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卒業論文
● 環境生態学科
0711001	 赤壁　　咲	 琵琶湖湖岸砂浜帯における付着藻類の現存量と光合成速度の鉛直分布
0711002	 赤松由美子	 代かき時に宇曽川河川水へ流出する農業濁水の物理・化学的特徴
0711003	 飯島聡一郎	 森林土壌における温暖化ガス発生・吸収速度の空間変異と制御要因
0711004	 石丸　　薫	 農地周辺におけるニホンジカの植生利用特性
0711005	 井上　龍一	 活断層地域山地小流域における破砕帯の分布
0711006	 太田　洋平	 琵琶湖北湖沖帯における気象イベントに対する植物プランクトン一次生産の応答
0711008	 小川　千歳	 琵琶湖における溶存無機窒素の起源推定に関する基礎的研究
0711009	 籠　　　洋	 サギコロニー放棄前後の地表性コウチョウ群集の変化
0711011	 木下　　彩	 水田履歴とその土壌から出現する動物プランクトンの動態の関係
0711012	 栗林　修太	 藻類が過剰繁茂する環境水のエスロゲン活性起源物質の解析
0711014	 澤厳　　景	 活断層山地小流域における斜面表層崩壊
0711016	 清水　大枠	 高島市勝野付近における温位分布の特徴
0711017	 高山あずみ	 寄生虫の存在と宿主の体組織の重金属濃度の関連性
0711020	 中尾　謙太	 彦根東部地域における地質と起伏量および谷密度の関係
0711021	 中川　　潤	 カワウの地上営巣地における植生と土壌特性
0711023	 西口　　茜	 滋賀県立大学圃場実験施設自然植生区における植物珪酸体
0711024	 西村　龍彦	 琵琶湖水系における吸虫の隠蔽種
0711025	 野崎　尚吾	 琵琶湖南湖における枕水植物群落の現状把握～魚群探知機を用いた新たな試み～
0711026	 濱田　佳奈	 外来種コモチカワツボの生態的・遺伝的特性
0711027	 平原　史登	 琵琶湖における Daphnia 属２種の体長とアユの摂食選択制の関係
0711028	 藤本　悠司	 高曝露群ゲンゴウロウブナに着目した藻類起源エストロゲン曝露シナリオの評価
0711029	 堀江　清吾	 滋賀県北部における渓流水中硫酸イオンの起源解析
0711030	 柳沼　勇多	 湖水中のFe（Ⅱ）定量法改良および琵琶湖における鉛直分布に与える生物活動の影響
0711031	 吉村　　葵	 琵琶湖北湖における湖底堆積物による溶存酸素消費の特徴
0611011	 川畑　幸樹	 水生植物の繁殖器官の形成と貯蔵でんぷん量の推移との関係
0611022	 西村　拓朗	 彦根城濠における下水処理水の影響と評価

● 環境政策・計画学科
0712001	 石原　誠太郎	 	彦根市中心部における交通渋滞緩和に向けた観光循環バスの利用促進への検討　

―彦根市ご城下巡回バスを対象にして―
0712002	 伊藤　優希	 	地方都市商店街の再開発事業と活性化に関する研究
	 	 ―彦根市四番町スクエア商店街を事例として―
0712003	 入江　紗恵子	 ライフヒストリーに着目した環境家計簿継続的記帳者における継続プロセス
0712004	 大松　麻未	 	KES 先進企業の環境活動の実態把握と段階区分
	 	 ―中小企業の簡易 ISO 有効活用に向けての研究―
0712005	 岡　卓也	 産地証明材「びわ湖材」の流通に関する研究
0712006	 尾嶋　友美	 	農村集落における地域環境資源と環境意識の関係性がまちづくり活動に及ぼす影響
	 	 ～滋賀県彦根市下石寺集落におけるケーススタディ～
0712007	 小田井　淳子	 	都市緑化施策における住民活動支援に関する研究
	 	 －兵庫県神戸市の公園を対象として－
0712009	 鎌田　遥香	 	集落コミュニティによる水路再生活動方法に関する研究
	 	 ～滋賀県内の事例を対象として～
0712010	 川口　茉希	 	滋賀県における反対型環境運動の歴史
	 	 －びわ湖自然環境ネットワークと参加団体の活動を中心として－
0712011	 川津　優貴	 	琵琶湖に対する滋賀県民意識（世論）の変遷に関する研究
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0712012	 河原田陽介	 	滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例の成立過程とその評価に関す
る研究

0712014	 北　　朋子	 	食品リサイクル法「再生利用事業計画認定制度」に基づく食品リサイクルループ
の実施実態に関する研究

0712015	 清山　風人	 	琵琶湖流域圏における府県別新聞報道に見る琵琶湖の水質・水量に関する記事の
比較調査

0712018	 阪井　紗代	 障がい者福祉作業所によるリサイクル製品製造事業の改善方法の提案
0712019	 島　　由弥	 有料貸出型屋上菜園の事業立ち上げ方法に関する考察
0712020	 鈴鹿　友之	 産廃税条例の実施実態の把握と効果の検証
0712022	 田村　　翔	 コミュニティファンドの寄付金用途指定の仕組みに関する研究
0712023	 辻　　　葵	 	棚田オーナー制度による棚田保全の可能性
	 	 －滋賀県大津市仰木平尾地区を事例として－
0712024	 辻　　圭祐	 大学における省エネルギー行動の推進方法に関する研究
	 	 －愛知教育大学・東京大学を対象として－
0712025	 坪田　恭平	 	中心市街地活性化を契機とした都市福利合築施設をめぐる合意形成
	 	 －滋賀県守山市を事例として－
0712026	 中井　栄緒	 滋賀県における農家民宿・民泊の普及を図るための民泊ガイドラインの提案
0712027	 中村　友子	 まちづくりにおける未来予想絵図の効果と限界に関する研究
0712028	 西岡　直祐	 高等学校における環境教育の実施状況をめぐる実態と課題
	 	 －京都市と滋賀県の高等学校を対象にして－
0712029	 西﨑　圭祐	 	市民共同発電所および市民出資型発電所による太陽光発電設備の設置が環境意識

に与える影響についての研究　－スポーツ施設への導入を事例として－
0712030	 二宮　健太	 県外からの産業廃棄物搬入に対する流入抑制措置の施行実態および実施実態の把握
0712031	 波田埜琢士	 企業における使用済み衣料の回収等の実施実態に関する研究
0712033	 林　　直哉	 滋賀県内における森林認証普及の可能性に関する研究
	 	 － SGEC（『緑の循環』認証会議）認証を対象として－
0712034	 菱谷　昌弘	 豆腐製造事業所におけるおからの処分・利用の実態
0712035	 日比　大希	 環境影響評価条例の対象事業における情報交流に関する研究
	 	 －電子形式に着目して－
0712036	 三田恵理子	 ふれあい・いきいきサロンにおける「担い手の不足」に関する一考察
	 	 －滋賀県彦根市の活動分析から－
0712037	 三和　　洸	 伝統産業産地における産地構造の変化と課題
	 	 －京友禅産地を対象として－
0712038	 森　万由香	 都道府県単位でのレジ袋削減に関する自主協定の実施実態の把握及び拡大への方策
0712039	 山﨑啓太郎	 滋賀県の各流域森林づくり委員会の県民協働活動についての研究
0712040	 山田　晴人	 	企業におけるエコドライブ活動の現状と有効な取り組みについての研究
	 	 －近畿地方におけるエコドライブ活動の分析から－
0712041	 吉岡　智美	 駅における傘の貸出し利用実態把握および拡大の可能性に関する研究
0612010	 尾形　文章	 農村集落における女性によるコミュニティ・ビジネスの立ち上げ手法
	 	 ～全国の先進事例から～
0612016	 倉田　佳久	 	受け手の感性に着目した広告認知に関する研究
	 	 －環境問題の伝達効果を高めるために－
0612040	 森　　愛実	 	小学校音楽教科書掲載曲では動物がどのように扱われてきたか
	 	 －小学校６年生を対象として－

● 環境建築デザイン学科
0713001	 芦井絵利子	 制作　空のあいだで
0713002	 飯田　裕子	 制作　未完のギャラリー
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0713003	 生山　絵理	 研究　住空間における昼光照明の可能性－象徴的な光を住まいに－
0713005	 上西　慎也	 制作　隙間に住まう
0713006	 牛尾　玲華	 制作　お気に入りの可能性－限界集落のコミュニティセンター
0713007	 梅谷　敬三	 制作　郊外住宅地延命治療計画
0713009	 大江　真広	 制作　駅農－そう遠くない未来、皆が農業を楽しむ－
0713010	 大北　　篤	 制作　鳥取Ｒ計画
0713011	 大更　　曜	 制作　子育て商店街
0713014	 刈谷奈都紀	 研究　豊郷町吉田および安食地区の街路空間の構成パターンに関する比較研究
0713015	 菅野　愛美	 制作　drifting	rhapsody －新しい都市風景と場所の獲得－
0713016	 北川　雅人	 制作　始まりを告げる丘－愛荘町活性化プロジェクト－
0713017	 北川　真悠	 研究　ヴォールト天井の断面形状と間接照明光が与える心理効果に関する研究
0713018	 北村　敏城	 制作　水と木と－交わりの拠点－
0713019	 木原　己人	 制作　のびゆく学び家－教育から共育へ－
0713020	 木村みなみ	 研究　彦根・芹町における伝統的町並み保存修景についての研究
0713021	 河野菜津美	 制作　明日の産業特区
0713023	 小谷　未希	 研究　鉄骨併用木造軸組の実大振動台実験
0713024	 小山菜々美	 制作　よりみち－高齢者の暮らしへ－
0713025	 斉藤　雪乃	 制作　踊りの和の中へ－故郷を流れ歩く－
0713026	 桜井　　藍	 制作　依存住居
0713028	 澤　　修平	 研究　小規模寺社建築の耐震性能に関する研究－時を永らえる建築へ－
0713029	 重森　　梓	 制作　あいうえおのまえに
0713030	 島上　雄次	 制作　residential	moat －歴史的生活空間の復元－
0713031	 髙田　和希	 制作　湖上の住処
0713032	 竹川　浩平	 	研究　平安時代の塔復元のための三次元設計システムの構築－法勝寺八角九重塔

を事例として－
0713033	 武智　友哉	 制作　茶エンコウジョウ計画－茶園と茶縁と茶援のある工場－
0713034	 田中　正紘	 制作　農縁生活
0713035	 堤　　健次	 制作　木とくらしをつなぐ散歩道
0713036	 所　　洸太	 制作　Energy	forest
0713037	 土居　正和	 制作　金津にて－石油関連遺産再生計画
0713038	 仲井　大智	 制作　かさなる町家－今、再び京都を木造都市へ－
0713039	 中田　哲寛	 制作　リュウボク・ダイマクシオン
0713040	 中村　敬介	 制作　びわ湖湖底遺跡博物館－湖底に想いを馳せて－
0713041	 長澤　優作	 研究　近代建築における日本風意匠の系譜についての研究
0713042	 西村　　眸	 	研究　非視覚的アフォーダンスによる行動が表現する環境イメージについての研

究－演劇『藪原検校』における行為図式の分析－
0713043	 橋本　健史	 制作　void	renewal －京都市役所再構－
0713044	 藤田　大樹	 制作　Overlayed	Programming
0713046	 堀　　　路	 研究　彦根市四番町スクエアにおける歩行者の経路選択に関する研究
0713048	 森田　健太	 研究　点字ブロックのＵＤ化に関する研究
0713049	 山田　香波	 制作　ヒューマンズマンション松尾
0713051	 宇留野元徳	 制作　変容する交通と建築の境界－車の街とよたにおけるケーススタディ－
0713052	 河内　佑介	 制作　巡・めぐる－子、親、地域が巡る－
0713053	 出口　拓磨	 制作　Hikone	Resident	Complex －モナドの家－
0613054	 八百山　和	 研究　『嵯峨流庭古法秘伝之書』にみる仏教思想の影響についての研究

● 生物資源管理学科
0714002	 浅野有紀子	 mPing	SCAR	マーカーを用いたイネの低硝酸吸収突然変異遺伝子のマッピング
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0714004	 荒川　淳子	 イネ－トウジンビエ間作体系の生産性の評価
0714006	 生田　　早	 無代かき・育苗箱全量施肥栽培による流出負荷削減効果について
0714007	 井上　瑠衣	 担子菌培養後のコーンコブミール培地の in	vivo 消化性
0714008	 岩井　光之	 水田より流下したフナ稚魚の分散と外来魚による食害
0714009	 王　　暁婷	 担子菌培養によるコーンコブミールの栄養価改善
0714010	 大倉　貴弘	 水耕栽培における PEG 施用による作物の品質向上について
0714011	 大野原由貴	 内湖の水質浄化について
0714012	 小川　恵未	 リン欠乏ストレスによって誘導されるイネ葉身の酸性ホスファターゼ遺伝子の解析
0714013	 奥澤　公哉	 イネ根から分泌されるリン欠乏誘導性の酸性ホスファターゼの定量法
0714014	 柿添　智哉	 琵琶湖流域の農村集落排水処理施設における PPCPs の環境動態
0714015	 加藤　　麗	 トウガラシ属植物のうどんこ病に対する抵抗性素材の選抜および感染過程の観察
0714017	 川野裕加里	 	集落営農法人の収益性と収益分配に関する研究
	 	 －担い手集中型と全員参加型の比較を中心に－
0714018	 川原　三和	 イネの低硝酸吸収突然変異体の硝酸反応
0714021	 木村　晋也	 	心土破砕・深層追肥ユニットによるダイズ中耕亀裂施肥の生育促進および増収効

果の検証
0714022	 久保　知聖	 木質におけるリグニン分解関連遺伝子群の発現様式
0714023	 熊野　翔太	 Phanerochaete	chrysosporium における遺伝子発現抑制系の開発
0714024	 藤岡美智子	 組織学的手法によるニンニクのくぼみ症発生機構の解析
0714025	 小林はるか	 Ceriporiopsis	subvermispora 培養によるタケの飼料化
0714026	 後藤　隆幸	 線形計画法による戸別所得補償制度下における農業経営者の行動分析
0714027	 佐川　　卓	 ハスによる水質浄化効果の検討
0714028	 佐々木和也	 CVM による国産米粉パンの価格意識調査
0714029	 下窪　経介	 降雨時の野田沼の水質浄化能について
0714031	 高尾　健太	 宇曽川における年間流出負荷量の推定
0714032	 高木　　愛	 	自己所有牛による耕作放棄地放牧の可能性
	 	 －長浜市木之本町杉野集落を事例にして－
0714034	 高平　優太	 緑肥作物の栽培と鋤き込みによる土壌環境の変化
0714035	 多々良康香	 トウモロコシごま葉枯病菌のメラニン化と侵入能力
0714037	 津田　直人	 ナミビア北部の土地環境を利用した陸稲	-	トウジンビエ間作体系の有効性の検証
0714038	 津田　直人	 一筆水田における除草剤成分の短期流出特性
0714039	 東條　夏芽	 ガクアジサイ、ヤマアジサイ、エゾアジサイにおける分子系統解析
0714040	 豊永　　啓	 戸別所得補償制度下における飼料稲生産の実態と耕種農家の存立条件
0714041	 中井　香奈	 アジサイ品種 ‘Blue	Sky’と ‘BM-1’ におけるレトロトランスポゾンの転移活性の解析
0714042	 中島　　静	 Phanerochaete	chrysosporium における新規選択マーカー遺伝子の開発
0714043	 中西　秀徳	 水田施用農薬の琵琶湖への流入量の評価と物質収支
0714044	 中野　光議	 滋賀県彦根市の生活用水路における魚類の生息状況と保全方法の提案
0714045	 新居　静香	 ヒラタケにおけるリグニン分解酵素調節遺伝子の発現様式
0714046	 西村　悠希	 	イネ品種銀坊主の mPing 転移誘発系統を用いた Iron-plaque 変異体の転移断片塩

基配列解析
0714047	 丹羽　智紀	 複数の土壌で飼育したフトミミズの除草剤蓄積性の比較
0714048	 橋本智佳子	 トウガラシ属植物におけるウイルス抵抗性と DNA マーカーの解析　
0714049	 長谷　麻美	 	ヒラタケ属（Pleurotus	sp.）を簡易殺菌で培養したコーンコブミールの消化性およ

び繊維成分の変化
0714050	 古川真莉子	 ヒロヘリアオイラガ Parasa	lepida の繭期の死亡要因と鳥類による捕食の影響
0714051	 古森　豊一	 アジサイ ‘Blue	Sky’ におけるレトロトランスポゾンの cDNA 全長配列の単離
0714052	 方　　　義	 水温躍層が溶存酸素に与える影響について
0714053	 本田佳那子	 水田における間断灌漑によるメタン放出抑制効果
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0714054	 前田　　瞳	 AtMT 法を用いたウリ類炭疽病菌の病原性変異株の選抜
0714055	 真嶋　祐輝	 	流域下水処理場から琵琶湖へ流入する日用医薬品由来化学物質（PPCPs）の負荷

量評価
0714056	 増田　博亮	 イネを用いた GARP 型転写因子の過剰発現および発現抑制
0714057	 松村　彩佳	 アジサイにおける花器官形成制御遺伝子の発現解析
0714058	 都　　幸介	 リン欠乏ストレスによって誘導される遺伝子（qREP-6）の探索と評価
0714060	 矢尾　祐樹	 リグニン分解酵素発現における cAMP シグナルの作用
0714061	 箟　　英晃	 塩性土壌における Tamarix の生長と除塩の関係
0714062	 横山　文彬	 オオクチバス Micropterus	salmoides とコクチバス M.	dolomieu の食性の比較
0714065	 山下　拓郎	 水面栽培法による植物の水質浄化効果について

修士論文
● 環境動態学専攻
生物圏環境研究部門
0951003	 小川久美子	 	土壌による水田施用除草剤成分の吸着性の相違とそれに寄与する土壌吸着メカニ

ズムの解明
0951013	 堀内理絵子	 一筆水田からの除草剤流出特性とそのモデル化に関する研究

生態系保全研究部門
0851007	 串岡　　航	 ロゼット型沈水植物２種の生育特性に関する研究
0951002	 伊勢﨑幸洋	 越境大気汚染物質が屋久島の植生に及ぼす影響の解析
0951006	 川澄　有紀	 琵琶湖沿岸部における懸濁物質と無機態リン濃度の関連
0951020	 渡部俊太郎	 	滋賀県におけるタブノキ（Machilus	thunbergii）林の保全生態学的研究
	 	 ～遺伝構造と繁殖特性の比較～
0951007	 佐藤　裕泰	 	琵琶湖水を起源とする緩速濾過および急速濾過上水処理における溶存有機物の挙

動解析

生物生産研究部門
0851002	 大山　尚毅	 Phanerochaete	chrysosporium	RP78 株におけるリグニン分解酵素発現調節因子の検索
0951001	 荒木　哲朗	 ヨシ	Phragmites	australis 	における生理・形態的形質の種内変異
0951004	 片山　敬仁	 リン欠乏ストレスによってイネ葉身に誘導される、酸性ホスファターゼの遺伝解析
0951008	 高津　文香	 タケのリグニン分解を促進する要因の検討
0951010	 田和　康太	 	生物配慮型農法がドジョウ	Misgurnus	anguillicaudatus 	個体群の水田利用に与え

る影響	－とくに冬期湛水農法を事例に－
0951014	 松本　公佑	 	イネmPing 転移誘発系統を用いた、Iron-Plaque 非形成変異体の選抜と転移断片の

解析
0951015	 丸山　麻美	 AtMT 法を用いたウリ類炭疽病菌の病原性変異株の作出と解析
0951016	 本永　美香	 異なる環境下で育てたオオカナダモ（Egeria	densa）の硝酸吸収および代謝能力の評価
0951017	 森　　綾子	 落葉樹と常緑樹におけるヒロヘリアオイラガ	Parasa	lepida	の繭密度と生命表の比較
0951019	 吉鶴　孝志	 北ナミビア季節性湿地帯での水田稲作に適した品種の選抜

● 環境計画学専攻
地域環境経営研究部門
0952021	 市田　　亘	 	間伐材紙製品活用の可能性に関する研究
	 	 －間伐材活用拡大のためのマーケティング戦略の提案－
0952022	 伊藤　真紀	 	滋賀県における行政と住民の協働による環境保全運動の 30 年間の歴史
	 	 －せっけん会議と生活推進協議会を中心として－
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環境意匠研究部門
0852011	 中野	裕介	 湖東地域における地域連携の実態に関する考察
0952001	 飯田　敏史	 フィリピン・ヴィガンの都市空間構成とその変容に関する考察
0952002	 稲葉　結実	 オットー・ヴァーグナーのドローイング作品における画面の構成原理に関する研究
0952003	 上田　知史	 	総合運動公園・施設群計画
	 	 －ベトナム・ビンフック省スポーツコンプレックス計画地を対象とし－ー
0952005	 岡本　圭広	 山村集落再構築に向けての可能性と課題－多賀町水谷地区を対象として－
0952006	 川内　愛子	 西の湖の保全・活用に関する考察
0952007	 岸本　昂大	 	地域との関係を考慮した公共住宅ストックの総合活用計画に関する研究
	 	 －滋賀県下の県営 45 団地を対象として－
0952008	 小菅　一也	 長浜市庁舎再生計画
0952009	 寺田　佳代	 住宅建築におけるスリット状開口部の形状と疲労回復性能に関する研究
0952010	 外池　実咲	 滋賀県における住宅生産組織に関する研究
0952011	 中島　佳一	 	クティチラ地区（カリカット、インド）の都市空間構成に関する研究－南インド

のムスリム居住区の空間構成－
0952012	 中西　智也	 最適化手法を用いて設計された木製面格子壁の構造特性の把握と工法の提案
0952013	 西川　夕貴	 	CO2 吸収量増加を目的とした緑地形成の研究
	 	 －大津市都心地区をケーススタディとして－
0952014	 西出　美保	 吸放湿性材料で囲まれた室での室内温湿度変動の簡易計算法の検討
0952015	 武藤　浩憲	 天井高の異なる連接空間の空間認知に関する基礎的研究
0952016	 松本みどり	 	緑の基本計画を住民主体で実現するための計画推進方法に関する研究
	 	 －長浜市みどりの基本計画を事例として－
0952017	 山田　　愛	 ラオスの都市・集落の居住空間に関する研究
0952019	 若松堅太郎	 ハバナ旧市街（キューバ）における空間構成とその変容に関する考察
0952020	 渡辺光一郎	 京都田の字地区における集合住宅と「町」の関わりに関する研究
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