
2019.1.17変更

No. 時　　間 氏　　名 研　究　題　目 主査 副査１ 副査２

1 9:10-9:40 豊田　将平
LODデータセット生成の自動化のための宣言的記述による半
構造化データの抽出とその統合手法

杉本　重雄 永森　光晴 上保　秀夫

2 9:40-10:10 金城　良大
メタデータのグラフ構造を利用したメタデータタームの類似度算
出手法

杉本　重雄 永森　光晴 阪口　哲男

3 10:20-10:50 伊藤　達哉
継続的利用を考慮したセルフメンタルヘルスケアシステムの研
究

井上　智雄 阪口　哲男 森継　修一

4 10:50-11:20 LYU JIAYI
移動ロボットのための顔インタフェースを利用した動作予告に
関する研究

三河　正彦 井上　智雄 藤澤　誠

5 11:20-11:50 GUO ZIXUAN エージェントによる第二言語会話支援の研究 井上　智雄 三河　正彦 時井　真紀

6 12:50-13:20 河合　公美子 音声による第二言語会話支援の一検討 井上　智雄 上保　秀夫 時井　真紀

7 13:20-13:50 LIAO　WEI 第二言語会話における話速の影響を考慮した支援の研究 井上　智雄 叶　少瑜 森田　ひろみ

8 13:50-14:20 GU　YouQi 共食会話システムにおける疑似的同期手法の検討 井上　智雄 若林　啓 于　海涛

9 14:30-15:00 CHEN TAIRUN 情報型クエリのためのアンカーテキスト検索モデル 高久　雅生 于　海涛 渡辺　知恵美

10 15:00-15:30 内田　早紀子
日常の活動を題材とした小学生向けプログラミング的思考の育
成ツール

宇陀　則彦 松村　敦* 森継　修一

休                  憩

平成30年度　図書館情報メディア研究科　図書館情報メディア専攻（博士前期課程）　最終発表会

日程：平成31年1月24日(木）

会場：7A106 (情報学A）

発表時間：30分（発表15分、質疑13分、入替え時間2分）

司会：学位論文審査委員会主査

※発表者は、配布用レジュメを30部用意してください。

休                  憩

昼　　　　　　　　　　食



2019.1.17変更

No. 時　　間 氏　　名 研　究　題　目 主査 副査１ 副査２

1 9:10-9:40 加藤　奈津実
Creative Clothes Design Process by Collaboration between
Human and Machine Intelligence

落合　陽一 佐藤　哲司 Sarcar Sayan

2 9:40-10:10 ZHANG JUNJIAN
Enhancing Interaction Capability for VR Handheld Controllers:
Exploratory Approaches using Swept Frequency Capacitive
Sensing and Vision Sensing in Real-time

落合　陽一 三河　正彦 Sarcar Sayan

3 10:20-10:50 川村　涼太
Computational Personalization through Physical and Aesthetic
Featured Digital Fabrication

落合　陽一 宇陀　則彦 Sarcar Sayan

4 10:50-11:20 髙澤　和希
Development of user interface system using magnetic force by
digital fabrication technology

落合　陽一 宇陀　則彦 松本　紳

5 11:20-11:50 岡田　拓也 DTDに関して充足不能なCSS規則の検出 鈴木　伸崇 阪口　哲男 永森　光晴

6 12:50-13:20 OOI CHUN WEI
Optimization of Computer generated holography rendering and
optical design for a compact and large eyebox Augmented
Reality glass

落合　陽一 手塚　太郎 于　海涛

7 13:20-13:50 橋爪　智
The Remote Controllable Electric Wheelchair System
combined Human and Machine Intelligence for Caregivers and
Care Receivers

落合　陽一 長谷川　秀彦 中山　伸一

8 13:50-14:20 陳　浩林
移動ロボットの為の意識モデルと顔記憶機能に基づくCPU・
バッテリの有効利用と親近感の向上

三河　正彦 藤澤　誠 阪口　哲男

9 14:30-15:00 辻　和徳
Clustered Shape Matching法における再破断までを考慮した高
速な破断面生成

三河　正彦 藤澤　誠* 金　尚泰

10 15:00-15:30 渡辺　拓希 多相流体シミュレーションを可能とする非圧縮性SPH法の開発 三河　正彦 藤澤　誠* 時井　真紀

11 15:30-16:00 若狭　健太 声帯振動に着目したオペラと合唱歌唱の特性比較 平賀　譲 寺澤　洋子* 藤澤　誠

12 16:10-16:40 社本　和磨
残響下における会話音声がワーキングメモリに及ぼす影響
ー図書館における静けさと賑やかさの共存を目指してー

平賀　譲 寺澤　洋子* 三波　千穂美

13 16:40-17:10 中川　稜介 歩行時の筋活動パターンの可聴化 平賀　譲 寺澤　洋子* 森継　修一

発表時間：30分（発表15分、質疑13分、入替え時間2分）

平成30年度　図書館情報メディア研究科　図書館情報メディア専攻（博士前期課程）　最終発表会

日程：平成31年1月24日(木）

会場：7A104 (情報学B）

休                  憩

司会：学位論文審査委員会主査

※発表者は、配布用レジュメを30部用意してください。

休                  憩

昼　　　　　　　　　　食

休                  憩



2019.1.17変更

No. 時　　間 氏　　名 研　究　題　目 主査 副査１ 副査２

1 9:10-9:40 菊池　祥平
Sparse modeling of test scores for estimating skills acquired
by students

手塚　太郎 若林　啓 長谷川　秀彦

2 9:40-10:10 柴田　尚樹
非タスク指向型対話システムでの話題同定のためのコーパス
構築に関する研究

手塚　太郎 若林　啓* 長谷川　秀彦

3 10:20-10:50 平松　淳
文字分散表現に基づく辞書情報を活用した固有表現抽出器の
学習に関する研究

手塚　太郎 若林　啓* 芳鐘　冬樹

4 10:50-11:20 宮原　捺希 テニスにおけるモーションキャプチャからのパターン発見 手塚　太郎 若林　啓 眞榮城　哲也

5 11:20-11:50 小池　栄美
アニメーション映画のキャラクター表情と情動表現に関する研
究

宇陀　則彦 寺澤　洋子* 鈴木　佳苗

6 12:50-13:20 川口　晴会 物語展開を考慮した小説データからの表紙の自動生成 鈴木　伸崇 若林　啓 金　尚泰

7 13:20-13:50 菅原　知倫 部分グラフ同型問題と模倣関係の融合的アプローチ 鈴木　伸崇 若林　啓 松本　紳

8 13:50-14:20 橋本　大空
クラウドソーシングにおける参加率と活躍度を考慮したタスク割
当て手法

森嶋　厚行 鈴木　伸崇 上保　秀夫

9 14:30-15:00 小林　正樹
クラウドワーカの品質改善における参考回答提示の短期的・長
期的効果

森嶋　厚行 森田　ひろみ 上保　秀夫

10 15:00-15:30 保科　みず希
手続き学習としてのタッチパネル操作の習得に関する心理学的
研究

森田　ひろみ 眞榮城　哲也 鈴木　佳苗

11 15:30-16:00 神澤　義人 引用コンテキストに基づく高影響論文の推定に関する研究 佐藤　哲司 若林　啓 横山　幹子

12 16:10-16:40 野崎　祐里
オンラインショッピングにおける商品選択行動のモデル化に関
する研究

佐藤　哲司 若林　啓 于　海涛

13 16:40-17:10 福山　怜史
マイクロブログにおけるトピック出現量の時系列変化の抽出に
関する研究

佐藤　哲司 若林　啓* 渡辺　知恵美

発表時間：30分（発表15分、質疑13分、入替え時間2分）

平成30年度　図書館情報メディア研究科　図書館情報メディア専攻（博士前期課程）　最終発表会

日程：平成31年1月24日(木）

会場：7A105 (情報学C）

休                  憩

司会：学位論文審査委員会主査

※発表者は、配布用レジュメを30部用意してください。

休                  憩

昼　　　　　　　　　　食

休                  憩



2019.1.17変更

No. 時　　間 氏　　名 研　究　題　目 主査 副査１ 副査２

1 10:20-10:50 XU WENLAN 中国の公共図書館におけるソーシャルメディアの利用実態 池内　淳 歳森　敦 叶　少瑜

2 10:50-11:20 川口　愛
ファッション商品購買の際に消費者が利用する情報
-スマートフォンを利用した実店舗内での情報探索を中心に-

歳森　敦 池内　淳 高久　雅生

3 11:20-11:50 末岡　真里奈
繋がりのオンラインエスノグラフィ：吹奏楽部員のTwitter利用に
着目して

歳森　敦 照山　絢子* 三波　千穂美

5 12:50-13:20 小林　俊貴
JAIRO Cloud導入前後における機関リポジトリのオープンアク
セスコンテンツ利用

逸村　裕 歳森　敦 芳鐘　冬樹

6 13:20-13:50 牧田　眸 大学図書館における留学生サービスの国際比較 池内　淳 逸村　裕
Eduard
BARYSHEV

7 13:50-14:20 櫻井　美幸 学校と併設・複合された公共図書館の現状と課題 池内　淳 平久江　祐司 大庭　一郎

司会：学位論文審査委員会主査

※発表者は、配布用レジュメを30部用意してください。

昼                  食

平成30年度　図書館情報メディア研究科　図書館情報メディア専攻（博士前期課程）　最終発表会

日程：平成31年1月24日(木）

会場：7A103 (図書館情報学A）

発表時間：30分（発表15分、質疑13分、入替え時間2分）



2019.1.17変更

No. 時　　間 氏　　名 研　究　題　目 主査 副査１ 副査２

1 10:20-10:50 松﨑　愛
BL書籍を読みつづける理由
ー読者がもつセクシュアリティ観に着目してー

後藤　嘉宏 照山　絢子 村井　麻衣子

2 10:50-11:20 宮本　温子
文芸投書雑誌『文庫』『新声』にみられる「地方文壇」の青年たち
の地方意識と「中央文壇」へのまなざし
−小木曽旭晃と入澤涼月の事例を中心に−

後藤　嘉宏 綿抜　豊昭 石井　夏生利

3 11:20-11:50 上村　美紗希
公共図書館における地方行政資料サービスの研究―活動方針
と実践の比較から―

白井　哲哉 吉田　右子 大庭　一郎

4 12:50-13:20 小林　諒也 効果音を取り入れた絵本読み聞かせワークショップの開発 宇陀　則彦 松村　敦* 鈴木　佳苗

5 13:20-13:50 三島　悠希 図書選択を利用した個人別態度構造分析の提案 宇陀　則彦 松村　敦* 緑川　信之

6 13:50-14:20 叢　艶
唐詩の構造化に関する研究
　　 ― Linked DataとTEIマークアップを用いて ―

高久　雅生 宇陀　則彦 永森　光晴

7 14:30-15:00 盧　仁吉
中国における高齢者の生涯学習に関する公共図書館の役割
ー杭州図書館を事例としてー

呑海　沙織 溝上　智惠子 三波　千穂美

8 15:00-15:30 陶　穎
中国の大学における図書館情報学教育の現状と課題
 ―武漢大学信息管理学院を事例として―

呑海　沙織 溝上　智惠子
Eduard
BARYSHEV

9 15:30-16:00 FENG YUTING
高齢者の第三の場としての公立図書館
ーつくば市立中央図書館を事例としてー

呑海　沙織 溝上　智惠子 大庭　一郎

発表時間：30分（発表15分、質疑13分、入替え時間2分）

平成30年度　図書館情報メディア研究科　図書館情報メディア専攻（博士前期課程）　最終発表会

日程：平成31年1月24日(木）

会場：7A102 (図書館情報学B）

司会：学位論文審査委員会主査

※発表者は、配布用レジュメを30部用意してください。

昼                  食

休                  憩



2019.1.17変更

No. 時　　間 氏　　名 研　究　題　目 主査 副査１ 副査２

1 9:40-10:10 三末　千尋 霊園の史的研究―都立霊園を中心に― 綿抜　豊昭 白井　哲哉 辻　泰明

2 10:20-10:50 田中　鞠衣
『題詠俳諧明治千五百題』について　－同時代の類題句集との
比較による考察－

綿抜　豊昭 白井　哲哉 辻　泰明

3 10:50-11:20 鈴木　友里亜 虚構からの知識獲得を扱うための哲学的虚構論の検討 横山　幹子 緑川　信之 村井　麻衣子

4 11:20-11:50 劉　遅 海外の図書館におけるインスタグラムの利用実態 辻　慶太 緑川　信之 芳鐘　冬樹

5 12:50-13:20 西川　啓子
公立図書館未設置市町村への支援から見る県立図書館の役
割：茨城県を事例として

平久江　祐司 吉田　右子 辻　慶太

6 13:20-13:50 中川　潤紀 高等専門学校図書館の運営とサービス 平久江　祐司 大庭　一郎* 吉田　右子

7 13:50-14:20 齊藤　涼
中央図書館制度に関する研究
―アジア・太平洋戦争期における公共図書館の統制と振興―

呑海　沙織 吉田　右子 辻　泰明

発表時間：30分（発表15分、質疑13分、入替え時間2分）

平成30年度　図書館情報メディア研究科　図書館情報メディア専攻（博士前期課程）　最終発表会

日程：平成31年1月24日(木）

会場：7A210 (図書館情報学C）

司会：学位論文審査委員会主査

※発表者は、配布用レジュメを30部用意してください。

休                  憩

昼                  食
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