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1 前杢　英明 マエモク ヒデアキ 文学部地理学科 教授 2022年3月18日 国内 日本地震学会 2021年度論文賞
論文名：1872年浜田地震による石見畳ヶ浦の隆起
本論文は、生物遺骸群集の分布高度と年代測定結果をそれぞれ詳細にまとめて、江戸時代の文献と地震後の聞き取り調
査で整合していなかった浜田地震の地殻変動に関して統一的な解釈を新たに提案している。

日本地震学会HP
https://www.zisin.jp/awards/essay03.html

産業技術総合研究所
宍倉正展、行谷佑一
株式会社環境地質
越後智雄

2 池上　宗信 イケガミ ムネノブ 経済学部国際経済学科 教授 2021年8月1日 国外

Agricultural and Applied Economics
Association International Section (AAEA
International Section、（米国）農業応用経済
学会国際部門)

AAEA International Section Best Publication 2020
論文名：Can insurance alter poverty dynamics and reduce the cost of social protection in developing countries?
農業応用経済学会国際部門は、国際的な分野において模範的な研究を行った学会員を認識するために、毎年、前年の
刊行論文の中から最優秀論文を表彰する。

https://www.aaea.org/membership/sections/international/awards

* University of California, Davis, Department of Agricultural and Resource
Economics
* Michael Carter

* University of Illinois, Urbana-Champaign, Department of Agricultural and
Consumer Economics
* Sarah Janzen

3
越部　清美
越部ゼミナール

コシベ キヨミ 社会学部メディア社会学科 准教授 2022年2月15日 国内 町田市教育委員会
2021年度町田市学習支援ボランティア感謝状贈
呈

学習支援活動、放課後活動支援
多年にわたり学習支援ボランティアとして町田市学校教育の向上と発展に寄与した。

https://www11.schoolweb.ne.jp/swas/index.php?id=1310211&frame=weblog&type=1&column_id
=171408&category_id=5713

4 橋爪　絢子 ハシヅメ アヤコ 社会学部メディア社会学科 准教授 2021年9月2日 国内 日本感性工学会 2021年日本感性工学会著作賞

JIS Z8530: 2021「人間工学－人とシステムとのインタラクション－インタラクティブシステムの人間中心設計」

人間中心設計とは、システムの利用に焦点を当て、インタラクティブシステムをより使いやすくし、ユーザに満足感を与える
ことを目的とするシステムの設計と開発へのアプローチである。対象著作JIS Z8530: 2021は、ISO 9241-210: 2019を国内
情勢に合わせる形で翻訳した日本の産業標準化の規格である。改定されたISO規格に対し、迅速にJIS規格の公示まで
至った一方で、国家文書のひとつであるJIS規格の特性を考慮して、なるべく平易な表現にするために高校生も含めて可
読性の検討も行ったことなどが評価された。なお、対象著作の原案作成委員長として受賞した。

https://www.jske.org/jske/wp-content/uploads/2021/08/jske_award_2021.pdf

5
別府　三奈子
（別府研究室）

ベップ ミナコ 社会学部メディア社会学科 教授 2021月11月14日 国内 「地方の時代」映画祭2021年 市民・学生・自治体部門優秀賞 記録映画「ルソンの祈り～順子ちゃんの戦場をたどって」 https://www.chihounojidai.jp/work/2021.html

6 佐野　嘉秀 サノ ヨシヒデ 経営学部経営学科 教授 2022年3月3日 国内 労働問題リサーチセンター 冲永賞 『英国の人事管理・日本の人事管理：日英百貨店の仕事と雇用システム』東京大学出版会（2021年2月刊行）への表彰。 https://www.lrc.gr.jp/recognize

7 中澤　史 ナカザワ タダシ 国際文化学部国際文化学科 教授 2022年1月19日 国内 日本スポーツ賞（読売新聞社制定） 第70回日本スポーツ賞（競技団体別最優秀賞）

2021年8月に開催されたFIFAビーチサッカーワールドカップロシア2021で準優勝したビーチサッカー日本代表のメンタル
コーチを担当した。第70回日本スポーツ賞は2020年、2021年に日本スポーツ界で活躍した選手をたたえるものです。ビー
チサッカー日本代表は、日本サッカー協会が創立100周年を迎えた節目の年に、日本男子サッカー（サッカー、フットサ
ル、ビーチサッカー）のトップカテゴリーでワールドカップ初の決勝進出を果たし、メダルを獲得した実績が評価されました。

日本サッカー協会HP
「ビーチサッカー日本代表、第70回 日本スポーツ賞を受賞」
https://www.jfa.jp/beachsoccer/news/00028973/
「ビーチサッカー日本代表、開催国ロシアにリベンジならず…過去最高の2位で大会を終える
FIFAビーチサッカーワールドカップロシア2021」
https://www.jfa.jp/beachsoccer/news/00027797/

専門とするスポーツ心理学の理論と方法をビーチサッカー日本代表チームに適用し
ました。授業を通して、この取り組み内容を学生に教授しています。

8
長谷川　直哉
竹原　正篤

ハセガワ ナオヤ
タケハラ マサア
ツ

人間環境学部人間環境学科
教授
特任・任期付准教
授

2021年5月21日 国内 環境経営学会 2020年度環境経営学会学会賞（学術貢献賞）

*受賞対象研究
書籍『Sustainable Management of Japanese Entrepreneurs in Pre-War Period from the Perspective of
SDGs and ESG』（Palgrave Macmillan）（2020年12月）

*受賞理由
「戦前日本の起業家が、社会的価値と経済的価値を創出する経営を実践した事例研究をまとめた意欲的
な著作。特に、英語での発刊により、日本の持続可能経営の源泉がこれほどの歴史を持っていることを、
海外に広く発信していることや、SDGsの視点から論じている新規性などの点が高く評価される」

環境経営学会会長名の学会賞授与証明書

9 松本　倫明 マツモト トモアキ 人間環境学部人間環境学科 教授 2022年3月4日 国内 日本天文学会 第26回日本天文学会欧文研究報告論文賞

論文名：The formation of massive molecular filaments and massive stars triggered by a
magnetohydrodynamic shock wave

衝撃波で誘発される大質量星形成過程を数値シミュレーションを用いて調べた。

日本天文学会HP
https://www.asj.or.jp/jp/activities/prize/pasj/recipients/

10 佐野　竜平 サノ リュウヘイ 現代福祉学部福祉コミュニティ学科 教授 2022年2月8日 国外
パキスタン・イスラム共和国　シンド州
政府

障害とエンパワメント賞
パキスタン・イスラム共和国のシンド州における障害インクルーシブな国際協力・開発活動が、既成概念に
とらわれないイノベーターとして、多くの障害者や州政府から賞賛されたため。

シンド州政府の
レター（別添）

11 宮城　孝 ミヤシロ タカシ 現代福祉学部福祉コミュニティ学科 教授 2021年11月27日 国内 公益社団法人　日本不動産学会 ２０２０年度日本不動産学会著作賞（学術部門）

著書名、共編著『仮設住宅　その10年－陸前高田における被災者の暮らし－』
本書は、東日本大震災において岩手県で最も甚大な被害を受けた岩手県陸前高田市をフィールドに、約
10年間に渡る応急仮設住宅における被災者の暮らしを実証的かつ学際的に研究した学術書であり、建築
学、都市計画学、地域福祉学、社会学、公衆衛生学、防災学、芸術学等の多領域から仮設住宅や被災地
の復旧・復興過程を、被災者の暮らしに焦点を当て、包括的に描き出した内容となっている。

山本俊哉(明治大学理工学部教授、神谷秀美（（株）マヌ都市建築研究所主席研究
員）、藤賀雅人（工学院大学建築学部准教授）、崎坂香屋子（帝京大学大学院公衆
衛生学研究科准教授）、染野享子（法政大学大学院多摩共生社会研究所特任研究
員）、仁平典宏（東京大学大学院教育学研究科准教授）、松元一明（高崎商科大学
商学部准教授）、森脇環帆（草苑保育専門学校講師）

12 宮城　孝 ミヤシロ タカシ 現代福祉学部福祉コミュニティ学科 教授 2021年12月11日 国内 公益社団法人　都市住宅学会 2021年度都市住宅学会著作賞 同上 同上

13 赤松 佳珠子 アカマツ カズコ デザイン工学部建築学科 教授 2021年7月4日 国内 公益社団法人
日本建築家協会 第１回 JIA東北建築大賞 2020 受賞作品名：「山元町役場」 https://www.jia-tohoku.org/archives/2854

14 赤松　佳珠子 アカマツ カズコ デザイン工学部建築学科 教授 2021年10月20日 国内
公益財団法人
日本デザイン振興会

2021年度グッドデザイン賞
グッドデザイン・ベスト 100

受賞対象名：オフィス［ROPPONGI TERRACE］ https://www.g-mark.org/award/describe/52578

15 赤松　佳珠子 アカマツ カズコ デザイン工学部建築学科 教授 2021年11月20日 国内
公益社団法人
日本建築士会連合会

第１回日本建築士会連合会建築作品賞
　奨励賞

対象建物作品：アストラムライン新白島駅 https://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/new_awards/newawards_1st.html

16 赤松　佳珠子 アカマツ カズコ デザイン工学部建築学科 教授 2021年12月7日 国内
一般社団法人
日本建築士事務所協会連合会

日事連建築賞　奨励賞 建築作品名称：山元町役場 https://www.njr.or.jp/list/news/2021/01475.html

17 赤松 佳珠子 アカマツ カズコ デザイン工学部建築学科 教授 2021年12月9日 国内
一般社団法人
日本建設業連合会

第62回 BCS賞 受賞作品名：「渋谷ストリーム」 https://www.nikkenren.com/kenchiku/bcs/detail.html?from=top&year=2021&ret=year&ci=986

3-d-1_学部別学術賞の受賞状況
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18 赤松 佳珠子 アカマツ カズコ デザイン工学部建築学科 教授 2022年2月19日 国内
公益社団法人
日本建築家協会

第13回JIA中国建築大賞 2021

一般建築部門　大賞
受賞作品名：アストラムライン新白島駅

受賞リスト
 http://jia-chugk.jp/wp-content/uploads/2022/02/4cc8ce3a2b5ea012ec33c4b61f5a0086.pdf

19 川久保　俊 カワクボ シュン デザイン工学部建築学科 教授 2021年4月6日 国内 文部科学省
令和３年度　科学技術分野の文部科学大臣表彰
　若手科学者賞

全国の自治体の持続可能性評価に関する研究 https://www.mext.go.jp/content/20210414-mxt_sinkou01-000013957_2.pdf

20 川久保 俊 カワクボ シュン デザイン工学部建築学科 教授 2021年7月21日 国内
一般社団法人
人工知能学会

人工知能学会全国大会優秀賞

一般セッション口頭発表部門
発表題目：「BERTモデルを用いた SDGsに関するマルチラベル文書分類器の構築とマッチングシステムの開発」 https://www.ai-gakkai.or.jp/about/award/jsai_award-conf/

21 小堀　哲夫 コボリ テツオ デザイン工学部建築学科 教授 2021年10月20日 国内
公益財団法人
日本デザイン振興会

2021年度グッドデザイン賞
グッドデザイン・ベスト 100

受賞対象名：教育施設［梅光学院大学　The Learning Station CROSSLIGHT］ https://www.g-mark.org/award/describe/52647

22 小堀　哲夫 コボリ テツオ デザイン工学部建築学科 教授 2022年2月19日 国内
公益社団法人
日本建築家協会

第13回JIA中国建築大賞 2021

一般建築部門　優秀賞
受賞作品名：梅光学院大学 The Learning Station CROSSLIGHT

受賞リスト
 http://jia-chugk.jp/wp-content/uploads/2022/02/4cc8ce3a2b5ea012ec33c4b61f5a0086.pdf

23 山道　拓人 サンドウ タクト デザイン工学部建築学科 任期付講師 2021年10月20日 国内
公益財団法人
日本デザイン振興会

2021年度グッドデザイン賞
グッドデザイン・ベスト 100

受賞対象名：商店街 ［ボーナストラック］ https://www.g-mark.org/award/describe/52593

24 山道　拓人 サンドウ タクト デザイン工学部建築学科 任期付講師 2021年10月20日 国内
公益財団法人
日本デザイン振興会

2021年度グッドデザイン賞
グッドデザイン賞

受賞対象名： 建築［押上のビル PLAT295］ https://www.g-mark.org/award/describe/52473

25 山道　拓人 サンドウ タクト デザイン工学部建築学科 任期付講師 2021年10月20日 国内
公益財団法人
日本デザイン振興会

2021年度グッドデザイン賞
グッドデザイン賞

受賞対象名： 集合住宅の一棟まるごとリノベーション ［ リノア北赤羽 ］ https://www.g-mark.org/award/describe/52510

26 下吹越　武人 シモヒゴシ タケト デザイン工学部建築学科 教授 2021年11月19日 国内 東京都港区
令和 3年度港区景観街づくり賞
景観街づくり賞

受賞対象：ルネ麻布十番ビル https://www.city.minato.tokyo.jp/matizukurikeikakutan/keikanmachidukurisyou.html

27 下吹越　武人 シモヒゴシ タケト デザイン工学部建築学科 教授 2021年11月20日 国内
公益社団法人
日本建築士会連合会

第１回日本建築士会連合会建築作品賞
　奨励賞

対象建物作品：K2 house https://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/new_awards/newawards_1st.html

28 朴 賛弼 パク チャンピル デザイン工学部建築学科 助手 2021年4月22日 海外 大韓建築学会 大韓建築学会「2021年著作賞」 『ソウル清渓川再生』の日本語版 英語版 韓国版 研究報告書

大韓建築学会ホームページ
https://www.ytn.co.kr/_ln/0128_202104231120511193
朴賛弼ホームページ
http://www.k.hosei.ac.jp/park/prize%20Korea.html

※大韓建築学会ホームページはハングルのため、翻訳したページを別資料に添付
します。

29 朴 賛弼 パク チャンピル デザイン工学部建築学科 助手 2021年5月29日 国内 日本民俗建築学会 日本民俗建築学会竹内芳太郎賞
以下の対象者に授与される。1)　民俗建築および町並み、農村集落などに関し、優れた研究論文あるいは著書を発表し、
学術的研究の発展に寄与する業績をあげた者。　2)　民俗建築および町並み、農村集落などに関し、保存・保護の実践
活動を行いあるいは作品を発表し、優れた業績をあげた者。

http://www.folkhouse.org/6syou/takeuti.htm
http://www.folkhouse.org/6syou/takezyuyo.htm

30 朴 賛弼 パク チャンピル デザイン工学部建築学科 助手 2022年1月15日 国内
武蔵野美術大学
建築学科

第6回「武蔵野美術大学建築学科
 長尾重武賞」

日本の風土と景観 WEST ZONE　日本の風土と景観 EAST ZONE http://www.arc.musabi.ac.jp/news/2021/12/6-3.html

31 今井　龍一 イマイ リュウイチ
デザイン工学部
都市環境デザイン工学科

教授 2021年11月5日 国内
公益社団法人
日本道路協会

第３４回日本道路会議表彰論文
優秀賞
受賞論文：人工知能を用いた汎用カメラによる24時間交
通量調査技術の開発

http://www.road.or.jp/conference/jra34/pdf/34awards.pdf

32 今井　龍一 イマイ リュウイチ
デザイン工学部
都市環境デザイン工学科

教授 2021年11月20日 国内 東京大学空間情報科学研究センター CSIS DAYS 2021優秀共同研究発表賞 受賞論文名：鉄道交通障害情報の提供エリア分析 https://www.csis.u-tokyo.ac.jp/blog/research/csis-days-2021-program/

33 今井　龍一 イマイ リュウイチ
デザイン工学部
都市環境デザイン工学科

教授 2021年11月20日 国内
公益財団法人
土木学会

2021年 AI・データサイエンス賞
AI・データサイエンス特別賞

受賞論文名：コンクリート締固め位置のリアルタイム解析システムの開発と現場試行 https://committees.jsce.or.jp/struct10/node/28

34 今井　龍一 イマイ リュウイチ
デザイン工学部
都市環境デザイン工学科

教授 2022年2月22日 国内 内閣府
第 4回日本オープンイノベーション大賞
　総務大臣賞

取組・プロジェクト名称：携帯電話基地局データから生成
される人口流動統計

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20220128oip.html

35 山本 佳士 ヤマモト ヨシヒト
デザイン工学部
都市環境デザイン工学科

教授 2021年11月20日 国内
公益財団法人
土木学会

2021年 AI・データサイエンス賞
AI・データサイエンス奨励賞

受賞論文名：GANおよび FDTD法を用いたレーダ画像からの内部欠陥推定手法の高度化に関する検討 https://committees.jsce.or.jp/struct10/node/28

36 渡邉　竜一 ワタナベ リュウイチ デザイン工学部 兼任講師 2021年10月20日 国内 国土交通省 地域づくり表彰審査会特別賞 受賞作品名：DEJIMABASE（長崎県長崎市） https://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku04_hh_000151.html
※渡邊竜一任期付講師については、2022/3/31に退職し、2022/4/1より兼任教員と
なっている。

37 渡邉　竜一 ワタナベ リュウイチ デザイン工学部 兼任講師 2021年11月4日 国内
公益財団法人
長崎県民ボランティア振興基金

NPO活動奨励賞 受賞団体名： DEJIMA BASE
https://n-
volunpo.net/kikin/download/%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%8F%97%E8%B3%9E%E5%9B%A3%E4%B
D%93.pdf

※渡邊竜一任期付講師については、2022/3/31に退職し、2022/4/1より兼任教員と
なっている。

38 安積　伸 アヅミ シン
デザイン工学部
システムデザイン学科

教授 2021年10月20日 国内
公益財団法人
日本デザイン振興会

2021年度グッドデザイン賞

グッドデザイン賞
受賞対象名：ハイテーブル・テーブル・ベンチ ［フロウラウンジ シンボルツリーファニチャー ］ https://www.g-mark.org/award/describe/52249
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http://www.road.or.jp/conference/jra34/pdf/34awards.pdf
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39 小林 尚登
デザイン工学部
システムデザイン学科

名誉教授 2022年2月22日 国内
公益社団法人
計測自動制御学会

計測自動制御学会名誉会員 https://www.sice.jp/wp-content/uploads/file/12soukai_5.pdf ※小林尚登教授については、2022/3/31に退職し、名誉教授となっている。

40
ソン　ヨン　ア
佐藤　康三

ソン ヨンア
サトウ

デザイン工学部
システムデザイン学科

客員准教授
名誉教授

2022年2月28日 国内
一般社団法人
情報処理学会

インタラクション 2022
第26回一般社団法人情報処理学会シンポジウム
　インタラクティブ発表賞（一般）

受賞タイトル：花の開花の動きをメタファーとした人の気配伝達装置の基礎 https://www.interaction-ipsj.org/2022/award/ ※佐藤康三教授については、2022/3/31に退職し、名誉教授となっている。

41 田中　豊 タナカ ユタカ
デザイン工学部
システムデザイン学科

教授 2021年10月12日 海外
GFPS
(Global Fluid Power Society)

GFPS (Global Fluid Power Society)
 Best Paper Award

受賞論文 Control of Air Bubble Content in Working Oil by Swirling Flow
発表会議 The 11th JFPS International Symposium on Fluid Power HAKODATE 2020 (Oct. 12-13, 2021)

http://gfpsweb.org/?q=content/gfps-best-paper-awards

42 山田　泰之 ヤマダ ヤスユキ
デザイン工学部
システムデザイン学科

准教授 2021年6月7日 国内 日本機械学会
日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門賞
　部門一般表彰 部門優秀論文表彰

受賞論文：蠕動運動型混合搬送機による固体推進薬連続製造の検討　日本機械学会論文集 Vol. 83 No. 850 p. 16-
00576 2017

https://www.jsme.or.jp/rmd/Japanese/Awards/2021.html

43 伊藤　一之 イトウ カズユキ 理工学部電気電子工学科 教授 2021年9月14日 国内 日本知能情報ファジィ学会 貢献賞 SCIS&ISIS2020の運営
https://www.hosei.ac.jp/riko/info/article-20220418144605/
http://www.j-soft.org/

44 佐々木　秀徳 ササキ ヒデノリ 理工学部電気電子工学科 専任講師 2021年12月29日 国内 MAGDA2021 優秀講演論文賞 分布データを活用した深層学習のモータトルク特性推定精度向上に関する検討
https://www.hosei.ac.jp/riko/info/article-20220418154211/
https://home.hiroshima-u.ac.jp/~tanakazu/MAGDA2021/

45 山内　潤治 ヤマウチ ジュンジ理工学部電気電子工学科 教授 2022年3月17日 国内 電子情報通信学会 フェロー 貢献内容「差分法に基づく電磁波解析法の研究と光デバイス設計への応用」
https://www.hosei.ac.jp/riko/info/article-20220418152520/
https://www.ieice.org/jpn_r/

46 尾川　浩一 オガワ コウイチ 理工学部応用情報工学科 教授 2021年10月14日 国内 日本医用画像工学会 功労賞
4年間の学会長職、7年間にわたる編集委員長の職務、紙の論文誌の遡及フルディジタル化、医用画像工学ハンドブック
の編集などの長年にわたる貢献に対しての表彰

http://www.jamit.jp/outline/history/kourousho-list.html

47 中野　久松 ナカノ　ヒサマツ 理工学部応用情報工学科 名誉教授 2022年2月14日 国外 IEEE 栄誉表彰 「IEEEアンテナ伝播ソサエティ雑誌」副編集者としての6年間にわたる顕著なサービスに対しての栄誉表彰

48 和田　幸一 ワダ コウイチ 理工学部応用情報工学科 教授 2021年5月17日 国外

23rd Workshop on Advances in Parallel and
Distributed Computational
Models (APDCM 2021), in conjunction with
35th IEEE International Parallel and
Distributed Processing Symposium (IPDPS
2021)

APDCM Best Paper Award Autonomous Mobile Robots: Refining the Computational Landscape https://www.hosei.ac.jp/riko/info/article-20220418111013/

49 山本　兼由 ヤマモト カネヨシ 生命科学部生命機能学科 教授 2022年3月31日 国内 田中貴金属記念財団 2021年度「貴金属に関わる研究助成金」奨励賞
応募テーマ：バイオプロセスを用いた第三世代金属資源化技術の開発
未利用な希薄金属廃液や環境をもちい増殖させた、金属蓄積ゲノム編集大腸菌をバイオ細胞鉱とする新しい金属資源化
を提案した

https://tanaka-foundation.or.jp/grant/index.html

50
廣岡　裕吏
石川　成寿

ヒロオカ ユウリ
イシカワ セイジュ

生命科学部応用植物科学科
准教授
教授

2021年8月28日 国内 日本菌学会 第18回日本菌学会平塚賞

Ayaka Minoshima, Donald M. Walker, Shuhei Takemoto, Tsuyoshi Hosoya, Allison K. Walker, Seiju Ishikawa & Yuuri
Hirooka. (2019). Pathogenicity ａnd ｔaxonomy of Tenuignomonia styracis gen. et sp. nov., a new monotypic genus of
Gnomoniaceae on Styrax obassia in Japan. Mycoscience, 60(1), 31-39.
街路樹としても利用されるハクウンボクに寄生する菌類を発見し、新属新種の病原菌であることを明らかにした。

日本菌学会学会HP
https://www.mycology-jp.org/html/awards.html

蓑島綾華（理工学研究科 生命機能学専攻 博士後期課程を2020年に修了：現在 神
奈川県農業技術センター）
Donald M. Walker（Middle Tennessee State University）
竹本 周平（東京大学）
細矢 剛（国立科学博物館）
Allison K. Walker（Acadia University）

51 新谷　優 ニイヤ ユウ
グローバル教養学部
グローバル教養学科

教授 2021年10月1日 国内 日本心理学会 国際賞　奨励賞 中堅・若手心理学研究者として優れた業績をあげ、日本の心理学の国際化に貢献した。
https://www.hosei.ac.jp/info/article-20211018142411/
https://psych.or.jp/prize/prize_2021sp/
https://psych.or.jp/prize/kokusai_jushou/

52 平森　大規 ヒラモリ ダイキ
グローバル教養学部
グローバル教養学科

助教 2021年12月19日 国内 一般社団法人XPLANE
XPLANE CAFÉ 5-MINUTE CHALLENGE優秀
賞

報告名：LGBTとお金――日本の性的マイノリティの収入は高い？低い？
大阪市で実施された無作為抽出調査を用いて性的指向・性自認のあり方と賃金の関連について分析し、日本においては
欧米で広くみられているレズビアンプレミアム（レズビアンの賃金が異性愛女性に比べて高い現象）が観察されなかった等
の研究成果を5分間という制限時間内で簡潔にわかりやすく発表した。

一般社団法人XPLANEウェブサイト：
 https://xplane.jp/café-challenge21/

2022/04/01新規採用

53
玄幼栄
 (Hyun youyung)

ユヨン ヒョン
グローバル教養学部
グローバル教養学科

助教 2021年11月12日 国外
The Korea Soceity of Management
Information Systems (KMIS)
International Conference

第1回Best Paper Award
論文名：When My OriHime Went to Work: Representational Fidelities of a Tele-Operated Robot
サービスロボットの研究の情報システム分野について、ケースを分析し、Tele-operated robotの３つのRepresentational
Fidelitiesを示した。

https://m.earticle.net/Article/A402846
2022/04/01新規採用
共同研究者：未来デザイン・工学機構(京都工芸繊維大学) Park Jaehyun
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