第2回 国際ICT利用研究学会 （IIARS2017） 全国大会 プログラム
題
Ａ１

目

9:00－10:15

著

者

座長：福田真樹夫（太成学院大）

A1-1

看護研究指導のための協働教育の実践

田中雅章（ユマニテク短大），神田あづさ（仙台白百
合女子大），大森晃（東京理科大）

A1-2

通常学級における支援が必要な子どもへのICT活用

青木智子，水國照充（平成国際大）

A1-3

高度専門職人材育成プログラムの開発

松尾徳朗, 越水重臣, 佐々木信夫, 川田誠一(産業
技術大学院大), Habibah Norehan Haron, Zainai Bin
Mohamed(Univ.Teknologi Malaysia), Ade Sjafruddin,
Biemo Soemard(Institut Teknologi Bandung),
Raymund Siso(De La Salle Univ.), Muhammad
Saifullah Bin Abu Bakar, Juliana Haji Zaini(Univ.
Brunei Darussalam)

A1-4

インターネット契約における消費者意識と民法改正に
おける約款の重要性

岩田滉城，木川裕（武蔵野学院大）

A1-5

インターネット上のデマと情報拡散の問題点

稲毛翼，木川裕（武蔵野学院大）

座長：青木智子（平成国際大）

A2

10:15－11:45

A2-1

高等学校における AL 型授業の提案と模擬授業結果

関矢勇希，佐久間貴士（高崎商科大）

UMLによる設計工程を組込んだ問題解決学習教材の
開発
情報教育における3D・CADを利用したモデリング授業
の構築としての一検討
社会資源活用の視点を養うための地域診断演習プロ
グラムの開発
会計業務プロセスの効率化―情報の活用とセキュリ
ティ上の視点から―

福田真規夫，吉川博史，工藤英男（太成学院大），
山下倫範（立正大），上山正幸（千葉商科大）

A2-2
A2-3
A2-4
A2-5
A2-6
A3

授業理解度の測定方法に関する一検討

14:15－15:45

高橋幸加，佐久間貴士（高崎商科大）
桝田聖子（関西医療大）
木川明彦（宮城大）
佐久間貴士（高崎商科大），小堺光芳（埼玉女子短
期大），山下倫範（立正大）

座長：青木和昭（立正大）

A3-1

MOS Excel 合格者の傾向

南充帆，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

A3-2

MOS合格レポートの分析

塚本詩織，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

A3-3

体育会系の目標達成における体育会系の特徴

細川杏実，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

A3-4

対人コミュニケーションにおける愛嬌の効果

高木恵利，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

A3-5

これからの学校事務職員

阿部羅亜海，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

題

目

著

者

座長：佐久間貴士（高崎商科大）

B１

9:00－10:15

B1-1

自治体オープンデータを用いた交通事故発生地点の
分析手法に関する研究

安渡勇翔，後藤真太郎（立正大）

B1-2

逃げ地図の作成および利用に関する研究

石田公希，後藤真太郎（立正大）

B1-3

千葉県における低地の土地条件と水害の発生要因に
関する研究

秋本萌江，白木洋平（立正大）

B1-4
B1-5
B2

国際コンベンション参加者の国際会議会場への興味・
期待分析
国際コンベンション参加者の日本観光への興味・期待
分析

杉山康志，松尾徳朗，長沼啓司，鄭建萍（産業技術
大）
杉山康志，松尾徳朗，長沼啓司，鄭建萍（産業技術
大）

10:15－11:45

座長：木川裕（武蔵野学院大）

B2-1

自動車産業アセンブリ企業のデータ分析

上山俊幸（千葉商科大）

B2-2

自己組織化マップを用いた業務の可視化

次郎丸沢（株式会社カンファレンスサービス）

複数滑走路航空滑走路スケジューリング問題に対する
動的計画法の利用
中学校数学で学ぶ３分野に対する数学を得意と感じる
中学生の実態
英語コミュニケーションに必要な発音における中学生
が抱く意識の現状
アジア諸国の若者を対象としたクールジャパンコンテン
ツ嗜好調査

松枝友佳（電通大，北京郵電大），高橋里司（電通
大）

B2-3
B2-4
B2-5
B2-6
B3

14:15－15:45

西川友子（山形県立米沢女子短大）
高橋華那，西川友子（山形県立米沢女子短大）
西片嵩人，高根良太，萩谷蓮，武井昌駿，橋本隆子
（千葉商科大）

座長：小堺 光芳（埼玉女子短大）

B3-1

CSRとモチベーションから考えるエンプロイヤビリティ

澤田佳奈子，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

B3-2

金融業の地域性と将来性に基づいたエンプロイアビリ
ティ

川崎杏樹，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

B3-3

大企業で個人が社会貢献するエンプロイアビリティ

稲垣美和，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

B3-4

市川市シルバー人材センターHPリニューアル活動

齋藤昌聖，福富篤久，湯浅駿大，大江皐貴，佐藤拓
海，塚本大樹，川本真也，橋本隆子（千葉商科大）

B3-5
B3-6

シニア世代向けユニバーサルツーリズムについての調
査
高齢者のタブレット型オーダーシステムとセルフレジに
関する一考察

題
C１

松岡奈々美，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）
上原亜梨紗，佐久間貴士（高崎商科大）

目

9:00－10:15

著

者

座長：次郎丸沢
（株式会社カンファレンスサービス）

C1-1

アレチハナガサにおけるホートンの法則の検証

山口涼平，山下倫範（立正大）

C1-2

IoTを用いたビジュアルなプログラミングの開発 ～
Scratchを使用した小学生のためのプログラム教室への
適用事例～

牛込祐貴，後藤真太郎（立正大）

C1-3

クラウドサービス利用による情報資産のリスク評価

C1-4

情報基礎科目における学習効果の調査

C1-5

仮想企業によるクラウド化によるリスク

C2
C2-1
C2-2
C2-3

10:15－11:45
サービス選択市場の逆オークションモデルに対する動
的計画法の適用
英国における情報化戦略とデジタルインクルージョン
― デジタルデバイドの現状と課題 ―
マーケティングフレーム3Cを採用した観光支援アプリ
ケーションの開発

塚田武瑠，大背戸貴一，入倉寛起，平野優介（大東
文化大）
小堺光芳，三好善彦（埼玉女子短大），佐久間貴士
（高崎商科大）
齊藤肇，中田大貴（大東文化大）

座長：鈴木治郎(信州大学全学教育機構)
辻啓太，高橋里司（電通大）
竹井潔（聖学院大）
高橋和希，佐久間貴士（高崎商科大）

C2-4

環境要因の及ぼす悪性新生物患者数への影響

野村菜那江，吉岡茂（立正大）

C2-5

ブロックチェーンの仕組みと発展

伊藤雄哉，泉智久，大谷俊雄，新井貴樹，中村雄太
（大東文化大）

C2-6

IoTを用いた農業支援に関する研究

佐藤昭太，後藤真太郎（立正大）

C3

14:15－15:45

座長：辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

C3-1

社会人基礎力を使った学友会活動と企業のCSRの比
較

室木愛（金沢星稜大女子短大）

C3-2

学生ユースボランティアの実践活動報告と課題

中村巴華，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

C3-3

韓国の柔軟性

平泉愛優子，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

C3-4

ICT支援員とマネージャーの仕事について

京田佳菜，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

C3-5

都道府県別ICT支援員検定試験の現状と地域格差

朝賀真優，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

C3-6

ICT支援員の現状と課題解決の提案

山口瑠璃，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

題
D１
D1-1
D1-2
D1-3
D1-4
D1-5

目

9:00－10:15

座長：青木和昭（立正大）
閻雪冬，劉哲均，申治辛，梅田力輔，植野雅之，廣
瀬俊彦，高見友幸（大阪電通大）
高見友幸，越智将大，松本宅馬，喜田隆司，池上寿
樹，中西涼悠（大阪電通大）

機械学習を用いた気圧配置分類に関する研究

青木和昭（立正大）

GISによるPokemon GOのアクター別生息域評価に関
する研究
滑川町におけるオオムラサキ生息数の変遷に関する
研究

10:15－11:45

D2-1

千葉県谷津干潟における水質の日変化に関する研究

D2-3

者

床超大画面アプリケーションのプロトタイピング－Unity
を用いたマルチタッチライブラリの開発－
仲人は取ることのできない駒：摩訶大将棋と大将棋の
復刻

D2

D2-2

著

台風へと発達した熱帯低気圧における発生位置の頻
度の傾向
Himawari-8を用いた北西太平洋における孤立積雲の
発生頻度が 大規模組織雲の形成に与える影響

関口裕紀，後藤真太郎（立正大）
坂田朋優，後藤真太郎（立正大）

座長：永田清（大東文化大）
中嶋雄吾，白木洋平，李盛源（立正大）
上田有佑，白木洋平（立正大）
佐藤勝哉，白木洋平（立正大）

D2-4

高分解能衛星を活用したアオサ分布の年変化

大石悠平，白木洋平（立正大）

D2-5

山下-宮田予想における(1,b,c)-tripleの列挙について

藤田菜摘（立正大），宮田大輔（千葉商科大），山下
倫範（立正大）

D2-6

埼玉県風布地域における斜面温暖帯の年変化の抽出
方法に関する一考察

小林歩夢，植木淳平，白木洋平（立正大）

D3

14:15－15:45

D3-1

多焦点システムを用いた子宮頸がんの自動スクリーニ
ング

D3-2

熱傷自動診断システムに向けた深達度別熱傷領域抽
出法

D3-3

地方都市における外客誘致のため多言語レビュー分
析

座長：宮田大輔（千葉商科大）
岩井彩華，田中敏幸（慶應義塾大）
和田大二朗（慶應義塾大），原井ゆり子（杏林大），
山口芳裕（杏林大），加藤聡一郎（慶應義塾大），田
中敏幸（慶應義塾大）
鄭建萍，松尾徳朗，長沼啓司，杉山康志（産業技術
大）

D3-4

日本の一級河川におけるスツルムの法則との関係

村木智紀，吉川駿太郎，久松元，高橋大地，山下倫
範（立正大）

D3-5

日本におけるeスポーツの課題と展望

鎌田光宣（千葉商科大）

D3-6

計算器具アプリの製作

鈴木治郎(信州大学全学教育機構)

題
P
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18
P-19
P-20

目

13:15－14:15
地理情報システムを用いた地形情報が災害の規模に
与える影響評価
アジアメガシティにおける地表面温度の拡大傾向に関
する研究
長野県の観光地における季節ごとの観光客の特徴
グループ学習における学習助言の自動支援に関する
探索的な研究
各自治体の生活環境の違いによる合計特殊出生率へ
の影響
同窓会ネットワークによる地方創生

著

者

座長：坂本眞一郎（宮城大），鎌田光宣（千
葉商科大）西川友子（米沢女子短大），三
好善彦（埼玉女子短大）
高山萌衣，白木洋平（立正大）
関口真里弥，白木洋平（立正大）
北林和也，白木洋平（立正大）
奥原俊（藤田保健衛生大），菅原良（明星大），田中
雅章（ユマニテク短大），伊藤孝行（名古屋工大）
安齋尚樹（立正大）
早坂竜太，坂本眞一郎（宮城大）

オープンキャンパススタッフ

寺下七海，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

日本郵便のCSRに活かされるゼミでの学び

坂本結美（金沢星稜大女子短大）

二者間における挨拶と対応の方法

番匠真子，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

CSRの相手の存在

大矢羽純，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

ICT支援員におけるリーダーシップの必要性

宮越美帆（金沢星稜大女子短大）

MOS Excelにおける傾向と点数アップ対策

波佐谷奏子，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

CSR実行のプロセス

坂野里菜（金沢星稜大女子短大）

ICT支援員能力検定と学校事務職員との関係
個人経営と団体経営の指導者において必要な能力の
共通性
石川県のIT企業の成り立ちについて

中村千洸，辰島裕美（金沢星稜大女子短大）

必要とされ続けるためには

梅木瞳（金沢星稜大女子短大）

信頼される人材になるために

小泉彩乃（金沢星稜大女子短大）

エンプロイアビリティと社会的責任

喜多萌菜（金沢星稜大女子短大）

これからの人生をよりよく生きる考え方

和田亜里紗（金沢星稜大女子短大）

最上綾乃（金沢星稜大女子短大）
東柚里（金沢星稜大女子短大）

