
第 13 回社会情報学会中部支部研究会・第 8 回芸術科学会中部支部研究会・ 

第 11 回情報文化学会中部支部研究会合同研究会 
日時：12 月 24 日（土）9 時 20 分開始(9 時 開場) 

場所：椙山女学園大学 文化情報学部メディア棟 001 教室／オンライン 

 

☆9：20- 9：30 

開会挨拶  椙山女学園 理事長 椙山 泰生  

社会情報学会中部支部顧問・芸術科学会中部支部支部⻑・情報文化学会理事  安田 孝美 

 

[第 1部 会場発表]  座長：兼松篤子(中京大学) 

（一般発表） 

9:30- 9:45 

  

9:45-10:00 

 

10:00-10:15 

 

10:15-10:30 

 

10:30-10:45 

 

新型コロナワクチン輸出に関する報道の米中比較 

○陳 欣(名古屋大学), 山本 竜大(名古屋大学） 

2008 年以降の人工地震に関するツイート：フェイクか、科学報道か、それともお祭りか？ 

○井上 能行(名古屋大学), 山本 竜大(名古屋大学） 

ネット世論上で表出した首長選挙：2017 年名古屋市長選挙を事例に 

○趙 婉婷(名古屋大学), 山本 竜大(名古屋大学) 

ウクライナ侵攻に関する報道官の言説への反響：Twitter 分析に基づいて 

○劉 小雪(名古屋大学), 山本 竜大(名古屋大学) 

ピエール・レヴィにおける「存在論的四学」について 

○中村 啓介(名古屋芸術大学)

  

10:45-11:00   休憩 

[第 2部 会場発表]  座長：後藤昌人(金城学院大学)

11:00-11:15 

 

 

11:15-11:30 

  

11:30-11:45 

 

 

11:45-12:00 

 

12:00-12:15 

 

刑務所ラジオにおけるリクエストプログラムの意義 

―受刑者に対する質問紙調査の分析から 

○芳賀 美幸(名古屋大学) 

官民データを用いたまちづくりの提案と実践 

○荒井 慶介(名古屋大学), 浦田 真由(名古屋大学), 遠藤 守(名古屋大学), 安田 孝美(名古屋大学) 

高齢者のデジタル活用のための地域支援体制の提案と実践 

○長元 真実(名古屋大学), 浦田 真由(名古屋大学), 遠藤 守(名古屋大学), 安田 孝美(名古屋大学） 

井上 愛子(名古屋大学未来社会創造機構)，宇野 千晴(名古屋大学未来社会創造機構) 

外国人医療支援と ICT：名古屋市内一般診療所の視点から 

○岩田 幸子(名古屋大学), 山本 竜大(名古屋大学) 

地域における高齢者見守りのためのスマートスピーカー活用の提案と実践 

○仲間 理沙子(名古屋大学), 浦田 真由(名古屋大学), 遠藤 守(名古屋大学), 安田 孝美(名古屋大学)

 

12:15-13:10   お昼休憩 

 

[第 3部 会場発表]  座長：浦田真由(名古屋大学) 

13:10-13:25 

  

13:25-13:40 

 

 

13:40-13:55 

 

 

若年女性における「承認欲求」と SNS 利用―大学生に対する調査結果の報告 

○若尾 佳央(椙山女学園大学), ○木田 勇輔(椙山女学園大学) 

本土復帰 50 年・選挙イヤー・コロナの感染拡大・米軍基地環境汚染問題から見る 

沖縄の現状とその要因分析 

○糸賀 美夕紀(金城学院大学)  

文化財理解のための実空間を利用したデジタルストーリーテリング 

○小栗 治子(金城学院大学), 小栗 真弥(愛知工業大学), 遠藤 潤一(金城学院大学), 後藤 昌人(金城学院大学) 

 



 

13:55-14:10 

 

 

14:10-14:25 

 

 

Wizard of OZ 法による会話型ロボットを使用した観光ガイドの支援〜 

『ステンドグラスの魅力を訪ねて』ガイドツアーにおける実証 

○鬼頭 未聖(椙山女学園大学), 中村 淑乃(椙山女学園大学), 福安 真奈(椙山女学園大学), 向 直人(椙山女学園大学) 

地域コミュニティの情報共有サイトを利用した施設予約システムの構築 

○小向 辰旺(中京大学), ○清水 翼(中京大学), 平塚 零士(中京大学), 中 貴俊(中京大学), 

福安 真奈(椙山女学園大学), 山田 雅之(中京大学) ,宮崎 慎也(中京大学)

 

14:25-14:40   休憩 

[第 4部 会場発表]  座長：福安真奈(椙山女学園大学) 

14:40-14:55 

 

 

14:55-15:10 

  

 

15:10-15:25 

 

 

15:25-15:40 

 

15:40-15:55 

 

フレイルおよび認知機能低下予防を目的としたスマートスピーカーの活用 

○黒川 翔(名古屋大学), 浦田 真由(名古屋大学), 遠藤 守(名古屋大学), 安田 孝美(名古屋大学), 

井上 愛子(名古屋大学未来社会創造機構)，宇野 千晴(名古屋大学未来社会創造機構) 

高齢者の健康支援に向けたスマートスピーカー使用ログの収集と可視化 

○堀 涼(名古屋大学), 長元 真実(名古屋大学), 浦田 真由(名古屋大学), 遠藤 守(名古屋大学), 

安田 孝美(名古屋大学), 井上 愛子(名古屋大学未来社会創造機構), 宇野 千晴(名古屋大学未来社会創造機構) 

流鏑馬 VRにおける弓デバイスの試作 

○荻野 小麦(中京大学), ○村田 拓之(中京大学), ○山野 佑馬(中京大学), 兼松 篤子(中京大学), 

中 貴俊(中京大学), 山田 雅之(中京大学) ,宮崎 慎也(中京大学) 

VR 空間における立体表現された文字の視認性に関する一検討 

○近藤 滉平(静岡大学), 杉山 岳弘(静岡大学) 

VR 観光コンテンツに対する観光意欲の差異に関する分析 

○袁 愷楓(静岡大学), 杉山 岳弘(静岡大学) 

 

15:55-16:10   休憩 
 

[第 5部 会場発表／オンライン発表]  座長：中貴俊(中京大学) 

16:10-16:25 

 

16:25-16:40 

 

 

16:40-16:55 

（オンライン） 

 

(研究紹介) 

16:55-17:10 

（オンライン） 

 

17:10-17:25  

 

 

地域社会における高齢者に向けた e-sports活用の提案と実践 

○喜田 晟礼(名古屋大学), 浦田 真由(名古屋大学), 遠藤 守(名古屋大学), 安田 孝美(名古屋大学) 

AR 空間におけるユーザーインタラクションの可視化手法の改善 

○楊 佳錫(中部大学), 鈴木 裕利(中部大学), 宇佐美 裕康(中部大学)，石井 成郎(一宮研伸大学)， 

柊 和佑(中部大学)，柳谷 啓子(中部大学) 

社会的統合に向けた「変容エージェント」としてのコミュニティ FM： 

震災後の FMいわきを例に 

○レショワ・アンナ(名古屋大学) 

 

実空間の階層化と位置情報に基づく情報提供方式の提案 

○糸賀 千晴(駒澤大学), 本多 賢(駒澤大学), 服部 哲(駒澤大学), 青柳 西蔵(駒澤大学),  

山口 浩(駒澤大学) 

河川流域住民の意識調査にもとづく、河川景観のアーカイブ化の検討 

～名古屋市内における河川を対象として～ 

○服部 純司(名古屋都市センター), 服部 哲(駒澤大学), 川口 暢子(愛知工業大学)

☆17:25-17:35  

閉会挨拶  社会情報学会中部支部支部長・理事 小川明子 

情報⽂化学会中部⽀部⽀部⻑・編集委員⻑・理事 吉⽥友敬 


