
 注意事項  ② 四回⽣は、両⽇のうち、最低2時限分出席をすること。
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順 発表者 所属 予定テーマまたは分野

1 網 瞭太 酒井ゼミ 建造物の3Dモデル製作とその活⽤ 出席カード配布
2 ⽵中 郁雄 酒井ゼミ 初⼼者の技能習得⼿段としてのゲームについて
3 ⿃居 勇汰 酒井ゼミ ⽇本式旅館の3Dモデルの制作と活⽤
4 ⻄村 和樹 酒井ゼミ eスポーツプレイヤー⽀援システムの構築
5 松江 智⼤ 酒井ゼミ シミュレータによる運転体験の効果について
6 丸野 ⼤都 酒井ゼミ パワーポイントによる説明スライドの事例分析
7 松原 奈⽣也 酒井ゼミ ⾏動改善⽀援システムの提案
8 予備

9 予備 出席カード回収
1 我有 顕徳 ⾼橋ゼミ ⽇本国内における外国映画のローカライズ 出席カード配布
2 ⾜⽴ 守 ⾼橋ゼミ 歌詞から⾒る邦楽ヒット曲と社会情勢の関連性
3 押川 亮太郎 ⾼橋ゼミ ゴジラ作品における⾃衛隊の描写
4 ⼟岐 賴晶 ⾼橋ゼミ ⼆次創作における著作権問題−⼆次創作に対する規制の現状
5 前島 僚太 ⾼橋ゼミ CEROの規制基準は本当に適切なのか？
6 松⽥ ⼀志 ⾼橋ゼミ サッカーにおいてストライカーを最⼤限に活かせるフォーメーション
7 森⽥ 勇⼀郎 ⾼橋ゼミ ギャンブル依存に対する啓発の現状
8 ⼭⼝ ⼀輝 ⾼橋ゼミ 映画における「たばこ」の描写
9 ⼭本 空 ⾼橋ゼミ ゲームと⼈間の攻撃性 出席カード回収
1 松岡 佑哉 福⽥ゼミ 簡易的ECサイトの作成 出席カード配布
2 乾 寿季 福⽥ゼミ スマホ対応するための教材
3 江頭 航太 福⽥ゼミ ⼤⾕⼤学新聞社新聞作成のマニュアル
4 ⼤橋 亮介 福⽥ゼミ チベット医学データベースの改善
5 武⽥ 澪奈 福⽥ゼミ ⻄蔵⽂献研究班のWebサイトの再構築
6 ⾕⼝ 智之 福⽥ゼミ ⼤学⽣⽤のアンケート作成サイト
7 塚⽥ 貴彬 福⽥ゼミ 公務員採⽤ガイド
8 ⼾⽥ 夏未 福⽥ゼミ 授業⽀援システムの改良
9 ⼟肥 匠 福⽥ゼミ 既存のWebサイトをスマホ対応化するためのマニュアル 出席カード回収
1 福井 裕加⾥ 福⽥ゼミ スケジュール管理⽀援ソフトの作成 出席カード配布
2 藤本 ⼒ 福⽥ゼミ チベット⽂献情報提供サイトの作成
3 牧野 秀彦 福⽥ゼミ 学⽣情報システムのスマホ化
4 松本 稔春 福⽥ゼミ ⼤⾕⼤学学⽣⾷堂・カフェ広報のためのWebサイト構築
5 吉川 遼太朗 福⽥ゼミ プログラミング⼊⾨教科書の副読本作成
6 渡辺 伸 福⽥ゼミ 初⼼者⽤のプログラミング⼊⾨サイトの構築
7 和⽥ 夏帆 福⽥ゼミ 就活⽣のためのスケジュール管理システム
8 斎藤 良彦 柴⽥ゼミ 違法アップロードコンテンツがもたらす社会への影響
9 予備 出席カード回収
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1 愛徳 真悠 ⼭本ゼミ アルシャードセイヴァーRPGデータ検索ツール 出席カード配布
2 井上 雄貴  ⼭本ゼミ 毒性植物・キノコの誤採取抑⽌データベース
3 杉⽥ 真由佳  ⼭本ゼミ ⿂介料理と下処理のデータベース
4 中村 亮太   ⼭本ゼミ 京都⼤学バレーボール同好会サーブカットデータベース
5 堀⼝ ⼤智   ⼭本ゼミ データベース「⼤⾕⼤学硬式野球部リーグ戦個⼈成績」
6 宮部 素直  ⼭本ゼミ 京都アニメーションDB
7 相⾺ 茉優 武⽥ゼミ キャラクター⽂化とビジネス〜新旧キャラクターの⽐較を通して〜
8 野村 理仁 武⽥ゼミ ニチアサ枠における玩具売上と視聴率の関連性 〜2000年から2018年を振り返って〜
9 村上 知代 武⽥ゼミ AIを使って収穫量と農業者を増やす 〜誰でもできる農業に〜
10 森⽥ 陽介 武⽥ゼミ 現代における擬⼈化⽂化について −⼦供向けアニメを中⼼に− 出席カード回収
1 華蔵閣 ⾏暉 柴⽥ゼミ （未定） 出席カード配布
2 北⽥ 新 柴⽥ゼミ  介護タクシーの3Dグラフィックとその解説
3 本多 亮祐 柴⽥ゼミ ゲームコンテンツにみる中世ヨーロッパの伝説の受容ーシャルルマーニュ⼗⼆勇⼠を例にー
4 寺⻄ 和祐 柴⽥ゼミ 映像作品から⾒るリバイバルの意義
5 ⽯井 穂奈美 柴⽥ゼミ コスプレ⽂化が社会に与える影響
6 上野 美鈴 柴⽥ゼミ eスポーツ教育の可能性
7 ⼤⾼ 裕⾹⾥ 柴⽥ゼミ 擬⼈化コンテンツが社会に与える影
8 ⼤辻 茜 柴⽥ゼミ ⾃動運転が⽇本社会に与える影響
9 國領 真樹 柴⽥ゼミ 相続における仮想通貨の問題 出席カード回収
1 近藤 伊⼦ 柴⽥ゼミ バスケットボールにおける3on3が社会に与える影響 出席カード配布
2 後村 ありさ 柴⽥ゼミ 室内空間が⼈間の精神状態に与える影響
3 髙井 美穂 柴⽥ゼミ コンテンツ業界における楽曲宣伝映像の製作意義
4 中澤 朋⾹ 柴⽥ゼミ ⽇本⼈⼥性の趣味に対するお⾦の使い⽅ー⼑剣乱舞を例にー
5 ⻄岡 なな 柴⽥ゼミ ⼈間の視線移動と多彩情報の関係性
6 ⻄村 知晃 柴⽥ゼミ ⻄村:脱⼒系webサイトの構築
7 村⼭ 廉 柴⽥ゼミ 村⼭:⽇本語字幕と英語字幕の差
8 渡邉 咲 柴⽥ゼミ 映像コンテンツにおける⽂字の利⽤ーテロップを例にー
9 予備 出席カード回収
1 辻井 潤 松川ゼミ （未定） 出席カード配布
2 川辺 浩司 松川ゼミ （未定）
3 髙⽊ 愛莉 松川ゼミ ⽇本酒のイメージの変遷
4 岩下 健 松川ゼミ 漫画アプリの現状──紙媒体との⽐較を通して──
5 ⼩野 博範 松川ゼミ ネット社会におけるイジメ問題とその解決
6 加藤 奨也 松川ゼミ 地域社会における⾃動運転⾞の可能性
7 ⽊佐貫 ⼀真 松川ゼミ 定額制⾳楽配信サービス時代の⾳楽嗜好性について
8 杉林 尚幹 松川ゼミ メディアスポーツとしてのサッカー
9 ⼩島（⽥中）琢⽃ 松川ゼミ 広告のキャッチフレーズ──⼈⽂情報学的分析── 出席カード回収
1 ⽟川 成輝 松川ゼミ ファミレス業界と情報化──回転ずしチェーン店を例として── 出席カード配布
2 内藤 妙⼦ 松川ゼミ 化粧品テレビCMの変遷についての⼈⽂情報学的考察
3 中⾕ 宜記 松川ゼミ VRビジネスの可能性
4 ⻄村 学 松川ゼミ コンピュータゲームが与える⼈への影響
5 深⾒ 和希 松川ゼミ 中学⽣の学⼒低下と携帯端末
6 松尾 翼 松川ゼミ ベストセラー漫画と時代的背景の相関性について
7 簑村 和志 松川ゼミ ネットワーク社会における写真というメディア
8 ⽮幡 桂⼀ 松川ゼミ インスタビジネスの可能性──ファッション分野を例にして──
9 吉井 尚哉 松川ゼミ ネットスーパーの現状と今後
10 吉⽥ 夏野⼈ 松川ゼミ （未定）
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