
コース
（部門）

学籍番号 学生氏名 論文題目 開催日時 開催場所 審査員 連絡先

電子情報システム学コース
（電気電子工学部門）

16654903 胡　叢余
Low temperature growth of gallium oxide based wide bandgap
semiconductors
（酸化ガリウム系ワイドギャップ半導体の低温成長）

令和２年８月１７日（月）
１０：００～１１：３０

WEB公聴会
https://saga-
univ.webex.com/saga-univ-
jp/j.php?MTID=m6333c99538eadd
830a1c65d162191deb

教　 授　郭　其新
教　 授　大石　敏之
教　 授　田中　徹
教　 授　高橋　和敏

工学系研究科
教授　郭　其新
0952-28-8662

社会循環システム学コース
（都市工学部門）

17634004 謝　冉 中国化粧品流通のメーカー主導チャネル分析
令和２年８月３日（月）
１３：００～１４：３０

WEB公聴会
https://saga-
univ.webex.com/meet/jang
ミーティング番号572 694 190

教　 授　張　韓模
教　 授　宮脇　博巳
教　 授　小島　昌一
教　 授　中尾　友香梨

経済学部
張　韓模
0952-28-8307

生産物質科学コース
（物理科学部門）

17634903
MD. MAHBUBUR RAHMAN
BHUIYAN

Study on magnetism in kagome-lattice compound MgMn3(OH)6Cl2
(カゴメ格子物質MgMn3(OH)6Cl2の磁性に関する研究)

令和２年８月２８日（金）
１３：３０～１５：００

理工学部１号館３階
３１８室

教　 授　鄭　旭光
准教授　山内　一宏
准教授　真木　一
教　 授　杉山　晃

工学系研究科
教授　鄭　旭光
0952-28-8588

電子情報システム学コース
（知能情報システム学部門）

17654901 HE YUNAN
Cognitive System for the Control of Myoelectric Hands
（筋電ハンド制御のための認知システム）

令和２年８月６日（木）
１３：００～１４：３０
(７月から日程変更)

https://saga-
univ.webex.com/saga-univ-
jp/j.php?MTID=m7dbd6ec8801a17
9a7171cb5d3f13a688
理工学部７号館１階
１０２室(AV講義室)

教　 授　福田　修
教　 授　奥村　浩
准教授　山口　暢彦
准教授　中山　功一

工学系研究科
教授　福田　修
0952-28-8569

生産物質科学コース
（機械システム工学部門）

17654902 LIU YANG

Experimental study on transient boiling heat transfer around wetting
front during subcooled jet impingement quenching
（サブクール衝突噴流冷却中のウェッティングフロント近傍の非定常沸
騰熱伝達に関する実験的研究）

令和２年８月４日（火）
１６：２０～１７：５０

理工学部１号館３階
３１２室(多目的講義室)

教　 授　光武　雄一
教　 授　池上　康之
教　 授　木上　洋一
准教授　有馬　博史
佐賀大学名誉教授
　　　　　　門出　政則

工学系研究科
教授　光武　雄一
0952-28-8616

社会循環システム学コース
（都市工学部門）

17654903 FU HONGTAO
Techniques for increasing efficiency of PVD induced consolidation and
the analysis method
(PVDによる圧密の効果増強テクニック及び解析法)

令和２年８月６日（木）
１３：００～１４：３０

大学院棟２階
２０２室

教　 授　柴　錦春
教　 授　伊藤　幸広
教　 授　日野　剛徳
講　 師　根上　武仁

工学系研究科
教授　柴　錦春
0952-28-8580

社会循環システム学コース
（都市工学部門）

17654904 MAYA AMALIA ACHYADI

IMPLEMENTATION OF TIDAL IRRIGATION IMPROVEMENT
STRATEGY UNDER CLIMATE CHANGE SCENARIO IN SOUTH
KALIMANTAN, INDONESIA
（インドネシア南カリマンタンにおける気候変動シナリオ下の潮汐利用灌
漑の改善戦略の実装）

令和２年８月６日（木）
１０：００～１１：３０

大学院棟２階
２０２室

教　 授　大串　浩一郎
教　 授　山西　博幸
准教授　押川　英夫
准教授　V.　ナルモン

工学系研究科
教授　大串　浩一郎
0952-28-8686

電子情報システム学コース
（電気電子工学部門）

17694901
MD ABDUL MAJED
PATWARY

Fabrication and characterization of copper oxide thin films for
photovoltaic device application
（太陽電池応用のための酸化銅薄膜の作製と評価）

令和２年８月１７日（月）
１５：００～１６：３０

理工学部５号館２階
ICT講義室

教　 授　田中　徹
教　 授　大石　敏之
教　 授　郭　其新
教　 授　高橋　和敏

工学系研究科
教授　田中　徹
0952-28-8872

社会循環システム学コース
（都市工学部門）

17694903 KHAING MYINT MO

STUDY ON URBAN MORPHOLOGY FROM PERSPECTIVE OF
THERMAL ENVIRONMENT MITIGATION FOR A GRID PATTERN CITY
IN TROPICAL ZONE
（熱帯地域のグリッドパターン都市における熱環境緩和からみた都市形
態のあり方に関する研究）

令和２年８月５日（水）
１３：００～１４：３０

大学院棟２階
２０２室

教　 授　三島　伸雄
教　 授　小島　昌一
准教授　後藤　隆太郎
准教授　宮原　真美子

工学系研究科
教授　三島　伸雄
0952-28-8703

電子情報システム学コース
（電気電子工学部門）

17694905 NILOY CHANDRA SAHA

Electrical Properties of NO2-Doped Diamond MOS Interface and Its

Application to Diamond MOSFETs
（NO2ドープダイヤモンドMOS界面の電気的特性とダイヤモンドMOSFET

への応用）

令和２年８月１７日（月）
１３：００～１４：３０

理工学部５号館２階
ICT講義室

教　 授　嘉数　誠
教　 授　大石　敏之
教　 授　田中　徹
教　 授　高橋　和敏

工学系研究科
教授　嘉数　誠
0952-28-8648

社会循環システム学コース
（都市工学部門）

17694907 DERBEL MOHAMED RAMI

STUDY ON PERCEPTION OF URBAN HERITAGE TOWNSCAPE BY
DEEP LEARNING COMPUTER VISION METHODS
（深層学習コンピュータビジョン手法による歴史的都市景観の認知に関
する研究）

令和２年８月５日（水）
１５：００～１６：３０

大学院棟２階
２０２室

教　 授　三島　伸雄
准教授　平瀬　有人
准教授　中大窪　千晶
准教授　中山　功一

工学系研究科
教授　三島　伸雄
0952-28-8703

令和２年度博士論文公聴会開催日時

公　　　示

令和２年度博士論文公聴会を下記のとおり開催しますので、「工学系研究科（博士後期課程）における課程修了による学位の授与に関する取扱要項」第４条により公示します。
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