
令和 2年 6月 9日 

連合農学研究科長 

学位論文発表会（公開）の開催について（通知） 

注 1)：○主は主査、○副は副査を示す。 

注 2)：指導教員欄の（  ）は、在学時の指導教員で、現在、在職していない者の退職日を示す。 

入 学 年 度 

大 講 座 
氏    名 指 導 教 員 学  位  論  文  名 学位論文審査委員 

学位論文発表会（公開） 

開 催 日 時 ・ 場  所 

平成29年10月入学 

 

生物制御科学 

ｺﾋﾉｰﾙ  ﾍﾞｸﾞﾑ 
KOHINOOR BEGUM 

本林 隆(東) 

有江 力(東) 

小松崎 将一(茨) 

Evaluation of Allelopathic Potential Plants 

from Bangladesh and Identification of 

Allelochemicals 

◯主本林 隆(東) 

◯副有江 力(東) 

小松崎 将一(茨) 

小笠原 勝(宇) 

渡邉 泉(東) 

藤井 義晴 

（東京農工大学名誉教授） 

 

令和2年6月10日 10:00-11:00 

東京農工大学農学部 

2号館1階N-103 

多目的講義室 

オンライン(Zoom)を併用 

平成29年10月入学 

 

生物機能化学 

ｱﾆﾔ 
阿妮亚 

野村 義宏(東) 

長南 茂(茨) 

本林 隆(東) 

Evaluation of bioactive chemicals from 

Chinese medicinal plants and Identification 

of functional compounds 

◯主野村 義宏(東) 

◯副長南 茂(茨) 

本林 隆(東) 

小笠原 勝(宇) 

渡邉 泉(東) 

藤井 義晴 

（東京農工大学名誉教授） 

 令和2年6月10日11:00-12:00 

東京農工大学農学部 

2号館1階N-103 

多目的講義室 

オンラインを併用 

平成27年4月入学 

 

生物制御科学 

ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾏ 

坂本 卓磨 

天竺桂 弘子(東) 

仲井 まどか(東) 

園田 昌司(宇) 

多胚性寄生蜂における多胚形成を制御する遺伝

子に関する研究 

◯主天竺桂 弘子(東) 

◯副仲井 まどか(東) 

園田 昌司(宇) 

北嶋 康樹(茨) 

伊藤 克彦(東) 

令和2年6月15日 15:00-17:00 

東京農工大学農学部 

2号館2階22番教室 

オンライン(WebEX)を併用 

平成29年10月入学 

 

農業環境工学 

ﾚ ﾎｱﾝ ﾄｩ 

Le Hoang Tu 

渡邊 裕純(東) 

加藤 亮(東) 

大澤 和敏(宇) 

Development of SWAT rice module for basin 

scale assessment of pollutant transport 

◯主渡邊 裕純(東) 

◯副加藤 亮(東) 

大澤 和敏(宇) 

黒田 久雄(茨) 

五味 高志(東) 

令和2年6月15日 15:00-17:00 

オンライン(Webexを使用) 

平成29年4月入学 

 

環境保全学 

ｳｨｳｨｯｸ ﾊﾙｿﾉﾜﾃｨ 

WIWIEK HARSONOWATI 

成澤 才彦(茨) 

西澤 智康(茨) 

有江 力(東) 

ROLE OF PLANT GROWTH-PROMOTING DARK SEPTATE 

ENDOPHYTIC FUNGI IN INTEGRATED DISEASE 

SUPPRESSION AND PRODUCTIVITY OF STRAWBERRY 

◯主成澤 才彦(茨) 

◯副西澤 智康(茨) 

有江 力(東) 

横田 信三(宇) 

坂上 伸生(茨) 

 令和2年6月18日17：00-18：30 

オンライン（Teamsを使用） 
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平成29年10月入学 

 

森林資源物質科学 

ﾚﾄﾉ ｱｸﾞﾈｽﾃｨｼｱ 
Retno Agnestisia 

横田 信三(宇) 

石栗 太(宇) 

船田 良(東) 

Study on the inter-responses at the gene and 

protein levels between Japanese birch 

cultures and a birch canker-rot fungus 

Inonotus obliquus at an early infection stage 

◯主横田 信三(宇) 

◯副石栗 太(宇) 

船田 良(東) 

半 智史(東) 

鈴木 智大(宇) 

令和2年6月19日 15：00-17：00 

オンライン(Zoomを使用) 

平成29年10月入学 

 

植物生産科学 

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 
中村 嘉孝 

井上 栄一(茨) 

七夕 小百合(茨) 

荻原 勲(東) 

ジネンジョ（Dioscorea japonica Thunb.）‘稲武

2 号’の生産性向上にむけた地下部環境の解明に

関する研究 

◯主井上 栄一(茨) 

◯副七夕 小百合(茨) 

荻原 勲(東) 

田中 治夫(東) 

山根 健治(宇) 

 令和2年6月19日10：00-12：00 

オンライン(Teamsを使用) 

平成29年4月入学 

 

動物生産科学 

ｻﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 

佐藤 瑞穂 

豊田 淳(茨) 

宮口 右二(茨) 

吉澤 史昭(宇) 

心理社会的ストレスへのレジリエンスを付与す

るカンキツフラボノイドに関する研究 

◯主豊田 淳(茨) 

◯副宮口 右二(茨) 

吉澤 史昭(宇) 

鈴木 穂高(茨) 

新村 毅(東) 

令和2年6月22日 15：00-16：00 

茨城大学農学部 

管理棟2階224番 

第一会議室 

オンライン（Zoom）を併用 

平成28年4月入学 

 

農林共生社会科学 

ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 

小林 賢治 

伊丹 一浩(茨) 

福與 徳文(茨) 

野見山 敏雄(東) 

福島県におけるCSA的活動の現状と課題 -外部組

織との連携の視点から- 

◯主伊丹 一浩(茨) 

◯副福與 徳文(茨) 

野見山 敏雄(東) 

安藤 益夫(宇) 

西山 未真(宇) 

立川 雅司 

（名古屋大学） 

令和2年6月22日 13：00-13：50 

オンライン(Teamsを使用) 

平成29年10月入学 

 

植物生産科学 

ｴﾑﾃﾞｨ ﾌｨﾛｽﾞ ﾓﾙﾄｩｻﾞ 

Md Firoz Mortuza 

大津 直子(東) 

岡崎 伸(東) 

関本 均(宇) 

Genetical and physiological characterization 

of root nodule bacteria associated with 

leguminous plants for potential 

biofertilizer application in crop 

cultivation in Bangladesh and Japan  

 

◯主大津 直子(東) 

◯副岡崎 伸(東) 

関本 均(宇) 

西澤 智康(茨) 

山田 哲也(東) 

 令和元年6月23日13:00-15:00 

オンライン(Zoomを使用) 
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平成28年4日入学 

 

農林共生社会科学 

ﾘｭｳ ｹﾝ 
劉 健 

R2.3.31 満期退学 

中川 光弘(茨) 

（R2.3.31退職） 

福與 徳文(茨) 

秋山 満(宇) 

太陽光発電を用いた農業の日中比較研究－日本

の営農型太陽光発電と中国の光伏農業－ 

◯主福與 徳文(茨) 

◯副秋山 満(宇) 

野見山 敏雄(東) 

伊丹 一浩(茨) 

内田 晋(茨) 

 

令和2年6月23日 13：00-14：00 

オンライン(Teamsを使用) 

平成28年4月入学 

 

動物生産科学 

ｱﾁﾗﾄ 
阿其拉図 

R2.3.31 満期退学 

長尾 慶和(宇) 

松本 浩道(宇) 

大久保 武(茨) 

ウシにおける卵胞内ステロイドホルモン動態と

卵子発生能の関連に関する研究 

◯主長尾 慶和(宇) 

◯副松本 浩道(宇) 

大久保 武(茨) 

杉村 智史(東) 

福井 えみ子(宇) 

 令和2年6月23日10:00-11:00 

宇都宮大学農学部 

峰町1号館2階 

農学部大会議室 

オンライン(Zoom)を併用 

平成29年10月入学 

 

植物生産科学 

ｻﾙｺﾃﾞｨｰ ｱﾄﾞｩｰ ｴﾙｼｰ ｱﾙｸ 

ｾﾙ 

SARKODEE-ADDO 

ELSIE AKUA SERWAA 

岡崎 伸(東) 

杉原 創(東) 

西澤 智康(茨) 

Diversity and characterization of beneficial 

microbes for rice production in Ghana 

◯主岡崎 伸(東) 

◯副杉原 創(東) 

西澤 智康(茨) 

関本 均(宇) 

大津 直子(東) 

令和2年6月23日 15：00-16：45 

オンライン(Zoomを使用) 

平成29年10月入学 

 

森林資源物質科学 

ｱﾐﾅ ﾊﾞﾙﾌｧｽ 

Aminah Balfas 

吉田 誠(東) 

小瀬 亮太(東) 

羽生 直人(宇) 

Properties of Cellulose Nanofiber and its 

Sheet Prepared from Recycled Pulp Fiber Using 

Aqueous Counter Collision Method 

◯主吉田 誠(東) 

◯副小瀬 亮太(東) 

羽生 直人(宇) 

船田 良(東) 

堀川 祥生(東) 

令和2年6月27日 13:00-15:00 

東京農工大学農学部 

1号館11番教室 

オンライン(Google Meets)を併用 

平成29年10月入学 

 

応用生物化学 

ﾀｶｶﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 

髙垣 聡一郎 

蓮見 惠司(東) 

鈴木 絵里子(東) 

上妻 由章(茨) 

バチルス由来の血栓溶解促進酵素の研究 

◯主蓮見 惠司(東) 

◯副鈴木 絵里子(東) 

上妻 由章(茨) 

蕪山 由己人(宇) 

山形 洋平(東) 

 令和2年6月29日15：00-15：45 

東京農工大学農学部 

1号館1階116号室 

オンライン(Google Meets)を併用 

 

 


