
# 発表演題と発表者 カテゴリ

A01
大学生が新型コロナウイルス感染予防のための自粛を開始するまでのプロセス
藤間 優子 環境情報学部4年 秋山 美紀 研究会

卒プロ

A02
表面筋電図及び慣性センサーを用いたマニキュア塗布動作スキルの可視化
春本 理沙 環境情報学部4年 牛山 潤一 研究会

卒プロ

A03
聴覚想起時の神経律動及び想起音の神経表象
坂本 嵩 政策・メディア研究科 修士課程(2020/9月卒) 青山 敦 研究会

卒プロ

A04
観光をより魅力的にする「観光ガイドプラットフォーム」の構築に向けた活動
木村 剛徳 政策・メディア研究科 修士課程 冨田 勝 研究会

一般

A05
自動車の運動特性を反映させた精密な自動車運動数値モデルの構築
秦泉寺 悠矢 政策・メディア研究科 修士課程 大前 学 研究会

一般

A06
エアロゾル湿性除去メカニズムの解明-地球温暖化予測の精度向上を目指して
藤野 梨紗子 環境情報学部4年 宮本 佳明 研究会

卒プロ

A07
OpenPoseを利用したダンスのリズム動作タイミングの計測手法の開発
木曽 律子 政策・メディア研究科 修士課程 仲谷 正史 研究会

一般

A08
抗体を用いた標的腸内細菌分離法の開発
井上 ひかる 政策・メディア研究科 修士課程 福田 真嗣 研究会

一般

A09
社会的排斥による認知プロセス低下の教育心理学及び神経科学的解明
宇田川 笑未 総合政策学部4年 國枝 孝弘 研究会

卒プロ

A10
アジア系アメリカ人におけるメンタルヘルスとサービス利用の格差
段 暁然 環境情報学部4年 武藤 佳恭 研究会

一般

A11
睡眠不足がもたらす腸内環境への影響
矢島 佳歩 環境情報学部4年(2020/9月卒) 冨田 勝 研究会

卒プロ

A12
液体CO2の物質分配に関する実験的研究 疎水溶媒を介する元素循環と化学進化
瀬尾 海渡 政策・メディア研究科 修士課程 冨田 勝 研究会

一般

A13
超好熱菌も暑がる!?-大規模データから熱応答システムを紐解く
岡部 晴子 環境情報学部4年 金井 昭夫 研究会

卒プロ

A14
日本空域における航空機に影響を与える乱気流の環境場の特徴
伊藤 創司 総合政策学部4年 宮本 佳明 研究会

一般

A15
目玉型装置を用いた自動運転車における外部への情報伝達に関する研究
渡辺 怜那 総合政策学部4年 大前 学 研究会

卒プロ

A16
持続可能な社会・経営を目指す中小企業の具体的な行動軸の策定と実証
富樫 泰良 総合政策学部4年 東海林 祐子 研究会

卒プロ

A17
クリスパー・キャス9技術を用いた麹菌の増殖抑制因子の決定
浜中 祐弥 環境情報学部4年 黒田 裕樹 研究会

卒プロ

A18
災害時におけるメディアコンソーシアムの可能性
武田 悠 総合政策学部4年 清水 唯一朗 研究会

卒プロ

A19
COVID-19による外出自粛生活における看護系大学生の睡眠と精神的健康の実態
松本 奈央 健康マネジメント研究科 修士課程(修了生) 野末 聖香 研究会、福田 紀子 研究会

一般

A20
AI問診票導入等による満足度の変化～SクリニックにおけるCS調査とES調査
佐村 紫帆 看護医療学部3年 山内 慶太 研究会

一般

B01
地域の居場所さっちゃんち活動報告
櫻井 純子 健康マネジメント研究科 博士課程 杉山 大典 研究会

活動報告

B02
性教育におけるドラマの有効性～「17.3 about a sex」で中高生に性知識を届ける
中島 梨乃 総合政策学部2年 秋山 美紀 研究会

活動報告

B03
熱ストレスからの回復過程における大腸菌遺伝子発現のシステム生物学的解析
黄 沐陽 環境情報学部3年 金井 昭夫 研究会

活動報告

B04
mare sports camp：新しい知的障害者スポーツの形
小松 えり 政策・メディア研究科 修士課程 東海林 祐子 研究会

活動報告

B05
KEIO SFC REVIEW2020の活動報告
山田 璃々子 環境情報学部2年 【団体】SFC REVIEW

活動報告

B06
Covid-19禍における葬送儀礼
前田 陽汰 総合政策学部2年 清水 唯一朗 研究会

活動報告

B07
日本におけるMaaSオペレーターの現在地と第4段階への道程
永田 右京 総合政策学部3年 古谷 知之 研究会

活動報告

B08
Emergency Space: Online Fan Community Space-Making during COVID-19
Estelle Rust 政策・メディア研究科 博士課程 藤田 護 研究会

活動報告

B09
東京都夢の島熱帯植物館との共同企画展示「アフリカの森」と「秋祭り」
國枝 美佳 総合政策学部 専任講師 【団体】慶應義塾大学SFCアフリカ研究会

活動報告

B10
『身体』『心』『社会』の健康を科学する
内藤 泰宏 環境情報学部・教授 【団体】SFC教員・健康科学グループ

活動報告

B11
実験発生学や環境生物学のオンライン学習・活動基盤の構築
儀満 光紀 環境情報学部2年 【団体】SFC実験発生学研究グループ

活動報告

B12
世界各国のムスリムのコロナ禍でのラマダーンの過ごし方
徳山 健輔 総合政策学部4年 【団体】野中葉研究会ムスリム共生プロジェクト

活動報告

B13
歌唱による実行機能向上への効果の検証
齊藤 環 環境情報学部4年 牛山 潤一 研究会

活動報告

B14
書道によってこころを整えるメンタルトレーニングの開発
那珂 朱理 政策・メディア研究科 修士課程 東海林 祐子研究会

活動報告

B15
ほっとする場をつくるー「キッチンカーあったまる」の実践を通して
山田 璃々子 環境情報学部2年 【団体】キッチンカーあったまる

活動報告

2020年度 慶應SFC学会主催 学術交流大会 秋季大会(第18回大会) プログラム・採点シート


