境の保全技術や破壊された土壌機
能を回復させるための修復技術について学ぶ。
4)土壌環境保全に関する討議を通して、環境配慮行動にとって重要な
行動計画の立案を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

土壌環境の現状を理解し、その解決のための手法及び技術を習得する
ことによって、環境配慮行動ができるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義内容の理解度（講義中の質疑に対する回答内容）50％、課題レ
ポート50％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：講議時に配布する資料
参考文献：環境土壌学/4-254-10119-8，新・土の微生物
（４）/4-8268-0177-7，コンサイス土壌学/4-8268-0101-7

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

土壌物理・化学・生物的反応プロセスなど広範な分野について講義す
るため、関連図書を読み基礎知識を事前に習得しておくこと。講義後
には、講義内容で理解できなかった言葉や生物反応プロセスについて
関連図書を調べ、理解する。これを１日に数時間程度計画的に行うこ
とにより、理解を深めることができる。また、講師への質問も積極的
に行うにより、理解度を上げることができる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．土壌の性状とその起源
２．土壌の生化学Ⅰ（有機物の分解と分解微生物）
３．土壌の生化学Ⅱ（窒素の代謝と関連微生物）
４．土壌の機能
５．土壌における物質の循環
６．土壌劣化の現状
７．土壌の生態系Ⅰ（土壌生態系の分類とその特徴）
８．土壌の生態系Ⅱ（生物群集の相互作用）
９．地球温暖化の土壌生態系への影響
１０．土壌汚染:重金属汚染
１１．土壌汚染：大気汚染と酸性雨の影響
１２．土壌汚染:農薬とPOPs
１３．土壌環境保全修復技術
１４．荒廃土壌の修復技術
１５．土壌生態系保全のための人間の役割について討議



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62004-01廃棄物管理システム特論

前期 2  1 授業形態:講義樋口　壯太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

カリキュラム・ポリシーの「様々な環境問題の理解を深める」一環と
して、排出抑制からはじまる廃棄物管理について排出抑制、収集運
搬、処理、処分、資源化、施設立地およびこれら各プロセスのLCC,
LCA等について学ぶ。
わが国は少子高齢化社会を迎えかつ今後人口も減少して行くことが予
想されている。このなかで東京や福岡のような人口集中地域と過疎化
が進む地域に分かれる。前者はこれまでの廃棄物管理に加えより一層
の排出抑制が求められる。後者は社会資本を効率よく機能させるため
のコンパクトシティ化が求められる。このような将来の様々な都市形
態に応じた合理的な廃棄物管理が求められている。担当教員は建設コ
ンサルタント勤務時代に実務経験を有し、その経験を活かした講義と
する。本科目では廃棄物管理の基本を学び、これらの変化に対応した
廃棄物管理計画の在り方について考える力をつける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自治体や企業の廃棄物処理計画の一部である廃棄物量の将来予測およ
び施設規模設定ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準はレポートとプレゼンテーションによる。評価基準はレポー
ト（50％）、プレゼンテーションおよびディスカッション状況
（50％）とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは毎回関連プリントを配布する。
参考文献：廃棄物管理に関する学会誌（廃棄物資源循環学会等）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：廃棄物管理は都市計画との関連が深いので都市計画論や人
口予測等についての書籍、文献を読んでおくこと。また講義により人
口予測や廃棄物量予測の演習を行うが、特に予測前のデータ整理法に
ついては予習しておくこと。2時間を目安とする。
事後学習：論文や報文を調査し、新しい情報を入手しておくこと。2
時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回．廃棄物管理とは何か
第２回．排出量と排出抑制
第３回．収集運搬計画
第４回．中間処理－1
第５回．中間処理－2
第６回．最終処分－1
第７回．最終処分－2
第８回．最終処分－3
第９回．灰リサイクル
第10回．プラスチックリサイクル
第11回．有機性バイオマスの活用
第12回．副生塩リサイクル
第13回．不法投棄対策
第14回．海外の廃棄物管理
第15回．総括

◎－－－　関連URL　－－－◎

樋口研究室
(http://www.cis.fukuoka-u.ac.jp/̃higuchis/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-H030H62039-01廃棄物資源循環工学特論

後期 2  1 授業形態:講義鈴木　慎也
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　環境工学を学ぶにあたっては、知識を身につけるだけではなく、そ
の「知識の使い方」を身につけてこそ、目的に到達したことになる。
とりわけ、固体物質としての廃棄物の処理だけでなく、燃焼時に発生
する排ガス(気体)処理、埋立処分場における浸出水(液体)処理など、広
範な知識と技術が求められる廃棄物資源循環の分野においては必要不
可欠なものである。
　本講義においては、カリキュラムポリシーの“総合的視野を持った
人材の育成”に基づき、各種汚染物質が環境に与える影響を学びつ
つ、それを工学的にどう制御するかを中心に学ぶ。今日、わが国の大
学で「環境工学分野」の授業科目として教えられている内容は、現代
的な問題としての中身の変革が絶えず求められている。従前の水や排
ガス処理を中心としたものから、化学物質による健康リスクなどに至
るまで、刻々と評価が変わる最先端分野である。それら最新の問題へ
の足がかりを提供する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　循環型社会を構築するための対応策、その処理技術の基本的事項を
理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各章毎に、内容理解のための演習課題もしくはレポート課題を与え
る。その演習課題の得点、レポート課題の内容をもとに評価する。
演習(50%)、レポート内容(50%)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

教科書：「図説わかる環境工学」渡辺信久・岸本直之・石垣智基著　
株式会社学芸出版社　ISBN-978-4-7615-2444-9

参考書：「リサイクル・適正処分のための廃棄物工学の基礎知識」　
田中信壽著　技報堂出版　ISBN-978-4-7655-3189-4
「3R・低炭素社会検定公式テキスト[第2版]」　3R低炭素社会検定実
行委員会編著　ミネルヴァ書房　ISBN‒978-4-623-07215-6

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

到達目標の達成のため、まず教科書、筆記用具、ノートを必ず持参
し、板書の内容は、各自ノートに取りまとめておくことが求められ
る。このことにより、講義内容の理解度は格段に向上する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．環境化学物質の環境運命を予測する　化学物質の規
制・コンパートメントモデル
2．環境化学物質の環境運命を予測する　分配係数と濃
度・分解と相間移動
3．環境化学物質の環境運命を予測する　モデルの線形性
4．リスクを考える　リスクの大きさの表現方法
5. リスクを考える　リスク係数の使用
6．リスクを考える　天然起源のリスク
7．エネルギーをマクロにとらえる　熱工学の基礎・燃焼
エネルギー
8．エネルギーをマクロにとらえる　熱エネルギーと動力
エネルギーの変換
9．エネルギーをマクロにとらえる　エネルギーの持続可
能性
10. 環境システム解析の基礎　物質収支の考え方・環境シ
ステム解析法とその応用
11. 環境システム解析の基礎　物質の移動―移流と拡散
12. 環境システム解析の基礎　物質の生成・消失―生成項
13. 熱力学的方法　環境分野の熱力学とは・pHの計算方法
14. 熱力学的方法　金属水酸化物の沈殿と溶解
15. 熱力学的方法　雰囲気の概念・データの入手方法

◎－－－　関連URL　－－－◎

廃棄物資源循環工学特論ウェブサイト
(http://www.tec.fukuoka-u.ac.jp/tc/labo/suiri/
recyclingecotechnology_G.htm)


