
x　環壌料学綴究科の溝戴の織繋



環境科学研究科の昭和61年度の活動

岩城英夫＊

　1。研究科の運営

　（1）教員会議およひ構成員

研究科の運営は，筑波大学大学院研究科教員会議規則に定められているとおり，研究科の教員会

議により行われる。すなわち，研究科長を議長とし，研究科の授業を担当する講師以上教員で教員

会議構成員として認められた教員により組織される。本年度の教員会議構成員は表ユに示す43名で

ある。

表一1　昭和61年度教員会議構成員

氏　　名 所属学系 氏　　名 所属学系

教授 石塚蛤造 応用生物化学系 助教授 熊谷良雄 社会工学系
教授 岩城英夫 生物科学系 助教授 小泉允囲 社会工学系
教授 梶　　秀樹 社会工学系 助教授 国府田悦男 応用生物化学系

教授 川手昭二 社会工学系 助教授 佐藤洋平 社会工学系
教授 河村　　武 地球科学系 助教授 田島　　學 社会工学系
教授 黒川　　洗 杜会工学系 助教授 手塚敬裕 化　学　系
教授 河野博忠 社会ユニ学系 助教授 日端康雄 社会工学系
教授 新藤静夫 地球科学系 助教授 藤井宏一 生物科学系
教授 高野健三 生物科学系 助教授 前田　　修 生物科学系
教授 高原榮重 農林工学系 助教授 松本栄次 地球科学系
教授 谷村秀彦 社会工学系 助教授 森下豊昭 応用生物化学系

教授 土肥博至 芸術学系 助教授 安田八十五 杜会工学系
教授 中村以正 応用生物化学系 助教授 若林時郎 社会工学系
教授 山口誠哉 一社会医学系 講師 安仁屋政武 地球科学系
教授 山中　　啓 応用生物化学系 講師 天田高白 農林工学系
教授 吉田冨男 応用生物化学系 講師 大橋　　力 応用生物化学系

助教授 糸賀　　黎 農林学系 講師 石田東生 社会工学系
助教授 岩崎駿介 社会工学系 講師 小林　　守 地球科学系
助教授 鵜野公郎 社会工学系 講師 下條信弘 社会医学系
助教授 及川武久 生物科学系 講師 田瀬則雄 地球科学系
助教授 掛谷　　誠 歴史人類学系 講師 吉川博也 杜会工学系
助教授 北畠能房 社会工学系 講師
（議長 山中啓

岩城英夫

昭和6王年4月30臼まで

昭和6ユ年5月1日より）

＊昭和61年度研究科長
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　本研究科はコース制を採用せず，1研究科1専攻制を堅持しているため，研究科の運営は全構成

員の参加による研究科教員会議ですべて決する従来の基本方針（昭和53年度第1回教員会議（昭和

53年4月19日）決定）を本年度も踏襲した。定例の教員会議は毎月第3水曜日に開催することを原

則とした。8月は開催しなかったので，計11回開催した。その他，10月期の入学試験の合否判定の

ために臨時に1回教員会議を開催した。

　教員会議とは別に，研究科長を議長とする教授間協議会を開催し，人事その他研究科の運営に関

する重要事項について意見交換を行った。定例の協議会は，原則として，修士課程委員会が開催さ

れる毎月第！水曜日の午後5時より開催した。

　（2）各種委員会

　研究科の運営に関し，その業務を分担するために，カリキュラム委員会，入試委員会，編集委員

会，就職委員会，実験。実習委員会および運営委員会を設置した。各委員会の委員長および委員を

表2～表7に示す。その他，カリキュラム検討委員会を設置した。委員長および委員を表8に示し

た。

　本年度研究科より選出された学内の委員は次のようであった。

　修士課程委員会委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田教授

　管平高原実験センター運営委員（修士課程選出）　　　　　　　　　　　　　　　岩城教授

　下田臨海実験センター運営委員（修士課程選出）　　　　　　　　　　　　　　　　山申教授

　実験廃棄物処理委員会委員（修士課程選出）　　　　　　　　　　　　　　　　　森下助教授

　教育用図書選定委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林講師

表一2　カリキュラム委員会 表一3　入試委員会 表一4　編集委員会

委員長梶　秀樹
委　員　黒　川　　　洗

　〃　　鵜　野　公　郎

　〃　　国府田　悦　男

　・　　藤　井　宏　一

　〃　　森　下　豊　昭

　〃　田1頼貝u雄

事務腰塚昭温

委員長　河　村　　　武

委　員　糸　賀　　　黎

　〃　及川武久
　・　　鵜　野　公　郎

　〃　　国府田　悦　男

　・　　森　下　豊　日召

　・　　安仁屋　政　武

事務松村有二

委員長　高　野　健　三

委　員　掛　谷　　　誠

　・　　小　泉　允　囲

　・　　森　下　豊　昭

　・　小林　　．守

　〃　下條信弘
事　務　松　本　　　宏
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表一5　就職委員会 表一6　実験・実習委員会 表一7　運営委員会

委員長　高　原　榮　重

委　員　吉　田　冨　男

　・　　糸　賀　　　黎

　・　　田　島　　　學

　〃　　森　下　豊　昭

　〃　　天　田　高　白

　・　　大　橋　　　力

　〃　吉川博也
事務齊木崇人

委員長　前　田　　　修

委　員　梶　　　秀　樹

　〃　　糸　賀　　　黎

　〃　　掛　谷　　　誠

　〃　熊谷良雄
　〃　　藤　井　宏　一

　・　　松　本　栄　次

　〃　　小　林　　　守

　〃　　国府田　悦　男

　〃　　手　塚　敬　裕

　・　　森　下　豊　昭

　〃　下條信弘
事務松本　宏

委員長　岩　城　英　夫

委員及川武久
　〃　　国府田　悦　男

　・　　田　島　　學

　・　　前　田　　　修

　〃　　森　下　豊　昭

　〃　　安　田　八十五

　〃　　安仁屋　政　武

　〃　下條信弘
　〃　　　　臼ヨ　　沖費　　貝リ　　方佐

事務野中昌法

表一8　カリキュラム検討委員会

委員長　中　村　以　正

委　員　石　塚　自告　造

　”　　　河　　野　　1専　　忠

　・　　梶　　　秀　樹

　〃　　　言可　　村　　　　　武

　〃　　糸　賀　　　黎

　・　　前　田　　　修

事務伊藤真人

　2。研究科教職員の異動

　北畠能居助教授（社会工学系）が昭和61年4月工日付で着任された。また山口誠哉教授（社会医

学系），日端康雄助教授（杜会工学系）が教員会議構成員となった。。

　新藤静夫教授（地球科学系）昭和6！年10月ユ日付で千葉大学理学部へ転出された。なお，10月1

日付で本学併任が発令され，昭和62年3月31日付で併任が解除された。また若林時郎助教授（社会

工学系）が昭和62年3月1日付で九州芸術工科大学へ転出された。さらに，掛谷誠助教授（歴史人

類学系）が昭和62年4月1日付で弘前大学人文学部へ転出された。

　研究科技官の斉木崇人氏は昭和62年3月玉日付で本学社会工学系講師に任用された。富山慶典氏

は昭和62年3月31日付で退職された。伊藤真人氏は昭和62年4月ユ日で気象庁高層気象台へ転出さ

れた。後任として朴恵淑氏が同年4月1日付で研究科技官に任用された。また松本宏氏は昭和62年

4月1日付で本学応用生物化学系講師に任用された。
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　3、学年行事

昭和61年

　4月8日午前

　　　8日～10日

　　　8日午後

　　　9日午前

　　　9日午後

　　　！0日

　10月8日

　　　20日～21日

　　　24日、

昭和62年

　2月9日～10日

　3月25日

大学院入学式（講堂）

研究科ガイダンス

新入生に対する全体ガイダンス（Cl03）

実習ガイダンス（Cl03）

2年生に対するガイダンス（A306）

2年生修論テーマ発表会（Cl03）

分野別ガイダンス（Cl03）

修論中間発表会（Cl03）

！0月期入学試験実施

合格発表

修士論文発表会（Bユ07，C103）

大学院終了式

　4，入学試験

　10月期入学試験を10月20日，21日の2日間に実施した。前年度と同様に，第ユ日目は学科試験，

第2日目は面接を行った。21日に臨時教員会議において合格候補者を選定した。本年は出願者が

178名あり，過去最高であった。受験者175名より101名（内，有職者8名，国費外国人留学生1名，

私費外国人留学生2名）を合格候補者とした。

　5、教育活動

　（1）教育体制の強化

　本研究科は52年度設立当初より，1研究科ユ専攻制を堅持し，広い分野にわたる学際的なカリ

キュラムを提供して，環境科学全般にわたる問題把握の能力の酒養と併せて，自己の専門分野につ

いて高度の問題解決能力を養成することを教育目的としている。このために設立当初からさまざま

な努力を続けてきたが，過去10年の教育経験にもとづき，より効果的なカリキュラムを編成するた

めに，本年度の重点項目としてカリキュラム検討委員会（委員長，中村教授）で集中的討議を行な

い，昭和62年度からかなり大幅なカリキュラム改訂を実施する準備を行った。

　また特別設備費により環境情報ディスプレー・ネットワーク装置を導入し，環境情報処理分野の

教育・研究両面の効率的推進をはかった。

　（2）修論指導

　修士論文については，2年生の場合，4月に修論テーマ発表会，10月に申問発表会を全員参加の

形式で行った。また，より詳細な中間発表を各分野別に行い，分野内の複数の教員による指導の実
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を挙げるよう努力した。この中間発表会は分野ごとの主催であるが，研究科内に広く公開した。さ

らに最終の修士論文発表会を2月9日，10日の両日，理科系修士棟Cユ03とCl07の2会場で開催し，

また講演要旨集を発行した。

　1年生に対しては，入学直後より専攻の指導を全体ガイダンス，分野別ガイダンスを通じて行い，

9月に修士論文課題を提出されるとともに，指導教員を定め論文指導を行った。　学生の研究指導

体制を強化するため，新たに5名の助教授の研究指導の資格認定が行われた。松本，森下，若林の

3教官については第u個修士課程委員会（9月3日），熊谷，小泉の2教官については第1！9回修

士課程委員会（2月4日）で，それぞれ認定された。

　なお，これまで500名を越す修了者の修士論文として結晶している研究成果を，学生の修論研究

に活用するため，修士論文のデータベース化を進めた。この作業は教育方法等改善費により，「環

境科学修士論文あデータベース化とその教育への継続的活用法の確立」（代表者，山中教授）とし

て取りまとめ，62年度新入生より供用を開始する。

　　（3）論文審査

　昭和62年度第ユ学期末課程修了について，2名の学生が4月30日に論文を提出した。これを受け

て5月2！日に第1回，6月11日に第2回論文審査委員会を開催し，この2篇の論文を合格と判定し

た。6月18日に教員会議を開催し，上記の結果が報告され審議した結果，両名の課程修了が承認さ

れた。

　3月修了予定学生については，昭和62年1月12日に論文概要と目次を事務区に提出させ，これを

受けて1月14日に第1回論文審査委員会を開催し，全員について主査・副査を決定した。2月13日，

74名の学生が論文審査願とともに論文審査委員会を開催し，74篇の論文のすべてを合格とした。2

月18日の教員会議において上記委員会の結果が報告され，単位の取得その他を併せて審議した結果，

全員の課程修了が承認された。

　　（4）実習

　実習の充実化を図り，基礎実習を1学期毎週水曜日め午後に課し，その成果を受けて野外実習を

夏季休暇中に集中的に実施した。特に本年は実習を3分野に大別し，さらに目的別に細分化し，数

名ないし10名以内の学生を1班とする濃縮形式を採用し，同一班がそのまま野外実習においても同

一班に所属して実習テーマを基礎から野外へ運動された。この方式により，学生1人1人がテーマ

に十分取り組め，かつ教員による指導がより徹底した。一面，実習内容が細分化されたものが多く

なり，巾広い問題把握についてはなお問題を残している。

　6。入学及び修了の状況

　61年度入学者は86名であり，うち外国人留学生は4名，有職者は5名である。2年生は92名で，

4名の学生が退学し，88名中76名が修士論文を提出した。その中で第1学期末課程修了者は2名，

残る74名は3月末課程修了者である。

　なお76名の修了者のうち，筑波大学博士課程への進学者2名，他大学博士課程への進学者6名筑
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波大学修士課程他研究科進学者および研究生5名，公務員5名，教員5名，民間企業等42名，その

他7名となり，有職者2名が元職に復帰した。

　7冊研究科予算

研究科運営に必要な経費の配分額は，ほぼ前年度と同様である。本年度の予算・決算を表9に示

した。本年度は特に環境情報処理の充実を図るため，パソコン6台を導入した。

表一9　昭和61年度環境科学研究科会計

配　分　額　　　（円） 支　出　額　　　（円）

学生当積算校費　　　　！5，022，635事務運営費　　　　　　2，987，213

教育関係経費　　　　2，174，OOO修士論文指導費　　　10，01ユ，882

大学院経費　　　6，028，000実習費　　　　　2，585，159
　〃　　（追加）　　　　650，000教育運営費　　　　　　2，856，656

厚生補導重点配分　　　　126，OOO研究科プロジェクト費　3，230，675

留学生当積算校費　　　1，582，000厚生補導費　　　　　　　126，OOO

教育方法等改善経費　　1，100，OOO備品費・修理費　　　　4，584，050

（小計）’　　　　　26，682，635

節約分　　　　　　一30！，000

合計　　　26，381，635　合計　　　26，381，635

　8画研究科プロジェクト

　前年度に引き続き，本年度も研究科プロジェクトを推進した。研究科教官よりプロジェクト研究

の課題を募集し，運営委員会で検討した結果，本年度は下記の班の研究科プロジェクトを実施する

こととした。

「霞ヶ浦と人間」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　前田　　修

「白神山地ブナ原生林での林道建設計画をめぐる環境科学的基礎研究」　　代表者　安仁屋政武

「地下水汚染ポテンシャルマップの作成に関する基礎的研究」　　　　　　代表者　田瀬　則雄

「県南地域の交通網整備ならびに身近な自然の保全に関する研究」　　　　代表者　梶　　秀樹

　本プロジェクトの経費として，大学院経費のうち特別事業費として本研究科に配分された！10万

円に，研究科経費を上積みして総額320万円を配分した。なお本プロジェクトの成果を研究料の教

育に還元することが検討される必要がある。

　9咀研究科の対外的活動

　（1）第9回国立大学大学院環境科学関係研究科長会議

　7月24日，25日の両日，東京工業大学が当番校になり，東京で開催された。本研究科より岩城研

究科長，吉田教授，山中教授が，事務関係から大学院課の上野課長補佐が出席した。討議された議

題は，
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　！．環境科学関係研究科長会議規程の一部改正について（広島大学提出）

　2．地域環境情報センターの設置について（北海道大学提出）

　3．環境科学シンポジウムと5大学の今後の対応について（筑波大学提出）

　4、環境工学連含講演会への対応について（東京工業大学提出）

　5．第5回環境科学合同研究発表会について（北海道大学提出）

　環境科学シンポジウムについては，積極的に盛上げる方向で努力することとし，’合同研究発表会

は連絡協議会の形で幅広く展開することとなった。’

　　（2）第5回環境科学合同研究発表会

　9月18日，！9日の両日，北海道大学を当番校として開催された。第ユ日目は一般講演19題が発表

され，第2日目はシンポジウム「河川環境」のテーマで15題の発表があった。本研究科から一般講

演に河村，斎木，山中（富山）が，シンポジウムに天田（江口），前田，安田が発表し，他に岩城

が参加した（カッコ内は共同研究者）。

　　（3）第1回環境科学シンポジウム

　11月！2日～！4日の3日間，「環境科学」特別研究総合班および「環境科学シンポジウム」実行委

員会（委員長，山申啓教授）の主催による第1回「環境科学シンポジウム」が東京で開催され，

350題の講演発表が行われた。本研究科からは天田，糸賀，河村，北畠，小林，森下，下条，新藤，

斎木，富山，山口，山中，吉田が発表を行い，また多くの技官がシンポジウムの運営に協力した。

この期聞申，「環境科学」特別研究研究成果のデータベース（筑波大学環境科学研究科，UTOPlA）

のオンライン検索の展示・実演が行われた。

　　（4）研究科教員の海外出張

　本年度の研究科教官の海外出張および研修を表ユOにまとめた。

表一10教官の海外出張

氏 名 学 系 出　張期　間 渡　航　冒　的 出 張 先

黒川 洗 杜会工学系 61．5．10～6ユ、5．ユ7 WorldConferenceon カナダ

TransportResearch

石田 東生 社会工学系 6！．5．10～6ユ．5123 国際交通研究会 カナダ

山口 誠哉 社会医学系 61．5．12～61．5．18 大気汚染の人体に対する イギリス

影響に関する研究討議

岩崎 駿介 社会工学系 61．5．ユ4～61．5．24 第3回世界の都市問題研 タイ王国

究調査

鵜野 公郎 社会工学系 61．5．25～61．6．8 研究機関訪問，調査 アメリカ合衆国，

カナダ

日端 康雄 社会工学系 61．6．1達～6ユ．7．1 都市再開発実情調査 アメリカ合衆国

佐藤 洋平 杜会工学系 61．6．17～61．8．31 土地・水管理研究所に奨 オランダ

学研究員として滞在

吉田 冨男 応用生物化学系 6ユ．6．18～6ユ．7．5 国際農業研究協議グルー コロンビア共和国

プ技術諮問委員会
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氏　　名 学　　　系 出　張　期　聞 渡　航　目　的 出　張　先

梶　　秀樹 杜会工学系 6ユ．6．ユ9～61．6．23 ソウル都心部都市再開発 大韓民国

調査研究会

大橋　　力 応用生物化学系 61．6．24－61．7．3 バリ州の地域共同体の社 インドネシア

会制御システムに関する

実地調査，資料収集

谷村　秀彦 社会工学系 61．7．6～61．7．20 病院建築の調査 カナダ

下條　信弘 杜会医学系 61．7．23～61．8．8 環境の生体影響に関する 中国

調査

松本　栄次 地球科学系 61．7．24－61．10．17 白然生態系と土地利用の ペルー，ボリビア，

調査およびブラジル環境 ブラジル

会議出席
石塚　皓造 応用生物化学系 61．8．16～61．9．2 講義と雑草科学シンポジ 中国

ウム出席

黒川　　洗 杜会工学系 61．9．ユ2～6！．9．21 バグダット都市交通改善 イラク共和国

計画調査

熊谷　良雄 社会工学系 61．9．15－61．9．27 メキシコシティ等の復旧 メキシコ，アメリ

状況調査等 カ合衆国

黒川　　洗 社会工学系 61．9．27－6｝．ユ0．5 住宅都市世界大会出席 オーストラリア

梶　　秀樹 杜会工’学系 61．10．20～61．10．25 都市と農村の統合に関す 大韓民国

る国際セミナー出席

小泉　允囲 社会工学系 61．10．22～6！．10．28 大韓民国の都市および産 大韓民国

業開発プロセスとその経

営に関する調査

吉田　冨男 応用生物化学系 61．10．27～6！．！1．9 国際農業研究協議グルー アメリカ合衆国

プ技術諮間委員会出席

河野　博忠 社会工学系 61．11．12～61．11．20 国際地域科学学会等に出 アメリカ合衆国
席

森下　豊昭 応用生物化学系 61．12．8～61．12．19 熱帯農林特プロによる調 フイリピン

査，研究

黒川　　洗 杜会工学系 61．12．6～61．12．12 プロジェクト実現化推進 　　　○フィリヒン

事業の事後評価

大橋　　力 応用生物化学系 61．ユ2．14～6ユ．12．21 知人の葬儀出席 インドネシア

河野　博忠 杜会工学系 62，2．18～62．2．2雀 第26回西アメリカ地域科 アメリカ合衆国

学学会出席

吉田　冨男 応用生物化学系 62．2．22－62．3．6 国際稲研究所会議 　　　○フイリピン

吉田　冨男
　　■応用生物化学系

62．3．13～62．3，25 国際農業研究グループ技 イタリア

術諮問委員会

土肥　博至 芸　術　学　系 62．3．8～62．3．3ユ 資料収集，視察，研究交 中華人民共和国
流

岩崎　駿介 杜会工学系 62．3．12～62．3．30 経済協カプロジェクトの エチオピア，スー

視察と居住問題の研究 ダン民主共和国

小泉　允囲 杜会工学系 62．3．27～62．3．31 大都市の危機管理システ 大韓民国

ムの調査研究

梶　　秀樹 杜会工学系 62．3．27－6213．31 大都市の危機管理システ 大韓民国

ムの調査研究
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