
生命圏環境科学科 卒業研究発表会 

2月 14日（金）10:00～16:00 理学部Ⅴ号館 2階 5203～5206 

【地球環境科学部門】 

大気科学・星間化学研究室〔尾関 博之 教授〕 

1 遠藤 暉 オゾン層成立過程の数値シミュレーション 

2 渋谷 翼 衛星観測データを用いた BrO日変化の解析 

3 関 英人 下部中間圏の大気観測データを用いた ClO＋HO₂反応の速度定数の推定 

4 中川 佳祐 アスマン通風乾湿計を用いた器差の検証 

5 西角井 晶子 振動励起状態にある 5-メチルヒダントインの分光学的同定 

 

 

地殻力学・地下水理学研究室〔上原 真一 教授〕 

6 岩崎 夏波 内部亀裂分布が花崗岩の弾性波透過特性に与える影響 

7 菊池 結花 岩石中の亀裂分布が破壊時の内部構造および透水性に与える影響 

 

 

地球惑星システム学研究室〔尾﨑 和海 講師〕 

8 石崎 貴幸 人為活動起源の二酸化炭素の大気中残留時間に関するモデル間比較 

9 木下 倫太朗 過去２億年間の海洋酸素濃度の復元：海洋無酸素事変の発生への示唆 

10 三枝 聖花 人為活動による海洋貧酸素化の長期予測 

11 森本 嶺生 水素循環に基づく太古代の微生物生態系の基礎生産及び大気組成の制約 

12 八町 峻平 炭素同位体負異常記録の定量的理解に向けた炭素循環モデルの構築 

 

 

  



【環境化学部門】 

環境浄化研究室〔井関 正博 教授〕 

13 大塚 萌 電解酸化法および UV/オゾンを用いたペルフルオロオクタン酸の分解特性 

14 小竹 沙也夏 電解酸化法を用いたカルバマゼピンの高効率分解 

15 菊池 雅子 メトプロロールの UVおよび電解による二段階分解の評価 

16 砂川 真里奈 ペルフルオロヘキサン酸の電気分解における電極材料の影響 

17 長谷川 智美 クロロゲン酸の精製法および最適な分析条件の検討 

18 長谷川 卓資 ペルフルオロオクタン酸の電気分解における電流密度の最適化 

19 山﨑 詩織 ジクロフェナクの電気分解における電極材料依存性 

20 能重 智士 光触媒および電気分解によるスルファメトキサゾールの分解比較 

 

 

環境分析化学研究室〔齋藤 敦子 准教授〕 

21 井出 摩知子 蛍光増強反応を用いる環境試料中のニトロ多環芳香族化合物の分析手法の開発 

22 伊藤 敬介 干潟環境中に生息するイワムシの糞中に含まれる多環芳香族炭化水素の挙動と

由来 

23 中條 孝哉 ニトロ多環芳香族炭化水素の蛍光増強反応の溶媒依存性 

24 村上 遼治 Comparison of the Distribution of Perfluoroalkyl Substances and their Isomers with 

Non-fluorinated Surfactants in Tama River Samples in Japan 

25 山口 裕乃 「ほたる野」における水環境の調査 

 

 

環境材料化学研究室〔今野 大輝 講師〕 

26 芦沢 涼 ZIFs/アラミド微小繊維複合体による水環境中過フッ素化合物の吸着除去 

27 小俣 実穂 MOFs 結晶合成へのフェムトリアクター法の適用検討 

28 後藤 麻那 界面活性剤を用いた ZIF-8ナノクリスタルの合成 

29 塚本 悠雅 水中重金属イオンの除去に向けたかき殻の吸着特性評価 

30 堀 歩未 ZIF-8 結晶を用いた水中重金属イオンの吸着除去 

31 萬造寺 飛慧 Fe2+担持ゼオライトによる 1,4-ジオキサンの光フェントン酸化 

32 渡邉 和樹 ゼオライトを用いた不均一光フェントン反応の機構解明 

33 和田 みさと 高吸着能を持つ光触媒を目指した ZIF-8/TiO2複合材料の合成 

 

 

  



【環境生態学部門】 

海洋生態学研究室〔大越 健嗣 教授〕 

34 石井 茉衣 アサリの垂下養殖による Perkinsus属原虫の寄生抑制と感染メカニズムの検証 

35 岩﨑 海 サキグロタマツメタのフローティングの誘発条件及びそのメカニズムの研究 

36 熊谷 汐里 ヤミヨキセワタ(軟体動物門,腹足綱)の口球の大きさによる消化管内容物の違い 

37 小山 千尋 間隙性及び穿孔性スピオ科多毛類の深度における分布の比較 

38 佐藤 直樹 東北地方太平洋沖地震後 9年目における環境変化が貝類の個体群変動に与える

影響 

39 勢井 慎太郎 都市近郊緑地に残されたアカハライモリ個体群の特徴 

40 宮﨑 将 宮城県万石浦に造成されて 6 年経過した人工干潟における貝類の個体群動態 

41 武藤 弾 岩手県釜石沖合における深海性クモヒトデ類の分布の決定要因 

42 山田 渉 フクロクジュクラゲ科(刺胞動物門,箱虫綱)の 1種のポリプ期における成長と 

増殖 

 

 

群集生態学研究室〔脇 司 講師〕 

43 石井 聡美 アズキガイの東京都港区における個体群動態と関東地方都市部での分布状況 

44 塩谷 優京 PCR-RFLPを用いたチャコウラナメクジ類 2種の非殺傷的な種判別方法の検討 

45 葛 紘一郎 ナメクジ類に対するナメクジカンセンチュウ属の一種の病害性評価 

46 佐瀬 哲也 日本の水生巻貝に寄生する吸虫の網羅的調査 

47 重野 凜太郎 ナメクジカンセンチュウ属の一種の宿主組織片における増殖動態 

48 古澤 春紀 陸産貝類を中間宿主とするブラキライマ科吸虫 2種における生活環の解明 

 

 

【環境管理科学部門】 

環境計画研究室〔朝倉 暁生 教授〕 

49 伊東 樹明 複数の温度条件の組み合わせがケナガシャジクモ卵胞子の発芽に及ぼす影響 

50 上笹 明 湿地として再生された谷津の耕作放棄地がもつ水質浄化機能の評価 

51 島原 陸 谷津におけるホトケドジョウ集団の遺伝構造の解明に向けた予備的研究 

52 津田 京伽 野生絶滅種コシガヤホシクサの再導入地における生存に影響を与える要因 

53 永森 裕太 谷津の耕作放棄水田内の湿地の構造と水生昆虫相の関係 

54 橋本 柚花 サワガニの分布に影響する谷津の環境要因 －千葉県印旛沼流域での検討－ 

55 平塚 優輝 草原の送粉者としての双翅目の特徴 



56 都築 建哉 日本発の途上国を対象にした教育支援 NPO団体による事業評価実施要因の 

現状分析 

57 濱口 正太 カンボジアにおける教育の機会と質の改善施策について 

~重回帰モデルを用いた都市部と農村部の比較~ 

58 大林 凱 ジェントリフィケーションによって引き起こされる負の影響に関する研究 

～国内外の事例を比較して～ 

59 佐藤 侑汰 エシカル商品が消費者に与える新しいライフスタイルの提案 

60 藤原 真 雑草炭が作物の生育と土壌に与える影響 

61 土屋 有加 中等化学教育におけるラックカイガラムシ由来の樹脂成分と色素成分を用いた

教材開発 

 

 

環境政策研究室〔柴田 裕希 准教授〕 

62 伊𣘺 もも夏 地熱開発の社会的影響評価における順応的地域付加価値分析（RVA）の 

プロセスモデル 

63 長谷川 沙綾 就活ポータルサイトにおける企業の GRI対応状況に関する情報比較方法の提案 

64 山﨑 郁泉 横浜市を対象とした時空間解析による生態系サービス評価と緑地推計モデル 

65 吉田 樹 環境影響評価のための小規模開発の動向及び都市化の分析  

－八千代市印旛沼流域を対象に－ 

 

 

環境ビジネス研究室〔竹内 彩乃 講師〕 

66 石井 涼子 陸上風力発電所計画における隣接地域住民との合意形成に関する研究 

67 高橋 寛大 地域から受け入れられるウィンドファームの要件 

68 丸山 智也 分析的ルーブリックを用いた木質バイオマスボイラー導入事業の評価  

～静岡県御殿場市を事例に～ 

69 渡辺 佳慧 住宅用太陽光発電の普及率に関する研究～静岡県 35市町を対象に～ 

 

 

 


