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　令和2年度　資源生物科学科　卒業論文発表会プログラム

　第1日目：　令和2年2月13日（木）　10:00-16:00　農学部大会議室

ポスター

番号
分　野 氏　名 論　文　題　目

海洋生物グループ（M)

13M1 海洋生物環境学 伊丹　裕亮 銀ウナギ期と黄ウナギ期のニホンウナギの行動と環境要因との関係

13M2 海洋生物環境学 西山　啓太 タイ国タリボン島の潮下帯海草藻場におけるジュゴンの摂餌タイミングの解明

13M3 海洋生物環境学 八木　智也 黄ウナギ期ニホンウナギの天然魚と養殖魚の行動に対する環境要因の影響

13M4 海洋生物増殖学 小野山　剛 網敷き飼育によるヒラメの着色型黒化の防除 －効果的・効率的な網敷き方法の検討－

13M5 海洋生物増殖学 後藤　千佳 着色型黒化と体型とに生じるヒラメの個体差をコルチゾル調節から説明する試み

13M6 海洋生物増殖学 山中　朔人 筑後川河口域における有明海特産種ハゼクチの仔稚魚出現数と遺伝的多様度の経年変化

13M7 海洋生物増殖学 若狭　達也 気仙沼市の震災湿地における水交換率操作実験に伴う動物プランクトン相の変化

13M8 海洋分子微生物学 今浦　由就 発現プラスミド導入による一酸化炭素酸化性Parageobacillus属細菌の水素生産速度向上の試み

13M9 海洋分子微生物学 牧ケ谷　佳佑 堆肥環境における原核生物群集構造解析および一酸化炭素酸化菌の分離探索

13M10 海洋分子微生物学 松本　真生 海洋原核微生物-ウイルス間相互作用の地理的分布の解明

13M11 海洋分子微生物学 吉川　健太郎 ミクロコスム系を用いた真核微細藻類ブルームに応答する新規海洋原核生物の分離の試み

13M12 海洋環境微生物学 小原　幹太 極限環境に生息するアーキアの糖鎖プロファイリング

13M13 海洋環境微生物学 橋本　咲子 Aurantiochytrium limacinumのアスタキサンチン合成能向上に関する研究

13M14 海洋環境微生物学 東根　徳広 経口薬開発に向けたクロレラのインスリン発現に関する研究

13M15 海洋環境微生物学 森　勇輝 ラビリンチュラ類によるウナギ成長ホルモン発現に関する研究

13M16 海洋生物生産利用学 北野　伶美 老齢マウスを用いたアスタキサンチン摂取による抗老化作用の評価

13M17 海洋生物生産利用学 小須田　帆南 グルコシルセラミド摂取が精神ストレスに与える影響

13M18 海洋生物生産利用学 清水　亮佑 ヒト由来肝細胞を用いたシフォナキサンチン代謝に関与する酵素の探索

13M19 海洋生物機能学 片山　ありさ グリセルアルデヒドとシステインおよびセレノシステインへの反応とその生理機能

13M20 海洋生物機能学 佐々木　賀治 タニガワナマズ(Silurus tomodai  Hibino and Tabata, 2018)の産卵環境及びその仔稚魚の初期発育

13M21 海洋生物機能学 鈴木　凌太 エラスチン関連ジペプチドPro-Gly及びGly-Proの単回投与におけるラット体内での動態



ポスター

番号
分　野 氏　名 論　文　題　目

海洋生物グループ（M)

13M22 海洋生物機能学 中村　拳 ラクトフェリン由来難消化性チオールペプチドの同定

13M23 生物資源情報学 伊地知　寛温 南シナ海におけるアオウミガメ幼体の拡散および性比の予測

13M24 生物資源情報学 藤島　幹汰
Morphology, diet and reproductive ecology of two viviparous sea snake species (Elapidae,

Hydrophiinae) from the Ryukyu Archipelago



ポスター

番号
分　野 氏　名 論　文　題　目

生産環境グループ（E)

13E1 雑草学 姉川　盤音 ヒメフウロの在来集団および外来と推定される路傍集団の遺伝構造の比較

13E2 雑草学 関口　麻人 岡山県で発見された2タイプの除草剤抵抗性ヒメタイヌビエにおける抵抗性機構に関する研究

13E3 雑草学 土肥　祐大 ピロキサスルホン低薬量選抜で生じた多剤抵抗性ボウムギにおける除草剤代謝遺伝子の探索

13E4 熱帯農業生態学 坂野　和樹 Mangifera属植物の耐寒性の比較

13E5 熱帯農業生態学 秦泉寺　湧太 バングラデシュの塩害地で栽培されるダイズの塩ストレスに対する品種間差異

13E6 植物病理学 鎌谷　喜充 国内産2系統のカーネーション斑紋ウイルス全長cDNAクローンの作製および感染性の調査

13E7 植物病理学 吉田　美穂 Cassia yellow blotch virus タンパク質による植物細胞死の誘導とその抑制の分子機構

13E8 植物病理学 吉井　寅起 シロイヌナズナnsl1変異体が示す自発的細胞死に対するサプレッサー変異の研究

13E9 昆虫生態学 宇野辺　尭子 シロアリの卵塊形成行動は巣の構造にどれだけ影響されるか

13E10 昆虫生態学 長塚　正一郎 シロアリ初期コロニーにおける兵アリ生産を巡る親子間相互作用

13E11 昆虫生態学 埜田　寛生 シロアリの巣内のCO２濃度勾配がカースト配置に与える影響

13E12 昆虫生態学 溝手　舜 シロアリ創設王の生殖器官発達動態から探る父性育児投資

13E13 昆虫生理学 許斐　有希 混み合い効果によるカシミールコクヌストモドキの蛹化抑制機構に関する研究

13E14 生態情報開発学 岩本　皐 植物種特異的PCRマーカーを用いたタイリクヒメハナカメムシ腸内花粉の検出

13E15 生態情報開発学 岡田　瀬礼奈
The cost of anti-predator oviposition site shifts in spider mites: eggs on webs remain less

than those on the leaf surface after the storm
（ハダニが捕食回避のために産卵場所を変更するコスト―網上に産まれた卵は葉上の卵よりも風雨で流されやすい）

13E16 生態情報開発学 松原　康平 タイリクヒメハナカメムシのアカメガシワクダアザミウマとミカンキイロアザミウマに対する捕食選好性



　平成31年度　資源生物科学科　卒業論文発表会プログラム

　第2日目：　令和2年2月14日（金）　10:00-16:00　農学部大会議室

ポスター

番号
分　野 氏　名 論　文　題　目

資源植物グループ（P)

14P1 作物学 岡田　岳之 ソバ13Sグロブリン0回反復サブユニットにおける10残基挿入型のトリプシン消化性

14P2 作物学 倉知　巧
水稲生育モデルおよびUAVが取得する生育情報を用いた

同一地区内多圃場間における収量変動要因の評価

14P3 作物学 中嶌　洸太 深層学習を用いた可視画像解析による頑健なイネバイオマス推定モデルの構築

14P4 作物学 中原　美奈 イネ個葉の光合成誘導反応を速めるQTL: qRaise1の効果の生理的メカニズムおよび環境応答性

14P5 育種学 高間　顕佑 発芽時冠水耐性が異なるダイズ品種の種皮構造

14P6 育種学 藤崎　稔史 イネ品種銀坊主集団に見出されたストレス耐性個体と転移因子mPingとの関係

14P7 育種学 藤本　源 イネの生育相転換に関与するqJA1 , qJA2が地域適応性に及ぼす効果

14P8 蔬菜花卉園芸学 井上　勢矢 ホウ素欠乏および高温ストレスがエゾヘビイチゴの果実肥大に及ぼす影響

14P9 蔬菜花卉園芸学 根本　和香那 トウガラシのpAMT変異を利用した辛味強弱調整法の開発

14P10 蔬菜花卉園芸学 林　駿介
バラアーチング栽培における開花日・収量・品質を予測するシステムダイナミクスモデルの構築

ー収穫枝群落の炭素獲得モデルー

14P11 蔬菜花卉園芸学 松本　祐樹 種無しピーマンの育成に向けた少種子突然変異体の解析

14P12 果樹園芸学 石井　彩夏 カキ属植物の雄性決定因子OGIの機能解析に向けた形質転換実験

14P13 果樹園芸学 長坂　京香 交雑組み合わせおよび成熟種子数がハイブッシュブルーベリーの果実品質に及ぼす影響

14P14 果樹園芸学 野崎　美帆 近赤外線分光法を利用したレイシ果実の非破壊評価に関する研究

14P15 栽培システム学 中尾　雅晴
同一遺構における弥生末期の包含層より検出された

出土米ブロックに含まれる籾のX線CT計測を用いた形態調査

14P16 栽培システム学 中本　草太 ダイズの開花始期における緩効性窒素肥料の追肥が収量・品質に及ぼす影響

14P17 栽培システム学 平松　尚大 短期栽培イネにおける作期及び育苗期間の長さの違いが窒素吸収・収量に及ぼす影響

14P18 栽培システム学 眞名野　将大 異なる遺構より検出された出土米ブロックに含まれる籾のX線CT計測による形態比較

14P19 植物生産管理 北川　直也 トマトの単為結果性新規変異体の果実および種子形成に関する形態学的・遺伝学的研究

14P20 植物生産管理 福留　千映 単為結果性遺伝子pat-kによるトマト果実の高糖度化機構の解明

14P21 栽培植物起原学 奥村　龍哉 いもち病菌の宿主特異性の解明に向けて



ポスター

番号
分　野 氏　名 論　文　題　目

資源植物グループ（P)

14P22 栽培植物起原学 三浦　国大 イネいもち病菌の宿主適応の実験進化

14P23 品質設計開発学 蕭 喬丹 果物アレルゲンと交差するスギ花粉タンパク質に関する解析

14P24 品質設計開発学 前田 一貴 大豆貯蔵タンパク質2Sアルブミンの選別輸送に関する解析

14P25 品質評価学 樟　香里 味覚センサーを用いた野菜の呈味性評価　～タンニン鉄溶液散布の影響～

14P26 品質評価学 西垣　里桜 リパーゼ添加がパンケーキの冷蔵保存中の物性変化に与える影響

14P27 品質評価学 山出谷　拓海 構造解析のためのヒト苦味受容体hT2R14 の結晶化

14P28 品質評価学 横内　俊平 油滴の合一がエマルションからのフレーバーリリースに与える影響



ポスター

番号
分　野 氏　名 論　文　題　目

資源動物グループ（A)

14A1 動物遺伝育種学 黒澤　凌 コウノトリMHCクラスII領域のTAPBPからCOL11A2遺伝子までのゲノム構造の解析

14A2 生殖生物学 出口　一成 マウス初期胚におけるH3R26のメチル化の機能解析

14A3 生殖生物学 畑村　茉穂 ヒストンアルギニンメチル基転移酵素PRMT6のマウス初期胚発生への影響

14A4 動物栄養科学 遠藤　日菜子 ラットにおける慢性拘束ストレスおよびマグネシウム欠乏が尿中低分子代謝物質に及ぼす影響

14A5 動物栄養科学 加藤　樹里 ラットにおいてクエン酸カリウム摂取がマグネシウム代謝に及ぼす影響

14A6 動物栄養科学 高木　風香
異なる水準のマグネシウム給与がラット腎臓における

低分子代謝物濃度および金属類濃度に及ぼす影響

14A7 動物栄養科学 築谷　愛未 黒毛和種肥育牛における葉酸およびビタミンB12栄養状態の検討とその改善

14A8 生体機構学 仲野　彰紘 新生仔期マウスへのビタミンA補給によるT細胞発達、腸管発育に対する影響の検討

14A9 生体機構学 西田　芽衣 肥満2型糖尿病モデルマウスにおける腸管の病態生理学的解析

14A10 生体機構学 水永　武寿 新生仔期マウスへのビタミンA補給によるBリンパ球と回腸の免疫系に対する影響の検討

14A11 畜産資源学 浅田　伊純 熊本県菊池地域における窒素・リン収支の推定

14A12 畜産資源学 石田　顕也 レーザー型ガス分析装置による肥育牛呼気中のメタンおよび二酸化炭素濃度測定法の検討

14A13 畜産資源学 児島　優稀
異なる飼育条件下の反芻家畜に対する、

センサー情報による行動指標と心拍変動指標との関係解析

14A14 畜産資源学 辻野　滉太
パン酵母生菌および死菌の添加が粗飼料および

濃厚飼料基質条件下のIn vitro第一胃発酵に及ぼす影響


