情報社会学会 2021 年度年次研究発表大会プログラム
日程：2021 年 12 月 4 日（土）10:00～17:00
会場：オンライン開催
■9 時 30 分～ 午前セッション発表者接続テスト開始
■10 時 開会
総合司会： 山内康英
■開会挨拶 情報社会学会会長 大橋正和
■Work In Progress セッション（発表 15 分＋質疑応答 5 分）
座長：大橋正和（中央大学）
■10 時 05 分～10 時 25 分
サーキュラーエコノミーに見るネットワーク・ダイナミクスの考察
A Study on Network Dynamics in Circular Economy Innovation Process
亀井省吾(Shogo KAMEI)1 竹井成和(Shigekazu TAKEI)2
伊藤空雅(Kuga ITO)3 上野雄暉 (Yuki UENO)3 岡本唯杜 (Yuito OKAMOTO)3 小澤大
海 (Kai OZAWA)3 越智紗希海 (Sakimi OCHI)3 神喰梨花(Rika KAMIJIKI)3 久保あ
ずさ(Azusa KUBO)3 駒谷光樹(Koki KOMAYA)3 坂野井利緒(Rio SAKANOI)3 田中遼平
(Ryohei TANAKA)3 田村輝(Hikari TAMURA)3 成瀬花音(Kanon NARUSE)3
1
福知山公立大学地域経営学部教授、 2 福知山公立大学北近畿地域連携機構連携
研究、3 福知山公立大学地域経営学部三回生
■10 時 25 分～10 時 45 分
「情報社会学参照基準」試案の検討
An examination of the reference criteria for curriculum organization of
Infosociomics
築地達郎/Tatsuo TSUKIJI
龍谷大学社会学部 准教授
■10 時 45 分～11 時 05 分
長期統計データによる情報サービス業と IT 技術者コーホートの分析
Analysis of Information Service Industry and IT Engineer Cohort with
Long-term Statistical Data
小林秀二/Hideji KOBAYASHI
東京大学工学系研究科博士課程
■11 時 05 分～11 時 15 分
休憩
■原著論文 セッション（発表 25 分＋質疑応答 10 分）
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座長：大橋正和（中央大学）
■11 時 15 分～11 時 50 分
インターネットの AI による高効率化の社会的リスクと COVID-19 インフォデミ
ック
Social Risks of AI-based UGC Platform Efficiency and the COVID-19
“Infodemic”
山内康英 多摩大学情報社会学研究所

教授／所長代理

■11 時 50 分～12 時 00 分 総会報告 情報社会学会会長
■12 時 00 分～13 時 00 分 ランチブレイク
■12 時 50 分～ 午後セッション発表者接続テスト開始

大橋正和

■研究ノート セッション（発表 20 分＋質疑応答 5 分）
座長：大橋正和（中央大学）
■13 時 00 分～13 時 25 分
21 世紀型スキルとしての情報社会学の構想
A Concept of Infosocionomics as a 21st Century Skill Set
天野徹/Toru AMANO
明星大学人文学部 教授
■13 時 25 分～13 時 50 分
地域型クリエイティブ NPO のネットワーク形成における一考察
A Study on Sustainable Community Network Development of Local Creative
NPOs
但馬 智子/Tomoko TAJIMA 1，沼田 秀穂/Hideho NUMATA 2
1
香川大学大学院地域マネジメント研究科 研究員 2 香川大学大学院地域マネジ
メント研究科 教授
■13 時 50 分～14 時 15 分
日本企業における業務 IT システム活用の問題研究－コロナウイルス感染症流
行がこれまでの IT 組織に与えた影響と今後の展開に関する考察A study on the problem of business IT system utilization in Japanese
companies- Consideration on the impact of the COVID-19 infectious disease
epidemic on IT organizations so far and future developments 白井貴子/Takako SHIRAI１、桐谷恵介/Keisuke KIRITANI2
1
産業技術大学院大学、2 情報経営イノベーション専門職大学
■14 時 15 分～14 時 30 分
休憩

-2-

■14 時 30 分～16 時 00 分
研究授業「情報社会学概論」第 3 回
第 3 回 電気通信産業から見た公益産業の民営化と日本の政治経済思想の推移
公文俊平／山内康英
■16 時 10 分～17 時 00 分 特別セッション
ラウンドテーブル
情報社会学と教育(仮)
1．大学入学以前の教育
2．大学での教育
3．大学院での教育と研究者養成
4．社会人教育と生涯学習
■17 時

終了挨拶

情報社会学会会長

（予備セッション時間）

大橋正和

以上
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