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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。

情報デザイン専攻って
どんなところ？

？？

情報デザインの技術を学び

しっかり身につけます。

技 術

人が情報をどのように処理

しているのか理解します。

人 間

暮らし
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。

アート

情報の学びと情報技術を

使った学び方を考えます。

教 育

社 会
産業や社会の仕組み

を学んで未来に活かします。

情報デザイン専攻で
学べること

？？
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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。

1 年 2 年 3 年 4 年

卒業研究

社会情報学
ゼミナール
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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

次のページから
卒業研究を
紹介します！

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。

情報デザイン専攻の専門カリキュラム

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
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情報デザイン専攻の学びの成果
11のゼミの「卒業研究」から学びを紹介します！

菅野結女さん

仮想空間で音楽ライブが
　　体験できるシステムを制作しました

　音楽ライブ配信の満足度向上に関する研究を行いました。

まず仮想空間で実際のライブと同じような体験ができるシス

テムを開発しました。3DCGでライブ会場を作成し、アバター

で自由に歩き回れるようにする事でワクワク感を感じられるよう

にしました。また、ミニマップ、ペンライト、着せ替えの機能、

チケット発券やグッズ購入もでき、会場にいる特別感を演出し

ました。3DモデルはBlender、ゲームエンジンはUnityで開発

しています。実験ではこのシステムで満足度が向上することが

分かりました。今後はマルチプレイにして視聴者同士の一体感

が得られたら、更に満足度が向上すると考えています。

　情報デザインを考慮した新しい情報サービスの検討を行っています。最近、盛んに行われ
ている音楽や芝居などのオンライン配信ライブでは、会場での鑑賞に比べて物足りなさを
感じないでしょうか？オンラインでも会場に行って感じられるような満足感を得られるよう
に、イベントへの参加感を向上するシステムを研究しています。また、身近にあるスマート
フォンやスマートスピーカ、街中のデジタルサイネージなどのデバイスと様々なメディアを
組合せて、おじいちゃんやおばあちゃん、外国から来た人にも使いやすい情報サービスを
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。

仮想空間を利用した音楽ライブ配信の

満足度向上に関する研究
田中
ゼミ

田中ゼミ

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05 06



秋元優那さん、入澤葵さん

MRでLEGOブロックの
        組み立て実験を行いました

　VRやARは聞いたことがあると思いますが、複合現実
技術のMRはまだ浸透していないのが現状です。そこで、
LEGOブロックの設計図をMRと紙の二種類で用意し比
較することでMRの有用性を調べました。MRの設計図
は、LEGODigitalDesignerで工程ごとに3Dモデルを
作成し、UnityでHololens２用に制作しました。被験者
にこの2種類の設計図でLEGOを組立ててもらい、アン
ケートを行った結果、工程理解においてはMRの方が有
利で、工程全体を見渡せる点では紙の方が有利であるこ
とがわかりました。楽しかったという感想も多く、エンタ
メへの応用の可能性は充分にあると考えています。

　堤ゼミでは東京国際プロジェクションマッピングアワードに毎年
参加しています。第一回から6年連続で予選を通過して、最終審査
会場の東京ビッグサイトで作品を発表することができました。参加
するかどうかは、毎回、ゼミ生と相談して決めています。外部からも
意見をいただきながら、仲間と話し合い、思考を巡らせ、手を動かす
ことは、学生にとって非常に貴重な体験となっています。

「コンテストに出場！！」

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。

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

複合現実機能を備えた設計図の分析

 ―LEGOブロックの場合―
堤
ゼミ

堤ゼミ
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羽倉友里子さん

　ロボット掃除機は進化し続けていますが、階段や棚の上は
手動で行う必要があります。そこで、ほこりが溜まると掃除の
タイミングを知らせてくれるLINEBotアプリを開発しました。
このシステムでは、ダストセンサーとobnizというデバイスを
繋げることで、サーバー経由でセンサーの値を記録します。
集計された約4ヶ月間のデータから、1日で溜まるほこりの
平均量を計算し、最適な掃除のタイミングを導き出します。
このタイミングは自分の生活習慣に合わせて変更でき、また
掃除の記録・予定追加・確認もGoogleカレンダーで管理で
きます。今後もデータ分析によって人の行動をみまもるシス
テムの開発をしていきたいと考えています。

教授 ： 藤村 考
専門分野 ： データマイニング、情報可視化

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。

　StarLogoというシミュレーションシステムを使用して仮想的
な人口社会を作り、指定した条件での新型コロナウイルス感染
モデルを比較しました。1人の感染者が次に平均何人にうつす
かを示す指標である実効再生産数を反映させ、彷徨機能・色分
け機能・感染機能・回復機能を設けることでリアルな感染拡大
シミュレーションができました。またグラフ描画機能によって、
感染状況をリアルタイムで知ることができます。比較によって実
効再生産数が大きいほど感染が拡大する現象や人が密になる
ことで感染が広がる現象を確認できました。現実では実験でき
ない現象をシミュレーションで知ることができ活用の可能性を
感じました。

教授 ： 本郷 健　
専門分野 ： 情報学、情報教育

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。

LINEで部屋掃除の
タイミングを
お知らせしてくれます

藤村ゼミ

本郷ゼミ

リアルな感染拡大
シミュレーションが
できました

StarLogoによる非集中モデリングシミュレーションの研究
―新型コロナウイルス感染拡大モデル―

本郷
ゼミ

中野七海さん

ダストセンサーを用いた
掃除管理LINEBotアプリ

藤村
ゼミ
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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

　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でモーションを加えます。
スクリーンになる壁面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」
P
I
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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。

中野ゼミ

センサでLEDの光り方が変わります

　新型コロナウイルスの影響により、ダンサーが舞台の照
明を浴びる機会が減りました。そこで、この照明効果に着
目し、ダンサーの動きに応じて光るバングルの制作に取り
組みました。Blenderで3Dモデルを作成し、３Dプリンタ
で出力しました。ストレスなく身に付けることができる様
に、形や素材を工夫しました。バングルの内側には小型の
マイコンと加速度センサを取り付け、ダンサーの動きを取
得します。取得したデータを処理し、LEDテープにフィード
バックすることで、動きに合わせてLEDを発光させること
ができます。ダンサーの感情に合わせた色を発光させるこ
とで、印象的な視覚効果をもたらす事ができました。

渡辺さくらさん

　眼鏡選びをする時、視力が悪い人は選びづらいという
問題があります。そのため、自分の眼鏡をかけたまま眼鏡
を試着できる必要があると考え研究しました。まず4種類
の眼鏡といくつかテクスチャ画像を用意し人工知能を用
いて眼鏡フレームの合成を行いました。合成には
Chainer-goghのGAN機能を利用しました。比較のため
合成していない眼鏡の画像も用意しました。Webアプリ
ケーションでは自分の顔に合わせてこれらの眼鏡の画像
が表示され試着を体験できます。顔認識はPoseNetを利
用しました。システムの実装に時間がかかりましたが、良
い評価を得ることができました。

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。

　アパレル業界のサスティナブルな取り組みとコロナによる消費の
変化を調べました。また、消費者がその取り組みにどれだけ協力し
ているのか調査しました。結果は、取り組みを知っている人は60％
を超えていましたが、参加経験がある人は20％に満たない事がわ
かりました。また、コロナ以前は店舗購入が90％を超えていたのに
対し、コロナ禍では50％に満たない結果でした。コロナが収束しつ
つあった頃は、店舗の割合がコロナ以前と同じ位にまで戻っていま
した。外出制限解除により店舗購入したいという心理が行動に現
れたと思います。この調査で、環境問題への取り組みは消費者も積
極的に協力する必要があると感じました。

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。

人工知能で眼鏡を
デザインしました

市村ゼミ

炭谷ゼミ

アパレル業界の
サスティナブルな
取り組みを調べました

アパレル業界のあり方と
消費者の購買行動の変化

炭谷
ゼミ

折原彩乃さん、篠宮未也子さん

人工知能を用いた眼鏡形状と
テクスチャの合成

市村
ゼミ

竹内佳子さん

ダンサーの動きに応じて光るバングルの制作中野
ゼミ
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飯村優花さん、神野あゆみさん

　商品棚で見かける「虹色配列」は、本当に人々の注意を
引きやすく、購買行動につながる配色方法なのか検証しま
した。学生40名にオンラインショッピングを模した調査と
実店舗を模した調査を行いました。架空のショッピングサ
イトを制作して実験した結果、被験者の58％が虹色配列
を好みました。また視線計測装置を用いて商品写真を見
ている時の「視線の動き」や「どこに視線が集中している
のか」を測りました。実店舗を模した調査でも、被験者の
65％が虹色配列に並べたブースからマグカップを選択し
ました。今回の研究を通して、多くの店舗で虹色配列が採
用されることの背景を理解することが出来ました。

准教授 ： 宮﨑 美智子
専門分野 ： 認知科学、発達心理学

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。

　私たちはPHP言語を使用した血液型診断アプリの開発を行
いました。各設問で4つの選択肢を用意し、その中の1つを選ん
でいく一般的な診断アプリです。XAMPPでウェブアプリケー
ションが動作する環境を整え、設問サイトを制作しました。各
設問の選択肢を4つずつ設定し点数をつけました。送信ボタン
を押すと、サーバープログラムが各設問で選択した結果の点数
を受け取って計算し、血液型が選別され、結果が表示されま
す。おまけとして、診断結果と同じ血液型の有名人がまとめて
表示されることで利用者が最後まで楽しめるように工夫しまし
た。PHPを学び動的なWebプログラミングの理解を深めるこ
とができました。

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。

虹色に陳列される
商品の効果を
調べました

宮﨑ゼミ

落合ゼミ

プログラミングで
血液型診断アプリを
つくりました

PHPを使用した
血液型診断アプリ開発

落合
ゼミ

當間史織さん

虹色配列の誘目性が
購買意欲に与える影響

宮﨑
ゼミ

阿部 瑚 さ々ん、吉田 朱里さん

　『ドラえもん』と『キテレツ大百科』の秘密道具や発明品
の名前が、物語の世界観にどのような影響を与えているのか
研究しました。まず秘密道具362個と発明品334個の造語を
品詞分解し、構成要素を「ひらがな」「カタカナ」「漢字」に
分類しました。その結果、よく用いられている文字種が異なっ
ており、造語法が作品独自のものであると判明しました。
また、発明品の造語を深く分析するには、江戸時代ごろの知
識が必要であると気がつき、使用される江戸時代特有の言葉
を抽出しました。『ドラえもん』は未来から現代に、『キテレ
ツ大百科』は過去から現代につながる物語ですが、道具の名
付け方によってベクトルの違いが表現されていることが分か
りました。研究を通じて、作者の世界観に対するこだわりを
感じました。

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。

　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。

秘密道具の名前から
作者のこだわりが
見えてきました 原田ゼミ

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

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

小野寺梨花さん

造語法がつくる未来世界と歴史世界
―ドラえもんの秘密道具とキテレツ大百科の発明品―

原田
ゼミ
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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

東日本電信電話株式会社（NTT東日本）

2020年3月卒業　原田莉子 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？

取得できる資格

卒業後の進路就職決定者数

［ 科目単位修得で取得できる資格 ］

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

博物館学芸員
レクリエーション・インストラクター

「基本情報技術者」試験
「ＩＴパスポート」試験

［ めざせる資格 ］

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

　スマートフォンのアプリやゲームを身近に感じたことで、自分で
も作ってみたいと考え、情報デザイン専攻を選びました。就活で
は、専攻で学んだプログラミングの知識を生かしたいと思い、IT
業界に絞り、企画提案も行えるシステムエンジニアを中心に探し
ました。現在は、自治体が抱える多様な課題をICTを用いて解決
しています。確かな知識と技術を持ち、適切な提案ができるシス
テムエンジニアを目指しています。

主な就職先 【製造】アイリスオーヤマ/KOA/ディスコ/日本製鉄/パナソニックシステムソリューションズジャパン/日立情報通
信エンジニアリング/PFU/本田技研工業 【情報通信】ISID-AO/NECソリューションイノベータ/NTTデータ/NTTデータアイ
/NTTデータシステム技術/NTTドコモ/NTT東日本/ENEOSシステムズ/キヤノンITソリューションズ/さくら情報システム/シー
イーシー/GMOインターネット/CTCシステムマネジメント/商工中金情報システム/ソフトバンク/SOMPOシステムズ/DTS/東
京海上日動システムズ/東芝情報システム/ニフティ/日本電気通信システム/日立社会情報サービス/日立ソリューションズ/富
士通エフ・アイ・ピー・システムズ/三井情報/三菱総研DCS 【運輸】全日本空輸/日本航空 【卸売・小売】システナ/タニタ/東
京エレクトロンデバイス/トゥモローランド/富士フイルムイメージングシステムズ/富士フイルムビジネスイノベーションジャパン 
【金融・保険】京葉銀行/明治安田生命保険 【専門サービス】アクセンチュア/あずさ監査法人/NTTアドバンステクノロジ 
【生活関連サービス】コナミホールディングス 【医療・福祉】国立病院機構 【サービス】SBテクノロジー/ぐるなび/KDDIエ
ボルバ/CTCテクノロジー/テレビ朝日メディアプレックス 【公務員】海上自衛隊
※過去3年分から抜粋 

卒業後のキャリア

先輩からのメッセージ
自治体が抱える
多様な課題を、
ICTを用いて
解決しています

情報を集めに
出かけよう！

98.1%
就職決定率

就職希望者数
105人

就職決定者数
103人

※2021年3月卒業生
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