
 

         平成 27年 2月 1日  

報道機関各位 

 

岩手県立大学ソフトウェア情報学部 

卒業研究発表会の開催について 
 

岩手県立大学ソフトウェア情報学部では、2 月 9 日(月)、本学滝沢キャンパス「共通講義棟」におい

て、卒業予定者の卒業研究発表会を開催します。 

発表会では、150 件以上の研究成果の発表が行われます。発表は震災からの復旧・復興にも関連する

「災害と防災」や近年進化が著しい「ITS・自動車」など実学実践志向のテーマを中心に幅広い領域に

ついて行われ、発表内容のテーマごとにセッション形式で行われます。 

地域の方も含め広く研究成果を公表する目的で、当日は外部の方も自由にご参加いただけますので、

事前の周知並びに当日の取材・報道についてよろしくお願いいたします。 

 

記 

1.内容：  

学生がこれまでの学習から発見した課題について研究を行った成果の発表を行います。 

災害と防災、ITS・自動車、人工知能、公共分野や医療・健康分野への応用など幅広い領域につ

いての研究内容となっています。 

地域の方も含め広く研究成果を公表する目的で、ソフトウェア情報学部 webページにおいて研究

発表の要旨を公開している他、当日ご来場の方には卒業論文要旨集を配布する予定です。 

2.開催期日：平成 27年 2月 9日(月) 9:10〜17:40 

3.会  場：岩手県立大学 共通講義棟 

      岩手県滝沢市巣子 152-52 

4.関連 URL： 

卒業論文要旨掲載ページ  http://sotsuron.sd.soft.iwate-pu.ac.jp/outside/ 

ソフトウェア情報学部 webページ http://www.soft.iwate-pu.ac.jp/ 

岩手県立大学 webページ  http://www.iwate-pu.ac.jp/ 

 

※詳細は資料をご覧ください 

                                                

＜本件の問い合わせ先＞  岩手県立大学ソフトウェア情報学部 教務委員会・卒業研究担当 

    講師 今井信太郎，鈴木彰真，山田敬三 

    電話：019-694-2500（学部代表） 

 Email: sotsuron@sd.soft.iwate-pu.ac.jp 

       

〒020-0693 岩手県滝沢市巣子 152-52 www.iwate-pu.ac.jp/ 

企画広報グループ TEL019-695-2005 
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