
多摩キャンパスから、
千代田キャンパスへ移転

2016年４月入学生は、１～２年次は多摩キャンパス、
3～４年次は千代田キャンパスで履修します。
2017年 4月以降の入学生は、１～４年次 

までを千代田キャンパスで
履修します。

2016 年 9月（予定）
千代田校H棟オープン！

New !
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情報を活用するスキルを磨き
豊かな社会をデザインする
情報に携わる人の役割は、情報を私たちの社会に有効に生かすこと。
そのために情報や情報処理の基本的な知識を十分に修得し、
実社会で役立つ情報デザイン能力を養います。

　情報をわかりやすく正確に伝えるには、人が情報をどのように理解するかを知り、
目的に合わせて表現することが大切です。情報デザイン専攻では、人や社会のた
めに情報技術を適切に利用・デザインできる人材の育成をめざしています。いま情
報社会では、生活者の視点をしっかり感じ取る女性の感性が強く求められています。
情報のデザイン力を養成するため、「わかる」から「できる」へと皆さんを導きます。
　情報技術が「わかる」ためには、コンピュータやネットワークなどの仕組み
や基礎理論を学びます。情報デザインが「わかる」ためには、人と人とのコミュ
ニケーション、人とモノとの情報を介しての関係性などを、認知科学や社会
学を通して学びます。
　情報技術が「できる」とは、やりたいことをコンピュータが理解できるプロ
グラムという形に具体化できることを意味します。高度なプログラミングが可
能な JavaScriptとＣ言語の基礎と応用およびオブジェクト指向言語を学び、
マルチメディア処理やネットワークプログラミング、データベース、Webプロ
グラミングなどの応用力と実践力を身につけます。
　専攻では少人数で学習するゼミナールを設けています。人間の感性、図形
認識能力、メディアアート、知的活動の仕組みや学びと情報などの人間を中
心としたテーマや、シミュレーション技術、ロボット制御、アプリケーション
開発などの情報処理の応用をテーマとして研究しているゼミナールがあります。
　世の中が求めるのは、社会の変化に主体的に対応できる能力、すなわち、
自ら問題を発見し、解決する能力を身につけた人材と本専攻は考えています。
４年後の皆さんはこのような人材になれる素養を備えています。本専攻を卒
業した多くの先輩たちは、情報系専門職、映像やCGクリエーター、情報教
育など、社会の第一線で活躍しています。是非、情報デザイン専攻で将来の
可能性を広げて下さい。

入学定員　100 名
編入学定員（3年次）　10 名

求める学生像
○情報システムのデザインに関心のある人
○情報を効率的にたやすく使えるようデザインすることに関心のある人 
○ 大学で学んだことを活かして、
①SE、プログラマー、ネットワークエンジニア、カスタマーエンジニア
②映像・Web・グラフィックス・マルチメディア系のデザイン、企画、制作、プロデュー
スをする人
③教員、企業内教育者、コンピュータインストラクター、教材クリエーターなど
教育に携わる人として活躍したい人
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学生作品・卒業研究紹介（上から）
リアルタイムに音楽に反応して光る衣装
Kinectセンサを使ったサッカーゲーム開発
ジェットコースターの３DCGアニメーション
AR作品「Cooking」（電脳メガネARアプリコンテスト
受賞作品）
OpenFrameworksによる顔認識コンテンツの開発
プロジェクションマッピングによるお菓子の家
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Webプログラミング I

Webサイトはさまざまな技術に支えられており、デザ
インするためにはそれらの特徴や機能を理解する必
要があります。ここではユーザーの入力や反応に応じ
て表示結果が変わる動的なプログラミング技術を習
得するとともに、Webサイト制作を支援するさまざま
なツールやフレームワークについて学んでいきます。

プログラミング入門

はじめてプログラミングを学ぶ 1年生向けの授業です。
図形やアニメーションを描きながら、楽しくプログラミ
ングを学ぶことができるProcessingという言語でゲー
ムを制作し、最後に各自が作品をWebサーバにアッ
プロードして、プレゼンテーションを行います。教員と
学生による投票で優秀作品の選出も行っています。

デジタルコンテンツ応用

自らテーマを決め、企画立案から、撮影、編集まで、映
像制作の共通ワークフローを体験します。機器操作やカ
メラワーク、照明や音声の演出、映像編集のテクニック
を習得し、情報発信者としての視点を身につけます。ま
た、チームによる作品制作やプレゼンテーションを通し
て、作業分担、スケジュール管理なども学びます。

学びのステップ
「情報基礎」「システムコア」「デザインコア」、
３つの学びを多様な専門性をもつ教員が
サポートします。

システムコア

デザインコア

情報基礎

　　　年次　基礎技術を習得

広い教養と実践的な英語能力を養うとともに、情
報社会全般に関する基本的な考え方と情報リテラ
シーの基礎技術を学習します。

情報処理原論／プログラミング入門／情報デザイン基礎演
習／情報数学 A／デザイン論及び演習 I・II など

1

Curriculum

市村 哲｜ Satoshi Ichimura ｜教授　Web システム、コラボレーション
落合 友四郎｜ Tomoshiro Ochiai ｜准教授　情報学、物理学、経済物理学
小野 茂｜ Shigeru Ono ｜教授　産業組織論とその応用・情報基礎科学
炭谷 晃男｜ Akio Sumitani ｜教授　メディア・情報社会学
高野 成彦｜Narihiko Takano ｜准教授　教育学
田丸 直幸｜Naoyuki Tamaru ｜教授　推定論、制御工学
堤 江美子｜ Emiko Tsutsumi ｜教授　図学
中野 希大｜Kidai Nakano ｜専任講師　映像・写真表現、メディアデザイン
原田 龍二｜ Ryuji Harada ｜教授　音韻論
藤村 考｜ Ko Fujimura ｜教授　データマイニング、情報可視化
本郷 建｜ Takeshi Hongo ｜教授　情報教育、情報科学
松田 晃一｜Matsuda Kouichi ｜教授　コンピュータヒューマンインタラクション、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユーザエクスペリエンス

松本 直樹｜Naoki Matsumoto ｜准教授　図書館情報学
宮﨑 美智子｜Michiko Miyazaki ｜専任講師　認知科学、発達心理学

　「情報基礎」は情報システムや情報デザインに関する基礎的な視点や技法
を学習する科目群、「システムコア」は設計したものを現実の形にする力を養
う科目群、「デザインコア」は情報を目的に沿って設計・表現する力を養う科
目群。情報デザイン専攻では、学生各自の進路にあわせてこれらの科目群
から自由に科目を選択履修します。また2つのコアが両輪となって、情報を
目的に合わせて分析、設計、構築、表現する力が育成されます。
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スマートデバイス論

スマートフォンは本体を横にすると画面も横になり、通
話時に耳もとに移動すると画面が暗くなります。これら
は、センサとコンピュータ技術によるものです。本講義
では、この技術を基礎に、実世界に存在する、さまざ
まな機器や装置が「知的（スマート）」に振る舞うことを
可能にする技術を幅広く扱い、その習得を目指します。

コンピュータ・グラフィックス II

図形やアニメーションを3次元空間に作成する表現技
法を理論と実習の両面から習得します。まず、3次元
表現手法を対象にコンピュータ・グラフィックスの基本
的知識を学び、実習では3DCGソフトウェアを用いて
視覚的表現力と技術を実践的に身につけます。最終的
には各自のアニメーション作品の制作にも挑戦します。

感性デザイン及び演習

デザイン分野の調査方法や思考方法を学び、人間の重
要な働きである感性を軸にして、次世代のテクノロジー
とデザインを融合したアイデアやコンセプトを探っていき
ます。いま社会で注目されている様々な課題を取り上げ、
それらをデザインによって解決する提案をグループで考
えます。プロトタイプを制作し、発表がゴールです。

ゼミナール・卒業研究

情報通信技術

情報デザイン

情報教育

などの世界で活躍

思考力

実行力

表現力

コミュニ
ケーション

力

　　　年次　さらに基礎を固める
プログラミングと数学的思考能力を中心として、
情報システムと情報デザインの学習に必要な基礎
固めを行います。

情報数学 I・II ／プログラミングの基礎／プログラミング基
礎演習／プログラミング論及び演習／クリエイティブ思考法
／情報処理機器概論／統計処理及び演習／応用統計論及
び演習／オフィスマネジメント論 I・II ／情報ネットワーク論
及び実習 I・II ／情報管理／シミュレーション論／認知科学
／デジタルコンテンツ／インタフェースデザイン論／デジタル
コンテンツ応用／マルチメディア論及び実習 I・II など

　　　年次　専門知識と応用力

情報処理・デザインに関するより実践的な課題解決
力を養いつつ、少人数教育のゼミナールで、卒業研
究を意識して専門的知識と応用力を身につけます。

情報システム論及び実習 I・II／社会情報学ゼミナール I・II
／数値計算論／スマートデバイス論／ニューメディア論 I・II／
経営情報システム論／アルゴリズム論及び演習 I・II／情報処
理応用論及び演習／応用プログラミング論及び演習 I・II／オ
ブジェクト指向プログラミング論及び演習 I・II／Webプログ
ラミング I・II／感性デザイン及び演習／ウエブデザイン／音声・
音響デザイン／コンピュータグラフィクスI・II／画像情報処理
論及び演習 I・IIなど

　　　年次　卒業研究に取り組む

これまでに培った情報デザインの知識や技術に基
づいて卒業研究に取り組み、４年間の学びの総
仕上げを行います。

社会情報学ゼミナール III・IV／卒業研究など

● 必修科目
● 情報基礎科目群（選択科目）
● システムコア科目群（選択科目）
● デザインコア科目群（選択科目）

※情報デザイン専攻のカリキュラムは、ここに記載した「専門教育科目」の他に、「全学共通科目」「学部共通科目」、資格等を取得するための「諸過程科目」などから構成されています。

2 3 4
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　人間関係に始まり、インターネット、生物、経
済ネットワークに至るまで、多数の要素がダイナ
ミカルに相互作用をしているとみなせるシステム
は数多く存在しています。自分の周りの人間関係
も、時と共に友人関係も変わり、友人の数も変
化していきます。ゼミなどでは、このような多数
の要素で構成されている複雑なシステムを、統
計的手法を用いて研究しています。特に、経済・
金融システムも、ある種の複雑系システムと考
えることができ、データマイニングを主たる手段
として、実証的な研究をしています。データから、

左　複雑系ネットワークの一種である航空
路ネットワークを表す。点は、成田空港な
どの空港を表し、２点を結んでいる線は航
空路を表す。

右　透明マントを通過する光（電磁波）
の振る舞いのシミュレーション。

企業による価値創造のプロセス
企業活動は価値創造から始ま
ります。その価値は市場を通し
て競合や顧客によって解釈され、
様々な反応を引き起こします。
企業はその反応を受けて活動を
修正します。このようなプロセス
を経て産業は成長していきます。

NTTドコモとソフトバンクのマー
ケットシェア推移
NTTドコモとソフトバンクのマーケッ
トシェアを確率モデルを使って記
述したものです。マーケットシェア
が何時どのように推移しているのか、
なぜその時期にそのような変化をす
るのかなどが研究の対象です。

落合 友四郎｜ Tomoshiro Ochiai ｜准教授
情報学、物理学、経済物理学

小野 茂｜ Shigeru Ono ｜教授
産業組織論とその応用・情報基礎科学

産業毎に形成される必然的な特徴を見つける

多数の要素がダイナミカルに相互作用している

　私達の社会は経済活動で囲まれています。皆
さんが利用される携帯機器や良く行かれるテーマ
パークなども経済活動の成果として生み出された
ものです。これらの成果物は特定の時期に特定
の価格で販売されています。それは何故でしょう
か。製品は何もないところからは生み出されませ
ん。上記の疑問に答えるにはそれぞれに固有の
発展経緯を知る必要があります。我々は、産業

の発展過程を企業間関係の視点から分析・評価
する研究を行っています。そこで得られた知見を
企業戦略や産業政策へ生かすことを目的としてい
ます。産業の発展は一企業だけを見て語ること
はできません。企業間関係には競争と協調の両
面があり、そこに現れる企業間のパワーバランス、
技術や制度・規制、そして最も大切な需要の変
化などを考慮する必要があります。産業毎に形成

される必然的な特徴を見つけることは皆さんが社
会に出られてからも役に立つことだと思います。
　ゼミナールでは、産業組織を記述するための
モデルと、モデル検証するための統計的手法な
どを勉強します。卒業研究では、勉強した理論
をもとに、独自の課題を設定して論文をまとめま
す。課題設定力と課題解決力の育成を主眼にお
いています。

思いもよらない面白い知見が発見されることもた
びたびあり、面白い分野です。
　また、最近、盛んに研究・開発されている人
工素材であるメタマテリアルを用いることにより、
いわゆる「ハリーポッター」の透明マントの実現
可能性が高まっています。この透明マントの物理
学を、電磁気学理論を用いて研究をしています。
　大学生活では、自分が熱中できるものを発見
できる機会がたくさんあります。自分の得意なも
のを伸ばし、そして皆さんが情熱を注ぎ込める
ものを見つけられるように応援します。

01
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　研究テーマとして「予測」や「推定」を取り上
げ、それらに関する問題をプログラミングによるシ
ミュレーションあるいは実験により検証していま
す。例えば、携帯電話において周囲雑音が混入
した音声から人の音声のみを推定するノイズ除去
法、デジタルカメラで撮影した写真のボケやコント
ラスト不足などの改善法などを研究しています。さ
らに、レゴブロックでおなじみのレゴ社のロボッ
トMindstormsを使用して、カラーセンサや超音
波センサを用いた障害物の検出、ロボットの走行
制御などの研究も行っています。また、ゼミの３、４

　多摩ニュータウンという地域に関心を持っていま
す。多摩ニュータウンは高度経済成長期の東京一
極集中の中で、勤労者のための安価で住みよい住
宅都市建設のために国策として構想され、推進さ
れてきた実験都市です。この地域は居住開始から
40年が経過し、インフラ整備の老朽化というハー
ド面と、少子・高齢化社会に対応できていないと
いうソフト面の問題が指摘されています。ニュータ
ウンの再生とそこで果たす地域メデイアの役割に関
心を持っています。しかし、数年前にあったコミュ

年生有志がこのロボットを使用した全国的なロボ
コンに、ここ数年間毎年参加しています。学生た
ちは競技会の２ヶ月位前から準備を始め、直前に
は走行プログラムの修正などで夜遅くまで大学に
残って調整していました。昨年は初めて難所（段
差の走行）をクリアし、立派な結果を残しています。
このコンテストに参加したことで、成功したときの
大きな達成感を得ると共に、企画力、コミュニケー
ション力、実行力、プログラム開発能力などが一
段と向上しました。また、会場には卒業生も応援
に駆けつけ、新旧ゼミ学生間の強い絆を感じました。

ニティＦＭもなくなり、4市の行政域にまたがるメ
ディアの役割が強く求められています。
　実社会は多様な世代の集合体です。学生には多
様な世代の人との交流をしてもらいたいです。また、
知識も本や講義、ネットからだけではなく、現実
的な課題として取り組むことを薦めます。現実的な
課題を解決しようとするとき、さまざまな知識が
必要になります。そこからほんとうの学習が始まり
ます。生きた現実のフィールドの中で、知識を学び、
解決を模索する「知の循環」に挑戦して下さい。

左　高齢者のための携帯電話教室
2014 年 1月30日（愛宕かえで館）

右　子ども記者講座
2014 年 8月26、28、30日
多摩市長インタビュー取材（多摩
市役所）

競技会前の調整の様子
ロボコン競技会ではコース上に各種難所が用意されてお
り、その１種の段差難所を２輪型ロボットが走行してい
る写真。段差の向こう側に倒れずに降りられたらボーナ
ス点を獲得。本番でもこの難所は成功。

炭谷 晃男｜ Akio Sumitani ｜教授
メディア・情報社会学

田丸 直幸｜Naoyuki Tamaru ｜教授
推定論、制御工学

ロボットコンテストで大きな達成感を得る

地域メディアの役割が求められている01

04
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　ゼミではCG表現、人体、形、図、空間認識、
女子などをキーワードに学生と勉強しています。た
とえば化粧を3D錯視という視点でとらえて分析し
たり、拡張現実を利用して仮想研究室訪問コンテ
ンツを作ったり。「こと」、「もの」、「ひと」に関わる
情報をCG技術を使って分かりやすくデザインする、
あるいは、ゲームの形で楽しめるアプリとして表現
するなどの手法を通して卒業研究に仕上げています。
その準備として3年次には3Dアニメーションなど
のコンテンツ作成や、Webページでいろいろなア
クションを起こすためのプログラムミングの基礎な

左　化粧による印象と錯視（卒業研究）
本学学生 18 名の平均顔（左図）に、ミュ
ラー・リヤー錯視とへリング錯視を用いて、
目が大きく見えるようにアイラインとアイ
シャドー、マスカラを施した（右図）。
右　拡張現実を用いた研究室訪問（卒業研究）
3DCGとスマートフォンを使用して、研究
室の表札を利用した拡張現実アプリケー
ションを作成した。表札にスマートフォ
ンをかざすと、その研究室の教員とプロ
フィールが浮かび上がる。

学生間で技術共有される作品例

左　プロジェクションマッピン
グによるプライベート空間の演
出とその活用についての提案

右　飲食店で席に座り、メ
ニューをとるとテーブルにおす
すめが表示されるインタラク
ティブなデザイン

堤 江美子｜ Emiko Tsutsumi ｜教授
図学

中野 希大｜Kidai Nakano ｜専任講師
映像・写真表現、メディアデザイン

オープンな未来社会の到来に向けて

ゼミで強調されるのは「想像力」と「創造力」

　ネットワークの発展とともに、経験的スキルの交
換・共有化がはじまっています。料理から宇宙ロケッ
トまで、ほぼあらゆるものの作り方について自由に
情報交換できる「オープンな場」が次々に生まれ
ています。また、安価な3Dプリンタなどの登場で、
アイデアさえあれば個人レベルでも高度な「実用品」
をつくることができる時代になりました。これらは
全てデジタル技術の発展によるものです。このよう
に、それまで一部の技術者やデザイナーだけが持っ
ていた特殊な技術と一般の人々が結ばれ、ものづ
くりの主体が変わると、その活用方法も様 に々変化

します。映像作品の二次利用、商店街でのプロジェ
クションマッピング、レーザー加工による自作アク
セサリのネット販売など、自分たちで出来事や仕事
をつくって楽しむという考え方も生まれ、企業もこ
うした新たなデザインの動向に注目しています。
　デザイン行為がいっそうオープンになる未来社会
の到来に向けて、学生には、横断的な知識を束ね
ていく力、答えを求めるのではなく新しい答えを自
らつくりだす姿勢、問題の本質をとらえて解決策を
しっかりと構築する能力、自分の分野を広げて提
案する柔軟性を身につけてほしいと考えています。

どを学びます。昨年は1ヵ月かけて独自の簡単な３
Dゲームを作成し、合宿で披露し合いました。この
ような学習は単なるスキルの取得では成し得ません。
日頃から、自分と社会とのかかわり方を意識しなけ
れば、自分なりの表現力は出てこないのです。そこ
でゼミで強調されるのは「想像力」と「創造力」です。
たとえば、化粧をコミュニケーション技術として考
えてみる、というような発想が大切なのです。受け
身の態度ではなかなか培うことができない想像す
る力、何かに気づく力を身につけ、創造する力に転
換していく場が、このゼミナールなのです。
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　このゼミでの仕事は、「ことば」をこだわりをもっ
て観察することです。どんな疑問でもみんなで出し
合って、それを整理してみます。「なぜ」に対して答
えが見つかることもありますし、見つからなくても、
整理すると言葉の不思議に一歩近づけます。
　今は「あいさつプロジェクト」という仕事をしています。
自分たちがどんな挨拶をしているのかを整理します。そ
うすると実に多くのいいまわしと、場合分けが必要なこ
とが分かります。時間、年齢、性別、職業、場所、親
しさの度合い、先生、家族以外か。みなさん、友達に
「こんにちは」と言いますか。先生には何と挨拶してい
ますか。朝、近所の人に「行ってらっしゃい」と言われ
たとき何と返しますか。家族でないので「行ってきます」
はちょっと変？ でも、無視はなしですよ。私は午後3
時に学生から「おはようございます」といわれるのはい
やです。これは単に好き嫌い？ 学生が先生に「お疲れ
様」と言って帰るのはNG？ では何といえば良いか。
　最後に。このページの中で、「言語」「ことば」「言葉」
と同じものを違う言い方や文字で表しています。そもそ
も何で３つもあるのか。おっと！  「３つ」「三つ」「3個」？？？

　スマートフォンやSNSをはじめとする情報技
術の進歩により、人と人が常につながり、膨大
な情報を共有できるようになりました。このよう
な情報技術の発展は、情報通信業だけではな
く、広告、出版、食品、製薬、金融、医療な
ど、あらゆる産業分野に大きな変化をもたらして
います。今まで人手で処理してきた多くの仕事が
コンピュータやロボットに置き換えられ、今まで
より、はるかに効率的かつ低コストで行われるよ
うになったからです。このような社会では、「情報
をどう表現し、人に伝えるか」ということがます

ます重要な課題となります。これこそが「情報デ
ザイン」が取り組んでいる課題です。情報デザイ
ンでは、プログラミングやウェブなどの情報技術と、
人間の感性に働きかける芸術的な手法を学びます。
イラストやデザインに関心がある人は、プログラミ
ングを学ぶことで、上で述べたあらゆる産業で活
躍できるようになります。例えば、化粧品会社では、
従来、化学や生物を学んだ人が多く活躍していま
したが、これからは、お化粧を支援するアプリな
どを通じて消費者とつながるシステムをデザインで
きる人材が求められるようになるでしょう。

「子」がつく名前の割合　大妻学院卒業者
「子」がつく名前は激減している。3%とは 40人のクラスに
約1人という割合。昭和時代は4人いたら3人が○○子だっ
た。歴史的に「子」は高貴な名前だった。それをみんなが
まねしてはやったということ。

○○美さんと○○子さんを比較すると「子」がトップ
今でも終りの字で一番多いのが「子」、その次が「美」な
のです。「子」はトップの座を譲ったことがありません。昔
が多すぎたのですね。同じことでも見かたを変えると異なっ
て見える。情報分析に一番大切なことです。
※女性名の移り変わりの調査100年、14万人を調べてみたら（2014年度卒論から）

3 軸加速度センサによるジェネラティブミュージック
手袋に 3 軸加速度センサを縫込み、手袋の動きを取
得し、その動きから音楽と映像をリアルタイムで生成

原田 龍二｜ Ryuji Harada ｜教授
音韻論

藤村 考｜ Ko Fujimura ｜教授（専攻主任）
データマイニング、情報可視化

オープンな未来社会の到来に向けて 「情報」をどのように「デザイン」しますか？

整理すると言葉の不思議に一歩近づける 07
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　私たちはスマートフォンやインターネットなどの
人工物に囲まれ、かつて経験したことのない情報
環境のもとで生活しています。情報環境の変化は、
社会のあらゆるものへ影響を及ぼしています。ここ
で立ち止まって考えてみましょう。社会を構成して
いる要素は私たち一人ひとりの人間です。人間は
学ぶことにより成長し、新たな人工物を作り出しま
す。その人間が考え出した人工物により私たちは
多大な影響を受けています。それは人として最も
重要な “学ぶ ”“考える”という行為や方法そのも
のを変化させます。当研究室は、このような社会

左　アルゴリズムの可視化教材
迷路脱出問題は、コンピュータアルゴリズ
ムの代表的な教材です。エージェントが左
上の入り口から右下の出口へ至る経路を試
行錯誤しながら探し出す様子を可視化し、
アルゴリズムの理解を支援します。

右　サーバサイドプログラミングの作品例
インターネットでは大量の情報がサーバで
受け取られ、処理・発信されます。その
仕組みはサーバサイドプログラムによって
行われます。学生はこの技術を身につけ、
自作サイトを構築する。

情報をブラウジングするアプリケーション用に開発され
た新しい３次元ユーザインタフェースの例。これまでの
２次元ではなく、画面の奥行き方向を利用している。

「遊んでいる人だけでなく、そのゲームを遊んでいる人を周
りで見ている人も楽しい」をコンセプトにデザインされた
ゲームの例。スマホでデザインされ、身体全体を使って遊ぶ。

本郷 建｜ Takeshi Hongo ｜教授
情報教育、情報科学

松田 晃一｜Matsuda Kouichi ｜教授
コンピュータヒューマンインタラクション、ユーザエクスペリエンス

生活を変える新しいコンピュータの使い方とそのデザイン

“学ぶ”“考える”という行為や方法が変化する

　研究室では、「少し楽しい」「少し面白い」「少し
便利」「少し新しい」という4つのキーワードをテー
マに、人とコンピュータとの接し方(インタフェース)
や操作方法 (インタラクション)に関する研究を
行っています。これらのキーワードは「ユーザ体験」
とか「ユーザエクスペリエンス」と呼ばれ、近年多
くの企業で製品開発やサービスで重要視されてき
ています。例えば、iPodや iPhone 等の製品やイ
ンターネットで本の販売を行うAmazonは、ユー
ザ体験の良さで成功したと言われています。スマホ
で人差し指と親指を広げることで写真や地図を拡

大する操作は、このような研究によりそれまでのコ
ンピュータの使い方を変えた象徴的な例です。研
究室では、このような観点から自分達の生活を少
し楽しくしたり、少し面白くしたり、少し便利にし
たり、少し幸せにする新しいコンピュータの使い方、
それを可能とするデザイン(例えばインタフェース
デザイン)やソフトウェアを、スマホやタブレット、
そしてPCなどを使って自分達の手で形にしていく
ことで研究を進めていきます。また、このような研
究の成果を発信していくことで、より多くの人の生
活を4つのキーワードに沿って変容させていきます。

を構成する基本要素である人の「学び」と「メディア」
のかかわりについて研究しています。マルチエージェ
ントモデルは、対象を様々な要素から成り立つシス
テムとして捉え、それを構成する要素の関係性に
注目してモデルを考えます。社会をモデル化するた
めの興味深い道具です。研究室ではこのツールの
活用を研究しています。また近年、各国は新たな
情報教育を再スタートさせています。わが国もこの
ことに注目し、新たな動きが加速しています。次世
代の情報教育の内容を考え、その教材や指導法を
提案することも本研究室のテーマです。
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　１４４０年頃、ドイツのマインツで活版印刷術
がヨハネス・グーテンベルクにより開発されました。
それにより、知識・情報の共有化が進み、社会は
大きく進展したと言われています。今、私たちの周
りでは、知識・情報がデジタル化され、ネットワー
クにより容易に交換されるようになりました。この
ことにより、再び社会が大きく進展しようとしてい

ます。図書館情報学は、これまで、グーテンベル
クが開発した技術をもとに制作されるようになった
図書を収集し、分類蓄積し、人々に提供する図書
館の活動を研究対象としてきました。しかし、近
年、その対象領域は拡大しています。松本ゼミでは、
図書館に関することはもとより，テキスト情報の新
たなデザインと分析の研究も行っています。

　近年、オキュラス・リフト（Oculus rift）を始
めとして、リアルな感覚体験が可能な装置が次々
と開発され、私たちの見聞きする世界を少しず
つ変えています。自宅にいながらジェットコース
ターに乗る、といったことが可能になってきまし
た。そのような新しい感覚体験装置は人の心に
どのような影響を及ぼすでしょうか？本研究室で
は、人が情報をどのように処理するか、そのしく
みとなりたちについて認知科学・発達心理学の
手法を用いて研究をしています。たとえば、3歳
児は 2 秒遅れの自分の映像をどう理解する？赤

ちゃんは目で操作可能なマウスカーソルを思い通
りに操作できる？といった問題に取り組んできま
した。ゼミでは学生自身が赤ちゃん調査の企画・
実施も行います。講義では、認知科学・心理学
の知識を生かし、分かりやすいとはどういうこ
と？文化の違いによってモノの見え方も変わる？
など、情報デザインに役立つ人の心のクセを広く
取り上げ、考えるきっかけになるよう心掛けてい
ます。普段は見過ごしがちな、人の情報処理の
特性に目を向けることで、物事を多角的に見る、
論理的に考える力を養ってもらいたいです。

学校司書の情報交換のネットワーク
ある県における学校図書館に勤務する学
校司書の情報交換のネットワークを表して
いる。社会的なネットワークの一つ。

ラバーハンド錯覚の体験
本物の手とゴム手袋が同時に触られ続けると、ゴ
ム手袋が自分の手のように思えてくる。自分の身
体が自分のものである、という感覚はだまされる。

アイトラッカーを使った赤ちゃん調査
赤ちゃんがマウスカーソルを「自分で操れる」と理解するのは
いつから、どのようにして可能になるのか？赤ちゃんの視線をリ
アルタイムに計測できるアイトラッカーを使って調査している。

松本 直樹｜Naoki Matsumoto ｜准教授
図書館情報学

宮﨑 美智子｜Michiko Miyazaki ｜専任講師
認知科学、発達心理学

感覚体験装置は人の心にどのような影響を及ぼすか

再び社会が大きく進展しようとしている09 11
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進路・卒業生紹介

情報デザイン専攻を卒業する学生のほぼ半数は情報
系専門職につき、金融、生命保険、通信、旅行、電力、
医療、不動産、生活関連などのさまざまな系統の情
報システムに携わっているのが特徴です。

製造　京セラ /本田技研工業 /日本ヒューレット・パッカー
ド /村田製作所 /理想科学工業　
情報通信　NTTソフトウェア /NTTコムウェア /NTTデータ
/ジェイアール東日本情報システム/NECソフト/JALインフォ
テック /第一生命情報システム /鉄道情報システム /テプコ
システムズ /東京海上日動システムズ /東芝情報システム /
パナソニックシステムネットワークス /日立ソリューション
ズ・ネクサス /富士通マーケティング /富士ゼロックス情報
システム /三越伊勢丹システム・ソリューションズ /みずほ
情報総研 /三菱総研DCS/明治安田システム・テクノロジー /
ヤマトシステム開発 /さくら情報システム /JTB情報システム
/日本証券テクノロジー /リコーテクノシステムズ
運輸　全日本空輸 /東日本旅客鉄道　
卸売・小売　NECモバリング /東京エレクトロンデバイス /
興和 /JA三井リースアセット /住商鉄鋼販売
金融・保険　みずほフィナンシャルグループ /三菱ＵＦＪ /
三井住友銀行 /第一生命 /三井生命 /明治安田生命
建設　積水ハウス
生活関連サービス　花王 /JTB首都圏 /楽天 /エン・ジャパン
複合サービス　日本郵便
過去7年間抜粋（順不同）

主な就職先一覧

情報系専門職

49％事務

32％

営業
9％

販売
5％

その他
5%

Career
「情報分野の学びを生かし IT 系企業に就職
今は営業成績１位「新人賞」獲得が目標です」

GMO TECH株式会社
藤原 香 さん
2014 年 3月卒業  岡山県立私立精心女子高等学校出身

　スマートフォンのアプリのプロモーションやアプリ広告の配
信に携わる仕事をしています。営業職のため、提案した案件が
クライアントに採用された時や、「藤原さんに仕事をお願いし
たい」と言っていただけたときは、なにより嬉しくやりがいを
感じます。大学では情報について幅広く学びたいと考え、情報
デザイン専攻を選択しました。学生時代に身につけたPCのス
キルは現在の仕事に大いに役立っています。また、単位互換
制度を利用して他大学の学生とともに学んだことで、自分の視
野をさらに広げることも。今は、日々の業務で着実に成果を出
し続け、同期社員の中で営業成績１位となり、新人賞を獲得
するのが私の目標です。

卒業生は情報デザインの知識と技術を生かし
さまざまな業種で活躍しています
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本田技研工業株式会社
瀧平 美佳 さん
2011年 3月卒業   茨城県立並木高等学校（現 並木中等教育学校）出身

　情報システム部門に所属し、システムの企画・開発・維持
運用を担当しています。大学時代は、C 言語のプログラミン
グに力を入れて取り組み、卒業研究では、「地図情報におけ
る遠隔カメラの制御」をテーマに研究し、粘り強く結果を追
い求める姿勢を身につけることができました。大学で幅広く
情報分野を学び、プログラミングの基礎や考え方を学んだこ
とから、就職してもスムーズに仕事に取り組むことができまし
た。特にシステムの企画や開発の時に全体を見渡すことが必
要とされるため、幅広く学べるカリキュラムは現在の仕事に
役立っています。今後も、よりよいシステムを考えながら業
務を行いたいと考えています。

「情報分野を幅広く学び、身につけた基礎力が
仕事に取り組む確かな力となりました」

「大学時代の学びや情報を自分で調べる姿勢は
今の仕事のベースになっていると実感しています」

LINE株式会社
高山 久美子 さん
2005 年 3月卒業  東京都私立大妻中野高等学校出身

　在学中は情報を視覚的に見せることに興味があり、卒業論文で
は「Webサービスの視覚的ユーザビリティ」について研究しました。
卒業後は、5年ほどホスティングサービスのマーケティング業務に
従事。現在は、LINE株式会社で、韓国のエンターテインメントの
サイト運営に関わるディレクション業務、企画、編集などを担当し
ています。日 、々アクセス数をあげるための調査・分析を繰り返し、
立ち上げ当初、アクセス数が1日2,000ビューしかなかったサイト
が、今では、6,000万ビューを超えるサイトに成長。大学時代に
学んだ統計学や ITの基礎、欲しい情報を自分で調べる姿勢は今
の仕事のベースになっていると実感しています。今後も限界を決め
ず、できないことをできることに変える挑戦を続けていきたいと思っ
ています。

取得できる資格

〈 科目単位修得で取得できる資格 〉
● 高等学校教諭一種免許状「情報」
● 学校図書館司書教諭
● 図書館司書
● 博物館学芸員
● レクリエーション・インストラクター

〈 めざせる資格 〉
●「基本情報技術者」試験
●「ＩＴパスポート」試験
★合格すると単位認定を受けることができます
★授業以外に右記の特別対策講座を開設して
います

「ITパスポート」試験特別対策講座
社会人が共通に備えておきたいITに関する基礎知識。
※春期・夏期・冬期の3回開講
「基本情報技術者」試験特別対策講座
高度 IT人材となるために必要なシステムの開発
や運用等の基本的知識・技能をもち、実践的な
能力を身につけた者。※ 5月～10月に開講
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情報デザイン専攻 オープンキャンパス

OPEN CAMPUS 2015
情報デザイン専攻の学びを体験したり、キャンパスの雰囲気を感じることができるオープンキャンパス。 体験授業や施設見学、
入試説明のほか、先生や学生スタッフの相談コーナーでは、受験やキャンパスライフについて、 より詳しく知ることができます。
ぜひ情報デザイン専攻の今を体感してください。

6月 　21（日） 　10:00 ～ 15:00 　●多摩キャンパス

7月 　26（日） 　10:00 ～ 15:00 　●多摩キャンパス

8月
　1（土）・2（日） 　10:00 ～ 15:00 　●千代田キャンパス

　9（日）・29（土） 　10:00 ～ 15:00 　●多摩キャンパス

10月 　18（日） 　10:00 ～ 15:00 　●多摩キャンパス　◆文化祭と同時開催。

12月 　5（土） 　14:00 ～ 16:30 　●千代田キャンパス

3月 　下旬開催予定 　9:30 ～ 15:30 　●千代田キャンパス　★高校生向け説明会

開催日程

主なプログラム

○学部・学科ガイダンス
　社会情報学部社会情報学科の特色やカリキュラム、資格取得について詳しく説明します。

○入試総合ガイダンス
　さまざまな入試方法と入試の特徴を説明します。

○教員・職員による個別相談
　進路の悩み、学科選び、入試や手続きの心配事など何でも相談に応じます。

○在学生からのアドバイス
　情報デザイン専攻で学ぶ学生たちが、専攻の特徴や魅力、授業の様子やキャンパスライフを伝えます。

○体験授業
　情報デザイン専攻の授業を体験してみよう。授業を受けてみれば、専攻の魅力が発見できるはず。
　※ 10 月 18 日、12 月 5日、3月の体験授業はありません。

○キャンパスツアー
　情報デザイン専攻で学ぶ学生たちが、専攻の特徴や魅力、授業の様子やキャンパスライフを伝えます。

※オープンキャンパス詳細については、大学・専攻ホームページも合わせてご確認ください。

予約不要
入退場自由

みなさんを
お待ちしています！

じょうできちゃん
学生によってデザインされた専攻オリジナルキャラクターです。
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大妻女子大学多摩キャンパス ( 平日 9:00-17:00 土曜 9:00-13:00) 
〒 206-8540　東京都多摩市唐木田２丁目７番１
Tel：042-372-9970（代表）　042-339-0036（学部共同研究室）

情報デザイン専攻ホームページ

http://www.sis.otsuma.ac.jp/i-design/ 

※学生募集要項、入学願書、入試過去問題集、資料請求は大学ホームページからお申し込みいただけます。

　　   ●
千代田キャンパス

個人での見学＆進学相談
日・祝日、年末・年始、学校記念日、入学試験
前日・当日は見学できません。多摩キャンパス
は事前にご連絡ください。

2015 年度進学相談
全国各地で 4月から随時進学相談会を実施し
ます。お近くの会場にぜひお越しください。
会場詳細は大学ホームページでご確認ください。

交通アクセス

●
多
摩
キ
ャ
ン
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ス

　　　●  
多摩キャンパス
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多摩キャンパス
小田急多摩線「唐木田駅」下車徒歩 5分

○新宿から
1. 小田急線「新宿駅」乗車、「新百合ヶ丘駅」乗換、小田急多摩線終点「唐木田駅」
2. 京王線「新宿駅」橋本行乗車、「多摩センター駅」乗換、小田急多摩線「唐木田駅」
○八王子から
JR 横浜線「橋本駅」乗換、京王線「多摩センター駅」乗換、小田急多摩線「唐木田駅」 
○立川から 
多摩モノレール「多摩センター駅」乗換、小田急多摩線「唐木田駅」
○横浜方面から
JR 横浜線「町田駅」乗換、小田急線「新百合ヶ丘駅」乗換、小田急多摩線終点「唐木田駅」 

大妻加賀寮（2015 年 4月オープン）

　　　　●
大妻久我山寮

　　　　●

2016 年 9月（予定）
千代田校H棟オープン！

社会情報学部情報デザイン専攻は、
多摩キャンパスから、
千代田キャンパスへ移転します

2016 年４月入学生は、１～２年次は多摩キャン
パス、3～４年次は千代田キャンパスで履修します。
2017年 4月以降の入学生は、１～４年次 まで
を千代田キャンパスで履修します。

New !
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