
2021年10月2日（土）【1日目】

特定自由論題セッション（Ⅰ）

情報教育での21世紀型能力育成研究

A会場 B会場 C会場 D会場 Ｅ会場

9:00 司会：中井 英樹 (大阪成蹊大学)

9:25 コメンテータ：譚 奕飛 (中央学院大学)

情報教育での21世紀型能力の

AI活用能力拡張について

ソーシャル・イノベーション・

エコシステム誕生と拡大のプロセス：

豊明市地域包括ケアでの生成と

自成の連続展開

在宅勤務と遠隔学習が

家族の関係性に与える影響：

情報共有とプライバシーの観点から

強大プラットフォームにおける

データ活用戦略の功罪

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）

変異株に対する

Twitter上の反応についての分析

－デルタ株に焦点をあてて
浅井 宗海 (中央学院大学)

古谷 次郎 (北星学園大学)

稲村 昌南 (大阪成蹊大学)

藤堂 英樹 (青山学院大学)

浦 倫彰 (名古屋大学)

浅井 亮子 (ルール大学ボーフム／明治大

学),

柳原 佐智子 (富山大学)

加藤 和彦 (名古屋商科大学) 峰滝 和典 (近畿大学)

9:30 司会：中井 英樹 (大阪成蹊大学)

9:55 コメンテータ：譚 奕飛 (中央学院大学)

小学校21世紀型プログラミング

教育コンピテンシーの検証

組織におけるインフォーマルな影響力の

分析：

女性一般職古参者の事例として

業務に対する意識が

短大生の情報リテラシーに与える影響

テクノロジー民主化による

システム開発のコミュニケーションの

変化

恩田 憲一 (尚美学園大学)

中井 英樹 (大阪成蹊大学)
小橋 有紀 (名古屋大学)

田中 夕香子 (富山短期大学),

柳原 佐智子 (富山大学)
宗平 順己 (武庫川女子大学)

10:00 司会：中井 英樹 (大阪成蹊大学)

10:25 コメンテータ：譚 奕飛 (中央学院大学)

21 世紀型能力育成のための

プログラミング教育における

プロトタイプ教材について（Ⅲ）

AI導入を促進する

リテラシー向上活動に関する考察

大都市圏の民間中小規模地域病院・

診療所にとっての遠隔診療

 ―医師と医業経営の視点から―

居場所としての「デジタル空間」

―経営学的デザインへの示唆―

松原 和樹 (埼玉大学)

山田 敏男 (元大阪成蹊大学)

藤堂 英樹 (青山学院大学)

岡﨑 元樹 (光産業創成大学院大学) ,

増田 靖 (光産業創成大学院大学)

洪 鉉寿 (大阪市立大学, 八尾徳洲会総合病

院 内科 血液腫瘍分科)、川村 尚也 (大阪市

立大学)

小澤 りりさ (同志社大学), 蒋 博文 (近畿大

学)

特定自由論題セッション（Ⅱ） 特定自由論題セッション（Ⅲ）

データ駆動型社会におけるシミュレーション 人工物としてのAI監理

A会場 B会場 C会場 D会場 Ｅ会場

10:30 司会：三輪 冠奈 (名古屋学院大学)

10:55 コメンテータ：王 暁華 (西南学院大学)

IoTデータを活用した生産・サービスシ

ステムの

シミュレーションの枠組み

AI人工物が内包する

プライバシー問題について：

フレームの観点から

ベトナムにおける

コングロマリットに関する一考察

-バオベトグループの事例を中心にして-

AIオンデマンド交通の3種比較及び

今後の課題

高桑 宗右ヱ門 (中央大学)、楊 文賀 (京都橘

大学)、

岳 理恵 (桃山学院大学)、譚 奕飛 (中央学院

古賀 広志（関西大学)、柳原佐智子（富

山大学）
税所 哲郎 (国士舘大学) 山田 正人 (未来都市・モビリティ研究所)

11:00 司会：三輪 冠奈 (名古屋学院大学)

11:25 コメンテータ：王 暁華 (西南学院大学)

シミュレーションモデリングにおける

RFIDデータの活用と試み

組織ケイパビリティは

自治体の行政サービス改革に

影響を与えるか？

地方大学におけるキャッシュレス決済の

利用変化についての研究

譚 奕飛 (中央学院大学)、楊 文賀 (京都橘大

学)、

岳 理恵 (桃山学院大学)、高桑 宗右ヱ門 (中

吉田 健一郎 (麗澤大学), 有馬 昌宏 (兵庫県

立大学),

島田 達巳 (情報セキュリティ大学院大学)

崔 英靖 (愛媛大学)

11:30 司会：三輪 冠奈 (名古屋学院大学)

11:55 コメンテータ：王 暁華 (西南学院大学)

データ駆動型社会における

デジタルツインに関する一考察

水産物の認証の可能性：

フランスの水産加工企業A社の事例から

社会科学系学生のFinTech教育：

キャッシュレス決済の視点から

野村 淳一 (星城大学)、

三輪 冠奈 (名古屋学院大学)
内田 亨 (新潟国際情報大学)

安川 幸冶 (株式会社北陸銀行),

柳原 佐智子 (富山大学)
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2021年10月3日（日）【2日目】
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閉会の挨拶　次期大会（第83回全国大会）のご案内

統一論題特別講演１　吉川　肇子氏（慶應義塾大学商学部　教授）「新型コロナウイルス感染症におけるリスク・コミュニケーションの問題」　

統一論題特別講演２　山口　真一氏（国際大学グローバル・コミュニケーションセンター　准教授）「ソーシャルメディアのリスクと活用：統計分析が解明するネット言論の実態」

総括ディスカッション

基調講演２　倉橋　節也氏（筑波大学ビジネス科学研究群　教授）「社会リスクとモデルベース政策アプローチ」　

統一論題特別講演3　村田 幸則氏（藤田医科大学医療科学部 　助教）「COVID-19から学ぶデータ品質問題ー情報経営学と病院管理学の接点ー」　　

統一論題特別講演4　秋元　祥治氏（岡崎ビジネスサポートセンター代表・G-Net理事）「コロナ禍をチャンスに変える視点」

基調講演１　國部　克彦氏（神戸大学大学院経営学研究科　教授）「リスク社会における責任と判断」　

自由論題セッション（Ⅱ）

司会：内野 明（専修大学） 司会：五藤　寿樹（名古屋学院大学） 司会：蒋 博文 (近畿大学)

パネルディスカッション 司会：五藤　寿樹（名古屋学院大学） 司会：蒋 博文 (近畿大学)

パネリスト：

関口恭毅（関口情報経営研究所）

村田 潔（明治大学）

山崎由香里（成蹊大学）

司会：五藤　寿樹（名古屋学院大学） 司会：蒋 博文 (近畿大学)

開会挨拶（実行委員長、会長）

司会：藤川 なつこ（神戸大学） 司会：小室 達章（金城学院大学） 司会：王　亦軒　（大阪市立大学）

司会：藤川 なつこ（神戸大学） 司会：小室 達章（金城学院大学） 司会：王　亦軒　（大阪市立大学）

日本情報経営学会 第82回全国大会プログラム

院生自由論題セッション 自由論題セッション（I）

司会：藤川 なつこ（神戸大学） 司会：小室 達章（金城学院大学） 司会：王　亦軒　（大阪市立大学） 司会：涌田 幸宏（名古屋大学）


