
中村

内閣府知的財産戦略本部　構想委員会　委員

2020年度〜 文化庁文化審議会著作権分科会 基本政策小委員会 　委員

2020年度〜 内閣府知的財産推進戦略本部構想委員会コンテンツ小委員会　委員長

2020年度〜 総務省情報通信白書編集委員会　委員

一般社団法人CiP協議会

一般社団法人超人スポーツ協会

2020年度〜 大学運営会議　ー　議長

年月 事項

◇委員会・センター

プロジェクト活動

プロジェクト活動

共同

「超校歌」プロジェクト

共同 2021年4月

2022年1月

「超起業学校」プロジェクト

「京丹後市デジタル戦略策定プロジェクト」

共同

2021年7月「ちょっとおもしろい先の未来」iU出展

共同 2021年4月「フィジカルeスポーツプロジェクト」（KINIX）

共同

プロジェクト活動 2021年4月

プロジェクト活動

プロジェクト活動

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

2020年度〜

2006年3月 大阪大学大学院国際公共政策研究科国際公共政策専攻後期博士課程　単位取得退学

2020年度〜 イノベーション研究所

2020年度〜 教授会　ー　議長

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

単著 2021年5月 ヨシモトブックス著書
「新版 超ヒマ社会をつくる - アフターコロナはネコの

時代-」

学会発表
国際公共経済学会　第36回研究大会「情報通信業の融

合と競争　―レイヤー図による分析を中心に―」
共同 2021年12月 国際公共経済学会

一般社団法人超教育協会

国立研究開発法人理化学研究所　革新知能統合研究センター（AIP）

京都府京丹後市 

イノベーションの志

メディア政策（メディア政策、知財政策、通信・放送融合、ポップカルチャー、デジタル教育）

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ ナカムラ　イチヤ

中村　伊知哉

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

教授（学長）

博士（政策・メディア）（慶應義塾大学）

◇学歴

年月 事項

1984年3月

◇担当授業科目

京都大学経済学部経済学科　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）



中村

2021年4月〜

2021年6月〜

2021年7月〜

2021年7月〜

「就職率０％が目標！？」メガスタプラス　インタビュー

「オタク文化の過去、現在、未来」OTAKU SUMMIT 2020　モデレーター

一般社団法人超人スポーツ協会　共同代表

東京大学先端科学技術研究センター　客員研究員

理化学研究所　革新知能統合研究センター（AIP）　コーディネーター

一般社団法人渋谷クリエイティブタウン　理事長

京都大学大学院　特任教授

一般社団法人データ流通推進協議会　顧問

株式会社JCG　シニア・エグゼクティブ・アドバイザー

京丹後市 最高デジタル責任者

デジタル政策フォーラム　発起人

「OTAKU SUMMIT 2020 オープニングセレモニー」OTAKU SUMMIT2020　基調講演

「ネット、デジタル」民放のネット・デジタル関連ビジネス研究プロジェクト報告会日本

民間放送連盟　研究所　基調講演

「世界的な企業、なぜ生まれないのか」中央日報（韓国語版）インタビュー

2021年9月〜

2021年5月

2021年5月

2021年6月 「海賊版サイト判決へのコメント」読売新聞、朝日新聞　コメント

2021年6月

2021年6月

2021年6月

2021年6月

2021年6月

2021年6月

2021年6月

2021年6月

2020年度〜 総務省デジタル時代における郵政事業の在り方に関する懇談会　座長代理

文化庁　文化審議会博物館部会　委員

2022年1月〜

2020年度〜

2020年度〜

2020年度〜

一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム　理事長

一般社団法人映像配信高度化機構　理事長

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会　代表理事

一般社団法人日本eスポーツ連合　特別顧問

一般社団法人CiP協議会　理事長

2020年度〜

2020年度〜

2020年度〜

2020年度〜

2020年度〜

2021年4月〜

2021年4月〜

2021年度〜

2020年度〜

2020年度〜

2021年8月〜

「電波改革の扉を開けよう」>>電波シンポジウム　パネリスト

「XRがもたらす可能性とは？」コンテンツ東京2021　モデレーター

NHK　COOL JAPAN　出演

ショート・ショート講義（Twitter、Instagram）

学長くんガチョーン　対談シリーズ

「韓国のように世界で勝負するスタートアップが出てくるべき」中央日報（日本語版）イ

「#3 きもの"のミライ」DO-MEN channel　和装会議 中村伊知哉×道面義雄　対談

「#2 現在の和装業界と未来」DO-MEN channel　和装会議 中村伊知哉×道面義雄 対談

「#1 今のきもの」DO-MEN channel　和装会議 中村伊知哉×道面義雄 #1 対談

「中村教授とゼミ生・田村淳が考える。AI＆ロボットの時代に、僕たちはどう過ごすの

か。」対談

「情報経営の視点から今後の日本社会や教育を考える」アゴラ・サーバントリーダーシッ

プ ビジネススクール（ASBS）　講師

「デジタル人材育成に挑む」「デジタル立国ジャパン・フォーラム」　パネリスト

「次世代人材を生み出す教育のあり方とは？教育の何を変革すべきなのか？」教育DXサ

ミット2021　対談

文化庁　文化審議会文化経済部会グローバル展開ワーキンググループ　委員、座長代理

総務省「郵便局データの活用とプライバシー保護の在り方に 関する検討会データの取扱い

WG」　委員

デジタル庁　「デジタルの日」検討委員会　座長代理

2021年4月

2021年4月

2021年4月

2021年5月

2021年6月

2021年11月〜



中村

ちょっと先のおもしろい未来-change tomorrow-出発式　挨拶

「未来のプレゼンテーション」ちょっと先のおもしろい未来-change tomorrow-前日祭

モデレーター

「都市型フェスティバルの未来」ちょっと先のおもしろい未来-change tomorrow-前日祭

モデレーター

「日本が誇るポップカルチャー　ITと掛け合わせてさらなる発展間違いなし」Fole No.227

2021年8月号　みずほリサーチ＆テクノロジーズ　インタビュー

「無観客こそのレガシーを」京都新聞「From Tokyo　大義を問う」インタビュー

「デジタル人材、どう育てる？政治家・学長・企業幹部・政府要人が徹底討論」日経

XTECH

ちょっと先のおもしろい未来-change tomorrow-CiP=大田区調印式　挨拶

2021年12月

2022年1月

2021年11月

「郵便局データの活用とプライバシー保護の在り方に関する検討会」総務省 第1回WG副座

長　郵湧新報　コメント

「『超ヒマ社会』をDXでさっさとつくる」NTT Communications Digital Forum 2021　基

調講演、パネリスト

「京都国際映画祭2021　授賞式」京都国際映画祭2021　挨拶

「大学はこう使え! 特別編　iU（情報経営イノベーション専門職大学）学長の中村先生に聞

くコロナで変わる、大学の未来」ほとんど0円大学　インタビュー

「教育の未来」iU　対談

「崩れゆく官僚のモラル　雑務で激務、離れる人材」日本経済新聞　コメント

「Art & Technology」「NAOKO TOSA's Sound of Ikebana」対談

「超ヒマ社会をつくる」京大経済学部同窓会東京支部　新春経済交流会　基調講演

「サブス区小学生スタートアッププロジェクト最終報告会」審査員

2021年11月

2021年11月

2021年9月

2021年7月

2021年10月

2021年10月

2021年10月

2021年10月

2021年9月

2021年10月

「『著作権フリー』で新たなビジネスは生まれるのか？」NEWSPICKS THE UPDATE　出

演

「これもiUだ」　2021年高大接続総会　講演

「エンディングスペシャルトーク」DIGITAL DAYS SUMMIT　パネリスト

「超人スポーツセッション」DIGITAL DAYS SUMMIT　モデレーター

「着物　自己流に着こなす」日本経済新聞　The Style/Fashion　インタビュー

「『専門職大学』で人材育成」読売新聞　コメント

「日本のDXの未来　経営者が今すべきこととは」The Owner　対談

「急速なデジタルシフトがもたらす経済社会の大変革」プレミアム・インセンティブ

ショー2021　基調講演

「デジタル人材育成に挑む」デジタル立国ジャパン・フォーラム　レビュー日経ビジネス

電子版

2021年12月

2022年1月

2021年10月

2021年10月

2021年7月

2021年7月

2021年7月

2021年7月

2021年6月

2021年7月

2021年7月

2021年9月

2021年9月

2021年7月

2021年7月

ちょっと先のおもしろい未来-change tomorrow-デジタルサイネージアワード2021　挨拶

「教養人が愛する、大人のマンガ大全集」PRESIDENT 2021年8.13号インタビュー

「全員インターン　全員起業」「私塾界」2021年9月号No.485p.18-p.21　インタビュー

「2020年代のメディア融合」どうなる？日本と世界のコンテンツ市場（Presented by

HUMANMEDIA）　インタビュー

「iU」中央公論2022年2月号「もがく大学 再生の道」pp.38-39　インタビュー

2021年7月

2021年7月



中村

2022年3月

「iU」APUムスリム研究センター主催オンラインシンポジウム　基調講演、パネリスト2022年1月

2021年4月1日〜2022年3月31日

日本ビジネスモデル学会（学会・理事/正会員）

国際公共経済学会（学会・会長・理事/正会員）

文化経済学会＜日本＞（学会・個人会員）

日本知財学会（学会・正会員）

SDGs問答 「教育」　第５回京都大学超SDGsシンポジウム「持続可能性の自分ごと化」

パネリスト
2022年3月

「やりたいことをフルスイングで　失敗のたびに学びがある」昭栄マガジン2002　pp.2-

pp.3 インタビュー

情報通信学会（学会・正員）

「デジタル敗戦国・日本の課題と打開策」BS11「報道ライブ　インサイドOUT」　コメン

テーター

"Super Free Society"Keio Colloquium 2022　講演、パネリスト

「東大も早慶も『出身大学名』がついに無意味になる」東洋経済オンライン インタビュー

「官僚、民放、大学」「ＮＨＫは何処に行く?!?ＮＨＫ経営計画を読んで、放送の近未来を

考える?」放送人の会　基調講演、パネリスト

「全国くにうみ漫画ワールドカップ」全国くにうみ漫画ワールドカップ　審査員

「デジタル・コンテンツ政策再考」文化経済政策の在り方に向けた研究会第3回　発表

2022年3月

2022年3月

2022年3月

◇所属学会

2022年1月

2022年2月

2022年3月

2022年3月 「CiP」PLATEAU CONNECT Session 4　基調講演、パネリスト



阿部川

2021年度～ デベロップメントセンター

◇研究・職業分野（キーワード）

年月 事項

◇受賞・公表・社会貢献

2020年度～ グローバルセンタ　ー　センター長

年月 事項

◇委員会・センター

分類

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

◇担当授業科目

ビジネス英語実習Ⅰ、ビジネス英語実習Ⅲ、英米文学演習、ビジネス英語実習Ⅱ、ビジネス英語実習Ⅳ

◇学歴

年月 事項

1987年3月 法政大学文学部英文学科　卒業

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ アベカワ　ヒサヒロ

阿部川　久広

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

教授

文学士（法政大学）

通訳・翻訳、経営・マネージメント、マーケティング、事業企画、事業開発、報道、編集（インタ

ビュー、キャスター、執筆など）、作家・小説家（同時・逐次通訳、翻訳、マネージメント、マーケティ

ング、リードジェネレーション、個人情報管理、新規事業計画、ビジネスプラン、プレゼンテーション、

インタビュー）

プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

プロジェクト活動 新しい英語教育のための施策 共同 2021年4月 学研様

プロジェクト活動 新しいアフィリエイトプログラムの模索 共同 2021年4月 UNEXT

プロジェクト活動 Oxford Heartford College Program 共同 2021年10月 Oxford Heartford

プロジェクト活動 新iU MX プロジェクト 共同 2021年10月 LUUP, Plugo

プロジェクト活動 グローバルマーケティングプロジェクト 単独 2021年10月 Mixtend

プロジェクト活動 怪獣メーセージソフトウエア開発 単独 2022年3月 円谷プロダクション

2020年度～ 大学運営会議

2020年度～ イノベーション研究所

2021年度～ 地域連携センター



阿部川

◇所属学会

2021年4月1日～2022年3月31日

日本通訳翻訳学会



石村

大阪大学大学院人間科学研究科博士前期課程（行動学専攻）修了

東京大学大学院人文社会系研究科博士後期課程（心理学専攻）単位取得満期退学

2020年度～ FD・SD委員会

年月 事項

◇委員会・センター

事項

1991年3月

◇担当授業科目

東京大学教養学部（教養学科第１地理学分科）卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

2017年3月 北海道大学大学院教育学院博士後期課程（生涯学習講座）単位取得満期退学

　

1993年3月

1996年3月

リサーチ入門

科学技術コミュニケーション、教育学（合意形成、意思決定、コミュニケーション、プレゼンテーショ

ン、ワークショップ、ファシリテーション、情報デザイン、認知科学、心理学、社会学、インストラク

ショナルデザイン、体験のデザイン、デザイン思考、教育工学、ロジカルシンキング、専門知と社会、評

価理論、生涯学習論、博物館学、インフォーマルエデュケーション）

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ イシムラ　ゲンセイ

石村　源生

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

教授

博士（教育学）（北海道大学）

◇学歴

年月

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

2021年度
研究・イノベーション学会広報担当理事として、

日本のイノベーション研究・教育に貢献

2021年度

2020年度～ 図書委員会

科学コミュニケーション研究会ボードメンバーとして、

日本の科学技術コミュニケーション実践・教育・研究の発展に貢献

2021年度 JACST（科学技術広報研究会）会員として、日本の科学技術広報の発展に貢献

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

学会発表

大人数講義における学習者自身による成果物の蓄積と

活用プロセスの構築-学習者コミュニティの共有知識資

産の蓄積と活用をねらいとして-

共著 2022年3月 第28回大学教育研究フォーラム



石村

2021年4月1日～2022年3月31日

人工知能学会　正会員

◇所属学会

研究・イノベーション学会　正会員



磯

2021年4月1日～2022年3月31日

電子情報通信学会（学会・シニア会員）

情報処理学会（学会・正会員）

◇所属学会

2021年9月～2022年3月 神奈川工科大学情報学部　講義「ソーシャルメディア技術」

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

2022年3月 公開講座「ケータイ（スマフォ）をどんなツールとして使っていますか？」

2021年度～ 入学試験委員会

年月 事項

◇委員会・センター

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

年月 事項

1986年3月

◇担当授業科目

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

早稲田大学理工学部応用物理学科　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

1988年3月 早稲田大学大学院理工学研究科物理学及び応用物理学専攻博士前期課程　修了　

数学基礎A、モバイルサービス概論、データサイエンス、数学基礎C

人間情報学、統計科学、知能情報学　（パターン認識、時系列解析、機械学習、画像情報処理、

ニューラルネットワーク）

◇学歴

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ イソ　トシキ

磯　俊樹

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

教授

博士（工学）（早稲田大学）



江端

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

2021年7月 かんき出版単著

2021年度～ 不正防止計画推進委員会

◇委員会・センター

年月 事項

コンプライアンス委員会

単著

または

共著

◇研究・職業分野（キーワード）

マーケティング・広報、経営、企画　（広告、宣伝、販売促進、広報、コミュニティ、ソーシャルメディ

ア、デジタルマーケティング、会社経営、人事労務、事業戦略、ビジネスモデル、経営企画、戦略企画、事

業企画、広告企画、販促企画）

◇担当授業科目

スタートアップ基礎（起業論）

1994年6月 MBA Program,Stanford Graduate School of Business,Leland Stanford Junior University　修了

2021年度教育研究活動報告書

フリガナ エバタ　ヒロト 所属 情報経営イノベーション学部

江端　浩人

◇学歴

事項

上智大学経済学部経済学科　卒業

職位（役職） 教授
氏名

年月

1986年3月

学位 Master of Business Administration（Leland Stanford Junior University）

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

著書 【スタンフォード式】世界一やさしい パラレルキャリアの育て方

事項

OurPeriodFes みんなの⽣理フェス

iUの女子学⽣が発案したイベントがオープンキャンパスと同時開催。

2020年度

2020年度～

2020年度～ イノベーション研究所

◇受賞・公表・社会貢献

年月

2022年3月

グローバルセンター

2021年12月 iUがアンドデジタル株式会社とDX人材育成サービス「ジッセン!DX」の協同講座開発で提携

2021年5月
Markezine 連載「江端浩人氏に学ぶ、デジタルトランスフォーメーション（DX）最前線」

カシオ計算機株式会社

Markezine 連載「江端浩人氏に学ぶ、デジタルトランスフォーメーション（DX）最前線」

セーフィー株式会社

2021年7月

2021年7月

2021年9月

2021年5月

2021年5月

三井デザインテック社員の学びと共創を支援するセミナー・イベント

ITmediaエグゼクティブ

日経MJオンラインイベント:2021年の新鉱脈～急拡大するフェムテック市場

MBAオンラインキャンパス

NewsPicks　URL:https://newspicks.expert/story/hiroto_ebata

2021年9月



江端

日本マーケティング学会（学会・実務会員）

日本ビジネスモデル学会（学会・正会員）

2021年4月1日～2022年3月31日

2022年1月 建設業界紙: 「レンサルティングマガジン」の人気連載「建設でがんばるヒント」

◇所属学会

2021年11月 内定チャンネル　【コカ・コーラ元社員が登場】

2021年9月 出版記念特別対談イベント 「越川慎司」x「江端浩人」

随時 Voicyのチャンネル

2021年9月 博報堂様研修. w/株式会社キュレーション

2021年10月 イベント：話題のベストセラー著者に聞くマーケティングの本質

随時 新R25ワイドショー

2021年10月 プロジェクト・ビジネスの投資・撤退基準等に関する調査（株式会社ミーミル）

2021年11月

2021年8月

2021年8月 東洋経済ONLINE 複業で｢成功する人｣｢失敗する人｣の決定的な差

2021年11月

2021年8月13

日から毎週

2021年8月

2021年8月
【スタンフォード式】世界一やさしいパラレルキャリアの育て方」（スタパラ）出版記念イベ

ント

2021年9月
ITmediaエグゼクティブセミナー

「人⽣100年時代、今日から始めるパラレルキャリアの育て方」

副業は敵か、味方か――副業で自分を鍛え、ノウハウを本業に⽣かせる会社が若者に人気

JR 東海　グループDX研修

ニュースレター WISS

江端浩人の「スタンフォード式」幸福度が高まるビジネス&キャリアの育て方

BuzzFeedJapan　パラレルキャリアが幸福度を高めるのはなぜ？　話題の本の著者に聞いて

みた

東洋経済ONLINE　複業の第一歩に｢3か月ごとの趣味｣がいい理由

東洋経済ONLINE　お金や人脈以上に大きな｢複業｣の本当のメリット

2021年8月

2022年1月 2023年度入学案内書電子学園DXスペシャリスト科取材

2022年2月 JR東海グループDX研修2回目

2022年1月 Markezine　【緊急寄稿】那須サファリパークの事件は日本のDXリスキリングで回避できた

2021年11月 第3回 Next Marketing Platform Lab & Next Retail Lab 合同フォーラム

ログミー / 「話題のベストセラー著者に聞くマーケティングの本質」

https://logmi.jp/business/articles/325288
2021年10月

2021年11月 「スタートアップ基礎：番外編」人気YouTuber株本祐己氏とiU江端教授による特別講義

2021年1月 イベント【Marketing・X】B-7「ブランド差別化を⽣む"X"」

2021年11月 特別座談会ワールドマーケティングサミットをどう読むか2021

2021年12月 iUがアンドデジタル株式会社とDX人材育成サービス「ジッセン!DX」の協同講座開発で提携



片桐

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

2021年11月 第15回 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード 2021 審査員

プロジェクト活動 教育領域におけるデータ活用の検討（共同研究） 共同 〜2022年３月 日本電気株式会社

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

プロジェクト活動 中学受験に関する情報推薦手法の研究（受託研究） 単独 〜2021年9月 合同会社デジタルストラテジー

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ カタギリ　マサジ

片桐　雅二

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

教授

博士（情報科学）（大阪大学）

◇学歴

年月 事項

1984年3月

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

◇担当授業科目

データ構造と処理法、データベース、情報系数学応用B

ウェブ情報学・サービス情報学、知覚情報処理、知能情報学（推薦システム、社会ネットワーク分析、知

識発見とデータマイニング、情報センシング、モバイルコンピューティング）

早稲田大学理工学部電子通信学科　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

1986年3月 早稲田大学大学院理工学研究科電気工学専攻修士課程　修了

2013年3月 大阪大学大学院情報科学研究科情報システム工学専攻博士後期課程　修了

年月 事項

◇委員会・センター

2021年度〜 学生相談室　ー　室長

2020年度〜 FD・SD委員会

2021年度〜 デベロップメントセンター

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

◇所属学会

2021年4月1日〜2022年3月31日

情報処理学会（学会・コンシューマ・デバイス＆システム研究会　運営委員/シニア会員）

IEEE（学会・正会員）

電子情報通信学会（学会・シニア会員）



加藤

2021年4月1日～2022年3月31日

電子情報通信学会（学会・正会員）

◇所属学会

映像情報メディア学会（学会・正会員）

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

年月 事項

◇委員会・センター

2020年度～ デベロップメントセンター

2020年度～ ICT教育センター　ー　センター長

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

プロジェクト活動

スタディスキル

情報学、人間情報学、知能情報学　（自然言語処理、ビッグデータ解析、機械学習、知識獲得、人工

知能、福祉工学、コンピュータグラフィックス）

早稲田大学理工学部電気工学科　卒業

1988年3月 早稲田大学大学院理工学研究科電気工学専攻修士課程　修了

◇研究・職業分野（キーワード）

◇学歴

年月 事項

1986年3月

◇担当授業科目

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ カトウ　ナオト

加藤　直人

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

教授

博士（情報科学）（早稲田大学）

植栽管理管理 共同 2022年2月 千葉大、墨田区

著書
サイエンスシリーズ22「音声コミュニケーションと

障がい者」
共著 2021年7月 日本音響学会



鎌谷

2020年度～ 大学運営会議

2020年度～ イノベーション研究所

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

2021年11月～ 大学のあるまちづくり未来ビジョン策定委員

共同 2022年2月 NTT研究所

プロジェクト活動
「VR」×「データ活用」による新しい教育に関する共

同研究の実施
共同 2022年3月 NEC

プロジェクト活動 NTT研究所との共同研究実施及び報告書策定

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

2020年度～ 自己点検評価委員会

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ カマタニ　オサム

鎌谷　修

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

教授（学部長）

博士（工学）（東京大学）

◇学歴

年月 事項

1988年3月

◇担当授業科目

情報技術演習Ⅰ、オペレーティングシステム演習

ネットワーク基盤研究、情報処理基盤研究、国際標準化に関する実務、有線通信方式（超高速光伝送）、

ネットワークアーキテクチャ、情報ネットワーキング、情報推薦システム、RDF、オントロジ

東京大学工学部電気工学科　卒業

1990年3月 東京大学工学系研究科電気工学専攻修士課程　修了

1993年3月 東京大学工学系研究科電気工学専攻博士課程　修了

◇研究・職業分野（キーワード）

プロジェクト活動
米国における遠隔協調及びマシンインテリジェンス研

究の調査及び報告書策定
共同 2021年11月 Pacific Interface, Inc.

◇委員会・センター

教育課程連携協議会2020年度～

2020年度～ 学務委員会　ー　委員長

2020年度～ 入学試験委員会　ー　委員長

年月 事項



鎌谷

2021年4月1日～2022年3月31日

電子情報通信学会(学会・正員)

◇所属学会

ACM (学会・Professional Membership)



久米

2020年度～ イノベーション研究所

2020年度～ 地域連携センター

年月 事項

◇委員会・センター

ビジネスフィールドリサーチⅡ、イノベーションプロジェクトⅡ、イノベーションプロジェクトⅣ

起業、企業経営、事業開発、商品・Nサービス開発、ブランディング、ICT活用、自己啓発、社会人基礎

力向上、地域の観光・産業振興（起業・企画経営、NPO・NGO経営、ICT活用、観光地域づくり、自己啓

発・社会人基礎力向上）

2021年4月1日～2022年3月31日

デベロップメントセンター

◇所属学会

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

2021年度～

◇担当授業科目

慶應義塾大学経済学部経済学科　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

ビジネスフィールドリサーチⅠ、イノベーションプロジェクトⅠ、イノベーションプロジェクトⅢ、

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ クメ　ノブユキ

久米　信行

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション専門職大学

教授

経済学士（慶應義塾大学）

◇学歴

年月 事項

1986年3月



志村

2021年4月1日～2022年3月31日

◇所属学会

2020年度～ 地域連携センター

年月 事項

◇委員会・センター

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

イノベーションプロジェクトⅠ、イノベーションプロジェクトⅢ、

イノベーションプロジェクトⅡ、イノベーションプロジェクトⅣ

メディア、テクノロジー、モバイル、広告、ジャーナリズム、マーケティング　（メディア、テレビ、

インターネット、コンテンツ、広告、ファイナンス、ストラテジー、ジャーナリズム、マーケティン

グ）

早稲田大学第一文学部史学科日本史学専修　卒業

◇研究・職業分野キーワード

2000年5月 Emory University, Goizueta Business School（MBA）　修了

2005年3月 高知工科大学大学院工学研究科基盤工学専攻博士後期課程起業家コース　修了

◇学歴

年月 事項

1991年3月

◇担当授業科目

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ シムラ　カズタカ

志村　一隆

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

教授

博士（学術）（高知工科大学）

2021年度～ 学務委員会

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項



Cheok

データサイエンス、ネットワーク技術

マルチ感覚インターネット通信、拡張現実感、普及とユビキタスコンピューティング、体現化メディア、エ

ンターテイメントコンピューティング研究、ファジィシステム、組み込みシステム、パワーエレクトロニク

ス（インタラクティブメディア、コミュニケーションメディア、技術開発の推論、クリエイティブエンジニ

アリング、マルチ感覚コミュニケーションシステム、コミュニケーション、イノベーション）

Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronic Engineering, University of

Adelaide B.Eng　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

1998年1月
Ph.D Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronic Engineering,

University of Adelaide　修了

2010年1月
Global Leadership and Public Policy for the 21st Century, Harvard University, Harvard

Kennedy School　修了

◇学歴

年月 事項

1993年1月

◇担当授業科目

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ ｴｲﾄﾞﾘｱﾝ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ ﾁｪｵｯｸ

Adrian David Cheok

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション専門職大学

教授

Doctor of Philosophy（豪州）（ Harvard Kennedy School）

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

プロジェクト活動
Adrian Cheok the most impressive & successful

Director's in London.
単著 2022年5月 Best Startup UK

学会発表
Keynote Speech ICARA 2023

http://www.icara.us/keynote.html
単著 2022年6月 ICARA

著書
Editor: SPECIAL ISSUE on Nikola Tesla and Behavioral

Robotics in the 21st Century
共著 2022年4月 Paladyn, Journal of Behavioral Robotics i

著書
MobiNET 3D: 3D live virtual robots on mobile devices

over the
単著 2022年3月 Journal of Future Robot Life

学会発表 Keynote Speech: 単著 2022年8月 MMBD

著書
The low-no-code series – Professor Adrian Cheok: An

aye-eye on low-code AI
単著 2022年5月 Computer Weekly

プロジェクト活動 Nikola Tesla Death Ray 単著 2022年4月 BBC



Cheok

2021年4月1日～2022年3月31日

◇所属学会

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

2020年度～ グローバルセンター

年月 事項

◇委員会・センター



富澤

キャリアデザインⅠ、マーケティング基礎、マーケティング応用

マーケティング（ロングセラー、流行研究、ヒット商品研究）

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ トミザワ　ユタカ

富澤　豊

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション専門職大学

教授

法学士（早稲田大学）

◇学歴

1987年3月

◇担当授業科目

早稲田大学法学部　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

年月 事項

著書

年月 事項

◇委員会・センター

『戦略的想像力を養うマーケティングの着眼点』 単著 2022年2月 祇園書房

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

2021年4月1日～2022年3月31日

デベロップメントセンター　ー　センター長

◇所属学会

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

2020年度～

プロジェクト活動 『断片化社会 ～マスマーケティングの終焉』 共著 2021年11月 祇園書房

プロジェクト活動
学研プラス社プロジェクト「新サービス提案プロジェ

クト」
共同 2021年4月 株式会社学研プラス

2020年度～ 大学運営会議



中嶋

中小企業会計学会（学会・正会員）

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ ナカジマ　リュウイチ

中嶋　隆一

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

教授

経営学修士（明治大学）

◇学歴

年月 事項

1977年3月 高千穂商科大学商学部商学科　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

1980年3月 明治大学大学院経営学研究科経営学専攻博士前期課程　修了

1987年3月 明治大学大学院経営学研究科経営学専攻博士後期課程　単位取得後退学

◇担当授業科目

アカウンティング応用、アカウンティング入門、ファイナンス入門

会計学、国際会計（財務会計、国際会計、簿記）

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

2020年度～ 入学試験委員会

2020年度～ 図書委員会　ー　委員長

年月 事項

◇委員会・センター

2021年4月1日～2022年3月31日

日本会計研究学会（学会・評議員/正会員）

自己点検評価委委員会

◇受賞・公表・社会貢献

◇所属学会

年月 事項

2020年度～

2020年度～

イノベーション研究所

日本簿記学会（学会・正会員）

国際会計研究学会（学会・前理事/庶務担当/正会員）

グローバル会計学会（学会・理事/正会員）



平山

論文
攻めのプラス・セキュリティ人材でDX with Securityの

実現を
単著 2021年7月

一般社団法人

日本サイバーセキュリ

ティ・イノベーション

プロジェクト活動
「サイバーセキュリティ体制構築・人材確保の手引

き」（第1.1版）
共著 2021年4月 経済産業省

2020年度～ 入学試験委員会

2020年度～ 自己点検評価委員会

2021年度～

2020年度～ 大学運営会議

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ ヒラヤマ　トシヒロ

平山　敏弘

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

教授

経済学士（國學院大学）

◇学歴

年月 事項

1987年3月

◇担当授業科目

國學院大學経済学部経済学科　卒業

◇研究・職業分野キーワード

情報システムのプロジェクト管理、情報セキュリティ演習Ⅰ

情報システム、計算基礎、情報基礎 　（クラウドコンピューティング基盤、ITビジネスモデル、プロ

ジェクトマネジメント、情報セキュリティ、情報学基礎理論）

プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類

世界から見た日本のサイバーセキュリティ 共著 2021年5月 一般財団法人 新技術振興渡辺記念会

2020年度～ 不正防止計画推進委員会　ー　委員長

2020年度～ コンプライアンス委員会　ー　委員長

年月 事項

◇委員会・センター

論文

デベロップメントセンター

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

2021年11月 独立行政法人 中小企業基盤整備機構　中小企業大学校にて

2021年11月
CYDEF2021-「The Need to Develop "Plus Security Human Resources"  for Japan's

Defense」（主催：サイバーディフェンス研究会）



平山

2021年4月1日～2022年3月31日

情報処理学会（学会・シニア会員/セミナー推進委員会委員）

日本セキュリティ・マネジメント学会（学会・正会員/辻井重男セキュリティ論文賞委員会委員/論文査

読員）

日本教育情報学会（学会・正会員）

◇所属学会



堀田

2021年度～ 地域連携センター

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

プロジェクト活動 コード化点字ブロック推進活動 共同 2021年9月 金沢工業大学 他

Master of Management, Faculty of Management, McGill University　修了

年月 事項

◇委員会・センター

2021年度～ FD・SD委員会

2020年度～ イノベーション研究所

2013年3月
北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 知識社会システム学専攻 博士後期課程　単

位取得後退学

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

◇学歴

年月 事項

1980年3月

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

◇担当授業科目

コンピュータとソフトウェア基礎、コンピュータアーキテクチャ

情報科学、情報工学（高性能計算、計算機システム、ソフトウェア、コンパイラ、情報学基礎理論）、量

子ソフトウェア

知識科学

東京大学理学部情報科学科　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

2000年9月 International Masters Program for Practicing Managers　修了

2001年6月

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ ホッタ コウイチロウ

堀田　耕一郎

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

教授

博士（知識科学）（北陸先端科学技術大学院大学）



堀田

2021年4月1日～2022年3月31日

情報処理学会（学会・コンピュータ博物館実行小委員会委員/正会員）

◇所属学会

研究・イノベーション学会（学会・個人会員）

電子情報通信学会（学会・正員）

IEEE（学会・Member）



三澤

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ ミサワ　カズフミ

三澤　一文

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

教授

Master of Science（Massachusetts Institute of Technology）

◇学歴

年月 事項

1978年3月

◇担当授業科目

マネジメント（経営学基礎）、オペレーションズマネジメント、問題形成と問題解決

経営学に関する実務　（経営情報、技術経営、オペレーションズ・マネジメント）

早稲田大学理工学部機械工学科　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

1983年2月 Massachusetts Institute of Technology, Graduate Program　修了

年月 事項

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

2021年4月1日～2022年3月31日

経営情報学会/正会員

◇所属学会

◇委員会・センター

2020年度～ FD・SD委員会

年月 事項

◇受賞・公表・社会貢献

2021年度～ 入学試験員会

2020年度～ 学務委員会



落合

学会発表 ”3Dバリアセンシングとその応用” 共同 2021年12月

BFREE2021(The Third

Workshop on

Barrier-free

Technologies and

Services)

論文
"Behavioral Survey of Volunteers in Barrier Photo

Collection Task”
共著 2022年2月

Keihiro Ochiai, and

Akihiro Miyata,24th

　International

Conference on

Human-Computer

Interaction, 2022

◇学歴

年月 事項

1988年3月

◇担当授業科目

電気電子工学、情報工学、人間情報学、地理情報学　（最適化理論・学習理論、ソフトコンピューティ

ング、ダイバーシティナビゲーション）

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ オチアイ　ケイヒロ

落合　慶広

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

准教授

博士（工学）（豊橋技術科学大学）

WIT2021-41,

Vol.121,Num178,pp48-

53,2021

豊橋技術科学大学工学部情報工学課程　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

1990年3月 豊橋技術科学大学大学院工学研究科修士課程情報工学専攻　修了

1994年3月 豊橋技術科学大学大学院工学研究科博士後期課程システム情報工学専攻　修了

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

情報系数学応用A、Webシステム演習、数学基礎B

学会発表
“多様なユーザ状態を考慮したバリア情報収集システム

の社会実験の検討”
共同 2021年12月

論文

”Gamification Strategies to Improve the Motivation

and Performance in Accessibility

Information Collection”

共著 2022年2月

2022 ACM CHI

Conference on Human

　Factors in

Computing Systems

,ArticleNo.355, pp1-

7,2022

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称



落合

◇委員会・センター

プロジェクト活動

BFREE2021 “バリアフリー技術,サービスに関する産学

連携ワークショップ“ の開催

     https://www.i-u.ac.jp/news/detail.php?id=326

単独 2021年12月 日本大学文理学部

プロジェクト活動

“日本大学とiUが2021年4月よりバリアフリー技術に関

する共同研究を開始  ―柔らかな交通社会と災害に強い

街づくりを目指して―”

      https://www.i-u.ac.jp/news/detail.php?id=262

単独 2021年4月 日本大学文理学部

2021年度～ 図書委員会　

2020年度～ 自己点検評価委員会

年月 事項

2020年度～ 保健管理センター　ー　センター長

2021年4月1日～2022年3月31日

電子情報通信学会（学会・査読委員/正員）

◇所属学会

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項



各務

2021年5月 キャノン主催 働き方改革 中小企業へのDXの啓蒙

2021年6月 東洋経済新報社主催 DXという経営改革 マネジメント層へのDXの啓蒙

2021年6月 SBB主催 DXという経営改革 IT企業への啓蒙

2021年6月 SmartHR主催 DXという経営改革 人事を中心としたDX

2021年7月 産経新聞主催 DXという経営改革 記事の寄稿を併せて、ボトム層へのDXの啓蒙

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

2021年6月 川上慎市郎氏

◇担当授業科目

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ カガミ　シゲオ

各務　茂雄

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

准教授

経営学修士（専門職）（グロービス経営大学院大学）

明星大学理工学部電気工学科電子情報コース　卒業

◇学歴

年月 事項

1993年3月

◇研究・職業分野（キーワード）

2012年3月 グロービス経営大学院大学経営研究科経営専攻（専門職学位課程）　 修了

情報システム、ICTソリューション、Digital Business　（Global Solution とチームのマネージメント

サーバ、ストレージ、ネットワークの仮想化、クラウドコンピューティング、働き方改革とIT Tool

マネージメント改革）

プロジェクト活動 サービスチームの研究 共同 2022年3月 BBC

2020年度～

年月 事項

デベロップメントセンター

プロジェクト活動 出版DX 共同

2021年4月 タブロー主催 Bigdateの活用 マネジメント層へのDXの啓蒙

2021年4月 DELL主催 インフラDX インフラマネジャーへのDXの啓蒙

2021年5月 日経主催 働き方改革 ミドルマネジメントへのDXの啓蒙

ビジネスフィールドリサーチⅠ、ビジネスフィールドリサーチⅡ

◇委員会・センター

プロジェクト活動 FactベースのHRマネジメント 共同 2022年3月 KADOKAWA

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

2022年3月 マガジンハウス

プロジェクト活動 iU EXECUTIVEの実施 共同



各務

2021年8月 Sansan主催 ワークスタイル変革 守りのDXの啓蒙

2021年8月 大手製造業向けリーダーシップ開発セミナー講師　DXの神髄と改革のやり方を講演

2021年9月 パーソル主催 働き方改革 守りのDXと人材育成について啓蒙

2021年7月 Sansan主催 クラウドを使用したDX 現場層へのDXの啓蒙

2021年8月 ガートナー特別セッション CIO向けのDXのリアル議論で登壇

2021年8月 JBPress主催 ワークスタイル変革 守りのDXの啓蒙

2021年7月 ナノオプトメディア主催 DXという経営改革 ミドル層への啓蒙

2021年7月 Google+SCSK主催 Bigdataを活用したDX マネジメント層へのDXの啓蒙

2021年7月 日本経理合理化協会主催 DXという経営改革 経営層へのDXの啓蒙

2021年11月 能率協会主催 DXという経営改革を啓蒙

2021年7月 JBPress主催 DXという経営改革 マネジメント層へのDXの啓蒙

2021年7月 Globisあすか会議 DXという経営改革 MBA卒業生、在校生へのヘッズアップ

2021年11月 出版診断士研究会にて 出版DXの方法を啓蒙

2021年10月 マガジンハウス向け DXセミナー　出版DXの方法を啓蒙

2021年10月 大手製造業向けリーダーシップ開発セミナー講師　DXの神髄と改革のやり方を講演

2022年1月 Japan IT Week関西 にて　DXという経営改革を啓蒙

2022年1月 BBT IT Liveにて DXという経営改革を マネジメント人材に啓蒙

2021年11月 一般社団法人医書出版協会主催 出版DXを啓蒙

2021年11月 マーカスエバンスのCIOイベントにて、CIOを代表してDXについてプレゼン

2021年10月 ガートナーのCIOイベントにて、CIOを代表してDXについてプレゼン

2021年10月 Japan IT Weekにて　DXという経営改革を啓蒙

2021年10月 デジタルリテラシー協議会 の 人材育成のパートの資料作成

大手メディア企業 メディアDXについて DX関係者へ啓蒙

2021年12月 Intel主催 DXという経営改革 経営者に対してDXを啓蒙

2022年3月 Sansan主催 地方DX 岡田氏、宮田氏と対談し 地方DXのあり方を啓蒙

2021年11月 マーカスエバンスのCIOイベントにて、CIOを代表してDXについてプレゼン

2021年12月

2021年11月 Sansan主催 DX という経営改革を啓蒙

2021年11月 インターネットメディア協会 DX対談にて DXの本質を啓蒙

2022年2月 JBPress主催 人材開発について 人事系人材に向けたDXの啓蒙

2022年2月 IT Media主催 インフラのDXについて インフラマネジャーへDXを啓蒙

2021年12月 出版診断士研究会にて 出版DXの方法を啓蒙

2021年12月 アイデミー主催 次世代経営者育成研修 審査員として提案内容をレビュー指導

2021年12月 大手メディア向けリーダーシップ開発セミナー講師　DXの神髄と改革のやり方を講演

2021年9月 SmartCampにて　DXの本質について 西山氏と対談

2021年4月1日～2022年3月31日

◇所属学会



川上

◇学歴

年月 事項

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ カワカミ　シンイチロウ

川上　慎市郎

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション専門職大学

准教授（学部長補佐）

学士（経済学）（早稲田大学）

2021年度～

1996年3月

◇担当授業科目

早稲田大学政治経済学部経済学科　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

2008年7月
Universidad de Navarra, IESE Business School International Faculty Development

Program　修了

ビジネスフィールドリサーチⅠ、イノベーションプロジェクトⅠ、イノベーションプロジェクトⅢ、

ビジネスフィールドリサーチⅡ、イノベーションプロジェクトⅡ、イノベーションプロジェクトⅣ

経営学（マーケティング、起業家精神、イノベーション）

2020年度～ FD・SD委員会　ー　委員長

2020年度～ 大学運営会議

年月 事項

◇委員会・センター

2021年4月1日～2022年3月31日

デベロップメントセンター

◇受賞・公表・社会貢献

◇所属学会

年月 事項

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称



桐谷

論文

Consideration of problems from the characteristics of

Japanese companies in the introduction of IT in the

Japanese manufacturing industry

共著 2022年3月

2020年度～ 学務委員会

SCSi’22 –

International

Conference on

International

ソフトウェア設計・構築、システム設計演習

情報学、社会心理学、経営学　（要件定義、社会的不確実性、信頼、安定性、コミュニケーション効率

性、プロジェクト管理、ファジー理論、SCM）

2020年度～ イノベーション研究所

2020年度～ 地域連携センター

年月 事項

◇委員会・センター

◇学歴

年月 事項

1983年3月

◇担当授業科目

東京理科大学工学部経営工学科　卒業

◇研究・活動分野（キーワード）

2014年3月 中央大学大学院総合政策研究科博士前期課程総合政策専攻　修了

2016年3月 中央大学大学院総合政策研究科博士後期課程総合政策専攻　修了

2022年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ キリタニ　ケイスケ

桐谷　恵介

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

准教授

博士（学術）（中央大学）

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

プロジェクト活動 京丹後DX戦略策定 共同 2021年10月 IUプロジェクト

2021年度～ デベロップメントセンター



桐谷

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

2021年4月1日～2022年3月31日

情報社会学会（学会・正会員）

◇所属学会



境

2020年度～ 不正防止計画推進委員会

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

2021年度～ 地域連携センター

共同 2021年8月 東京大学未来ビジョン研究センター

社会情報学会　正会員

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

プロジェクト活動 「アイドルオーディション番組の総合的研究」 共同 2021年4月～2022年3月 放送文化基金

プロジェクト活動
クール・ジャパン政策の再検討―文化経済政策の在り

方に向けた研究会

2021年4月1日～2022年3月31日

情報処理学会　正会員

日本知財学会　正会員

◇所属学会

2020年度～ コンプライアンス委員会

年月 事項

◇委員会・センター

法務リテラシーⅡ、法務リテラシーⅠ

コンテンツ産業政策、情報政策の分析、企画、立案　（コンテンツ産業、情報産業、ビジネスモデル、法

制度、メディア）

◇学歴

年月 事項

1992年3月

◇担当授業科目

東京大学法学部２類（公法コース）　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

1993年3月 東京大学法学部３類（政治コース）　卒業

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ サカイ　マサヨシ

境　真良

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

准教授

学士（法学）（東京大学）



寺脇

プロジェクト活動
NEC様iU共同研究「XRと感情分析を用いた教育の開

発」
共同 2021年7月～2022年3月 提携先：日本電気株式会社

論文

プログラミング学習環境PeMTの開発と利用,情報処理

学会論文誌プログラミング（PRO）,15(2),8-8 (2022-

05-20) , 1882-7802

単著 2021年11月 情報処理学会

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ テラワキ　ユキ

寺脇　由紀

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

准教授

修士（学際情報学）（東京大学）

◇学歴

年月 事項

2005年3月

◇担当授業科目

プログラミングⅠ、プログラミングⅡ

ソフトウェア、ソフトウェア工学、教育工学（データマイニング、ディープラーニング、要求獲得、要求

仕様書、品質要求、ソフトウェア品質、学習管理システム（Learning Management System: LMS）、e

ポートフォリオ）

東京理科大学工学部二部経営工学科　卒業

◇研究・活動分野（キーワード）

2008年3月 東京大学大学院情報学環・学際情報学府学際情報学専攻修士課程　修了

2012年3月 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻博士課程　単位取得後退学

年月 事項

◇委員会・センター

2020年度～ 保健管理センター

2020年度～ ICT教育センター

2021年度 日本商工会議所プログラミング検定委員

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項



寺脇

2021年4月1日～2022年3月31日

Association for Computing Machinery（学会・正会員）

◇所属学会

Society of Learning Analytics and Research（学会・ 正会員）



奥村

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

プロジェクト活動
EnglishCentralを用いた学習動機づけの推移に関する調

査
共同 2021年12月～3月 株式会社EnglishCentral

単独 2020年12月 大学英語教育学会

英語運用能力評価協会

プロジェクト活動 英文法練習アプリの開発と制作 共同 2021年7月～3月 日本電子専門学校

学会発表
社会・企業で求められる英語力について「学ぶ英語か

ら使える英語へ」
単独 2021年10月

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

共著 2020年8月 大修館書店

2020年度～ 学務委員会

2020年度～ 入学試験委員会

著書 くわしい中学英文法 共著 2021年3月 文英堂

学会発表 iUにおける自律英語学習者の育成

2021年4月1日～2022年3月31日

全国英語教育学会（学会・正会員）

東京学芸大学大学院英語研究会（研究会・正会員）

◇所属学会

関東甲信越英語教育学会（学会・正会員）

年月 事項

◇委員会・センター

1989年3月

◇担当授業科目

神奈川大学外国語学部英語英文学科　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

2013年3月 東京学芸大学大学院教育学研究科英語教育専攻修士課程　修了

2019年3月 東京外国語大学大学院総合国際学研究科言語文化学専攻博士後期課程　修了

英語コア・スキルズⅠ、英語アカデミックリテラシー、英語コア・スキルズⅡ

英語教育（コミュニケーションにつながる文法活用）、評価、教材作成（練習・課題解決型言語活動）、

カリキュラム作成

著書 タスク・プロジェクト型の英語授業

◇学歴

年月 事項

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ オクムラ　コウイチ

奥村　耕一

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

講師

博士（学術）（東京外国語大学）



佐藤

UDCすみだ植栽管理WG

iUMXプロジェクト 共同 2021年10月 学内

プロジェクト活動 共同 2022年2月 UDCすみだ　千葉大学

2021年4月1日～2022年3月31日

電子情報通信学会/正員

情報処理学会/正員

◇所属学会

◇委員会・センター

事項年月

◇受賞・公表・社会貢献

プロジェクト活動 春日部共栄中学高等学校ICT教育プロジェクト 単独 2021年10月

2021年度～ 地域連携センター

2020年度～ デベロップメントセンター

年月 事項

春日部共栄中学校

プロジェクト活動

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

年月 事項

2009年3月

◇担当授業科目

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

東京電機大学工学部二部情報通信工学科　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

2012年3月 東京電機大学大学院工学研究科情報通信工学専攻　修了

インタラクティブ・システムデザイン、オペレーティングシステム入門

情報システム、ITエンジニア育成　（システム設計、プロジェクトマネジメント、要件定義、インフラ構

築、エンジニア基礎教育、プログラミング教育、人材採用）

◇学歴

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ サトウ　ノリユキ

佐藤　紀行

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

講師

修士（工学）（東京電機大学）



JOSE

学会発表
Faculty Development Program: Academic

presentations
単独 2022年3月 東京理科大学

英語アカデミックリテラシー、ビジネス英語実習Ⅰ、ビジネス英語実習Ⅲ、ビジネス英語実習Ⅱ、

ビジネス英語実習Ⅳ

ビジネスコンサルタント、講師(ビジネスコンサルタント、ビジネス英語講師、ビジネスセミナー講師)

2022年5月

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ ハグ　ホゼ

HUG JOSE

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション専門職大学

講師

Master of Business Administration（Temple University）

◇学歴

2001年5月

◇担当授業科目

University of Maryland University College, Bachelor of Science in management studies

卒業

University of Southern California, Doctor of Education in Organizational Change and

Leadership　博士課程の候補者

◇研究・職業分野（キーワード）

2011年8月
Columbia Southern University, Master of Business Administration with a concentration

in human resource management　卒業

2013年11月 Temple University, Executive MBA Program with a concentration in finance　卒業

年月 事項

2020年度～ FD・SD委員会

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

著書 Creating Super Free-Time Society (English Edition) 共同 2020年12月 iU Publishing

学会発表 Advanced Critical Thinking 単著 2021年6月 東京大学

学会発表 Faculty Development Program: Classroom management単著 2021年8月 東京理科大学

学会発表 Advance Critical Thinking Discussions 単著 2021年9月 東京外国語大学

学会発表 Advance Critical Thinking Discussions 単独 2022年2月 東京外国語大学

2021年度～ グローバルセンター

論文
Supporting faculty in preparing entrepreneurship: An

exploration in the context of Active Learning
単著 保留中 University of Southern California

年月 事項

◇委員会・センター



JOSE

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

2021年4月1日～2022年3月31日

 (ΚΔΠ) 国際優等生協会の高い学業成績の公式メンバー

◇所属学会



乘浜

2022年7月 NPO表参道メンタルヘルス研究所　理事・主任研究員

プロジェクト活動

プロジェクト活動

プロジェクト活動

食料生産・生態系保全のためのGX

レジり円とな熱電需給構造

共同

共同

2022年6月 一般社団法人　ESG投資基盤整備機構　理事就任

2022年8月

2022年9月

NPOビューティ＆ウエルネス研究会研究員

NPOアジアセルフエステ協会　理事・研究員

2022年3月 東京大学未来ビジョンセンター客員研究員就任

年月 事項

2020年度～ 地域連携センター

2020年度～ デベロップメントセンター

◇受賞・公表・社会貢献

年月 事項

プロジェクト活動 共同 2022年３月～ 東京大学

◇委員会・センター

共同

2022年2月～

2022年2月～

2022年2月～

東京大学

東京大学

東京大学

誰でも使える（Co-JUNKAN基板の実施

交通・エネルギによる地域課題解決

ビジネスフィールドリサーチⅠ、イノベーションプロジェクトⅠ、イノベーションプロジェクトⅢ、

プロジェクト活動 ビョンド・ゼロカーボン”社会を描くCo-learningの展開 共同 2022年３月～ 東京大学

プロジェクト活動 先制的ライフサイクルマネジメント 共同 2022年３月～ 東京大学

ビジネスフィールドリサーチⅡ、イノベーションプロジェクトⅡ、イノベーションプロジェクトⅣ

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

乘浜　誠二
職位（役職） 講師

学位

◇担当授業科目

1998年3月 慶應義塾大学大学院経営管理学科科目履修（8単位）（KBS１期生卒業）

◇研究・職業分野（キーワード）

ビジネスモデルプラニング（BP）、ビジネスモデルアナリスト（BA）、ビジネスモデルデザイン

（BD）、ビジネスモデルコンストラクション（BC）、ビジネスプラクティス・リフレクション、新ビジ

ネスのシステム化計画・設計　（ビジネスプラン計画・作成、事業計画、プレゼンテーション、ケースス

タディ・ビジネスモデル分析、再構築技法、ビジネスモデル設計、ビジネスモデルのスリム化・洗練化、

ビジネスモデルの構築・再構築・実践、社会人基礎力構築）・地域創成・ゼロカーボン・自然エネルギー

コンサルティング

経済学士（中央大学）

◇学歴

年月 事項

1982年3月 中央大学経済学部国際経済学科　卒業

氏 名

2021年度教育研究活動報告書

フリガナ ノリハマ　セイジ 所属 情報経営イノベーション学部



乘浜

グローバルコモンズセンター　同上

未来戦略LCA機構　同上

大学とシステム研究部門会　同上

地域社会未来連携研究機構　同上

未来社会協創推進　同上

専制的ライフサイクルマネジメント（東京大学未来ビジョンセンター）東京大学客員研究員として参画

変革を生むCo-leaming基盤　同上

技術リスクガバナンス研究　同上

2021年4月1日～2022年3月31日

◇所属学会



松村

年月

プロジェクト活動

プロジェクト活動

プロジェクト活動

プロジェクト活動

年月

◇受賞・公表・社会貢献

事項

単独

#iUmx

「妄想学」- アイディア創発のための学問領域の創造 共同 2022年3月 株式会社 要

共同 2021年12月 阿部川・佐藤・Plago・LUUP

プロジェクト活動
iU Firm - ワンストップのスタートアップ支援士業パッケー

ジの研究
単独 2021年6月 SAKUR UNITED SOLUTIONS

2021年6月
iU Data Lab - 教育機関におけるデータ活動・データサイ

エンス教育
独Statista

Code iU - Google App ScriptによるRPA人材育成コース 単独 2021年8月 キャスタリア株式会社

◇所属学会

2021年4月1日～2022年3月31日

デベロップメントセンター

◇委員会・センター

事項

ICT教育センター2020年度～

2020年度～

◇研究・職業分野（キーワード）

イノベーション・メディア・デザイン　（ウェブシステム、ソーシャルウェブ、教育サービス、オンライン

ジャーナリズム、メディアデザイン、体験デザイン）、パーパスブランディング、デジタルマーケティング

◇担当授業科目

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

ビジネスフィールドリサーチⅠ、イノベーションプロジェクトⅠ、イノベーションプロジェクトⅢ、

ビジネスフィールドリサーチⅡ、イノベーションプロジェクトⅡ、イノベーションプロジェクトⅣ

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

2003年3月

2005年3月

2021年度教育研究活動報告書

フリガナ マツムラ　タロウ 所属 情報経営イノベーション学部

松村　太郎

◇学歴

事項

慶應義塾大学 環境情報学部 環境情報学科　卒業

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 政策・メディア専攻 博士前期課程　修了

職位（役職） 講師

学位 修士（政策・メディア）（慶應義塾大学）
氏名

年月



山内

プロジェクト活動 京丹後市庁舎増築棟整備基本計画検討会議　委員 単独 2022年1月 京丹後市

単独 2021年9月 京丹後市

プロジェクト活動 墨田区立曳舟小学校　表現発表会中継 共著 2021年5月 墨田区立曳舟小学校

京丹後市主催『夏休みプログラミング教室』の実施 共同 2021年8月 京丹後市

プロジェクト活動 enPiT-proでの演習実施 共同 2022年2月 enPiT-pro, 慶應大

プロジェクト活動

プロジェクト活動

プロジェクト活動

プロジェクト活動

プロジェクト活動 京丹後市庁舎増築棟整備基本計画検討会議　委員 単独

2021年12月 HCI2021

墨田区教育委員会の教員研修で講演 共同 2021年8月 墨田区

プロジェクト活動 京丹後市立島津小学校で情報モラル教育の実施 共同 2022年2月 京丹後市

プロジェクト活動 京丹後市教育委員会の教員研修で講演 共同 2022年2月 京丹後市

プロジェクト活動

共同 2021年8月 墨田区立曳舟小学校

enPiT-proでの演習実施 共同 2021年7月 enPiT-pro, 慶應大

2021年12月 京丹後市

京丹後市庁舎増築棟整備基本計画検討会議　委員 単独 2021年11月 京丹後市

京丹後市庁舎増築棟整備基本計画検討会議　委員

2021年度教育研究活動報告書

氏 名

フリガナ ヤマノウチ　マサト

山内　正人

所属

職位（役職）

学位

情報経営イノベーション学部

講師

博士（メディアデザイン学）（慶應義塾大学）

ネットワーク構築Ⅰ、ネットワーク構築Ⅱ、ネットワーク技術

情報ネットワーク、計算機システム、情報セキュリティ（IoT、サービス構築基盤技術、プライバシー保

護、センサーネットワーク、パーベイシブコンピューティング）

◇学歴

年月 事項

2006年3月

◇担当授業科目

大阪工業大学情報科学部情報システム学科　卒業

◇研究・職業分野（キーワード）

2008年3月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科情報システム学専攻博士前期課程　修了

2011年3月
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科メディアデザイン専攻博士後期課程　単位取

得後退学

◇プロジェクト活動・著書・学術論文等

分類 プロジェクト活動・著書・学術論文・学会発表等の名称

単著

または

共著

活動・発行

・発表年月

提携先・発行所・

発行雑誌・

発表学会の名称

論文

論文
謎解きスタンプラリー型小学生向けセキュリティ教材

の開発
共著 2021年7月 DICOMO2021

お手伝い株式会社:リスクマネジメントに着目した小学

生向けアントレプレナーシップ教育教材の開発と評価
共著

プロジェクト活動

墨田区立曳舟小学校　1日大学体験模擬授業実施



山内

2021年度～ デベロップメントセンター

2020年度～ 学務委員会

2020年度～ ICT教育センター

年月 事項

◇委員会・センター

2021年4月1日～2022年3月31日

◇所属学会

年月 事項

◇受賞・公表・社会貢献

2021年7月

情報処理学会(正会員)、日本ソフトウェア科学会(正会員)

DICOMO2021 優秀論文賞

2021年7月 DICOMO2021 優秀プレゼンテーション賞


