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　情報化は、さまざまな分野で日々進んで
います。静岡大学情報学部では、「情報」
を切り口に人間・社会・文化を学び、豊か
な体験と知識・技術を身につけることで、
将来の可能性を広げます。

表紙イラスト提供：総合科学技術研究科・情報学専攻　福井春風

現代情報社会を

「豊かな人間性で結ばれた社会」
にするために。

　私たちが生きている現代社会は、コンピュータとネットワークを用いたシステムに支えられています。

少子高齢化や地方再生、グローバル化など私たちが抱える多くの課題を解決するためには、ICT（情報

通信技術）の仕組みや社会にもたらす影響を理解しつつ、さまざまな分野で ICT を実践的に活用する

能力を身につけることが必要です。

　静岡大学情報学部は「文工融合」を旗印に、広い視野から情報化に取り組むべく、国立大学で初めて

設置された情報学の総合的学部として発展してきました。ここでは、コンピュータ科学（計算機科学）

の最先端の技術から、情報技術の国・企業・日常生活における実践と応用、私たちが暮らしやすい情報

社会のデザインまで、さまざまなことを学ぶことができます。

さあ皆さん、一緒に情報学を学んでいきましょう！
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情報学部の魅力

文工融合 Integration of Humanities and Technologies

　3つの学科のテーマとなる情報社会のデザイン、システム設計
およびコンピュータ科学は、それぞれ専門の知識や技術を持つと
同時に、互いに縦横無尽の関係を持っています。そこで情報学部
では、文系と理系の境界を超えた内容を、実践を指向した演習重
視の講義スタイルで総合的に学ぶようにしています。

　3つの学科のテーマとなる情報社会のデザイン、システム設計
およびコンピュータ科学は、それぞれ専門の知識や技術を持つと
同時に、互いに縦横無尽の関係を持っています。そこで情報学部
では、文系と理系の境界を超えた内容を、実践を指向した演習重
視の講義スタイルで総合的に学ぶようにしています。

幅広い研究分野 Research

　社会の変化に適応した情報技術の開発、経営戦略や各種サービ
スにおける情報技術の応用、そうした情報化が社会にもたらす影
響やニーズ・課題の分析など、多様な研究が行われています。70
人以上の専任教員が在籍しており、多彩な教育・研究環境の中で、
学生は自分に合った分野と指導教員を選んで卒業研究を実施する
ことができます。

　社会の変化に適応した情報技術の開発、経営戦略や各種サービ
スにおける情報技術の応用、そうした情報化が社会にもたらす影
響やニーズ・課題の分析など、多様な研究が行われています。70
人以上の専任教員が在籍しており、多彩な教育・研究環境の中で、
学生は自分に合った分野と指導教員を選んで卒業研究を実施する
ことができます。

豊かなキャリア形成 Careers

　私たちの生活は情報にあふれており、情報を有効に活用し、技
術・サービス・社会の発展・充実を担う人材への期待は今後ます
ます高まっていきます。情報学部の卒業生は、専門知識を活かし
た技術者・研究者をはじめ、専門性の高い総合職など幅広い分野
で活躍しています。また、就職支援活動も充実しており、毎年高
い就職内定率を維持しています。

　私たちの生活は情報にあふれており、情報を有効に活用し、技
術・サービス・社会の発展・充実を担う人材への期待は今後ます
ます高まっていきます。情報学部の卒業生は、専門知識を活かし
た技術者・研究者をはじめ、専門性の高い総合職など幅広い分野
で活躍しています。また、就職支援活動も充実しており、毎年高
い就職内定率を維持しています。

多様な入試 Entrance Examinations

　新しい学問分野である情報学を学ぶには、多彩な能力を持つ人
の入学が期待されます。そのため、一般入試（前期日程、後期日
程）、AO入試、推薦入試など多様な受験のチャンスを用意してい
ます。入試は文系と理系の両方があり、AOや推薦など特色ある
入試も実施しています。どの入試を受験しても入学後は総合的な
情報学を学ぶことができます。

　新しい学問分野である情報学を学ぶには、多彩な能力を持つ人
の入学が期待されます。そのため、一般入試（前期日程、後期日
程）、AO入試、推薦入試など多様な受験のチャンスを用意してい
ます。入試は文系と理系の両方があり、AOや推薦など特色ある
入試も実施しています。どの入試を受験しても入学後は総合的な
情報学を学ぶことができます。

社会との連携 Partnerships

　情報学部には、地域や企業と連携した授業やプロジェクト作り
を学ぶ授業があり、研究においても情報・通信・電気などの企業
や公共機関と多彩な共同研究を推進しています。また、近隣小中
学校への ICT教育支援ボランティア派遣や、地元企業への ICT支
援や技術者向け教育などを行い、地域社会との連携を深めていま
す。国際交流にも力を入れており、語学研修や留学制度なども
整っています。

　情報学部には、地域や企業と連携した授業やプロジェクト作り
を学ぶ授業があり、研究においても情報・通信・電気などの企業
や公共機関と多彩な共同研究を推進しています。また、近隣小中
学校への ICT教育支援ボランティア派遣や、地元企業への ICT支
援や技術者向け教育などを行い、地域社会との連携を深めていま
す。国際交流にも力を入れており、語学研修や留学制度なども
整っています。
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Informatics

情報学部の教育

３学科体制

専門科目および卒業研究

資
格
取
得

情報技術

情報数理

サービス創出

マネジメント

コミュニティ

メディア

●教員
●学芸員
●社会調査士 ⇒p.19

入
試
情
報

●アドミッション・ポリシー
●入試科目
●平成30年度入試のデータ⇒p.31～32

カリキュラムの流れ

　情報社会・情報技術の急速な進展に伴い、新たに必要とされる人材を育成するために、3学科
体制で教育を行っています。3つの学科は、それぞれコンピュータ科学、情報サービス設計、情
報社会デザインという中心テーマを持ちながらも互いに連携し、技術の観点から（情報科学科）、
データやサービスの観点から（行動情報学科）、社会や人の観点から（情報社会学科）、文工融合
の情報学を教育し、高度情報社会をリードする多様な人材を育成します。

情報科学科
理系入試理系入試

行動情報学科
理系入試 文系入試

情報社会学科
理系入試文系入試

全学教育科目（教養科目）　外国語  など

情報学部共通科目　情報モラル・情報基礎  など

Research

Careers

Entrance Examinations

Partnerships
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■ 情報科学科の教育理念 …………………………………………………………
　これからの情報技術者・研究者には、革新的な研究開発を遂行する能力に加え、社会とビジネス
の動向を理解して製品・システム・サービスのビジョンを掲げることや、それを具現化するために
必要となる技術を見極める能力が求められます。
　情報科学科では、情報通信技術における広い知識と高い専門性の獲得を基本とし、文工融合の理
念に基づいて人間や社会と調和した情報技術の創造と応用を推進する能力、コンピュータ科学を軸
足としつつ新たな領域の開拓に挑戦する能力を育成します。

■ カリキュラムの特徴 ……………………………………………………………
　「情報科学」は時とともにその領域を広げつつあります。情報科学科では、コンピュータ科学領域
をカリキュラムの軸としつつも、人の知能をコンピュータで模倣することを目指す知能情報科学領
域や、人の感性・心理をコンピュータで扱うための人間情報科学領域を含め、今の情報科学を横断
的に学ぶことができます。まず、情報の数理的側面の学習を徹底して進めるとともに、ハードウェ
ア、ソフトウェア、ネットワーク、データベースなどの技術要素は少人数グループワークでの実験・
演習を通じて理解とスキルを深めます。また、卒業研究では知識の活用能力、批判的・論理的思考
力、課題探求力、問題解決力、コミュニケーション能力などの総合的な育成を行い、高度な研究活
動にも従事できる基礎的能力の習得を目指します。

情報科学科
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■ 豊富なスタッフと多彩な研究分野 ……………………………………………
　情報科学科には経験豊富な教員が多数揃っており、少人数制（教員1人に対して1学年あたり学
生3～4人）で丁寧な研究指導を受けることができます。研究テーマも、情報科学の基礎から応用
まで、多彩な研究分野をカバーしており、学外の研究機関や企業との共同研究も幅広く実施してい
ます。
 学生が新たな分野にチャレンジすることを推奨する教員も多く、きっと、自分のやりたい研究
テーマが見つかるでしょう。また、常に高いレベルの研究を意識して指導を行いますので、大学院
進学前に既に多くの研究成果を挙げ、学会発表等の活動を行う学生もたくさんいます。情報化社会
の進展に伴い、実にさまざまな文と工の接点が「情報科学」の研究対象になっています。文工融合
のこの環境で、情報科学の無限の可能性にチャレンジしてください。

Computer
Science
Computer
Science

コンピュータ科学の基礎理論

認知科学とインターフェース

メディ
ア

情報処
理 人工知

能

コンピュータネットワーク

研究室情報の入手先 情報科学科の研究室の詳細は、以下のWEBページをご覧ください

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/labs/science.html情報学部 教員／研究室紹介ページ
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■ 授業紹介 …………………………………………………………………………

■ 卒業後の進路 ……………………………………………………………………
　情報科学科の研究室出身者の半数以上が、より高度な知識や技能を身につけるため大学院に進学します。大
学院修了生を含む卒業生の多くはメーカーや ICT（情報通信技術）サービス企業の技術者としての道を進みま
すが、企業や大学の研究所において引き続き最先端技術の研究・開発に従事する卒業生も少なくありません。

情報科学科

■卒業生の進路
ICT分野の最先端を担う研究者

ICT産業を支える技術者
大学院
進学

大学 公的研究機関

企業研究所

製造業 情報通信産業

ICTサービス業 ソフトウェア産業

その他あらゆる産業分野

情報科学実験

アルゴリズムとデータ構造I・II

　現在の情報社会を支える情報通信システムの核となる要素技術は、ハードウェア、ソフトウェア、ネット
ワーク、データベースです。「情報科学実験」は、これら4つの要素技術について3つのパートに分けて学ぶ
実験科目です。
　情報科学実験 I では、ネットワークとデータベースのメカニズムを学ぶことによって、コンピュータ群が情
報通信システムとして機能する仕組みを習得します。情報科学実験 II および III では、CPUのハードウェア構
成と処理の仕組み、それらを効率よく利用するためのソフトウェア、
これら両面から総合的にコンピュータを学び、理解します。
　これらの実験は、授業を聞くだけの講義ではなく、自らの手を動か
して実習を行う実験という形で進めるので、身についた知識として確
実に獲得できます。
　情報科学実験を通じ、情報通信システムの核を構成する要素技術の
すべてを習得することは、新しい社会を創造するための無限のツール
を手にすることに繋がります。

　情報科学科では，情報社会に存在する様々な問題を解決するためにコンピュータを利用するさまざまな技法を
深く学びます．そのためには，プログラミングのスキルと知識に加えて，問題を適切に表現するデータ構造，お
よび問題を効率的に解決するための手順であるアルゴリズムの知識を基礎として，それらを自在に使いこなせる
必要があります．この授業は主に演習形式で行われ，プログラミングのスキルおよび知識と基礎的なデータ構造，
およびアルゴリズムの知識を実践的に身につけます．さらにこの授業で
は，標準的な古典アルゴリズムに加えて，複数教員が各自の専門に関係
した先進的なアルゴリズムおよびデータ構造も取り上げ，それぞれのア
ルゴリズムとデータ構造の特徴や利点・欠点も学びます．これにより，
ある問題を解決するために，どのようなデータ構造でどのようなアルゴ
リズムを選択すればいいかを，メモリ使用量と計算時間の両面から評価
する事ができるようになります．皆さんも，今までになかった高性能な
アルゴリズムを考案して，情報社会に多大な貢献をしてみませんか？

情報科学科
理系入試理系入試

情報技術

情報数理
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４
年
次

１
年
次

２
年
次

３
年
次

■ 履修科目例 ………………………………………………………………………

情報学総論

プログラミング

学習マネジメント

微分積分学 Ⅰ＆Ⅱ

コミュニケーションスキルズ

リーディング スキルズ

認知科学

情報数学

線形代数学Ⅰ＆Ⅱ

離散数学

アルゴリズムと
データ構造Ⅰ＆Ⅱ

データベースシステム論

情報理論

コンピュータ ネットワーク プログラミング方法論

論理回路

ディジタル信号処理

人工知能

・異種センサネットワークにおける時刻同期に関する研究
・微細生体部位を用いた更新可能な生体認証:爪を用いた生体認証
・Twitterデータを用いた天気の主観的評価手法
・専門性に関するメタ情報の違いがHCIに与える効果
・聴覚障害者支援のための環境音認識に関する検討　etc.

パターン認識

記号処理

オペレーティングシステム

機械語と計算機械

情報セキュリティ

言語理論

ヒューマンインタフェース

人間情報活用論

知能情報科学領域 コンピュータ科学領域 人間情報科学領域

卒業研究
卒業研究題目の例
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■ 行動情報学科の教育理念 ………………………………………………………
　行動情報学科では、現代の ICTによって収集される情報を多様な形で「実践」的に活用する能力
を養うことを目指しています。ICT の急速な進展のなか、最適な社会環境や公共サービス、新たな
ビジネスデザインの企画・開発などの幅広い分野でリーダーシップを発揮できる人が求められてい
ます。行動情報学科では、情報サービスを創造的に設計する力や、ビッグデータやリッチデータな
どを分析するデータサイエンスを活用する能力を身につけ、企業などの組織において経営戦略を策
定し、生活に密着した情報サービスを企画・推進することのできる人材を育成します。

■ カリキュラムの特徴 ……………………………………………………………
　システム・分析・戦略系科目群では、情報基盤技術や情報システム設計開発などを学び、さらに
問題を発見・定義し、解決方法の提案・実施、結果の検証を行っていくための方法を学びます。マ
ネジメント系科目群ではビジネスや情報基盤技術の知識に基づく目標の設定や実行計画の策定・推
進のための科学を学びます。サービス系科目群では、製造、金融、公共、医療、教育などさまざま
な分野での情報サービスの意義、構造と開発方法を学びます。これらの科目で学んだことを卒業研
究につなげていきます。行動情報学科では学んだ知識を使えるものにするために実践を重視してお
り、少人数クラスでの指導やグループ演習を行う科目を多数用意しています。

行動情報学科
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■ 最先端の情報サービスを創出する実践的な研究分野 ………………………
　ICT を実践的に活用し情報サービスを創出する研究には、実際には非常に多様な分野、切り口が
ありえます。行動情報学科では、情報技術と融合した社会システムや公共サービス、ビジネスを支
える組織・行動・経営のマネジメント、人間の行動を深く分析する心理学・認知科学・学習理論、
高度な自動解析や人間の働きの代替を可能にするデータマイニングや人工知能まで幅広い分野の教
員が研究指導を行います。このように文科系と工学系の融合（文工融合）による幅広い研究分野を
持つことから，行動情報学科の学生は最先端の研究テーマや分野融合的な新しいテーマなどにチャ
レンジする機会に恵まれています．教員の指導を受けながら新たな知識を創造する研究活動を通じ
て，きっと自分のやりたいことを見つけられるでしょう。
　また企業出身の教員も多いことからも、実社会に直結した研究と就職の指導が受けられます。研
究を通じて、情報システムの計画・設計の技術や、合意形成、協働作業のためのスキルなど、情報
サービス業をはじめとして情報を扱う幅広い業種で活躍できる能力が身に付きます。

Behavior
Informatics
Behavior
Informatics

情報サービスの創出

学習・教育心理学

地理情
報

防災　
金融 データ

サイエ
ンス

人工知
能

組織　行動経営

研究室情報の入手先 行動情報学科の研究室の詳細は、以下のWEBページをご覧ください

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/labs/behavior.html情報学部 教員／研究室紹介ページ
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■ 授業紹介 …………………………………………………………………………

■ 卒業後の進路……………………………………………………………………
　行動情報学科所属となる研究室の出身者は、大学院進学に加え、情報サービスの企画・開発者やプロジェク
トマネージャーなど ICT活用の高度専門職への道に進んでいます。また、情報システムを用いる一般企業のさ
まざまな部門の総合職に就く学生や公務員となる学生も増えています。情報の利活用の場がこれまでにもまし
て広がるこれからの社会では、さらに多様な進路が見込まれます。

行動情報学科

■卒業生の進路

Webシステム設計演習
　行動情報学科では、経営学的な視点と ICT スキルの両方を兼ね備え、ICT 化により企業や組織を変革する
リーダーの育成を目指しています。そのために、経営戦略に合致した解決策を提案する「分析力」、ステークホ
ルダーの真の意図を把握するための「コミュニケーション力」、そして実際に動く情報システムを設計・構築す
る「実現力」の3つが求められます。
　この授業では、前半で企業経営者と、情報システム責任者へのヒアリング
を行い、両者の意図を汲み取り、適切な提案をする「分析力」、「コミュニケー
ション力」を強化する演習をチーム単位で行います。後半では、その提案を
ベースに、先端のフレームワークなども使い、実際に動くシステムを設計構
築する「実現力」の演習を行います。その中で、さまざまな困難を乗り越え
て、情報システムを完成させる体験をします。彼らは、実社会での事象の複
雑さと、それを乗り越えて達成することの喜びの一端を学んでいきます。

多変量データ解析
　行動情報学科の教育の柱の一つが「データサイエンス教育」です。データサイエンスの基盤が統計科学です。
この授業は、統計学のうちでも、統計学入門・基礎数学の授業後に学ぶ、多変量解析の入門編の科目です。
　多変量解析は、個体やグループに対して複数の特性（変数）について観測されたデータに基づき、各変数間
の関連性の把握や現象を予測するための手法で、工学、医学、マーケティン
グ、経済学、金融工学、社会科学、教育工学、認知科学、心理学などあらゆ
る分野で活用されています。
　授業では、様々な解析法の数学的な理論とデータ分析の実装の両面を学び
ます。データ分析では、世界でも著名なRという統計ソフトを使って、自分
たちで設定した課題をグループワークで解きます。興味のあるテーマを決め
て、データをオープンデータから探し、多変量解析の手法を適用して分析し
レポートにまとめるという一連の作業を体験します。

情報システムの高度専門職

ICTスキルを有する総合職
大学院
進学

サービス企画 コンサルタント

データサイエンティストプロジェクトマネージャー

営業・企画 広報・メディア

経理・監査 教育・学芸

エンジニアリング

行動情報学科
理系入試 文系入試

サービス創出

マネジメント
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■ 履修科目例 ………………………………………………………………………

４
年
次

１
年
次

２
年
次

３
年
次

情報学総論

プログラミング

学習マネジメント

統計学入門

コミュニケーションスキルズ

リーディング スキルズ

情報と心理

コンピュータネットワーク基礎

問題分析と モデリング

ユーザビリティ設計・評価論

データ処理プログラミング

経営のしくみ

情報資産構築論

Webシステム設計演習 ビジネス計画論

環境・地理情報システム論

データベース論

プロジェクトマネジメント

システムマネジメント

グローバル経営システム論

知的情報システム開発

組織マネジメント 人工知能

視聴覚教育メディア論

産業社会行動分析

意思決定論

データマイニング

学習過程論

情報システム開発演習

データ分析応用論＆演習

情報・ネットワーク経済と競争

多変量データ解析

情報システム基礎演習

マネジメント系 システム分析・戦略系 サービス系

・標準化要介護者比を用いた要介護認定リスク因子の地域比較
・動体センサーを活用した災対誘導プラクティス
・高校英語でのコミュニケーション向上を目指したICT教材の開発
・販売後の製品情報を共有化する営業支援システムの開発
・観光地における雇用問題と企業誘致のあり方―伊豆地域に注目して―　etc.

卒業研究
卒業研究題目の例
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■ 情報社会学科の教育理念 ………………………………………………………
　社会の情報化とネットワーク化が進み、私たちの生活はとても便利で快適なものとなりましたが、
その一方で、プライバシー侵害や著作権の問題、人間関係の希薄化の問題など、新しい問題が次々
に生じています。情報社会学科では、情報技術や情報システムの可能性や危険性などを理解したう
えで、主にメディアとコミュニティという2つの観点から情報社会の目標や課題を考えていきま
す。そして、多様な専門家との協働の場を形成し、新しい情報社会をデザイン・実現できる人材を
育成します。

■ カリキュラムの特徴 ……………………………………………………………
　情報社会学科では、情報社会の仕組みと諸問題を考察・分析する社会的視点・知識を形成し、情
報技術や情報システムの本質を理解して人間、環境、情報技術が調和する情報社会を構想し、企画・
提案・実践する能力を育成します。そのためにメディアとコミュニティという2つの学習体系、さ
らにその土台となる「基盤領域」、2つの学習体系をつなぐ「融合領域」という学習領域が置かれて
います。フィールドワーク・実習を通じての問題解決能力、国際感覚やコミュニケーション能力、
情報収集・分析力、プレゼンテーション能力などの育成を目指します。

情報社会学科
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■ 多彩な学問分野からの情報社会研究 …………………………………………
　情報社会学科には多彩な教員が揃っており、人文社会科学における様々な分野から「情報」につ
いて研究しています。その専門は、法学、経済学、社会学、地理学、政治学から、メディア学、文
化人類学、歴史学、文学、言語学、さらには哲学、倫理学といった分野にまで広がっています。
きっと、自分の興味・関心に合った研究室を見つけることができるでしょう。
　各研究室では、少人数制ならではのきめ細やかな指導を受けることができます。最初に、基礎文
献の講読やメディア分析・制作、あるいは文献調査やフィールド調査などを通じて、情報社会研究
に必要な思考力や技術力、調査・分析能力を高めていきます。次に、各自が設定した研究テーマを
徹底的に追究し、その成果を卒業研究としてまとめます。情報社会研究を通じて培った力は、必ず
や皆さんが将来を切り拓く助けになることでしょう。

Socio-
Information
Studies

Socio-
Information
Studies

コミュニケーション

メディア

ガバナ
ンス

社会調
査

コミュニティ

研究室情報の入手先 情報社会学科の研究室の詳細は、以下のWEBページをご覧ください

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/labs/society.html情報学部 教員／研究室紹介ページ



Department of Socio-Information Studies

15

■ 授業紹介 …………………………………………………………………………

■ 卒業後の進路……………………………………………………………………
　情報社会学科の研究室出身者の多くは卒業後、情報の共有や創造に関して蓄えた力を活かして、メディア企
業や広報・広告の職種、あるいは ICT業界に進みます。また社会デザインへの問題意識を発揮する場として公
務員や金融機関、運輸・交通業などに進む学生、大学院に進学し、さらに研究を深める学生など、進路は多様
です。

情報社会学科

■卒業生の進路

メディア・リテラシーⅠ
　CMなどを題材にメディアが発信するメッセージを読み解く「読解部」と、自分が発信者となってメッセージ
を伝えるコンテンツを作る「制作部」の二部からなる実習型授業です。
　世界の恵まれない子どもたちのために寄付を募る広告を考えてみましょう。メッセージを伝えるのは大写しに
された子どもの顔、こちらを見つめる真っ黒な瞳、ストリングスのゆったりとしたBGM、テロップ、ナレー
ションといった映像や音声情報です。こうした要素がどのように構成され編
集されているのかを分析することで、発信者側の意図を読み取るのが読解部
です。一方、制作部では、こうした技法を踏まえ、どのようにしたら効果的
にメッセージを相手に伝えることができるかを実践します。情報社会を生き
るわたしたちは、メディアの単なる受け手ではなくメディアの使い手＝情報
発信者でもあります。1年次に開講されるこの授業は、実践と体験を通して
メディアの学びの場を提供します。

コミュニティ・デザイン論及び演習
　コミュニティは共同体と訳されるように、人々のつながりや集まりをさす概念です。
この授業では、コミュニティの歴史や基礎理論を学びながら、情報共有や情報創出が
人々のつながりを強くする側面やSNSなどにみられる新しい共同性のあり方を考え、
いかにして人々が生きやすい・暮らしやすいコミュニティをデザイン（構築）してい
くのかを模索しています。
　情報化が進む現在、インターネット上のコミュニティは私たちにとって身近なもの
となっていますが、現実社会としての「地域コミュニティ」（地域社会）は今なお私た
ちにとって重要な生活の場であり続けています。よりよい地域コミュニティをデザイ
ンするためには「生の現実」を知る必要があるので、この授業では、まちづくりや人々
のネットワークづくりの拠点となる施設、まつり会館を訪問するなどフィールドワー
クも行っています。

情報社会学科
理系入試文系入試

コミュニティ

メディア

情報の共有と創造

情報活用とデザイン
大学院
進学

メディア企業 ICT業界

広報・広告 通信・放送・情報サービス

公務員 保険・金融

交通・都市基盤 企画・営業・サービス
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■ 履修科目例 ………………………………………………………………………

４
年
次

１
年
次

２
年
次

３
年
次

情報学総論

プログラミング

学習マネジメント

社会調査論

コミュニケーションスキルズ

リーディング スキルズ

メディア・リテラシー

情報社会概論

コミュニケーション・メディア史

コミュニティ・デザイン論

都市デザイン論

パブリック・ガバナンス論

メディア・スタディーズ

社会調査法 電子メディア論

ネット文化産業論

美術とメディア

地域情報マネジメント

フィールドリサーチ

サイバーテクノ思想論

都市・地域政策論 メディア文化論

ジャーナリズム論

公共圏論

異文化コミュニケーション論

情報学方法論演習

情報社会思想

グローバリゼーションと社会

コミュニティ・メディア実習

コミュニティ系 メディア系

・ファッションの消費行動とクロスメディア戦略の関係
・津波に対する災害弱者施設の危険度表示システムの構築と実態分析―静岡県西部地域を事例として―
・コンテンツ文化の発展に向けた著作権法と技術のあり方
・オープンデータ活用における経済効果とルール整備に関する分析
・舞阪大太鼓祭りドキュメンタリー制作　etc.

卒業研究
卒業研究題目の例
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　先端情報学実習を一言で表すなら
ば，「尖った，尖りたい学生と教員と
の研究プロジェクト実践」です．も
う少し詳しく説明すると，まだ研究
室に配属されていない段階（研究室
配属は 3年後期）でも，高い意欲を
もった学生が主体的に情報学に関す
る研究活動をしてみたいと声を上げ
れば，情報学部の教員から学科の壁
なく指導や支援が受けられるという
情報学部ならではの「文工融合型」研究・教育プログラムだということです．この取り組みを通して
単位も取得できます．学生も本気ならば，もちろん教員も本気です．したがって学生と教員とで進め
られていく研究プロジェクトでは，国内外の学会や国際会議で研究成果を発表したり，学生と教員と
が一緒にさまざまなコンテストに出場したり，企業や行政，地域と共に事業を行ったりするといった
ように，学生は高い目標に向かって主体的に取り組んで行くことが望まれます．自らを主体的に磨
き，自分のキャリアを自らが望むように方向づけていくことができるガチな人のための，ガチな研
究・教育を提供する先端情報学実習は，現在，さまざまな分野・領域を含む10を越える研究プロジェ
クトが実施されています．

Informatics subjects

専門科目

■ 先端情報学実習 …………………………………………………………………

行動情報学科行動情報学科

情報科学科情報科学科 情報社会学科情報社会学科

専門科目群

専門科目群 専門科目群

学科間
連携
科目群

学科間
連携
科目群

学科間
連携
科目群

情報学基礎科目群
総合融合科目群

情報技術
＆

情報数理

・情報処理や通信を支える要素技術
の研究

・情報通信技術を活用した製品・シ
ステム・サービスの開発

・社会や人間と調和した情報通信技
術の創出と応用

サービス創出
＆

マネジメント

・データサイエンスに基づく社会
ニーズ分析やコンサルティング、
システム構築

・製造、金融、公共、医療、教育な
ど多様な分野での情報サービス開
発と創出

・プロジェクトやビジネス計画から
ユーザビリティ、サービス品質ま
でのマネジメント

コミュニティ
＆

メディア

・情報社会の仕組みと諸問題の分析・
考察

・情報社会におけるメディアの生産・
受容の分析、メディア実践

・情報の立場からの地域課題解決と
新たなコミュニティ・デザイン
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情報倫理と法
　情報ネットワークの発展はさまざまな問題を生み出していま
す。この授業ではそれらの問題を法的観点から理解するととも
に、法的な対応ができない問題を自ら倫理の問題として考える
習慣を身につけます。
　取り上げる問題の一つはコンピュータプログラムの違法コ
ピーについてです。これを、知的財産を保護する法的枠組みである特許権と著作権の観点から考察し
ます。また有害情報の配信やコンピュータ犯罪などネットワーク利用に関する問題を防止する倫理的
行動と法について学びます。

コミュニケーションスキルズ
　「コミュニケーションスキルズ」を担当するネイティヴ・ス
ピーカーの教員は、これからの国際社会に欠かすことのできな
い言語運用能力と実践的なコミュニケーション能力を鍛えてく
れる頼もしい先生方です。リーディング、ライティング、ス
ピーキング、リスニングという基本的なスキルを向上させるだ
けではありません。日本や世界の最新トピックについて英語で議論することを通じて、その文化的・
社会的な背景まで学ぶことができるのもこの授業の魅力です。

プログラミング
　入学後すぐに始まる「コンピュータシステム演習」でコン
ピュータの基本概念に加えて基本ソフトや文書作成ソフト、電
子メールソフトなどソフトウェアの使い方を学びます。それに
続く「プログラミング」ではプログラムを記述するための言語、
プログラムの流れの表現方法などを含むソフトウェアの作り方 
を基礎から学びます。講義だけでなく実際にパソコンを使う演習を中心に「頭で学び、体で感じる」
ことで、初心者でも着実に身につけていくことができるように工夫されています。

Lectures and classes

学部共通科目

1年

必
修
科
目

選
択
科
目

2年 3年 4年

情報学総論、コンピュータ入門、コン
ピュータシステム演習、日本語表現法、
コミュニケーションスキルズⅠ、プログ
ラミング、学習マネジメント

情報倫理と法、
情報学方法論

リーディングスキルズⅠ・Ⅱ・Ⅲ、コミュニケーションスキルズⅡ・Ⅲ、ライティングスキルズⅠ・Ⅱ・Ⅲ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  情報学特別講義Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

■ 学部共通の授業科目 ………………………………………………………
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新入生セミナー
　大学での生活に必要となる図書館利用、防災、ハラスメント防止などのガイダンスを行います。
また少人数のクラスに分かれて、担当教員の指導のもとにアカデミックスキルズの学習やプレゼン
テーションやディスカッションを行い、大学生としての勉学姿勢について意識を高めます。

初修外国語
　ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、現代韓国語のなかから選択して、
文法や会話の初歩と言語の背景となる文化などを学びます。

個別分野科目
　人文社会分野および自然科学分野の教養科目を選択して受講します。
学際科目
　現代の問題に対して、分野を横断した視点から分析する資質を養います。

General Education and
Qualification Acquisition

全学教育科目と資格取得

所定の科目を修得することによって以下の資格が取得できます。

●また、多くの学生が自分で勉強して、以下の法人
　などで実施されている資格を取得しています。

○独立行政法人／情報処理推進機構
　　　　　　　　情報処理技術者試験

○財団法人／画像情報教育振興協会

教員免許状「情報」（高校）　取得プログラム

　全学科の学生が取得可能です。「情報」の
教員免許状（高等学校教諭一種免許状（情
報））は、普通高校及び専門高校で、「情報」
を教える教員になるための資格です。教育実
習を含む教職関係の科目群を修得することに
よって、教員免許状を取得することができま
す。

情報社会学科情報科学科

学芸員資格　取得プログラム

　情報社会学科の学生が取得可能です。博物
館実習を含む博物館学関係の科目を修得する
ことにより、学芸員資格を取得することがで
きます。博物館の学芸員の道はもとより、公
民館、図書館や企業における広報の立案企画
などの道に進むことが可能です。

情報社会学科

社会調査士資格　取得プログラム

　世論や市場動向など社会情勢を的確にとら
える「調査の専門家」が社会調査士です。情
報社会学科の学生が所定の科目を修得するこ
とにより資格を取得できます。

情報社会学科

■ 全学教育科目（教養科目） ……………………………………………………

● 資格取得（オプショナルプログラム）…………………………………

1年 2年 3年
英語コミュニケーションⅠ、英語演習Ⅰ、
初修外国語入門Ⅰ、初修外国語入門Ⅱ、
【キャリア形成科目】

新入生セミナー、【英語】、【初修外国語】、【健康体育】、情報処理、【個別分野科目】、【学際科目】

ABP副専攻　　　　　　　　平成27年度から、グローバル人材の育成を目的としたアジアブリッジプログ
ラム副専攻が開設されました。英語で授業が行われる科目、AL（アクティブラーニング）を取り
入れた科目、海外研修など15単位から構成され、静岡大学の全学部の学生が履修できます。

必
修
科
目

選
択
科
目

行動情報学科
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平成28年度

Graduate School

大学院（総合科学技術研究科・情報学専攻）
研究を深める…

　高度な専門性と多様性に富んだ学際的な視野と知識の両方を兼ね備
えた「情報学」のエキスパートや研究者を育成するために、総合科学
技術研究科・情報学専攻が設置されています。
　情報学専攻には、計算機科学（CS）、情報システム（IS）、情報社会
デザイン（ID）という３つのプログラムから構成されるカリキュラム

が用意されています。また、これらのプログラムとは独立
に「社会人再教育特別コース」を開設し、社会人の再教育のニーズに応えています。さ
らに帰国子女や留学生のために10月入学および9月修了の制度も用意しています。

　以下の選抜方式から自分に適した方式で受験することができます。

出身大学など

修士課程1年（平成30年4月現在）
平成29年10月入学者とABPを含む

所属プログラム

推薦入試
一般入試
飛び入学特別入試
社会人入試
外国人留学生入試
社会人リフレッシュ教育入試

書類選考および面接
学力検査（基礎・専門・英語）および面接
学力検査（基礎・専門・英語）および面接
学力検査（英語）および面接・口頭試問
学力検査（基礎・専門）および面接
面接・口頭試問

CS,IS,ID
CS,IS,ID
CS,IS,ID
CS,IS,ID
CS,IS,ID
社会人再教育特別コース

30名
30名 *
若干名
若干名
若干名
若干名 *

選抜方式

*一般入試の募集人員30名のうちには、社会人リフレッシュ教育入試の募集人員若干名を含んでいる。

選抜・学力検査等プログラム 募集人員

■大学院入試の選抜方式 …………………………………………

大学院の入学者

大学院の入試

　講義が主であった学部と異なり、大学院では研究が重視されています。講義
の内容もそれに合わせ、より専門的で、学生に合わせた内容に変化しています。私の場合、学部時代
に学んだことを基礎としつつも、大学院でより深く、新しい情報を取り入れることにより、自分の研
究をより確かなものにできています。研究を通じて新たな発見に喜びを感じら
れる方にとって、魅力的な道だと思います。

　大学院の魅力の一つに学生が主体的に取り組める講義があります。講義は少
人数で開講されているものが多く、ディスカッションやプレゼンテーションを通して先生方と受講生が

一緒に作り上げていくようなものが殆どです。講義内容と自分の研究分野を絡める機会もあり、異なる分
野を研究している学生の話を聞くのが面白いです。また、様々な専門知識を持った先生方と話すことで、あ
らゆる角度から物事を捉える力を身に付けることができるのも魅力の一つだと思います。

　僕の大学院への進学理由は，学部時よりも深
く専門的な研究を追求したかったからです．でも，いざ実際に進学してみると専門
知識の習得だけではなく，国内外の学会や，海外の大学との研究交流プログラムな
ど，自らの研究を発表・議論をする機会が多くあります．これらの経験を通し，

様々な分野の優秀な人たちとのネットワークの形成，人に自分のア
イデアを伝える能力など，生涯を通して役に立つ強みを日々築いて

いると感じています．

本学部卒
54名

CS
43名

IS
15名

ID
6名

他学部・
他大学卒
13名

社会人リフレッシュ
3名

情報学専攻　林 升柯

情報学専攻　古川温子

情報学専攻　柴田高司

大学院入試情報の入手先 入試情報の詳細は以下のWebページをご覧ください。

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/information/graduate.html大学院入学試験ページ
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卒業後の進路

静岡大学情報学部就職率 100％

就職支援カレンダー

就職データ

就職
■卒業後の進路
　情報学部が卒業生を送り出してから 18年、大学・大学院で学ん
だ専門知識を活かした技術者・研究者をはじめ、専門性の高い総合
職など幅広い分野に就職先を広げています。
　ICTを基盤に急進展した社会の情報化は、情報通信システム業界を
はじめ、その他ほとんどの産業に大きな影響を与えてきており、その発
展・充実を担う人材への求人は今後ますます増えていくことでしょう。

■就職支援活動
　情報学部では、就職担当の教職員を中心に、学生の就職活動のア
ドバイスや個別指導、企業訪問、インターンシップサポートなど、
就職支援活動に積極的に取り組んでいます。
　具体的な就職支援対策としては、下記の就職支援カレンダーに示
した就職関係ガイダンスを実施しています。また、自由応募のフォ
ローアップ、学科推薦による就職支援も充実しています。

4月

6月

8月

10月

12月

2月
進路ガイダンス
進路希望調査

業界研究セミナー
筆記・SPI・ES・履歴書対策

進路ガイダンス
インターンシップ事後報告会
自己分析に役立つ適性テスト

インターンシップ実施

1年後の公務員試験対策
各就職情報サイトの説明　他

面接攻略ガイダンス

3年次

4月
4年次

5月

7月

9月

11月

1月

3月
静大就職祭（合同企業説明会）
学科推薦希望者への面談開始

面接対策

インターンシップ実施

インターンシップ事前発表会
就職活動の心構え、活動の仕方

インターンシップガイダンス

5月

平成29年度卒業生

卒業者数
199名

就職希望者数

136名
未就職者数

0名
進学者数

58名その他

5名

就職者数

136名



22

主な就職先 平成27～29年度

※行動情報学科のリストは2017年度より行動情報学科に属する研究室の進路先から作成。

■アイシン・エイ・ダブリュ　■アイネス　■Ａｉｍｉｎｇ　■伊藤忠テクノソリューションズ
■内田洋行　■ＳＣＳＫ　■ＮＥＣソリューションイノベータ　■ＮＴＴデータ
■ＦＤＫ　■大垣共立銀行　■オムロンソフトウェア　■京セラコミュニケーションシステム
■協和エクシオ　■コーエーテクモ　■サイバーエージェント　■島精機製作所　■ＴＩＳ　
■デンソー　■豊田自動織機　■トヨタコミュニケーションシステム　■トヨタ自動車
■ニフティ　■パナソニック　■富士通　■富士通エフサス　■マクロミル
■三井住友信託銀行　■三菱電機インフォメーションシステムズ
■ヤマハモーターソリューション　■リョービ　など

■厚生労働省　■法務省　■静岡県庁　■浜松市役所　■長野市役所　■インテック
■ＳＴＮｅｔ　■ＮＥＣソリューションイノベータ　■ＮＥＣフィールディング　■NTT西日本
■遠鉄百貨店　■静岡新聞社　■秀英予備校　■シンガポール航空　■スズキ　
■住友生命保険　■スルガ銀行　■全日本空輸　■ソニーグローバルＭ＆Ｏ　
■中電シーティーアイ　■デンソー　■電通国際情報サービス　■豊田合成　■名古屋鉄道
■日東電工　■浜松信用金庫　■富士通エフサス　■ヤマハ発動機　
■ヤマハモーターソリューション　■レック　など

■国税庁　■安城市役所　■岐阜市役所　■沼津市役所　■アイザワ證券　■アソビモ
■アビームシステムズ　■ＮＥＣソリューションイノベータ　■ＮＴＴビジネスソリューションズ
■大垣共立銀行　■小松ウオール工業　■サイバーエージェント　■ジャパンネット銀行
■スルガ銀行　■セコム医療システム　■都築電気　■デンソー　■電通国際情報サービス　
■TOKAIコミュニケーションズ　■東横イン　■トヨタコミュニケーションシステム
■日本ビジネスシステムズ　■ビジネスブレイン太田昭和　■日立ソリューションズ
■富士通エフ・アイ・ピー　■富士通関西中部ネットテック　■ベリサーブ
■三島函南農業協同組合　■ヤマハモーターソリューション　■ROKI　など

■アイシン・エイ・ダブリュ　■アマゾンウェブサービスジャパン　■ＳＣＳＫ　■ＮＥＣ

■ＮＴＴ　■NTTドコモ　■オムロン　■京セラ　■ＫＤＤＩ　■ＪＲ東海　■スズキ

■ＳＵＢＡＲＵ　■ソニーネットワークコミュニケーションズ　■ソフトバンク　■大日本印刷

■ダイフク　■デンソー　■東芝　■東洋エンジニアリング　■トヨタ自動車

■浜松ホトニクス　■日立製作所　■富士通　■富士通エフサス　■みずほ情報総研

■三菱電機　■矢崎総業　■ヤマハ　■ヤマハ発動機　■ヤフー　など

就職・進路情報の入手先 キャリア支援や主な進路先の詳細は以下のWebページをご覧ください。

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/course/index.html就職・進路ページ

情報科学科

行動情報学科

情報社会学科

総合科学技術
研究科

情報学専攻



入学式

夏季オー
プンキャンパス

静大祭

卒業式・祝賀会

新入生
歓迎駅伝大会
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Campus Life
カレンダー

・新入生歓迎駅伝大会
・春季オープンキャンパス

・創立記念日
・Jフェスタ

・集中講義 ・後期授業開始

・卒業式
・祝賀会
・春季休業

・夏季オープンキャンパス
・夏季休業
・夏季短期留学

・テクノフェスタ　・静大祭
・ホームカミングデー
・秋季オープンキャンパス

・クリスマスパーティー
・冬季休業

・後期授業終了
・後期試験

・七夕パーティー
・前期授業終了 ・前期試験

・新入生ガイダンス
・入学式
・新入生歓迎合宿
・前期授業開始

キャンパス・ライフ

４月
5月

6月

9月

1月
3月2月

10月

11月

12月

7月

8月
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サークル紹介

大学では授業やサークル活動、様 な々イベントが開催されます。
ここでしか体験できない刺激や感動に溢れたキャンパスライフがあなたを
待っています！

公認文科系サークル

運動部

軽音楽愛好会

軽音楽愛
好会

陸上競技部
硬式庭球部
バレーボール部（男子・女子） ラグビー部
柔道部 剣道部 合気道部

スケートボード部空手道部
テコンドー部
サイクリング部
SUM(Shizuoka University Motors)

SATT(航空宇宙技術育成部) オリエンテーリング部
漕艇部 F.C.Raios 競技スキー部

山岳部
探検部

探検部

ヨット部
大道芸サークル「すぱ」

ロボットファクトリー

自転車競技部
自動車部 ヒコーキ部

弓道部 モダンダンス部
よさこい演舞「鰻陀羅」

少林寺拳法部
フルコンタクト空手道部（実践空手道部）

ゴルフ部
アルティメットサークル「うわの空」

アルティ
メットサ

ークル「
うわの空

」

バドミントン部
サッカー部軟式庭球部 バスケットボール部 卓球部

水泳部 準硬式野球部 軟式野球部「イリュージョン」

管弦楽団
劇団Tips

CUE-FM放送研究会
ESS（イングリッシュスピーキングソサイエティ）
ボランティアサークル「AMIS」
映像研究部 Kids Science Cafe

静大ベストICON wood pecker
将棋部

SF研究会 茶道部
ゲーム研究会

美術部

写真部 漫画研究会

漫画研究
会

混声合唱団 アカペラサークル「Aal-Lied」
SSH（静岡大学スタンダードハーモニージャズオーケストラ）

近代音楽研究サークルNRC 吹奏楽団



高校生に一言
静大は、学習面も
充実していて、人との
関りも楽しめるので、
大学生活は最高にエン
ジョイできます！ぜひ
ぜひ、静大へ！

高校生に一言
大学生活は、自分
探しの絶好の機会
です。その時にしかで
きないことがたくさん
あるので、「やりたい！」
と思ったことは迷わず
やってみることをオス
スメします！

高校生に一言
大学は専門的なこ
とを学ぶことが多
いですが決して選択肢
を狭める場所ではあり
ません。むしろ選択肢
は学べば学ぶほど無限
に広がっていきます。

みなさんもぜひ視野を広く
持ってこれからの進路を考え

てみてください。

25

先輩のキャンパスライフCampus Life Campus Life Campus Life 
先輩のキャンパスライフ

～先輩からのメッセ
ージ～

伊藤　綾香 さん
行動情報学科　1年

情報学部の魅力
　情報学部では、入学時
点でのパソコンについて

の知識に差があっても、一人ひとりが自分の力
に合った学習ができます。グループワークも多
く、お互いに教えあいをして、友達もたくさん
増えます。また個性的な人が多くて、新しい発
見が多く、毎日楽しいです。

一番好きな授業
　好きな授業は「コンピュータシステム演習」と「体育」です。私はもともとパ
ソコンをほとんど触ったことがなく、タイピングが遅かったけど、「コンピュー
タシステム演習」の授業を通じて自然と速度が速くなり、達成感を感じています。
「体育」は部活やサークルを除いて大学生活で唯一、体を存分に動かせる機会で、
思いっきり楽しむことができます。授業を通して仲良くなった友達もたく
さんいます。

池本　朋加 さん
情報社会学科　2年

情報学部の魅力
　情報学部は文理融合な
ので幅広く選択肢があり、

自分でやりたいことを見つけることができる場
所だと思います。様々な分野に詳しい先生たち
がいるので、今まで知らなかったことを知るこ
とができ、新しいことを学べます。また、講義
ではパソコンを使うことが多いので、必然的に
コンピュータに強くなれると思います。

一番好きな授業
　「コミュニティ・メディア実習」という、グループで 1 つの番組を作るという
授業があります。この講義では、基本的な動画編集や撮影方法について学べます。
実際にインタビューをするなど具体的な制作を行うことも可能です。私たちの
グループは、三ヶ日に赴いて、その土地の魅力が伝えられるような番組を
作りました。

鳥居　克哉 さん
情報社会学科　1年

情報学部の魅力
　現代は情報社会といわ
れるまでに私たちの身近

に情報が存在しています。そしてその情報化は
これからもっと進んでいくと予想されます。そ
のような社会で生き抜くために必要なスキルを
身に着けることができるのがこの情報学部の魅
力だと私は考えています。

一番好きな授業
　私が一番好きな授業はプログラミングの講義です。はじめのうちはプログラミ
ングは難しいなと感じていましたが、講義を受けて勉強を重ねているうちにど
んどん自分の作りたいものが作れるようになっていき達成感を感じることが
できました。



高校生に一言
私は、高校生の時
にあまり勉強して
こなかったので受験期
は人並み以上に大変で
したが、大学生になっ
てみるとあの時頑張っ

て本当に良かったと思えます。受
験さえ乗り切れば大学での楽しい
時間が待っています。自分の満足

のいく結果を生み出せるよ
うに頑張ってください。

高校生に一言
皆さんは今大変な
状況にいるかもし
れませんが、あらゆる
手段を駆使して乗り越
えてください。大学は
想像している以上に自
由で、いろんなことが

できます。それは人生で 1 番
楽しい時間になるし、いろんな
意味で 1 番自分のためになる

時間でもあります。どう
か頑張ってください。

高校生に一言
色々な人がいるの
で馴染めないので
はないかという不安を
感じる必要はありませ
ん。ただ、高校と大学
の勉強では内容が大き

く異なるため、興味関心がない分
野だと辛いこともあるかもしれま
せん。しかし同時に、興味を持っ
た分野についてとことん追求でき

る環境でもあります。
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中里　　颯 さん
情報科学科　1年

情報学部の魅力
　コンピュータの基礎知
識からプログラミング、

その他ネットについてたくさん学べます。「興味
あるけど何も勉強してこなかった…」「パソコン
触ったことほとんどないよ！」という人も大丈
夫。気がつけば詳しくなっています。また、技
術の知識だけじゃなく外国語や社会の勉強も十
分できます。とにかく幅広いです。

一番好きな授業
　情報技術の授業もいいですが、実は英語の授業も好きです。「英語コミュ
ニケーション」ではテーマに沿ったプレゼンを英語でするのですが、これ
が意外と楽しいです。他の人のプレゼンも聞いていて面白いです。情報
学部はプレゼンなどの発表の場がたくさんあり、自己表現の仕方も学
べます。

山本　龍平 さん
行動情報学科　2年

情報学部の魅力
　今後ますます情報化社
会によって実現される便

利な暮らしに、情報の観点から携われることだ
と考えています。人々の暮らしに豊かさを提供
できることは、とても魅力的なことではないで
しょうか。

一番好きな授業
　２年前期に履修した「経営のしくみ」という必修の授業が面白かっ
たです。授業ではケーキ屋さんの経営活動を行うという設定でグルー
プを作り、実際に販売価格や広告費など、あらゆるパラメータをグルー
プで話し合って決めて利益最大化を目指すシミュレーションゲーム
をしました。主体的に経営活動の簡単な全体像を学べたので楽し
かったです。

相澤　馨子 さん
情報科学科　2年

情報学部の魅力
　情報という幅広い分野
を学部として専門にして

いる点です。人文学部や工学部における学科と
してではなく学部としてあるのでより深く、幅
広い分野について学ぶことができます。様々な
タイプの人が集まっており、科学科だけでもア
プリケーションの開発、プログラミング教育、
そしてセキュリティなど、それぞれ興味のある
分野に取り組む学生がいます。

一番好きな授業
　一番好きな講義は「アルゴリズムとデータ構造」で、プログラミング
の基礎となるアルゴリズムを学習するだけではなくアプリケーション
を開発したりもします。レポートは大変ですがプログラミングは面
白く内容も充実しています。
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各種制度Campus Life Campus Life Campus Life 
各種制度

学　　　費
●授業料の免除について
　経済的な理由で授業料の納付が困難
であり、かつ学業優秀と認められる場
合、授業料（全額又は半額）免除制度
を受けることができます。

修学サポート室「こみさぽ」

奨学金制度
●日本学生支援機構奨学金
　日本学生支援機構奨学金は、経済的理由により就学に困
難がある優れた学生等に対し貸与されます。本人の願い出
により大学が選考・推薦し、支援機構が採用決定します。
●地方奨学金
　地方奨学金には、静岡大学を通して申請する奨学金と、
個人で直接申し込むものがあります。それぞれの奨学団体
によって、手続きの仕方、奨学金の月額などは異なります。

学生寮・アパート紹介
　右の2つの学生寮を利用する
ことができます。また、アパー
ト紹介を大学生協で行っていま
す。家賃は、部屋のタイプ、建
物の構造や新しさによって違い
ます。

授業料 535, 800円
前　　期…267, 900円
納付時期…4月中

日本学生支援機構奨学金の種類

●第一種奨学金（無利子）
　貸与月額／自宅学生　…30, 000円、45, 000円
　　　　　　自宅外学生…30, 000円、51, 000円　
●第二種奨学金（有利子）
　貸与月額／30, 000円、50, 000円、80, 000円、
　　　　　　100, 000円、120, 000円から選択

後　　期…267, 900円
納付時期…10月中

あかつき寮
●対象／全学男子 ●2人部屋
●1日2食の寮食付

◎寄宿料／月額…6, 000円
◎寮費込諸経費／23, 000円

あけぼの寮
●対象／男女留学生及び日本人女子
●ワンルームマンションタイプ

◎寄宿料／月額…15, 000円
◎電気・ガス・水道別途個人契約

～大学生活を支援し
ます～

（平成29年度実績）

（平成29年度実績）

　障がいがあるため、またはコミュニケーションが苦手なために、大学で勉強するうえで困難を感じてい
る学生が、他の学生と同じように学び自立できるよう支援します。

場　　　　所

開 室 時 間

相談申込方法

「学生相談室」　工学部7号館3階

月、火、金　9:00～16:00

① 開室時間に直接「学生相談室」を訪ねる。
② 電話(053-478-1504)又はメール(ota.yuko@shizuoka.ac.jp)で予約をとる。



Ｎ
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施設紹介施設紹介Campus Life Campus Life Campus Life 

●運動場
広い運動場と奥にあるテニスコートは、体育
系サークルの活動や健康体育の授業で使用
します。

●北館生協
北館食堂は情報学部生のNo.1ランチスポットです。
生協は食品・文具・書物など豊富な品揃えです。

体育館●

体育系サークルの活動や健康体育の授業で
使用します。休み時間に使用することもでき
ます。

高柳記念未来技術創造館●

テレビの創始者でありテレビの父と呼ばれ
た高柳健次郎先生の偉業やテレビの歴史な
どを展示しています。

●北館食堂 ●共通講義棟

●図書館
学術情報の収集・閲覧・貸出ができます。レポー
ト作成時やテスト勉強にぴったりです。

●S-port
学習および教育・研究をサポートする図書館と
学生支援センターがあります。

●保健センター
学生の健康の保持、増進を図るため、定期健康診
断や応急処置、カウンセリング等を行なっています。

●南館生協
南館食堂はメニュー豊富に温かい食事を提供し
ています。生協では手作りパンが人気です。

●南館食堂

～静かで緑豊か、充
実した環境～

北会館

共通
講義棟

図書館 事務棟

守衛所

工学部6号館

総合研究棟

も
の
づ
く
り
館

次
世
代
も
の
づ
く
り

人
材
育
成
セ
ン
タ
ー

プ
ー
ル

情報学部1号館

工学部7号館

工学部8号館

体育館
工学部5号館

武道場

南会館

佐鳴会館

課外活動
共同施設

工学部3号館

工学部4号館

運動場

テニスコート

イノベーション
社会連携推進機構

南門

正門

北門

工学部1号館

電子工学研究所創造科学技術大学院

工学部2号館

情報学部2号館

高柳記念
未来技術創造館

光創起イノベーション
研究拠点

S-port
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海外留学と国際交流Campus Life Campus Life Campus Life 
海外留学と国際交流

静岡大学の国際交流

～世界とつながる～

　静岡大学では教育・研究に関するさまざまな面で、海外の大学と盛んに交流を行っています。平成29年12月現在
で、大学間あるいは学部間で交流協定を結んでいる大学や研究機関は、北米、欧州、アジア太平洋の31か国、97大
学・機関に及びます。このうち51の大学とは特別に「大学間学生交流協定」を結び、学部生・大学院生の交換留学に
便宜をはかっています。交流先の大学・機関の数を増やすだけにとどまらず、交流の内容を強化することによって、
教育・研究の両面における国際化をはかっています。海外からも大勢の学生が静岡大学へ留学しています。毎年約31
か国400名前後の留学生（学部生、大学院生、研究生）が在学しています。そのうち、情報学部には13か国前後、
38名が在学しています（大学院含む）。留学生は皆日本人学生と一緒に熱心に勉学に励んでいます。勉学を通じて、
また、パーティー、スポーツ大会、討論会、国際交流サークルを通じて、日本人学生と国籍を越えた友情を育んでい
ます。

国際交流の制度・プログラム
●夏季短期留学　大学間協定に基づき、ネブラスカ大学オマハ校（アメリカ）、アルバータ大学（カナダ）、朝鮮大
学校（韓国）への夏季短期留学を実施しています。語学研修による語学力の向上に加え、文化体験、観光旅行などを
通じて異文化理解を深めることができます。最終試験に合格した学生に単位認定（２単位）する制度もあります。平
成29年度は情報学部から5名の学生が参加しました。
●研究室国際交流プログラム　主に学部3・4年生と大学院生を対象に海外の大学と研究室単位で交流を行う海外研究
室交流（SSSV）を実施しています。相手先研究室と合同のワークショップでの発表やさまざまなソーシャルイベン
トへの参加を通して国際的な立場で率先的に活躍できる人材になるためのステップとして積極的に学生を派遣してい

留学体験記留学体験記

アジアブリッジプログラム(ABP)での留学生
　アジアブリッッジプログラム(ABP)での留学生として日本に来てか

らほぼ１年半が経ちました。私が日本への留学を決めた理由は二つあります。一つ目はもっ
と視野を広げたかったからです。留学すると色んな国の人に会えて、色んな文化を知って、
新しいとても貴重な体験をする事ができます。二つ目の理由はやはり高い技術を持っている
日本という国で勉強したかったからです。日本では研究の参考になる資料にも簡単にアクセ
ス出来ますし，研究もやりやすいと思います。今は聴覚障害者を支援するための研究をやっ
ています。社会に役立つ研究ができて、親切な先生たちと仲間たちが居て感謝しています。

アンドレ・シトムプル

アジアブリッジプログラム(ABP)での留学生
　静岡大学のアジアブリッジプログラム（ABP）の一期生で

す。日本に留学したのは、日本の「がんばって」精神、そして先進的な科学技術社会
を支えている文化を学びたかったからです。静大の環境はオープンで国際的です。イ
スラム教学生のためのお祈り用の部屋があり、カフェ
テリアにはハラール料理があります。留学生と日本人
学生が一緒に参加するイベントもたくさんあります。
キャンパスには多数の留学生がいるので、国際的な環
境を経験するチャンスが開けています。こうした経験
は、留学しようと思う学生を勇気づけ、グローバル時
代に向けて必要な文化的な豊かさを与えてくれるで
しょう。

ジュニータ・サリ・シネガー

インドネシアからの留学生

インドネシアからの留学生
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　ドイツのヴッパタール大学に留学中です。ドイツで生活をしてい
ると、日本にいた頃の自分が、どれほど何となく過ごしていたかに

気づかされます。留学をしていなければ、他の国々の学生と話をして他国の文化を知っ
たり、難民問題の一端を垣間見たり、そして日本にいた頃の自分と少し距離を置いて自
己を振り返ったりは出来なかったと思います。留学での新たな発見や出会いは、私の狭
かった視野を広げてくれています。皆さんも、少しでも興味があればぜひ留学に挑戦し
てみてください。きっと日本にいるだけでは得られない体験や発見があると思います。

山尾　南雲

　現在、静岡大学の交換留学プログラムで韓国の光州に
ある朝鮮大学校に留学をしています。私は2年生のとき

に大学のサマースクール（夏季短期留学）に参加し、そのご縁もあって再度
同じ大学で今回長期留学をすることになりました。私は情報学部所属です
が、韓国では相談心理学科に在籍しており、新たに違う分野を学んでいま
す。このように所属先や学びたいことなどを自分で選択できるのもありがた
いです。また、語学も並行して勉強していますが、韓国語の実力も少しずつ目に見えて伸びてきました。学
んで使えるようになるというステップが楽しくてもっと勉強したくなります。そして、空いた時間は国内を
旅行したり韓国映画を観に行ったりなど、ここでしかできないことをするように心がけております。勉強の
みならず自由な時間もアクティブに活かし、残りの留学生活も充実した時間を過ごしたいです。最後になり
ますが、静岡大学には短期から長期までさまざまな留学制度があり、十分に活用すれば有意義な留学が出来
るので、皆さんにもぜひ留学というチャンスをつかんでほしいと思います。その経験はいつまでもかけがえ
のない財産になるはずです！

多々見　彩結

ドイツ留学経験者

韓国留学経験者

　私はブルガリアのソフィア大学に1年間留学していま
した。大学には他のヨーロッパの国からの留学生が多

く、街の治安も良いため、頻繁に夜の街へ友達と出かけて楽しみながら英語
の勉強をすることができました。ソフィア大学には日本語を勉強している学
生も多く、彼らがサポートをしてくれたり、一緒に遊んだりするのであまり
英語力に自信がない人も留学を楽しめると思います。
　また、ソフィアは物価が安く空港までのアクセスが良いこともあり、旅行のしやすい都市で私は留学中に
28か国へ旅行することができました。もうひとつ特に印象に残っているのはブルガリアのお祭りです。普段
はなんとなくやる気のなさそうなブルガリアの人々ですがイベントやお祭りの時は活気がすごく、私はブル
ガリアのお祭りが大好きです。
　静岡大学は奨学金制度が充実していたり、留学しても四年で卒業できたりと実はすごく留学しやすい大学
だと思います。留学生活は楽しいことだけではありませんが、絶対に留学したことを後悔はしません。迷っ
ているなら間違いなく留学するべきです。

阿慶田　眞子
ブルガリア留学経験者

ます。29年度はインドネシア大学7名、香港大学6名、計13名の学生を派遣しました。プログラム参加者は単位認定
が可能です。
●国外インターンシップ制度　国外の研究機関・企業等へ1~2ヶ月程度インターンシップをする大学院生を対象に、
指導教員の推薦に基づき、助成金を支給する制度があります。参加者は単位認定が可能です。
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推薦入試

一般入試（前期）

一般入試（後期）

入試科目（平成30年度）
情報学部では、●一般入試（●前期日程・●後期日程）、●推薦入試、●AO入試など、
多様な受験チャンスを用意しています。

情報科学科 情報社会学科

AO入試
（専門学科及び総合学科枠）

基礎学力試験
（英語、数学または数学・情報）

面接

センター試験
（5教科6科目または4教科6科目）

面接

センター試験（3教科4科目）
グループワーク
および個人レポート

センター試験
（5教科7科目）
個別試験（数学、英語）

センター試験

センター試験
（6教科7科目または5教科7科目）
個別試験（英語）

Entrance examination information

入試情報

行動情報学科

センター試験
（5教科7科目）
個別試験（数学）

センター試験
（4教科5科目）

面接

センター試験
（6教科7科目または5教科7科目）
個別試験（国語、英語）

センター試験
（6教科7科目または5教科7科目）
個別試験（英語）

区分A（理系） 区分B（文系）

（5教科7科目）（6教科7科目
または5教科7科目）

個別試験（英語、総合）

※平成31年度入試の科目につきましては募集要項をご確認ください。
※「総合」は「現代文B」（情報を分析、整理して資料を作成し、自分の考えを効果的に表現）、「数
学Ⅰ」（データの分析）、「数学Ｂ」（確率分布と統計的な推測）を中心に、現実的課題に関連した
データ分析に関する問題を出題します。

入試情報の入手先

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/
information/index.html

http://www.shizuoka.ac.jp/nyushi/
情報学部 入試情報ページ 静岡大学 学部入試専門ページ

詳細な入試情報、及びその他の入試（3年次編入試験、私費外国人入試、アジアブ
リッジプログラムの入試）につきましては、下記のWebページをご覧ください。

学部入学試験の概要、入試Q&Aなどをご覧になれます。
募集要項をご希望の方は、こちらで入手方法をご確認
ください。
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推薦

前期
後期

推薦

前期
後期

AO（専門枠）

推薦

合計

合計

■情報科学科

■情報社会学科

■３年次編入
（情報科学科のみ）

■ 平成30年度入学者データ ……………………………………………………………

平成30年度入試のデータ

四国・九州・沖縄
12人

外国
1人

近畿・中国
32人 東海163人

北陸
7人

関東・甲信越
27人

北海道・東北
3人

静岡　　 77人
愛知　　 65人
岐阜・三重  21人 女子

22人

男子
51人

女子
29人

男子
41人

○出身地別分布※ ○男女別分布※

行動情報学科

女子
10人

男子
92人

情報科学科

※私費外国人留学生を含む

情報社会学科

57( 49)
43( 38)
5( 5)
10( 10)
115(102)

212
213
19
39
483

199
97
19
39
354

55
30
5
10
100

後期

区分A
区分B前期

合計

■行動情報学科
35( 33)
17( 16)
22( 18)
5( 5)
79( 72)

75
39
146
9

269

69
36
62
9

176

30
15
20
5
70

合計

一般
推薦

5（ 2）
0（ 0）
5（ 2）

14
1
15

14
1
15

若干名
若干名
若干名

42（ 41）
30（ 22）
7（ 7）
79（ 70）

61
142
12
215

54
52
12
118

40
23
7
70

募集人員 志願者 受験者 合格者（入学者）

募集人員 志願者 受験者 合格者（入学者）

募集人員 志願者 受験者 合格者（入学者）

募集人員 志願者 受験者 合格者（入学者）
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 FAX 053（471）0249
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国立大学法人

路線40－48番のバスで
「静岡大学」下車
バスで20分

静岡キャンパス
人文社会科学部教育学部
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情報学部 工 学 部

情報科学科 行動情報学科
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