
題　　目 著　　者

A1 10:00－11:00 座長：坪井塑太郎（人と防災未来センター）

A1-1
立正大学熊谷キャンパス内におけるアライグマの生息痕
跡と植生の関係に関する研究

早田 神ノ介・白木 洋平（立正大）

A1-2
北西太平洋域における台風の卵の発生数および発生
位置に関する研究

上田 有佑・白木 洋平（立正大）・久保田 尚之
（東京大）

A1-3
LiDARを用いた点群による森林計測に関する基礎的研
究

鈴木 辰侃・青木 和昭・後藤 真太郎（立正大）

A1-4
福島県周辺域における対流性降水分布の抽出と要因
に関する研究

佐藤 勝哉・白木 洋平（立正大）

A2 11:00－11:45 座長：鈴木 治郎（信州大）

A2-1
Raspberry Pi と各種センサを用いた環境状態の測

定と応用について
新谷 奈樹・山下 倫範（立正大）

A2-2 情報通信産業の変遷 宮井　優斗（立正大）

A2-3
釧路湿原における空中写真を利用したエゾシカの

生息痕跡の抽出と時系列変化に関する研究
小林　佳那・白木 洋平（立正大）

A3 14:00－15:00 座長：白木 洋平（立正大）

A3-1 
情報活用能力の育成を目的とした初学者対象iPhoneプ
ログラミング教育の実践

福井昌則（兵庫教育大）

A3-2 スマートフォンの発展とゲーム業界の変化
関口 和真・川端 裕也・小松 洋斗・大津 和也・
斎藤 肇・森 将太郎・中田 大貴（大東文化大）

A3-3 高齢者のための脳と身体の統合的運動ゲームの開発
劉 哲均・丁 達・申 治辛・佐藤 礼華・高見 友幸
（大阪電気通信大）

A3-4
インターネット依存の中核的問題～インターネットゲーム
障害～

水國 照充・青木 智子(平成国際大)

A4 15:00－16:00 座長：田中 敏幸（慶應義塾大）

A4-1 ICT支援員と女子力の関係性
和田 亜里紗・辰島 裕美(金沢星稜大女子短
大)

A4-2 大学生の違法ダウンロードの実態
大塚 哲央・日野 敏樹・後藤 健太郎・前場 裕
太・榎本 大地(大東文化大)

A4-3
グラフィックレコーディングの活用により大学講義の向上
化を図る

盆下 直輝(立正大)

A4-4 通信販売の歴史とネット通販の発展 中村 雄太・大谷 俊樹（大東文化大）

A4-5
超臨場感テレワークと遠隔コミュニケーションの評価に
向けて

櫻井 広幸（立正大学）・杉本  雅彦・日
向野 智子（東京未来大）
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B1 10:00－11:00 座長：木川 裕（武蔵野学院大）

B1-1 ICT支援員能力検定試験の有効性 坂本 結美・辰島 裕美(金沢星稜大女子短大)

B1-2 求人から考える職業としてのICT支援員 室木 愛・辰島 裕美(金沢星稜大女子短大)

B1-3
情報処理における大学基礎教育の学生の学修時間に
ついて

藤田 菜摘・ 山下 倫範（立正大）

B1-4 第一印象と就職活動のコンピテンシーの関連
坂野 里菜・辰島 裕美(金沢星稜大女子短
大)

B2 11:00－12:00 座長：佐久間 貴士（高崎商科大）

B2-1
リモートセンシングを利用した熊本県周辺の植生変化に
関する研究

野口 雅偲・白木 洋平(立正大)

B2-2
埼玉県熊谷市における地表面温度と気温の関係に関
する研究

岩本 匡広・白木 洋平・青木 和昭(立正大)

B2-3
WMS配信を利用した災害時のクラウド型GISにおける情
報共有についての研究

栗原 大地・後藤 真太郎(立正大)

B2-4 北本自然観察公園における生態系サービスの価値 吉野 暁穂・後藤 真太郎(立正大)

B3 14:00－15:00 座長：後藤 真太郎（立正大）

B3-1
年齢を考慮した眼周辺領域の特徴量解析による男女判
別

井内 隆祐・田中 敏幸（慶応義塾大)

B3-2 機械学習による子宮頸癌自動診断システム 平野 真衣・田中 敏幸(慶應義塾大)

B3-3 ボットネットワークを利用した家庭向けIoTに関する考察 瀬川 浩希・佐久間 貴士(高崎商科大)

B3-4 ストーカー規制法改正案と代替的アプローチの必要性
稲毛 翼・岡本 桃香・岩田 滉城・久保木
涼太・木川 裕（武蔵野学院大）

B4 15:00－16:00 座長：青木 和昭（立正大）

B4-1 若者のスマートフォン依存
辻 圭太・花野 奨太・原口 英仁・中新田 大貴・
堀淵 学(大東文化大)

B4-2 検定試験の比較からみた電子会計能力検定の特徴 木川 明彦（宮城大）

B4-3
オープンデータおよび位置情報アプリを活用した課題
制作

福田 真規夫（大阪国際大）

B4-4 短大経営実務科のカリキュラムとＩＣＴ支援員の資質
喜多 萌菜・辰島 裕美(金沢星稜大女子短
大)

C1 10:00－11:00 座長：小川 祐樹（立命館大）

C1-1 ICT支援員ハンドブックの有効性 小泉 彩乃・辰島 裕美(金沢星稜大女子短大)

C1-2
ICT支援員の役割に関するー考察-学生ユースボラン
ティアの視点から-

梅木 瞳・辰島 裕美(金沢星稜大女子短大)

C1-3
Webによる統計学における基礎的数式・記号理解の補
助

佐久間 貴士（高崎商科大）・小堺 光芳（埼玉
女子短大）・山下倫範(立正大)

C1-4 学生が持つ情報リテラシー，情報モラルに関する一考察 黒川 純・上山 俊幸(千葉商科大)



C2 11:00－12:00 座長：永田 清（大東文化大）

C2-1
過去の土地利用が水害に与える影響に関する研究 -茨
城県東海村を例として-

川上 哲弥・白木 洋平(立正大)

C2-2 ハイパースペクトル計測による深谷ねぎの糖度分析 中澤 純耶・後藤 真太郎(立正大)

C2-3 東日本大震災後の生活意識と実態の調査 佐野 貴斗(立正大)

C2-4 本邦における色素性痒疹症例の特徴
花城 和彦・喜瀬 真雄・大内 元・玉城 佑
一郎・久木田 一朗・青木 一雄（琉球大）

C3 14:00－15:00 座長：小堺 光芳（埼玉女子短大）

C3-1 累積流量を用いた土砂災害の予測に関する研究 友弘 匠・後藤 真太郎(立正大)

C3-2
深層学習とクラス決定木を用いた衛星画像からの土地
被覆分類に関する研究

青木 和昭(立正大)

C3-3
外国地誌研究におけるGISを用いた地域構造分析－中
国を事例として－

坪井 塑太郎(人と防災未来センター)

C3-4
複雑な局所地形が洪水ハザードマップの精度に与える
影響評価

横山 明典・白木 洋平(立正大)

C4 15:00－16:00 座長：次郎丸　沢（ＯＭＥ）

C4-1 上海の経済とIT産業の興隆
藤田 菜摘・山口 涼平・白木 洋平・山下 倫範
(立正大)

C4-2
キャッシュ・コンバージョン・サイクルからの問題探索型
財務分析手順について

白坂 亨・阿部 千夏・落合 美咲・高橋 美沙・井
上 賢哉・石塚 佳大・細貝 直人(大東文化大学)

C4-3
障がい者ダイビングの精神心理的効果の検証　―気分
プロフィール調査表「POMS」を用いて―

喜瀬 真雄・荒川 雅志（琉球大）・加藤 淳一（美
ら海振興会）・本村 純（名桜大）・高屋 優・松田
葉子・松田 翼・髙江洲 アヤ子・花城 和彦・青
木 一雄（琉球大）

C4-4
自動車産業サプライチェーンにおける利益と研究開発
費に関する分析

上山 俊幸(千葉商科大)

D1 10:00－11:00 座長：福田　真規夫（大阪国際大）

D1-1 ICTを活用した授業実践の支援への取組み 峰内 暁世・山下 倫範(立正大)

D1-2 次世代を生きていく子供達のためのICT教育 平泉愛優子・辰島 裕美(金沢星稜大女子短大)

D1-3 モチベーションの分析を踏まえたSAの提案
澤田 佳奈子・辰島 裕美(金沢星稜大女子短
大)

D1-4 短大生がICT支援員へ挑戦できる可能性
松岡　奈々美・辰島 裕美(金沢星稜大女子
短大)



D2 11:00－12:00 座長：白木 洋平（立正大）

D2-1
立正大学熊谷キャンパス内の植物とそれに影響する生
態系

篠塚 崚(立正大)

D2-2 SAF2002を利用した問題探索型財務分析手順について
白坂 亨・福冨 安佳音・川村 優奈・北嶋 美乃
莉・吉野 達也・山本 拓海・湯本 健介(大東文
化大学)

D2-3
高齢者複合施設におけるVRの総合的活用システムの
開発

陸 熠・劉 哲均・佐藤 礼華(大阪電気通信大)

D2-4 コミュニケーション能力における相手の存在
大矢 羽純・辰島 裕美(金沢星稜大女子短
大)

D3 14:00－15:00 座長：上山 俊幸（千葉商科大）

D3-1 教育現場に見るネットいじめの現状～LINEを中心として 青木 智子・水國 照充(平成国際大)

D3-2 TikZで計算尺を作る 鈴木 治郎・松本 成司(信州大)

D3-3 秘書検定の受験目的の分析 長尾　綾奈・辰島 裕美(金沢星稜大女子短大)

D3-4 体育会系・運動部の就職活動への影響
細川 杏実・辰島 裕美(金沢星稜大女子短
大)

D4 15:00－16:15 座長：青木 智子（平成国際大）

D4-1 防災訓練における情報共有方法に関する研究 小林卓史(立正大)

D4-2
高等学校におけるアクティブラーニング型授業の有効性
の検討

関矢 勇希・佐久間 貴士(高崎商科大)

D4-3 Webによる経営学の魅力の伝達 小堺 光芳・三好 善彦(埼玉女子短大)

D4-4 ICT支援員の業務と学生の応援の可能性 川崎 杏樹・辰島 裕美(金沢星稜大女子短大)

D4-5
ICT支援員と就職活動性における根本的に求められる
共通点

稲垣 美和・辰島 裕美(金沢星稜大女子短
大)

P 12:00－12:30 座長：白木 洋平（立正大）

P-1 ソーシャルファームを目指した家庭菜園アプリの構築 勝村 健太・後藤 真太郎（立正大）

P-2
食物アレルギーを持つ児童生徒の誤食防止システムの
提案

神田 あづさ(仙台白百合女子大)・田中 雅章(ユ
マニテク看護助産専門学校)

P-3 熊本地震におけるボランティア活動の報告
田中 雅章(ユマニテク看護助産専門学校)・神
田 あづさ(仙台白百合女子大)・中野 潤三(鈴
鹿大)

P-4
予習用動画が学生の講義内容理解度に与える影響評
価

泉崎 将人・白木 洋平(立正大)

P-5 体と地域を元気にするウィンタースポーツの考察
田中 雅章(ユマニテク看護助産専門学校)・角
田 和代(鈴鹿大)

P-6
SNOMED-CTを用いたオープンデータに利用可能な献
立表の提案

繁田 清楓(藤田保健衛生大)・奥原 俊(藤田保
健衛生大)・田中 雅章(ユマニテク看護助産専
門学校)

P-6
SNOMED-CTを用いたオープンデータに利用可能な献
立表の提案

繁田 清楓(藤田保健衛生大)・奥原 俊(藤田保
健衛生大)・田中 雅章(ユマニテク看護助産専
門学校)


