
■プログラム 
9 月 10 日（土）  

9:30 受付開始                  研究所 2F共同制作室(セミナー室) 

10:00 開会式                  進行：三好正純 中央病院 2Ｆホール 

〇主催者挨拶 浜 克己氏（三機関連携事業 AT領域長、函館工業高等専門学校 教授） 

〇開催地挨拶 （兵庫県立福祉のまちづくり研究所より） 

〇フォーラムガイダンス 

  ・諸注意および事務連絡 

  ・学生の自己評価について 

  ・ワークショップガイダンス 

10:55 休 憩（5’） 

11:00  1-1【基調講演】             座長：佐々木敦        中央病院 2Ｆホール 

 演 題「人間中心のイノベーションを目指して」 

 講 師 竹綱 章浩 氏（きづきデザインラボ 代表） 

12:00 昼食休憩（60’） 

13:00  1-2【インクルーシブデザインワークショップ】  座長：大塚毅彦 管理棟 3F研修室 

講師 秋田 直繁 先生 

（九州大学大学院 芸術工学研究院 デザインストラテジー部門・助教） 

17:00 １日目終了 

      

9 月 11 日（日）  

8:30 開 場 

9:00  

  

  

  

2-1【インクルーシブデザインワークショップ】  座長：大塚毅彦 管理棟 3F研修室 

・発表準備 

・グループ発表 

 ・講 評 

12:00 昼食休憩（60’） 

13:00 2-2【ポスター発表およびデモ展示】      担当：大橋智志 研究所 2F吹抜け廊下 

〇発表一覧は次項参照 

〇眼の会主催 

《第６回》見ることに不自由さを抱えている方の為のユニバーサル機器展  同時開催 

15:00  閉会式                 進行：三好正純 管理棟 3F研修室 

 

〇２日間を終えて（兵庫県立福祉のまちづくり研究所より） 

〇閉会挨拶  清田公保 氏（三機関連携事業 AT副領域長、熊本高等専門学校 教授） 

  

9 月 9 日（金） 
【オプションツアー】担当：大塚毅彦、十時優介 

14：00～ 研究所 2F共同制作室(セミナー室)  

 



■ポスター発表 

PS タイトル／著者 頁 
 

PS-1 Office365 を利用した視覚障害者向け学習支援サイトの構築 

島影瑞希，藤田梓，江崎修央（鳥羽商船高等専門学校）， 
石川充英，山崎智章（東京都視覚障害者生活支援センター） 
 

(17) 

PS-2 視覚障害者の自立・就労訓練のための WEB ページ読み取り訓練教材と検証 

藤田梓，島影瑞希，江崎修央（鳥羽商船高等専門学校）， 
石川充英，山崎智章（東京都視覚障害者生活支援センター） 
 

(19) 

PS-3 中途視覚障害者支援用ペン型理療面接用手書きメモシステムの開発 

深澤希一，清田公保，合志和洋（熊本高等専門学校） 
 

(21) 

PS-4 色識別装置および時刻読み上げ装置の開発  

加藤龍人，佐藤英樹，佐々木敦（釧路高専），榊守（茨城大学） 
 

(23) 

PS-5 視覚障がい者のための薬剤情報読み上げアプリケーションの開発 

新木亨拓，十時優介，松久保潤（北九州工業高等専門学校） 
  

(25) 

PS-6 視野情報を考慮したアセスメントツールの開発 

山城 梢，川満涼夏，神里 志穂子, 佐竹卓彦，眞喜志隆（沖縄工業高等専門学校） 
 

(27) 

PS-7 ウェアラブル点字リーダの開発 

越溪拓, 甘利雄貴, 伊藤祥一，藤澤義範（長野工業高等専門学校） 
 

(29) 

PS-8 Xtion PRO LIVE 白杖による視覚障がい者のための物体認識支援 

滝沢穂高，中川翔平（筑波大学），青柳まゆみ（愛知教育大学）， 
江崎修央（国立鳥羽商船高等専門学校），水野慎士（愛知工業大学） 
 

(31) 

PS-9 音声誘導による触図利用支援システム  

古川万寿夫，宮澤大希（長野工業高等専門学校），山崎隆三郎（国土交通省航空保安 
大学校），丸山達大，福田直樹（長野工業高等専門学校） 
 

(33) 

PS-10 視覚障害者用屋外ナビゲーションシステムの開発 

大久保達矢，三好正純（熊本高等専門学校） 
 

(35) 

PS-11 車いす移動シミュレーションシステムの開発 
鴻上図南，秋本高明(北九州工業高等専門学校) 
 

(37) 

PS-12 ICTを活用した車いす利用者への支援技術の提案 

- 座圧分布変化による搭乗者への影響について - 

階戸健太，汐後聡人，大橋智志（苫小牧工業高等専門学校） 
 

(39) 

PS-13 ICTを活用した車いす利用者への支援技術の提案 

- BLE 対応センサと Android 端末を活用した支援例 - 

汐後聡人，階戸健太，大橋智志（苫小牧工業高等専門学校） 
 

(41) 

PS-14 車いす走行時の操作者の状態把握と移動サポートシステムの開発 

大城拓也（沖縄工業高等専門学校），比嘉聖（琉球大学），神里志穂子，佐竹卓彦， 
眞喜志隆（沖縄工業高等専門学校），山田孝治（琉球大学） 
 

(43) 

   



   

PS タイトル／著者 頁 
 

PS-15 ROSによる環境・生体計測に基づく安全な移動支援システムの構築 

黒住亮太，柿本将大，中田祥太郎（神戸市立工業高等専門学校） 
(45) 

PS-16 起立補助椅子の設計開発 

大西熙，室巻孝郎，須田敦（舞鶴高専），鈴木立人（University College London） 
 

(47) 

PS-17 スマートフォンによる歩行状態の識別に向けた特徴量の検討 

北川広大，田口湧，戸谷伸之（釧路工業高等専門学校） 
 

(49) 

PS-18 地域の危険箇所認知における防災マップおよび防災 CG の比較に関する研究 

石内鉄平，林良美（明石工業高等専門学校） 
 

(51) 

PS-19 盲ろう者とのコミュニケーションを目的とした意思伝達支援システムの開発 

伊藤あこ，藤澤義範（長野工業高等専門学校） 
 

(53) 

PS-20 盲ろう者のための遠隔コミュニケーションシステムの開発 

濵田昌吾，川崎雄大，三好孝典，寺嶋一彦（豊橋技術科学大学） 
 

(55) 

PS-21 Spheroを用いたユニバーサルスポーツ用アプリケーションの開発 

堤祐樹，十時優介（北九州工業高等専門学校） 
 

(57) 

PS-22 目線および瞬きの検出アプリの開発 
山川桃子，藤澤義範（長野工業高等専門学校） 
 

(59) 

PS-23 重度肢体不自由児のための Web版スイッチ教材ソフトと汎用カスタマイズ 

メニューの開発  

竹島久志，木村竜也，後藤大雅，藁谷幹，小笠原新，児玉雅明（仙台高等専門学校）， 
金森克浩（国立特別支援教育総合研究所） 
 

(61) 

PS-24 視線入力教材を活用した個に応じた教材の検討 
塩塚敬介，大杉成喜（熊本大学） 
 

(63) 

PS-25 不定形な立体物マッチング教材の開発（第２報） 

柴里弘毅（熊本高等専門学校） 
 

(65) 

PS-26 特別支援学校における分身ロボットを使用した遊びの開発 

今泉葵，Janchiv Bat-Erdene，博多哲也，大塚弘文，柴里弘毅（熊本高等専門学校） 
 

(67) 

PS-27 簡単なスイッチ操作を用いたレクリエーション機器の開発 

清水貴裕，小野由利奈，中山英俊（長野工業高等専門学校） 
 

(69) 

PS-28 失語症におけるリハビリ環境改善の取り組み 

小野重遥，菅野翔太，本田寛樹，佐久間美緒（仙台高等専門学校）， 
佐久間千恵（医療法人金上仁友会 介護老人保健施設ゆうゆうホーム）， 
與那嶺尚弘（仙台高等専門学校）  
 

(71) 

PS-29 学習障害児童向け電子紙芝居の開発  

金井涼香, 伊藤祥一, 藤澤義範（長野工業高等専門学校） 
 

(73) 

PS-30 ことば学習アプリケーションの開発 

菅野義貴，神里志穂子, 金城伊智子，佐竹卓彦（沖縄工業高等専門学校） 
(75) 



 

PS タイトル／著者 頁 

PS-31 ことば学習のための物語作成システムの開発 

大西諒，神里志穂子，金城伊智子，佐竹卓彦，正木忠勝（沖縄工業高等専門学校） 

  

(77) 

PS-32 拡張現実を用いた指文字学習支援教材の作成 

中村沙羅，藤澤義範（長野工業高等専門学校） 
  

(79) 

PS-33 特別支援学校における児童生徒の「学習効果の見える化」アプリの開発 

清田公保，合志和洋，中野光臣，三好正純，柴里弘毅，大塚弘文（熊本高専）, 
吉本定伸（東京高専），秋口俊輔, 大橋千里（富山高専）, 佐々木敦（釧路高専）,  
竹島久志（仙台高専）, 江崎修央（鳥羽商船高専）,白濱成希（北九州高専）， 
神里志穂子，眞喜志隆, 野口健太郎, 佐竹卓彦（沖縄高専） 
 

(81) 

PS-34 地域医療現場との連携による AT 開発の在り方～リハビリテーション編～  

吉川貴士（新居浜工業高等専門学校），鈴木裕一（松山リハビリテーション病院）， 
加藤茂（新居浜工業高等専門学校） 
 

(83) 

PS-35 学習時における休憩時の行動の違いによるリラックス効果の調査 

石垣椎大，神原寛昭（函館工業高等専門学校），栗本育三郎（木更津工業高等専門 
学校），中川匡弘（長岡技術科学大学），森谷健二（函館工業高等専門学校） 
 

(85) 

PS-36 PBL型創成科目へのシーズ・ニーズ集の活用   

大塚弘文，三好正純，柴里弘毅，面高雅（熊本高等専門学校） 
 

(87) 

PS-37 International exchange of Universal Design Education through Spiral Up Approach 

2016-Academic Exchange between ANCT and UNDIP- 

Takehiko Otsuka（Akashi National College of Technology, Japan）, Wijayanti, 
Indriastjario, Edward Endrianto Pandelaki（Diponegoro University, Indonesia） 
 

(89) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■会場図（研究所内） 

 

※受付は研究所 2F共同制作室（セミナー室）です。 

※中央病院、管理棟への移動は、2F渡り廊下をご利用下さい。 

※昼食は、各自ご準備ください。昼食場所は、研究所１F 介護実習室または 2F 共同制

作室（セミナー室）をご利用下さい。 

敷地内にコンビニ（研究所から徒歩 5分）、中央病院 1Fの食堂も営業しておりますの

で、そちらをご利用頂いても結構です。 

多目的実験室 

共同研究員室 

大会本部 

管理棟 

管理棟３Ｆ 

ワークショップ 
閉会式 

中央病院 
中央病院２F 

開会式 
基調講演 

 

吹抜け廊下 

ポスター＆デモ展示 

 

共同制作室（セミナー室） 

オプションツアー 
受 付 

 

玄関ホール 

眼の会主催 
ユニバーサル機器展 

 



■施設内地図 

 

 

福祉のまちづくり研究所 


