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情報デザイン専攻って

どんなところ？

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。

情報デザイン専攻で学べる6つのこと
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情報デザインの技術を学びしっかり身につけます。

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。

産業や社会の仕組みを学んで未来に活かします。

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。

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

社会

アート

教育

人間



教授 ：  松田 晃一　Matsuda Kouichi

専門分野 ：  UX、ユーザーインタラクション
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卒業研究紹介

01
SEMINAR

　ヒューマノイド型ロボットの性能はAIの発達にともない著しく向上

し、将来はロボットが家庭内で人間の作業を支援する日も近いと

言われています。一方、家庭での勉強法にはスマホを利用したもの

などがありますが、解答の正否が分かるだけのものが多く、単調で

飽きやすいという問題があります。そこで「褒める」行為に注目し、

ロボットのPepperが褒めてくれたり、応援してくれる学習支援シス

テムを開発しました。実験では、学習を継続させる意気込みと褒め

られた実感を与えられたことがわかりました。

松田 ゼミ　平野 愛里 さん

松田ゼミではこんなことをしています！

「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。

情報デザイン専攻の学びを12のゼミの
「卒業研究」から紹介します。

勉強するとロボットが褒めてくれる
学習支援システムをつくりました頑張りましたね、

この調子で勉強を

続けましょう。
僕と一緒に

勉強

しましょう！

これからテストを

始めますよ！

今日も頑張りましたね！ 満点ですよー！！

すごいですね！

『ヒューマノイド型ロボット“Pepper”を用いた

   学習支援システムの試作と評価』

技術

暮らし

教育
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手間をかけることで
愛着がわくランプをつくりました

　ユーザーに手間や負担をかけない物は多くありますが、「愛着」に注目し、あえて灯り

をつけるのに手間がかかるランプを提案しました。3Dプリンタで出力したキューブと木製

キューブを組み合わせて使います。単体だと灯りはつきませんが、2つのキューブの向きと

面を正しく合わせればつく仕組みです。また、内蔵したセンサーによって向きを変えると

色も変化します。学んだことを身の回りのモノに応用できるようになり、デザイン提案の

幅が広がりました。

中野 ゼミ　宮野 奈音 さん

観客も参加できる
バーチャル水族館をつくりました

 観客が見たい魚を選んで鑑賞できるインタラクティブなバーチャル水族館を制作しまし

た。プロジェクションマッピングにしたのは、3年次にコンテストへ出場したのがきっかけ

です。グラフィックスとアニメーションのソフトで作成した水中の景色や海藻、サンゴ、

気泡などを水槽内に重層的に投影し、魚の泳ぎがリアルに見えるよう工夫しました。また、

観客がきっかけを与えることで異なる魚が泳ぎまわる作品にできました。今後は、いろ

いろな入力方法を使って、もっと遊びの要素を増やしていければいいなと思います。

堤 ゼミ　棚辺 由香子 さん
02
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准教授 ：  中野 希大　Kidai Nakano

専門分野 ：  映像・写真表現、メディアデザイン

中野ゼミでは
こんなことを
しています！

グラフィックデザインや映像、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。表現のためのモノづくりを

目指しているので、ゼミ生は自分の興味に合わせて自由にアイ

デアを形にしていきます。
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教授 ：  堤 江美子　Emiko Tsutsumi

専門分野 ：  図学、コンピュータグラフィックス

堤ゼミでは
こんなことを
しています！

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。

『インタラクティブプロジェクションマッピング　～ バーチャル水族館の作成 ～』『組み合わせキューブ型ランプの制作』

技術

暮らし
技術

アートアート
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Web技術を使ったテーマのほか、特定の分野に限定されることなく、自分が好き
なことに取り組むことができます。「自分にできるか不安」というときでも、しっか
りしたサポートで安心して挑戦することができます。

教授 ：  藤村 考　Ko Fujimura　　専門分野 ： データマイニング、情報可視化

自分の近くの映画ロケ地を知ることができる
Webサイトを制作しました

藤村 ゼミ　三代川 友美 さん

　全国の映画のロケ地の情報を一つ一つ手作業で収集
し、1,249件のロケ地をまとめたWebサイトを開発しまし
た。データの蓄積にはGoogleスプレッドシートを使用し、
Web APIにより編集内容がサイトに即時に反映されるよう
にしました。また、ロケ地の住所から緯度・経度の値を算
出し、Google Map上に表示することで、現在地に近いロ
ケ地がすぐに見つけられる実用的なサイトになりました。
この開発を通じて、プログラミングだけではなくデータ収
集の大切さを学ぶことができました。

藤村ゼミでは
こんなことを
しています！

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
指導法を提案することもテーマになっています。

教授 ：  本郷 健　Takeshi Hongo　　専門分野 ： 情報学、情報教育

ワークショップで小学生にプログラミングの
面白さを伝えることができました

本郷 ゼミ　渡邊 真衣 さん、網野 文乃 さん、宮崎 しほり さん

本郷ゼミでは
こんなことを
しています！
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『全国のロケ地情報を集約するWebサイトの開発』

　2020年より小学校から高校までプログラミング教育が導入
されますが、具体的な指導方法がまだ確立していません。そこ
で小学生が楽しみながらプログラミングを学ぶにはどうすれば
良いかを考え、教材と指導テキストを作成し、ワークショップを
行いました。プログラミングの基本を説明し、LEDライトやス
イッチの制御も学びました。最終的にはアナログセンサを使用
したゲームなどを作成してもらいました。この実践で、センサ
などを使用して楽しく学ぶことが大切だと感じました。

『Raspberry PiとScratchとnekoboard2を用いた

   小学生向けプログラミング教育教材の開発と試行』
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「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。

教授 ：  市村 哲　Satoshi Ichimura　　専門分野 ： Web システム、コラボレーション

人工知能で、
子供の食育を支援するシステムをつくりました

市村 ゼミ　設楽 あさか さん、土田 好夏 さん

　子供の食生活において、偏食が社会問題になっていま
す。そこで、子供が偏食なく食べているかを人工知能がリア
ルタイムに判断し、食事の仕方についてアドバイスを与える
食育支援アプリを構築しました。皿の底に配置したスマホの
加速度センサーをつかって、どの料理を食べているかをリア
ルタイムに判断し、その結果に基づいた音がなります。音
ゲー感覚で楽しみながら食事できるようにすることが目的で
す。装置を何度も作り直して苦戦しましたが、最終的にでき
たことが嬉しく、楽しいなと思えてよかったです。

市村ゼミでは
こんなことを
しています！

「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。

教授 ：  原田 龍二　Ryuji Harada　　専門分野 ： 言語学（音韻論）

アニメ作品の英語翻訳の
表現方法に注目すると面白いんです

原田 ゼミ　河元 亜月 さん

原田ゼミでは
こんなことを
しています！
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『加速度センサーを用いた食育支援システム』

　スタジオジブリの「もののけ姫」と「千と千尋の神隠し」を対象
に、英語版とオリジナル版でどんな違いがあるのか、なぜそのよう
な違いが起こるのかを考察しました。オリジナル版との違いを「新
しく台詞を加えた部分」「元々の台詞にプラスした部分」「意味自体
が異なっている部分」の3種類に分類してリストアップしました。
それらを分析したところ、この違いが起こるのは、日本特有の言い
方や物事を明示するためと、沈黙を避けるためだとわかりました。
次は海外の作品を調べても面白そうだなと考えています。

『日本アニメ作品翻訳時の表現方法の違い

   ～ ジブリ映画アメリカ版との比較 ～』

技術

技術 暮らし

社会

教育

社会

人間

人間
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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

法などを学びます。卒業研究では、学んだ理論をもとに論文をまとめま

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。
教授 ：  小野 茂　Shigeru Ono

専門分野 ：  情報基礎科学

日本の株価と為替レートの関係性を
分析しました 小野 ゼミ　中村 彩子 さん

　近年の政府・日銀の政策変化と株式市場の構造変化の
影響を実証的に明らかにするため、1995年から2016年に
わたるドル円相場の日次変化率と株価収益率のボラティ

リティ間の共分散特性を多変量GARCHモデルにより分析しました。その結果、2013年以降、各ボラティリティの
相互相関は正に変化し、ボラティリティ間の同時相関も強まっていることが分かりました。

小野ゼミでは
こんなことをしています！
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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。

料理で役立つタイマーアプリをつくりました
落合 ゼミ

村上 友紀乃 さん、渡辺 綾 さん

　趣味の料理で役に立ちそうなものを想い浮かべたときに、タイマーのア
プリを作ってみたいと考えました。そこでJAVA言語を使い日常生活で使え
るタイマーのアプリを作成しました。ボタンを押したときの処理、エラー表
示の設定、時間設定画面と、残り時間が0になったときのダイアログ表示
などを工夫しました。時間を入力してタイマーを動かすというシンプルなア
プリですが、プログラミングの理解を深めるよい機会になったと思います。

准教授 ：  落合 友四郎　Tomoshiro Ochiai

専門分野 ：  情報学、物理学、経済物理学

落合ゼミでは
こんなことをしています！

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。

ARでキャンパス紹介を制作しました
炭谷 ゼミ

伊藤 小織 さん、德丸 奈津子 さん、
野口 桃果 さん

　AR（Augmented Reality）の手法を活用して、この4年間お世話に
なった多摩キャンパスを紹介する作品を制作しました。大妻のイメー
ジキャラクターである「オータン」が学部棟を紹介していくものです。
3ds Maxで3D化したオータンをUnityで作成した校舎模型と連動させま
した。ARで映し出されるオータンを使用することで、親しみやすいキャン
パス紹介の作品になったのではないかと思います。

教授 ：  炭谷 晃男　Akio Sumitani

専門分野 ：  メディア、情報社会学

炭谷ゼミでは
こんなことをしています！
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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
した内容を広く取り上げるのでとても興味深く学べます。

専任講師 ：  宮﨑 美智子　Michiko Miyazaki　　専門分野 ： 認知科学、発達心理学

自分が笑顔でいることで他者をより
好意的に評価するのか実験してみました

宮﨑 ゼミ　吉田 愛美 さん

　私たちは「楽しいから笑い」ますが、逆に「笑うから楽しい」
こともあります。実験参加者にペンを歯または唇でくわえて
もらい、無意識的に笑顔としかめ面をした状況で同じ漫画を
評価してもらうと、笑顔の時の方がより面白く感じるそうです。
私は、この表情フィードバックが初対面の人の印象評価でも
起こるのか実験で試しました。印象評価を左右する効果は認
められませんでしたが、実験プログラムの作成やデータ収集
を通じて、自分で科学的知見の真偽を確かめる重要さを学
びました。

宮﨑ゼミでは
こんなことを
しています！

「予測」や「推定」をテーマとし、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。ロボットの走行制御にも
取り組み、毎年、ロボコンにも出場しています。

教授 ： 田丸 直幸　Naoyuki Tamaru　　専門分野 ： 推定論、制御工学

渋滞シミュレーターをつくって交通渋滞の
原因を調べてみました

田丸 ゼミ　高閑者 郁香 さん

田丸ゼミでは
こんなことを
しています！
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『つくられた笑顔は人の第一印象を向上させるのか』

　自動車の信号機は、歩行者の横断については考慮されて
いません。そこで、歩行者信号が赤の場合に歩行者が交差点
内に残っていることが、どれだけ交通状態に悪影響を与えるのか
について調査・分析を行いました。分析のため、渋滞シミュレータ
を作成しました。その結果、歩行者が交差点内に残っていると
1.5倍も渋滞が増加することと、道路信号による進行停止の影響
も受けていることがわかりました。この研究により、自動車の
交通渋滞は歩行者と信号間隔の影響を受けていることが明ら
かとなりました。

『歩行者の横断を考慮した自動車渋滞に関する研究』

『ＡＲを活用した大学案内』

『JAVA言語によるアプリ開発』

『日本における株価と為替レートの
   ボラティリティ相関とその変動要因』

技術

技術

暮らし

暮らし

社会

社会

暮らし

技術

社会

人間

社会



1 1 1 2

1

情報デザイン専攻の課外活動をピックアップ！！

4年間の学びのステップ どんな職種につけるの？

取得できる資格

主な就職先

ピックアップ

広い教養と
情報リテラシー、
デザインの

基礎を学びます。

培った知識と技術で学びの
総仕上げを行います。

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。

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。

先輩からのメッセージ

【製造】本田技研工業/村田製作所/PFU/京セラ/オリエンタルモーター 【情報通信】 NTTドコモ/KDDI/富士ソフト/三菱総研DCS /セゾン情報システムズ
/東京海上日動システムズ/商船三井システムズ/コナミホールディングス/みずほ情報総研/日本証券テクノロジー/日興システムソリューションズ/かんぽ
システムソリューションズ/MS&ADシステムズ/さくら情報システム/SOMPOシステムズ/明治安田システム・テクノロジー/富士通ネットワークソリューションズ/
日立ソリューションズ・クリエイト/エヌ・ティ・ティ・システム技研/NTTデータエンジニアリングシステムズ/ジェイアール東日本情報システム/インテック/マイナビ 
【運輸】全日本空輸/東日本旅客鉄道 【卸売・小売】三越伊勢丹/京都きもの友禅/興和 【金融・保険】三井住友銀行/みずほフィナンシャルグループ/りそな
グループ/常陽銀行/湘南信用金庫/SMBC日興証券/損害損保ジャパン日本興亜/三井住友海上あいおい生命保険 【建設】積水ハウス/高松建設 【生活関連
サービス】ジェイティービー/JALマイレージバンク/楽天 【複合サービス】日本郵便 【公務員】太田市　過去9年間抜粋（順不同）

　東京ビッグサイトで行われた「東京国際プロジェクションマッピング
アワードvol.2」に、堤ゼミの3年生チームが作品を応募。予選を通過
し、唯一の女子大学チームとして出場しました。全11チームが参加
し、6,300人を超す来場者を得て大いに盛り上がりました！作品
「Come on ―四季の世界―」は、家紋のデザインを日本の四季の情
景に溶け込ませるというコンセプトで制作しました。授業「コンピュー
タグラフィックスI・II」や「デジタルコンテンツ応用」で学んだ3DCGや
映像編集のスキルを駆使し、色や動きを工夫することで想いが伝わる
作品を目指しました。テレビ取材も受けるなど、学生は貴重な経験が
でき、大きな達成感を感じていました。

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

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

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

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

在学時に触れたＰＣやプログラミング、
試行錯誤の経験が社会人の礎に

2017年3月卒業　埼玉県立浦和第一女子高等学校出身株式会社NTTドコモ

　情報デザイン専攻はユニークな科目を含め履修の選択肢が幅広く、また3Dプリン
ターやドローンなど最新のIT技術にも触れられ、意欲的に学ぶことができました。卒業
研究はArduinoとカラーセンサを用い、子どもの創造性や情緒性の育成を目的とした
「インタラクティブ・トイ」の制作を行いました。プログラミングの技術もおぼつかなく、
ましてや電子回路の設計も未経験でしたが、この研究を通して試行錯誤を重ねること
の大変さと楽しさを学びました。在学時の経験は社会人となった今、情報システム部の
一員とし、お客様の満足度向上に貢献すべく、業務運営改善提案・システム化の支援に
取り組む礎になっております。基本情報技術者には合格したので、さらに勉強を重ねて
応用情報技術者を取得するのが現在の目標です。

竹内 美里 さん

専攻の学び 社会や企業で求められている、情報活用の専門的な
知識と技術を身につけるためのカリキュラムが構成されています。 キャリア 面接の模擬練習や自己分析、業界研究など

サポートも充実しています。

システム

クリエイティブ
教育1

年次

教養と基礎
を学ぶ

2
年次

情報技術
を学ぶ

3
年次

専門性を
深める

4
年次

卒業研究に
取り組む

授業の学びを生かして
プロジェクションマッピングのコンテストに挑戦！

2
　情報処理学会グループウェアとネットワークサービス研究会で、市村ゼミの
小田川保奈美さんと篠塚咲良さん（現在は卒業生）の共同研究「migaco:歯ブラシ
動作計測に基づく幼児対象歯みがき支援」が優秀発表賞を受賞しました。これは
子供が歯ブラシを動かすとキャラクターが動いてブラッシング回数をカウントしてく
れるスマートフォンアプリで、歯ブラシに取り付けた磁石のうごきをスマホ搭載の
地磁気センサーで検出するというもの。ゲームの要素や考え方をそれ以外の分野
で応用していこうという『ゲーミフィケーション』を取り入れた提案が高く評価され
ました。授業「情報システム論及び実習I・II」や「スマートデバイス論」など、普段の
学びから生まれるアイデアが、身近な暮らしに活かせることを実感できました。

自分たちで作ったスマホアプリを
学会で発表して賞を受賞しました！
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キャンパス見学&個別進学相談

千代田キャンパスでは、随時、キャンパス見学と個別進学相談を
実施しています。

月～金曜日  9:00～17:00　　土曜日  9:00～13:00

※日・祝祭日などは見学できません。また個別進学相談は事前予約をお願
いしております。大学ホームページの「入試・入学」から＜開室カレンダー＞
をご確認ください。

2018年度  学外進学相談会

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。

※位置関係は、おおよその目安となります

場　所 参加学部

日　程

社会情報学部・家政学部・文学部
比較文化学部・短期大学部

10:00~15:00
10:00~15:00
10:00~15:00

（日）

（日）

（土日）

9 / 16
10 /27
1 2 /  1

10:00~15:00
10:00~15:00
14:00~16:30

（日）

（土）

（土）

☆10/27 は
文化祭と同時開催

学科・専攻の特色やカリキュラム、資格
取得について詳しくご説明します。

学科・専攻ガイダンス

毎回、多彩な教員から情報デザイン分野
の様々なトピックを聞くことができます。

体験授業

授業の様子、就職や進路、大学生活など、
なんでも気軽にご相談ください。

教員・在学生による個別相談

大妻女子大学のさまざまな入試方法と
入試の特徴をご説明します。

入試説明会

学生スタッフがキャンパスをご案内。知り
たいことをたくさん聞いてみてください。

キャンパスツアー

学生の研究や作品紹介を行っています。
プロジェクションマッピングやロボットの
体験も！

研究・作品展示4 5 6

1 2 3

予約不要・入退場自由

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

1 3 1 4

オープンキャンパス 2018
学科・専攻の説明会、体験授業や施設見学、入試説明会などを実施します。 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

ACCESS MAP



［ 発行 ］  

大妻女子大学 社会情報学部 社会情報学科 情報デザイン専攻
www.sis.otsuma.ac.jp/i-design/

［ デザイン ］  

小俣 美香子 （mikako omata DESIGN）

［ 編集・撮影 ］  

中野 希大・渡辺 真太郎




