
令和 4年 6月 6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31年4月入学 

 

生物制御科学 

ﾆｼｺ ﾏｱﾔ 
西子 まあや 

天竺桂 弘子(東) 

横山 岳(東) 

岩永 将司(宇) 

ユニークな構造を持つコクヌストモドキSOD遺伝

子に関する研究 

◯主天竺桂 弘子(東) 

◯副横山 岳(東) 

岩永 将司(宇) 

菊田 真吾(茨) 

仲井 まどか(東) 

令和4年6月10日 15:00-17:00 

東京農工大学農学部 

2号館2階2-22教室 

（オンライン併用 Zoom） 

令和元年10月入学 

 

植物生産科学 

ｼﾞｰﾝ ﾙｲｽ ｺｸｿﾝ ﾀﾞﾓ 
Jean Louise Cocson 

DAMO 

大津 直子(東) 

岡崎 伸(東) 

関本 均(宇) 

Unraveling the Nutrient Mobilizing Bacteria 

Potential: Focus on Inorganic Phosphate 

Solubilizing Bacteria for Enhanced 

Phosphorus Nutrition on Oryza sativa 

◯主大津 直子(東) 

◯副岡崎 伸(東) 

関本 均(宇) 

西澤 智康(茨) 

杉原 創(東) 

令和4年6月17日13：00-15：00 

東京農工大学農学部 

6号館2階209号室 

（オンライン併用 Zoom） 

令和元年10月入学 

 

植物生産科学 

ｱﾄﾞｩﾈｰﾁﾝﾌﾞｧ ｼﾞｬﾈｯﾄ 

ADUHENE-CHINBUAH 

JEANNETTE 

杉原 創(東) 

田中 治夫(東) 

小松﨑 将一(茨) 

Effect of no-tillage on soil organic matter 

accumulation characteristics of Andosols in 

a long–term experiment in Japan 

◯主杉原 創(東) 

◯副田中 治夫(東) 

小松﨑 将一(茨) 

平井 英明(宇) 

岡崎 伸(東) 

令和4年6月18日 15：30-17：30 

東京農工大学農学部 

6号館2階209号室 

（オンライン併用 Zoom） 

平成28年10月入学 

 

植物生産科学 

ﾃﾞｨﾅｰﾙ ﾐﾝﾄﾞﾗﾃｨ ﾌｧﾙﾀﾞﾆ 

Dinar Mindrati 

Fardhani 

R1.9.30 満期退学 

佐藤 達雄(茨) 

七夕 小百合(茨) 

荻原 勲（東） 

(R3.3.31退職） 

Effect of heat shock against chemical 

resistant powdery mildew in strawberry and 

difference of underlying mechanism with UV-B 

irradiation 

◯主佐藤 達雄(茨) 

◯副七夕 小百合(茨) 

山根 健治(宇) 

中島 雅己(茨) 

安達 俊輔(東) 

令和4年6月20日 16:00-18:00 

オンライン開催 

(Microsoft Teams使用) 

令和元年10月入学 

 

森林資源物質科学 

ｱｸﾞｽ ﾝｶﾞﾃﾞｨｱﾝﾄ 

Agus Ngadianto 

横田 信三(宇) 

石栗 太(宇) 

船田 良(東) 

Studies on wood and glued laminated timber 

properties from three fast-growing tree 

species grown in community forests in 

Yogyakarta, Indonesia 

◯主横田 信三(宇) 

◯副石栗 太(宇) 

船田 良(東) 

半 智史(東) 

大島 潤一(宇) 

令和4年6月22日13:00-15:00 

オンライン開催 

(ZOOM使用) 



令和 4年 6月 6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。 
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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 

令和元年10月入学 

 

応用生物化学 

ﾄｩﾘﾝ ｲｱ ｸﾘｽﾃｨﾝ  

ｸﾗﾘｽ ﾊﾞｳﾃｨｽﾀ 
TULIN EA KRISTINE 

CLARISSE BAUTISTA 

西河 淳(東) 

川端 良子(東) 

蕪山 由己人(宇) 

Study on glycan formation in the node of 

Ranvier using a newly developed glycan marker 

◯主西河 淳(東) 

◯副川端 良子(東) 

蕪山 由己人(宇) 

上妻 由章(茨) 

宮田 真路(東) 

吉村 武 

(大阪大学) 

令和4年6月22日 13:30-14:30 

オンライン開催 

(ZOOM使用) 

令和元年10月入学 

 

生物制御科学 

ｳｰ ﾁｪﾝﾌｰ 
呉 建甫 

森山 裕充(東) 

小松 健(東) 

中島 雅己(茨) 

Study on Two Alternaviruses, which Proposed 

to be A New Mycoviral Family—Alternaviridae, 

and Identification of A Novel 

Deltaflexivirus 

◯主森山 裕充(東) 

◯副小松 健(東) 

中島 雅己(茨) 

西川 尚志(宇) 

福原 敏行(東) 

有江 力(東) 

令和4年6月22日15:30-16:30 

東京農工大学農学部 

本館2階第三会議室 

（オンライン併用 Zoom） 

平成28年10月入学 

 

動物生産科学 

ｺｼﾞｮ ｱﾑｽﾞｱ ｵﾍﾞﾝｸﾞ 

Kodwo Amuzuah 

Obeng 

吉澤 史昭(宇) 

蕪山 由己人(宇) 

新井 克彦(東) 

The possible involvement of polyamines in the 

stimulative effect of tryptophan on protein 

synthesis in rat liver 

◯主吉澤 史昭(宇) 

◯副蕪山 由己人(宇) 

新井 克彦(東) 

豊田 淳(茨) 

水重 貴文(宇) 

佐藤 祐介 

（東海大学） 

令和4年6月27日 16：00-17：30 

宇都宮大学農学部 

峰町1号館2階1C201大会議室 

（オンライン併用 Zoom） 

令和元年10月入学 

 

森林資源物質科学 

ﾖｾﾌ ﾋﾞﾝﾔﾝ ｱﾚﾑ 

Yosef Binyam Alemu 

五味 高志(東) 

白木 克繁(東) 

大久保 達弘(宇) 

Evaluating soil and ground cover 

characteristics for developing a simple 

distributed soil erosion model in headwater 

catchments 

◯主五味 高志(東) 

◯副白木 克繁(東) 

大久保 達弘(宇) 

戸田 浩人(東) 

渡邊 裕純(東) 

令和4年6月27日 18：00-19：30 

東京農工大学農学部 

新2号館1階2N-103 

多目的講義室 

（オンライン併用 Zoom） 

令和元年10月入学 

 

植物生産科学 

ぺﾌﾟﾗ ｸﾚﾒﾝﾄ ｵﾎﾟﾝ 

Peprah Clement 

Oppong 

桂 圭佑(東) 

大川 泰一郎(東) 

高橋 行継(宇) 

Development of evaluation methods for 

growth-related traits in rice by digital 

surface model using unmanned aerial vehicle 

◯主桂 圭佑(東) 

◯副大川 泰一郎(東) 

高橋 行継(宇) 

岡山 毅(茨) 

山下 恵(東) 

安達 俊輔(東) 

 令和4年6月28日15:00-17:00 

東京農工大学農学部 

2号館2階2-22教室 

（オンライン併用 Zoom） 

 



令和 4年 6月 6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） 
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入 学 年 度 
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学位論文発表会（公開） 

開 催 日 時 ・ 場  所 

令和元年10月入学 

 

森林資源物質科学 

ﾗｼｽ ﾌﾟﾄﾗ ﾘﾄﾝｶﾞ 
Rasis Putra 

Ritonga 

五味 高志(東) 

白木 克繁(東) 

大久保 達弘(宇) 

Evaluating the effect of vegetation 

conditions on the occurrence and transport 

of earthquake-induced landslides 

◯主五味 高志(東) 

◯副白木 克繁(東) 

大久保 達弘(宇) 

戸田 浩人(東) 

斎藤 広隆(東) 

 

令和4年6月29日 17：00-18：30 

東京農工大学農学部 

新2号館1階2N-103 

多目的講義室 

（オンライン併用 Zoom） 

 

 


