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博士 修士 学部生

名前 古賀 政志 佐藤 圭浩 田中 秀明 夏目 拓也

なまえ こが まさし さとう よしひろ たなか ひであき なつめ たくや

専攻 電気・科学専攻 情報専攻 情報専攻 情報専攻

領域 応用化学領域 システム情報工学領域 情報工学領域 画像工学領域

出身学科 エネルギー化学科 情報科学科 情報科学科 情報科学科

学年 博士後期課程4年 博士後期課程4年 博士後期課程４年 博士後期課程4年

所属研究室 固体材料科学研究室（固体化学） 視覚メディア研究室 応用数理研究室 画像工学研究室

指導教員 宗像文男 教授 包躍 教授 田口亮 教授 向井信彦 教授

教職課程 履修 非履修 非履修 非履修

得意科目 化学、物理 プログラミング関係全般
画像処理、デジタル信号処理、

プログラミング
プログラミング関連

TA科目 なし なし 情報科学演習（田口） 過去に情報リテラシー、プロ4

使用可能ツール
Word、Excel、PowerPoint、

HP-BASIC
Visual Studio、C、Python、Office Ｃ言語、Excel、PowerPoint

C言語、CUDA、
Python(基礎的な部分)

メッセージ
例年通りが通じない、難しい時期で
すが順応できるよう頑張っていきま

しょう。

どんな質問でもお気軽にどうぞ
解決のために、助けることもできる

と思います。

気軽に質問してください。よろしく
お願い致します。

今年度はオンライン形式の講義も多
く、質問し難い環境なので、ぜひLC

を利用してください。

名前 張 北辰 任 振威 根本 雄介 渡邊 恭佑

なまえ ちょう べちゃん にん しんうい ねもと ゆうすけ わたなべ きょうすけ

専攻 情報専攻 電気・化学専攻 電気・化学専攻 情報専攻

領域 システム情報工学領域 電気電子工学領域 電気電子工学領域 システム情報工学領域

出身学科 電子情報工学科（他学） 電気電子工学科 電気電子工学科 知能情報工学科

学年 博士後期課程４年 博士後期課程3年 博士後期課程3年 博士後期課程3年

所属研究室 包研究室 大電流エネルギー研究室 大電流エネルギー研究室 森研究室

指導教員 包躍 教授 岩尾徹 教授 岩尾徹 教授 森博彦 教授

教職課程 非履修 非履修 履修 非履修

得意科目 プログラミング 英語、電気回路 電気回路，電磁気，プラズマ工学 人間工学

TA科目 情報科学実験（包先生分）
電気電子通信実験/応用実験

高電圧＆電力系統（岩尾先生）
なし 人間中心設計演習

使用可能ツール
Office全般、C++、Matlab、

Python
Office全般、Fortran、Tecplot ppt,word,excel, fortran Python、RaspberryPi、Arduino

メッセージ
学習生活についても気軽く相談して

ください
気楽にお聞きください よろしくお願いします。 よろしくお願い致します。
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博士 修士 学部生

名前 桐ヶ谷直己 栗又 美紅 大嶋 真広 山本 新

なまえ きりがやなおき くりまた みく おおしま まさひろ やまもと あらた

専攻 機械専攻 機械専攻 電気・化学専攻 電気・化学専攻

領域 機械システム領域 機械システム工学領域 医用工学領域 医用工学領域

出身学科 機械システム工学科 機械システム工学科 医用工学科 医用工学科

学年 修士課程1年 修士課程1年 修士課程2年 修士課程2年

所属研究室 計測電機制御研究室 宇宙システム研究室 生体計測工学研究室 生体計測工学研究室（島谷研究室）

指導教員 田中康寛 教授 宮坂明宏 教授 京相雅樹 教授 島谷祐一 准教授

教職課程 非履修 非履修 非履修 非履修

得意科目 工業力学 工業力学，伝熱工学 生体計測工学 生理学、計測工学

TA科目 電気基礎実験 なし なし なし

使用可能ツール Word、Excel、PowerPoint Office全般、Thermal Desktop® Office全般、C、IGOR、Python Office全般

メッセージ
勉強以外のことでもお気軽にご相談
ください。よろしくお願いします。

気軽に質問してください！
一緒に解決しましょう！
よろしくお願いします！

よろしくお願いいたします。
学業から就職活動に関することまで

気軽に聞いてください。

名前 高木 真宏 羽賀 大佑 宇田川 智弘 土井 壮太

なまえ たかぎ まさひろ はが だいすけ うだがわ ともひろ どい そうた

専攻 電気・化学専攻 電気・化学専攻 電気・化学専攻 電気・化学専攻

領域 電気電子工学領域 電気電子工学領域 電気電子工学領域 応用化学領域

出身学科 電気電子工学科 電気電子工学科 電気電子工学科 エネルギー化学科

学年 修士課程1年 修士課程1年 修士課程2年 修士課程2年

所属研究室 大電流エネルギー研究室 電力システム研究室 先端機器デザイン研究室 有機合成化学研究室（構造化学）

指導教員 岩尾徹 教授 中島達人 教授 鳥居 粛 准教授 塩月雅士 准教授

教職課程 非履修 非履修 非履修 非履修

得意科目 電気回路 電気磁気学 電力システム 電気回路、電気磁気学 有機化学

TA科目 電気電子通信実験（２） なし なし なし

使用可能ツール
Word、PowerPoint、LaTeX、

Illustrator
Office、PSCAD Word、Excel、PowerPoint Office全般

メッセージ 気軽に訪ねてください！
研究室の相談などでも受け付けます

のでよろしくお願いします！

ポイントを押さえながら理解を深め
ていきましょう！

よろしくお願いします。
よろしくお願い致します。

2／4



2020年度サポーター紹介(修士)

博士 修士 学部生

名前 照井 萌水 首藤 啓志 大澤 徹郎 大崎 友広

なまえ てるい もな しゅとう けいし おおさわ てつろう おおさき ともひろ

専攻 建築都市専攻 建築・都市専攻 建築・都市専攻 情報専攻

領域 建築学領域 建築学領域 都市工学領域 情報工学領域

出身学科 建築学科 建築学科 都市工学科 情報通信工学科

学年 修士課程2年 修士課程2年 修士課程1年 修士課程1年

所属研究室 堀場研究室 小見研究室 五艘研究室 無線システム岡野研究室

指導教員 堀場弘 教授 小見康夫 教授 五艘隆志 准教授 岡野好伸 教授

教職課程 非履修 非履修 非履修 非履修

得意科目 建築設計 建築構法 都市工学 コンピューター概論

TA科目 なし なし なし なし

使用可能ツール
InDesign、Photoshop、Illustrator

、vectorworks
Sketch Up、Illustrator office全般、Matlab

メッセージ よろしくお願いします。 よろしくお願い致します！
勉強以外でも相談に乗りますので，

お気軽にご相談ください！
よろしくお願い致します。

名前 高木 駿

なまえ たかぎ しゅん

専攻 情報専攻

領域 システム情報工学領域

出身学科 知能情報工学科

学年 修士課程1年

所属研究室 人間情報システム研究室(森研究室)

指導教員 森博彦 教授

教職課程 非履修

得意科目 人間工学

TA科目 なし

使用可能ツール Office全般、Python

メッセージ がんばりましょう
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博士 修士 学部生

名前 鈴本 光 増子 元海 大澤 陵 森下 穂香

なまえ すずもと ひかる ましこ もとみ おおさわ りょう もりした ほのか

学科 機械工学科 原子力安全工学科 原子力安全工学科 電気電子工学科

学年 学部4年 学部4年 学部4年 学部4年

所属研究室 表面加工研究室 佐藤研究室 原子力リスク評価研究室 大電流エネルギー研究室

指導教員 亀山雄高 准教授 佐藤勇 教授 牟田仁 准教授 岩尾徹 教授

教職課程 非履修 非履修 非履修 非履修

得意科目 材料力学、基礎材料学 原子炉工学 原子力系 電気回路、システム制御

TA科目 なし 原子力安全工学科B2・B3実験 信頼性工学実習 なし

使用可能ツール Excel、PowerPoint、Fusion360 Word、PowerPoint office Office全般

メッセージ よろしくお願いします。 宜しくお願いします。 よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。

名前 飯山 巧也 塚原 葵

なまえ いいやま たくや つかはら あおい

学科 情報科学科 自然科学科

学年 学部4年 学部4年

所属研究室 画像工学研究室 高分子科学研究室

指導教員 張英夏 准教授 高木晋作 講師

教職課程 非履修 履修

得意科目 プログラミング(1)(2)(3)(4) 化学

TA科目 プログラミング(4) なし

使用可能ツール C言語 Office全般

メッセージ よろしくお願い致します。
サークルの兼部やバイト、中高理科
教職課程、学芸員課程などについて
も答えられるので是非気軽にどうぞ。
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