第23回日本高専学会

年会講演会

ポスター発表プログラム

9月2日（土）
12：30〜14：00（講義室1）

12：30〜14：00（選択教室3）

機械系 / 電気・電子・情報系

物質・化学・生物系

○西久保友紀（有明高専生産情報シ
垂直細管内空気－冷媒二相流のボイ ステム工学専攻2年），エリダ（有明
ド率測定に関する研究
高専機械工学科5年），坪根弘明（有
明高専）
○小泉研太（大阪府大高専総合工学
スマートフォン操作用呼気スイッチ
P102
システム専攻2年），金田忠裕，土井
の開発
智晴（大阪府大高専）
○櫻井 渉（大阪府大高専総合工学シ
教材用サービスロボットに搭載する ステム専攻機械工学コース2年），藪
P103
物体認識システム
厚生，土井智晴，金田忠裕（大阪府
大高専）
P101

P301 天然物ケロノプシン全合成研究

P302 リグニン分解効率における考察

P303 近赤外対応型光増感剤の合成

○アブドゥル・ジャリル（米子高専
物質工学科5年），吉田友輝，松本竜
弥，粳間由幸（米子高専）
〇山田知宏（米子高専物質工学科5
年），本田望実，粳間由幸（米子高
専）
○ロガピリヤ・シヴァサミ（米子高
専物質工学科5年），小村勇人，山本
凌太朗，野々村拓也，粳間由幸（米
子高専）

12：30〜14：00（選択教室2）
都市・建設・建築系 / その他
P401

○川本涼輔（近畿大学高専総合シス
道路網と道路勾配を考慮したバス停 テム工学科5年），大頭晃平（近畿大
勢圏の設定
学高専総合システム工学科5年），中
平恭之（近畿大学高専）

P402

山陰地方の小学校廃校校舎の現状・ ○中田希望（米子高専建築学専攻2
活用状況に関する研究
年），細田智久（米子高専）

P403

山陰地方の施設一体型小中一貫校の ○秦瑞希（米子高専建築学専攻2
学校運営・施設計画に関する研究
年），細田智久（米子高専）

P104

○中西健太（大阪府大高専総合工学
粉体気体の外部振動に対する挙動の
システム専攻機械工学コース2年），
数値シミュレーション
○有末宏明（大阪府大高専）

P304

○大井かなえ（大阪府大高専総合工
学システム専攻応用化学コース2
低温焼成した各種TiO2粉末膜電極の
年），松村道雄（大阪大学名誉教
光電気化学特性評価
授，大阪府大高専客員研究員），東
田卓（大阪府大高専）

P404

○田村修司（明石高専都市システム
ハーフコーン魚道内の土砂の流動と 工学科5年），山崎弘美（明石高専建
その制御に関する研究
築・都市システム工学専攻2年），神
田佳一（明石高専）

P105

〇大矢真稔（近畿大学高専生産シス
熱可塑性CFRPのレーザ接合における
テム工学専攻2年），山川昌文（近畿
接合表面の温度評価
大学高専）

P305

○牛本澪（大阪府大高専総合工学シ
ステム専攻応用化学コース2年），松
高濃度条件における有機基質を用い
村道雄（大阪大学名誉教授，大阪府
た気相系でのTiO2光触媒の特性評価
大高専客員研究員），東田卓（大阪
府大高専）

P405

○久保裕基（明石高専建築・都市シ
ステム工学専攻2年），岡本吉弘（明
堰の影響を受ける合流部の河床変動 石高専建築・都市システム工学専攻1
に関する3次元解析
年），西尾潤太（明石高専都市シス
テム工学科5年），神田佳一（明石高
専）

P106

○田中椋祐（沼津高専専攻科新機能
材料工学コース1年），三谷祐一朗
自律同定機能を有する3軸ステージに
（沼津高専），小林義光（岐阜高
よる非接触搬送システムの開発
専），浪江正樹（オムロン株式会
社）

○五月女瑞貴（大阪府大高専総合工
フラーレン‐ジアミン付加体を電子
学システム専攻応用化学コース2
P306 輸送材料として用いたペロブスカイ
年），秋山毅（滋賀県立大学），東
ト光電変換素子の作製と比較
田卓（大阪府大高専）

P406

○西尾潤太（明石高専都市システム
工学科5年），久保裕基（明石高専建
河川合流部における水制による河床 築・都市システム工学専攻2年），岡
変動制御に関する実験的研究
本吉弘（明石高専建築・都市システ
ム工学専攻1年），神田佳一（明石高
専）

P107

○坂口優希（米子高専専攻科2年），
権田岳，早水庸隆，森田慎一，大塚
波力発電用直線翼垂直軸タービンの
茂（米子高専），高尾学（松江高
性能に及ぼす案内羽根の効果
専），木上洋一，瀬戸口俊明（佐賀
大学）

P307

○浅野加奈子（大阪府大高専総合工
交流電解による虹色アルミホイルの 学システム学科環境物質化学コース5
作製
年），佐藤修，野田達夫（大阪府大
高専）

P407

○岡本佑（明石高専都市システム工
河川横断構造物の護床工下部の吸出 学科5年），戸田晟志朗（明石高専都
し特性に関する実験的研究
市システム工学科5年），神田佳一
（明石高専）

P108

○名倉裕輝（米子高専専攻科2年），
権田岳，早水庸隆，森田慎一，大塚
テイラー・ディーン流れを利用した
茂（米子高専），川邉俊彦（株式会
マイクロミキサの粒子法解析
社鶴見製作所），柳瀬眞一郎，山本
恭二（岡山大学）

P308

○石﨑貴大（高知高専物質工学専攻2
ファインバブルを用いた固着塩除去 年），多田佳織，西内悠祐（高知高
の効率化
専），永原順子（大阪大学），秦隆
志（高知高専）

P408

○垣尾勇樹（明石高専都市システム
波向きの異なる波浪による河口砂洲 工学科5年），光長俊一朗（明石高専
の発達特性に関する研究
都市システム工学科5年），神田佳一
（明石高専）

P109

○藤田千畝（近畿大学高専生産シス
半導体レーザを用いたCF/PA66積層板
テム工学専攻2年），山川昌文（近畿
のピン接合
大学高専）

P309

○刈谷未来（高知高専物質工学専攻1
年），石﨑貴大（高知高専物質工学
ウルトラファインバブルの存在評価
専攻2年），多田佳織，西内悠祐（高
に関する研究
知高専），永原順子（大阪大学），
秦隆志（高知高専）

P409

○平山政義（大阪府大高専総合工学
システム専攻土木工学コース2年），
珪砂・ベントナイト混合土の締固め
新納格（大阪府立大学高専），井上
と膨潤特性に関する研究
俊，掛水颯太（大阪府大高専総合工
学システム専攻土木工学コース1年）

P310

○岡嶋里歩（高知高専物質工学専攻1
年），石﨑貴大（高知高専物質工学
液-液二相混流を用いたエマルション
専攻2年），多田佳織，西内悠祐（高
作製に関する乳化剤の低減
知高専），永原順子（大阪大学），
秦隆志（高知高専）

P501 木星の大赤斑の変化

P311

微少熱量計を用いた固体試料の安定
鈴木隆（近畿大学高専）
性評価

天文学研究は小口径望遠鏡でもでき ○尾上創（米子高専電子制御工学科4
P502 る！！
年），岩淺大輝（米子高専電子制御
〜米子高専科学部の活動紹介〜
工学科3年）

P201 ソーラーエネルギーベンチ

P202

○吉川 隆（近畿大学高専），植田
裕樹，久保武己，竹内大喜，前川涼
介，安場悠斗，柳瀬楓也（近畿大学
高専電気電子コース5年）

ループコイルにおける電力伝送基礎 ○禿優希（近畿大学高専専攻科1
特性
年），吉川隆（近畿大学高専）

○長谷川陽平（米子高専生産システ
レーザレンジファインダによる周囲
ム工学専攻1年），井上学（米子高
情報検出システムの開発
専）
○伊達秀太郎（米子高専生産システ
RDCのレゾルバ信号解析部についての ム工学専攻1年），井上学（米子高
P204
考察
専），松原圭亮（米子高専電子制御
工学科5年）
P203

P205

○前田祥吾（米子高専生産システム
自己組織化マップを使った湖山池の 工学専攻2年），森明寛（鳥取衛生環
水質状況に関する研究
境研究所），権田英功，宮田仁志
（米子高専）

○山野邉一輝（米子高専電気情報工
脈波を用いた超低周波音環境下での
学科5年），権田英功，宮田仁志（米
ストレス反応の男女差の解析
子高専）
○稲田雄馬（米子高専生産システム
緑色LEDを用いたウェアラブルな動脈
P207
工学専攻2年），権田英功，宮田仁志
硬化度測定システムの製作
（米子高専）
P206

○高尾隼空（大阪府大高専総合工学
複合酵素膜電極を用いたバイオ論理
システム専攻応用化学コース2年），
ゲート
西岡求，野田達夫（大阪府大高専）
○中村桃子（高知高専電気情報工学
ファインバブル発生方式による酸素 科5年），三木啓嗣（高知高専電気情
P313
溶解性能について
報工学科5年），多田佳織，秦隆志，
西内悠祐（高知高専）
P312

P314

○藤井貴敏（米子高専），高塚郁也
（米子高専物質工学専攻2年），須﨑
中海底質微生物叢の空間分布と叢変
萌実，伊達勇介，日野英壱（米子高
化に関する考察
専），中野陽一，青木薫（宇部高
専）

P315 学生実験における安全教育について 大谷文雄（米子高専）

P316

パーフルオロボレート系Rotator相を ○田口淳敏（米子高専専攻科2年），
用いた電池の作製
田中晋（米子高専）

○宅野将司（米子高専電気情報工学
自己組織化マップを用いた
科5年），権田英功，宮田仁志 （米
P208 〜鳥取県内の大気汚染物質濃度の予
子高専），木村義明 （鳥取県衛生環
測に関する研究〜
境研究所）

P317

イミダゾール／層状錯体を用いた異 ○亀井信之介（米子高専専攻科2
方性プロトン伝導体の作製
年），田中晋（米子高専）

○堀江洸介（米子高専電気情報工学
バブルディスプレイにおけるプロ
科5年），佐々木伯真（株式会社ロジ
P209 ジェクションマッピング情報通信部
コム），権田英功，宮田仁志（米子
の改良
高専）

P318 中海のプランクトン調査

永原順子（大阪大学）

P504

○井出莉那（沼津高専物質工学科4
学生寮におけるメンター制度の試行 年），松本浩輝（沼津高専機械工学
的取り組み
科4年），小谷進，小林美学（沼津高
専）

P505

○小牧遼太（米子高専電子制御工学
石取りゲームの様々なルールとその 科4年），田中佐和子，佐藤史菜（米
必勝法
子高専物質工学科1年），古清水大直
（米子高専）

○福井大輔（米子高専電子制御工学
P506 折り紙を使った多面体と黄金比表現 科3年），牧野桃子（米子高専建築学
科1年），古清水大直（米子高専）
○清山大道，波田一歩樹，黒田智也
P507 チョンプの必勝法の周期について
（米子高専電子制御工学科2年），古
清水大直（米子高専）
○兼田夏芽（米子高専電気情報工学
科2年），寺本誠司（米子高専生産シ
フィボナッチ和型・積型数列につい
P508
ステム工学専攻1年），仙田璃温（米
て
子高専建築学科1年），倉田久靖（米
子高専）
P509

○石原萌（米子高専物質工学科3
任意の初期配置におけるハノイの塔 年），藤井光，田中美羽（米子高専
について(2)
建築学科1年），倉田久靖（米子高
専）
○二岡葵（米子高専電子制御工学科2
年），佐々木喬史（米子高専電気情
報工学科3年），石田悠夏（米子高専
機械工学科1年），新井紀磨，衣笠廉
人，早田貫一，永田大地（米子高専
物質工学科１年），堀畑佳宏（米子
高専）

○田中橘平（米子高専生産システム
Al2O3触媒制御法によるBi系高温超伝 工学専攻1年），佐伯夏海（米子高専
P319
導体ウィスカーの大型化
電気情報工学科5年），田中博美（米
子高専）

P510 数学と音楽

○飯田菜那子（米子高専電気情報工
周波数変調型超音波とSOMによる物体 学科5年），生本和規（米子高専電気
形状分類に関する研究
情報工学科H28年度卒業），奥雲正樹
（米子高専）

○田中祐真（米子高専物質工学科5
超分子相互作用を有機系二次電池材
年），河野響宇（米子高専物質工学
P320 料の耐久性改善に反映させるための
科5年），泉拓矢（米子高専物質工学
合成化学研究
科卒業），谷藤尚貴（米子高専）

P511

○村上諒（米子高専電気情報工学科5
年），仲村和貴（米子高専電気情報
工学科5年），片岡範行（米子高専生
XPSスペクトル解析支援ソフトウェア
P212
産システム工学専攻1年），田中博美
のための新しい波形分離機能の提案
（米子高専），吉川英樹，田沼繁夫
（物質・材料研究機構），吉原一紘
（シエンタ オミクロン株式会社）

○河野響宇（米子高専物質工学科5
有機ポリスルフィド系正極材料の有
年），田中祐真（米子高専物質工学
P321 機基検討による次世代型高容量二次
科5年），泉拓矢（米子高専物質工学
電池創製の試み
科卒業），谷藤尚貴（米子高専）

○谷藤尚貴（米子高専），瓜生大
ちくわ作りに存在するサイエンスを
地，小椋健司（米子高専物質工学科4
P512 探求・攻究する～地域の食文化活性
年），井田健太郎（北海道大学大学
化とギネス記録挑戦について～
院修士1年）

空間型囚人のジレンマにおける協調 ○松本陵汰（米子高専生産システム
P213 戦略集団の集団形成度合いの評価指 工学専攻1年），徳光政弘，古清水大
標
直（米子高専）

ナノカーボンと低分子系ジスルフィ
○小林怜加（米子高専物質工学科5
ド化合物の無溶媒複合化を活用した
P322
年），坂根すず香（米子高専物質工
新規正極材料合成と二次電池特性の
学科卒業），谷藤尚貴（米子高専）
評価

○谷藤尚貴（米子高専），西尾幸祐
（名古屋大学大学院工学研究科修士1
年），井田健太郎（北海道大学大学
高専生の自主活動による高専の魅力
院工学研究科修士1年），七瀬浩希
P513 向上提案～全国高専のゆるきゃらデ
（上智大学理工学部4年），田中美樹
ザインと修正過程について～
（東京海洋大海洋科学部4年），安部
希綱（東京農工大工学研究科修士1
年）

P210 長尺材料の欠陥検知精度の評価

P211

○飯田嵩之（近畿大学高専生産シス
テム工学専攻 2年），山本由樹（近
畿大学高専生産システム工学専攻 2
年生），政清史晃（近畿大学高専）

○古杉琴，青山明日香，長谷川真梨
菜，濱本歩（米子高専物質工学科5
年），村田和加惠（米子高専）

P503 多角的視野を涵養する国語科教育

○岩淺大輝（米子高専電子制御工学
学科3年），朝比奈雄志，松田稜哉
（米子高専物質工学科3年）

P214

○吉原昂司（米子高専生産システム
生物の習性に学ぶ集団形成メカニズ
工学専攻1年），徳光政弘（米子高
ムとエージェントシミュレーション
専）

P215

〇山本紗矢香（米子高専生産システ
ム工学専攻1年），田中博美（米子高
Bi系高温超伝導ウィスカーの成長機
専），松本凌（筑波大学，物質・材
構に関する検討
料研究機構），高野義彦（筑波大
学，物質・材料研究機構）

P216

○中村将大（米子高専電気情報工学
科5年），田中博美（米子高専），松
高温超伝導体を用いたジョセフソン 本凌（筑波大学後期博士課程1年，物
接合デバイスの作製と評価
質・材料研究機構WPI-MANA），高野
義彦（筑波大学，物質・材料研究機
構WPI-MANA）

P323

密閉によるBi系高温超伝導ウィス
カー育成の高効率化

○大田修太郎（米子高専電気情報工
学科5年），○飯田涼太（米子高専電
気情報工学科4年），田中博美（米子
高専），岸田悟（鳥取大学）

○山村萌衣（米子高専物質工学科4
条件付きラムゼイゲームの必勝法に 年），森田紗代（米子高専機械工学
ついて
科1年），小滝咲（米子高専物質工学
科1年），堀畑佳宏（米子高専）

○日野英壱（米子高専），伊達勇
P514 低学年実験における授業改善の事例 介，須崎萌実，遠藤路子，藤井貴敏
（米子高専），青木薫（宇部高専）

