
 

氏 名 角田 均 （TSUNODA Hitoshi） 

所 属 ソフトウェア情報学部ソフトウェア情報学科 

職 種 教授 

生年月日 1965 年 2 月 4 日 

[履 歴] 

 [学 歴] 

  1989 年 3 月 大阪市立大学理学部卒業 

  1991 年 3 月 大阪市立大学大学院前期博士課程終了 

  1994 年 3 月 大阪市立大学大学院後期博士課程単位取得退学 

  1994 年 4 月 大阪大学核物理研究センター研究員 

 [学 位] 

  1995年 9月 博士（理学） 大阪市立大学 

 [職 歴] 

  1995 年 4 月 大阪大学核物理研究センター非常勤講師 
  1996 年 4 月 青森大学工学部情報システム工学科助手 
  2003 年 4 月 青森大学工学部情報システム工学科講師 
  2004 年 4 月 青森大学ソフトウェア情報学部ソフトウェア情報学科講師 
  2006 年 4 月 青森大学ソフトウェア情報学部ソフトウェア情報学科助教授 
  2007 年 4 月 青森大学ソフトウェア情報学部ソフトウェア情報学科准教授 
  2013 年 4 月 青森大学ソフトウェア情報学部ソフトウェア情報学科教授 
 [受 賞] 

  特記事項なし 

[所属学会] 

日本物理学会、情報処理学会、リモートセンシング学会、写真測量学会、芸術科学

会、水環境学会 

[教育活動] 

 [担当科目] 

  ソフトウェア情報学部：プログラミング演習 I、プログラミング演習 II、情報リ

テラシー、ソフトウェア情報学基礎ゼミナール A、ソフトウェア情報

学基礎ゼミナール B、コンピュータネットワーク、地域参画実習 A、

地域参画実習 B、データベース、創作ゼミナール I、創作ゼミナール 

II、卒業研究 

全学: 人間と文化 

[卒業研究指導] 

  2017年度 3名 



  2018年度 5名 

  2019年度 2名 

  2020年度 3名 

  2021年度 4名 

 

 [ゼミ指導] 

ソフトウェア情報学部学習アドバイザ として 1年生 16名、2 年生 3名、3 年生 11

名、4年生 4名を担当 

  [教育指導に関する特記事項] 

1. 学部のプログラミング教育の再構成と学生のプログラミング能力向上を目指

して、1～2 年生の中心科目として「プログラミングワークショップ 

I,II,III,IV」を提案、2007年度から実施。入学時より 2 年間、週 2 回ずつ、

少人数のゼミ形式やグループワークを積極的に取り入れて、プログラミング教

育の質向上を目指す。 

2. 大学入学時における導入教育として、入学直後の最初の 1 週間の専門科目の 

1 コマ目すべてを使った初年次教育の取り組みを提案、2008 年度から実施。

最初のタイミングでの学習意欲の向上や、グループワークによるコミュニケー

ション能力の向上を目指すとともに、学生同士、または教員との交流を深める

ことで孤立化やドロップアウトを防ぐことを目的とする。 

3. 地理情報システムや Webシステムの研究、初心者向けのプログラミングセミナ

や Android開発講座の運営を通じて、学内の学生だけでなく県内の高校生や中

学生、さらに一般市民に対しても情報技術の魅力を伝える取り組みを実施、ま

たそれを学部での学生教育にフィードバックさせることに取り組む。ワープロ

+表計算+プレゼンツールの道具教育ではない、本来の情報教育の重要性につい

て、学内外に発信する取り組みを行う。 

4. 和島とともに創作ゼミナール（3 年生）と卒業研究（4 年生）を 2研究室合同

で実施、学生間の交流を活性化させるとともに、プロジェクトベースの研究に

よって成果の高度化をはかる。また複数担当者による学生ケアの充実に取り組

む。 

[研究活動] 

 [研究テーマ] 

（１） デジタルコンテンツに関する研究 

（２） 地理情報システムに関する研究 

（３） Webシステム・モバイルシステムに関する研究 

（４） プログラミング教育に関する研究 

[著書、論文、総説] 



1. “斜め写真の画像データ処理と活用に関する研究”, 角田均・和島茂, 青森大

学研究紀要第 37巻第 3号(2015年 2月). 

2. “学生のセルフ・マネジメントのためのゲーミフィケーション・プラットフォ

ーム AOCa の設計と実装”, 小久保温・角田均・伊藤匠・織田将史・三上絢佳・

今北斗・柏谷至・工藤雅世・坂田令, 青森大学総合研究所紀要(2015.3.31). 

[学会発表] 

1. “水環境の観察記録を公開するウェブ・アプリケーションの開発”, 工藤誠也・澤田

洋二・小久保温・角田均・三上一, 平成28年度第6回情報処理学会東北支部研究会, 

弘前大学 (2017/02/20) 

2. “水環境健全性指標活用のためのWebアプリの開発”, 澤田洋二・工藤誠也・小久保

温・角田均・三上一, 第51回日本水環境学会年会, 熊本大学 (2017/03/15) 

3. “発達障がいを持つ子供の生活支援のためのWeb+Androidシステム”, 新宅伸啓・加

藤秀斗・角田均・小久保温・田中志子・工藤雅世・坂田令, 情報処理学会第79回

全国大会, 名古屋大学 (2017/03/17) 

4. “水しるべ調査の普及を推進するWebアプリの開発”,工藤誠也・三浦光・角田均, 第

5回日本水環境学会東北支部研究発表会, 東北大学 (2018/01/27) 

5. “SNSを応用した発達障害児のためのアプリ開発”, 加藤秀斗・梅原稜・角田均・田

中志子・工藤雅世・小久保温, 平成29年度第6回情報処理学会東北支部研究会, 弘

前大学 (2017/02/17) 

6.  “発達障害を持つ児童の生活支援のための SNS 的アプリケーション”, 梅原稜・加

藤秀斗・角田均・田中志子・工藤雅世・小久保温・坂田令・坂本知英, 情報処理

学会第80回全国大会, 早稲田大学 (2018/03/14) 

7. “水環境健全性指標普及のためのインターネット対応Webアプリの運用と検証”, 

三浦光・工藤誠也・角田均・小久保温・三上一, 第51回日本水環境学会年会, 北海

道大学 (2018/03/15) 

8. “SNSアプリケーションによる発達障害児の生活支援システム”, 梅原稜,加藤秀斗,

角田均,田中志子,工藤雅世(青森大学),小久保温(八戸工業大学),坂田令,坂本知英(株

式会社リンクステーション), 平成29年度第4回芸術科学会東北支部研究会, ワ・ラ

ッセ(青森市)(2018/03/30) 

9. “定点観測画像データベースを利用した観光コンテンツ制作”, 滝吉由麻, 舘田真純, 

山崎駿, 角田均, 平成29年度第4回芸術科学会東北支部研究会, ワ・ラッセ(青森市) 

(2018/03/30) 

10. “実店舗を対象とするWebマーケティングの実践研究”, 高橋実久, 蝦名寛希, 角

田均 , 平成 29年度第 4回芸術科学会東北支部研究会 , ワ・ラッセ (青森

市)(2018/03/30) 



11. “Webアプリによる水辺のすこやかさ指標調査成果の共有と活用”, 角田均,三浦光,

北谷優典,三上奈緒,他, 第53回日本蜜環境学会年会, 山梨大学( 2019/03/09) 

12. “水環境研究のためのWebアプリケーション開発”, 北谷優典,角田均,三浦光,三上

奈緒,他, 情報処理学会第81回全国大会, 福岡大学(2019/03/16) 

13. “グループ向けの生活習慣管理アプリケーション”, 三上奈緒,角田均,梅原稜,北谷

優典,田中志子,工藤雅世,他, 情報処理学会第81回全国大会, 福岡大学(2019/03/14) 

14. “水辺のすこやかさ指標調査のデータベース構築と公開”, 角田均,北谷優典,大坂

稜弥,他, 第54回日本蜜環境学会年会, 岩手大学( 2020/03/17) 

 
[その他の活動] 

[公開講座、講演、セミナー] 

1. 角田均, 「データの分析と処理〜科学研究に必要な統計学〜」, 平成 29 年度

弘前南高校 SSH特別授業, 2017 年 7月 20日(弘前南高校) 

2. 角田均, 「情報セキュリティの基本」, 青森県警察サーバーセキュリティ対策

テクニカルアドバイザー委嘱記念公演, 2017 年 7 月 27 日（青森県社会教育セ

ンター） 

3. 角田均, 「サイバーセキュリティ人材の育成について」, 青森県サイバーテロ

対策協議会第 8回総会講演, 2017年 10月 18日（青森県警察本部） 

4. 角田均, 「地域連携による研究プロジェクト紹介」,イノベーションネットワ

ークあおもり平成 29年度第 5回タスクフォース, 2017 年 12月 11日（青森県

庁） 

5. “水環境健全性指標のための情報共有プラットフォームの機能検証”, 2017

年度 水環境学会東北支部 第 4回「水辺のすこやかさ指標」ワークショップ, 東

北工業大学一番町ロビー(2018/03/06) 

6. “東北支部における水環境健全性指標のための情報共有プラットフォームの

取り組み”, 角田均,三浦光,北谷優典,三上奈緒,他, 公開シンポジウム「水辺

のすこやかさ指標のさらなる普及へ向けて」日本大学(2018/11/30) 

7. 角田均, 「データの分析と処理〜科学研究に必要な統計学〜」, 令和元年度弘

前南高校 SSH特別授業, 2019年 7月 3日(弘前南高校) 

8. 角田均, 「Java言語を利用したゲームアプリケーションソフトウェアの開発」, 

黒石商業高校特別授業, 2019年 8月 28-30 日(黒石商業高校) 

9. 角田均, 「最新 Webマーケティングの手法」, 弘前実業高校情報処理科特別授

業, 2019年 12月 13日(弘前実業高校) 

10. “水辺のすこやかさ指標プラットフォーム Webアプリ(開発と現状)”, 角田均, 

2019年度日本水環境学会東北支部第 6回「水辺のすこやかさ指標」ワークショ

ップ, 東北工業大学一番町ロビー(2019/12/24) 



11. 弘前南高校 SSHクラス向け特別授業「データの分析と処理 科学研究に必要な

統計学」(2020/08/26) 

12. 令和 2年度東北地区 SSH教員報告会「新しい時代の学校の姿を考える〜オンラ

イン授業とリモートワークの実践経験を通じて感じたこと〜」(2020/10/10) 

13. 角田均,「オンライン授業の実施検証と応用研究」, 2020 年度青森大学教育研

究プロジェクト中間報告(2020/12/14) 

14. 令和 2 年度青森大学付属総合研究所シンポジウム「IT の描く未来」

(2021/02/19) 

15. 角田均,「みずしるべ調査成果共有プラットフォームの運用と活用」，2020年度

日本水環境学会東北支部第 7 回「水辺のすこやかさ指標」ワークショップ

(2021/03/26) 

 

[学内各種委員] 

教務委員会(2010年 － 2016年、委員)(2017 − 2018 年、委員長) 

情報・IT 委員会(2010年 － 2018年、副委員長)(2019年、委員) 

FD 委員会(2013年 － 2016年、副委員長)(2017年 – 2019年、委員)  
情報化推進センター(2020 年、センター長) 

 


