
［総合理工学専攻］1年生9名

学生名 研究テーマ 実施日等 実施場所 主指導教員

1 甘田　渓
星周SiOメーザーの連続撮像観測による星
周物質の加速過程の解明

令和4年7月11日（月）
　　13時00分～14時00分

理学部１号館4階
（411号室）

今井　裕

2 大園　紘貴 石川　岳志

3 佐藤　壮紀
Ag-In-Yb準結晶2回軸表面上におけるペン
タセンの安定吸着構造

令和 4年8月22日（月）
　13時00分～14時00分

遠隔 野澤　和生

4 桃木　光輝 混合効果モデルの極値統計学への応用
令和4年9月29日（木）
14時00分～15時00分

理学部2号館4階
404号室

吉田　拓真

5 油谷　直道 　活動銀河核周囲のガスダイナミクス
令和4年6月3日（金）

　10時30分～11時30分
遠隔 和田　桂一

6 BINISH　KUMAR
A novel affinity purification system of
antibody therapeutics by employing a small
peptide affinity ligand

令和4年8月24日（水）
　15時00分～16時00分

理学部２号館３階
310セミナー室

伊東　祐二

7
FEISAL

JATNIKA

Development of muscle specific antibody
for therapy of Muscular Dystrophy
diseases

令和4年8月24日（水）
　13時00分～14時00分

理学部２号館３階
310セミナー室

伊東　祐二

8 増留　麻紀子
活動拠点の遷移と形態的特徴からみた建
築家松井宏方の設計手法に関する研究

令和4年9月22日（木）
11時00分～12時00分
（上記日時に変更）

建築学棟
ミーティングルーム２

木方　十根

9 JUI　JERIN
New maintenance system for bridges -
planning, inspection, judgement and repair-

令和4年9月12日（月）
　　13時30分～14時30分

海洋土木工学棟
会議室

山口　明伸

［総合理工学専攻］2年生6名

学生名 研究テーマ 実施日等 実施場所 主指導教員

1 軸屋　雄太
バルク法を用いた不飽和土の蒸発効率の
算定方法に関する研究

令和4年9月5日（月）
　14時00分～15時00分

海洋土木工学棟
2階会議室

酒匂　一成

2 髙石　大輔 　原始惑星および原始星形成
令和4年7月25日（月）
14時 30分～16時00分

遠隔 和田桂一

3 中島　亮輔
間隙モデルの保水性・透水性の推定精度向
上に関する研究

令和4年9月12日（月）
　10時00分～11時00分

海洋土木工学棟
2階会議室

酒匂　一成

4
DEWA　G　A

PUTRA

Development of climate zoning for passive
cooling techniques in the hot and humid
climate of Indonesia

令和4年8月19日（金）
　13時00分～14時00分

建築学棟1号館3階
ミーティングルーム2

二宮　秀與

5 昌本　拓也
画像解析を利用した草本植生による法面保
護工の品質・維持管理システムの開発

令和4年9月5日（月）
　16時00分～17時00分

海洋土木工学棟
2階会議室

酒匂　一成

6 渡部　康明 高Cr鋼の余寿命診断技術開発
令和4年9月29日（木）

　14時30分～15時30分
遠隔 駒﨑　慎一

［総合理工学専攻］3年生8名

学生名 研究テーマ 実施日等 実施場所 主指導教員

1 岩下　真奈美
種子島における神聖な森と集落の領域に関
する研究「ガロー」の類型とその分布を通じ
て

令和4年8月8日（月）
13時00分～14時00分

遠隔
（上記実施方法に変更）

鰺坂　徹

2 立尾　清悟 成人T細胞白血病に対する治療法の開発
令和4年8月25日（木）

16時 00分～17時 00分
理工系総合研究棟
 7F 交流スペース

橋本　雅仁

3 張　明
Separation Characteristics of Emulsion-
Flow Column

令和4年9月28日（水）
13時00分～14時00分

遠隔 二井　晋

4 牧野　暁世
ローカル・アイデンティティカラー開発のため
の実践的研究

令和4年9月22日（木）
9時50分～10時50分
（上記日時に変更）

建築学棟
ミーティングルーム２

木方　十根

5 松山　絋士
海洋生物由来の抗ATL活性化合物の探索
および作用機序の解明

令和4年8月3日（水）
13時00分～14時00分

遠隔 濵田　季之

6 村上　幸太郎
微小ディスク試験片を用いた新しい高温強
度評価技術の開発

令和4年9月29日（木）
　16時00分～17時00分

機械工学2号棟
アクティブラーニング室1

駒崎　慎一

7 村瀨　建
星間ガス雲の新たな密度構造の検出とその
解釈

令和４年７月13日（水）
16時30分～17時30分

理学部1号館4階
計算機室

半田　利弘

8 大谷　武人 製糖副産物の有効利用に関する研究
令和4年9月22日（木）
10時00分～11時00分

化学工学棟
会議室

二井　晋

令和4年度（前期）　博士後期課程

「専攻ゼミナール」実施予定一覧表

※興味のある方は、どなたでも聴講できます。

実施しない



［総合理工学専攻］1年生7名

学生名 発表テーマ 実施日等 実施場所 主指導教員

1 甘田　渓
「星周物質の加速過程と星周SiOメーザー
励起機構の相関」

令和4年7月25日（月）
　　13時00分～14時00分

理学部１号館4階
（411号室）

今井　裕

2 大園　紘貴 石川　岳志

3 佐藤　壮紀
準結晶表面上における吸着現象と理論研
究の展望

令和4年8月22日（月）
　14時00分～ 15時00分

遠隔 野澤　和生

4 桃木　光輝 混合効果モデルの近年の研究発展
令和4年9月29日（木）
13時00分～14時00分

理学部2号館
4階404号室

吉田　拓真

5 油谷　直道 活動銀河核進化の物理
令和4年7月4日（月）

　12時50分～14時20分
遠隔 和田　桂一

6 BINISH　KUMAR Affinity purification of antibody
令和4年8月24日（水）

　16時00分～17時00分
理学部2号館3階
310セミナー室

伊東　祐二

7
FEISAL

JATNIKA
Antibody screening in antibody development
by employing high-throughput sequencing

令和4年8月24日（水）
　14時00分～15時00分

理学部2号館3階
310セミナー室

伊東　祐二

［総合理工学専攻］2年生4名

学生名 発表テーマ 実施日等 実施場所 主指導教員

1 軸屋　雄太
不飽和土の蒸発特性および保水・透水特性
の同時計測方法に関する研究

令和4年9月5日（月）
　13時00分～14時00分

海洋土木工学棟
2階会議室

酒匂　一成

2 髙石　大輔 　星惑星形成の物理
令和4年6月20日（月）
14時30分～16時00分

遠隔 和田桂一

3 中島　亮輔
間隙モデルの不飽和土の保水性・透水性の
推定精度向上および実用化に向けた研究

令和4年9月12日（月）
　11時00分～12時00分

海洋土木工学棟
2階会議室

酒匂　一成

4
DEWA　G　A

PUTRA

The influence of the climate index on a
global scale, regional scale, and local scale
on climate variability in Indonesia

令和 4年 8月19日（金）
　14時00分～15時00分

建築学棟1号館3階
ミーティングルーム2

二宮　秀與

令和4年度（前期）　博士後期課程

「特別演習Ⅰ」実施予定一覧表

「特別演習Ⅱ」実施予定一覧表

※興味のある方は、どなたでも聴講できます。

実施しない


