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卒業論文
● 環境生態学科
0811001　青木　美里　琵琶湖北湖における植物プランクトンが利用する溶存無機窒素の起源推定
0811002　石田　真隆　水田への施肥が出現する動物プランクトン動態に与える影響
0811003　岩崎　　静　落葉広葉樹二次林の主要樹種の多元素分析
0811004　内田　千嗣　アズキゾウムシとヨツモンマメゾウムシの産卵分布に及ぼす繁殖干渉の影響
0811006　奥野　匡哉　滋賀県における落葉広葉樹二次林の埋土種子集団
0811007　香西　彩子　近年の里山林整備が植生と環境にもたらす効果の検証
0811008　茅野　理沙　滋賀県天野川における洪水堆積物の堆積年代
0811010　喜多見菜月　�オオミジンコ（Daphnia�magna）におけるこみ合い環境下で発現する遺伝子の塩基配

列相同性の再検索
0811011　上阪　裕士　生活の質の低下と関わる身体動作の阻害要因についての検討
0811012　小牧　直人　森林流域から流出するNO3－N の起源推定とその定量評価
0811014　佐谷　友貴　琵琶湖水系における吸虫Genarchopsis�goppo の隠蔽種と終宿主の関係
0811018　棚橋　智晴　藻類が過剰繁茂する環境水のエストロゲン活性物質の分離方法の検討と構造解析
0811019　谷川　　優　異なる生育地におけるヨシ（Phragmites�australis）群落現存量の比較研究
0811020　谷口　宏兵　Potamogeton（ヒルムシロ）属における群落密度と底質との関係について
0811021　中江　太郎　琵琶湖沿岸部の底泥から巻き上がるリンの動態
0811022　西田　友規　自由対流圏及び大気境界層における水銀並びに同期する物質の動態
0811023　菱田　尚子　大気降下物による水銀沈着の定量評価
0811024　平野　静香　林地からの高濃度NO3- 流出過程の解析
0811026　古川沙央里　犬上川河道拡幅部の河辺林における下層植生と土壌水特性〜拡幅工事前後での比較〜
0811028　水越　弘樹　荒神山森林内における照度特性
0811029　宮田　昌尚　魚類の生殖腺成熟季節変動周期におよぼす藻類エストロゲン暴露の作用の検討
0811030　山下　大樹　犬上川本流扇端部の河床における地下水流動
0811031　吉村　元貴　条虫感染がカワバタモロコの繁殖生態に与える影響
0711019　内藤由美子　琵琶湖北湖における藻類付着物の化学的特徴
0611015　杉本　健真　陰イオンクロマトグラフィーにおけるイオン間分離に与える溶離剤対イオンの効果

● 環境政策・計画学科
0812001� 粟谷　瞳子� �キャンドルナイトにおけるキャンドル配置パターンを対象とした心理評価に関す

る研究
0812002� 伊勢戸早希� 農業を通じた障がい者就労促進に関する研究
0812004� 上岡　　瞳� ホテルにおける食品リサイクルの実施実態の把握に関する研究
0812005� 上村　礼子� 環境活動に対するモチベーション維持・向上の要因及び手法に関する研究
� � －滋賀県内の ISO14001 認証取得組織を対象として－
0812006� 宇佐見美穂� コミュニティ組織による水環境保全活動の活発さの差異に関する研究
� � －滋賀県守山市を対象として－
0812007� 王　　嘉陽� 中国における風力発電所の送電問題と立地問題について　－北京市を事例として－
0812008� 大江　　稔� 重要文化的景観選定地域における集落環境の持続的な保全に関する研究
� � －滋賀県高島市針江を対象として－
0812009� 大橋佑貴子� ナラ枯れ景観の改善に対する経済的評価　－京都市大文字山を対象として－
0812010� 大村　枝里� �退職男性グループメンバーによる地域密着型環境ボランティア活動の継続要因と
� � 今後の課題　－滋賀県近江八幡市を事例として－
0812011� 川瀬　隆文� 市町村における協働事業提案制度の実施実態及び課題の把握
� � －行政とＮＰＯのコミュニケーションの観点から－
0812013� 北山　璃羅� 小規模開発における環境配慮制度に関する研究　－簡易アセスメントに着目して－
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0812015� 桐山　卓也� スキー場におけるゴミ問題の実態把握とその対応策
� � －岐阜県のスキー場を対象として－
0812017� 近藤　　圭� 宿泊施設における環境認証制度に関する研究
0812018� 薩摩かなえ� 市町村合併に伴う環境基本計画の策定に関する研究　－滋賀県を対象として－
0812019� 佐渡　稔之� 立地特徴からみるため池における外来魚の分布傾向に関する研究
� � －滋賀県全域を対象として－
0812021� 竹腰　和博� 全国におけるホタル観光の保全上の問題点と課題の把握
0812022� 武田真由子� �東日本大震災前後における知識共有コミュニティ利用者の全電化住宅に対する意

識変化に関する研究
0812023� 谷口　勇隆� 環境共生住宅団地における住民の環境意識　－小舟木エコ村を対象として－
0812024� 力石　真野� �竹刀職人のライフヒストリーを基にした国内竹刀製造業の歴史的変遷に関する研

究　〜滋賀県を中心として〜
0812025� 辻　　雅人� 放課後児童クラブにおける日報の特徴とそのあり方に関する研究
� � －滋賀県彦根市Ｔ放課後児童クラブを対象として－
0812029� 丹羽　亮太� 過疎地域における地域売店の継続的な運営方法に関する一考察
0812030� 野間比呂心� 地域継承を推進するための定住コーディネーターのあり方
0812031� 濵田　智章� 琵琶湖周辺内湖の機能再生に向けた調査研究　－松原内湖を対象として－
0812032� 日笠　希美� 家庭ごみ有料化における手数料使途の実態及び情報公開に関する研究
0812035� 福田　晋伍� 事業系ごみ有料指定袋制度の実施実態の把握とごみ減量効果に関する研究
0812036� 堀井　翔平� 戦略的環境アセスメントにおける環境面と経済・社会面の評価手法
� � －自治体を対象として－
0812038� 堀内　亜季� 日本におけるフェアトレードの普及に向けた実態と課題についての研究
0812039� 本間友香里� 週一ベジタリアン運動の推進主体における活動変遷及びその特徴に関する研究
� � －ベルギーのＮＰＯ団体EVA（Ethical�Vegetarian�Alternative）を対象として－
0812041� 真鍋　尋仁� 耕畜連携による経済・環境調和型メタン発酵事業モデルの作成
� � －滋賀県東近江市の資源循環システムの構築を目指して－
0812042� 間野　智也� 滋賀県におけるイヌワシ保護の啓発活動の促進に関する研究
� � －伊吹山を対象として－
0512017� 木村　彰宏� コメの生産・流通が琵琶湖の水資源利用に及ぼす影響に関する研究
0612004� 稲葉　孝文� ドロモトリによる琵琶湖周辺内湖における水草の採集重量と栄養塩類除去量の推定
0612038� 藤田　芽紅� 環境基本計画策定後の進行管理に関する研究　
� � －彦根市の環境基本計画を対象として－

● 環境建築デザイン学科
0813001� 秋田　珠希� 制作　潮騒のイエ　－その土地と共にある火葬場－
0813002� 淺野　彰仁� 研究　水平加力再試験に基づく木製面格子壁の性能劣化に関する研究
0813003� 阿部壮一郎� 研究　竹材を使用した耐力壁に関する研究
0813004� 安藤　仁美� 制作　あまのがわ海浜公園　－その先に見る景色－
0813005� 石丸　翔一� 研究　竹材接合法に関する研究
0813006� 一浦皓治郎� 制作　海の民の杜の栖　－東舞根復興住宅計画－
0813007� 市川　誠至� 研究　開口部を有する構造用合板と貫を併用した耐力壁の提案
0813008� 井上　悠紀� 制作　ビルがここから消えるとき、巨大な断面が見える。
0813009� 内田　一利� 制作　ダイドコ�イチバ　－食物再考による都市市場構想－
0813010� 大日　方覚� 制作　原風景の継承　－保存ではなく開拓すること－
0813011� 拵　　邦彦� 研究　居住空間の快適化のための縁側利用法の検討　〜断熱と日射取得の観点から〜
0813012� 神澤　　啓� 制作　garden�forest　－緑の玄関－
0813015� 喜多　洋平� 研究　日射遮蔽方法の違いによる開口部の遮熱性能の比較
0813016� 栗田　陽介� 制作　ふれあう時間　－職場と保育所の新たな関係－
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0813017� 黄金　　鳳� 制作　old�×�new�garden�town
0813018� 古志　達仁� 制作　二つの壁
0813019� 小寺磨理子� 制作　確固として在る風景
0813020� 酒井　麻南� �研究　�太陽熱を用いた温度差換気の有効性に関する研究〜自然換気の再評価を目

的に〜
0813021� 佐々木純弥� 制作　襷つなぐ　－京都府八幡市駅周辺計画－
0813022� 佐野幸太郎� 研究　籬島軒秋里『築山庭造伝』の作庭への影響に関する研究
0813024� 下出　健一� 制作　りんくう公園海帰計画
0813025� 竹内成一郎� 研究　地下空間における光の取り入れ方に関する研究
0813026� 竹中　　智� 制作　汐のなかで過ごす時
0813027� 田中　孝宜� 制作　へそ公園　－長浜市庁舎跡地計画－
0813028� 田中　　洋� 研究　孟宗竹の構造特性に関する研究
0813029� 塚本　浩美� 制作　かいどうの学校　〜五個荘小中統合学校〜
0813032� 鳴海　友貴� 研究　直交長押簡易木造ラーメン構法に関する研究
0813033� 西川由希子� 研究　公共空間の音環境のあり方〜周波数分析を用いて〜
0813034� 西川　　了� 制作　プレアビヒア・エコヴィレッジ
0813035� 西坂　達哉� �研究　�トラス・トポロジー最適化手法を利用したシェルター型構造の生成に関す

る研究
0813036� 服部　円香� 制作　Animal�Protection�Park
0813038� 林　　大智� 研究　木製面格子壁の力学性能の経年変化に関する実験的研究
0813039� 平井　康博� �制作　同化する駅　－知立駅における、ゲートレスシステム実現に伴う新たな駅

空間の提案－
0813040� 平沢　　陽� 制作　出来事の窓辺
0813041� 福益　大介� 制作　築地劇場�　－魅せる市場�新たな食文化の舞台へ－
0813042� 古橋　香了� �制作　�みんなのミチ�みんなのステージ　〜超高齢社会における独居ライフスタイ

ルの提案〜
0813043� 保科　　権� 研究　ロバスト性を有するトラス構造物の生成法に関する基礎的研究
0813044� 松下　淳哉� 制作　残して、繋げる－コンバージョンで生まれる食の空間－
0813047� 松本　洋太� 制作　繊の移ろい　－ヨシ原の循環から考えたこと－
0813049� 盛　　千嘉� 研究　信楽町長野における陶業の空間構成
0813051� 吉村紗央里� 制作　竹の連景
0813053� 村山　里英� 制作　寄り道先の図書館　－思い出を残していく場所と新たに記憶していく場所－
0813054� 米田　海視� 制作　にっぽんカレー村　〜地域資源を活かした農業体験施設の提案〜
0713012� 岡崎　哲弘� �研究　�木造住宅の各種診断法による評点の差異に関する考察　－旧日夏村役場を

対象として－
0713022� 小谷　紘平� 研究　面光源を利用した照明法に関する研究　〜有機ELの可能性を考える〜
0713027� 佐野　康宣� 制作　2047　大津市池の里町
0713047� 本間　浩平� 研究　まちづくりにおける学生活動の役割と近江楽座の今後の展望に関する考察
0713050� 渡邉　　龍� 制作　River�Park　－人と緑の創造空間－

● 生物資源管理学科
0614018� 小財菜織子� 水田におけるニゴロブナの成長と水質の関係
0614037� 橋本　裕介� 二段階二肢選択CVMによる国産鶏肉の価格意識調査
0714016� 金井　亮介� 山間部の水田地帯におけるカエル類の畦の選好性について
0714030� 須江　晴香� 水田における間断灌漑によるメタン放出抑制効果
0714036� 谷口恵太朗� 二段階二肢選択CVMによる環境こだわり農産物認証野菜の消費者評価
0714063� 渡邉大二朗� 冷水病がアユ苗市場に与えた影響
0714064� 西島　加奈� �水田に生息するトノサマガエル（Rana�nigromaculata）とツチガエル（R.�rugosa）
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の食性の比較
0814001� 尼崎　寛人� 常緑樹と落葉樹におけるヒロヘリアオイラガの繭密度の比較
0814003� 石塚　　梓� �アジサイ ‘Blue�Sky’ およびその変異系統 ‘BM-1’ におけるレトロトランスポゾンの

転移活性の解析
0814005� 井上　克哉� �シイタケ（Lentinula�edodes）培養した時のマンガンおよびチアミンの添加が竹培

地の消化性に及ぼす影響
0814006� 岩口　武史� 農産物直売所における需給調整が野菜販売に対する消費者満足度に与える影響
0814007� 上田　美波� Phanerochaete�chrysosporium におけるカルモデュリン相互作用タンパク質の解析
0814008� 大原　　愛� 乾燥処理がニンニクの萌芽活性とくぼみ症の発生に及ぼす影響
0814009� 小川　　紘� 選択実験による外食の放射性物質汚染リスクに対する消費者評価
0814011� 筧　　諒真� 神上沼における日用品由来化学物質（PPCPs）の動態解析
0814013� 北野　恵理� Ceriporiopsis�subvermipora をコムギワラに培養した時の消化性の変化
0814014� 北村　沙貴� 降雨時の野田沼の水質浄化能について
0814015� 木村　圭佑� 洪水と干ばつに対応可能なイネ＝トウジンビエ間作農法の検討
0814017� 小玉　紗代� AtMT法を用いたウリ類炭疽病菌の病原性欠損変異株の選抜と解析
0814018� 小林　　純� 宇曽川の年間負荷量の推定
0814019� 小前　　陽� �通気型非定常チャンバー法と熱収支フラックス比法による水田におけるメタンフ

ラックスの比較
0814021� 澤田　幸恵� 集落営農組織の世代交代への対応に関する研究　－付加価値の集落内分配を中心に－
0814023� 鈴木　沙織� タケ分解菌の性質解析
0814024� 竹内　　愛� コムギワラの飼料価値向上のための白色腐朽菌による大量培養の検討
0814026� 谷口　拓矢� トウモロコシごま葉枯病菌のメラニン化能力と病原性および環境耐性との関係
0814027� 種村　尚幸� セルラーゼ，フィターゼ，およびフナズシ飯による菜種粕・大豆粕の消化率改善効果
0814029� 田村　美理　　Agrobacterium法を用いたPhanerochaete�chrysosporium 形質転換系の開発
0814030� 辻　　佳典� 緑肥作物の栽培と鋤き込みによる土壌環境変化
0814031� 辻本　典顯� ヨシの繁殖戦略
0814034� 土井　菜摘� 日本型イネ遺伝資源における硝酸感応性遺伝子の探索
0814035� 中白　理恵� 学校給食における「地産地消」拡大の可能性　－滋賀県野洲市を事例に－
0814036� 中村　衣里� トウガラシうどんこ病に対する抵抗性機構の解析
0814037� 中山　朋之� 各種トウガラシ属植物におけるトバモウイルス抵抗性遺伝子Ｌの増幅
0814038� 那須　　誠� 一筆水田における除草剤成分の短期流出特性とその要因
0814039� 野田奈緒美� 水田の水管理が魚類の分布に与える影響について
0814042� 林佑　里子� 日本に自生するガクアジサイ、ヤマアジサイ、エゾアジサイの系統解析
0814043� 東本　朋哉� �土壌と植生が異なるライシメーターにおける日用医薬品由来化学物質（PPCPs）

の分解速度の検討
0814045� 藤田　純江� ヨシ（Phragmites�australis）の機能開発と新素材への利用
0814046� 本間　麻香� 内湖の年間水質浄化能について
0814047� 前野　陽子� 組織学的手法によるニンニクのくぼみ症発生機構の解明
0814048� 松岡　知美� 純光合成量に及ぼす温度の影響について
0814049� 松永　由希� マンガンおよびチアミンの添加が白色腐朽菌培養した竹培地の飼料価値に及ぼす影響
0814050� 三嶋　赳彦� 琵琶湖流域の水田土壌に対する水田施用除草剤の吸着性
0814051� 村上　麻衣� 木質リグノセルロース分解系調節遺伝子群の発現様式
0814052� 森　　友紀� イネの低硝酸吸収突然変異体における硝酸還元酵素活性に関する遺伝解析
0814054� 山上　智行� �滋賀県における水田表作野菜の導入可能性に関する研究　－加工用馬鈴薯を中心に－
0814055� 山極　達哉� �滋賀県内のダム湖におけるオオクチバスMicropterus�salmoides、コクチバスM.�

dolomieu およびブルーギルLepomis�macrochirus の食性の比較
0814056� 山梨　嵩太� 荒茶価格低迷期における茶生産構造の動向と課題　－滋賀県内茶産地を事例に－
0814058� 湯谷　　智� トウガラシ属植物の各種病害に対するアミノ酸発酵副生成物の影響
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0814059� 吉治　里恵� アジサイの花弁状がく片におけるclassB遺伝子および LEAFY相同遺伝子の発現解析
0814060� 李　　　麗� 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
0814061� 渡辺　貴史� 消化酵素処理した菜種粕と大豆粕の飼料価値
0814062� 三浦　由人� 資源増殖を目的とした水田育成フナ稚魚の流下後の分散と外来魚による食害

修士論文
● 環境動態学専攻
生物圏環境研究部門
1051020� 吉田　知弘� 琵琶湖流域河川における含リンアミノ酸系除草剤の流出特性と琵琶湖での物質収支

生態系保全研究部門
1051001� 天橋　　望� 琵琶湖砂浜帯における堆積物間隙水の生元素化合物の分布特性
1051004� 王　　文豪� 彦根城濠の水質変動からみた下水処理水導入の影響評価
1051005� 大浅　理絵� �干拓以前の内湖の状況とその農業利用に関する研究　－大中の湖、小中の湖、西

の湖を事例として－
1051006� 奥野　良太� 琵琶湖の主要沈水植物種における生育特性と種間競争の可能性の検討
1051009� 木下　　弾� 山岳を観測タワーとした，大気中水銀の動態
1051014� 築山　省吾� 東近江市奥永源寺地域における薪炭林利用の実態
1051016� 橋本　尚己� 琵琶湖集水域における汚染物質沈着量の評価

生物生産研究部門
1051002� 伊藤　正人� ヒロヘリアオイラガParasa�lepida（Cramer）個体群の年次変動の解析
1051003� 岩見　　洸� �犬上ダムにおけるオオクチバスMicropterus�salmoides とコクチバスMicropterus�

dolomieu の生態特性の比較
1051011� 木幡麟太郎� Pleurotus�sp.�栽培によるイナワラの栄養価値改善および化学組成の変化
1051012� 千田　泰広� 鮒寿司発酵過程における乳酸菌群集構造の解析
1051013� 田口　貴史� �琵琶湖周辺水域の水田より流下したフナ稚魚の分散およびオオクチバス・ブルー

ギルによる食害
1051015� 豊永久美子� イネ（Oryza�sativa�L.）の低ｐＨストレスに関するＱＴＬ解析
1051018� 村上　大介� 水田の水管理がトンボ目幼虫に及ぼす影響
1051019� 横田　知典� �SSR マーカーを用いた琵琶湖－淀川水系におけるヨシの遺伝的多様性の解析
� � －琵琶湖周辺と巨椋池干拓地のヨシについて－

● 環境計画学専攻
地域環境経営研究部門
1152007� 梶　　雅弘� 地域住民主体の観光まちづくりにおける着地型旅行商品に関する一考察
� � 〜近江八幡市安土町地域自治区における実証的研究〜
1052023� 岩見　麻子� �公共事業計画策定過程の議事録に対するテキストマイニングによる議論内容の把

握に関する基礎的研究　－淀川水系流域委員会を対象として－
1052024� 木村　昌敬� 自己宣言型ＩＳＯ１４００１の運用実態に関する研究
1052025� 杉田　正樹� �日本企業の地球温暖化防止の取り組みに関する研究　－企業の温暖化対策の決定

要因－
1052026� 彭　　　程� 中国への日本酒輸出促進に関する研究
1052027� 魯　　　希� 日中再生資源循環における汚染転嫁の抑制政策に関する研究
� � －廃プラスチックを事例として－
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環境意匠研究部門
1052001� 井上　一宇� �論文　高齢交通弱者に対する食料品の空間的供給構造に関する研究　〜滋賀県彦

根市を事例として〜
1052002� 于　　　航� 論文　開封の空間構成とその変容に関する研究
1052003� 榎本　雅司� 論文　姚園寺巷・梅花碑社区（杭州）における空間構成とその変容に関する考察
1052004� 大滝由香里� 論文　新潟県における近世民家の小屋組と屋根勾配のもつ地域性に関する研究
1052005� 大橋　弘明� �論文　オットー・ヴァーグナーの都市景観形成手法に関する研究　－カールスプ

ラッツ周辺の作品群の分析より－
1052006� 小川　智哉� �論文　過疎集落におけるグリーンツーリズム及び農村定住を促進する市民団体活

動に関する比較考察　－滋賀県及び岐阜県の 4団体の取り組みを通じて－
1052008� 尾崎　裕次� �論文　局所的な混雑評価を可能にする群集歩行シミュレーションモデルの構築　

－埒外駅環境における歩行負荷の動的解析に基づく－
1052009� 川合　紫織� 論文　サウンドスケープからみる景観要素　－近江八幡市西の湖周辺を対象として－
1052010� 河尻　大地� 論文　平戸の文化的景観に関する研究　- かくれキリシタン信仰に着目して‐
1052011� 木村　真也� �論文　中山間地域における茶園景観に関する研究　－滋賀県東近江市奥永源寺地

域について－
1052012� 米田　隼人� 論文　３次元トラス・トポロジー最適化による構造形態創生に関する研究
1052013� 酒巻　大介� �論文　ビデオセンシングシステムを用いた階段昇降時の人体挙動計測とその評価

－階段の手摺形状と局所重心移動の時系列解析－
1052014� 塩田　哲也� 論文　イントラムロス（マニラ）の空間構成とその変容に関する研究
1052015� 田口真太郎� �設計　西の湖廻遊路計画　－びわ湖よし笛ロードを活用した近江八幡と安土を繋

ぐ提案－
1052016� 中川　雅史� 論文　ピーター・アイゼンマンの建築作品における「自律性」に関する研究
1052017� 中田　翔太� �論文　キャンベイ（インド－グジャラート州）の都市組織の構成とその変容に関

する研究
1052018� 西村　匡弘� �論文　昭和初期に建設された近代木造建築の構造性能調査に基づく耐震要素の仕

様・配置に関する考察
1052019� 橋本　知佳� �論文　工場の省エネルギーに関する基礎的研究　－滋賀県の工場におけるエコ

ファクトリー化に向けた意識調査をもとに－
1052020� 又吉　重太� �論文　トニー・ガルニエの「工業都市」にみられる造形思想に関する研究　芸術

性と合目的性の相関関係に着目して
1052021� 山口　健太� 論文　セブ島におけるアウグスティン会派の教会建築に関する研究
1052022� 山田　　聖� 論文　セブ中心市街地（フィリピン）の空間構成とその変容に関する研究
952018� 吉原　　遼� �論文　ゴットフリート・ゼムパーの劇場建築に関する研究　－ヨーロッパの劇場

建築との比較・分析を通して－
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