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を強くする大学。
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学 部 長 メッセージ

「ガクの情コミ」で自分の将来を見つける4年間に

■大学入学共通テスト利用入学試験（ 3 科目方式）
学科（募集人数）

入学試験日は、
「令和4 年度大学入学共通テスト受験案内」を参照してください。

試験日

合格発表日時

入学手続締切日

1月6日
（金）
〜 1月13日
（金）
3月6日
（月）
1月14日
（土）
・1月 15日
（日）
2月15日
（水）9:30
※ 締切日消印有効
※ 締切日消印有効
と、
「学」問の「ガク」を指しており、本学部での学問
研究対象が複数の学問領域にまたがる
「学際的な学

30名

makes the world go round.

出願期間

問・研究」が魅力の情報コミュニケーション学部では、
いま

研究が楽しいものであることを表現しています。高校

までの勉強では答えがひとつしかないことが大半ですが、
「社会の現在を捉える」
、
「多様で学域横断的なアプロー
利用する
「大学入試センター試験」
の教科・科目・配点等
教科
外国語

科目
チ」
、
「創造と表現」
という3つの柱を理念としています。カ

大学の学問・研究はそうではありません。たとえば日本

『 英語』、
『ドイツ語』
、
『フランス語』、
『中国語』、
『 韓国語』から1科目 史です。高校だと決まった答えを暗記する科目です
リキュラムは、
学生一人ひとりがそれぞれの興味・関心に
『 英語』は、
「リーディングの配点1 0 0 点を2 0 0 点に換算した点数」、または、
「リーディングの配点1 0 0 点を1 6 0 点に換算し、リスニング

が、本来歴史というものは、立場によって考え方がい
あわせて講義・演習を選択できることを重視し、
必須科
の配点1 0 0 点を4 0 点に換算し、リーディングとリスニングの換算合計点数」のいずれか高得点の成績を合否判定に利用する。
目を少数に設定しています。また、自ら問題を発見・分

くらでも変わる答えのない学問です。答えがひとつで
はない面白さ、多様性を知ることが「ガクの情コミ」

国語

析し、解決に導く問題解決能力を養うことを目標に、1

年次から 4 年次まで段階的に履修するゼミナール科目に

の「学・楽」につながってきます。

数学

本 学 部は、実に多 様な学 問 分 野を扱 っています。
も力を入れています。1
年次の基礎ゼミナールでは、
新
『数学Ⅰ・数学A』
、
『数学Ⅱ
・数学B』 大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。

配点
200点

● 下記の2教科3科目のうちから1科目を選択。2科目以上を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。

『国語』

書レベルから入門書を正しく読み、内容を分析して、自

異なる分野を専門とする私たち教員に共通するのは、

分の意見をまとめられることが目標です。2 年次には 1

それぞれの学問を通して、現代社会とどう向き合うか

200点

● 下記の3教科14 科目のうちから1科目を選択。
（注）2科目以上を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。

「世界史B」、
「日本史B」、
「地理B」、
「現代社会」、
「倫理」、
「政治・経済」

を意識した研究テーマをもっているということです。
年次で取り組んだことを深めていき、
3・4年次には選択し第1解答科目の成績を合否判定利用の対象とする。
地理歴史・公民
「地理歴史」、
「公民」をあわせて2科目を受験した場合には、
第2 解答科目の成績は合否判定に利用しない。
た分野の研究成果を論文にまとめたり、
作品として制

理科

複雑に絡み合う社会の問題を発見・分析し、解決に導く

力で、
より良い未来に貢献できる人材を育成したいと
作・表現したりします。進級するごとに違う専門のゼミ
「物理基礎」、
「化学基礎」、
「生物基礎」、
「地学基礎」、
「物理」
、
「化学」
、
「生物」
、
「地学」

200点

（注）
【理科①】を利用する場合は、
【理科①】のうちから2科目を選択し、この2科目をもって1科目とみなす。
【理科②】において2科目を受験
考えています。また教員たちは各分野で世界とネット
に進んだり、
複数のゼミに所属したりすることも可能で
した場合には、第1解答科目の成績を合否判定利用の対象とする。第2 解答科目の成績は合否判定に利用しない。

す。高校までの“与えられる学習”ではなく、自由度の高

ワークをもっているため、海外の研究者を招へいして

いカリキュラムをいかした「学際的な学問・研究」
から、

講義をしたり、留学のサポートをしたりすることも可能

自分自身の興味・関心がどこにあるのかを探し、選んだ

です。自由に楽しく学問を学べる環境で、幅広い価値

学問を集中して探究することができます。

観にふれ、それぞれの学びの中で自分の将来進むべき

合計（3 科目）

600点

※
【理科①】…「物理基礎」
、
「化学基礎」
、
「生物基礎」
、
「地学基礎」を指します。※
【理科②】…「物理」
、
「化学」、
「生物」
、
「地学」を指します。

「学際的な学問・研究」
に加えて、今後大きく掲げていき
■大学入学共通テスト利用入学試験
（ 6 科目方式）

たいのが「ガクの情コミ」
です。ガクは「楽」
しいの
「ガク」
学科（募集人数）
出願期間
試験日
1月6日
（金）
〜 1月13日
（金）
※ 締切日消印有効

10名

道を見つけ出してください。
入学試験日は、
「令和4 年度大学入学共通テスト受験案内」を参照してください。

1月14日
（土）
・1月15日
（日）

合格発表日時

入学手続締切日

2月15日
（水）9:30

3月6日
（月）
※ 締切日消印有効

利用する
「大学入試センター試験」の教科・科目・配点等
教科

須田 努

『国語』

200点

外国語

『 英語』、
『ドイツ語』、
『フランス語』、
『中国語』、
『 韓国語』から1科目
『 英語』は、
「リーディングの配点100点を200点に換算した点数」
、または、
「リーディングの配点100点を160点に換算し、リスニングの配点
100点を40点に換算し、リーディングとリスニングの換算合計点数」のいずれか高得点の成績を合否判定に利用する。

200点

『数学Ⅰ・数学A』

100点

『数学Ⅱ・数学B』
、
『簿記・会計』
、
『情報関係基礎』から1科目
『簿記・会計』
、
『情報関係基礎』は、高等学校において、これらの科目を履修した者および文部科学大臣の指定を受けた専修学校の高等課
程を修了した者（見込者を含む）に限る。

100点

数学

1959年生まれ。明治大学文学部史学地理学
科考古学専攻卒業。早稲田大学大学院文
学 研 究 科日本史学 専 攻 博士課 程 修了。
2002年早稲田大学博士
（文学）
。2008年よ
り明治大学情報コミュニケーション学部准
教授、のち教授。著書に
『
「悪党」の一九世
紀』
『暴力の地平を超えて』
『イコンの崩壊
まで』
『幕末の世直し』
『逸脱する百姓』
『比
較史的にみた近世日本』など多数。

配点

国語

情報コミュニケーション学部長
（すだ つとむ）

科目

● 下記の3教科14 科目のうちから2科目を選択。
（注）3科目以上を受験した場合には、高得点の2科目の成績を合否判定に利用する。

動画と記事で学部を知る
同一教科内について、2科目の使用も可。
『地理歴史』
、
『公民』および『 理科』は、第1解答科目・第2解答科目にかかわらず合否判定対象とする。

「Step into Meiji University」
も
ぜひご覧ください

地理歴史

「世界史B」、
「日本史B」、
「地理B」

公民

「現代社会」
、
「倫理」、
「政治・経済」

理科

「物理基礎」、
「化学基礎」、
「生物基礎」、
「地学基礎」、
「物理」、
「化学」、
「生物」、
「地学」
（注）
【理科①】を利用する場合は、
【理科①】のうちから2科目を選択し、この2科目をもって1科目とみなす。

合計（6 科目）
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情報コミュニケーション学部の特色
〜個を育てる情報コミュニケーション学部の学び〜
①自分自身で「問い」
を立て、多角的な視点から
アプローチする楽しさを学ぶ ・・・・・・・・・・・・・ 05
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200点
（100点 2）

800点

※【理科①】…「物理基礎」
、
「化学基礎」
、
「生物基礎」
、
「地学基礎」を指します。 ※【理科②】…「物理」
、
「化学」
、
「生物」、
「地学」を指します。

②さまざまな手法を駆使した
「表現」
を実践し、
コミュニケーションの輪を広げる・・・・・・・・・・・ 07
③教員と学生による座談会
多種多様な分野が相互につながりあうことで、
主体的に深めたくなる「ガクの情コミ」・・・・・・・・ 09

■ 1・2年次：多様な研究の最先端を知り、
問題を発見する・ 13

情報コミュニケーション学部生の1日 ・・・・・・・・・・・ 26

■ 3・4年次：問題を分析し、解決する・・・・・・・・ ・・ 15

卒業生からのメッセージ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

■特別入学試験
ゼミナール教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

ジェンダーセンターの活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

基礎教育・専門科目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

入試情報
・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
詳細は、情報コミュニケーショ
ン学部事務室

● 付属校推薦入試（55名） ●スポーツ特別入試（8 名） ●外国人留学生入試（20名）

国際交流 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

カリキュラムの特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

教員紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

自らカリキュラムをカスタマイズし、問題を発見・解決する4年間

就職実績 資格取得 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

（TEL.03-3296-4262 〜 4）までお問い合わせください。

※登場する人物の在籍年次や役職等は、取材時点のものです。
2021年以前撮影の写真も掲載しています。
MEIJI UNIVERSITY

02
30

情 報コミュニケーション学 部 概 要

「ガクの情コミ」
「ガク」
とは「学」
と「楽」
を意味しています。学問・研究という知

動き出せ、イマ ̶ 貫く多様 性 広がる可 能 性 ̶

的営為は楽しいものなのです。そして、情コミの「ガク」は多様
性を表現しています。わたしたち（教員と学生）は、この「ガク」
を通じて、現代社会で発生するさまざまな問題、たとえば、非常

情報コミュニケーション学部を表象するこのキャッチコピーは、本学部卒業生の小野魁星さんが創作したもので、
「情コミは、学問はもちろん、性・言語・宗教等すべてにおいて開かれた環境」であるという思いが

明治大学
情 報コミュニケーション 学 部
の強み

時の危機管理、ネット上での犯罪、多文化共生が唱えられる一方

高度情報社会で
活躍する
創造的な人材を育成

で広がる排他主義などに挑んでいきます。

コンセプトになっています。

「情報コミュニケーション」って
「情報」は、マスメディアや書籍、スマートフォンやパソコンなど
を介してアクセスし取得する静的なもの、他方「コミュニケー

コミュニケーション
から
情報が生まれる

多様な
ディシプリン
の習得

情報

ション」は、人と人との言葉やジェスチャーを通した動的な交流
です。情報がコミュニケーションを促し、そしてコミュニケー
ションが新たな情報を生み出すわけです。「情報」と「コミュニ
ケーション」は切り離すことができない、一体化したプロセスだ
とわたしたちは考えています。

Point

1

「学域横断」を実現する
多彩な教養・研究科目群

社会科学を中心に人文科学、自然科学の諸分野におよぶ
多彩な科目が履修可能です。ワークショップ形式の授業
やクリエイティブ科目も充実しています。
▶︎詳細は P.11 〜 12

学部プロモーションムービー

社会や
コミュニティでの
具体的実践

一 人ひとりが興 味をもった

コミュニケーション

情報が新たな
コミュニケーション
を促進する

分野を深められ、その先で出
会う好奇心、領域を越えた学
びへの意欲に応える環境がこ
こにある。そこには、学生本
人が主体的に動き、これから

Point

2

問題・課題によってカスタマイズ
できる柔軟なカリキュラム

多岐にわたる科目群から、みなさんが立てた問題や課題に
沿って科目を選択・履修できる自由度の高いカリキュラム制
度を採用しています。
▶︎詳細は P.13 〜 16

の時代に、自分で人生を切り開く力を身につけ
てほしいというわたしたちの願いが込められて
います。本学部では、その魅力を、約 2 分間の
プロモーションムービーとして公開しています。
Point

3

情 報コミュニケーション学部の 3 つの柱

ミッション遂行型現地留学

単なる語学研修を越えたミッション（課題）遂行型の国際
交流プログラムを用意しています。
▶︎詳細は P.21 〜 22

1

い

ま

2

社会の〈現 在 〉を捉える

多様で学域横断的な
アプローチ

3

創造と表現

（ Creation & Expression ）

旧来のケータイを抑えた iPhone や Android に代表されるスマホの大ヒット。

高度情報社会の問題は、複雑で多岐にわたります。し

情報コミュニケーション学部では、既存の伝統的な知の蓄積を尊

Twitter や Facebook などの SNS（ソーシャルネットワークサービス）の

たがって、さまざまな分野の知が協働して問題に取り組

重することと並んで、みなさんが自ら何かを創造し、そして、何ら

爆発的普及とT V 離れ現象。そして 2016 年から本格稼働し始めたマイ

まなければなりません。情報コミュニケーション学部

かのメディアを使ってそれを表現することを支援します。論文や

ナンバー。現代社会はネットワーク技術に支えられながら高度情報社会

では、社会科学を軸にしながら、人文科学や自然科学

文芸などの言語表現、ビデオやアニメなどの映像表現、ダンスや

の段階に突入しました。一方、こうした社会の情報化がネット上でのさま

を取り込んだ学域横断的（interdisciplinary）
な視点か

パフォーマンスなどの身体表現、ミュージッククリップやライブ

ざまな犯罪や情報セキュリティの問題を引き起こしたり、政治や経済のあ

ら、またみなさんの主体的な取り組みを最大限尊重す

といった音楽表現など表現の手段は問いません。カリキュラム

り方に大きな変化をおよぼしてもいます。本学部はこうした情報社会の生

るようにカリキュラムが設計されています。

でもこうした実践をワークショップのかたちで拡充中です。

きた現実と向き合い、問題を探るカリキュラムを用意しています。
※iPhoneは、Apple Inc.の商標です。 ※Android および Android ロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。
※Twitter および Twitter ロゴは、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
※Facebook および Facebook ロゴは、Facebook,Inc.の商標または登録商標です。
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情 報コミュニケーション学 部 の 特 色

個を育てる情報コミュニケーション学部の学び①

Seminar Report

自分自身で「問い」を立て、
多角的な視 点から
アプローチする楽しさを学ぶ
思考力が鍛えられる
“情コミ”のゼミ授業

学びを通じて培った想像力を

STUDENT VOICE

社会生活の中でもいかしたい

都市について考える南後ゼミでの学びを

4年

小林 翔

大学での勉強は講義を聞くだけではありません。自ら課題を見つけ、どのような
過程や方法で解決するかという思考力が問われます。

埼玉県
さいたま市立
大宮北高等学校卒業

そこから零れ落ちてしまっているものを想

る想像力」です。ゼミでは、文献輪読やグ

像することが大事です。また、想像力を働

ループ研 究などを通じてその複 雑 性を実

かせることは、社 会 現 象やコミュニケー

感しました。都市には、国や鉄道会社、不

ションにおいても欠かせません。 たとえ

動産会社、建築家、都市を訪れる人、都市

ば、人間関係において、何も考えずに放っ

に住む人などさまざまな人やモノが複雑に

た一言で相手を傷つけてしまうというのは

重なりあって形 成してきた歴 史がありま

よくある話です。 人やモノに対する想 像

す。そうした複雑な存在にアプローチす

力を忘れずに過ごしていきたいです。

本学部では、1 年次からゼミナール形式の授業を設け、その力を養います。

自分で発見した現代社会の課題を
あらゆる方向から見つめ直す

文の執筆をひと通り経験することで、将来どのような分野に進んで
も、個で計画、調査、分析、発表できる基礎体力を養うとともに、創
発的な協働のあり方を体得します」
（南後先生）
。

自ら「問い」を発見し、多角的な視点からアプローチを試みつ

この日は学生たちが、個人研究の中間報告のプレゼンテーション

つ、積み重ねた知識を再構成して結論を導き出すというノウハウ

を行いました。発表後は全員でディスカッションが行われ、鋭い指

は、大学で時間をかけるからこそ培うことのできるものです。情

摘や質問が出てきます。活発な意見が飛び交い、議論は遅い時間ま

報コミュニケーション学部では、基礎を養う時期である 1 年次か

で続くことも。研究を進める過程では、フィールドワークやインタ

らゼミナール形式の授業が用意されており、4 年間で基礎・問題

ビューに加え、社会学者や建築家、グラフィックデザイナーといっ

発見・問題分析・問題解決と段階的に学ぶことができるように

た第一線で活躍する専門家から、調査の方向性についてアドバイス

なっています。

を受ける機会もあります。ブラッシュアップを重ねた研究の成果は、

▶P.17

南後由和先生のゼミナールは“ 都市とメディア”をテーマに行わ

卒業論文集としてまとめます。学生たちが自主的にグループで行

れ、主に東京がはらむ問題と可能性を、社会学を軸とする領域横断

うプロジェクトもあります。
『都市論ブックガイド2』や『Tokyo

的な方法論で発見し、分析していきます。研究テーマは、建築、デ

Scope 2021』
という本を、学生たち自ら執筆、編集し、出版しまし

ザイン、観光、地図、ストリート・カルチャーなど多岐にわたります。

た。通販や書店で販売し、大学の図書館で展示もしました。
何となく通り過ぎていた都市の風景が、これまでとは違ったもの

「研究の計画、文献の読み込み、データの収集・分析、フィールド
ワーク、インタビュー、プレゼンテーション、ディスカッション、論

として見えるようになる、そんな学びを実感できる授業です。
ディスカッションではさまざまな視点からの意見が出され、新たな課題が見つかることもあります。昼に始まった授
業は夕方にまでおよぶこともあるほど、学生たちは熱く話し合います。

MESSAGE

南後 由和

准教授

高校までは、与えられた問題にいかに正解するかを訓練してきたと思います。
大学では、自ら問いを立て、正解のない問いに多角的な視点からアプローチする
楽しさを味わってください。現代社会は、ひとつの専門分野だけでは解決でき
ない複雑な問題が山積しています。本学部の学際性豊かな授業を通して、既存
の枠組みにとらわれずに異分野へ架橋していく貪欲さを身につけ、現代社会に
あふれかえる膨大な情報を独自のモノサシで編集する力を養いましょう。
PROFILE
2008年東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学。東京大学大学院情報学環助教、
同特任講師、明治大学情報コミュニケーション学部専任講師を経て、2017年より同准教授。研
究テーマは「都市とメディア、建築と社会に関する理論的・実践的研究」
。
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るには、表面上に見えるものだけでなく、

通じて養われた力は、
「複雑なものに対す

PICK UP

資料を読むだけでなく、実際に現地へ足を運びます。現状を知
ることで新たな企画を考えることもできます。

注目授業

世界各国から研究者を招へいして行われる
オムニバス講義「世界のキャンパスから」
この授業では、世界各地のさまざまな大

この授業を受けることで、みなさんは世界の

学で最先端の研究を行っている新進気鋭の

さまざまなキャンパスで、いったい何が問

研 究 者を招き、本 学 部の教 員がコーディ

題として研究され、どのような授業が行わ

ネーターとなって分かりやすく研究内容を

れているのかを、日本にいながらにして知る

紹介します。授業テーマは、メディア・音

ことができます。興味をもった分野を本学

楽・ジェンダー・スポーツ・政治・ファッショ

部で極めるのも良いし、授業で出会った研

ン等、分 野を越えて多 岐にわたります。

究者の下へ留学することも良いでしょう。

MEIJI UNIVERSITY
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情 報コミュニケーション学 部 の 特 色

個を育てる情報コミュニケーション学部の学び②

Creation & Expression

さまざまな手法を駆使した
「表現 」を実 践し、
コミュニケーションの輪を広げる

韓国舞踊研究チーム ʻ扇の舞ʼ
（Art-Live-Rally 2021）

ブラジル武術研究チーム ʻカポエイラʼ
（Art-Live-Rally 2021）

限られた時間で高いクオリティを追求

STUDENT VOICE

計画力が身についた Art-Live-Rally

価値観の多様化する現代において、人と人はどのように共生することが

Art-Live-Rally

成均館大学（ 韓国・ソウル）の交換留学生との
コラボレーションによる日本舞踊
（Art-Live-Rally 2018）

できるのでしょう。波照間ゼミは単なる情報のやりとりとは異なる
「アート（芸術）」を使ったコミュニケーションのあり方を探り、実践する場です。

は てる

隣のお茶の水・神保町の文化資源を研究し、その成果を「波 照

“アートコミュニケーション”を通じて
多様な人々とつながる

ま

Map」
と名付けたアプリ作品にして公開しました。
また、国際交流プロジェクト Art-Live-Rally 2021 では、“ 今だ

スマートフォンや SNS の普及をはじめ情報化が人々の生活を

からできること 〜アートミュニケーション〜 ” をメインテーマ

より豊かなものにする一方で、人と人とが直接相対する機会、特

に、音楽論の宮川ゼミナールと一緒にパフォーマンス発表を行い

に異なる世代や価値観をもった人同士のコミュニケーションは希

ました。宮川ゼミは、授業で学んだ音楽理論に基づき楽曲を制

薄になりつつあるのではないでしょうか。

作し、オリジナルの映像を組み合わせた総合コンテンツを紹介し

波照間ゼミでは、教育、医療、町づくり、国際交流など、さまざま
な場面で人と人との出会いを演出しコミュニケーションのきっかけ

の特徴を報告し、4 年生が「離れていても心は一つ」というテーマ
で、研究発表と連動した 3 つの作品―ハワイの舞踊 ʻ カヒコとア

課題について日々、研究や議論を重ねています。現地調査や現場に

ウアナ ʼ、ブラジルの武術 ʻ カポエイラ ʼ、韓国舞踊 ʻ 扇の舞 ʼ―を

携わる人の体験を聞くことはもちろん、ゼミ生自ら企画運営、作品発

披露しました。
「世界中が新型コロナウイルスの脅威に晒されて

表まで行うアートイベントも開催。中でも2021年度で13回目を迎

いる中、私たち学生が “ 今だからできること ” を、アートを通して

えた「Art-Live-Rally」
は、
「生き生きとした“Live”、表現・創造活動

伝えたい」
との思いから企画・制作しました。

“Art”を通して、人と人をつなげよう“Rally”」
を目標に掲げ、地域交流
2021 年度の地域交流プロジェクトでは、
「地域資源を学び、そ
の魅力を発信しよう」をミッションとして、駿河台キャンパス近

大久保 杏珠
愛知県立
豊田西高等学校卒業

で考えておくことで、スムーズな進行が可能
に。こうした経験で培ったスケジュール管理

の時間の中で準備をするため、成功には計画

能力は日々の生活で、学業とアルバイトと趣

性が必要不可欠。当日までのスケジュールか

味の両立をしていくうえでも役立っています。

ら逆算し、やらなければいけないことを事前

学期末の試験の時期にはアルバイトを減らし

に整理して毎週のゼミに臨んでいました。特

て学業に専念するなど、先を見据えて予定を

に、タスクの優先順位を意識して時間配分ま

立てることができるようになりました。

は てる ま

ました。さらに波照間ゼミからは、3 年生が先述の「波 照 M ap」

を提供する「アート（芸術）
」
に着目。現代社会におけるその役割や

と国際交流のふたつのプロジェクトを継続して実施しています。

4年

Art-Live-Rallyの準備過程ではスケジュー
ル管理能力が身につきました。限られたゼミ

学内から地域へ、そして国境を越えた交流へ…。こうした体
験を通じて、ゼミ生たちはさまざまな形のアート＝表現の実践が、
人々の間に横たわる違い、壁を乗り越え、コミュニケーションの
輪を広げていく可能性を実感するのです。

PICK UP

注目授業

フジテレビ 情報コミュニケーション学部の
メディアリテラシー講座「映像表現論」
テレビ番組制作を通じてメディアリテラシーを実践的に身
につける「映像表現論」では、撮影方法や取材の段取りを学
んだあと、学生たち自ら取材の交渉やインタビュー、撮影を
行い VTR を制作します。フジテレビの湾岸スタジオではプ
ロのスタッフの指導のもと、撮影機材などを使って番組を収
録。学生たちはキャスターとして出演するだけではなく、番
組やスタジオの進行を指示するディレクター、カメラ操作な
ど役割分担し、番組を完成させていきます。

MESSAGE

波照間 永子

教授
い

ま

情報コミュニケーション学部では、学部の 3 つの柱として「社会の〈現在〉
を捉
える」
・
「多様で学域横断的なアプローチ」
・
「創造と表現（Creation & Expression）
」
を定めています。授業で学ぶ多様なトピックやアプローチを、自らの課題に照ら
して吟味し、その解決法を模索して生み出す「主体性」が求められます。
「学び」
を「創造」
につなげ、あなたの「個」
を拓きましょう。
PROFILE
専門は舞踊学・身体表現論。博士（学術）
。研究テーマは「アジア太平洋地域におけるパフォー
ミング・アーツの学際的研究とネットワークの構築」。著書に『 近代日本の身体表象』『 沖
縄県史 各論編 女性史』
（共著）などがある。
研究プロジェクトはこちら http://riappa-meiji.jp/

PROFILE
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現場の近くで学ぶからこそ
情報の発信者として大切なことに
気づくことができました
3年

藤井 星奈

大阪府 私立
四天王寺高等学校卒業

映 像表現論では、学生が主体となっ

小さくても意味のない仕事はないことに気

て、企画や構成から取材対象への交渉、

がつきました。また、情報の発信者として

撮 影収録まで番組制作の流れを体験し

番 組 制 作を行うことで、メディアリテラ

ました。その中で、制作には大勢の人が

シーの重要性を再認識。自分が何気な

携わっていて、それぞれの仕事に大きな役

く発信した情報が、良くも悪くも誰かに大

割があることを知りました。たとえば、テ

きな影響を与える可能性を忘れてはいけ

ロップを出すボタンを押すという仕事は、

ません。情報を発信する際は受け取り手

小さく見えますが視聴者にわかりやすく情

がどう感じるかイメージして表現をできる

報を伝える重 要な役 割を担っています。

人になりたいと思うようになりました。

MEIJI UNIVERSITY
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情 報コミュニケーション学 部 の 特 色

大黒 岳彦

個を育てる情報コミュニケーション学部の学び③

多種多様な分野が相互につながりあうことで、
主体的に深めたくなる「ガクの情コミ」
さまざまな分野の学びが集う情報コミュニケーション学部。
学生たちの自主性を尊重する、
自由度の高いカリキュラムも大きな特長となっています。
その魅力・環境・学び、
そして
「ポストコロナと大学教育の在り方」
について、
学部長を始めとする教員と学生たちがオンラインツールを使い語り合いました。

自由で幅広い学びの中で
各々が夢中になれるものを見出す

コロナ禍という時代を生きる学生たちの思い

―情コミを志望した経緯や現在学んでいること、打ち込んでいるこ

学部長

清原 聖子

教授

教授

南後 由和

准教授

坂本 祐太

准教授

研究テーマ：現代社会の〈 現
在（ いま）〉を多角的に掘り下
げる
担当科目：哲学、メディア論

研究テーマ：異文化コミュニ
ケーション史・社会文化史の
研究
担当科目：社会文化史

研究テーマ：現代アメリカ政治とメディ
ア、ネット選挙、フェイクニュースなど
担当科目：情報政策論、現代アメリカ
政治論

研究テーマ：ファッション・スタディーズ：
メディアに おいて構築/伝達されるフ
ァッション（服飾流行）とジェンダー像
担当科目：超域文化論、地域文化論

研究テーマ：都市・建築・デザ
インの社会学とメディア論
担当科目：都市情報論

研究テーマ：言語理論に基づく
「ことば」
の研究
担当科目：言語学

山室 真優

平田 真碧

川上 紗椰

鈴木 皓大

4年
南後ゼミナール所属
東京都私立明治大学付属中野八王子高等学校卒業

3年
江下ゼミナール所属
千葉県立木更津高等学校卒業

2年
脇本＆小林敦子ゼミナール所属
千葉県立幕張総合高等学校卒業

2年
坂本ゼミナール所属
東京都私立明治大学付属中野八王子高等学校卒業

WEB 座談会
全文紹介ページは
こちら
大学のHPでも閲覧可能です。

ことを発信していく、そういうことが楽しいと思う人、大志を抱

くりや、学生が学ぶ目的をきちんと意識できるような課題設定、

いている人、いまは特に明確なビジョンがなくても何かを成し遂

それからオンライン授業ならではの学生の不安や不満を解消でき

げたいと思っている人、自己表現に興味がある人に入学してほし

―学生のみなさんがコロナ禍の学びで感じていることをお話しください。

るようにも努めました。あとは、資料のパワーポイントに音声を

いと考えています。

入れたり、雑談したり、学生のコメントシートの内容にふれたり
鈴木

坂本

と、オンライン授業でも対面と変わらない雰囲気が出せるよう留

高いということです。多様な学びができるので、何か大きなマイ

意しています。

ンドをもっていれば、入学の時点で明確なビジョンがなくても、

時代の風を受けて変革をうながされる大学教育

もさらに努力して、学生のみなさんを支えていきます。

思い描いていた大学生活とは全く違うものになりました

が、毎回の授業を通じて先生方が入念に準備してくださっている

学生と話す中で感じているのは最終的な満足度が非常に

最終的に自分のやりたいことがきっと見つかります。私たち教員

の魅力を知り、進学を決めました。そのとき、大黒先生がおっ

と感じていますし、きちんと学べているという実感もあります。

しゃっていた「この学部で学べば、人の意見を取り入れながら自

課題の量が多くなり大変な思いもありますが、おかげできちんと

分の意見もしっかり述べられるようになる」という言葉が特に印

スケジュール管理ができるようになった気がします。

象に残っています。幅広く色々なことを学びたい、他人の意見を

川上 オンライン授業については、
「何度も」
「細かいところまで」

―コロナ禍のいま、大学教育はどうあるべきでしょうか。先生方

味があります。自由に原っぱを駆け回るように学ぶ。あらかじめ

受け入れられる柔軟性を身につけたいと考えていた私には、ぴっ

見返せる点はメリットであると思います。大学からも学びに役立

のご意見をお聞かせください。

決められた道を進むのではなく、分野を自由に行き来して学際的

南後 「キャンパス」
の語源に、ラテン語で原っぱや平原という意

に勉強できる情コミの在り方は、まさに「キャンパス」そのもので

たりの学部だと思って入学を決めました。現在は私が入学する決

つ情報を適宜共有していただいています。客観的に見て、そこを

め手となったオープンキャンパスに携わりたいという思いから、

うまく活用できるかどうかで学生の二極化が起きていたとも感じ

清原

私も運営メンバーに加入しています。また、学部広報のお手伝い

ています。

ントの一つです。しかしコロナ禍でキャンパスにおける学び方な

にはうってつけの学部です。また、社会や日常生活の諸問題と

どが変化していることを考えると、今後はもっと授業の中身や研

「いま・ここ」を生きる自分の生き方とを結びつけ、学びにつなげ

究のクオリティを上げる方に力を入れていくべきだと感じていま

ていくことも情コミの特長です。
「いま」という時代と「ここ」と

もさせていただいており、勉強はもちろん、情コミの魅力を発信
することに熱中しています。
川上 情コミを志望したのは、幅広くいろいろな分野について勉強

コロナ禍での学生と教員とのつながり

大学の立地や設備の充実度は、学生が魅力に感じるポイ

す。分野を越境したり開拓したいという知的好奇心旺盛な学生

す。大学間競争の中で生き残るためにも必要なポイントになると

いう場所をめぐる想像力は、ソーシャルメディアをはじめとする

できる点に魅力を感じたからです。入学時には
「これをやりたい！」

―先生方にお聞きしますが、コロナ禍で授業を行うにあたり抱いて

思います。

メディア環境の変化とも関係しているので、メディアについて学

という明確な目標はまだありませんでしたが、さまざまな学びにふ

いる思いや工夫されている点などについて教えてください。

南後

びたい人にも向いていると思います。

会になったと思います。オンラインを駆使し、学びの場を学外に
高馬

鈴木

より拡張していく環境を整えやすくなりました。私のゼミは社会

の面白さを学べる学部だと思います。高校とか大学に入りたての

りと書いてくれる学生が増えた気がします。それは裏を返せば、

学やメディア論を軸として都市について研究しているので、もとも

ころは、やりたいことが決まってない人がほとんどだと思います

しました。学べる分野の幅広さはもちろん、受けたい授業を自分

環境に関係なく、自分のモチベーション次第でいくらでも勉強で

と学外も学びの場ととらえてきましたが、コロナ禍でそれがさらに

し自分もそうでしたが、いまは教師になるという夢に向かって学

で選ぶこともでき、本当に自由度の高い学部だなと実感していま

きる余地があるということかと思いました。ほかの先生の授業を

加速した印象はあります。たとえば 2021 年度は、ゼミ生たちが武

びを深める日々です。現在興味のあることだけでなく、将来の幅

す。もともとはメディア研究に興味がありましたが、学ぶうちに

見た感想もお話しさせていただくと、大黒先生が担当されている

蔵野美術大学の学生たちとオンラインベースで協働し、
『Tokyo

を広げるために色々なことにチャレンジしてみてください。

地域振興や地方創生へと興味の方向が変わり、3 年次からは都市

授業「世界のキャンパスから」は本当に大成功だったと思います。

Scope 2021』というガイドブックをつくりました。お互いの大学

山室 私も4年間過ごしてみて本当に楽しかったです。情コミは、

研究を専門とされる南後先生のゼミで学んでいます。学外活動

この授業では各国の新進気鋭の研究者のお話を聴講できるので

間の距離の制約を超え、本の企画・執筆・編集・校閲・製本・販

須田先生のお話にもあったように学生にあわせて教育カリキュラ

すが、閉塞感のある中で海外とつながれるありがたみを実感しま

売をしました。学びの場の拡張を実践したエピソードです。

ムを模索してくださる点もよい点だと思います。あとは、その中

れ、毎日充実しています。2022年度のフランス留学の派遣候補生
にも選ばれており、留学に向け、目下フランス語を勉強中です。
山室

私も学びの内容が多岐にわたる点に惹かれて情コミを選択

として、環境問題に取り組む NPO 法人に所属もしています。

オンライン授業になっても内容を掘り下げ、課題をびっし

した。対面に越したことはないですが、コロナ禍のこの時期、オ
ンラインのある時代で本当によかったです。
清原

オンライン授業の導入当初は戸惑いが大きく、意見交換

がスムーズにできるか、学生がきちんと反応してくれるのか心配

私もコロナ禍は、キャンパスや教室の在り方を考え直す機

「ガクの情コミ」で可能性を開花させ、
現代・次代を生き抜く人材に

School of Information and Communication

で各々が自分で学びをカスタマイズできるので、学び方の変化を
ぜひ楽しんでみてほしいです。
大黒 情コミは、社会や世界のいまと自分の在り様、そして学問を
結び付けられる学部です。自分の興味のあることをさまざまな角度
から学問化していけばよいと思います。学びの内容もそれを教える

良かった点も一緒に書いてくれるので、こちらにとっても参考に

須田

えしたいのは、情コミで一番楽しく勉強できる人は、問題意識をも

なりました。

し遂げたいと思っている学生の夢を具体化させる手助けをする学

てる人だということです。これからの時代は、自分で積極的に問題

坂本

コロナ禍 1 年目は授業の準備で手一杯でしたが、2 年目は

部です。幅広い学びにふれることで、自分の道を見いだしていけ

にコミットしていく人材が求められます。そういう人材になるため

少し余裕ができたので、昨年よりさらに学生の気持ちに寄り添う

ればよいと考えています。大学という枠にとらわれずさまざまな

の素養を情コミで身につけてください。応援しています。

先生方も非常に多彩なので、ぜひ活用してください。もう一つお伝

をきっちり書いてくる学生が多く、驚きました。授業の不明点や

平田さんたち学生が制作した情コミ紹介PV＆メイキング動画

情コミは学びの幅が広いので、これまで知らなかった分野

―受験生に向けたメッセージをいただけますでしょうか。

は絶えませんでした。ですが、ふたを開けてみるとレポート課題
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高馬 京子

ようにしています。自然と参加したくなるようなゼミの雰囲気づ

となどについて教えてください。

高校 3 年生のときに参加したオープンキャンパスで情コミ

須田 努

Round Table

教員と学生による座談会

平田

教授

情コミは職業を目指すというよりは、漠然とでも何かを成

MEIJI UNIVERSITY
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カリキュラムの 特 長

自らカリキュラムをカスタマイズし、
問題を発見・解決する4 年間

［ カリキュラム 体 系 図 ］
ゼミナール科目群

ひとから強制されたり上から押し付けられたりするような学習は大学の本来の学びとは無縁のものです。
本学部はみなさんの主体性を最大限に尊重し、また伸ばすことを目的としたカリキュラムを組んでいます。

2年次

3年次

4年次

専門科目群

1 年次

2年次

3年次

4年次

問題発見テーマ演習 A・B

問題分析ゼミナールⅠ
・Ⅱ

問題解決ゼミナールⅠ
・Ⅱ 卒業論文・卒業制作

情報コミュニケーション学

情報コミュニケーション学入門 A・B

学際科目群

高校時代と違い、大学での学問・研究は主体的なものです。

1 年次
基礎ゼミナール

社会科学

家族社会学概論
ジェンダー論
情報倫理
マクロ経済学

人文科学

異文化理解
新興国事情
地理学
比較文化（基礎）A・Ｂ

自然科学

科学技術史
人類学 A・Ｂ

環境と社会
市民社会と法Ⅰ・Ⅱ
政治学
ミクロ経済学

英語文学 A・B
心理学 A・Ｂ
哲学
メディア批評

経営学
憲法 A・B
コミュニティ論
社会学 A・B
社会心理学 A・B 情報社会と経済
組織論
犯罪と法Ⅰ・Ⅱ
法学
メディア・リテラシー

外国文学
生命論 A・Ｂ
東洋史概論
歴史学

環境生物学
地球環境科学

言語学
西洋史概論
日本史概論

宗教学
小集団コミュニケーション
地域文化論（基礎） 地誌学
パブリック・スピーキング
日本文学

情報科学
脳科学

情報検索論

社会システム

イノベーションの経済学 NPO論
現代型犯罪と刑法Ⅰ・Ⅱ 現代政治学Ⅰ・Ⅱ
国際経済論Ａ・Ｂ 個人と国家
社会福祉学Ａ・Ｂ 情報産業論
人権と政策
政治とメディア
ビジネスと法Ａ・Ｂ ファイナンス論Ａ・Ｂ

文化と表象

アート・マネジメント 異文化コミュニケーション史 英語の文化と歴史 映像表現論
音楽表現論
記号論
ジェンダーと社会Ⅰ・Ⅱ ジャーナリズム論Ⅰ・Ⅱ
広告論
近・現代史Ⅰ・Ⅱ 言語態研究
言語表現論
情報社会と教育Ａ・Ｂ 情報社会と芸術 情報社会と出版 情報デザイン論 情報文化論
社会文化史
スポーツ・ジャーナリズム論 造形表現論
多文化と相互理解Ⅰ・Ⅱ 地域文化論（英語圏）Ａ・Ｂ 地域文化論（ドイツ） 地域文化論（フランス）
地域文化論（スペイン） 地域文化論（中国） 地域文化論（朝鮮）地域文化論（イスラーム） 超域文化論
日本文化論Ａ・Ｂ
比較文学・比較文化ＡⅠ・ＡⅡ 比較文学・比較文化BⅠ・ＢⅡ ユニバーサルデザイン 倫理学

1年次から4年次まで段階的に履修ゼミナール科目を設置。自らの問題を発見・分析・解決する。
基礎ゼミナール

問題発見テーマ演習

問題分析ゼミナール

問題解決ゼミナール
卒業論文・卒業制作

先取り履修科目
（３・４年次配当科目）

﹁情報コミュニケーション学入門﹂で
多様な最先端の研究にふれる

意思決定論Ａ・Ｂ 異文化間コミュニケーション
コミュニケーション思想史 自然言語の生成モデル
情報と職業
人口論
組織コミュニケーションＡ・Ｂ 都市情報論
不確実性下の人間行動 不思議現象の心理学

人間と環境

社会科学

社会
システム

English Skills AⅠ・Ⅱ
（基礎 中級 上級）
English Skills BⅠ・Ⅱ
（基礎 中級 上級）
Speech & Debate A・B
ドイツ語 AⅠ・Ⅱ ドイツ語 BⅠ・Ⅱ
フランス語 BⅠ・Ⅱ スペイン語 AⅠ・Ⅱ
中国語 BⅠ・Ⅱ
中国語 AⅠ・Ⅱ
タイ語 AⅠ・Ⅱ
韓国語 BⅠ・Ⅱ

外国語科目群

人文科学
文化と表象

自然科学

日本語 AⅠ・Ⅱ

人間と環境

（情報リテラシー科目）
ICT データベースⅠ・Ⅱ
プログラミング実習Ⅰ・Ⅱ

科学技術と人間 家族社会学
消費行動の心理学
自然地理学
身体表現論
身体と意識
人間性心理学 認知科学Ⅰ・Ⅱ
法コミュニケーション リスク社会論

現代アメリカ政治論
国際開発論
ジェンダー・マネジメントⅠ・Ⅱ
情報政策論Ａ・Ｂ
知的財産法A・Ｂ
メディアの歴史

現代行政と法Ａ・Ｂ
国際関係論Ⅰ・Ⅱ
社会思想史
情報法Ａ・Ｂ
犯罪社会学
メディア論

環境政策Ⅰ・Ⅱ 言語使用とディスコース
情報社会と安全Ａ・Ｂ 情報と経済行動
生命思想史Ⅰ・Ⅱ
人文地理学
ネットワーク社会論 パーソナリティ心理学

フランス語演習Ⅰ・Ⅱ
中国語演習Ⅰ・Ⅱ
タイ語演習Ⅰ・Ⅱ

日本語 BⅠ・Ⅱ

日本語 AⅢ・Ⅳ

ICT アプリ開発Ⅰ・Ⅱ
ICT 統計解析Ⅰ・Ⅱ

アルゴリズム実習Ⅰ・Ⅱ
ICT コンテンツデザインⅠ・Ⅱ ICT 総合実践Ⅰ・Ⅱ
ネットワーク技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ネットワーク技術Ⅳ
ICT メディア編集Ⅰ・Ⅱ

専門情報リテラシー

経済思想史
コーポレート・ガバナンスⅠ・Ⅱ
ジェンダーと法Ａ・Ｂ
情報社会論Ａ・Ｂ
組織と情報
マスコミュニケーション論Ａ・Ｂ

English Seminar Ⅰ・Ⅱ
英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ
英語音声学

Critical Reading
Critical Discussion
Critical Writing A・B

フランス語 AⅠ・Ⅱ ドイツ語演習Ⅰ・Ⅱ
スペイン語 BⅠ・Ⅱ スペイン語演習Ⅰ・Ⅱ
韓国語 AⅠ・Ⅱ
韓国語演習Ⅰ・Ⅱ
タイ語 BⅠ・Ⅱ

家族と法Ⅰ・Ⅱ
公共政策Ａ・Ｂ
財産と法Ⅰ・Ⅱ
情報システム論
ソーシャルビジネス論
紛争解決システム論Ⅰ・Ⅱ

日本語 BⅢ・Ⅳ

（日本語表現科目）
日本語表現Ⅰ・Ⅱ
研究方法・
表現実践科目群

（クリエイション科目）
音楽論
美学・芸術学

身体コミュニケーション A・Ｂ
演劇学
クリエイティブ・コミュニケーション メディア・アート

（リサーチリテラシー科目） 科学リテラシー
数理リテラシー
統計学 A・Ｂ
論理リテラシー

研究方法・表現実践科目群等の各科目群
海外留学科目群
その 他

履修モジュールを参考にしながら、３つの分野の各科目群から履修科目を自由にカスタマイズ

ウェルネス A・B

キャリアデザイン科目群

キャリアデザイン

情報リテラシー科目群

▶︎履修時間割参考例 P.16

留学関係科目
（語学・実習）
Ａ

社会調査実習
質的調査分析法
データ解析論Ⅰ・Ⅱ
留学関係科目
（語学・実習）
Ｂ

留学関係科目
（講義）
Ａ

留学関係科目
（講義）
Ｂ

ウェルネス・スポーツ A・B

ウェルネス・スポーツ C・D

インターンシップ入門

インターンシップ

ICT ベーシックⅠ・Ⅱ

総合講座

▶︎履修時間割参考例 P.14

社会調査法 A・Ｂ

国際交流

ウェルネス科目群

デジタルアートA・B
デジタルプレゼンテーション
非言語コミュニケーション メディア教育論

総合講座 A 〜 D

総単位

※ドイツ語・フランス語・スペイン語・中国語・韓国語・タイ語の中から１か国語
（ただし、
外国人留学生については日本語）
を選択

PICK UP

3 つ の ポ イント
特長

1

学際的
学問分野を段階的に

1年次に専任教員がオムニバス形式で授業を行い、多様な研究分野を紹介する
「情報コ
ミュニケーション学入門」
を、3年次にはさまざまなテーマに基づき専門家を招へいし、
オムニバス形式で授業を行う「情報コミュニケーション学」
を設置することで、情報コ
ミュニケーション学という学際的学問分野を段階的に学習できるようにしています。
本学部のカリキュラムは『専門科目群』
『研究方法・表現実践科目群』
の 2 つが柱

特長

2

履修科目のカスタマイズ

となり、それぞれを学部の特長的な科目によって構成しています。
入学後、学問・研究の基礎を身につけながら、
「履修モジュール」
を参考にして自身の興味・
関心のあるテーマに沿った履修科目を自由にカスタマイズしていきます。

特長

3

11

全学年に
ゼミナール科目を設置

School of Information and Communication

1 年次から 4 年次までのすべての学年にゼミナール科目を設置し、問題の発見から
解決までの過程を自ら主体的に学べるようにしています。

英語コミュニケーション
能力特別強化プログラム

「SPICE」

情報コミュニケーション学部では、国際社会
に対応できる言語力とコミュニケーション能
力を身につけた学 生を育 成するために、独 自
の特 別 英 語クラスである SPICE（Special
Program for Information & Communication
in English）を 2014 年 度より設 置しました。
2013 年度から高校の英語に「コミュニケーショ

コミュニケーション能力重視・
内容中心（content base）
の授業

英語で「 スピーチ」「 ディベート」「 ディスカッション」ができる
ようになるためのトレーニングを行います。会話のためのコミュ
ニケーションに限らず、専門的な学問を「 英語」で理解するための
講義も用意しています。

経験豊かな教員陣

選抜された少人数の学生に向けて、ネイティブ・スピーカーや海外留
学経験のある教員が実践的な授業を行います。授業だけでなくホー
ムワークを効果的に取り入れて、自習時間の指導にも力を注ぎます。

ン英語」が導入されたように、単なる会話以上
の内容を議論できる能力が求められています。
SPICE は、20 人以下の少人数選抜クラスで、
英語でコミュニケーションができる学生を養成
します。このプログラムを通じて、グローバ
ル化 時 代に世 界で活 躍できる人 材の育 成を
目 指します。
SPICE 紹介動画は
こちら

短期・長期留学に関するアドバイスなども提供し、海外を目指す学生をサポートします。

MEIJI UNIVERSITY
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1 年次
2 年次

多様な研究の最 先 端を知り、問 題を発見する

「ガクの情コミ」には、さまざまな研究分野をテーマにしている

国語）教育は、言語（語学）を通じて異文化を知り、それを尊重

専任教員が多数在籍しています。1年次は、
「情報コミュニケー

するということを目的としています。そのための講座を「演習」科

ション学入門」を履修し、各回交代で登場する専任教員の専門

目として設定してあります。
「ガクの情コミ」は、
ゼミナール教育に

的な視点からの講義を受講します。現代社会のさまざまな問題

も力を入れています。1年次には「基礎ゼミナール」が設けられ、

に関する多彩なアプローチの仕方を垣間見ることは、自らが探

ここで、論理的思考、資料の収集・分析、論文・レポート、プレゼ

究する研究を設定するうえで、大きな道標となります。講義科目

ンテーション等の基礎を修得します。2年次には「問題発見テーマ

では、
「社会科学」
「人文科学」
「自然科学」という大きく3つに

演習A・B」が設置されており、ひとつのテーマについて集約的な

分類された科目群から、自らが興味・関心のある科目を選択

議論や輪読、また、フィールドワークや作品制作などを少人

することができます。また、選択必修外国語（英語以外の外

数で行い、研究を達成するための能力を育成します。

1年

STUDENT VOICE

履修モジュールとは

社会学やメディアを
幅広く自由に学び
不平等や差別を
解消したい

興味の新境地を開拓
何かを作ることの
楽しさを知り
クリエイティブな道へ

鴻田 紗李

藤森 菜央斗

東京都私立明治大学付属明治高等学校卒業

本学部では、1年次から段階を経て学際的知識を修得することが可

「人間と環境」
の3つのフレームに配置した［科目プール］
から自由に

能となるカリキュラムを設けてあります。卒業要件の124単位のうち、

履修することができます。学生は自己の問題関心にしたがい、主体的

専門科目群に関しては、選択必修科目として64単位以上を履修する

にカスタマイズした科目履修が可能となります。

必要があります。1・2年次では「社会科学」
「人文科学」
「自然科学」

た［履修モジュール］
というものを用意しました。もちろん、この［履修

学フレームから4単位、自然科学フレームから2単位）
以上を、3・4

モジュール］
は例示でしかありません。学生はそれを参考にして、履

年次では、残りの履修単位を勘案して、
「社会システム」
「文化と表象」

修科目を自由にカスタマイズすることができるわけです。

長野県松本県ヶ丘高等学校卒業

Q 情報コミュニケーション学部を

Q 情報コミュニケーション学部を

選んだ理由は？

わたしたちは、それを支援するために研究課題・問題意識を具現化し

の［3フレーム］
から計10単位（社会科学フレームから4単位、人文科

Answer

選んだ理由は？

社会学やメディアについて学びたいと考えて、大学を探して

Answer

いました。本学部を選んだのは、必修が少なく自由度が高い分、興味のあ

■ 履修モジュールの一 例
1・2 年次

3・4 年次

現代社会における企業に
倫理は求められるか

経営学／組織論／社会心理学Ａ・Ｂ／社会学A・B

組織コミュニケーションA・B／組織と情報／不確実性下の人間行動／
倫理学／コーポレート・ガバナンスⅠ・Ⅱ

表現することと
社会・政治・法の関係を考える

メディア・リテラシー／政治学／市民社会と法Ⅰ・Ⅱ／
社会学A・B／小集団コミュニケーション

情報社会論A・B／現代型犯罪と刑法Ⅰ･Ⅱ／知的財産法A・B／
情報法A・B／個人と国家／組織と情報／ビジネスと法A・B

「芸術（アート）」と「コミュニケーション」が
交差する世界を探究しよう

美学・芸術学／身体コミュニケーションA・B／
音楽論／メディア・アート

音楽表現論／身体表現論／映像表現論／造形表現論／メディア教育論／
デジタルアートA・B／アート・マネジメント

日本の国際社会における
将来を隣国との関係から考える

日本史概論／東洋史概論

異文化コミュニケーション史／国際関係論Ⅰ・Ⅱ／社会文化史／
近・現代史Ⅰ・Ⅱ／地域文化論

メディアにおける
都市のイメージを分析する

社会学A・B／異文化理解／地誌学

都市情報論／人文地理学／広告論／メディアの歴史／記号論

＜いのち＞の観点から
人間と社会を考える

生命論A・B／社会学A・B／家族社会学概論／
哲学／組織論

生命思想史Ⅰ・Ⅱ／倫理学／科学技術と人間

さまざまな分野を多角的に学べるという特徴に惹かれ

て選びました。実際に授業を受けて、これまで興味のなかった分野に

る授業を中心に履修できたり、他学部の授業も受講できたりする点に魅力

対して新たに興味が湧いたり、1つの問題を解決するには分野横断的

を感じたから。留学や課外活動など授業以外のことにも自由に時間を割く

な知識や多角的な視点が必要であることも学んだり、改めてこの学部

ことができ、充実した大学生活が送れると考えたので、入学を決めました。

にして良かったと実感しています。

Q 印象に残っている授業を教えてください。

テーマ

2年

STUDENT VOICE

Answer

Q 印象に残っている授業を教えてください。

第二外国語として
「 タイ語（ A・B）
」を履修しました。文字

Answer

「 専門情報リテラシー
（ インタラクティブCG）
」です。この

や声調など覚えることが多く大変なこともありますが、タイ人の方と会

授業の目標は、processingというプログラミング言語を用いて、簡単

った時に挨拶ができたり、タイ語を習うからこそ理解できることもあっ

なゲームを作ること。ブロック崩しゲームを自由にカスタマイズするとい

たり、未知と出会えることにタイ語を学ぶ楽しさを感じています。

う課題は、答えがなくて新鮮でした。使いやすさと面白さを追求して制
作し、とても貴重な体験になりました。

Q 将来の目標や目指す進路は？
Answer

Q 将来の目標や目指す進路は？

将来は、不平等や差別に苦しんでいる人の力になれるよ

Answer

大学での学びの中で「何かを作る」
ことの楽しさに気づく

うな仕事がしたいです。もともとはメディアによる発信が課題の解決に

ことができたので、卒業後はクリエイティビティが必要な仕事に就きた

効果的と考えていましたが、幅広い学びができる大学では
「 メディア」の

いと考えています。そのために、本学部でさまざまな分野の勉強をする

枠にとらわれず、問題の背景や解決へ向けたアプローチの方法を多角

ことで、もっと自分の視野を広げ多角的な視点を養っていきたいです。

的に学んでいきたいと考えています。

情報コミュニケーション学入門
「情報コミュニケーション学入門」
では、本学部の専任教員
がそれぞれの専門的視座から現代社会の諸問題を6つのサ
ブテーマ群（公共性と社会システム／組織とコミュニティ／多
文化と国際協調／ジェンダーと多様性／創造と表現／不確
実状況・脅威状況における心理と行動）から講義します。
今後の社会で生じる問題は、
より一層、複雑で多岐にわ
たることが予想されます。
このような社会を理解し、積極的
にかかわっていくには、広い視野で状況をとらえ、
さまざま

■「情報コミュニケーション学入門」で行われた授業テーマ
（一例）
タイトル

［ 1 年次の時間割参考例 ］

担当教員

です。この講義を通じ、自ら問題を設定し、学域横断的な
視点・アプローチで問題に取り組むための力を養うことを
目的としています。

月

火

水

日本語表現Ⅰ

タイ語AⅠ

English Skills BⅠ

日本語表現Ⅱ

タイ語AⅡ

English Skills BⅡ

【公共性と社会システム】
刑罰の存在意義とその課題：ある死刑事案をめぐって考える

阿部力也

1

【多文化と国際協調】
多文化の考え方を比較するイスラームにおける
「平和」をヒントに

横田貴之

2

【組織とコミュニティ】組織やコミュニティにおける情報管理と監視

竹中克久

3

【ジェンダーと多様性】ファッションメディアにおけるジェンダー表象

高馬京子

4

【創造と表現】言語&身体メディア “手話”による創造と表現

坂本祐太

5



【不確実状況・脅威状況における心理と行動】
幽霊を見てしまう心理を進化生物学からひも解く

石川幹人

6



な領域にまたがる知を協働して問題に取り組むことが重要

科目名の上段は春学期、下段は秋学期

東洋史概論
地理学



木




メディア・アート

情報科学







3







4







5











6





ジェンダー論





クリエイティブ・
コミュニケーション

English Skills AⅠ

人類学

ICTベーシックⅠ







Speech & Debate A
Speech & Debate B



木
基礎論理学

2

English
CommunicationⅠB

経営学

水
環境と社会



English
CommunicationⅠA

世界のキャンパスから

火
社会調査法A



社会学A

地域文化論

月

1

キャリアデザイン

科目名の上段は春学期、下段は秋学期

日本史概論A



タイ語BⅠ



土



タイ語BⅡ

English Skills AⅡ パブリックスピーキング ICTベーシックⅡ

金

［ 2 年次の時間割参考例 ］

地誌学

音楽論
環境生物学

現代心理学



土





宗教学



社会学B

情報検索論

ミクロ経済

キャリアデザイン

美術・芸術学

言語学





問題発見テーマ演習A





西洋史概論

情報社会と経済 問題発見テーマ演習B


金




小集団
コミュニケーション

経営学

ICTメディア編集Ⅰ



















情報コミュニケーション学入門／夏季集中講座：メディア・リテラシー
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3 年次
4 年次

問 題を分析し、解決する

3年次以降に学習できる科目は多岐にわたりますが、必修

す。
このゼミナールは、各担当教員の主要担当科目から設

科目はありません。
「 社会システム」
「 文化と表象」
「 人間と

定したテーマを学習する中で、現代社会における情報コミ

環境」
と大きく3つに分類された科目群の中から、
自己の興

ュニケーションの意義と機能を踏まえて、問題点のさらに

味・研究目的に合致した科目を履修すれば良いのです。時

深い理解と洞察力を養うことを目的としています。4年次の

には何から学んで良いか分からなくなるかもしれません。

「問題解決ゼミナール」の中には卒業論文作成を目的と

そのために、履修モジュールを策定しています。
この履修モ

したゼミナールもあります。それを選択した学生は「卒業

ジュールは、授業科目間の関係性を明確にし、授業選択

論文・卒業制作」
という科目を履修し、情コミの4年間の集

のガイドラインの役割を果たしています。3年次からは「問

大成として卒業論文や卒業制作に取り組むことができま

題分析ゼミナール」が開始され、4年次の「問題解決ゼミナ

す。
また、
その研究成果を情コミが毎年発行している
『情コ

ール」へと続いていきます。
「 ガクの情コミ」の最終段階で

ミ・ジャーナル』に発表することもできます。

3年

STUDENT VOICE

学際的な学びで得た
多角的な視座で
枠にとらわれない
新たなアイデアを

多様な講義を通じて
学び得た
多角的な視点で
いつの時代でも輝く人に
潮 風音

海老澤 文哉

静岡県立浜松北高等学校卒業

グリム童話「ラプンツェル」の日本における受容

学年

3

二拠点生活者を災害ボランティアへと突き動かす誘因
―南房総における令和元年台風の事例―

4

Answer

コロナ禍の大学生の孤独感

―その対処行動について考える―

4
4

授業での相互作用が大学生の学習意欲にもたらす影響
〜オンライン授業の場合〜

4

社会的手抜きに関する考察 ―自己呈示動機と目標設定の観点から―

4

4年

濵田 絵里奈

神奈川県
私立山手学院高等学校卒業

特定の学問に固執せず、幅広い学びを追究することで多

分、自由に時間割を組むことができ、自分の興味の赴くままにさまざまな

です。1年次から設けられているゼミで周囲と意見交換をして、新しい

知見に触れることができます。学際的な学びを通じて得た多角的な視点

視点を取り入れる機会が多いことも本学部の特長だと感じています。

は人生における羅針盤となると思っています。

Q 印象に残っている授業を教えてください。

「 国際経済論Ⅰ」です。この講義ではコーヒーをテーマに、

Answer

心理状態が体に及ぼす影響や視覚・聴覚情報の処理の

国際経済の動向や開発途上国の現状などについて学びました。国際経

仕組みなどを学ぶ
「 専門情報リテラシー
（ 実験人間学）
」が印象に残って

済という大きく抽象的に感じられるものを、身近なコーヒーを軸に紐解い

います。騒音を計測したり、眼精疲労の程度を測ったりなど、日常を計測

ていく過程では、多角的な視点が養われ、まさに情報コミュニケーション

するさまざまな実験は新鮮でした。

学部らしい講義だったと思います。

『情コミ・ジャーナル』の表彰式

Q 将来の目標や目指す進路は？
Answer

STUDENT VOICE

Answer

角的な視座を獲得できると考えたからです。本学部は必修科目が少ない

えて物事を考える思考力が身につくと考えたことも選んだ理由のひとつ

Answer

学年

NFT は日本の音楽市場を立て直せるのか

自分が興味を持った分野を幅広く学べる点に魅力を感

Q 印象に残っている授業を教えてください。

佳作論文（ 4 本）
論文タイトル

選んだ理由は？

じ、本学部を選びました。また、実践的な学習を通して社会の傾向を捉

4

日本における ICT 教育を再考する

Q 情報コミュニケーション学部を

選んだ理由は？

優秀論文（ 3 本）
論文タイトル

東京都私立本郷高等学校卒業

Q 情報コミュニケーション学部を

■ 第 15 回情コミ・ジャーナル（ 論文部門）表彰作品

4年

STUDENT VOICE

Q 将来の目標や目指す進路は？

私の目指す人物像はいつの時代も輝ける人です。新型コ

Answer

ロナウイルスの影響で今も社会は大きく変化していますが、そうした不

データや文献と向き合い

書き上げた学生生活の集大成
学生生活の集大成として、納得のいく論文を書き

後はインフラ関係の仕事に就く予定。自分の仕事が

たいと思い、情コミ・ジャーナルへの投稿を決めま

多くのお客様に影響を与えるので、論文執筆の時の

した。執筆を通して、収集したデータや過去の文献

ように最後までやりきる責任感を持って臨みたいと

を細かく検討する分析力と忍耐力が身についたと感

考えています。論文の内容が仕事に直結するわけで

じています。一番苦労したのは、文章の構成です。

はありませんが、執筆で培った、データをつぶさに

自分の伝えたいことをわかりやすく表現する方法を

分析する力や、自分の伝えたいことをわかりやすく

考える中で、データや自分の意見を整理して、論理

表現する力で、ニーズを汲み取り、お客様に丁寧な

立てて組み直すことの重要性を実感しました。卒業

提案ができるようにするのが目標です。

2

4

明治大学情報コミュニケーション学部では、成績が特に優秀な学生を対象に早期卒業制度を導入しています。明治大学大学院情報コミュニケーション

その分野の常識にとらわれてしまうこともあると思います。本学部で獲得
した多角的な視座を活かし、専門分野を俯瞰して見ることで、枠にとらわ

どのような時代でも未来を切り拓く力になると思います。

れないアイデアを生み出していきたいです。

月

3

［ 早期卒業制度 ］

測の事態にも柔軟に対応でき、その状況をプラスに変えて社会に還元
できる人でありたい。情報コミュニケーション学部で得た知識と経験は、

［ 3 年次の時間割参考例 ］

1

5
6

特定の分野の専門性を磨くことで、社会に足りていないピ

ースを補える人材になることが目標です。ただ、専門性を追求することで、



アート・マネジメント

火

水

科目名の上段は春学期、下段は秋学期
木

国際経済論Ⅰ データ解析論Ⅰ 情報産業論







都市情報論

意思決定論

人文地理学 ビジネスと法B

金
人権と憲法Ⅰ





問題分析
ゼミナールⅠ

不確実性下の
人間行動



メディア教育論

情報
コミュニケーション学

問題分析
ゼミナールⅡ



言語態研究

地域文化論
（英語圏）B

ジェンダー・
マネジメント























デジタル・
プレゼンテーション



パーソナリティ心理学


情報と経済行動


［ 4 年次の時間割参考例 ］

土

月



1





2





火

水

木

金融システム論Ⅰ

財産と法Ⅰ

異文化間
コミュニケーション

金融システム論Ⅱ

財産と法Ⅱ 情報社会と安全B

現代型犯罪と刑法Ⅰ 知的財産法Ⅰ 社会福祉学A

倫理学



3



4



5









6







公共政策A

金

土







情報
コミュニケーション学

現代型犯罪と刑法Ⅱ 知的財産法Ⅱ 社会福祉学B メディア・リテラシー



公共政策B

科目名の上段は春学期、下段は秋学期




ジェンダーと法Ⅰ
ジェンダーと法Ⅱ

認知科学Ⅰ

問題解決
ゼミナールⅠ

認知科学Ⅱ

総合講座D
（地域デザイン論）


問題解決
ゼミナールⅡ





















研究科をはじめ、そのほかの大学院への進学を希望する学生は、3 年次終了時に大学卒業資格（学士）
を得て、進学することが可能です。
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ゼミナール教 育

ゼミナール教 育で得られる
「ガクの情コミ」の醍醐味

PICK UP ゼミナール
清原 聖子 ゼミナール

ゼミナール（略称「ゼミ」
）では、10 〜 15 名程度の比較的少数の学生がひとりの教員とと
もに、通常の大教室の授業では得られない双方向のコミュニケーションをとりながら学ん
でいきます。大学で学ぶことの初歩から専門的分野、資料の読み方や議論の仕方、レポー
ト・論文の作成、プレゼンテーションまでと幅広く、学んでいきます。大学における
「学び」
の醍醐味が得られるのがゼミなのです。本学部では、1 年次から 4 年次まで段階的に履修
するゼミナール科目を設置しています。1年次は基礎ゼミナール、2年次には問題発見テー
マ演習、3 年次には問題分析ゼミナール、4 年次には問題解決ゼミナールが置かれていま
す。3・4 年次は 2 年間一貫して同一のゼミを取らなければなりません。

■ 学年ごとに所属ゼミを変えた場 合
自分の問題意識に対する

アプローチ方法の「引き出し」を

●学年ごとに異なるゼミに所属して、
よかったことは何ですか。

清原 聖子 教授

牛尾 奈緒美 教授

本ゼミナールでは、現代アメ

グローバル経済の進展によ

リカ政治と社会の諸問題につ

り企業活動の範囲は飛躍的に

いて研究しています。ゼミ生

広がり、ビジネスの変 化のス

にはメディアや大統領選挙に

ピードも加速度的に増してい

関心のある人もいれば、黒人

ます。当ゼミでは、経営学的

問題や移民問題をテーマに研究を進める人もいます。３年生はグ

視点を中核に据え、現代日本のさまざまな業界や企業行動について

ループワークを重視して、アメリカ政治、社会の基本的な特徴や枠

研究を行います。スマホや SNS、カフェなど普段何気なく利用して

組みを日本と比較しながら理解していきます。４年生は、アメリカ

いるモノやサービスは一体どんな企業が提供し、その企業が属する

研究の中で各自の関心分野を掘り下げて、個別に研究を進めます。

業界ではどんな競争が繰り広げられているのでしょうか？ こうした

また、学部主催のバーチャル研究交流祭に参加してグループによる

身近な生活から問題意識を引き出し、将来自分がなすべき仕事や社

研究発表を行いますので、チームワークとプレゼンテーション能力

会が目指すべき方向性についてみんなで考えていきます。歴代の

を養うことができるでしょう。留学生や留学希望者も歓迎します。

OBやOGとの交流も盛んで、和気あいあいとした雰囲気が自慢です。

ある教員と少人数で充実した時間を過ごすこと

法を知ることができた点です。学びを深める中

PROFILE

PROFILE

ができると知りました。そこで、ゼミという特殊

で湧いてきた知的好奇心をどう行動に移すかに

な環境だからこそ、授業や独学よりも濃い学び

は多くの選択肢があります。アンケートを取った

が得られると考え、2年次以降はこれまで自分

り、文献や資料を読んだり、グループで討論した

3年

が興味を持ってこなかった分野をゼミで学ぶ選

り。こうした多様なアプローチがあることを知る

択をしました。自由な履修スタイルの本学部は、

ことができたのは、複数のゼミに所属していた

清原 聖子：専門は現代アメリカ政治とメディア・ICT政策。学部では情報政策
論と現代アメリカ政治論（ 2023年度開講）を担当しています。米国・ジョージ
タウン大学の教授と共同研究を行った経験もいかして、現在は学内の複数の
教員と特定課題研究ユニット（ 現代アメリカ研究所）を立ち上げ、アメリカの
政治コミュニケーションの変容に関する研究を行っています。

東京都私立
成蹊高等学校卒業

高校生の頃から文理の枠に囚われない学びがし

からこそ。ゼミを通して広がった
「 引き出し」は今

牛尾 奈緒美：専門は経営学です。少子高齢社会の中、女性や若者の活躍がよ
り一層求められており、仕事と私生活の両立や働きがいのある組織について
研究を行っています。私自身、フジテレビアナウンサーを結婚退職後、大学院、
出産、育児との両立で大学教授のキャリアを築きました。ゼミではこの経験を
いかすべく、勉学のみならず人生の先輩としてみなさんとの対話を重視して
います。

たいと考えていた私にとって、最適な環境です。

後の研究において必ず生きてくると思います。

年次

2 年次

3 年次

4 年次

竹中 克久ゼミ

小林 秀行ゼミ

鈴木 雅博ゼミ

「社会を読む−情報に敏感になる」

「自然災害と社会」

「学校の社会学」

■ 4 年間 、同 一 ゼミに所属した場 合
興味を深掘りし

●なぜ、このゼミを選択しようと
思ったのか教えてください。

蓄積される知識を

応用してアイデアを形に

3年

畑野 日向子
東京都立
文京高等学校卒業

年次

2 年次

School of Information and Communication

● 4 年間を通して同一ゼミに所属して、
よかったことは何ですか。

根橋 玲子 ゼミナール

坂本 祐太 ゼミナール

多文化共生とコミュニケーション

多様な背景を持つ人々と対話しよう

私たちの身の回りにある「ことば」の
不思議を発見・分析・解決する

根橋 玲子 教授

坂本 祐太 准教授

COVID-19 のパンデミック以

私たちが日頃何気なく使っ

前、仕 事や生きがいを求め人

ている「 ことば 」には、実は

類は世界規模でかつてないほ

様々な不思議が潜んでいます。

どに国境を越えて移動してい

例えば「マロリーヌ」と「チョ

ました。コロナによりその動

リッツ」というお菓子の名前で

高校生の頃から国際支援に関心があったか

長期間にわたって国際支援に関する専門的

きは減速したとは言え、日本も例外ではなく、既に多くの外国人が

は、前者の方が甘くて柔らかそうな印象を感じるのはどうしてで

らです。また、1年次に国際交流プログラムでタ

な知識を学ぶことで継続力が、学んだ知識を

イを訪れた経験から、さらに国際支援について

活用しアイデアを形にする中で応用力や思考

住んでおり、今後もその傾向は続くと思われます。本ゼミでは、主

しょうか？また、どうして私たちはあまり気が乗らない他人からの

深く学びたいと思い、4 年間このゼミに所属す

力が身についていると感じます。また、ゼミに

に日本で暮らす外国人に焦点を当て、東京近辺の特定のエスニック

誘いを断る際に、わざわざ相手に配慮して断る理由を考えたり、時

ることを決めました。ゼミでは1・2年次に国際

所属することで、今まで出会ったことのないさ

グループが多く住む「集住地」へのフィールドワークや、多様な背景

には嘘をついたりするのでしょうか？本ゼミナールでは、このよう

経済学や国際支援に関する基礎知識を学び、

まざまな人と交流することの楽しさを知り、コ

を持つ方たちと直接対話をすることで偏見の低減を目指す「多文化

な「ことば」の不思議をゼミ生が主体的に見つけ出し、その謎を言語

3・4 年次に学んだ知識を応用して商品の開発

ミュニケーション力も向上しました。ゼミでの

ライブラリー」などの活動を通し、より豊かな多文化共生社会の構

学の理論に基づき解き明かすことを目標にしています。

を行っています。自分の学びを商品という形とし

経験を生かして、将来は人と協力して何かを成

て残せることもこのゼミに所属した理由です。

し遂げることを重視した仕事に就きたいです。

3 年次
島田 剛ゼミ「国際経済学・国際支援学」
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業界・企業研究で日本経済の未来と
なすべき仕事を見出そう

問題意識に対するさまざまなアプローチの方

寺阪 快人

1

現代アメリカ研究
―多角的な視点から現代アメリカ政治と社会について考える―

1年次の基礎ゼミナールで、ゼミでは専門家で

増やすことができました

1

●なぜ、学年ごとに異なるゼミを
選択しようと思ったのか教えてください。

牛尾 奈緒美 ゼミナール

4 年次

築について学んでいます。また、オンラインによる海外大学との交
流授業など、ゼミ生の関心やニーズに沿った試みも行っています。
PROFILE

PROFILE

根橋 玲子：専門はコミュニケーション学と多文化共生論。大学卒業後外資系企
業で働いた経験から、価値観や行動などのコミュニケーションの相違に興味を
持ち、米国の大学院へ。現在は日本で働く外国人をテーマに研究しています。

坂本 祐太：専門は言語学
（ 生成文法統語論）で、特に
「 ことば」の省略現象を中
心に研究を進めています。情コミでは自分の研究分野だけでなく、様々な観点か
ら
「 ことば」の面白さを伝えるべく日々努力しています。日本の大学を卒業後にア
メリカの大学院で学位を取得した経緯から、英語の勉強法や留学の相談に乗る
ことも多々あり、様々な面で充実した大学教員生活を送っています。

MEIJI UNIVERSITY
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基 礎 教 育・専門 科目

「 ガクの情コミ」学部ならではの
多様な科目
外国語科目群
ドウ,ティモシー J.

英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ

宮川 渉

専任講師

This course teaches English communication skills so that
you can use English to interact with people from around the
world. In every class,
students have many
oppor tunities to use
English and develop
their communication
skill s in group discussions and activities.

英 語での会 話 能力を高めるだけ
ではなく、論 文の構成方法や内容、
またコミュニケーションにおける言葉
のニュアンスといった英語表現にお
ける学術的な部分を学ぶことができ

小山 奈夏

情報リテラシー科目

私たちはなんらかのソフトウェア＝プログラムを通してコン

授業を目指しています。

身も初心者ですが、前回の復習、今

るために重 要です。 こ

回の説明、そして演習という3ステッ

の科 目では、プログラ
ミング言語として Java
言 語を用い、実 習を通
してプログラミングの
基礎を学びます。

プを通して、基本的な能力が身につ
2年

大森 愛奈

神奈川県立
柏陽高等学校卒業

日本語表現科目

きました。演習では応用問題も扱う

必須となる能力を養うことができま

に出会っています。「日本語表現」では、他者の考えを正確に理

す。前期では、引用や説得力のある

解し、自分の考えを人々にわかりやすく伝えるための方法や技術

論証の仕方など、論文を書く上での

を体得し、本学部の目指す教育目標の基礎を培うことを目指し

基 礎 知 識をつけ、後 期 では自分で

ます。「日本語表現Ⅰ」では、
「書くこと」に焦点を絞り、日本語

論 文を書いていきます。既存の学術

表現の諸形式を学び、目的や状況に応じた日本語での作文の技
術を身につけます。「読むこと」を中心とする「日本語表現Ⅱ」で
は、さまざまな形式による日本語表現の読解を通じて、日本語を
取り巻く多様なテーマについて考察し、自らの思考を複数の表現

School of Information and Communication

1年

ジャヤビクラマ 幸一
東京都私立
岩倉高等学校卒業

現在では 理 論に基づいた説 得力の
ある音楽が制作できるようになりま
した。

この 授 業 では、科 学的な考え 方
を基にしたアプローチで、世の中に
溢 れる情 報の真偽を見 抜く力を養
います。メディアは情 報の取 捨選 択

います。科学の信頼をよそおった疑似科学ビジネスなのです。

をした 上で 情 報 発 信をしているた

自然科学はもとより、社会科学や人間科学の発展が文明を支え

め、その伝え方次第で間違ったまま

てきましたが、科学の先端では不確実な理論やデータがあふれて
います。本授業では、科学的なものの見方や考え方を身につけ、

うな体験があるでしょう。

受け取られてしまったり、情報が少
2年

山村 隆介

神奈川県私立
横浜隼人高等学校卒業

キャリアデザイン科目群
キャリアデザイン科目群では、1 年次に「キャリアデザイン」
、2

おいて、これからのキャリア形成で
取るべき行動 や必 要な素 養につい

から、仕事や学生時代について話を聞き、働くことの意味について

を学びます。
「インターンシップ」
では、高度情報社会を牽引する
企業から与えられた課題に対して、グループワークを通じて解決策
を提案することで、リアルなビジネスの機会を体験します。

っても興味深い内容だと思います。

ことができます。興味のある分野に

アデザイン」では、企業や NPO 等の第一線で活躍されている方々

養えました。大学でしっかりと学び

題材が取り上げられるため、誰にと

授業を通してさまざまな分野のプ

戦的に学べるよう充実したプログラムを提供しています。
「キャリ

業界・企業研究を通じて、より実践的にインターンシップの概要

しまう危険 性があります。日常的な

ロフェッショナルから生の声を聞く

科目を設置し、大学卒業後に社会で働くことについて主体的・実

分 の論 拠 を固め、反 論 する能 力も

ないため受け手が誤った判断をして

キャリアデザイン

年次に「インターンシップ入門」
、3 年次に「インターンシップ」の

考えます。
「インターンシップ入門」では、ビジネスマナー講習や

受講してみてください。

仕組みを体系的に学べたおかげで、

科学リテラシー

それらには十分な科学的証拠がないまま、宣伝ばかりが先行して

論 文を批 判 的に読む単元では、自

を深めたいと考えている方は、ぜひ

神奈川県立
小田原高等学校卒業

マイナスイオンにゲルマニウム、コラーゲンからデトックスま

確実な知識ばかりを習ってきた方には、目からウロコが落ちるよ

この 授 業 では、論 文を書く上で

重田 翔吾

で、人体に有効とされるもののブームが現れては消えていきます。

識がある人にとってもさらなるスキ

専任講師

3年

教授

科学と疑似科学とを適切に評価できるようにします。高校まで

ルアップを目指すことができます。

ました。授 業を通して、音楽制作の

リサーチリテラシー科目

ため、もともとプログラミングの知

日本語表現Ⅰ・Ⅱ

日々私たちは自分とは異なる経験、背景をもつさまざまな人々

19

ら誰にでもお勧めできる授業です。

受講してもらいたい授業です。私自

タに対する理 解を深め

形式にまとめる実践も行います。

パソコンのソフトウェアを用いた
身の表現力と創造性を高められる

に少しでも興 味 がある人にはぜ ひ

動作し、どのように作成されるのかを理解することは、コンピュー

難しさから、独学に限界を感じてい

ことが可 能になりつつあります。

ただけるため、英語を学びたい人な

初心 者でも基 礎 から丁寧に指導

がありましたが、技術を身につける

ソコン一台で誰もが創作者になる

音楽制作の実践を通じて受講者自

を受けられるため、プログラミング

私自身も以前から音 楽 制 作に興 味

えられてきました。しかし、今日のテクノロジーの進歩により、パ

石川 幹人

ピュータを利用します。したがって、プログラムがどのように

思いをもつ人にお勧めの授 業です。

えます。これまで作曲は専門的な訓練を積まないと不可能だと考

人の能力に合わせたアドバイスもい

プログラミング実習Ⅰ・Ⅱ

知 識 や技 術 がなくとも、
「 人の心
に残る音楽を作りたい」という熱い

す。その意味では誰もが表現者であり、クリエイターであるとい

ションを高めながら学習できます。個

准教授

内藤 まりこ

私たちは自分の考え、感情などを常に表現して生活をしていま

交換する機会も多いため、モチベー
3年

デジタル・アートⅠ・Ⅱ

特任准教授

ます。講義に加え、学生同士で意見

滋賀県立
米原高等学校卒業

山崎 浩二

クリエイション科目

て学ぶことができる上、今まで関心
のなかった分野についても考えるき
1年

小林 聖渚

東京都私立
田園調布学園高等学校卒業

っかけが得られます。これからのキ
ャリアについて考える上でのヒント
が得られ、将来ビジョンの決定に大
いに役立つ授業です。

MEIJI UNIVERSITY
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国際交流

情 報コミュニケーション学部の
国際 交流プログラム

ニュージー
ランド

情報コミュニケーション学部では学部独自の短期学生交流プログラムを積極的に推進しています。

タイ・
ラオス

ニュージーランド海外ロケ体験プログラムをフジテレビと共同で実施
ニュージーランドのオークランドで行う海外ロケ体験のほか、メディアに関する事前講義や機材の扱い方の習得、そして
ロケ終了後はフジテレビ湾岸スタジオの専用スタジオでの模擬番組制作をプロの番組ディレクターの指導の下で行います。
番組制作の一連の作業を通して、制作者の視点からメディアリテラシー（＝テレビを見る目）
を養うことを目指します。

事前学習

シーナカリンウィロート大学、モンクット王ラカバン工科大学、ラオス国立大学との
短期学生交流プログラムを実施

メディアリテラシーに関する講義の後、テーマごとにグループに分かれ、取材のネタを探しに、

タイへの学生派遣プログラムおよび本学への受入プログラムを実施し、海外との学生交流を深めています。タイのシーナ

取材先のリストアップ、現地リサーチなどを行います。現地取材をする際に使用するカメラ機材

カリンウィロート大学、モンクット王ラカバン工科大学、ラオス国立大学との短期学生交流プログラムを実施します。

の使い方やインタビューの仕方についても、プロの番組ディレクターからレクチャーを受けます。
事前学習で入念に下調べ
現地の人との交流

タイ・ラオスからの学生受入プログラム
このプログラムでは、タイのシーナカリンウィロート大学人文学部、モンクット王ラ
カバン工科大学教養学部、ラオス国立大学文学部の 3 大学から学生を約 3 週間受け入
れ、
「タイへの学生派遣プログラム」
に参加する学生が、受入サポートを行います。来日
した学生は、本学部講義への参加や山中セミナーハウス合宿への参加、企業訪問を通
じて、日本語や日本文化への理解を深めます。

日本文化体験

タイヘの学生派遣プログラム

現地ロケ
積極的に取材先への下見や街頭録音（街頭インタビュー）
、現場リポートなどに
チャレンジします。さらに学生自身が事前に準備した取材プランによりインタビュー・
撮影を行います。インタビューの文字起こしを行いながら、取材内容を基に、番組制作
の構成原稿を作成していきます。
フジテレビ
湾岸スタジオでの
リハーサル

タイ料理の
文化体験

このプログラムの目的は、異なる社会や文化背景をもつ同世代の学生と交流し、自国文

事後学習・スタジオ撮影
スタジオ撮影では、完成したＶＴＲを使いプロのスタッフ指導の下、実際に

化について認識を深め、異なる文化を尊重できるようになることです。さらに、海外、特に

番組制作にも使用されている撮影機材等を動かし番組収録に臨みます。

アジアで働くことについて積極的な態度で臨めるようになることを目的としています。参

番組に出演するキャスター、ナレーターだけではなく、番組進行を指示する

加学生は、タイ文化を事前に学んだ後にタイへ出発します。約2週間、シーナカリンウィロー

プログラムディレクター、スタジオ進行を指示するフロアディレクター、その

ト大学にて比較文化ワークショップや授業に参加したほか、在タイ日系企業を訪問、そし

ほかにもカメラマン、音声、スイッチャー（映像の切り替え作業担当）などの裏

てアユタヤ遺跡や王宮などを見学します。学生たちは国籍が違いながらも、勉強だけでは
わからないお互いの国の文化について話し合い、交流プログラムの目的を果たします。短い
期間の中で、タイの文化や社会を自分の目で確かめることができる内容のプログラムです。

インド
シナ

オークランドでの
ロケの様子

方の仕事までの全てを学生たちが担当し、番組制作の一連の過程を学びます。

現地学生と
ディスカッション

本番前のリハーサルでは、担当する役割ごとに機材の操作方法や収録の流

本格的な機材を使った
収録

れを入念にチェックし、一発勝負の本番に挑みます。本番終了
後には、収録した番組をプレビューし、各学生が思い思いに授
業を通じて感じたことを振り返り、フィードバックを受けます。

ベトナム国家大学ハノイ外国語大学、カンボジア工科大学などとの短期学生交流プログラムを実施
このプログラムでは ASEAN 諸国の中でも重要な親日国のひとつであるベトナムを中心に、成長がもたらした変化と混乱
を日本の高度成長との比較から考察します。CLMV 諸国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）
・タイへの学生
派遣プログラムおよび本学への受入プログラムを実施しています。

完成した動画（2018 年度）は右の QR コードで閲覧可能です。

裏方の活躍

参加学生からは、
「いつも見ているテレビ番組の制作側を体験できたことは、とても貴重な機会だった。」
「現地の人と交流をすることで、
ニュージーランドの文化を深く知ることができ、良い経験になった。
「
」このプログラムを通じて、積極的に物事に取り組む姿勢が身についた。
今後もこの姿勢を忘れず、何事にも挑戦していきたい。」などの声が上がる、満足度の高いプログラムです。

ベトナムからの学生受入プログラム
ベトナム国家大学ハノイ外国語大学日本言語文化学部およびハノイ大学から、約 3 週間受け
入れます。受入プログラム期間中は、派遣プログラムに参加する学生がサポーターとなり、受入
学生の日本語の学習や生活のサポート、大学内や都内の案内をします。受入学生は、地方での
サポーター学生企画の習字教室

サポート学生との共同調査などを通して、明治大学や日本について理解を深めます。

情コミ学部 独自の 学部間協定留学

学部間協定留学とは、情報コミュニケーション学部が独自で協定を締結している
大学・学部に、交換留学生として半年または１年間留学するプログラムです。

CLMV 諸国・タイへの学生派遣プログラム
このプログラムは、約3週間にわたり、経済成長が著しいCLMV諸国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、
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UN HOUSEでの報告会

ゲーテ大学

人文学部

人文社会科学院

所在地

タイ・
バンコク

韓国・ソウル

中国・
香港特別行政区

ベトナム・ハノイ

ベトナム・ハノイ

ドイツ・
フランクフルト

授業言語

英語/タイ語

英語/韓国語

英語

英語

英語

英語/ドイツ語

持続可能な開発目標の達成に向け日本の開発支援ができることを考え、④その知見をアジアの学
生と共有する機会の組織化をアクティブ・ラーニングとして実施することを目的としています。

ベトナム国家大学
ハノイ外国語大学

香港城市大学

芸術学部

ベトナム）
およびタイを視察し、①経済成長や都市社会形成がもたらすメリットと弊害を実地で知
り、②日本の高度成長の要因とその弊害ならびに弊害に対し取られた対策を学び、③国連が掲げる

シーナカリン
ウィロート大学

成均館大学

協定校

日本言語文化学部

ハノイ貿易大学

言語学・文化学・
芸術学部

MEIJI UNIVERSITY
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ともに学ぶ教員たち

教員紹介

阿部 力也

教授

塚原 康博

国際安全保障、
冷戦史、
構成主義の国際政
治理論の研究

高齢化時代の
公共政策

❶犯罪と法、現代型犯罪と刑法
❷「犯罪と法」
をめぐる重要論点の分析
❸いろいろな
「ものの見方」
のなかから、
「法的な思考」
を身に着けるメリット
に気づいて欲しいと思う。意外に、
みなさんにとって現代社会を生き抜
くための
「方策」
になるのでは？

❶情報社会論、メディアの歴史
❷メディア環境とライフスタイルの相互
作用的な関係
❸実用的な知識は社会人になれば
イヤでも習得するもの。大学生の
時代こそ
〈役に立たないこと〉に熱
中しましょう。

❶国際関係論
❷米国の覇権が揺らぎを見せる中
で進んでいる国際秩 序の変動を
理解し、日本の進むべき方向を見
定める
❸厳しい現実を冷静に分析し前向き
に問題解決を考える、たくましさ
を身につけよう。

清原 聖子

教授

❶公共政策
❷現代社会と情報コミュニケーション
̶問題分析・問題解決編̶
❸ひとつの事柄に対しても、多様な
見方、感じ方のできるような人間
になってください。

島田 剛

マスメディアと高等教
育の比較制度分析、ジ
ャーナリズム・マスコ
ミュニケーション教育、
メディアクリティーク

産業政策、インパク
ト評価、災害復興を
ソーシャル・キャピ
タル
（社 会 関 係 資
本）
の視点から研究

准教授

❶メディア教育論
❷ジャーナリズムと戦略コミュニケー
ションの理論と実践に関する研究
❸メディアを通じて情報発信するメ
ディアリテラシーが求められる現
在、メディアの現在進行形を一緒
に学びましょう。

❶国際経済論
❷アフリカへの援助はどうあるべきか
〜政策提言を考える
❸格差が世界的にも国内でも拡大し
ています。どのような解決方法が
あるか考えていきましょう。

田中 洋美 准教授

堀口 悦子 准教授

メディア、
テクノロジーの
ジェンダー／
セクシュアリティ
研究

「ジェンダー」
視点で
コミュニケーション
から法制度までを
分析

法分野を中心とした
情報技術応用

❶ジェンダーと法
❷ジェンダーに基づく性暴力、ヒュー
マン・セクソロジー
❸「 ジェンダー」を知っている人も知
らない人も、一緒に学び、考えてみ
ましょう。

❶情報社会と安全
❷アジアに目を向け情報社会と情報
技術について考える
❸いそがず、じっくりゆきましょう。

❶紛争解決システム論
❷紛争解決システム論
❸情報コミュニケーション学部でと
もに学びましょう。

❶ジェンダー論、ジェンダーと社会
❷Shifting Boundaries
-差異・境界の社会学
❸枠にとらわれない発想力を鍛え、
自らの思考を自由にしていきましょう。

和田 悟

准教授

宮田 泰 専任講師
現代社会における
私的紛争の解決を
めぐる制度と
手続きの考察

教授

川島 高峰 准教授

清水 晶紀 准教授

中里 裕美 准教授

山内 勇 准教授

後藤 晶 専任講師

宮川 渉 特任准教授

人間社会における
暴力の問題・日本近
世民衆の朝鮮観・国
民国家の形成と在
来文化の変容など

主に日本人の異文化
接触における対人コ
ミュニケーション行
動

非欧米圏における
近代化・民主化の
比較

行政活動の不作為
に対する法的統制、
原子力行政の実態
分析とその法的統制

地域通貨研究、
経済社会学、
社会ネットワーク論

日本企業のイノベー
ション活動、知的財
産制度に関する実
証研究

行動経済学・実験
経済学
協力行動・利他的
行動に関する研究

作曲と音楽学研究

❶科学リテラシー、脳科学、認知科学
❷私たちの身の周りにある奇妙なこと
を発見し探究しよう
❸人間と社会、
それらを取り巻く地球
環境などと、大きなことを見とおす力
を養ってください。

❶情報政策論、現代アメリカ政治論
❷現代アメリカ政治とメディア、
ネット選挙、フェイクニュースなど
❸メディアやソーシャルメディアを切
り口に、政治学的な視点から現代
社会の諸問題を捉え、解決 策を
考えてみませんか。

❶社会文化史
❷異文化コミュニケーション史・社会
文化史の研究
❸歴史的視座、“情コミ流儀”の歴史
学を学び、タフな主体的知を形成
していこう。

❶異文化理解・異文化間コミュニケ
ーション
❷異文化間コミュニケーション・多文
化共生
❸大学では、さまざまな背景の人々
との出会いや学びを通して、多文
化に生きることを体感してくださ
い。

❶政治学、政治とメディア
❷ 課題先進国日本と地球規模課題
（国連持続可能な開発目標）を国際
交流・地方創生・映像制作から学ぶ
❸地球規模で考え、現場で行動できる
人を目指そう。
Think Globally, Do Act

❶現代行政と法
❷現代社会の諸課題について行政法的
視点を踏まえた法政策を提言する。
❸情報コミュニケーション学部だから
こそ得られる
「何か」があるはずです。
それを一緒に考え、そして掴み取り
ましょう。

❶ネットワーク社会論
❷社会ネットワーク＜つながり＞の研究
❸大学生活を通して、自分が夢中に
なれる何かを見つけてください。

高馬 京子 教授

教授

情報社会における
知的財産法上の
政策課題の検証

❶知的財産法、財産と法
❷知的財産に関する諸問題の研究
❸情報社会を生き抜くためには、知的
財産法に関する知識と理解が必要
です。

岩渕 輝

日仏メディアにおけるファッション
の形成と伝達、トランスナショ
ナル、コミュニケーションにおける
「文化」形成、および〈カワイイ〉
文化概念に関する考察
❶超域文化論、地域文化論
❷ファッション・スタディーズ：メディアに
おいて構築/伝達されるファッション
（服飾流行）
とジェンダー像
❸情コミでの様々な学びや経験を通
して、視野を広げ、深め、好奇心、探
求心をもって自分の夢をみつけてく
ださい。

施 利平

教授

生命論
（生命とは何か）
生命思想史
グスタフ・フェヒナー
の精神物理学
❶生命思想史
❷生命の探究
❸好きなこと、本当に大事だと思う
ことを、追求しつづけてください。

教授

教授

東アジアにおける
家族・親族関係の
変容と持続

❶家族社会学
❷恋愛・結婚・家族の社会学
❸知力とともに気力、体力とコミュニ
ケーション力を身につけよ！

牛尾 奈緒美 教授

鈴木 健

企業に働く人々が
ジェンダーの枠を
越えて活躍できる場・
方策を考案

カルチュラル・スタ
ディーズ
説得コミュニケー
ション論

❶ジェンダー・マネジメント
❷企業に働く人々がジェンダーの枠を
超えて活躍できる場・方策を考案す
るなど、組織のダイバーシティ推進
に関する研究をしています
❸幸せなキャリア、自分にあった生き
方とは何か、この4年間でじっくり
考えてみませんか。

教授

❶パブリック・スピーキング
❷ブリティッシュ・カルチュラルスタ
ディーズ入門-メディア批評の方法論
を学ぶ
❸現代社会を言語と文化を通じて
読み解く方法を学びましょう。

School of Information and Communication

教授

関口 裕昭

教授

ドイツ抒情詩、
日独比較文化論

❶比較文学・比較文化、ドイツ語
❷メルヒェン研究／映画と文学の比
較研究
❸異質なものとの出会いを通して、
自分の世界を広げ、深めていきま
しょう。

大黒 岳彦

根橋 玲子

小田 光康 准教授

アメリカ政治における
政治コミュニケーショ
ンの変容

教授

須田 努

教授

人間の認知機能を
生物進化の歴史に
位置づけ、
さまざまな
心理現象の背景を
探る

今村 哲也
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❸メッセージ

技術と産業・社会の
相互作用的関係の
研究

教授

鈴木 健人

❷研究テーマ

色々な犯罪にみる
「現代的特徴」
の考察
共犯の比較法的考察
（とくに日本法とドイツ法）

石川 幹人

江下 雅之

❶主な担当科目

Locally. Letʼs Get Glocally!

波照間 永子 教授

熊田 聖

身体技法および
舞踊技法の研究、
無形文化財のアーカ
イブ化
（記録・保存）
、
現代芸術の創造

ビジネスにおける
交渉での満足できる
合意の要因は何か

❶身体表現論
❷芸術コミュニケーション研究
〜社会におけるアートの役割・問題
を検討する〜
❸さまざまな体験を重ね、試行錯誤
しながら、あなた自身の“ぶれない
軸”
（強み）を見つけましょう。

❶意思決定論
❷意見の対立している分野を取り上
げ、調査し、自分の考えを明確にし、
それを他人に説明できるようになる
❸あなたの中の理系と文系の知識
を統合すると、社会の問題をじっく
り考えられるようになります。

南後 由和 准教授

山崎 浩二 准教授

髙橋 華生子 専任講師

竹﨑 一真 特任講師

都市とメディア、
建築と社会に関する
理論的・実践的研究

コンピュータを用い
たさまざまなシミュ
レーション

国際開発、
都市・地域計画、
NGO研究

スポーツと身体を
めぐる社会学

❶情報社会と教育
❷学校の社会学
❸学ぶほどに問いが深まり、問いが
深まるとそれまでの自分の考えが
揺らぎます。自分を揺さぶる学びを
してみませんか。

❶都市情報論
❷都市・建築・デザインの社会学と
メディア論
❸理論と実践をつなぎ、異分野を越境
していく貪欲さに期待しています。

❶情報科学、プログラミング実習
❷LSIの故障検査
❸自分がおもしろいと思えるものを見
つけて、大学を楽しんでください。

❶国際開発論
❷途上国・新興国の都市における
空間開発のあり方を検討する
❸フットワークをいかして、経験から
の学びと遊びを一緒に探っていき
ましょう。

ドウ,
ティモシ ー J.

小林 秀行 准教授

武田 政明 准教授

日置 貴之 准教授

横田 貴之 准教授

災害社会学、災害情
報論、
リスク社会論。
とくに、住民主体の
災害対策や災害復
興に関する研究

男女、
パートナー、夫婦、
親子、家族等の間に
生ずる法的諸問題

歌舞伎における
戦争・災害表象 、
近現代日本における
演劇・芸能の古典化

中東地域研究、
イスラーム主義運動
研究

❶哲学、メディア論
❷現代社会の〈 現在
（ いま）
〉を多角
的に掘り下げる
❸自分だけの
「問題」
を見つけ、それに
とことんこだわること。

❶社会学、コミュニケーション思想史
❷批判的社会理論
❸現代という時代、日本という社会
を越えていく考え方を、大学時代
で身につけましょう。

❶リスク社会論
❷リスク社会をどう生きればいいのか
-調整と共生から考える現代社会❸大学は、新たなものへとふれる機
会に溢れた場所です。多くにふれ、
学び取り、あなただけの夢や志を
見つけていきましょう。

❶市民社会と法、家族と法
❷男女、夫婦、親子、親族、高齢者等
に関する生活上の諸問題の発見
と分析
❸問題の原因を根本から考え、積極
的に解決策を提言しようとする姿
勢を大切にしています。

田村 理

教授

フランス憲法史、
フランス革命と憲法、
日本の政治文化と
立憲主義
❶憲法、
人権と政策、
個人と国家
❷実社会とのつながりをつくる
-ニュース・サイト制作を通じて
❸与えられたレールにのっていれば良い
時代は終わりました。
社会にアピール
して居場所をつくる発信力を大学で
身につけてください。

山口 生史

❶日本文学、日本文化論
❷日本演劇研究。江戸時代後半から
明治時代の演劇
（歌舞伎）における
災害や戦争の描写。
❸「研究」
ということを堅苦しく考えず、
身の回りのどんなことでも研究対
象になりうるのだと思ってください。
自分が関心をもてる事柄について、
少しじっくり考えてみましょう。

専任講師

第二言語取得

❶多文化と相互理解、地域文化論
❷中東・イスラーム研究―現代中東
とイスラームから異文化と世界を
学ぶ
❸知的興奮は待っていても、来てはく
れません。自分の力で見つけに行き
ましょう。

❶英語コミュニケーション、英語音
声学
❷ Second Language Acquisition,
Language Teaching Methodology,
Discourse and Conversation
Analysis
❸ Don't be discouraged by your
mistakes - they are your biggest
opportunities to learn and develop!

坂本 祐太 准教授

竹中 克久 准教授

蛭川 立 准教授

脇本 竜太郎 准教授

内藤 まりこ 専任講師

組織がうまく
機能するための
コミュニケーション学

言語理論に基づく
「ことば」
の研究

組織社会学、
組織における文化と
シンボルの研究

心身問題への人類
学的アプローチ。
儀礼とコスモロジーの
研究

防衛性の社会心理学
特に存在脅威管理
理論、
公正さの判断

日本文学・文化研究、
東アジア地域を対
象とする比較文学
研究

❶組織コミュニケーション
❷組織コミュニケーションと組織行動学
❸みなさんとともに組織の問題をコ
ミュニケーションの視点から考え
ていきたいと思います。

❶言語学
❷言語理論に基づく
「ことば」
の研究
❸コミュニケーションの代表的なツー
ルである
「ことば」がもつさまざまな
不思議を一緒に紐解きましょう。

❶組織論、組織と情報
❷組織社会学ー現代社会を読み解く
❸大胆な発想から精緻な論理を組
み立てる楽しさを伝えていきたい
と考えています。

教授

❶音楽論、デジタルアート
❷音楽を中心としたアート実践研究
❸既成概念にとらわれず、失敗を恐
れず、積極的に色々なことに興味
をもって取り組んでください。

学校組織における
教師間相互行為

コミュニケーションと
相互承認の社会理論

教授

❶情報と経済行動、不確実性下の人
間行動
❷行動経済学・実験経済学：人間の
行動と社会制度を考える
❸大学時代はさまざまなことに
「悩む」
時代です。よく悩み、いろんなこと
にチャレンジして、自分の新たな可
能性を切り拓きましょう。

鈴木 雅博 准教授

「メディア」
と
「情報」
の
思想・哲学的研究

教授

宮本 真也

准教授

❶情報社会と経済、情報産業論
❷イノベーションの経済学
❸情報社会やデータエコノミーで活
躍できる
「人間力」を養いましょう。
データやAIなど素材や道具だけで
はイノベーションは起こりません。

❶人類学、身体と意識、不思議現象
の心理学
❷人類学と意識研究
❸世界には不思議がいっぱいです。
よく観察し、よく考察しましょう。

❶社会心理学
❷社会心理学：特に防衛性からの人
間および社会理解
❸心と社会の相互作用という視点から、
人間を多面的に理解する姿勢とスキル
を身につけましょう。

❶ウェルネス、ウェルネス・スポーツ
❷スポーツ社会学、身体とジェンダーに
関するカルチュラル・スタディーズ
❸学びとは頭で考えることだけでは
ありません。身体的な経験を通じ
て得る知識＝“身体知”という言葉
があります。身をもって新しい知と
出会い、考え、またこれまでの当た
り前を問い返すような、そんな学び
の地平を切り開いていきましょう。

大島 岳 助教
生きるための理論
としてライフヒス
トリー研究を彫琢
する
❶社会調査法、質的調査分析法、
社会調査実習
❷社会学、社会調査
LGBTQI・HIV陽性者の生活史研究
❸夢中になって打ち込める何か、行っ
たことのない道を歩く勇気をもつ
こと。社会学は、世界と自分の人生
をより良くするための終わりなき挑
戦です。一緒に学んでいきましょう。

❶日本語表現
❷言語表現を読み解く技法：理論と
実践
❸文学や映画を題材に、世の中を少
し異なる角度から眺める方法を身
につけるお手伝いをします。
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就 職 実 績 資 格取 得

学生生活

情報コミュニケーション
学部の就 職 実 績

■主な就職先企業・団体名

■業種別 就職状況

建設業・不動産業

■その他

・イオンモール
（株）

・鹿島建設
（株）

・（株）ジェイアール東日本都市開発

・三菱地所リアルエステートサービス（株）

情 報コミュニケーション学部生の1日

製造業

（ 2021年度卒業者）

■教育・公務 4.8%

・
（独）都市再生機構

・
（株）
日立製作所

・
（株）豊田自動織機

・伊藤ハム
（株）

・日本電気
（株）

・大日本印刷
（株）

・アサヒ飲料
（株）

・パナソニック
（株）

・
（株）キーエンス

・ロート製薬
（株）

・三菱電機
（株）

・（株）バンダイナムコエンターテインメント

ひとり暮らしの場合

商事・卸・小売業

■建設業・不動産業 6.1%

（株）
・キヤノンマーケティングジャパン（株）・稲畑産業

■製造業

・丸紅エネルギー
（株）

・アスクル
（株）

（株）ＪＲ東日本クロスステーション ・
（株）ニトリ
・

・
（株）そごう・西武

・リコージャパン
（株）

自分の生活すべてに
責任を持つからこそ

金融業・保険業
・
（株）
日本政策金融公庫 ・三井住友信託銀行
（株） ・明治安田生命保険
（相）

15.4%
■運輸・旅行・
広告・観光・
サービス業

・
（株）三井住友銀行

9.9%
11.7%

18.2%

7.5%
26.4%

■新聞・出版・
放送・情報・通信業

新聞・出版・放送・情報・通信業

■商事・卸・
小売業

・東日本電信電話
（株）

・
（株）野村総合研究所

正司 彩音

（株）日立ソリューションズ ・日本テレビ放送網
（株）
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）・
・楽天グループ
（株）

・
（株）
日立システムズ

・
（株）中国新聞社

・ソフトバンク
（株）

・富士通Ｊａｐａｎ
（株）

・
（株）
ＴＢＳテレビ

（株）エヌ・ティ・ティ・データ ・東映（ 株）
・
・富士ソフト
（ 株）

大阪府立
岸和田高等学校卒業

ひとり暮らしを選んだ理由と、実際の感想を教えてください。

・ＵＵＵＭ
（株）

上京への強いあこがれと、両親から離れたところで生活して自立

運輸・旅行・広告・観光・サービス業
・東日本旅客鉄道
（株）

（株）日立コンサルティング ・日本マクドナルド
（株）
・

・旭化成
（株）

・
（株）読売広告社

・吉本興業ホールディングス（株）

・ＳＢＩホールディングス
（株）・コカ・コーラボトラーズジャパン（株）・
（株）
博報堂プロダクツ
（株）ジャパネットホールディングス
・

・京王電鉄
（株）

・クラブツーリズム
（株）

・
（株）
日本総合研究所

・
（株）ベネッセスタイルケア ・
（株）ジャニーズ事務所

したいという思いから、ひとり暮らしを選びました。実際に暮らして
みると家事など大変なことも多く、両親の偉大さを実感する毎日で
す。家事や体調管理、学業とアルバイトの両立など自分の生活すべ
てに責任を持つ経験は必ず自分の成長につながると思います。

教育・公務
・東京都庁

・国税専門官

・財務専門官

・世田谷区役所

・国家公務員
（一般職）

・山梨県高等学校教員

情報コミュニケーション学部で取得できる資格
教員免許状

CCNA（ Cisco Certified Network Associate）とは、

修得すれば、次の教員免許状を取得することができます。

ネットワーク関連製品の最大手であるシスコシス

高等学校教諭一種免許状

社会、外国語
（英語）
公民、外国語
（英語）
、情報

テムズ社が認定する資格で、中小規模のネットワー
クの構築・運営・管理が可能な能力を身につけてい
ることを証明するものです。CCNA資格の取得のための授業として
は「 ネットワーク技術Ⅰ〜Ⅳ」が用意されています。動画や音声を
活用したWeb教材が用意されていて自分のペースで学習を進める
ことができるようになっていますし、授業ではネットワーク機器を

教員免許状を取得するためには、
次のような科目群の単位修得が必要です。
● 学士
（情報コミュニケーション学）の取得に
必要な単位
（つまり学部を卒業できる条件を満たすこと）

使って実際にネットワークを構築し実際的な問題に対処するなど

週に5日大学へ行き、アルバイトも週に5日から6日ほど行ってい
ます。アルバイト先は明大マートと映画館。明大マートのアルバイト
は週に2日、空きコマを利用して働いています。授業は1限が多いた
め、早 寝早起きは必須。忙しい日々の中で、体 調管 理には何よりも

自宅から通学の場合

長い通学時間を

有効活用！メリハリある
生活を送っています

4年

森下 兼佑

埼玉県
私立本庄東高等学校卒業

電車の中では集中力が高まるので、読書や授業の課題に取り組む時間に。

社会調査士
この資格は社会調査をすることのできる知識と技能を有している
ことを証明する資格です。社会調査には、マーケティング調査、コ
のがありますが、社会科学的な手法にしたがい多様な社会現象を

学芸員、社会教育主事、司書、司書教諭
指定科目の修得により卒業と同時に取得できます。

10：50 空きコマ

学内の明大マートでアルバイト。
時間を有効活用できます

13：00 昼食

いったん帰宅して昼食をとります。
お昼は麺類が多め
今期はオンデマンド。人間と環
境の進化や関わりについて考
えます

15：20 English skills BⅡ

1 カ月の生活費（ 収支）
収入
仕送り

ディスカッションを中心に英語

アルバイト

のコミュニケーションについて

合計

学びます

120,000円
80,000円
200,000円

18：00 映画館でアルバイト

支出

ています。忙しいですが、やり

家賃

80,000円

がいがあります

食費

20,000円

23：00 帰宅

光熱費

10,000円

の夕食を食べます

交際費

40,000円

24：30 就寝

貯金

30,000円

ポップコーンやグッズを販売し

買い物を済ませて帰宅。遅め

翌日のスケジュールを確認して
から就寝

趣味その他
合計

20,000円
200,000円

理解し、諸現象の因果関係などを明確に提示するのに有効な手段
です。社会調査協会に認定された科目（ 全部で7種類、うち一部選

ある日のスケジュール
5：30 起床

朝ごはんは毎朝しっかり食べます

6：30 登校

音楽を聴きながら読書で
通学時間も充実！

10：50 2 時限

「ネットワーク技術」
集中してパソコンスキルアップ！

12：30 昼食

毎週木曜日は大盛りケバブ丼

13：30 3 時限

「統計学」

試験の時は通学中に要点の最終確認ができ、プラスに感じています。一方
で、帰りが遅くなった日の翌日の1時限目はつらく感じることも。早起きに
は慣れましたが、睡眠時間はしっかり確保したいです。

※詳しくは『資格課程案内』をご覧ください

9：00 中国語 AⅡ

中国語の文法や会話を学びます

気を遣っています。

自宅から通うメリット・デメリットを教えてください。

ミュニティ・企業・学校などにおける意識調査などさまざまなも

School of Information and Communication

普段はどのような大学生活を過ごしていますか？

の実践的な実習も取り入れられています。

● 免許状に応じた指定科目
●「教職に関する科目」

朝ごはんは軽く済ませます

CCNA（シスコ技術者認定資格）

情報コミュニケーション学部では、指定された科目を

中学校教諭一種免許状

7：00 起床

まずは天気予報をチェック。

13：30 環境生物学

・
（一社）共同通信社

（株）フジテレビジョン
・日本アイ・ビー・エム（ 株）・

■金融業・
保険業

1年

・
（株）朝日新聞社

（順不同）
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成長できている実感があります

・りそなグループ

・
（株）
日本政策投資銀行 ・第一生命保険
（株）

ある日のスケジュール

データの最適な使い方を学びます

15：10 友達と遊びに

ウィンドウショッピングや

ゲームをして楽しんでいます

18：00 帰宅の電車へ

最寄駅までの約2時間は読書
や課題の時間に充てています

24：00 帰宅

普段はどのような大学生活を過ごしていますか？
早寝早起きが基本。そのために、電車内でできる課題などは通学時間
に終わらせるようにしています。家でのんびりする時間も大切にしており、

地元の友達と夜ご飯を食べて
から帰宅することが多いです

1 カ月の生活費（ 収支）
収入
仕送り

0円

アルバイト

60,000円

合計

60,000円

支出
食費

15,000円

交際費

25,000円

衣類・趣味等

15,000円

1週間のうち必ず1日は予定を入れないオフの日に。時間を有効活用し

貯金

5,000円

てメリハリのある生活を心がけています。

合計

60,000円

択）を修得して卒業すると、試験を受けることなく社会調査士の資
格を得る条件を満たします。
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卒 業 生からのメッセージ

各分 野で 活 躍している卒業 生たち
放送局

多角的な学びが教えてくれた“何事にも先入観をもたない姿勢”

伊藤 遼 さん

埼玉県立春日部高等学校卒業
2017年4月、日本テレビ放送網株式会社に入社。
編成局アナウンス部所属

新聞

夕方の報道番組を担当しています。その日の最

は、興味の幅をぐっと広げてくれました。また、多角

ショッピングセンターなどの店舗に、レジなど

さまざまな情報が氾濫している現代社会におい

的な学びは“何事にも先入観をもたないことの大切さ”

の機械を納入したり、売上管理の仕組みをご提供

て、正しい情報を選び取る力は欠かせません。そ

ます。一日の動きをお伝えすることに、やりがいを

にも気づかせてくれました。その姿勢は幅広い情報を

するなど、流通のサポートを行っています。お客

の重 要さに気づくきっかけを得られたのが、情 報

感じています。先輩方が築き上げた視聴者との信

扱い、新しい知識にふれる機会が多いアナウンサーの

さまの要望を具体化し、折衝を重ねて課題をクリ

コミュニケーション学 部での日 々の学 習でした。

頼関係を絶やすことなく、さらに強められるように

仕事にいかされていると実感します。

アすることで、実 際にサービスとして利 用できる

情報を活用する能力は、日々の仕事を進めるにあ

情コミは将来の目標が明確になる場所です。私自

ものをつくり上げていきます。業務においてさま

たっての大 前 提となっており、ここで得られた人

情コミの魅力は、行動経済学や法律、歴史などさま

身、マスコミやメディアについての学びを深める中で

ざまな人と関わる中で、交渉スキルが必要な場面

間力や適応力は何物にも代えがたい財産です。

ざまなジャンルを、コミュニケーションを通して学べ

小さい頃からの夢であったアナウンサーが、将来の目

に何度も遭遇します。その際に最も重要なのが言

大学は社会に出るための準備期間。情報コミュ

ること。学生同士で意見を交わし、問題解決の糸口

標に変わりました。みなさんも情コミで本当になり

葉や態 度を使い分ける「 演 出 力 」。 営 業 職にとっ

ニケーション学部で、社会人として必要なマイン

を探ります。異なる価値観との出会いに溢れた授業

たい自分を見つけられることを願っています。

て、情報の取捨選択・活用の能力は何よりも大事

ドを学び、目まぐるしく変 化する世 界を生き抜く

だと思います。

ための力を身につけることをおすすめします。

答えの見えない流動的な時代でこそ、情コミの学びがいきる
デジタル広告の営業やプランニングを担当してい

北海道札幌南高等学校卒業
2010年4月、
朝日新聞社に入社。
総合プロデュース本部・
デジタルソリューション部所属

運輸

榎本 涼花 さん

千葉県立千葉東高等学校卒業
2019年8月、全日本空輸株式会社に入社。
客室センター所属
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群馬県立高崎高等学校卒業
2015 年4月、富士通株式会社に入社。
リテール事業本部 第三リテール事業部
第二ビジネス部

金融

野が広がりました。この経験で得た視点やコミュニ

幅広い学びで視野が広がり、自分の新たな可能性に気づきました
個人のお客様に公共債、外貨預金、投資信託、保険

そ、お客様に合わせた会話ができ、信頼関係を築いて

商品など資産運用の案内をしています。お客様に「こ

選挙などのニュースの取材をしてきました。3 年前

また、多彩なテーマを学ぶからこそ、広い選択肢から

の銀行を選んでよかったわ。
「
」あなたにお願いしてよ

「まだ学びたいことが決まってない。
「 将来、何を
」

から現部署に配属となり、広告の記事や動画を制作

何を選び取るのかを考え、行動するハングリー精神

かった。
」といっていただけることにやりがいを感じて

したいか決められない。」そう考えている方はぜひ

しています。若い世代に新聞社のコンテンツを読ん

も身についたと感じます。

います。当行の商品やサービスへの信頼が差になるか

情コミを受験してください。この学部では幅広い分

いくことができています。

若い世代にニュースをどう届けるか。新聞社では

らこそ、働いている人が重要。お客様のニーズに合わ

野を学ぶことで視野が広がり、自分が本当に学びたい

デジタルを活用した打開策の考案が急務となってい

せた案内ができるよう、日々勉強しています。お客様

ことは何か、時間をかけて見つけることができます。

情コミは、学べる分野が決まっていません。テー

ます。情コミで培われた、自ら道を切り拓き自力で

とのコミュニケーションをとる上で、情コミで学んだ

私も 4 年間の学びで視野が広がったことで、将来の目

マが広く、抽象的な側面があるからこそ、多様な視

答えを導き出す力で、新しい新聞の形を作っていき

多様な分野の知識が役に立っています。ひとつの分

標が大きく変わりました。情コミに入って自分の道

点を育むことができたと感じています。情コミに入っ

たいです。答えの見えない流動的な時代だからこそ、

野に偏らず多種多様なカテゴリーを勉強したからこ

をどんどん広げましょう！

ていなければ出会うことのなかった人々との偶然の

広い視野やハングリー精神が大切だと思います。

出会いから、興味のない分野に触れることとなり、視

多様な学びを通して、自分の進むべき道が見つかりました

株式会社横浜銀行 勤務

石川 智子 さん

神奈川県私立鎌倉女学院高等学校卒業
2014年4月、株式会社横浜銀行に入行。
個人渉外部署所属

教員

異国の地で教壇に立った経験が、私の人生を大きく変えてくれました

国内線・国際線に乗務する客室乗務員として勤

いると感じています。今後もさらに接遇や語学のス

中学校で2年生の担任をしながら、学校行事の運営

務しています。客室乗務員には、機内の安全を守る

キルを磨き、柔軟でグローバルな視野を持った客室

などにも携わっています。生徒たちとの日常は、予期

発展途上国の教育への関心から挑戦した留学が、人生

保安要員と、目的地までお客様に快適に過ごしてい

乗務員を目指して、努力を続けたいと思います。

しない出来事の連続。うまくいかないこともあります

の大きな岐路になり、何事にもチャレンジをしてみる大

が、生徒とともに自分自身も成長できる充実した日々

切さを実感しました。今では生徒たちに、やろうか迷う

を過ごしています。

ことがあった時はまず実践してみるよう指導しています。

ただくサービス要 員という 2 つの役 割があります。

全日本空輸株式会社 勤務

小池 祥嗣 さん

ケーション能力は、現在の仕事でも生きています。

でもらうため、これまでの文字や写真だけの表現に

加藤 美帆 さん

富士通株式会社 勤務

ます。入社後 10 年間は社会部の記者として事件や

とどまらない表現方法を模索しています。
株式会社朝日新聞社 勤務

仕事に必要不可欠な“情報をどう扱うか”を学べた4 年間

新ニュースやスポーツニュースを主にお伝えしてい

努めています。

日本テレビ放送網株式会社 勤務

メーカー

私は高校生の頃、将来の夢が決まっていなかった

が後押しとなり、教職を目指すことを決意しました。

同じフライトは二度となく、毎便、新たな発見や学び

のですが、情コミで興味のあるメディアや異文化、芸

があることがこの仕事のやりがい。また、国内や海

術などを幅広く学ぶことで、好きなことややりたいこ

入学当初明確な進路が定まっていなかった私の人生

多彩な授業やプログラムから将来目指すべき進路を

外各地へ足を運ぶことができるのも魅力です。

とを見つけることができました。今、将来の方向性

を大きく変えたのは、学部のプログラムによるベトナム

探せることが情コミの魅力ですが、見つけた夢を実現す

情コミは、ディスカッションやプレゼンなど参加型

が決まっていなくても、情コミにはさまざまな世界を

への短期留学です。留学先の学校で、漢字を教える機

ることができたのは、教職員の方々のご指導のおかげで

の授業が多く、自分の意見の伝え方や他者の意見の

見るチャンスがあるので大丈夫。ぜひ情コミで自分

会がありました。教壇に立つという初めての挑戦にと

す。親身になって相談に乗ってくださる姿勢に、この

多様さを学びました。この学びは、さまざまな価値

の好きなことを見つけ、充実な 4 年間を送ってくだ

ても緊張しましたが、学生たちは積極的に参加してく

学部に入学して本当によかったと心から感じました。

観を持ったお客様やクルーと接するうえで、違いを受

さい。

れ、心から楽しんで授業をすることができ、素晴らしい

みなさんも興味があることに積極的に挑戦し、自らの未

時間になりました。この時に感じた、やりがいや楽しさ

来を切り拓いてください。

け入れ理解しコミュニケーションを図ることに生きて

千葉県船橋市立中学校 勤務

古賀 礼佳 さん

東京都私立昭和女子大学附属昭和高等学校卒業
2017年4月、船橋市立公立中学校に入職。
教諭として勤務
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ジェンダーセンターの活動

■大学入学共通テスト利用入学試験（ 3 科目方式）

2004 年に開設された情報コミュニケーション学部は、明治大学の女子教育を担ってきた戦前

出願期間

試験日

合格発表日時

入学手続締切日

30名

1月6日
（金）
〜 1月13日
（金）
※ 締切日消印有効

1月14日
（土）
・1月 15日
（日）

2月15日
（水）9:30

3月6日
（月）
※ 締切日消印有効

の専門部女子部、戦後の短期大学の伝統を引き継いで、当初よりジェンダー研究の推進を、

makes the world go round.

学部の理念のひとつとして掲げてきました。社会的、文化的に形成された性をめぐるイメージ

利用する
「大学入試センター試験」の教科・科目・配点等

や役 割である「 ジェンダー」の問 題を中 心に、さらに多 様な生き方を実 現する社 会の理 想と

教科

しての「ダイバーシティ」と、私たちの「私らしさ」を築き上げるために重要な要素である「社会

的 承 認 」を手がかりに、公 正な社 会 実 現のための双 方 向コミュニケーションのあり方を追 求

外国語

することは、情報コミュニケーション学の重要な課題のひとつです。2 0 1 0 年 4 月にジェンダー

センターが設置されて以降、国内外と連携してシンポジウム・特別講演会・学生向けイベント
ジェンダーセンター
QRコード

●国際シンポジウム ジェンダーセンター開設10周年記念シンポジウム「21世紀の多様性と創造性」
●特別講義 企業トップの考えるダイバーシティ・マネジメント

■学部別入学試験
出願期間

※ 締切日消印有効

入学試験日

合格発表日時

2月8日
（水）

2月15日
（水）9:30

入学試験時間割・配点
2時限

3時限

10：00 〜 11：00（60 分）

12：00 〜 13：00（60 分）

14：20 〜 15：20（60 分）

国語（配点100点）

入学手続締切日
3月6日
（月）

『国語』

数学

『数学Ⅰ・数学A』
、
『数学Ⅱ・数学B』 大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。

200点

地理歴史・公民

「世界史B」、
「日本史B」、
「地理B」、
「現代社会」、
「倫理」、
「政治・経済」
「地理歴史」、
「公民」をあわせて2科目を受験した場合には、第1解答科目の成績を合否判定利用の対象とする。
第2 解答科目の成績は合否判定に利用しない。

理科

「物理基礎」、
「化学基礎」、
「生物基礎」、
「地学基礎」、
「物理」
、
「化学」、
「生物」、
「地学」
（注）
【理科①】を利用する場合は、
【理科①】のうちから2科目を選択し、この2科目をもって1科目とみなす。
【理科②】において2科目を受験
した場合には、第1解答科目の成績を合否判定利用の対象とする。第2 解答科目の成績は合否判定に利用しない。

情報コミュニケーション学部長
学科（募集人数）
出願期間

入学試験日

須田 努

数学

科考古学専攻卒業。早稲田大学大学院文
学 研 究 科日本史学 専 攻 博士課 程 修了。
2002年早稲田大学博士
（文学）
。2008年よ
り明治大学情報コミュニケーション学部准
教科
時限
教授、のち教授。著書に
『
「悪党」の一九世
紀』
『暴力の地平を超えて』
『イコンの崩壊
外国語
1時限『逸脱する百姓』
9：30 〜 10：30『比
（60 分）
まで』
『幕末の世直し』
較史的にみた近世日本』など多数。

CONTENTS
地理歴史・

入学試験日は、
「令和4 年度大学入学共通テスト受験案内」を参照してください。

出願期間

試験日

合格発表日時

入学手続締切日

10名

1月6日
（金）
〜 1月13日
（金）
※ 締切日消印有効

1月14日
（土）
・1月15日
（日）

2月15日
（水）9:30

3月6日
（月）
※ 締切日消印有効

利用する
「大学入試センター試験」の教科・科目・配点等

合格発表日時

入学手続締切日

試験会場

2月15日
（水）9:30

3月6日
（月）
※ 締切日消印有効

東京
（本学キャンパス）
、
神奈川
（本学キャンパス）、
札幌、仙台、名古屋、大阪、
広島、福岡

科目

配点

国語

『国語』

200点

外国語

『 英語』、
『ドイツ語』、
『フランス語』、
『中国語』、
『 韓国語』から1科目
『 英語』は、
「リーディングの配点100点を200点に換算した点数」
、または、
「リーディングの配点100点を160点に換算し、リスニングの配点
100点を40点に換算し、リーディングとリスニングの換算合計点数」のいずれか高得点の成績を合否判定に利用する。

200点

『数学Ⅰ・数学A』

100点

『数学Ⅱ・数学B』
、
『簿記・会計』
、
『情報関係基礎』から1科目
『簿記・会計』
、
『情報関係基礎』は、高等学校において、これらの科目を履修した者および文部科学大臣の指定を受けた専修学校の高等課
程を修了した者（見込者を含む）に限る。

100点

数学

● 下記の3教科14 科目のうちから2科目を選択。
（注）3科目以上を受験した場合には、高得点の2科目の成績を合否判定に利用する。

同一教科内について、2科目の使用も可。
『地理歴史』
、
『公民』および『 理科』は、第1解答科目・第2解答科目にかかわらず合否判定対象とする。

利用する
「全学部統一入学試験」の教科・科目・配点等
科目

配点

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・
英語表現Ⅱ）、ドイツ語、フランス語から1科目選択

150点 ※

●下記の5教科9科目のうちから2科目を選択し、受験する。3科目を受験した場合には、高得点の科目を利用する。

2時限 11：30 〜 12：30（60 分）

600点

学科（募集人数）

教科

数学B「数列・ベクトル」
）から1科目選択

（すだ つとむ）

1月6日
（金）〜 1月17日
（火）
25名
2月5日
（日）
※ 締切日消印有効
1959年生まれ。明治大学文学部史学地理学

200点

外国語 ……………… 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・
コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）

■全学部統一入学試験

国語

国語

■大学入学共通テスト利用入学試験（ 6 科目方式）

※ 締切日消印有効

国語 ………………… 国語総合（漢文を除く）
地理歴史、公民、
……… 世界史B、日本史B、政治・経済、数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・

地理歴史、公民、数学
（配点100点）

200点

※
【理科①】…「物理基礎」
、
「化学基礎」
、
「生物基礎」
、
「地学基礎」を指します。※
【理科②】…「物理」
、
「化学」、
「生物」
、
「地学」を指します。

試験科目

1時限

外国語（配点100点）

『 英語』、
『ドイツ語』、
『フランス語』、
『中国語』、
『 韓国語』から1科目
『 英語』は、
「リーディングの配点1 0 0 点を2 0 0 点に換算した点数」、または、
「リーディングの配点1 0 0 点を1 6 0 点に換算し、リスニング
の配点1 0 0 点を4 0 点に換算し、リーディングとリスニングの換算合計点数」のいずれか高得点の成績を合否判定に利用する。

合計（3 科目）

1月6日
（金）
〜 1月20日
（金）

372名

配点

● 下記の3教科14 科目のうちから1科目を選択。
（注）2科目以上を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。

入試 情 報
学科（募集人数）

科目

● 下記の2教科3科目のうちから1科目を選択。2科目以上を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。

等を実施しています。

ジェンダーセンターの
活動実績

入学試験日は、
「令和4 年度大学入学共通テスト受験案内」を参照してください。

学科（募集人数）

200点
（100点
②さまざまな手法を駆使した
「表現」
を実践し、

合計（3 科目）

①自分自身で「問い」
を立て、多角的な視点から

※「外国語」
は他学部と同一問題[60 分（100点満点）
・]を使用し、
・・・・配点を150点満点に換算する。
・・・・・・・・ 05
アプローチする楽しさを学ぶ

「現代社会」
、
「倫理」、
「政治・経済」

理科

「物理基礎」、
「化学基礎」、
「生物基礎」、
「地学基礎」、
「物理」、
「化学」、
「生物」、
「地学」
（注）
【理科①】を利用する場合は、
【理科①】のうちから2科目を選択し、この2科目をもって1科目とみなす。

200点
（100点 2）

800点

2）

コミュニケーションの輪を広げる・・・・・・・・・・・ 07

数学
4時限 15：50 〜 16：50（60 分） 数学
（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B「数列・ベクトル」
）
情報コミュニケーション学部の特色
③教員と学生による座談会

〜個を育てる情報コミュニケーション学部の学び〜

公民

※【理科①】…「物理基礎」
、
「化学基礎」
、
「生物基礎」
、
「地学基礎」を指します。 ※【理科②】…「物理」
、
「化学」
、
「生物」、
「地学」を指します。

世界史B、日本史B、地理B、政治・経済、物理
（物理基礎・物理）、化学（化学基礎・化学）、

情報コミュニケーション学部概要 ・・・・・・・・・・・・・ 03

「世界史B」、
「日本史B」、
「地理B」

合計（6 科目）

国語総合（漢文を除く）

3時限 13：50
〜・
14：50
学部長メッセージ
・・・
・・（60
・・分）
・・・
・（生物基礎・生物）
・・・・・・・・
・ 01
公民・理科
生物
から1科目選択

地理歴史

多種多様な分野が相互につながりあうことで、

350点

主体的に深めたくなる「ガクの情コミ」・・・・・・・・ 09

■特別入学試験
● 付属校推薦入試（55名） ●スポーツ特別入試（8 名） ●外国人留学生入試（20名）

詳細は、情報コミュニケーション学部事務室
（TEL.03-3296-4262 〜 4）までお問い合わせください。

カリキュラムの特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
自らカリキュラムをカスタマイズし、問題を発見・解決する4年間
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Scho o l of I nform ati on & C om m unicat ion,
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明治大学情報コミュニケーション学部がわかる

9

つのポイント

「ガクの情コミ」って？

学科・科目

国際・留学

学問・研究は楽しい

1 学科 800 授業から選択

世界を身近に 誰でも挑戦

学際性と多様性

マイカリキュラム

3ステップの
国際交流

創造と表現

ゼミナール

語学

映像・アート・音楽・ダンスなど

専門分野を少人数で

言語背景も学ぶ

あらゆる表現
を支援

1年生から

多彩な語学教育

研究論文

教員紹介

キャリア教育・進路

優秀論文を表彰

成長をサポート

幅広い就職先

情コミ・ジャーナル
を刊行

多分野で活躍する
教員たち

4人に1人が
マスコミ・通信業界へ

詳しくはこちらを

● 受験生のための学部選択ガイド Step into Meiji University

CHECK!

https://www.meiji.ac.jp/stepinto/infocom

● 明治大学入試総合サイト

https://www.meiji.
ac.jp/exam/

