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許　健相関環境学
専攻

Design of novel garnet persistent phosphors 
activated with lanthanide and chromium ions with 
tunable long persistent luminescence from 
visible to near infrared region（可視-近赤外波長
領域における波長可変な希土類イオン-Crイオン賦活新
奇ガーネット長残光蛍光体の設計）

平成29年1月5日

13:10 14:30

人間・環境学研究科棟
　４３３演習室

～

(木)

（田部　勢津久）

赤塚　京子共生人間学
専攻

新優生学をいかに理解すべきか―デザイナー・ベビー
議論における「危害」からの検討―

平成29年1月6日

12:15 14:30

吉田南総合館南棟
　３３４演習室

～

(金)

（ベッカー,カール）

本田　寛人共生人間学
専攻

Effects of stair climbing-descending exercise 
for a short time after a meal on
postprandial hyperglycemia and glycemic control 
in people with type 2 diabetes
（食後に実施する短時間の階段昇降運動が2型糖尿病患
者の食後高血糖および血糖コントロールに及ぼす影

平成29年1月10日

13:15 14:15

人間・環境学研究科棟
　３３３演習室

～

(火)

（林　達也）

坂本　祥太共生人間学
専攻

Mathematical analysis of global solutions to the 
Boltzmann equation
（ボルツマン方程式の大域解の数理解析）

平成29年1月12日

15:00 16:30

人間・環境学研究科棟
　２２６研究室

～

(木)

（清水　扇丈）

韓　慶香相関環境学
専攻

Lineage isolation maintained by natural 
selection despite ongoing gene flow in Japanese 
wild radish（遺伝子流動存在下で自然選択によって維
持されている日本のハマダイコンの系統隔離）

平成29年1月16日

9:00 10:00

人間・環境学研究科棟
B２３講義室

～

(月)

（瀬戸口　浩彰）

今田　弓女相関環境学
専攻

Diversity and evolution of the bryophyte-feeding 
insects in two early-diverging clades of 
Lepidoptera and Diptera（鱗翅目と双翅目の２つの初
期クレードに属するコケ食昆虫の多様性と進化）

平成29年1月16日

10:30 12:00

人間・環境学研究科棟
　B２３講義室

～

(月)

（加藤　眞）

Tiwuk 
Ikhtiari

共生人間学
専攻

日本語の三つのタイプの「～は～が」構文とそのイン
ドネシア語に対応する構文との関係について

平成29年1月16日

18:15 19:45

人間・環境学研究科棟
　５３５演習室

～

(月)

（齋藤　治之）

北山　聡佳共生文明学
専攻

初学者のための平仮名五十音 平成29年1月26日

13:00 16:00

人間・環境学研究科棟
　５３５演習室

～

(木)

（阿辻　哲次）

齋藤　祐実共生文明学
専攻

Localizing the Legacy of Martin Luther King Jr. 
in Post-Statehood Hawai‘i: Local Engagement 
with the Civil Rights Movement and the 
Development of the African American Movement on O
‘ahu
(州昇格後のハワイにおけるマーティン・ルーサー・キ

平成29年1月26日

13:00 14:00

吉田南総合館南棟
　３３２演習室

～

(木)

（前川　玲子）
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中川　萌子共生人間学
専攻

「徹底的に被投的な企投」―ハイデガーの自己批判と
問いの不断性

平成29年1月26日

14:30 16:30

人間・環境学研究科棟
　３３３演習室

～

(木)

（安部　浩）

黒澤　雅惠共生人間学
専攻

指示理論の枠組みに対する批判的考察 平成29年1月27日

14:30 16:30

人間・環境学研究科棟
　４３３演習室

～

(金)

（冨田　恭彦）

近藤　美佳共生人間学
専攻

ベトナム語南部方言の形成過程に関する一考察 平成29年1月27日

18:00 19:30

人間・環境学研究科棟
５３５演習室

～

(金)

（齋藤　治之）

和田　江美子相関環境学
専攻

Catalytic reactions of organic compounds by 
titanium oxides and titanate nanotubes（酸化チタ
ンおよびチタン酸ナノチューブを触媒とした有機化学
反応）

平成29年1月30日

14:45 16:00

人間・環境学研究科棟
　２３３演習室

～

(月)

（吉田　寿雄）

Frey Urszula共生文明学
専攻

Working Women of Japan and Belgium as Seen 
Through Legislation and Media during the 80’s 
and 90’s（法律とメディアを通して見た８０年代と
９０年代における日本とベルギーの働く女性）

平成29年2月1日

13:00 14:00

吉田南総合館南棟
　２１６演習室

～

(水)

（前川　玲子）

衛藤　恵理香共生文明学
専攻

『常陸国風土記』の方法―包摂される歌謡の意義― 平成29年2月6日

13:00 15:00

吉田南総合館南棟
　３３２演習室

～

(月)

（佐野　宏）

Coker 
Caitlin 
Christine

共生文明学
専攻

アフェクトの人類学―暗黒舞踏における生成変化 平成29年2月16日

14:30 18:00

人文科学研究所　セミ
ナー室３

～

(木)

（田中　雅一）
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