
卒業論文
● 環境生態学科
0911001	 阿部　瑞穂　	 滋賀県彦根市松原地先セタシジミ漁場における表層堆積物の粒度組成と強熱減量
0911002	 伊井　裕美　	 森林流域における脱窒発生プロセスの解析
0911003	 井内ひかり　	 琵琶湖東部沿岸域における底泥の巻き上げとリンの動態について
0911004	 池田　佳祐　	 大気中の粒子状物質の動態
0911005	 池田　大輔　	 栽培方法が異なる水田における水田雑草群落の比較
0911007	 奥本　　暢　	 	1,10- フェナントロリンを用いたCu（Ⅱ）のフローインジェクション－化学発光分析

法における鉄共存による増感効果
0911008	 小山　和香　	 	好気的環境における溶存 Fe（Ⅱ）の安定化に寄与する天然有機配位子のキャラクタ

リゼーションに関する研究
0911009	 柏本麻紀子　	 日本海北部忍路海山GH98-1232 コアの浮遊性有孔虫群集解析に基づく古環境復元
0911010	 神谷　英里　	 琵琶湖水系における魚類と寄生虫の安定同位体分析
0911011	 来代真由美　	 	滋賀県立大学圃場実験施設自然植生区におけるイネ科植物の分布と機動細胞珪酸

体密度
0911012	 久郷　達朗　	 森林流域における水移動過程と窒素化合物の流出機構
0911013	 近藤　直彦　	 落葉広葉樹二次林における主要樹種の樹液流速特性と森林蒸散量
0911014	 杉本　　歩　	 人の身体動作に見られる阻害現象と痛みの自覚症状との関係についての考察
0911015	 高井　友里　	 アサザ属（Nymphoides	Hill）2 種の生態の比較－希少種の保全・管理に向けて－
0911016	 田中　　惟　	 近年の里山林整備が森林の環境形成機能に及ぼす影響の評価
0911017	 谷口　将之　	 森林のクールアイランド現象
0911018	 中瀬　法子　	 草津市柳平湖におけるイケチョウガイのろ過速度と栄養塩排出速度
0911019	 長岡　愛理　	 琵琶湖北湖における溶存態ヒ素の化学種別分析
0911020	 野一色麻人　	 南西諸島における水生植物の分布と現状
0911021	 東原　　諒　	 伊吹山の獣害の現状
0911022	 樋上　達也　	 三次元行動解析によるオオミジンコ	Daphnia	magna	の個体数密度に対する応答
0911023	 福田　啓介　	 淡水魚類の各組織と寄生虫内の重金属濃度の関連性
0911024	 冨士田京子　	 琵琶湖の水圏生態系における水銀の生物濃縮と人間へのリスク評価
0911025	 政木　芽衣　	 野菜が潜在的にもつ変異原性とそれにおよぼす農薬防除の影響
0911026	 宮田　晃江　	 カワバタモロコの食性が条虫感染に与える影響
0911027	 森田　　愛　	 琵琶湖湖水中の光学的特性
0911028	 山田　直季　	 山口県上関町祝島の植物と植生
0911029	 吉崎　雄宏　	 	センダングサ属（Bidens）における繁殖干渉の実態解明及びその分布変遷に与え

る影響について
0911030	 吉原　亜悠　	 	衛星リモートセンシングを用いた琵琶湖におけるクロロフィル a濃度推定に関す

る基礎的研究
0811005	 大谷　隆太　	 	琵琶湖南湖における魚群探知機を用いた沈水植物群落の調査
	 	 － 2010 年との比較と推移予測－
0811009	 北渕　浩之　	 	屋久島一湊川に生育するヤクシマカワゴロモに影響を与えうる付着藻類繁茂の原

因解明
0811013	 佐神　章太　	 コモチカワツボの捕食行動が在来生物に与える影響の実験的検証
0811016	 孫　　有成　	 伊吹山における防鹿柵の効果

● 環境政策・計画学科
0912001	 飴村　紘造	 工場から排出される廃木材の処理とその利用促進に関する研究
	 	 ～木製品製造業を中心に～
0912002	 池山　邑華	 東日本大震災におけるＮＧＯの後方支援システムの構築に関する研究
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	 	 －ＡＤＲＡ	Ｊａｐａｎの食堂型食事提供支援を事例として－
0912003	 井上はづき	 広告活動における利用媒体の変化による環境負荷削減効果と広告効果の検証
0912004	 井原　有理	 	一般廃棄物処理施設における廃棄物発電の実施実態及び促進是非と有利になる要

因の解明
0912005	 今井　美佳	 スーパー等での行政関与の店頭回収の実施実態の把握に関する研究
0912006	 入江総次郎	 環境影響評価審査会の実態と課題に関する研究
0912007	 梅原　久奈	 	希少山野草の盗掘対策に関する研究　－岩手県早池峰山の合同パトロールを対象

として－
0912009	 尾上　　怜	 自動車の長期利用に及ぼす要因に関する研究
0912011	 柏木　亮佑	 重伝建地区におけるまちづくり合意形成に関する研究
	 	 －富田林駅南地区のまちづくり協議会に着目して－
0912013	 高馬　哲志	 学校支援地域本部事業における地域コーディネーターの類型化と事業の改善点
0912014	 小寺　まい	 菜食生活への移行に伴う人間関係における障壁に関する研究
0912015	 古山　峻宏	 	自動車リサイクル法施行当初と現在の自動車解体業者の状況の明確化と自動車解

体業者の新規参入・継続理由の解明
0912018	 柴山　浩太	 住民による洪水ハザードマップの認知率上昇に向けた普及策への提案
	 	 －滋賀県東近江市旧蒲生町を対象として－
0912019	 竹内　　緑	 フリーマーケットの普及に向けた開催場所の提案
0912020	 竹内雄一郎	 守山市ほたる条例による保護区域設定の効果に関する研究
0912021	 田代　尚義	 水道料金格差の是正方法に関する研究
0912022	 辻村　美紀	 京都市都心部における放置自転車問題の実態とその原因の究明
0912023	 堤　　侑加	 滋賀県立大学生のマイバッグ使用動機とマイバッグ持参率向上に向けた方策の提案
0912024	 中川紗央里	 冒険遊び場における危機管理方法の実践率の違いに関する研究
0912025	 中島　実咲	 資源ごみ分別収集の家庭系ごみ減量効果に関する定量的分析
0912026	 中山　宗行	 河川空間の賑わい創出における占用主体の役割に関する研究
	 	 －河川敷地占用許可準則の特例措置による社会実験を事例として－
0912027	 長門　剛史	 地下街における防災体制の現状と課題
0912028	 西薗　祐介	 青色防犯パトロールによる犯罪抑制効果と活動継続要因についての研究
	 	 －大阪府吹田市を事例として－
0912029	 庭本　啓都	 巨木・名木保全における地域信仰の影響
	 	 －長浜市旧高月町の野神信仰を対象として－
0912030	 橋戸　志織	 喫茶店に生起するコミュニケーションの特性に関する研究　－滋賀県を対象に－
0912031	 橋本　匠太	 フェアトレード商品取扱店の立ち上げ期等におけるマーケティング戦略に関する研究
	 	 －名古屋市を対象として－
0912032	 廣田　　怜	 フードバンクによる人道支援を兼ねた食品廃棄量抑制の可能性についての研究
0912033	 堀　裕美衣	 環境アセスメントのスコーピング段階における説明会に関する研究
	 	 －情報交流に着目した制度面と運用面の知見－
0912034	 牧　優理乃	 地熱発電開発に伴う効用に関する温泉事業者の認識
	 	 －計画実施事例と計画中止事例を比較して－
0912035	 松浦　克彦	 	ツバルの首都フナフチにおける廃棄物管理の現状把握と改善に向けた取り組みの

提案
0912036	 松吉　美佳	 雑誌『婦人之友』における「お直し」の工夫とその変遷に関する研究
0912037	 皆川　良太	 市町村の森林計画策定における市民参加導入状況に関する研究
0912038	 宮﨑　航平	 耕作放棄地対策としての和牛放牧の普及に関する研究　－滋賀県を事例として－
0912041	 森岡　元気	 使用済み家電リサイクルにおける「見えないフロー」への対応策に関する研究
0812003	 前田　　悠　	 地域猫活動の現状と課題　－獣医師会との協力体制構築に向けて－
0812014	 金　　兌式	 彦根市における主要幹線道路の立地特性に関する研究
	 	 －巡礼街道と国道 8号線を対象として－
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0812028	 中村　章吾	 剪定枝リサイクルを実施している市の実施実態及び問題点に関する研究
0812034	 福島　夕季	 スーパーマーケットにおける容器包装削減の取り組み実態と効果
0812037	 堀井宏祐希	 家庭の節電行動の実態把握と規定要因分析　－照明分野を対象として－

● 環境建築デザイン学科
0613017	 金子健太郎	 研究　日本の景観は大丈夫か？～県下のマクドナルドの調査から～
0813048	 宮武　侑平	 設計　crawl	in!
0813031	 中島　　豊	 設計　滋賀県大津市におけるエコビレッジ～気候の調整とコミュニティ計画～
0813050	 山田　昇吾	 研究　児童を含む歩行モデルの構築と群衆流の挙動に関する研究
0813052	 長　　晃子	 研究　滋賀県における孤立山塊の眺望空間としての可能性に関する研究
0913001	 浅野　拓馬	 設計　基盤から明かりを造ること～適応管理による持続可能な景観計画～
0913002	 井本　千尋	 設計　遊園地のシナリオ
0913004	 馬越　萌子	 研究　点光源置換法を用いた音環境可視化モデルの再現性に関する研究
	 	 　　　～共通講義棟A7棟の聴覚的影響の評価～
0913005	 浦井　　瞳	 設計　川辺をシェアする学生ハウス
0913006	 奥村　美咲	 研究　アルフォンス・ミュシャのポスター作品の画面構成手法に関する研究
0913007	 川勝知英子	 設計　難波劇場駅～ Smart	Transit ～
0913008	 川嵜　　藍	 研究　近世京都における町家の建築規制について
0913012	 九鬼　宗子	 設計　ミセとイエの間
0913013	 呉竹　佑介	 研究　ル・コルビュジェと安藤忠雄の住宅建築論からの考察
0913015	 齋藤　将暉	 設計　山に沿い、山に刻む～思い出の山～
0913018	 白崎　陽一	 研究　室内音響における上方からの反射音の研究
0913019	 鋤柄　智大	 研究　	トラス・トポロジー最適化手法を用いたメカニズムの生成方法に関する基

礎的研究
0913020	 杉浦亜瑞沙	 研究　滋賀県における琵琶湖の印象表現の地域的特性について
	 	 　　　～滋賀県の校歌に表現された景観構造に関する研究～
0913022	 諏訪　昌司	 設計　viod ～既存の建築部にシェア空間を設ける～
0913023	 高口　美夏	 研究　寺社境内図から読み取る鳥居の役割
0913025	 髙橋　香奈	 研究　地域づくりの視点からみたオコナイの問題と可能性に関する研究
0913026	 高橋　勇人	 研究　古代寺院における回廊の形態とその変遷についての研究
0913027	 竹村　優輝	 設計　つながる和～こども、親、地域のつながり～
0913028	 田中　健介	 研究　プロジェクトネットワークに基づく施工計画の最適化法に関する研究
0913029	 田中詩央吏	 設計　事前復興まちづくり
0913030	 玉田　祥太	 設計　木とともに暮らす～林業のサイクルの中で生活をする体験型施設～
0913031	 田村奈津実	 研究　土壁に混入する素材の違いによる乾燥・吸放湿への影響
0913032	 辻　　隼人	 研究　ドアのアフォーダンスに関する研究
	 	 　　　～ LEDを用いた分かりやすさの向上策の検討～
0913033	 冨田　涼介	 研究　日本の中近世寺院における建築と庭園の関係とその変遷～縁に注目して～
0913034	 中井　由夏	 設計　参道とともに～外宮参道計画～
0913035	 中川　　倫	 研究　「変化」する照明の可能性～快適に感じられる変化の在り方について～
0913036	 長瀬　理恵	 設計　お祭教育～山車のある小学校～
0913037	 成尾　建治	 設計　道の駅～大谷の里～
0913038	 西堀　弘樹	 設計　ヘドロな灯～新たな湖上生活の提案～
0913039	 野村　諭史	 研究　	トラス・トポロジー最適化手法を用いた 3次元構造物の形態創生に関する

研究
0913040	 羽根渕允哉	 研究　木漏れ日の心地よさに関する研究～周波数分析を用いて～
0913042	 平井　　充	 設計　樹空間～垂直の森～
0913043	 藤田望沙希	 設計　田舎暮らし体験記～多賀の入谷に着目して～
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0913045	 細部　日和	 研究　高島市における工芸作家の移住過程と創作空間
0913046	 馬　　群茘	 設計　木造住宅のリノベーション設計～大都市での小さな家～
0913048	 松井　　涼	 設計　牛と建てる～河川敷の除草に対する新しい提案～
0913049	 宮川　理衣	 研究　彦根銀座商店街における商店街空間の利用の可能性に関する研究
0913050	 宮地　弘和	 研究　町家の格子意匠の地域差に関する研究
0913051	 森　　稔樹	 研究　最適化手法を援用した木造住宅の高性能耐力壁の開発
0913052	 山上　　愛	 研究　大学図書館における利用者の行為と空間～滋賀県立大学を事例として～
0913053	 山田　淳司	 研究　木製面格子壁における力学性能の経年変化に関する実験的研究
0913055	 内田		佑紀	 設計　津波シェルター～宮城県気仙沼市本吉町におけるケーススタディー～
0913056	 小池		真央	 設計　Bamboo	House ～小さな家から始まる竹林文化の再構築計画～

● 生物資源管理学科
0614010	 楫　　正臣	 「超世紀不況」期における大手流通グループの対応
	 	 －有価証券報告書による比較分析－
0614032	 土井　峻介	 各種病害に対するホタテ貝殻焼成粉末の影響と作用機構の検討
0714001	 赤木　龍大	 無しろかきおよびリン・窒素の育苗箱全量施肥栽培における土壌に及ぼす影響
0814032	 德永　祥孝	 ヒラタケのリグニン分解酵素活性発現におけるカルモデュリン遺伝子の機能
0914001	 饗庭　希美	 硝酸センシングに関する遺伝子型の探索
0914002	 青井　誠也	 	新しい養魚飼料原料のスクリーニング調査
0914004	 明石　真穂	 亀裂処理によるダイズ根粒着生促進効果の検証
0914005	 淺山　拓馬	 	琵琶湖水圏下石寺集落環濠におけるオオカナダモ（Egeria	densa）の重金属蓄積の

経時変化
0914006	 阿部　　薫	 Pleurotus	sp.	を栽培した殺菌処理イナワラの消化性と子実体収量
0914007	 池尻　早甫	 日用医薬品由来化学物質（PPCPs）の分解過程における環境要因の検討
0914008	 石井あやき	 ミカン粕の加水分解とその分解物の利用について
0914009	 石川　和也	 養魚飼料原料としての菜種粕と水草の消化率改善方法の検討
0914010	 稲垣　佑華	 トウガラシ属植物のうどんこ病に対する抵抗性機構の解析
0914012	 上野　万裕	 水田に散布される殺菌・殺虫剤の河川への流出特性
0914013	 王　　　智	 降雨時の野田沼の水質浄化能について
0914014	 大植　康功	 水田施用除草剤の水系への流出経路別流出量の評価
0914016	 大嶋　和樹	 水田の中干し時における魚類の脱出と残留
0914017	 大橋　　遊	 学校給食の地場産物利用拡大の可能性
	 	 －メニュー・仕入れ規模と供給規模を中心に－
0914018	 岡村　沙樹	 	ヒラタケのリグニン分解酵素発現におけるプロテインキナーゼA触媒サブユニッ

ト遺伝子の役割
0914019	 小倉健太朗	 	滋賀県における耕作放棄地放牧の実態と持続可能性に関する研究
	 	 －中止理由の分析からみた存続条件－
0914020	 勝田　拓真	 原発事故が青果物の価格に与えた影響－東京都中央卸売市場統計による分析－
0914021	 加藤　典子	 Tamarix の剪定による塩類集積土壌の土壌改善効果について
0914022	 兼本　大士	 ゾーントラベルコスト法に基づいた彦根城の経済価値
0914023	 神谷　祐太	 ダイズの多段式亀裂処理による生育及び収量促進効果の検証
0914024	 河合美乃里	 アミノ酸発酵副生成物のトウガラシ属植物の各種病害に対する影響
0914025	 許　　　沖	 硝酸代謝能がイネの根の硝酸反応に及ぼす影響
	 	 －低硝酸吸収突然変異体の硝酸反応
0914927	 岸本　藍子	 	リン欠乏ストレスによってイネ（Oryza	sativa	L.）根から分泌される酸性ホスファ

ターゼに関する遺伝子の探索
0914028	 木村　　幸	 機能診断による谷保堰の性能低下の要因と改善策の検討
0914029	 鳩代　昌平	 	総合小売チェーンにおける野菜ブランドに対する消費者評価
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0914030	 倉橋　純一	 内湖の年間水質浄化能の変動
0914031	 小林奈々恵	 タケ分解菌によるタケリグニン分解についての解析
0914032	 小森悠梨華	 アジサイの花弁状がく片における花器官形成制御遺伝子の発現解析
0914033	 木幡　　光	 オオカナダモ（Egeria	densa）におけるセシウムの動態
0914034	 後藤　和美	 	ハクサンハタザオ（Arabidopsis	halleri	ssp.	gemmifera）の自然変異を利用したカ

ドミウム集積性および耐性の調査
0914035	 坂井　真実	 水田におけるニホンアマガエル（Hyla	japonica）の幼生期の生態について
0914036	 相模　大騎	 冬季湛水田・常時湛水栽培田からのメタン放出量
0914037	 品川　裕太	 放射能汚染が地価変化率に及ぼす影響－ヘドニック・アプローチ－
0914038	 杉本　響子	 野生イネを用いた低リン耐性形質の対立遺伝子マイニング
0914039	 杉本　沙紀	 	イネ（Oryza	sativa	L.）におけるリン欠乏ストレス誘導性qACP-8 のファインマッ

ピング
0914040	 關　真千子	 ニジマスを用いたDNAの消化性に関する飼育試験
0914041	 高木　理帆	 	飼料用米利用の現状とその特質について
0914043	 宝本　凪世	 鉄コーティング直播栽培と移植栽培間の経費・労働時間の比較
	 	 －内野営農組合を事例に－
0914045	 千頭　　航	 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
0914046	 登島　　亮	 一時的 RNA干渉を用いたヒラタケ相同組換え系開発の試み
0914047	 外山　周作	 装飾花と八重咲き花を用いたアジサイのがく片の花弁化機構の解明
0914048	 中川　さよ	 カルモデュリン相互作用タンパク質遺伝子の検索
0914049	 中谷　悠佑	 イネ＝ソルガム間作体系における生産性の評価
0914050	 西村　美咲	 一筆水田における除草剤成分の排水路への流出特性
0914051	 野原　聡人	 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
0914053	 日高　直哉	 	同所的に生息するイラガ科 5種の生命表の比較
0914054	 広瀬　彩加	 イネ（Oryza	sativa	L.）における低リン耐性関連QTLのピラミディング
0914055	 松山　和世	 在来種イラガと外来種ヒロヘリアオイラガの繭期の死亡要因と死亡率
0914056	 丸山　園加	 乾燥処理が氷点下貯蔵後のニンニクのくぼみ症の発生に及ぼす影響
0914057	 峯森　洋平	 白色腐朽菌Ceriporiopsis	subvermispora	培養によるヨシの栄養価改善
0914058	 村田　尚樹	 イネ＝トウジンビエ間作体系における密度効果の検証
0914059	 森　　卓弥	 放射光蛍光X線を用いた木本植物におけるストロンチウムの挙動の解析
0914062	 森本　洸一	 	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
0914063	 屋口　敬太	 水田における施肥条件とニゴロブナの成長の関係
0914064	 安田　有佑	 水田および転換畑における地下水位制御システム（FOEAS）の利用実態に関する調査
0914065	 山田　理絵	 PCR法による外来魚捕食者の推定およびスジエビの食性調査
0914066	 山本　竜也	 イネのセシウム抵抗性突然変異系統の評価と遺伝解析
0914067	 横山　　綾	 ウリ類炭疽病菌の病原性欠損変異株の解析
0914068	 吉田　千夏	 Ceriporiopsis	subvermispora	の培養がイナワラの消化性に及ぼす影響

生物資源管理学科（2011 年度卒業生）
（第 16 号に一部記載漏れがあったため、再度掲載します）
0614018	 小戝菜織子	 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
0814002	 淡田　雄久	 	タバコ（Nicotiana	tabacum	L.）トライコームのカドミウム耐性および蓄積性に関

与する遺伝子の同定
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
0814004	 稲田　和幸	 ヤナギ（Salix	sp.）を用いた木本植物におけるストロンチウムの挙動の解析
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
0814010	 奥田　貴彰	 イネ（Oryza	satiba	L.）における酸性ストレス耐性に関する遺伝解析
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
0814016	 小梶　裕之	 リン欠乏に誘導されるGARP型転写因子TF-X の研究
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
0814020	 佐々木恵美	 イネ（Oryza	satiba	L.）のリン欠乏ストレス誘導性遺伝子 Pi-ACP-8 の解析
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－
0814022	 白木　望美	 オオカナダモ（Egeria	densa）の重金属吸収と蓄積
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
0814028	 田丸　　潤	 ハクサンハタザオとイブキハタザオの変種交雑およびDNAマーカー多型調査
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
0814033	 豊田　里紗	 琵琶湖周辺のヨシの遺伝子型の変異と土壌元素濃度との関連性
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
0814040	 長谷川翔太	 イネ（Oryza	satiba	L.）のリン欠乏ストレス誘発性の根分泌物質の研究
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
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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
0814053	 安原　和志	 タバコ（Nicotiana	tabacum	L.）におけるストロンチウム（Sr）の挙動
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
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
1151002	 生田　　早	 一筆水田での除草剤の挙動と流出モデルに関する研究
1151011	 中西　秀徳	 琵琶湖北湖における水田施用除草剤の動態
1151016	 箟　　英晃	 塩類集積土壌に植栽されたTamarix の生長促進による除塩効果について

生態系保全研究部門
1051007	 岸本　泰典	 滋賀県におけるナラ枯れ発生・拡大状況の解析と今後の被害動向について
1151013	 眞鍋智恵子	 琵琶湖における大型植物プランクトンの時空間分布とツボカビ寄生の関係
1151004	 太田　洋平	 琵琶湖北湖沖帯における内部波による物質輸送と一次生産の関連
1151006	 川畑　幸樹	 	クロモ（Hydrilla	verticillata）の繁殖体タイプごとの生育特性と種内競争に関する

研究
1151009	 呉　　琪亮	 琵琶湖低次食物網における水銀の生物濃縮過程
1151018	 刘　　　鑫	 	Effect	of	temperature	on	life	history	traits	of	Eodiaptomus	japonicus（Copepoda,	

Calanoida）in	Lake	Biwa
1151019	 若林　裕子	 外来腹足類コモチカワツボが底生生物に与える影響について

生物生産研究部門
1151001	 浅野有紀子	 イネ（Oryza	sativa	L.）の低硝酸吸収突然変異体の突然変異形質に関するQTL解析
1151003	 稲葉菜津希	 長期不耕起圃場における中耕亀裂施肥処理の効果
1151005	 籠　　　洋	 検疫害虫ミカンコミバエ種群	Bactrocera	dorsalis	complex	の簡易判別法と寄主選択
1151007	 川原　三和	 イネの低硝酸吸収突然変異体の根系の硝酸反応
1151008	 熊野　翔太	 炭素代謝抑制が解除された白色腐朽菌育種のための基礎的研究
1151010	 多々良康香	 ウリ類炭疽病菌における脂肪酸のβ酸化と病原性発現との関係
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1151014	 都　　幸介	 イネの低リン応答遺伝子 qREP-6 の単離とコシヒカリへの集積
1151015	 矢尾　祐樹	 	cAMPシグナリング関連遺伝子をターゲットとしたラッカーゼ高生産ヒラタケの

育種
1151017	 横山　文彬	 滋賀県内のダム湖におけるコクチバス	Micropterus	dolomieu	の食性

● 環境計画学専攻
地域環境経営研究部門
1152012	 金　　梅紅	 中国企業におけるＣＳＲ報告書の質に関する研究－内容分析を中心として－

環境意匠研究部門
1052007	 奥藤　道郎	 豊かな生を紡ぐ病院
	 	 －陸前高田市におけるホスピス緩和ケア施設をもつ医療施設の提案－
1152001	 芦井絵利子	 安土地区の空間構成とまちづくりに関する研究
	 	 －安土駅及び周辺整備事業を事例として－
1152002	 梅谷　敬三	 マニラ・ビノンド（フィリピン）の空間構成とその変容に関する研究
1152004	 大江　真広	 保水性セラミックスを用いたルーバーの熱環境改善効果に関する研究
1152008	 刈谷奈都紀	 彦根における戦後の曳山の実態とその活用に関する研究
1152009	 岡﨑　真悠	 	マルチエージェントモデルを用いた市町村合併に伴う行政サービス拠点の分散と

集約に関する評価と検討
1152010	 木原　己人	 「風の道」創造に向けた街路樹の植樹デザインに関するシミュレーション
	 	 －滋賀県大津市駅前通りにおける風環境の検証を通じて－
1152013	 河野菜津美	 漳州市薌城区（福建）の空間構成とその変容に関する研究
1152014	 小山菜々美	 K健診クリニック	－変容する地域の実情に対応するための医療機能の提案－
1152015	 櫻井　　藍	 聖地・ラーメーシュワラム（南インド）の都市構造と居住空間の変容に関する研究	
	 	 －祭礼を手がかりとして－
1152016	 澤　　修平	 竹の構造体としての材料特性に関する基礎的研究
1152017	 脱　　　穎	 河川空間における踏み跡の分布状況及び役割に関する研究
1152018	 田中　正紘	 野洲駅南口周辺整備構想－中心市街地の大規模再開発における研究と提案－
1152019	 出口　拓磨	 住宅建築における近代的開口部表現に関する研究
	 	 － 1950 年代の建築家自邸を対象に－
1152020	 所　　洸太	 	市町村合併に伴う住民意識の醸成と既存ストック利活用に着目した市庁舎逐次建

て替え・更新モデル
	 	 － 2012 年度甲賀市新庁舎基本計画をケーススタディーとする－
1152021	 長澤　優作	 神社に建立された塔についての研究	－本尊に注目して－
1152022	 中村　敬介	 	オットー・ヴァーグナーの透視図における視点位置と都市的シークエンスの関係

に関する研究
1152023	 西村　　眸	 建築空間の意味生成に関する研究		
	 	 －	演劇『藪原検校』における出来事の分析より－
1152024	 山田　香波	 福州（福建省）の歴史的街区における空間構成とその変容に関する研究
1152026	 吉岡　一弥	 	空隙化する商業地域における新たな生活像への考察
	 	 －彦根市ベルロードにおいて－

149


