
JR京都線「高槻」駅（大阪・京都駅から共に約１５分）または「摂津富田」駅
下車、高槻市営バス※に乗り換え。

ＪＲでのアクセス

阪急電鉄でのアクセス

※高槻市営バス

阪急京都線「高槻市」駅（大阪梅田・京都河原町駅から共に約２０分）または
「富田」駅下車後、JR「高槻」駅またはJR「摂津富田」駅まで徒歩移動（約5～
１０分）し、高槻市営バス※に乗車。

JR「高槻」駅から「関西大学」行に乗車。JR「摂津富田」駅からは「関西大学」「萩
谷」「萩谷総合公園」行のいずれかに乗車し、キャンパス内のバス停「関西大学」下
車（この間両ルート共に約２０分）。「西の口（関大正門前）」では降りないでください。

https://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/URL

関西大学入学試験情報総合サイトKan-Dai web 入試関連イベントの情報や最新情報など受験生を応援するコンテンツが満載！

イベント情報以外にも、研究紹介、学生インタビューなども随時更新しています。

https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_inf/URL

本冊子の掲載情報を違った角度からより詳しくCheckできるのが「総合情報学部ホームページ」。

教員と学生がゼミを紹介する“Research FOCUS”、高槻キャンパスを写真で紹介する“SOJO PHOTO”、

学生の活動を紹介する“SOJOマガジン”など、総合情報学部の魅力と最新情報が満載です。

総合情報学部ホームページ

大阪府 
関西国際空港 
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総合情報学部 〒569‐1095 大阪府高槻市霊仙寺町2‐1‐1

■総合情報学部オフィス／ Tel.（072）690‐2151  Fax.（072）690‐2491
■高槻キャンパスオフィス／ Tel.（072）690‐2161  Fax.（072）690‐2134

最新情報を手に入れよう!

総合情報学科

総
合
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F a c u l t y  o f  I n f o r m a t i c s

学部案内  2 0 2 3

関西大学の入試日程やポイントをチェック！
入試情報2

入試イベントの詳細を掲載！
イベント情報1

関西大学入試センター
公式Instagram

6
関西大学の最新ニュースをお届けします。
キャッチ！ Kan-Daiニュース3

学部別・日程別などで入試情報をわかりやすく紹介しま
す。入試シーズンは志願者・合格者数速報を掲載。

オープンキャンパスや入試説明会など、入試イベントの最新
情報と参加メリットをいち早くお伝えします。受験生は必見！

各種イベントやキャンパス風景などを切り取った写真・
動画を通し、関西大学の魅力を発信します。

4

5

4

パソコン・
スマートフォン
どちらからでも
アクセスできます。

3

6

6

1 2

1 2

3

入試関連イベントや関大生の
学生生活など、役立つ情報を
お届けします。 2次元コードを
読み取って、「友だち追加」を
してください。

5 関西大学入試センター
×LINE公式アカウント

DAILY VLOG
キャンパスライフをバーチャル体験！

4

関大生の1日を動画で体験！ キャンパスの雰囲気、ゼミ
やサークルの魅力を感じてみよう！

5

関西大学に関するニュースをまとめました。最新情報を
キャッチしよう！



学びと研究・創造のスマート
キャンパスへようこそ！

総合情報学部長 名取 良太 教授

「情報」にアプローチする方法は十人十色。

文系・理系の枠を超えて、
　　　　　が広がる。
総合情報学部は、文系・理系という枠組みにとらわれず、人文・社会・自然科学分野を横断的に学べる文理融合型の学部です。
多彩な学問領域におよぶ科目群から、興味・関心に合わせて自由に科目を選択することで、
ますます高度化してゆく情報社会のあらゆるテーマを多面的に探究することができます。
確かな情報フルエンシー（利活用能力）を備え、情報の本質を見通す能力と柔軟な発想力をもった人材を育成します。

　総合情報学部は、学生と教員が共に学び、共に研究・
創造していく学部です。その成果は国内外の学会で発表

されているほか、グランフロント大阪でも展示されています。高槻
市や堺市と連携した研究活動もあります。その学びと研究・創
造をより一層充実させるため、総合情報学部では今、「スマートキャ

ンパス」構想を推し進めています。
　例えば、リサーチ・コモンズの開設。ここは、データサイエンティストを
めざす学生、企業と連携したプロジェクトに関わる学生、起業をめざす学生
など、目的をもった学生の活動拠点となります。リモート授業に適した教室（ハ
イフレックス教室）や、デジタル技術を駆使して遠隔や対面といった参加形態
に影響されない環境を実現する実験的教室（Global Smart Classroom）も
新設します。総合情報学部が誇る本格的な映像スタジオには2023年に最
新の機器が導入されますし、TC102  MonoLab (総情工房)には3Dプ
リンターやレーザースキャナーなどが設置されています。
　このような環境を生かすために大事なのが「学び」です。総合情報学部
では、コンピューティングやグラフィック、映像分野だけでなく、経済学、
経営学、社会学、政治学、心理学、教育学など幅広い分野の講義や
実習が提供されています。文系学生も無理なく履修できる「データサイ
エンス教育プログラム」もあります。これらの授業を通して幅広い知識
と技術を「学び」、どんどん実践的活動に結びつけてください。そして、
それぞれの専門を追究してください。

学部長からのメッセージ

学部長と学部生による
紹介PV（約1分30秒）を

Check!

自在な学び
Message

撮影協力：関西大学体育会フェンシング部・
乾真也さん（総合情報学部３年次生：撮影
時）と関西大学体育会フェンシング部コー
チ・市原淳さん（撮影時）

モーションキャプチャーは、人やモノの動
きをデジタル化する技術です。総合情報
学部で導入しているモーションキャプ
チャーは慣性式と呼ばれ、加速度セン
サーからデータを取得します。この写真
は、フェンシングの動作を計測し、3D映
像化しています。その結果は、選手の技
術向上や個性を伸ばすデータサイエンス
の研究などに利用されます。ほかにも、ロ
ボットの制御やVRコンテンツの作成など
さまざまな場面でモーションキャプチャー
は利用されています。
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研究活動 総合情報学部では、新たな時代の創造をめざし、文系・理系の枠に

捉われない多様な研究活動が展開されています。

学部生編

マーケティング

社会調査

エージェント
Research

全国のゼミで商品企画を競い合う！実践を通して学んだ、「生きた知識」

公共交通機関をよく利用する人ほど、
地元に住み続けたいと感じている？

　全国の大学がゼミ対抗で商品企画を行う「Sカレ」に参加

しました。私たちのチームは「兵庫県多可町の定番お土産」

をテーマに現地調査を行い、深いコクがある甘口醤油の

播州ラーメンをピックアップ。町内でいちばん大きな公園の

利用者に取材し、「一家団欒を楽しむ都会の家族」をター

ゲットに設定しました。多可町を訪れたご家族が、播州ラーメン

を気軽に楽しめるお菓子として、ラーメンスナック「サクッと

たかめん」を企画することにしました。実現性をアピールする

ため、多可町内のラーメン店と、お菓子のOEM※事業を営む

食品会社へご協力をお願いし、試作品を作りプレゼンテー

ションを行いました。この取り組みから、授業で学んだマーケ

ティングの知識が「なぜ必要なのか」を知り、さらに深い知識

として身に付けられました。また、熱意をもって挑戦すれば、ご

協力いただける方が見つかることを経験できたのも、これから

社会に出ていく私たちの大きな糧になったと思います。

　近年、少子高齢化や人口減少などの影響を受け、地方の鉄道やバス路線が廃止になる

というニュースを目にします。また地方から都市部へと、若者の人口流出も問題になって

います。さらに文献から、公共交通機関の利便性は、住民の地域に住み続けたいという

意識と関連があると感じ、このテーマについて社会調査を含めて研究しようと思いました。

ゼミ全体で民間のリサーチ会社に「2020年度日常生活と仕事に関する意識調査」を

依頼。有効回答893件の結果をもとにクロス表分析と重回帰分析を行いました。

その結果、地域に住み続けたいと思っている人ほど、公共交通機関を利用して

いるという傾向がわかり、コミュニティバスの運行など、地域の交通の利便性

を高める政策が有効であると結論付けました。

3年次生

近藤 高弘

3年次生

河田 真誕3年次生

土井 晃3年次生

小谷 こまち

担当教員

徳山 美津恵教授

このゼミの目的でもある、
「マーケティングのプロセスの
実践」を経て、社会で活躍する
スキルを身に付けてもらえたと
感じました。

担当教員

松本 渉 教授

自動運転車の「責任」から、
テクノロジーと社会の未来を考える

バーチャル空間でのライブが変わる！？
音楽への共感を高めるエージェント開発

　私たちは音楽を聴く人たちや演奏する人たちの間のコミュニケーションのメカニズムに迫る

ため、リズム・和音・ゲーム音楽にシーンを広げそれぞれ3人で分担し研究しています。音楽聴

取や演奏により感情や身体状態が変化したり高揚するメカニズムに注目して、キャラクタエー

ジェントにも音楽を感じる「心」と「身体」を作り、まるで一緒に聴いて感動しているかのような

共感を覚えるシステムを作成しています。例えばリズムに対して「予測と実際の違いに興奮」

したり「繰り返しに快感を感じ」たりする心の構造を埋め込むことで、キャラクタが音楽を一緒

に聴いていたり、ユーザと感性を共有している人のように錯覚されることが考えられます。そう

すると、他の聴衆と感動を共有したかのようなオンラインライブや、自分の演奏にノリノリで協

奏するバーチャル共演者など、

新しい可能性が広がります。

私たちはプログラミング技術だ

けでなく、人間の心と身体に

深く切り込む姿勢により、人工

知能の実現をめざします。

4年次生

西明寺 悠太

複数のデータ間の関連をしっ
かり分析できたと思います。
論文にまとめる際に、図表で
分かりやすく可視化するスキ
ルも高められたと思います。

3年次生

小林 奎太
4年次生

石田 真子
修士課程
1年次生

竹村 響

未来
社会

3年次生

朝野 啓登

　自動運転車が事故を起こした時の責任の在り方を研究しています。完全な自動

運転の場合、車を操縦するのは人ではなくAIなどのシステムです。「生産者に責任

がある」と簡単に思えそうですが、一概には言えません。システム開発には多くの

人々が関わるので、誰が作ったのかを明確にするのは困難です。また、AIの機械学

習を行う際、人はデータを与えるだけで、学習を行うのはAIであるため、人が100％

管理できるものではありません。搭乗者が「AIが運転してくれている」と感じてしま

う可能性も、考慮する必要があります。テクノロジーは今の社会を追い越し、とて

つもないスピードで発達しています。そのようなものを私たちはどう受け止め、社会

の中で扱うべきかを自動運転を通して考えています。

担当教員

植原 亮 教授

AIなどが発達し、人の手から
離れた時の未来について、
「自動運転」という身近なテーマ
から考えているのが良い着眼点
だと思います。

※OEM…他社ブランドの製品を製造すること

担当教員

米澤 朋子教授

当ゼミのテーマの1つ「環境メ
ディア」がどのように人に寄り
添えるのかを科学的に探求
する姿勢で、音楽に焦点を当
てタッグを組んでいます！！

※学生の年次は取材時のものです。
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学部生編 大学院生編

機
械
学
習

女性誌のヘアメイク記事から、20代女性の「なりたい姿」が見えてくる！？

サーモグラフィで簡単に運動量を計測！
誰もがもっと気軽に運動を楽しめる未来に

　運動データの計測には、バンド式センサーなどを取り付ける方法が一般的ですが、

センサーを付ける面倒さや窮屈さを感じる人が多いと思います。私たちのゼミでは、

サーモグラフィ・深部体温・心拍数・筋電位が紐付けされたデータをAIに学習させて、

サーモグラフィだけで、運動量の目安を提示できるシステムの構築方法を探っています。

2020年以降はコロナ禍の影響を受け、高齢者の運動不足による身体機能の衰えが

問題視されています。また、2025年には、団塊の世代が75歳以上の年齢に達し、

国民の4人に1人が後期高齢者となります。簡単に誰もが運動量の目安を知ることが

できれば、ご高齢の方も安全かつ快適に運動を楽しむことができ、介護者の負担削減

にもつながるのではないでしょうか。また、データと連動した動物型のロボットが応援を

してくれるような、セラピー的なシステムにも発展させられると考えています。

心
理

領
域
横
断

人間が音を聞き分けるメカニズムを
工学的な視点から解き明かす

　医学や生物学の分野で研究されてきた「人間の聴覚メカニズム」を、工学的な視点から

捉え直す研究に取り組んでいます。私は電磁学や回路の研究を続けてきたのですが、

電磁学の学会で医学系の研究者と出会ったことをきっかけに、工学の研究成果を医学

の領域に展開すると新たな発見が得られるのではないかと考えました。人間は可聴周波数

20Hz ～ 20,000Hzの音を聴き取り、わずか0.5%の差異をも認識することができます。

医学で通説とされてきた理論で、この微細な音の差を知覚することは本当に可能だろうか。

その疑問を出発点に、私たちは一連のメカニズムについて新たな理論を展開し、シミュ

レーションと実験を行っています。この理論を用いて、ミクロンサイズの共鳴構造に関する

特許も出願し、公開されました。学問分野にしばられず、異なる分野をかけ合わせたこの研究は、

総合情報学ならではだと思います。

「順番」によって評価が変わることを
防ぐためには？

※学生の年次は取材時のものです。

　「順番」がコンテストや面接などの評価へ及ぼす影響と、その抑制について研究しています。

研究のきっかけは、漫才コンテストを見ていたときに感じた、「順番が後ろのコンビの方が有利

なのでは？」といった疑問からでした。現在は、評価の対象から受ける印象自体も順番に

よって左右されるのか、また、評価を行う数によって影響の量に差が生まれるのかを、アン

ケート調査からデータを集めて分析しています。誰かに評価されることは、私たちが生きる

上でついて回るものですし、時には人生を左右するものでもあります。順番による評価への

影響を抑制できれば、一人ひとりがもつ本来の力を正しく判断できる社会づくりにつながる

のではないか。そういった思いからこの研究を進めています。

博士課程前期課程
1年次生

井上 秀一郎

ポピュラー
カルチャー

　自分自身も楽しんでいるヘアメイクをもとに、社会の変化とともに

女性像がどのように移り変わってきたのかを研究しました。調査対象

は33年間分の『CanCam』のヘアメイク記事です。バブル時代と

呼ばれた1988年から2021年までの記事を閲覧するために、

国立国会図書館関西館を訪ね、比較分析を行いました。髪の長さ、

カット方法、カラー、メイクにおける質感や色味など、細かな変化

を読み取ることに時間がかかり、何度も読み返しながら分析を

進めました。さらに、女性像を明らかにするという目的から、

社会背景も大きく関係していると考え、ヘアメイクの変化

と社会変化の関連性についても分析を行いました。その

結果、「異性に好かれたい」「社会的地位を確立したい」

といった理想像に近づくために、ヘアメイクを利用

していることや、かつて流行したスタイルが時代を

経てリバイバルすることなどが見えてきました。

4年次生

中井 彩理

担当教員

谷本 奈穂教授

雑誌の記事という一次データ
を自分で調べ、「なぜ流行して
いるのだろう」「どういった
狙いがあるのだろう」としっかり
分析してくれました。

担当教員

広兼 道幸教授

センサーの調査からスタートし、
地道にデータを集め、高校で
学んだ確率やベクトルなどの
知識を駆使して、より良い結果
を求める努力を評価します。4年次生

平岩 一耀

博士課程
前期課程1年次生

王 柏杰

指導教授
森尾 博昭教授

指導教授
堀井 康史教授

洪 文甲

博士課程後期課程
3年次生
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学生の成長ストーリー 興味や将来ビジョンにあわせて、自分自身で学びをデザインできます。 STORIES OF GROWTH

「学んだ知識を実践する機会が豊富にある」
総合情報学部のオススメポイントは？ ▲図書館でビジネス、IT系の雑誌や書籍を読み続け、

　やりたいことが見えてきた。
総合情報学科 2021年3月卒業

杉原 喜一

ゼミ活動を通して海外での発表を経験。
今後はグローバルに活躍できる人をめざします。
　今後は「情報」の価値がますます高まるだろうと考え、総合情報学部に進学しました。
入学時点では明確な目標がなかったのですが、アルバイト先の社長から現在のビジネス
市場についていろいろと伺ったことをきっかけに、企業のグローバル戦略について興味を
もちました。
　そこで、3年次からは中国からの外国人研究生も一緒に学ぶゼミに所属。台湾の大学で
行われる合同ゼミ大会をめざし、半年間にわたって発表準備を続けました。私たちは「海外
旅行におけるSNSの影響力」をテーマに、日本と台湾でそれぞれ100人以上にアンケート
調査を実施。結果を分析してみると両国の間に大きな差はなく、SNSの検索結果だけで
旅行先を決める人はまだ少数派であることなどが分かりました。この経験から、世の中で今
起きていることを自分で調査し、1つの考察を導き出すプロセスを身に付けられたと思います。
　4年次は就職活動を踏まえ、自動車産業のネットワーク構造を卒業論文のテーマに選択。
新聞メディアなどから数万件のデータを収集、分析することで、日本の自動車メーカーが今
どのような戦略を採っているのかを考察できました。

「文系・理系を問わずいろいろな志向をもつ人と出会える」
総合情報学部のオススメポイントは？ ▲半年間の準備期間を経て、

　台湾の大学でもプレゼンテーションを実施。
総合情報学科 2021年3月卒業

小笹 直人

メディアを多面的に学び、映像制作にチャレンジ。
これからも魅力的な番組づくりをめざします。
　小学生のころからテレビ局の仕事に就くことが夢だったので、カリキュラムと施設環境
が充実している総合情報学部を迷わず志望。入学後は情報とコンピュータに関して
広く学びつつ、特にメディアについては多くの科目を履修し、テレビやYouTubeなどの
メディアを多面的に捉える力を養いました。
　3年次からはメディア論を扱うゼミに所属し、ドキュメンタリー制作にチャレンジ。挑戦
することを恐れている若者の背中を押し、一歩踏み出す勇気を与える映像コンテンツで、
幅広い世代が参加する映像祭で入賞することができました。コロナ禍でオンライン活動
を始めた学生バンドや、農業ボランティアに打ち込む大学生を取り上げ、チャレンジの
過程で成長する姿を捉えようと考えました。度重なる取材を通して、同世代が発する
芯のある言葉に私たち自身が揺れ動き、対象者の心の奥から発される言葉の強さに
気付くことができました。
　卒業論文は「オタク気質な“テレビ東京”からみる、Z世代から求められるテレビ」という
タイトルで、第一志望のテレビ局の魅力を徹底的に研究。メディア研究の集大成として
力を注ぎ、テレビ局で働く未来につなげることができました。「チャレンジしたい人を最高の環境で後押ししてくれる」

総合情報学部のオススメポイントは？ ▲制作実習では照明、音響効果なども含め
　テレビ局さながらのスタジオをフル活用。

総合情報学科 2021年3月卒業

村山 未空

3･4
年次

まずは情報学やパソコンに関する知識を身に付けようと
考えました。必修科目を中心に、メディアリテラシー、プログラ
ミング、ソフトウェア、制作実習（映像基礎）などを幅広く学び、
コンピュータをめぐる基礎的な知識とスキルを養いました。

1年次
実習型の科目でコンピュータの基礎を理解する

スタジオを使っての番組制作、CGによる短編アニメ制作
などの実習に取り組みつつ、専門性の高いメディア情報系
科目を履修。また、MOS※の資格を取得して、課題提出や
就職活動に役立つパソコン作業の効率化を図りました。

2年次
専門性を高めつつ、パソコンスキルを磨く

ゼミに所属し、他大学と合同合宿を通してディベートを重ねたり、
ドキュメンタリー制作に打ち込んだりしました。同時にメディア
イベント論、ネットジャーナリズム論などの講義を通して多方面から
メディアを学び、就職活動につながる知識を習得しました。

※MOS…Microsoft Office Specialistの略称。Word、Excel、PowerPointなどの
　　　　 スキルを保証する国際的な資格。

多角的にメディアを理解することに努めた

学んだ知識を学外で実践することを繰り返して、
自分の将来を切り拓くことができました。
　入学した時点はゲームクリエイターになりたいと考えていました。しかし、図書館でITとビジネス
系の雑誌や書籍を数多く読み進める中で、テクノロジーを使って、現実世界の課題をビジネス
として解決したいという思いが大きくなっていきました。
　2年次はグループワークを中心とするプロジェクト型の講義を通して、既存のシステムの課題
を情報技術で解決できることを体感。その後、梅田キャンパスで小学生にプログラミングを教える
プロジェクトを立ち上げたり、ハッカソン※に参加したりすることで、キャンパスで得た知識を学
外で実践することを意識しました。
　3年次からは自由度の高いゼミに入り、Blockchain、Bluetoothなどを研究。ビジネス
プランナーやデザイナーとして、学外のイベントにも積極的に参加しました。その後、1年間休学
してエンジニアリングの実務を経験。復学後はその経験も生かし、「Blockchain技術出現後に
おける自律人工システムの発展」という大局的なテーマで卒業研究を行いました。今後は大きな
社会課題の解決に取り組みながら、自らのエンジニアリングスキルを高めていこうと思います。

※ハッカソン…hack（ハック）＋marathon（マラソン）からの造語。一定期間で集中的にプログラム開発やサービス考案などを共同で行い、その技能
やアイデアを競うイベント。

村山さんの4年間の成長

3･4
年次

経済、経営、政治など興味のある分野を中心に履修。　
パソコンは初歩から使い方を学ぶ状態でスタートしましたが、
Enjoy Computingや情報処理などの講義を通して基礎
的なスキルが身に付き、苦手意識がなくなりました。

1年次
社会科学とコンピュータを基礎から学習

日本だけでなく海外企業の経営戦略について興味をもつように。
また、経営行動分析という講義で企業の財務状況を分析する
手法を学んだことや、マーケティング・リサーチという講義で企業
の成長事例を学んだことによって、企業の見方が変わりました。

2年次
国内外の経営戦略を分析することに興味をもつ

経営戦略に関するゼミ活動の一環として、台湾でのプレゼン
テーションを経験。情報収集、調査、分析などの研究手法を身に
付け、4年次の卒業研究に生かしました。今後はグローバルに活躍
できる人材をめざし、外国語の学習にも力を入れていきます。

研究の進め方を習得し、卒業研究に生かした

小笹さんの4年間の成長

3･4
年次

興味のある講義を中心に受講しつつ、連日図書館に行って
ビジネス書や技術書を読んでいました。IT技術を使って、
ビジネスで社会課題を解決することに興味をもち、社会情報
システム系の講義を多く受講するようになりました。

1年次
IT技術×ビジネスに興味が高まる

プロジェクト系の講義に参加し、グループワークでデザイン
エンジニアリングにトライ。ここで自信を付けたことで、学外の
イベントなどに積極的に参加するようになりました。また、タイ
と台湾に短期留学し、視野を広げることもできました。

2年次
グループワークで課題解決のプロセスを経験

梅田キャンパスのスタートアップカフェに通い、起業家やデザイナー
など幅広い方 と々交流しつつ、学外のビジネスコンテストやハッカソン
に参加して複数の賞を受賞。1年間の実務経験を経て、4年次も
コンピューティング系の実践的な講義を複数受講しました。

課題を解決するエンジニアリングの力を磨く

杉原さんの4年間の成長

メディア情報系を中心に学ぶ

3つの系を横断的に学ぶ

社会情報システム系を中心に学ぶ
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言語・教育・文化など多面的視野
から、情報メディアとコミュニケー
ションについて学ぶ。

企業や社会組織において情報を
活用し、さまざまな問題を解決する
力を養う。

社会や人間と共存・協調できるコンピュータ・
システムの可能性を追究する。

自分自身で学び方を選び、興味の幅を広げ、
知識を深めることができます。
文系・理系の枠を超えて、幅広い分野を網羅する情報学。そのなかで学生一人ひとりが自分に合った学び方を実現できるように、
総合情報学部では〈３つの系〉をカリキュラムの指針として用意しています。
これは、いずれかの系に分属して専門領域を限定するものではなく、興味・関心を広げ深めることをサポートするものです。
自分の興味はどこにあるのか、何にスポットをあてて学んでいくのか、そのために必要な領域はどの組み合わせなのか。
年次が進むとともに、自分の可能性を発見し、深め、関連付けていく自由度の高いカリキュラム体系です。

総合情報学部で取得できる資格

■社会調査士
社会調査協会が認定する資格で、社会調査に関する基礎
的な知識と技能、倫理観をもつ人材に与えられる資格です。
所定の単位を修得し、申請することで取得可能です。

■教員免許 高等学校一種 情報・数学・公民
3種類の教員免許を取得することが可能です。

導 入 科 目（■）
基 礎 科 目（●）
基 幹 科 目（◆）
展開科目（無印）
実習科目（青字）
演 習 科 目（▲）

／高校教育と大学教育の橋渡しとなる新入生対象の科目
／専門的な科目を学習していくうえで必要な基礎知識として配置された科目
／総合情報学部で情報学を学んでいくうえでコアとなる科目（必修）
／各系における専門性の高い科目
／基幹・展開科目で学んだ理論を実践する科目（■は必修）
／各自の研究テーマを卒業論文・作品にまとめる科目（必修）

各系における展開科目を18科目（36単位）以上修得した場合は、成績証
明書に「○○系修了」と記載されます。「系」の修了については卒業要件で
はありませんが、各自の専門性を深めるべく積極的に履修の指針としてくだ
さい。
左記以外に、共通教養科目・外国語科目・教職科目等があります。

「系」の修了について

演習型科目「導入ゼミ」
レポート作成やプレゼンテーションの
要領、図書館やデータベースの利用
法などのスタディスキルを身に付け、
受動型から発信型へと意識を切り
替えていきます。

実習型科目「Enjoy Computing」
デジタル画像の編集やプログラミングなど
を楽しみながら学ぶことで、情報学の可能性
などを実感し、専門分野への興味を自然
に高めていきます。

大学では、自らが学ぶ姿勢をもつことが何より大切です。しかし、入学後に高校までと大きく異なる学習環境に戸惑う学生は少なくありません。そのため、総合情報
学部では、大学での学びにスムーズに適応できるよう、導入教育に力を注いでいます。

1年次導入教育

カリキュラム〈3つの系〉

メディア情報系

社会情報システム系
コンピューティング系

大学での学び方を
実践的に身に付ける。
春学期は、演習型・実習型の導入科目を

通して大学での学びについて理解すると

ともに、文理融合型情報学の基礎を学ぶ

ことで、専門分野への興味を高めます。コン

ピュータも基本的な扱い方からスタートする

ため、初心者も安心して学べます。秋学期

になると展開科目、実習科目を選択して、

情報学の多様な分野の入口に立ちます。

専門的な知識と
スキルを自ら選んで学ぶ。
〈３つの系〉を意識しながら、複数の分野から

科目を選んで興味のありかを探ることも、

１つの系を集中的に学ぶことも可能です。

１年次で身に付けた基礎的なリテラシー

（知識と能力）を生かし、作品制作やデータ

分析、新たなプログラミング言語など、より

高度なスキル習得にチャレンジします。

ゼミでの研究活動を深めるために、
より広く深い知識を習得する。
ゼミに所属して２年間の研究活動が

スタート。まずはゼミ全体の研究テーマを

学びながら、自分の研究テーマを絞り

込んでいきます。メディア、経営、情報処理

などの多様なテーマを扱う展開科目を、

自分の研究テーマにあわせて選択し、

複数の「系」にまたがって横断的、複合的

に学ぶこともできます。

研究テーマを卒業論文、
卒業作品としてまとめる。
文献の輪読、ディスカッション、フィールド

ワーク、システムの開発など、手法は研究

テーマによって異なりますが、個人もしくは

グループワークで研究を深めていきます。

3・4年次生、大学院生合同でゼミを

行い、必要なスキルを指導することも。

4年間の学びの集大成として、最終的に

卒業論文・作品をまとめます。

4年次3年次2年次1年次

社会の情報化が進むことで、大量のデータが蓄積されるようになりました。その膨大なデータ
から有益な情報を紡ぎ出す、それがデータサイエンスです。行政府の政策決定や企業の経営
戦略、AI（人工知能）の開発等、新たな時代の創造にデータサイエンティストの活躍が期待
されています。総合情報学部では、このデータサイエンス技法を段階的に学ぶデータサイエンス
教育プログラムを提供しています。このプログラムでは、データの収集や表現、統計的分析、
プログラミングに関連する講義や実習科目を系統的に学習します。そして、所定の単位を修得
することで、プログラム修了の認定を受けることができます。

データサイエンス教育プログラム

4年間の学び

基礎プログラム
１～２年次配当の科目で構成され、データの収集・
表現・解析の基礎を学ぶ。

応用プログラム
主に、２～３年次配当の科目で構成され、データを
高度に活用する理論やAIを利用した情報システム
の構築等を学ぶ。

●…基礎プログラム
●…応用プログラム

データサイエンス教育プログラム

ホームページで詳細をCheck!
総合情報学部についてもっと詳しく知りたい！

教員
紹介

施設
紹介

社会調査入門●
社会調査方法論●
調査データ分析●
質的調査法

制作実習（映像基礎）

科学リテラシー実習

制作実習（映像応用）
制作実習（映像プロフェッショナル）
制作実習（マルチメディア）
制作実習（メディアクリエイティヴ）
制作実習（地域コンテンツ）
ネットジャーナリズム実習

制作実習 (ヴィジュアルコミュニケーション）

情報・文化・コミュニケーション
情報メディア論
メディア産業論
メディアカルチャー論
地域メディア論

科学倫理・科学哲学●
異文化コミュニケーション
コミュニケーションと行為
情報行動論
インターネットと心理
言語情報論
マルチメディア教育論
情報デザイン

●哲学
●言語学
●心理学
●社会学

◆情報社会論●
◆情報と倫理●

◆情報処理
◆コンピュータの言語●

◆コンピュータシステムの基礎
◆コンピュータネットワークの基礎

◆
◆
情報システムの基礎
データサイエンスの基礎●

●統計学●
●基礎数学（確率・統計）●●

シミュレーション実習
経営データ分析実習●

ゲーム理論
社会現象と数理モデル●
コンピュータ・シミュレーション
社会シミュレーション●
ソフトウェア開発の基礎
情報セキュリティ論
コンピュータ犯罪●

●情報と職業
●法学●●
●日本国憲法
●政治学
●経済学
●経営学

法情報処理実習
ミクロ政治データ分析実習●
マクロ政治データ分析実習●
経済情報処理実習●
経営情報処理実習
経営分析実習

現代社会論
社会心理学
リスク情報論
ネットワーク社会論
メディア法制と倫理●
ビジネス文書管理
データリテラシー実習●
データ分析実習●
質的調査実習
行動科学実習

グラフィックス基礎実習
CG実習（制作基礎）
CG実習（制作応用）
CG実習（3Dコンテンツ開発）
CG実習（CAD）
フィジカルコンピュー
ティング実習
デジタルアー
カイブ実習

Web情報システム論
コンピュータ・グラフィックス
音声科学
景観デザイン
デジタルアーカイブ論

プログラミング入門●
知的財産法（著作権）●
知的財産法（産業財産権）

▲専門演習
▲卒業研究

■導入ゼミ
■Enjoy Computing

■ソフトウェア実習
プログラミング基礎実習●

メディア表現論
映像メディアと現代社会
メディアアート論
ヴィジュアルコミュニケーション・デザイン論
広告実践論
デザイン論
メディアイベント論
ネットジャーナリズム論

ミクロ経済モデル
マクロ経済モデル
金融論
国際経済学
環境経済学
経済システム論
経済政策シミュレーション

ビジネスと情報
Webマーケティング
マーケティング・リサーチ
ベンチャービジネス論
会計情報論

パブリック・
アドミニストレーション論
非営利組織論
政治制度論
政治過程論
公共政策論
ミクロ政治分析
マクロ政治分析

経営戦略と組織
経営行動分析
経営情報システム論
ビジネス・イノベーション
リスクマネジメント論

音声情報処理
画像情報処理●
地球観測の情報処理
自然言語処理●

モバイル・コンピューティング●
インテリジェント・コンピューティング
ブレイン・コンピューティング
知的情報処理
感性情報処理
人工知能●

サウンドインタラクション
テキストマイニング実習●

実習
ロボットブレインコンピューティング実習●

数理意思決定論●
数理計画法
数値・数量解析●
情報理論
情報検索
アルゴリズム解析・設計●
データベース

ハードウェアアーキテクチャ
CAD
ソフトウェア設計・開発
インタフェース工学

プログラミング実習（C）
プログラミング実習（Python）●
オブジェクト指向プログラミング実習
（Java）
機械学習実習●

 

ネットワーク実習
情報通信ネットワークシステム実習
システムプログラミング実習
モバイルコンピューティング実習●
アプリケーション開発実習

●基礎数学（解析）●●
●基礎数学（線形代数）
●基礎数学（代数）
●基礎数学（幾何）
応用数学（解析）
応用数学（幾何）
数学演習（解析）
数学演習（線形代数）
ベクトル解析
関数解析
情報伝送の物理

プログラミング方法論
プログラミング言語（C）
オブジェクト指向プログラミング（Java）

認知科学●
認知心理学
認知
エンターテインメント・
コンピューティング
ヒューマンエージェント
インタラクション

ロボティクス
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関西大学バレーボール同好会

「ボラボラ」
関西大学軽音楽
サークル同好会

「Banditz」

関西大学高槻放送局
「KTB」

関西大学
演劇サークル劇団「万絵巻」

課外活動 高槻キャンパスには、総合情報学部生を中心メンバーとする公認サークルが11団体活動しています。
※総合情報学部生は、主に千里山キャンパスで活動する関西大学のクラブ（体育会・文化会）やサークルに参加することもできます。

こだわりを詰め込んだ舞台は
本番でより一層輝きます

恵まれた制作環境で自分の作りたい
映像作品が実現できます 「音楽が好き」という気持ちを通して、

学年を超えたメンバー同士の
交友が深まる

Club / Circle

　春の新歓活動から卒業公演まで、年6回の公演を行っています。内容はバラエティに

富んでいて、会話劇、アクションもの、コメディと公演ごとに毎回違うのが特徴。舞台を

観てくれている観客は役者に注目していると思いますが、劇団には、衣装、照明、音

響、大道具、小道具、演出、舞台監督など、さまざまな役割の仲間がいます。お互いにこ

だわりをぶつけ合い、自分の持ち場で力を発揮することで1つの公演ができあがりま

す。練習は自由に参加できますが平日の練習や、週末の通し稽古を経て本番を迎えま

す。どの役者も舞台上でライトを浴びて注目を集める中、練習以上に生き生きと思

い切った演技をするのが面白いですね。大学から始める仲間も多く、初心者でも心

配はいりません。メンバー全員が輝ける舞台をめざしています！

メンバー同士のつながりを深める
多彩なイベントを開催

　年に3回オンラインライブで開催している「放送祭」で

発表する作品制作を中心に活動しています。作品は、大学の

キャンパスを舞台に複数のカメラで撮影を行ったかくれんぼ

大会のような大規模なものから、料理番組、個人で作成した

映像までさまざま。メンバーがサポートしてくれるので、作りたいと

思ったものに取り組むことができます。総合情報学部の充実した

設備を活用できるのも魅力の1つ。作品のクオリティをとことん追

求できる環境が整っているので、制作意欲がますます刺激されま

す。最近はNHK全国大学放送コンテストにも出場するなど、活

動の幅を広げています。

主な活動
スポットS棟（スチューデントハウス） MA（マルチオーディオ）ルーム

　月に一度のライブ開催を主な活動として、日々練習に取り

組んでいます。メンバーを固定せず、ライブごとにメンバーを

組んで参加するので、学年を超えたさまざまな交流が生まれて

います。また、他大学と合同で開催するライブにも参加しています。

全くの初心者でも参加できるのがこのサークルのいいところ。

上級生たちが丁寧に教えてくれるので、初心者の中には音楽を

始めて3カ月でライブに出演したメンバーもいます。楽器を触った

ことがなくてもOK！音楽が好きな気持ちがあれば必ず楽しめる

サークルです！

　合同練習、自主練習を含めて週に4日のペースで活動。基本的なプレーを練習しな

がら、参加人数が揃ってきたところで試合を行い、実戦感覚を養っています。地域で

行われる大会にも参加し、男女別の試合から男女混合で行われるMIX杯まで幅広く

出場しています。メンバー全員で楽しめる活動にも力を入れているのが特徴の1つ。

学園祭で模擬店を出店したり、海やプールで遊ぶ夏合宿やスノーボードを楽しむ冬合宿

などを行ったりしています。バレーボールはもちろん、さまざまなイベントを通してメンバー

同士の交流が深まるので、充実した大学生活を送ることができるサークルです！

体育館
主な活動
スポット

ギターやベース、ドラムセットなど
が置いてあり、個人個人で練習し
たり、メンバーで集まって交友を
深めたりできる、メンバーの憩い
の場です。

サークル活動の拠点
として、授業のない時
間に集まる場所。衣装
や小道具なども保管し
ています。

本格的な音源処理、編集設備が
整い、アナウンスブースも併設され
ているので、ラジオ番組制作やハイ
クオリティなナレーション動画を作
ることもできます。

練習に最適な環境が
整っています。バレー
ボールの練習だけでな
く、運動会などのレクリ
エーションでさまざまな
競技を行う際にも利用
しています。

S棟（スチューデントハウス）
主な活動
スポット

主な活動
スポット
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濱田 良子〈 2018年3月卒業 〉
株式会社オプテージ 法人営業部

ICT教育を専門に学び、情報通信環境の
発展に関わりたいと考えました。
ゼミではICTを活用した教育方法などを学びました。海外での
研修も経験し、日本よりもICT教育が発展している環境で楽しく
学ぶ生徒の姿に感銘を受けました。こうした学びを通して、
情報通信の環境が発展することで、多くの人たちに良い影響
や環境を提供できると考えました。また、総合情報学部で多様な
講義を受講したことで、プログラミングやセキュリティなどの
知識があり、横文字の言葉にあまり抵抗を感じることなく、
通信系企業の営業として一歩を踏み出すことができました。

在学中

企業活動をより円滑に行うための
情報環境をお客様と一緒に創っています。
法人営業を担当し、企業活動を支えるインフラを提案しています。
企業様が抱える悩みや課題、ニーズなどをヒアリングし、最適な
環境を構築できるよう日々取り組んでいます。インフラという
ものは形がないため、いかに企業にとって重要で効果的なのか
を伝えるのが難しいのですが、図でご説明したり過去の導入
事例を交えたりしながら、お客様と一緒に環境を創っていける
点が魅力だと感じます。今後も幅広い知識を身に付けて、多くの
人を笑顔にする企画提案を行いたいと思います。

現在

沖原 悠汰〈 2015年3月卒業 〉
株式会社内田洋行 人事部

実践的な授業を通して、相手の立場に
立って考えることを学びました。
メディア情報系、社会情報システム系の講義を中心に受講
しました。特に印象的だったのは、「広告実践論」です。正解
のない課題に対して自分で仮説を立て、講義に参加している
仲間にヒアリングし、成果物を作り上げました。広告を見る人の
立場に立つと、どう感じるのか、どう受け止められるのか、
相手側の心理状況を深く考えることを学びました。現在の
仕事でも総合情報学部で学んだことを活かし、常に相手の
立場に立ちながら、日々の仕事に取り組んでいます。

在学中

新卒採用業務を通して、
大学生の力になれるよう努力しています。
主に新卒採用とインターンシップの担当をしています。以前に
東京で営業職をしていた経験を活かし、学生の皆さんに当社の
紹介だけではなく、個別に就職活動や学生生活の悩み相談や
アドバイスもしています。業務の一環として大学を訪問し、
学生と会う機会も多いので、社会人の先輩として少しでも
学生の力になれるよう奮闘しています。将来的には、社内外を
問わず、困った時に頼ってもらえる人間になることが目標で
あり、まずは新卒採用業務のプロフェッショナルをめざします。

現在

情報のスペシャリスト・パイオニア養成を目標に展開する 
実践的なカリキュラムと画期的な教育システムが着実な研究成果に結実します。

前期課程は高度な専門知識を有する人

材“情報スペシャリスト”の養成を目的と

し、「社会情報学専攻」と「知識情報学

専攻」の2専攻を設置しています。

カリキュラムは情報化社会や先端技術

など、最新の課題について院生が共同

で研究する独創的なスタイルを採用して

います。また、後期課程は急激に拡大発

展しつつある情報分野における未踏の

領域に挑戦する人材“情報パイオニア”

の養成を目的とし、文理総合の「総合情

報学専攻」を設置しています。

情報メディア・システムとその発展が、社会や人間行動の変化とどう関わるのかを学際的に研究しています。特に「教育」「コミュニケーション」
「産業」「公共領域」という4つの分野を中心に、情報メディア環境の整備とシステムの構築をめざせる実践的教育を実施。多様な分野で
指導的な役割を果たす「情報スペシャリスト」を養成します。

情報メディア環境と社会や人間行動などとの関係を学際的に研究する。
社会情報学専攻

博士課程後期課程では、次代に求められる新しい情報環境の創出に向けて、文系と理系の分野にまたがる文理総合の1専攻を設置。
「高度情報システム」などの最先端のテーマを幅広くカバーする5つの領域を中心に研究し、急激に発展・拡大しつつある情報分野を開拓
する「情報パイオニア」を養成します。

未踏の領域を切り拓いていく情報パイオニアの養成をめざす。
総合情報学専攻

「知識情報学」とは、情報処理システムの高度な利用を目的に、新しい情報環境と社会システムを模索する学問です。本専攻では人間の
認知能力に着目し、高度情報化社会に対応する、より使いやすい情報処理システムの構築を研究。先端的な技術と幅広い視点をもった
技術系の「情報スペシャリスト」を養成します。

新しい情報環境と社会システムの構築を追究する。 
知識情報学専攻

博
士
課
程
前
期
課
程

博
士
課
程
後
期
課
程

大学院

情報通信業
40.6%

教育・広告・
その他
サービス業
19.8%

製造業
11.4%

12.9%

卸売・
小売業4.5%金融業・保険業

0.2%電気・ガス・熱供給・水道業
0.7%運輸業・郵便業

4.0%
公務員・
公立学校教員

3.2%建設業

1.2%
不動産業・
物品賃貸業

1.5%その他98.3%
98.0% 98.7%

※原則として業種別、50音順で記載しています

就 職 率

2021年度
業種別
就職状況

社会のさまざまな領域を「情報」という視点から探究できる文理総合型の総合情報学部。自由度の高いカリキュラムで、ひとつのジャンルにとらわれる
ことなく多角的に学ぶことができ、将来への可能性も無限に広がっています。
ＩＴ関連の企業はもちろん、マスコミ関連、製造業、公務員など、活躍のフィールドも多彩。

男子 女子

オリエンタルランド、セコム、綜合警備保障、マイナビ　など

就職先の一例（2021年度実績）

スズケン、ダイワボウ情報システム、日立建機日本、三菱食品、
リコージャパン、あらた、ＭＰアグロ、
キヤノンシステムアンドサポート、中日本フード、日昌、
宮野医療器、ラディックス　など

卸売・
小売業

アマゾンウェブサービスジャパン、ＳＣＳＫ、
ＮＥＣソリューションイノベータ、ＮＥＣネッツエスアイ、
エヌ・ティ・ティ・データ、キヤノンＩＴソリューションズ、システナ、
Ｓｋｙ、スクウェア・エニックス、セガ、ＴＩＳ、トランスコスモス、
特殊法人日本放送協会、日本アイ・ビー・エム、
日本総合研究所、日立システムズ、富士ソフト、富士通Ｊａｐａｎ、
メンバーズ、読売新聞大阪本社、楽天グループ、
リクルートホールディングス、アイヴィス、アイル、
インターネットイニシアティブ、内田洋行ＩＴソリューションズ、
ＳＧシステム、エヌ・ティ・ティ・データ・フォース、
エヌ・ティ・ティ・コムウェア、ＮＴＴデータＭＳＥ、オージス総研、
紀陽情報システム、ＫＳＫ、ココネ、シーエーシー、
ＣＴＣシステムマネジメント、ジェイアール東日本情報システム、
システムサポート、住友電工情報システム、
東京海上日動システムズ、トーテックアメニティ、ドワンゴ、
日本電気通信システム、日立社会情報サービス　など

岡三証券、関西みらい銀行、東京海上日動火災保険、
日本銀行、日本生命保険、三井住友海上火災保険、
三井住友銀行、りそなグループ、信金中央金庫　など

アサヒビール、サトーホールディングス、
サントリーホールディングス、ダイフク、日本電気、
日本たばこ産業、日立ビルシステム、フジパングループ本社、
本田技研工業、マキタ、三菱重工業、
三菱電機ビルテクノサービス、矢崎総業、ヤマハ、ユニチカ、
淀川製鋼所、エネゲート、サンコール、四国化成工業、ジャノメ、
松風、スタンレー電気、積水メディカル、タクマ、
日本製紙クレシア、
プライムプラネットエナジー＆ソリューションズ　など

情報
通信業

運輸・
郵便業 三井倉庫ホールディングス、丸和運輸機関　など

その他
京都府農業協同組合中央会、一般社団法人兵庫県医師会、
兵庫県漁業協同組合連合会　など

建設業
一条工務店、清水建設、エクシオグループ、
かんでんエンジニアリング、鴻池組、大和ハウスリフォーム　など

大阪市職員、大阪府教員、大阪府警察官、大阪府職員、
京都府職員、警視庁、国税専門官、国家公務員一般職、
防衛省自衛隊 幹部候補生、横浜市職員、大津市職員、
さいたま市職員、滋賀県警察官、東京都教員　など

公務員・
公立学校
教員

教育・
広告・
その他
サービス業

金融・
保険業

製造業

就職・進学 卒業生からのメッセージ MESSAGECAREERそれぞれのスタイルで学んだ総合情報学部生たちは、

卒業後、幅広いジャンルで活躍しています。

キーワード

より多くの人を笑顔にする

キーワード

相手の心情を深く理解する
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