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　スマートフォンやSNSの普及、IoTや人工知能（AI）の登場で、人と人、

人とモノ、モノとモノがネットワーク上で常につながり、手軽に情報を共有・

活用できるようになりました。このような環境の変化により、製品、システム、

サービスの新たなデザインや、情報を活用する能力は、情報系の産業にとど

まらず、あらゆる企業や身近な暮らしでも重要になっています。これらの

専門的な知識や技術を持った教員陣が、これから社会で求められる情報

デザインの全てをあなたに伝えます。

情報デザインの
技術を学び
しっかり身に
つけます。

人が情報を
どのように処理
しているのか
理解します。

技 術 暮らし人 間

情報デザイン専攻で学べること

自由な発想で
私たちの暮らしを
豊かにする
提案をします。

テクノロジーを
使った新しい
アート表現に
挑戦します。

情報の学びと
情報技術を
使った学び方を
考えます。

アート 社 会教 育
産業や
社会の仕組み
を学んで未来に
活かします。

？
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情報デザイン専攻って
どんなところ？ ？

？
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1
年次

教養と基礎を学ぶ
広い教養と情報リテラシー、

デザインの基礎を
学びます。

3
年次

専門性を深める
幅広い専門科目とゼミナールで

専門知識と応用力を
身につけます。

4
年次

卒業研究に
取り組む

培った知識と技術で学び
の総仕上げを行います。

2
年次

情報技術を学ぶ
情報システム構築、認知科学、

Web技術、インタフェースデザイン、
映像メディアなど情報技術
の基礎を固めます。

情報デザイン専攻の専門カリキュラム

1 年 2 年 3 年 4 年

卒業研究

社会情報学
ゼミナール
Ⅲ・Ⅳ

情
報
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礎

情
報
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シ
ス
テ
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コ
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ザ
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ン
コ
ア

総
合
学
習

情
報

リ
テ
ラ
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ー
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ィ
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イ
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チ
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デ
ィ
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デ
ザ
イ
ン

メディア・表現・技術系

※太枠は「必修科目」、そのほかは「選択科目」です。　※配当年次における最も下の学年で記載しているので、上の学年で履修できる科目もあります。
※この他に「学部共通科目」「資格関連科目」「全学共通科目」があります。

専門カリキュラムで基礎から系統的に学びます

情報処理原論 情報統計学

情報基礎数学 情報数学A

情報とモデル 情報数学B

統計処理及び演習

プログラミング論及び演習

認知科学 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

画像情報処理論及び演習

シミュレーション論

プログラミング基礎演習

マルチメディア論及び実習I

クリエイティブ思考法情報デザイン基礎演習

マルチメディア論及び実習II

インタフェースデザイン論

デジタルコンテンツ デジタルコンテンツ応用

プログラミング入門

デザイン論及び演習IIデザイン論及び演習I

プログラミングの基礎

情報管理

応用統計論及び演習

数値計算論

経営情報システム論

ニューメディア論I・II

情報システム論及び実習I・II

アルゴリズム論及び演習I・II

情報ネットワーク論及び演習I・II

オフィスマネジメント論Ⅰ・Ⅱ

スマートデバイス応用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

コンピュータ・グラフィックスI・II

社会情報学ゼミナールI・II

情報処理実習A 情報処理実習B

情報処理機器概論

基礎社会学

スマートデバイス論コンピュータの基礎

次のページから
卒業研究を
紹介します！
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『訪日韓国人観光客の

 現状と課題』

炭谷
ゼミ

情報デザイン専攻の学びの成果 12のゼミの「卒業研究」から
学びを紹介します！

　料理の献立を考えることを支援し、気温に応じたレ
シピを提案してくれるLINE Botアプリを開発しました。
まず、肉や魚など5つのカテゴリに分けた約800件のレ
シピと、そのレシピに合う気温の登録を行いました。気
象情報はOpen Weather Mapで取得し、LINE Botにす
るためにLINE Messaging APIを使用しています。毎朝
決まった時間帯に当日の気象情報、レシピ検索に関す
るメッセージが届き、メッセージの方法に従って送信す
ると、登録してあるレシピが返ってきます。気軽に利用
でき、季節に合った料理も作れるため日々の料理がさら
に楽しくなりました。

　学生が主体となりゼミで参加しました。作品テーマは「風明」で
す。「風明」は風で光を発生する新しいデバイスです。うちわ型デバ
イスで「仮想の風」を送ると、「風明」が順番に光り、風が通り過ぎる
ように感じさせる作品になりました。制作を続けていくうちに他に
もアイデアが生まれ、最終的に７種類の作品を制作しました。この
作品全体で13台のmicro:bitが無線通信で連携して動きます。

「Maker Fair Tokyo 2019に出展しました」

メディアアートの制作を通して楽しみながらプログラミングを学んでいます。
また、制作した作品をアプリ開発コンテスト等に応募することで、
スケジュール管理や役割分担なども学んでいます。

PIC
K U
P!

藤村
ゼミ

教授 ：  藤村 考
専門分野 ：  
データマイニング、情報可視化

　スマートフォンを息で操作できるように、吹いた位置を

内蔵マイクで検知するプログラムを開発しました。開発に

はJavaScriptを使用し、テストはアンドロイド端末で行

いました。上下左右に４つの異なる素材が配置された装置

をマイクに取り付け、装置に息を吹きかけると、それぞれ

の素材の音が波形になってリアルタイムに表示されます。

事前に素材それぞれの音の波形画像を100枚ずつ保存し

ておき、それらと照合することで位置を判別します。今後

もより自由に操作ができるように研究を進めていきたいと

考えています。

教授 ： 市村 哲　　
専門分野 ： Web システム、コラボレーション

「学外に発信できるものを作ろう！」が
モットーです。生活を豊かにするスマホア
プリ、ゲームの楽しさを日常生活に応用
するゲーミフィケーション等の研究を
行っています。

石井 梨香さん、 雫 彩花さん

　日韓関係の現状を把握し、日本への旅行について韓国人はどの

ように捉えているのかを明らかにすることを目的に研究を行いまし

た。私はLCC便が数多く就航していること、また距離が近いことが

訪日韓国人の増加理由ではないかと仮説を立て、アンケート調査を

実施しました。その結果、仮説通りであることが確認できましたが、

日本特有の雰囲気や文化を好む人がリピーターになっているという

ことがわかりました。一方、日韓政治問題については、意見が賛否

両論あり、関係悪化を心配する声も上がっていました。今後は新時

代へつながるお互いの気持ちを理解していくべきではないかと思い

ます。

教授 ： 炭谷 晃男　　
専門分野 ： メディア、情報社会学

社会学をベースにして地域におけるメディアの役
割を学んでいます。特に多摩ニュータウンの再生と
そこの地域メディアに関心を持っています。また、研
究活動の一環で様々なボランティア活動も行って
います。

炭谷ゼミ

社会調査で
日韓関係を
研究しました

磯部 真柚 さん

Web技術を活用して
　　便利なアプリをつくりました

『息によるスマートフォン操作』 市村
ゼミ

市村ゼミ

スマートフォンの
活用アイデアを
考えています

プログラムが
ちゃんと動くと
楽しいです

『気温に応じたレシピを提案する

 LINE Botの開発』

藤村
ゼミ

酒匂 莉帆さん
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　私たちはJAVA言語を使用し、パソコン上で簡易的な計算ができるア

プリケーションを作成しました。このアプリケーションは数字ボタンを

押すと上の枠内に表示され、四則演算子を押した後に、また数字ボタン

を押し、最後に結果ボタンを押すと計算結果が枠の中に表示されるも

のになっています。数字ボタンの背景色や文字色などを検討し、視覚的

にも見やすい電卓アプリを意識し作成することができました。今回の研

究を通してより深くJAVA言語について学べたのでよかったと思います。

今後はより複雑なアプリケーション作成にも挑戦したいと思います。

准教授 ： 落合 友四郎　
専門分野 ： 情報学、物理学、経済物理学

人間関係から経済・金融システムまで、複雑なシ
ステムを統計的手法を用いて研究しています。ま
たソフトウェア開発や、データベースと連動する
Webシステム構築の勉強をしています。

落合ゼミ

　緊張を和らげるための「人の顔をじゃがいもだと思え」と

いう言い習わしに着目し、ARで人の顔にジャガイモなどの

アイコンを表示させ、実際に緊張緩和するのか明らかにし

ようとしました。そこで、発表者側がディスプレイ越しに面

接官を見て話すシステムを開発しました。OpenCVで顔検

出を行い、面接官の顔の上にアイコンを表示させます。ま

た、聴衆が無反応な事が緊張の要因の一つであると予想

し、発表者の声量によって面接官の意思とは関係なくアイ

コンが2回頷いてくれます。今後は実験で有効性を確かめる

ことが課題です。

教授 ：  松田 晃一　
専門分野 ： UX、ユーザーインタラクション

「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。

松田ゼミ

人工知能
についても
学んでいます

石井 柚歩さん、宮 ひかるさん

松田
ゼミ『ARの視覚的効果が

対面発表時の緊張を緩和する

システムに関する研究』

『深層学習による画像認識を用いた似合う髪型の提案と

  似合い度を数値化するアプリケーションの作成』

本郷
ゼミ

小野澤 美友さん、原田 侑季さん

コンピュータが自分に似合う
　　　　　髪型を教えてくれます

　骨格に根拠を置いた客観的なデータによって、自分
に似合う髪型を知ることができると考えました。そこ
で、髪型の似合い度を判定し、似合う髪型を提案してく
れるアプリケーションを開発しました。髪型は深層学習
を用いて4種類に分類し、どの長さに最も近いかを判定
します。顔型はOpenCVで4種類に分類します。似合い
度は学生へのアンケートで定義しておき、髪型と顔型の
組み合わせ結果と照合して判定します。さらに、その人
の顔型から似合う髪型のアレンジを提案します。今後
は、似合い度が100％に近くなる髪型のアレンジを提案
できるように精度を高めたいです。

　日本でもプログラミング教育が必修化されます。こうした背景から、小学生の
プログラミング教育の在り方を探る研究の一つとして、また情報デザイン専攻の
学びの特徴を生かす地域連携プロジェクトの一環として、本郷ゼミで取り組んで
いるものです。参加者はオリジナルゲームを制作しました。小学生を指導したゼ
ミ生にも得るものが大きい夏休みとなりました。 （2019夏）

「小学生のためのプログラミングワークショップを開催」

人の学びとメディアの関係について研究しています。
ツールを使い、様々な要素の関係性に注目して社会モデルを考えます。
また、新しい情報教育の教材や指導法を提案するのもゼミのテーマになっています。

教授 ： 本郷 健　
専門分野 ： 情報学、情報教育

PIC
K U
P!

本郷
ゼミ

写真画像
から判断
できるんです

『JAVAのプログラミング』落合
ゼミ

樋口 ゆきのさん、鈴木 瑞歩さん、清水 美紅さん

インタフェースを
学びました
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『白い光は本当に映える？

  －照明がモノの魅力度と色記憶に与える影響ー』

宮﨑
ゼミ

北岸 茉莉奈さん

魅力的な写真の
　　秘密にせまりました

　インスタグラムへの興味から、どの色の照明で撮った写
真が魅力的なのか、また色の記憶に及ぼす影響はどのよう
なものかについて調査しました。はじめに、4色のマグカッ
プを、それぞれ昼光色、昼白色、電球色、自然光の４種類
の光の下で撮影し、それらを比較する魅力度調査を行いま
した。次に、基準となる写真を記憶してもらい、彩度を-60
から+60に調整した写真から、基準と同一と思われる写真
を選んでもらう色記憶の調査を行いました。その結果、昼
光色が最も魅力度が高く、彩度は高めに記憶される傾向が
わかりました。この研究が魅力的な写真の撮影に役立てば
と思います。

　新型コロナウイルスが蔓延し、「クラスター」や「ロックダウン」と

いうカタカナ語ばかりの報道に分かりづらさを感じたことをきっかけ

に研究を始めました。まず、都道府県知事の記者会見録を品詞分解

してカタカナ語を抽出し、使用率を出しました。次に、大学図書館で

「クラスター」が入っている新聞記事を抽出し、表記形式を調べまし

た。「クラスター」の後の（）内の単語も集計しました。その結果、使

用率は月の後半が上位を占め、（）内は5月から「感染集団」が主に

表記されるようになっていました。今後は、カタカナ語が世間に浸透

したとき、（）の説明表記がいつ無くなっていくのか注目したいです。

教授 ： 原田 龍二　　
専門分野 ： 言語学（音韻論）

「ことば」をこだわりを持って観察します。
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。答えが見つかることも
あるし、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。

原田ゼミ

ことばに注目
してみました

　格安航空会社(LCC)が参入した後の既存大手航空会社

(FSA)の需要変化を、LCCとの競合の視点から分析すると共に、

空港戦略の影響について解析しました。関西圏―新千歳線を

分析した結果、LCCは航空需要を継続的に押し上げています

が、FSAの需要には影響を与えず、逆にLCCがFSAの需要変動

から有意な影響を受けていることが分かりました。一方でFSA

の需要変動は空港会社の戦略に起因していることが分かりま

した。空港や路線によって戦略が異なるため、今後は他の路線

での分析も必要だと考えられます。データの収集や正当性の

判断、個々の分析結果の解釈、そしてそれらを関係づける事が

とても難しかったです。しかし背後にある理屈を考えながら複

雑なデータを一つ一つ丁寧に扱う事の大切さを学ぶことがで

きました。社会人になって仕事をこなす際に役立つと考えてい

ます。 教授 ： 小野 茂　　専門分野 ： 情報基礎科学

産業組織を記述するためのモデルと、モデルを
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。

小野ゼミ

データから
産業構造が
見えてきます

　宮﨑ゼミでは、認知科学・発達心理学の手法を用いた実証的研究を
進めています。近年では、赤ちゃんに自分の視線に応じて動くアニメー
ションを見てもらい、登場キャラクターへの目の動かし方を非接触型ア
イトラッカーで計測することで、心の内を探る研究を行なっています。
赤ちゃんはとてもデリケートなので研究は大変ですが、代々のゼミ生の
努力が少しずつ実を結び、研究を形にしていきます。

「テクノロジーを駆使して
  赤ちゃんや人の心の内を探ります」

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。
授業では人の心のクセに注目した内容を、体験を交えて広く取り上げています。

准教授 ：  宮﨑 美智子
専門分野 ：  
認知科学、発達心理学

PIC
K U
P!

宮﨑
ゼミ

『コロナウイルス報道における都道府県知事の

 カタカナ語の使用頻度と「クラスター」の

 新聞表記の変化』

原田
ゼミ

小宮 舞奈乃さん

『LCC参入がもたらすFSA需要変化と

 空港戦略の影響：SARIMA及び

 VARモデルによる分析』

小野
ゼミ

阿部 瑚  々さん、吉田 朱里 さん

人の認識の
面白さに
気づきました
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　中野ゼミでは、映像やテクノロジーを駆使したデザインワークに
取り組んでいます。オープンキャンパスでは、ゼミのメンバーみん
なで校舎の壁面を飾るモーショングラフィックスを制作しました。
展示テーマに合ったグラフィックスを描き、AfterEffectsで静的な
イラストに様々なモーションを加えます。スクリーンになる壁面の
造形物の形にぴったり合わせて投影することで魅力的な作品に
なりました。

「モーショングラフィックスを展示しました」

　若者にも高齢者の方にも使いやすい、適切なデバイスやメディア
を用いた新しい情報サービスを提案します。みなさんが持っている
スマートフォンや街中に設置されたデジタルサイネージなどの情報
機器を用いたサービスについて、やわらかい発想力で自分が使いた
いと思うサービスを考えたり、おじいちゃんやおばあちゃんが困って
いることを解決するサービスを生み出します。「こんなことが出来た
らいいのに」の発想を重視して、夢を形にしていく方法を一緒に考

えます。これまで携わってきた映像を
扱ったサービスシステムの研究開発や国
内及び国際標準化活動の経験を活かし
て、サービスの検討やサービス実現に向
けた取り組みも行っていきます。

　大学3年次にプロジェクションマッピングのコンテストに

参加したことをきっかけに、実物と映像をシンクロさせる

表現に魅力を感じました。そこで卒業研究ではプロジェク

ションマッピングによる仕掛け絵本の世界の拡張を試みま

した。絵本に投影する映像は、カメラでページごとに印刷

されたARマーカーを読み取って切り替えます。また手の

ジェスチャーを読み取るセンサを使い、手の動きに合わせ

て映像が変化する仕組みになっています。ページをめくる

ごとに仕掛けが立ち上がり、場面ごとの映像を投影するこ

とでユーザーの想像力をかきたてる絵本を制作することが

できました。

教授 ： 堤 江美子　
専門分野 ： 図学、コンピュータグラフィックス

ゼミでは和気あいあいとしながらもメリハリをつ
けて取り組むことができます。
図学の基礎、2Dや 3DCG、CG関連プログラミ
ングを勉強し、アニメーションも制作します。

堤ゼミ

　2Dと3Dの視点の異なるゲームでは、プレイヤの行動
や選択に変化が生じるか、生じた場合はその変化がどの
程度なのか、ユーザ体験の比較を行いました。そこで、
マップ・イベント・難易度が等しく、2Dの三人称視点と
3Dの一人称視点が異なるゲーム2種類を制作し、ユー
ザにプレイしてもらいました。視点の違いによって、問題
解決の速さや状況判断、空間把握能力などに変化は見
られるのか、インタビューと観察を元に計測し比較しま
した。その結果、視点の違いによってユーザの判断は大
きく変わることがわかりました。心理学を応用したユー
ザ体験の追求はゲームの進化に必要だと思います。

グラフィックや映像からセンサーを使ったメディアアートまで、様々な表現に取り
組みます。 表現のためにモノづくりをするゼミなので、ゼミ生は自分の興味に合わ
せて自由にアイデアを形にしています。

准教授 ： 中野 希大　
専門分野 ： 
映像・写真表現、メディアデザイン

准教授 ： 田中 清　　
専門分野 ： 
サービスシステム、メディア情報処理

田中ゼミ（2020年度より開設）

自分で
デザインするのは
楽しいです

CGに
取り組み
ました

PIC
K U
P!

中野
ゼミ

田中
ゼミ

『視点の異なる2Dと3Dゲームにおける

  ユーザ体験の比較』

中野
ゼミ

助川 結花 さん

研究のため
オリジナルゲームをつくりました

木村 汐里 さん、名古屋 蘭 さん

堤
ゼミ 『インタラクティブな仕掛け絵本

  －読者が参加できる

    映像表現－』
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半蔵門
線

山手線

総武線

都営新宿線

有楽町線

中央線

約5分
市ヶ谷駅
から

約8分

市ヶ谷駅
から

半蔵門駅
から

約8分

半蔵門

九段下

市ヶ谷 秋葉原

表参道

原宿

上野

東京

新橋

品川

池袋

渋谷

台場

新宿 飯田橋

千代田キャンパス

2019年３月卒業　

日本ヒューレット・パッカード
株式会社

藤巻 佳純 さん

カルチャー
とテクノロジー
が生まれる
エリア

商業ビル
が並ぶ便利な
エリア

トレンドが
生まれる
エリア

※位置関係は、おおよその目安となります

アクセス抜群な都心の真ん中。
様々な街から情報がキャッチできます！

千代田キャンパス

アクセスマップ

JR総武線  「市ヶ谷駅」下車   徒歩10分
都営新宿線、東京メトロ有楽町線・南北線  「市ヶ谷駅」下車（A3出口）   徒歩10分
東京メトロ半蔵門線  「半蔵門駅」下車（5番出口）   徒歩5分
東京メトロ東西線  「九段下駅」下車（2番出口）   徒歩12分

［平日］ 9:00~17:00　［土曜］ 9:00~13:00
〒102-8357 東京都千代田区三番町12番地　［Tel］ 03-5275-6011（代表）

最寄り駅からの所要時間

新校舎 H棟 外観

大妻女子大学 千代田キャンパス

・どんな職種につけるの？

先輩からのメッセージ

・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

「基本情報技術者」試験
「ＩＴパスポート」試験

［ 科目単位修得で取得できる資格 ］ ［ めざせる資格 ］

博物館学芸員
レクリエーション・インストラクター

専門カリキュラムで身につけた学びは様々な可能性へとつながります。

他にも学びを活かして様々な職種につくことができます

SE、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

システム 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

クリエイティブ 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

教 育

情報を集めに
　　出かけよう！

卒業後のキャリア

2019年３月卒業　

本田技研工業株式会社

栗原 静花 さん

大学で学んだ
プログラミング言語の
知識が業務に
つながっています

自動車の
生産現場で使用される
デジタル帳票アプリ

を開発中

　将来はシステムエンジニア(SE)になりたいと考え、設備や

学びの内容が魅力的な情報デザイン専攻を選びました。大

学で複数のプログラミング言語を学べたことは、ほかではな

かなかできない貴重な経験でした。SEになった今、どの言

語が何を作るのに向いているのかをすぐに理解できるのも

専攻で修得した専門知識があるからだと思います。プロジェ

クトで任されている部分も大きくやりがいのある仕事です。

　試行錯誤の末に正しく作動したときの達成感がたまらな

く好きで、在学中はプログラミングを中心に学びました。現

在は、自社工場において紙で管理されているデータの電子

化を進めるためのWebアプリ開発をチームで手がけていま

す。プログラミングだけでなくインフラ構築やデザイン設計

まで多様な役割が求められるため、大学でプログラミングと

ともにデザインも学べたことが今、大きく役立っています。
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