
No. 時　　間 氏　　名 題　　目 主査 副査１ 副査２

1 9:10-9:40 鵜沢　信吾
3D Auxetic Structure of Ron Resch Pattern using 2D Plane Processing
Machine

落合　陽一 伏見　龍樹 森継　修一

2 10:20-10:50 片岡　駿之介 Invisible User Interface in Living Space Using Pinhole Array Material 落合　陽一 金　尚泰 伏見　龍樹

3 10:50-11:20 伊藤　柚葉
Event-based bispectral photometry: Analysis of bispectral differences
using temporally modulated illumination

落合　陽一 逸村　裕 金　尚泰

4 11:20-11:50 貞末　真明 Design of Racket Game for People with Low Vision Using Drone 落合　陽一 逸村　裕 平木 剛史

5 12:50-13:20 潘　秋実 オフライン強化学習における階層型学習の適応 若林　啓 落合　陽一 長谷川　秀彦

6 13:20-13:50 大曽根　宏幸 Development and Evaluation of a Novel Writing Support System 落合　陽一 芳鐘　冬樹 中山　伸一

7 13:50-14:20 鳥居　万椰 Design and Use of a Vagina Pressure Measurement Device 落合　陽一 寺澤　洋子 森田　ひろみ

8 14:30-15:00 大峠　和基 読みやすさと視覚的バランスを両立した改行・改頁位置の推定 佐藤　哲司 藤澤　誠 辻　泰明

9 15:00-15:30 熊田　大雅 学科の特異性を明らかにするための科目概念の推定手法に関する研究 佐藤　哲司 高久　雅生 小野 永貴

10 15:30-16:00 賀　純陽 論文閲覧時のポインター行動を用いた特徴語抽出手法に関する研究 高久　雅生 于　海涛 中井　央

配布資料：manaba（コース名：2021年度博士前期 終発表会（情報学学位P/図情研究科））
　　　　　　　または当日のチャット機能にて閲覧可能

※発表当日のトラブルに関しては図書館情報エリア支援室大学院教務まで電話・メール等でご連絡ください。
　Zoomのホストアカウントへお問い合わせいただいても応答できない場合がございます。
　　　　　・電話番号：029(859)1121（内線81121）
　　　　　・メールアドレス：tosyoss-daigakuin@un.tsukuba.ac.jp

休                  憩

2021年度　情報学学位プログラム・図書館情報メディア専攻 博士前期課程　修士論文 終発表会

休                  憩

昼　　　　　　　　　　食

日程：2022年1月13日(木）

会場：オンライン（Zoom）　A会場

発表時間：30分（発表15分、質疑13分、入替え時間2分）

司会：修士学位論文審査委員会主査



No. 時　　間 氏　　名 題　　目 主査 副査１ 副査２ 副査3

1 9:10-9:40 山崎　良祐 糊化現象に基づく粘度変化を伴う流体シミュレーション手法の開発 藤澤　誠 三河　正彦 金　尚泰

2 9:40-10:10 田中　康二郎
Urban Green Space-Friendly Animation Display with Artificial Grass
Gradation Control System

三河　正彦 藤澤　誠 平木 剛史

3 10:20-10:50 王　有為
動的な環境におけるセマンティックセグメンテーションに基づくビジュアル
SLAM

三河　正彦 藤澤　誠 森継　修一

4 10:50-11:20 池畑　開斗 ノッチ形成を考慮した海岸地形生成シミュレーションに関する研究 藤澤　誠 三河　正彦 時井　真紀

5 11:20-11:50 矢花　明莉 気流を考慮した昼花火のシミュレーション 藤澤　誠 三河　正彦 時井　真紀

6 12:50-13:20 久保田　将
ケータリングサービスを用いた3者間オンライン共食における食事の異同
の影響

井上　智雄 藤澤　誠 森田　ひろみ

7 13:20-13:50 蛭子　綾花 空間符号化照明下におけるイベント情報に基づく流れの可視化 三河　正彦 青砥　隆仁 伏見　龍樹 藤澤　誠

8 13:50-14:20 He Zhen
テレワーク環境におけるワークエンゲージメント向上のための活動報告の
研究

井上　智雄 若林　啓 三波　千穂美

9 14:30-15:00 孙　博煜 独食における動画視聴の影響の一検討 井上　智雄 若林　啓 叶　少瑜

10 15:00-15:30 魏　愷寰
Verifying Qualitative Improvement of User Experience by Physical Use of
Real Product in Digital Environment Using Augmented Reality

李　昇姫 井上　智雄 平木 剛史

11 15:30-16:00 万　鵬程
Kansei Map―Development and validation of a tool for analyzing
behavioral information using geographic information system―

李　昇姫 加藤　誠 伊藤　寛祥

2021年度　情報学学位プログラム・図書館情報メディア専攻 博士前期課程　修士論文 終発表会

配布資料：manaba（コース名：2021年度博士前期 終発表会（情報学学位P/図情研究科））
　　　　　　　または当日のチャット機能にて閲覧可能

※発表当日のトラブルに関しては図書館情報エリア支援室大学院教務まで電話・メール等でご連絡ください。
　Zoomのホストアカウントへお問い合わせいただいても応答できない場合がございます。
　　　　　・電話番号：029(859)1121（内線81121）
　　　　　・メールアドレス：tosyoss-daigakuin@un.tsukuba.ac.jp

昼　　　　　　　　　　食

休                  憩

発表時間：30分（発表15分、質疑13分、入替え時間2分）

日程：2022年1月13日(木）

司会：修士学位論文審査委員会主査

休                  憩

会場：オンライン（Zoom）　B会場



No. 時　　間 氏　　名 題　　目 主査 副査１ 副査２

1 9:10-9:40 許　俊杰 Table Captioning for Scientific Papers 加藤　誠 若林　啓 伊藤　寛祥

2 9:40-10:10 方　舟 Dataset and Algorithms for Interactive Fashion Outfit Recommendation 加藤　誠 于　海涛 関　洋平

3 10:20-10:50 前田　祐紀
Shape Expression Schemaの下でのConjunctive Property Path充足可能性
判定手法

鈴木　伸崇 阪口　哲男 永森　光晴

4 10:50-11:20 大場　勇貴 健康診断データによる疾患予測の解釈 若林　啓 讃岐　勝 関　洋平

5 11:20-11:50 岡　威久馬 サイレント隠れマルコフモデルにおける変分ベイズ法に関する研究 若林　啓 加藤　誠 森継　修一

6 12:50-13:20 金　琢奇 An Explanation Engine for Increasing Self-awareness on Movie Preferences 上保　秀夫 于　海涛 辻　泰明

7 13:20-13:50 張　麗蓉
Semantic Modelling of Document Focus Time for Information Retrieval
Tasks

上保　秀夫 于　海涛 伊藤　寛祥

8 13:50-14:20 方　昱博
Incorporating Cognitive Relevance into Dense Retrieval for Conversational
Search

上保　秀夫 于　海涛 辻　慶太

9 14:20-14:50 劉　依泓
Detecting Internet Slang Words with Two Layers Annotation Based on Joint
Model of Character and Word Embeddings

関　洋平 于　海涛 鈴木　伸崇

休                  憩

昼　　　　　　　　　　食

発表時間：30分（発表15分、質疑13分、入替え時間2分）

司会：修士学位論文審査委員会主査
配布資料：manaba（コース名：2021年度博士前期 終発表会（情報学学位P/図情研究科））
　　　　　　　または当日のチャット機能にて閲覧可能

※発表当日のトラブルに関しては図書館情報エリア支援室大学院教務まで電話・メール等でご連絡ください。
　Zoomのホストアカウントへお問い合わせいただいても応答できない場合がございます。
　　　　　・電話番号：029(859)1121（内線81121）
　　　　　・メールアドレス：tosyoss-daigakuin@un.tsukuba.ac.jp

2021年度　情報学学位プログラム・図書館情報メディア専攻 博士前期課程　修士論文 終発表会

日程：2022年1月13日(木）

会場：オンライン（Zoom）　C会場



No. 時　　間 氏　　名 題　　目 主査 副査１ 副査２

1 9:10-9:40 勝野　皓太
An Ability-based Approach for Improving Crowdsourcing Result
Reproducibility

森嶋　厚行 松原　正樹 阪口　哲男

2 9:40-10:10 泉　陽奈子
ファシリテータレス学習支援の実現に向けたピアラーニングでの質問と回
答の促進手法

森嶋　厚行 松原　正樹 叶　少瑜

3 10:20-10:50 水野　隆也
視野中心部分における文章黙読が周辺視野における光点検出率に与える
影響の実験的検討

森田　ひろみ 井上　智雄 平賀　譲

4 10:50-11:20 三井　颯人 聴覚障害者のメロディー認知に影響を与える音楽的要素に関する調査 寺澤　洋子 平賀　譲 松原　正樹

5 11:20-11:50 森山　大地 音楽音響信号を対象としたベースライン特化のコード進行推定 平賀　譲 寺澤　洋子 真榮城　哲也

6 12:50-13:20 佐藤　千尋 Webページ閲覧履歴を用いた情報収集行動の振り返り支援 高久　雅生 松村　敦 辻　慶太

7 13:20-13:50 楊　之卓 クエリ満足度に基づく検索支援手法に関する研究 高久　雅生 加藤　誠 永森　光晴

8 13:50-14:20 廣田　美香 絵本と体験とを結びつける子ども向け絵本選択支援システム「てくととぺ」 高久　雅生 松村　敦* 鈴木　佳苗

9 14:20-14:50 細川　怜椰 アニメ・漫画オタクの個人別態度構造に基づく「布教」の分析 和氣　愛仁 松村　敦* 後藤　嘉宏

*実質指導教員

発表時間：30分（発表15分、質疑13分、入替え時間2分）

司会：修士学位論文審査委員会主査
配布資料：manaba（コース名：2021年度博士前期 終発表会（情報学学位P/図情研究科））
　　　　　　　または当日のチャット機能にて閲覧可能

※発表当日のトラブルに関しては図書館情報エリア支援室大学院教務まで電話・メール等でご連絡ください。
　Zoomのホストアカウントへお問い合わせいただいても応答できない場合がございます。
　　　　　・電話番号：029(859)1121（内線81121）
　　　　　・メールアドレス：tosyoss-daigakuin@un.tsukuba.ac.jp

昼　　　　　　　　　　食

休                  憩

2021年度　情報学学位プログラム・図書館情報メディア専攻 博士前期課程　修士論文 終発表会

日程：2022年1月13日(木）

会場：オンライン（Zoom）　D会場



No. 時　　間 氏　　名 題　　目 主査 副査１ 副査２

1 9:10-9:40 福元　孝太郎 学生アスリートのキャリア成熟に影響を及ぼす要因の検討 歳森　敦 木内　敦詞 照山　絢子

2 9:40-10:10 野田　宏規
市民団体が協働事業提案制度による事業を開始するまでの経緯
―M-GTA を活用して―

上保　秀夫 松林　麻実子* 横山　幹子

3 10:20-10:50 福井　久美子
戦後日本美術の個人資料に対する利活用に向けた情報の組織化に関す
る研究―田名網敬一のアトリエ資料を対象として―

白井　哲哉 高久　雅生
BARYSHEV
Eduard

4 10:50-11:20 韓　承旼 図書館におけるリスクマネジメントマニュアルとその有効性に関する研究 白井　哲哉 吉田　右子 大庭　一郎

5 11:20-11:50 松島　愛美
中学校におけるインフォメーションリテラシー育成のための探究的な学習
の実践と評価：情報収集過程の検討

鈴木　佳苗 呑海　沙織 綿抜　豊昭

6 12:50-13:20 百鳥　直樹 法人化後の国立大学図書館組織の変化に関する研究 逸村　裕 小泉　公乃 綿抜　豊昭

7 13:20-13:50 南川　真貴子 私立大学図書館専任職員のキャリア形成と能力開発 逸村　裕 大庭　一郎 呑海　沙織

8 13:50-14:20 張　笑塵 著作権法によるAI生成物の保護可能性 村井　麻衣子 髙良　幸哉 村田 光司

9 14:30-15:00 村松　ななみ
平面構成からみた公共図書館建築の特徴―日本・北欧・米国の国際比較
分析―

小泉　公乃 逸村　裕 松林　麻実子

10 15:00-15:30 山本　菜摘
図書館行政・コミュニティ行政の融合と市民への影響：武蔵野市の事例分
析

小泉　公乃 池内　淳 吉田　右子

11 15:30-16:00 蕪木　創平 仮想ラグビー環境を用いた意思決定スキルの持続 真榮城　哲也 中山　伸一 三波　千穂美

*実質指導教員

休                  憩

司会：修士学位論文審査委員会主査

休                  憩

昼　　　　　　　　　　食

配布資料：manaba（コース名：2021年度博士前期 終発表会（情報学学位P/図情研究科））
　　　　　　　または当日のチャット機能にて閲覧可能

※発表当日のトラブルに関しては図書館情報エリア支援室大学院教務まで電話・メール等でご連絡ください。
　Zoomのホストアカウントへお問い合わせいただいても応答できない場合がございます。
　　　　　・電話番号：029(859)1121（内線81121）
　　　　　・メールアドレス：tosyoss-daigakuin@un.tsukuba.ac.jp

発表時間：30分（発表15分、質疑13分、入替え時間2分）

2021年度　情報学学位プログラム・図書館情報メディア専攻 博士前期課程　修士論文 終発表会

日程：2022年1月13日(木）

会場：オンライン（Zoom）　E会場


