
付表  

アンケートの送付先（“環境”の語を含む国公私立大学の学科／専攻、 
国立研究所などの部門および、いくつかの地球惑星科学系教室など） 

北海道大学 工学部 環境工学科 
北海道大学 工学研究科 都市環境工学専攻 
北海道大学 工学研究科 環境資源工学専攻 
北海道大学 農学研究科 環境資源学専攻 
北海道大学 水産科学研究科 環境生物資源科学専攻 
北海道大学 地球環境科学研究科 地圏環境科学専攻 
北海道大学 地球環境科学研究科 生態環境科学専攻 
北海道大学 地球環境科学研究科 物質環境科学専攻 
北海道大学 地球環境科学研究科 大気海洋圏環境科学専攻 
北海道教育大学 教育学部 地域環境教育課程 
帯広畜産大学 畜産学部 畜産環境科学科 
弘前大学 理工学部 地球環境学科 
弘前大学 農学生命科学部 地域環境科学科 
岩手大学 人文社会科学部 環境科学課程 
岩手大学 工学部 建設環境工学科 
岩手大学 農学部 農林環境科学科 
東北大学 理学部 地圏環境科学科 
東北大学 農学研究科 資源環境経済学専攻 
東北大学 農学研究科 環境修復生物工学専攻 
秋田大学 教育文化学部 人間環境課程 
秋田大学 工学資源学部 環境物質工学科 
秋田大学 工学資源学部 土木環境工学科 
山形大学 教育学部 人間環境教育課程 
山形大学 理学部 地球環境学科 
山形大学 農学部 生物環境学科 
茨城大学 教育学部 人間環境教育課程 
茨城大学 理学部 地球生命環境科学科 
茨城大学 農学部 地域環境科学科 
筑波大学 環境科学研究科 環境科学専攻 
筑波大学 生命環境科学研究科 地球環境科学専攻 



筑波大学 生命環境科学研究科 地球進化科学専攻 
筑波大学 生命環境科学研究科 構造生物科学専攻 
筑波大学 生命環境科学研究科 情報生物科学専攻 
筑波大学 生命環境科学研究科 生命共存科学専攻 
筑波大学 生命環境科学研究科 国際地縁技術開発科学専攻 
筑波大学 生命環境科学研究科 生物圏資源科学専攻 
筑波大学 生命環境科学研究科 生物機能科学専攻 
筑波大学 人間総合科学研究科 社会環境医学専攻 
宇都宮大学 教育学部 環境教育課程 
宇都宮大学 農学部 農業環境工学科 
埼玉大学 経済学部 社会環境設計学科 
埼玉大学 理工学研究科 環境制御工学専攻 
埼玉大学 理工学研究科 生物環境科学専攻 
千葉大学 工学部 都市環境システム学科 
千葉大学 園芸学部 緑地・環境学科 
千葉大学 医学薬学教育部 環境健康科学専攻 
東京大学 農学部 生物環境科学課程 
東京大学 農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 
東京大学 農学生命科学研究科 生物・環境工学専攻 
東京大学 新領域創成科学研究科 環境学専攻 
東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 環境社会医歯学系専攻 
東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 生体環境応答学系専攻 
東京学芸大学 教育学部 環境教育課程 
東京農工大学 農学部 環境資源科学科 
東京農工大学 連合農学研究科 資源・環境学専攻 
東京工業大学 総合理工学研究科 人間環境システム専攻 
東京工業大学 総合理工学研究科 化学環境学専攻 
東京工業大学 総合理工学研究科 環境理工学創造専攻 
東京工学大学 情報理工学研究科 情報環境学専攻 
東京水産大学 水産学部 海洋環境学科 
お茶の水女子大学 生活科学部 生活環境学科 
横浜国立大学 教育人間科学部 地球環境課程 
横浜国立大学 環境情報教育部 環境生命学専攻 
横浜国立大学 環境情報教育部 環境システム学専攻 



横浜国立大学 環境情報教育部 情報メディア環境学専攻 
横浜国立大学 環境情報教育部 環境マネジメント専攻 
新潟大学 理学部 自然環境科学科 
新潟大学 農学部 生産環境科学科 
新潟大学 自然科学研究科 地球環境科学専攻 
新潟大学 自然科学研究科 環境システム科学専攻 
新潟大学 自然科学研究科 環境管理科学専攻 
長岡技術科学大学 工学部 環境システム工学課程 
富山大学 理学部 生物圏環境科学科 
金沢大学 教育学部 人間環境課程 
金沢大学 医学系研究科 環境医科学専攻 
金沢大学 社会環境科学研究科 地域社会環境学専攻 
金沢大学 社会環境科学研究科 国際社会環境学専攻 
金沢大学 自然科学研究科 環境基盤工学専攻 
金沢大学 自然科学研究科 地球環境科学専攻 
福井大学 工学研究科 環境設計工学専攻 
山梨大学 工学部 土木環境工学科 
信州大学 工学部 環境機能工学科 
岐阜大学 工学研究科 環境エネルギーシステム専攻 
岐阜大学 連合農学研究科 生物環境科学専攻 
静岡大学 理学部 生物地球環境科学科 
静岡大学 農学部 人間環境科学科 
名古屋大学 農学部 資源生物環境学科 
名古屋大学 工学研究科 地圏環境工学専攻 
名古屋大学 環境学研究科 地球環境科学専攻 
名古屋大学 環境学研究科 都市環境学専攻 
名古屋大学 環境学研究科 社会環境学専攻 
名古屋大学 太陽地球環境研究所 
愛知教育大学 教育学部 環境教育課程 
豊橋技術科学大学 工学研究科 環境・生命工学専攻 
三重大学 生物資源学部 共生環境学科 
滋賀大学 教育学部 環境教育課程 
滋賀医科大学 医学系研究科 環境・生態系専攻 
京都大学 工学研究科 環境工学専攻 



京都大学 工学研究科 環境地球工学専攻 
京都大学 農学研究科 地域環境科学専攻 
京都大学 人間・環境学研究科 人間・環境学専攻 
京都大学 人間・環境学研究科 文化・地域環境学専攻 
京都大学 人間・環境学研究科 環境相関研究専攻 
京都大学 エネルギー科学研究科 エネルギー社会・環境科学専攻 
大阪大学 工学研究科 環境工学専攻 
神戸大学 発達科学部 人間環境科学科 
神戸大学 総合人間科学研究科 人間環境科学専攻 
神戸大学 自然科学研究科 生物環境制御学専攻 
神戸大学 自然科学研究科 食料生産環境工学専攻 
神戸大学 自然科学研究科 地球環境科学専攻 
奈良女子大学 生活環境学部 生活環境学科 
奈良女子大学 生活環境学部 人間環境学科 
和歌山大学 教育学部 自然環境教育課程 
和歌山大学 経済学部 市場環境学科 
和歌山大学 システム工学部 環境システム学科 
鳥取大学 農学部 生物資源環境学科 
島根大学 教育学部 生活環境福祉課程 
島根大学 総合理工学部 地球資源環境学科 
島根大学 生物資源科学部 生態環境科学科 
岡山大学 自然科学研究科 環境システム学専攻 
岡山大学 自然科学研究科 環境保全工学専攻 
岡山大学 自然科学研究科 地球・環境システム科学専攻 
岡山大学 医歯学総合研究科 社会環境生命科学専攻 
広島大学 工学研究科 社会環境システム専攻 
広島大学 生物圏科学研究科 環境計画科学専攻 
広島大学 生物圏科学研究科 環境循環系制御学専攻 
山口大学 農学部 生物資源環境科学科 
山口大学 理工学研究科 環境共生工学専攻 
徳島大学 人間・自然環境研究科 人間環境専攻 
徳島大学 人間・自然環境研究科 自然環境専攻 
香川大学 教育学部 人間発達環境課程 
香川医科大学 医学系研究科 環境生態系専攻 



愛媛大学 工学部 環境建設工学科 
愛媛大学 理工学研究科 環境科学専攻 
愛媛大学 連合農学研究科 生物環境保全学専攻 
高知大学 理学部 自然環境科学科 
高知大学 農学部 生産環境工学科 
福岡教育大学 教育学部 環境情報教育課程 
九州大学 工学部 地球環境工学科 
九州大学 農学部 生物資源環境学科 
九州大学 医学系学府 環境社会医学専攻 
九州大学 工学府 都市環境システム工学専攻 
九州大学 総合理工学府 環境エネルギー工学専攻 
九州大学 総合理工学府 大気海洋環境システム学専攻 
九州芸術工科大学 芸術工学部 環境設計学科 
佐賀大学 文化教育学部 人間環境課程 
長崎大学 環境科学部 環境科学科 
熊本大学 理学部 環境理学科 
熊本大学 工学部 環境システム工学科 
大分大学 工学部 福祉環境工学科 
大分医科大学 医学系研究科 環境・生態系専攻 
宮崎大学 工学部 物質環境化学科 
宮崎大学 工学部 土木環境工学科 
宮崎大学 農学部 生物環境科学科 
宮崎医科大学 医学研究科 環境生態系専攻 
鹿児島大学 理学部 地球環境科学科 
鹿児島大学 農学部 生物環境学科 
鹿児島大学 人文社会科学研究科 人間環境文化論専攻 
鹿児島大学 連合農学研究科 生物環境保全科学専攻 
琉球大学 工学部 環境建設工学科 
琉球大学 農学部 生産環境学科 
秋田県立大学 システム科学技術学部 建築環境システム学科 
秋田県立大学 生物資源科学部 生物環境科学科 
横浜市立大学 理学部 環境理学科 
静岡県立大学 生活健康科学研究科 環境物質科学専攻 
名古屋市立大学 芸術工学部 生活環境デザイン学科 



滋賀県立大学 環境科学部 環境生態学科 
滋賀県立大学 環境科学部 環境計画学科 
京都府立大学 人間環境学部 環境デザイン学科 
京都府立大学 人間環境学部 環境情報学科 
京都府立大学 農学研究科 生物生産環境学専攻 
大阪女子大学 理学部 環境理学科 
大阪市立大学 工学部 環境都市工学科 
大阪市立大学 生活科学部 居住環境学科 
大阪府立大学 農学部 地域環境科学科 
大阪府立大学 総合科学部 自然環境科学科 
姫路工学大学 環境人間学部 環境人間学科 
県立広島女子大学 生活科学部 生活環境学科 
山口県立大学 生活科学部 生活環境学科 
山口県立大学 生活科学部 環境デザイン学科 
高知女子大学 生活科学部 環境理学科 
北九州市立大学 国際環境工学部 環境化学プロセス工学科 
北九州市立大学 国際環境工学部 環境機械システム工学科 
北九州市立大学 国際環境工学部 情報メディア工学科 
北九州市立大学 国際環境工学部 環境空間デザイン学科 
福岡女子大学 人間環境学部 環境理学科 
福岡女子大学 人間環境学部 生活環境学科 
熊本県立大学 環境共生学部 環境共生学科 
沖縄県立芸術大学 造形芸術研究科 環境造形専攻 
北海道工業大学 工学部 環境デザイン学科 
北海道東海大学 工学部 海洋環境学科 
酪農学園大学 環境システム学部 経営環境学科 
酪農学園大学 環境システム学部 地域環境学科 
青森大学 環境科学研究科 環境管理学専攻 
青森大学 環境科学研究科 環境教育学専攻 
石巻専修大学 理工学研究科 生命環境科学専攻 
東北工業大学 工学部 環境情報工学科 
東北文化学園大学 科学技術学部 環境計画工学科 
東北芸術工科大学 デザイン工学部 環境デザイン学科 
いわき明星大学 理工学部 環境理学科 



足利工業大学 工学研究科 建設・環境工学専攻 
自治医科大学 医学研究科 環境生態学系専攻 
江戸川大学 社会学部 環境情報学科 
淑徳大学 国際コミュニケーション学部 経営環境学科 
城西国際大学 経営情報学部 福祉環境情報学科 
東京情報大学 総合情報学部 環境情報学科 
和洋女子大学 家政学部 生活環境学科 
大妻女子大学 社会情報学部 社会情報学科 社会環境情報学専攻 
北里大学 獣医畜産学部 生物生産環境学科 
慶応義塾大学 環境情報学部 環境情報学科 
恵泉女学園大学 人文学部 人間環境学科 
工学院大学 工学部第一部 環境化学工学科 
実践女子大学 生活科学部 生活環境学科 
芝浦工業大学 システム工学部 環境システム学科 
上智大学 法学部 地球環境法学科 
昭和女子大学 生活科学部 生活環境学科 
大東文化大学 環境創造学部 環境創造学科 
多摩美術大学 美術学部 環境デザイン学科 
帝京大学 経済学部 環境ビジネス学科 
東海大学 海洋学部 地球環境工学科 
東海大学 教養学部 人間環境学科 
東海大学 医学研究科 環境生態系専攻 
東京家政大学 家政学部 環境情報学科 
東京造形大学 造形学部 デザイン学科 環境計画専攻 
東京電機大学 理工学部 建設環境工学科 
東京電機大学 情報環境学部 情報環境工学科 
東京電機大学 情報環境学部 情報環境デザイン学科 
東京農業大学 地域環境科学部 生産環境工学科 
東京農業大学 国際食料情報学部 食料環境経済学科 
東京薬科大学 生命科学部 環境生命科学科 
東洋大学 工学部 環境建設学科 
日本大学 生物資源科学部 生物環境工学科 
日本女子大学 家政学部 住居学科 居住環境デザイン専攻 
日本女子大学 家政学部 居住学科 建築環境デザイン専攻 



文化女子大学 造形学部 住環境学科 
武蔵工業大学 環境情報学部 環境情報学科 
立正大学 地球環境科学部 環境システム学科 
早稲田大学 理工学部 環境資源工学科 
麻布大学 環境保険学部 健康環境科学科 
麻布大学 環境保険学部 環境政策学科 
長岡造形大学 造形学部 環境デザイン学科 
金沢工業大学 工学部 環境システム工学科 
帝京科学大学 理工学部 環境マテリアル学科 
静岡産業大学 経営学部 経営環境学科 
富士常葉大学 環境防災学部 環境防災学科 
愛知淑徳大学 文化創造学部 文化創造学科 環境文化専攻 
愛知みずほ大学 人間科学部 人間環境学科 
椙山女学園大学 生活科学部 生活環境学科 
大同工業大学 工学部 都市環境デザイン学科 
中部大学 応用生物学部 環境生物科学科 
名古屋女子大学 家政学部 生活環境学科 
人間環境大学 人間環境学部 人間環境学科 
名城大学 理工学部 環境創造学科 
四日市大学 環境情報学部 環境情報学科 
京都精華大学 人文学部 環境社会学科 
京都造形芸術大学 芸術学部 環境デザイン学科 
立命館大学 理工学部 環境システム工学科 
大坂芸術大学 芸術学部 環境計画学科 
大阪産業大学 人間環境学部 文化環境学科 
大阪産業大学 人間環境学部 都市環境学科 
大阪産業大学 工学部 環境デザイン学科 
大阪人間科学大学 人間科学部 人間環境学科 
近畿大学 九州工学部 生物環境化学科 
摂南大学 経営情報学部 経営環境情報学科 
大手前大学 社会文化学部 人間環境学科 
甲南女子大学 人間科学部 人間環境学科 
神戸芸術工科大学 芸術工学部 環境デザイン学科 
神戸女学院大学 人間科学部 人間科学科 人間環境科学専攻 



神戸山手大学 人文学部 環境文化学科 
武庫川女子大学 生活環境学部 生活環境学科 
鳥取環境大学 環境情報学部 環境政策学科 
鳥取環境大学 環境情報学部 環境デザイン学科 
川崎医科大学 医学研究科 環境生態系専攻 
美作女子大学 生活科学部 福祉環境デザイン学科 
呉大学 社会情報学部 社会情報学科 社会環境情報学専攻 
広島工業大学 環境学部 環境デザイン学科 
広島工業大学 環境学部 環境情報学科  
福山大学 工学部 建設環境工学科 
徳島文理大学 家政学部 生活環境情報学科 
徳島文理大学 工学部 環境システム工学科 
高知工科大学 工学部 物質・環境システム工学科 
九州共立大学 工学部 環境化学科 
九州共立大学 工学部 地域環境システム工学科 
九州産業大学 工学研究科 社会開発・環境システム工学専攻 
産業医科大学 産業保健学部 衛生学科 環境管理専攻 
福岡大学 工学研究科 エネルギー・環境システム工学専攻 
長崎総合科学大学 人間環境学部 環境文化学科 
崇城大学 工学研究科 環境社会工学専攻 
北海道大学 大学院理学研究科 地球惑星物質科学科 
東北大学 理学部 地球物質科学科 
筑波大学 地球科学系 
東京大学 大学院理学系研究科 地質学教室 
東京工業大学 理学部 地球惑星科学教室 
早稲田大学 教育学部 地球科学教室 
新潟大学 理学部 地質科学教室 
金沢大学 理学部 地球学教室 
信州大学 理学部 地質科学教室 
京都大学 大学院理学研究科 地球惑星科学専攻 地質鉱物学分野 
大阪大学 理学部 宇宙地球科学教室 
神戸大学 理学部 地球惑星科学教室 
広島大学 理学部 地球惑星システム学教室 
九州大学 理学部 地球惑星科学教室 



産業技術総合研究所 海洋資源環境研究部門 
産業技術総合研究所 深部地質環境センター 
産業技術総合研究所 環境管理研究部門 
国立環境研究所 
日本原子力研究所 環境科学研究部 
東京都環境科学研究所 
総合地球環境学研究所 

                                       以上３０９ケ所 
 


