
　2018年度 京田辺校地 ラーネッド記念図書館ラーニング・コモンズ　ラーニングアシスタント(LA)一覧
勉強のことや授業のことなど、困ったことがあれば、

いつでもアカデミックサポートエリアにお越しください！

　 所
属 学年 専門分野 助言可能分野 使用可能ツール等 自己紹介 ひとこと

A 文化情報学研究科 前期課程3年
データサイエンス(音楽情報科
学・計量言語学)

データサイエンス(統計学・機械
学習)、プログラミング

R (RStudio, R Commander)
<基礎～応用レベル>,Python,
Processing, Java <基礎レベル
>

滋賀県野洲市出身で、自宅から片道2時間弱かけて通学しています。趣味は、読書(新
書・ビジネス書)、ゲーム(Nintendoのソフト)、音楽鑑賞(クラシック・J-POP)です。
元々、勉強を教えることが大好きで、学部生の頃から同期や後輩の学習支援を自主的に
おこなってきました。(文化情報学部の演習科目のTAも、一昨年度は10科目、昨年度は
8科目担当しました。今年度も5科目担当します。)社会調査士の資格を持ち、統計検定
は準1級に合格しています。学部生時代は混声合唱団に所属していました(トップ・テ
ノール)。現在は、データサイエンス研究室に所属し、音楽作品(日本の歌謡曲)をデータ
サイエンスの手法を用いて分析(ジャンル分類・作曲家判別など)しています。

京田辺キャンパスに新しくラーニング・コモンズ(LC)ができ、様々な学問を勉強してい
る学生同士がより交流しやすくなりました。文系の学生と理系の学生が出会い、それぞ
れ持っている知識・技術を出し合うことにより、互いに新しい学問的知見を得る……京
田辺LCがそのような場所になればいいなと心より思っています。私も、上記の学問分
野についてはもちろん、それ以外のことについてもできる限り質問・相談に応じますの
で、是非ご気軽にお声がけください。ラーニング・アシスタント(LA)として、皆さんの
学習のサポートができれば幸いです。

B 文化情報学研究科 前期課程3年 計算機統計
データサイエンス、数理統計、
（文化情報学部の授業範囲であ
れば）プログラミング

R、Python

愛知県名古屋市（緑区）出身です。計算機統計を専攻しています。専攻の関係で、文化
情報学部生のデータサイエンスやプログラミング科目のTAをしていました。課外活動
では、キャンパスガイドや下宿斡旋の他、全国で開かれる入試説明会・大学合同説明会
に参加して同志社大学の広報活動をしています。学部時代は学生支援課の障がい学生支
援スタッフ、ぴあアドバイザーにも従事してました。ティーチングよりもヒアリングが
得意なので、人見知りでコミュニケーションを取るのが苦手な学生を中心に相談を受け
ていることが多いです。趣味はプログラミングの勉強とスムージー作りです。

専門性だけでなく、話しかけやすさ、居心地の良さも大切にしています。見知らぬ人に
声をかけることへの抵抗感・緊張感があると思いますが、それらを想定した上でこちら
も相談を受け付けております。それでも足を運ぶ勇気が中々出て来ないかもしれませ
ん。ただ、皆さんは高い授業料を払って勉強しているわけですから、当然の権利として
施設を利用することをお勧めします。どうでしょう？少しは利用してみようという気持
ちになりましたでしょうか？勉学に熱意を持った皆様のご来室を、LA一同、心待ちに
しております。

C 文化情報学研究科 前期課程2年 中近世和歌文学

データサイエンス、数学やプロ
グラミングの基礎的な内容、教
職課程など

R、文献の検索法など

　文化情報学部出身です。広く浅く学習を続けております。現在は大
学所蔵の和歌文学に関わると思われる資料について調査を行っていま
すが、言語学関係の授業を詳しく学んでみたり、数学の教職免許を
持っていたりもします。LAを通じて多くの人とお話ができるのを楽し
みです。

学習を続けていると、時々分からないことにぶつかってしまってどう
していいか分からなくなるということもあると思います。そうしたと
き、少し違う立場の人と話をすることで、視野が広がって問題が解決
するかもしれません。私はそうしたお手伝いができればいいなと思っ
ています。気軽に声をかけてもらえるとうれしいです。

D 文化情報学研究科 前期課程2年  多変量解析  データサイエンス  R、LaTeX

データ解析の実践的研究および理論的研究に取り組んでいます。前者
ではマーケティングデータやスポーツデータ等の分析を、後者では多
変量解析における正準相関分析という手法に関する研究をしていま
す。愛知県名古屋市出身です、宜しくお願い致します。

個人で勉強や研究をすることは重要ですが、相談出来る仲間がいるこ
とも重要です。相談出来る仲間の一人として私を活用して頂けたらと
思います。

E 文化情報学研究科 後期課程1年
コンピュータサイエンス、デー
タマイニング。

プログラミング、データ分析、
英語、中国語。

R、eclipse、processing,
TEXworksなど。

中国からの留学生です。学部はコンピュータサイエンス専門で、Java
、 PHP 、Htmlなど いろんなプログラミン言語を習得し、様々なシ
ステムを作成しました。大学院はデータマイニングの研究をやってい
ます。これまで、学んできたことを活かし、皆様のお役に立てれば幸
いです。

学部生時代を思い返すと、わからないことが多い状況で、自分も「だ
れか助けてくれないか」と思ったことがありました。今の自分もまだ
勉強中の身ですが、お役に立てることがあれば、相談に来てくださ
い。

F 文化情報学研究科 前期課程1年 多変量解析 データサイエンス
R, Python, LaTeX, Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator

多変量解析に関する研究をしています。特に、不均衡データに関する
判別に興味があります。マーケティングに関するデータなどを扱った
ことがあります。長野県伊那市出身です。趣味は写真です。よろしく
お願いします。

データサイエンスは社会で大事大事と言われていますが、内容が多岐
に渡ったり、少し難しい言葉で書いてあったりして、モチベーション
を保つのが大変になることがあるかもしれません。そんな時に、お力
になれるかもしれません。一緒に頑張りましょう！

G 理工学研究科 後期課程1年
理工学‐機械加工(切削及び研
削)

上記の専門分野に加えて、レ
ポート・論文の書き方、研究の
進め方

プロジェクトマネジメントのコ
ツ、リスクマネジメント、プロ
ジェクト(卒論等)のスケジュー
リング方法

学部は理工学部機械系を卒業しました。その後、歯車を製造している
メーカに5年間勤めました。メーカ勤続時も大学で研究を続けており、
学会発表も行っていました。そこで、研究をメインにおこないたいと
思い退職し、博士後期課程に入学することを決めました。趣味は、ス
ポーツ観戦(とくにサッカー)と最近日本酒にハマっています。専門は、
機械加工になりますが、社会での経験はそのほかの分野でも役に立つ
と思っておりますので、お気軽にご相談ください。

私は、社会に出てなお一層学習・研究したい気持ちを持ちました。皆
さんに学習・研究して楽しい大学生活であったと思って頂けるよう精
一杯がんばります。学習・研究以外の悩みでも相談にのれると思いま
すので、是非お気軽に声をかけてください。
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H 理工学研究科 前期課程1年  情報工学

プレゼンテーションの仕方、レ
ポート・論文の書き方、研究の
進め方、プログラミング基礎、
タイピング

 英語、Java、C、Unity、
Shade

 三重県桑名市出身です。普段からパソコンを触る機会が多いです。趣
味は日本史を学ぶこと、そして歴史名所めぐりです。需要があるかど
うかはわかりませんが日本史に精通しております。学生支援センター
で障がい学生のサポート活動を行っております。小さい頃からテニス
を続け、今もテニスサークルに所属しております。まだまだ若輩者で
はございますがよろしくお願いします。

勉強のことで悩んだときはぜひぜひ相談に来てください！ともに学び
ましょう。

I 理工学研究科 前期課程1年 情報数学、プログラミング
解析学、線型代数学、論理回
路、情報数学、物理学、プログ
ラミング、英語、フランス語

Java,C,C++,C#,MATLAB

数学が好きで、学部生の間は積極的に数学科目を受講していました。
英語は読み書きについて得意で、英語の論文でもある程度は対処可能
です。プログラミングについてはまだまだ荒削りな知識ではあります
がその分基本的な触り方、考え方などはしっかり詰められると思いま
す。

新しい学問や分野に触れる時、どうしても自分の中で納得できなかっ
たり整理がつかないという壁にぶつかることがあるかもしれません
が、難しく考えすぎず一度頭の中を空っぽにしてみたり、別の視点か
らみた方が案外簡単に理解できるようなものもあります。自分として
は、そのような1人では気づきにくい視点や考え方を提案する、或いは
共に見つけ出すといったサポートができればいいなと考えています。

J 理工学研究科 前期課程1年 符号理論
プログラミング(C言語、
MATLAB)、論文の書き方、線
形代数学

Visual Studio、MATLAB、
LabEditor

京田辺市出身です。京田辺市に20年以上住んでいるので、大学付近の
施設の知識は他を圧倒しています。現在は、5G、IoTを実現するため
に注目されている技術である非直行多重接続通信システムの研究を
行っております。今注目を浴びている研究分野なので、興味のある方
は是非話しかけてください。

話してみることで、自分の意見がまとまったり、問題点が見えてくる
ことは多々あります。完璧な人間では無いですが、役に立てればと
思っています。是非話しかけてみてください。

K 理工学研究科 前期課程1年 電子デバイス

専門分野に加えて、各講義に対
するレポートの書き方、資料作
製方法のアドバイス。また、実
験レポート作製へのアドバイス

英語、それぞれのレポート作製
方法、卒業論文の書き方、研究
室選択を見越した授業選択

電子工学専攻です。研究室ではデバイス応用を目指した窒化炭素の研
究を行っています。授業では電子物性やデバイスに関係することを学
んでいます。趣味は歌うことと体を動かすことです。

専門的な授業に対してどういう風に取り組めばいいか。わからない問
題が出てきたときにどういうアプローチをすればいいのか。自分が苦
労した経験をもとにアドバイスしていきたいと思います。大きな問題
でなくても気軽に相談できる環境を提供できるように尽力したいと思
いますのでいつでも相談しに来てください。

L 理工学研究科 前期課程1年 情報工学
C言語，Javaによるプログラミ
ング

Microsoft Visual
Studio,eclipse

京都府京都市出身です。現在は情報工学を専攻しており、機械学習を
用いた研究をおこなっています。

分からないことがあれば気軽に相談に来てください。私自身分からな
いこともたくさんありますが、精一杯のサポートをしていきたいと
思っています。

M 生命医科学研究科 後期課程1年
聴覚生理学,音響心理学,神経工
学,神経行動学

知覚認知,エレクトロニクス,プ
ログラミング,日常生活の相談
(なんでも可能)

Adobe
Audition,Inkscape,Sigma
plot,Matlab,C#,Presentation

生命医科学研究科の研究者志望の学生です。科学技術に興味をもって
もらうような指導ができたらと思っています。普段は動物やヒトを対
象とした生理学的実験や心理学的実験を行っています。気軽に遊びに
来てください。お声をかけていただくのを楽しみに待ってます。

学業のことだけでなく何でも相談しに来てください。私が役に立てる
ことならなんでもサポートします。皆さんに会える日を楽しみにして
いますね。

N 生命医科学研究科 前期課程1年 生物物理学

・学部レベルの機械系科目
例: 数学(微分積分・線形代数・
微分方程式・複素解析・ベクト
ル解析・フーリエ解析)、物理
学、製図学、材料力学、制御工
学等
・その他医工学科開設科目、実
験科目

AutoCAD、Fusion360、Creo2.0、
KiCAD、LTSpice、Adobeソフト
(Photoshop、Illustrator、InDesign)、
Materials Studio、R、VBA、留学や研究
系インターンの応募時の補助、非ネイティ
ブ向けの語学学習方法(TOEIC等)、レポート
の書き方・文献調査の仕方、機械系科目実
験科目の参考文献紹介、院試・飛び級対策

医工学コースの大学院1回生です。飛び入学したため去年度までは大学
3回生でした。みなさまに1番近い立場だと思うので、講義やレポー
ト、自学自習の際にお困りの際はぜひ気軽にお声がけください。

一緒に学び切磋琢磨できる機会を共有できることを楽しみにしていま
す。私自身、大学では周りの友人や先輩方のお陰で学び多い時間を過
ごせたので、今度はみなさまに頼ってもらえる存在になれたら良いな
と思っています。
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O 生命医科学研究科 前期課程1年
生物音響工学， 超音波エレク
トロニクス

プログラミング(C♯,C++),デジタ
ル信号処理，情報処理，エレク
トロニクス，英語、生化学

MATLAB、Dippmotion、Igor
コウモリの超音波について研究をしています。趣味はスキーと海外旅
行です。カフェ巡りが好きなので、おいしいお店があれば教えてくだ
さい！

気軽に相談できるような学習支援の場にしたいと考えています。大学
の勉強つまづいたときがあれば、まずは来て相談してみてください。
一緒に悩み、解決していきましょう。

P 生命医科学研究科 前期課程1年
有機化学(Ru触媒による
Borrowing Hydrogen法の利
用)

化学,プログラミング(C#),教職
免許取得についての総合的な相
談.論文やレポートの作成方法.

Chemdraw、Scifinder、
iTunesUなど

京田辺生まれ京田辺育ちです。今年度から生命医科学研究科 生体情報
研究室にて修士課程へと進みます。現在有機化学、特に触媒反応を主
として研究を行っております。加えて、学部生時に中・高教諭一種免
許(理科)を取っていました。

友達同士だけではなかなか勉強が進まないことってありませんか？少
なくとも私はそうでした。そんな時は一度立ち寄ってみて下さい。も
しかすると大きな発見があるかもしれません。皆さんにとって有意義
な大学生活となるよう精一杯サポートさせていただきますので、勉強
のこと以外でもぜひ気軽に聞きに来て下さい。

Q 生命医科学研究科 前期課程1年
生物音響工学， 超音波エレク
トロニクス

プログラミング(C♯,C++)、デジ
タル信号処理、情報処理、エレ
クトロニクス、代数学(基礎レベ
ル)、FP関連(2級分野まで)

MATLAB

石川県出身です。現在はコウモリの研究をしております。趣味につい
てですが、小さい頃からずっとバスケをしており大学でも今出川のバ
スケサークルに入っていました。また旅行も大好きで、最近は国内の
島に行く事がマイブームです。

学習も遊びと同じで、楽しむことが一番大切だと思っています。新し
いことを知って面白い!と思った経験はありませんか？それが学習する
上で一番大事だと思います。雑談からでも良いので気軽にお声掛け下
さい。一緒に考えて分からないことを解決しましょう。

R 心理学研究科 後期課程1年 教育心理学、動機づけ
教育心理学、発達心理学、心理
学統計法（確率統計、ベイズ統
計）

心理学実験デザイン、データ解
析（SPSS、AMOS、R）、ゲー
ム開発（Unity）、英語能力試
験対策（TOEIC、IELTS）、英
会話、英語論文の書き方、日本
語能力試験対策（JLPT）、中国
語会話

中国出身です。心理学専門で、AIやVRといった技術が教育現場におけ
る応用およびそれらの影響に関心を持っています。大学ではティチン
グ・アシスタントやテクニカル・アシスタントの経験があり、さらに
昨年度から中学校で「心の教室」の相談員を務めています。趣味は音
楽と映画鑑賞です。勉強はもちろんですが、生活中の悩み事でもあり
ましたら気軽にご相談に来てください。

1.「何か新しいことを学習する」という角度から見ると、勉強と遊び
は本質的に違いがありません。自分に相応しい攻略法さえ分かれば、
辛い勉強でも楽しめます！
2.親、教師、友達のためではなく、自分のために勉強しよう！

S 脳科学研究科 後期課程1年 動物行動実験を用いた神経科学
認知科学・システム神経科学・
統計学的仮説検定・実験心理
学・オペラント条件付け

BASIC・C++・Python（基礎的
の使い方）・Adobe
Photoshop・InDesign・論文
検索ツール・翻訳（日中・日英
実績あり）

台湾からの留学生です。大学時代は社会科学・言語学などの分野を
やっていましたが、今は実験系の神経科学を研究しています。趣味は
料理、読書、ジョギング、野球観戦などなどです。留学生会のメン
バーとして、イベント企画・運営をやったこともあります。

皆さんが聞きたい事・困っている事はもしかしたら私も経験した事か
もしれませんので、どんな事でも相談しに来てください。一緒に考え
ましょう。


