
No. 時　　間 学籍番号 氏　　名 研　究　題　目 主指導教員 副指導教員

1 9:10-9:40 201721659 神澤　義人 学術論文の引用関係に基づく重要度の推定に関する研究 佐藤　哲司 若林　啓

2 9:40-10:10 201721684 野崎　祐里 SNSにおけるユーザプロファイリングの推定手法に関する研究 佐藤　哲司 若林　啓

3 10:20-10:50 201721691 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*

4 10:50-11:20 201721706 GU　YouQi モバイル型共食会話システムの研究 井上　智雄 若林　啓

5 11:20-11:50 201721713 LIAO　WEI 第二言語会話支援の研究 井上　智雄 叶　少瑜

6 12:50-13:20 201721704 GUO ZIXUAN 会話における非母語話者支援の研究 井上　智雄 三河　正彦

7 13:20-13:50 201721660 河合　公美子 会話理解と視線の関係に関する研究 井上　智雄 上保　秀夫

8 13:50-14:20 201721687 原田　倫行 未定 井上　智雄 眞榮城　哲也

9 14:30-15:00 201721654 伊藤　達哉 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

10 15:00-15:30 201721657 岡田　拓也 CSSにおけるスキーマに関して充足不能な規則の検出 鈴木　伸崇 阪口　哲男

11 15:30-16:00 201721666 小池　栄美 視線が表情認知に及ぼす影響の研究 宇陀　則彦 寺澤　洋子*

12 16:10-16:40 201721655 内田　早紀子
日常的な活動を題材とした小学生向けプログラミング的思考育
成ツールの開発

宇陀　則彦 松村　敦*

13 16:40-17:10 201721710 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

*実質指導

休                  憩

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）　中間発表会

日程：平成30年7月24日(火）

会場：7A101(情報学A）

昼                  食

休                  憩

休                  憩

司会：主指導教員（主指導教員が不在の場合：副指導教員）

※発表者は、配布用レジュメを30部用意してください。



No. 時　　間 学籍番号 氏　　名 研　究　題　目 主指導教員 副指導教員

1 9:10-9:40 201721708 ZHANG JUNJIAN
近赤外線カメラを用いたVRコントローラのインタラクション機能
の拡張

落合　陽一 三河　正彦

2 9:40-10:10 201721703 OOI CHUN WEI
装用型網膜投影のための計算機ホログラムの最適化と光学設
計手法の探求

手塚　太郎 落合　陽一*

3 10:20-10:50 201721663 川村　涼太
ユーザーの身体特徴を考慮した固有バランサーの試作と性能
評価

落合　陽一 宇陀　則彦

4 10:50-11:20 201721677 髙澤　和希 磁力による浮揚ユーザーインターフェースシステムの開発 落合　陽一 宇陀　則彦

5 11:20-11:50 201721658 加藤　奈津実
人間と機械知能の連携による新たな創造的デザインの制作過
程構築

落合　陽一 佐藤　哲司

6 12:50-13:20 201721662 川口　晴会 小説データからの表紙の自動生成 鈴木　伸崇 若林　啓

7 13:20-13:50 201721674 菅原　知倫 部分グラフ同型問題と模倣関係の融合 鈴木　伸崇 若林　啓

8 13:50-14:20 201721664 菊池　祥平 スパース符号化を用いた試験結果からのスキル構造の抽出 手塚　太郎 若林　啓

9 14:30-15:00 201721690 平松　淳 辞書情報を活用した系列ラベリングに関する研究 手塚　太郎 若林　啓*

10 15:00-15:30 201721698 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

11 15:30-16:00 201721656 大桃　耕太郎 太陽光プロジェクター 落合　陽一 阪口　哲男

12 16:10-16:40 201721685 橋爪　智 自動運転車いすの課題発見と機能評価 落合　陽一 長谷川　秀彦

13 16:40-17:10 201721652 安部　健介 機械学習による触覚解析 落合　陽一 松本　紳

*実質指導

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）　中間発表会

日程：平成30年7月24日(火）

会場：7A105(情報学B）

休                  憩

司会：主指導教員（主指導教員が不在の場合：副指導教員）

※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



No. 時　　間 学籍番号 氏　　名 研　究　題　目 主指導教員 副指導教員

1 9:10-9:40 201721672 社本　和磨 音響測定を用いた、図書館における快適な音環境の調査 平賀　譲 寺澤　洋子*

2 9:40-10:10 201721701 若狭　健太
Electroglottographyを用いた声門開放率のリアルタイムフィード
バックによる歌唱練習支援

平賀　譲 寺澤　洋子*

3 10:20-10:50 201721693 保科　みず希 系列的手続き学習における学習方法ごとの効率比較 森田　ひろみ 眞榮城　哲也

4 10:50-11:20 201721668 小林　正樹 クラウドワーカに対する他者回答提示の短期的・長期的効果 森嶋　厚行 森田　ひろみ

5 11:20-11:50 201721686 橋本　大空 クラウドワーカのインクルージョン性を考慮したタスク割当 森嶋　厚行 鈴木　伸崇

6 12:50-13:20 201721665 金城　良大
LODデータセット間の結合性向上を目的としたメタデータターム
マッピング

杉本　重雄 永森　光晴

7 13:20-13:50 201721682 豊田　将平
Webページ中の半構造化データの抽出とその統合によるLOD
データセット生成

杉本　重雄 永森　光晴

8 13:50-14:20 201721688 久行　智恵 構造メタデータを利用したマンガのシーン推定の自動化手法 杉本　重雄 永森　光晴

9 14:30-15:00 201721681 辻　和徳
Clustered Shape Matching法における大規模な破壊と破断面生
成

三河　正彦 藤澤　誠*

10 15:00-15:30 201721702 渡辺　拓希 粒子法による炭酸水のビジュアルシミュレーション 三河　正彦 藤澤　誠*

11 15:30-16:00 201721709 陳　浩林
睡眠機能により効率良く行動し顔を記憶する親しみ良い移動ロ
ボットの研究

三河　正彦 藤澤　誠

12 16:10-16:40 201721714 LYU JIAYI
情報提供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

13 16:40-17:10 201721653 石井　晶大 ディープラーニングを用いた流体パラメーター推定 三河　正彦 藤澤　誠

*実質指導

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）　中間発表会

日程：平成30年7月24日(火）

会場：7A106(情報学C）

休                  憩

司会：主指導教員（主指導教員が不在の場合：副指導教員）

※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



No. 時　　間 学籍番号 氏　　名 研　究　題　目 主指導教員 副指導教員

1 12:50-13:20 201721711 FENG YUTING 高齢者の「第三の場」としての図書館についての研究 呑海　沙織 溝上　智惠子

2 13:20-13:50 201721715 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 呑海　沙織 溝上　智惠子

3 13:50-14:20 201721676 鈴木　友里亜
図書館情報学における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

4 14:30-15:00 201721695 松﨑　愛
BL書籍を読みつづける理由―セクシュアル・マイノリティへの眼
差しとの関連―

後藤　嘉宏 照山　絢子

5 15:00-15:30 201721699 宮本　温子
地方在住の投書青年の上昇志向と中央文壇へのまなざし
-文芸投書雑誌『新声』『文庫』の読者における雑誌をめぐるコ
ミュニケーション活動に着目して-

後藤　嘉宏 綿抜　豊昭

6 15:30-16:00 201721680 田中　鞠衣 『題詠俳諧明治千五百題』について 綿抜　豊昭 白井　哲哉

7 16:10-16:40 201721697 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

8 16:40-17:10 201721669 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検討 宇陀　則彦 松村　敦*

9 17:10-17:40 201721696 三島　悠希 図書を用いたPAC分析手法の検討 宇陀　則彦 松村　敦*

*実質指導

休                  憩

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）　中間発表会

日程：平成30年7月24日(火）

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）

司会：主指導教員（主指導教員が不在の場合：副指導教員）

※発表者は、配布用レジュメを30部用意してください。



No. 時　　間 学籍番号 氏　　名 研　究　題　目 主指導教員 副指導教員

1 10:20-10:50 201721661 川口　愛 ファッション商品購買の際に探索する情報についての研究 歳森　敦 池内　淳

2 10:50-11:20 201721673 末岡　真里奈
中高生のオンラインエスノグラフィ　－Twitterを利用している吹
奏楽部員に着目して

歳森　敦 照山　絢子*

3 11:20-11:50 201721705 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

4 12:50-13:20 201721667 小林　俊貴 JAIRO Cloud移行前後における機関リポジトリの利用の変化 逸村　裕 歳森　敦

5 13:20-13:50 201721694 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

6 13:50-14:20 201721707 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

7 14:30-15:00 201621626 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*

8 15:00-15:30 201721683 西川　啓子 県立図書館による公立図書館支援：茨城県を事例として 平久江　祐司 吉田　右子

9 15:30-16:00 201721712 劉　遅 Wikipedia閲覧者に対する図書推薦 辻　慶太 緑川　信之

10 16:10-16:40 201721700 山本　直樹*
パソコン要約筆記全体投影の伝わり方ー健聴者を対象とした実
験

森田　ひろみ 緑川　信之

11 16:40-17:10 201721671 櫻井　美幸* 学校と併設された公共図書館の実態調査 池内　淳 平久江　祐司

＊：図書館情報学キャリアアッププログラム *実質指導

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）　中間発表会

日程：平成30年7月24日(火）

会場：7A208(図書館情報学B）

発表時間：30分（発表15分、質疑13分、入替え時間2分）

司会：主指導教員（主指導教員が不在の場合：副指導教員）

※発表者は、配布用レジュメを30部用意してください。

休                  憩

休                  憩
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