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文化情報学で、答えが見えてくる！

興味を学びに。　好奇心を学びに。
世の中　の疑問を

データサイエ　ンスで読み解こう

Q グループワークが
うまくいくための秘訣は？

K E Y W O R D 行動データ科学

Q 地域ごとに
方言が違うのはなぜ？

K E Y W O R D 言語データ科学

Q『源氏物語』は紫式部が
書いた本が
そのまま伝わっている？

K E Y W O R D 文化資源学

Q 未来を予測すること
ができる？

K E Y W O R D データ科学基盤



ことばはまるで「生き物」のようにある地域から

他の地域へと伝わっていきます。地形、人口密度、

可能な移動手段など、様々な条件によって人の

移動経路が異なり、ことばの伝わり方も変化して

います。方言そのものの性質だけではなく、人の

移動経路を辿ることによって、ことばの変化の過

程を復元することができるのです。

取り組むべき作業とは一見関係のない雑談をしたグループほど独創的

なアイデアが生まれ、アイコンタクトをしながらディスカッションしたグ

ループほど完成度の高い結果を得られることがわかりました。人のふる

まいをデータに基づいて分析することで、人が何気なく行っている行動

のメカニズムをのぞき見ることができます。

『源氏物語』にかぎらず、日本古典文学は、長い間、書き写されて伝わってきまし

た。たとえば、友だちから授業ノートを借りて書き写すとき、つい書き間違ってし

まうことがあるように、同じ『源氏物語』の写本であっても、中身が全く同じとは

限りません。そこに、写本の中身を比較検討する必要性が生まれるのです。

目的に応じて収集された、あるいは、蓄積されたデータを適切に処理し、データ科学の方法で分析

することにより、一定の精度で未来を予測することは可能です。社会現象、自然現象などあらゆるこ

とが予測の対象ですが、意味のある精度で予測するためには、十分な量および質のデータ、適切な

方法の選択などが重要です。

あらゆる文化現象をデータサイエ  ンスの手法でアプローチする文理
融合型の学びを展開する文化情  報学部。さまざまな学問分野の立
場から考察することで、文化の新  しい捉え方が発見できます。

新たな発   見を生む
文化情報   学部の
ユニーク  な研究  

Q グループワークが
うまくいくための秘訣は？

Q 地域ごとに方言が違うのはなぜ？AA
人の移動経路など、
さまざまな条件によって
ことばの伝わり方が異なるから！

A
雑談とアイコンタクトです！

AA 未来に絶対はありません。ただし、
不確実性を伴った予測は可能です。

A
手で写されて伝わったから、
いろいろな本によって
言葉が違うことがある！

Q『源氏物語』は紫式部が書いた本が
そのまま伝わっている？

Q 未来を予測することができる？

K E Y W O R D 行動データ科学

K E Y W O R D データ科学基盤

K E Y W O R D 文化資源学 K E Y W O R D 言語データ科学

同志社大学図書館所蔵

Faculty of Culture and Information Science | 0403



Faculty of Culture and Information Science | 0605

芸術から経済活動などの社会の動きまで人間の営みすべてを「文
化」と捉え、データを収集し適切な理論で分析。自然科学の対象
ではなかった「文化」を「データサイエンス」の手法で探究します。

文理融合の学びから身につく力

文化とデータサイエンスに関わる学問分
野を幅広く学ぶことで、同じ文化現象に
対して文理双方から多様な研究アプ
ローチがあることを認識し、問題に対する
柔軟な発想力を養うことができます。

幅広い学問分野の
知識と柔軟な発想力

文化に対する幅広い知識を身につける
ことにより、様々な対象に対して文化的・
社会的な背景をふまえて、その価値や可
能性を適切に見極めることができる感性
力を育てることができます。

文化に対する幅広い
知識に基づいた感性力

ジョイント・リサーチや卒業研究において、
実験や調査により得られたデータを分析
し、価値がある知見を筋道立てて考えて
いくことにより、データ分析能力と論理的
思考力の両方が身につきます。

データ分析能力と
論理的思考力

解析
分析

文化現象の新たな姿を発見

学部長あいさつ
Message

学びの特徴
Features of learning

領域の枠を超えた
文理融合型の学び

学部長あいさつ

3つのポリシーについて

文 化
研究対象

統計科学 数理科学 情報科学文化資源 言　語 行　動

データサイエンス
研究手法

文 化 データサイエンス

アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーについては、文化情報学部Webサイトにて
公開しております。人材養成の目的についても、こちらをご覧ください。

学部長　下嶋 篤

文化を学ぶこと＝人間を学ぶこと
人間にとって一番重要なのは人間であり、その理由で、私たちは他の人間の行動やその動機を理解するための高度な知能を
進化的に発達させてきました。AIはチェスや囲碁で人間を打ち負かしましたが、人間を理解するという「ゲーム」においては、
人間に遠く及びません。人間をもっともよく理解できるエキスパートはAIではなくて人間です。たとえAIの時代が到来しても、
人を理解するという役割は依然として人間が担うことでしょう。それだからこそ、私たちは、人間を理解する私たちの能力を
大切に育てていかなければなりません。本学部の大きな目標はそこにあります。

本学部は名前にあるとおり、文化を学ぶ学部です。私たちにとって、文化とは「人々の行動の様式」全般を指しますから、「文化
を学ぶこと＝人間を学ぶこと」であり、本学部の学生は、文化の研究を通して、人間の行動様式についての深い知識と、人間
について新たな知識を得るための科学的な方法を学びます。

以下では、このような学びのために本学部が採用している二つのメソッドを紹介しましょう。

 第1のメソッド

人間理解のための多視点的アプローチ
いわゆる人文・社会系の諸分野では、人間の行動を理解するための様々な視点や方法が培われてきました。本学部では、こう
した基礎の上に立って、人間を一つの視点だけからではなく、複数の視点から捉えるというアプローチをとります。本学部の
カリキュラムでは、この目的のための3つの重点分野を置いています。行動データ科学分野は、個人としての人間の心の働き
に着目する心理学的視点、集団として人間の行動や意識に着目する社会学的視点を包摂します。言語データ科学分野は、
言語という、人間にもっとも特徴的といえる能力に着目する言語学的視点を提供します。さらに、人間が過去に行った行動の
様式やその記録、成果物に着目し、時間を遡って人間を学ぼうとする文化資源学分野があります。学生たちはこうした分野の
講義や演習を受けるうちに、人間に対する固定的、一面的な観念から解放され、様々な角度から人間を理解する能力と態度
を身につけます。

 第2のメソッド

人間理解のための情報処理・データ分析
私たちの第2のメソッドは、情報処理・データ分析技術を味方につけることです。先ほど、人間をもっともよく理解できるエキス
パートはAIではなくて人間であると書きました。しかし、これは、人間を理解するにあたって、人間が情報処理やデータ分析
技術から距離を置くということを意味しません。人間理解のための私たちの能力は確かに優れていますが、万能ではありません。
個人生活における、限られた数の家族や知人の行動を理解するのにはおそらく十分でしょうが、より公共的な仕事において、
大人数の赤の他人の行動を正確に理解するためには、そうした集団の緻密なデータを取得・蓄積し、適切に分析する知識と
技術によるサポートが必要です。本学部のカリキュラムに設置されている第4の分野であるデータ科学基盤分野は、こう
した知識と技術を学生が身につけるように設計されたものです。

未来の学生諸君へ
すべての人間は人間理解のエキスパートです。現在も未来も、人間を理解し、人間が歩むべき
道を決められるのは人間であり、また、人間でなければなりません。本学部の採用する二つの
メソッドに共感し、人間理解のための多角的な知識と、それをサポートする情報処理とデータ
分析の方法を携えて、未来社会に貢献しようという諸君は、ぜひ本学部の門をたたいて下さい。



興味に応じて体系的に学べるカリキュ ラム群
カリキュラム
Curriculum

第1セメスター（学期）

1年次
第2セメスター 第3セメスター

2年次
第4セメスター 第5セメスター

3年次
第6セメスター 第7セメスター 第8セメスター

4年次

　文理融合的な学びを実現するためには、いずれかに偏ることなく知識やスキル

を得ることができる科目が提供される必要があります。本学部では、選択科目を文

化とデータサイエンスという２つのクラスター科目群に分けて、それぞれの群で

1年次における入門科目から3年次における発展科目まで数多く開講しています。

文理のバランスが整ったカリキュラム0 1
　3年次に進級する段階で、「文化資源学」「言語データ科学」「行動データ科

学」「データ科学基盤」という4つのコースのいずれかに分属されます。これらは「文

化情報学」の柱であり、分属までに学んできた基礎知識やスキルを踏まえた上で、

自分自身の専門性を意識しながら卒業研究に向けて取り組むことができます。

専門知識を深める4コース制度04
　ジョイント・リサーチでは、様々な文理融合的なテーマに沿ってクラスが編成さ

れています。関連した知識やスキルの習得を行うだけでなく、グループ単位で一

から探求型プロジェクトに取り組んでいきます。知的な作業を進める中でのコミュ

ニケーションを通して、物事に対する多様な視点を身につけることができます。

グループで取り組む探求型の学び03
　必修科目ができるだけ少なくなるような形でカリキュラムが作られているため、興

味・関心に応じて4年間どのように学んでいくのかを自分自身でデザインすることが

できます。一方で、1・2年次に幅広い学問分野の入門科目を履修する中で自分の

興味・関心を明確にした上で、3年次以降の発展科目の学びにつなげていきます。

4年間を自分でデザインできる02

カリキュラムのPOINT

2019年度カリキュラム

文理融合型のユニークな科目で、柔軟な思考力や主体的に学問する姿勢を身につけます。
幅広い領域に触れることができる文理のバランスのとれたカリキュラムを用意しています。

文理融合の考え方を身につける
必
修
科
目

選
択
科
目

A
群　
文
化
ク
ラ
ス
タ
ー
科
目
群

B
群　
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
科
目
群

文化資源学
科目

言語データ
科学科目

行動データ
科学科目

データ分析
科目

情報・
コンピュータ
科目

基礎数理
科目

文化情報学入門
卒業研究Ⅰ 卒業研究Ⅱ

コロキアム
ジョイント・リサーチ Ⅱジョイント・リサーチ Ⅰ

 アドバンスト・コロキアム

離散数学
微分積分

確率・統計
微分方程式

数理統計
現象と数理
最適化法

多変量解析
数値解析
数理モデル

時系列解析
決定理論

データサイエンス入門
データサイエンス入門演習

数学入門
論理と数理
線形代数

コンピュータの仕組み
プログラミング基礎

情報理論
プログラミング応用

データベースシステム
情報セキュリティ

インターネット技術
情報アクセス技術
アルゴリズムとデータ構造

ヒューマンコンピュータ
インタラクション
翻訳解析

情報倫理
プログラミング入門

データサイエンス基礎
データサイエンス演習

定量的データ分析
定量的データ分析演習

定性的データ分析
定性的データ分析演習

ベイズ統計
機械学習

テキストマイニング
データハンドリング

文化体験／企業体験／海外体験／カレント・トピックス etc.

日本文化史
文化計量学入門
現代文化概論

歴史文化情報入門
文献学入門

歴史文化情報概説
文献講読

文献解析
伝統音楽論
美術史学
文化・社会人類学

歴史文化情報論
古典文化論
文化記号論
音楽解析

文化解析

ことばの科学
ことばと文化

世界の諸言語
ことばと社会

言語研究の方法1
言語類型論
コーパス言語学

言語研究の方法2
音韻論

統語論
語用論

言語と脳科学
認知言語学

身体論 認知科学入門
人間と感性
社会調査入門

人間と文化
感覚・知覚論
社会調査法
計量社会学

視覚表現論
比較文化論
身体メディア論
社会調査演習

認知科学の方法
認知科学実習
行動計量分析法

認知システム論
社会ネットワーク分析

コ
ー
ス
配
属
・
研
究
室
配
属

古典文学、考古学から
現代文化まで幅広く学ぶ

多種多様なアプローチで
「ことば」に迫る

人間の身体や感覚、
行動の仕組み、
人間と社会の関わりを学ぶ

専門的な
データサイエンスの
技法を学ぶ

コンピュータを用いて
情報やデータを処理する
技術を学ぶ

データ分析に必須となる
数理科学の基礎を学ぶ

様々なテーマで
体験型の講義を展開
最先端に触れる講義も開講

C群 体験型教養科目

文化情報学演習 1・2・3

田中 理香子さん 
（3年次生）

関心を持ったものが
そのまま研究対象に

なります！
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文理融合型のユニークな科目
カリキュラム
Curriculum

文化情報学演習 コロキアム／アドバンスト・コロキアム

　文化情報学部における文化資源、言語、行動、データ基盤の４コースについて、

ジョイント・リサーチや卒業研究を進めていくために必要となる基礎的な知識と方法を

グループ単位による演習形式で学びます。「文化を科学する」ためには、対象となる文

化現象およびデータサイエンスの手法について講義を受け、知識を得るだけでなく、

実際に探求を進めながら議論し、考えていく必要があります。それぞれの研究領域に

おいて、どのような探求活動がこれまでになされてきたのかを踏まえ、文化現象に関わ

るデータを収集・計測する手順を理解し、どのように実験・調査を進め、得られたデータ

を分析することができるのか、実践を通して学んでいくことが重要です。

「文化を科学する」ための、
基礎的な知識と技術を体験的に学ぶ

　文化情報学演習において習得した文化の知識と「文化を科学する」

ためのデータサイエンスのスキルを基に、文理融合的なテーマごとに編

成されたクラスに分かれ、グループ単位でレベルの高い演習を行いま

す。各研究室に分属された中で、4年次の卒業研究でどのようなテーマ

に取り組んでいくのかを視野に入れ、より専門的な観点から研究の基

礎を学ぶことになります。グループ単位で議論を重ねていくことにより、

得られたデータから問題を発見し、実験・調査を通して分析を行い、意味

のある知見や解決法を導き出すことができるようになり、学問の面白さ

を実感できるはずです。同時に、グループ内での議論や協力関係の構

築は、アカデミックな知的コミュニケーションを行うためのスキルの習得

にもつながり、卒業研究を含めた様々な場面で他者の視点からも物事

を考えていくことができるようになります。

共同研究で切磋琢磨し、
学問の醍醐味を知る

ジョイント・リサーチ

　コロキアムとは「研究会」「討論会」などを示す語で、4年次生が卒業研

究の中間発表を行い、1年次生と2年次生が共に学ぶ場となっています。

2年次生は、1年次生との発表に関する議論を建設的な方向に導く役割を

担い、議論の中で生み出された質問やコメントを1年次生と一緒に行い

ます。上級生にとってはプレゼンテーション力向上のきっかけになり、下級生

にとっては卒業研究の進め方を具体的にイメージする貴重な機会になり

ます。学年を問わず同じ場で学習することは互いにとって大きな刺激になり、

人間的な成長の場にもなっています。

年次の垣根を超えた知的交流の場

「コロキアム」
「アドバンスト・コロキアム」
年次別 学習ポイント

　文化・言語現象を対象とし、基礎的な探究型

演習を行います。グループ単位での演習を通じて、

先行研究・参考文献の探索、文献の読み方、興味

深い現象の見方やデータ収集・分析方法などを

学び、調査結果を論理的にまとめ、発表し、レ

ポートを作成します。

文化情報学演習1
　人間の行動や社会に関わる現象を対象とし、

基礎的な探究型演習を行います。グループ単位

での演習を通じて、先行研究・参考文献の探索、

文献の読み方、興味深い現象の見方やデータ

収集・分析方法などを学び、調査結果を論理的

にまとめ、発表し、レポートを作成します。

文化情報学演習2
　ジョイント・リサーチ、卒業研究の実施に向けて、実際

に統計解析ソフトウエアを使用した基礎的なデータ解析

の方法を習得します。データの要約・視覚化、データサイ

エンスによる具体的な解析の手法および解析結果の

解釈の仕方やレポート作成の方法を学び、データを適

切な方法で集計・解析し、レポートする能力を養います。

文化情報学演習3

　『源氏物語』などの古典文学作品は、「書写」によって現在まで伝わっていま

す。この書写という人間の行為は、誤字や脱字はもちろん、意識的な改変まで

も引き起こします。例えば、物語の途中で死んでしまったお姫さまを生き返らせ

たいと思ったことはありませんか？さすがに『源氏物語』のような完成度の高い

作品では、物語の展開が

大きく変更されることはな

いようですが、そんな書写

者の「念願」が、同じ物語

でも、様々なテキストを生み

出すことがあるのです。これ

らのテキストの比較・分類

には、独自に開発した文字

列解析ツールや「Spl i t s 

Tree」による分析がきわめ

て有効です。

　言葉は「生き物」なので、本やインターネットにある言語資料だけでは不十

分。調査対象となる言語を話している地域に実際に出かけて、母語話者に直

接会ってインタビューをしなければならないことがあります。しかし、分析に必要

な言語データを母語話者から引き出すためには、言語学的なテクニックが必要

です。この演習では、グ

ループで扱う言語現象を

決定し、調査対象とする言

語の母語話者をゲストとし

て招き、インタビュー調査

を体験してもらいます。調

査演習を通じて母語話者

から言語データを引き出す

テクニックを学び、データを

正しく分析することができ

るようになります。

開講テーマ（例）

　文化がどのように生み出され、継承されるのか理解する上で、身の回りにあ

る文化現象がどのように認知されているのか考えてみる必要があります。例え

ば、スーパーでオレンジジュースを購入する際、パッケージの色は購買意欲にど

のような影響を与えているのでしょうか？実験協力者に様々な色のペットボトル

でオレンジジュースを飲ん

でもらい、その味覚を評価

してもらうと、たとえ同じオ

レンジジュースでも、ペット

ボトルの色によって味が

違っていると感じられるこ

とがあります。このように、

味覚評価の結果を解析す

ると、視覚と味覚の関係を

明らかにできるのです。

4年次生
卒業研究の
中間発表

2年次生

研究テーマを
具体化する

1年次生
卒業研究の
イメージを
膨らませる

情報科学技術を用いた
日本古典文学の文字列解析 言語フィールドワーク演習 認知のクロスモーダル性から

文化を考える

文理融合型の思考力を1年次から段階的に習得する必修科目や、
感性と教養、国際感覚を磨く実践的な専門科目についてご紹介します。

必 修

必 修

必 修
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カリキュラム
Curriculum

　アメリカ南西部のルイジアナ州最大の都市であるニューオリンズ市に位置するニュー

オリンズ大学への短期留学です。留学経験のない学生を対象としており、語学研修プロ

グラムに加え、ゲストレクチャーや近隣の文化施設などのフィールドトリップなどを中心と

した異文化体験プログラムを実施します。

 プログラム名　Doshisha Open Doors Program: Exploring New Orleans Culture
 対　　　象　1～3年次生

充実の学びサポート

教員一人あたり約10人の学生を担当 文系出身者の苦手分野をフォロー授業の不明点をすぐ質問できる専門的な質問に、教員が直接対応
　一人ひとりの学生の学業や学生生

活、就職などをサポートするため、「アド

バイザークラス」を設置。1クラス（10名

程度）を一人の教員が担当し、あらゆる

相談にのりアドバイスを行います。この

クラスは4年間変わらず、時には親睦の

ための食事会なども開催されるため、教

員・学生のつながりも自ずと深まります。

アドバイザークラス0 1

　文系出身で数学が苦手な方のため

に、補習講座を設置しています。データ

サイエンス入門や数学入門などの科目

の理解を深めたい学生に基礎から丁寧

に教えます。

数学の補習講座04

　数学やプログラミング、データサイエン

スなどの科目に関連する個別相談コー

ナーを設けています。開室時間は専門

スタッフが常駐し、授業で分からなかった

箇所や理解しにくかったところ、課題

などについて、マンツーマンで質問や相談

に応じます。

個別相談コーナー03

　授業科目や研究分野など、専門的

な内容を担当教員に質問・相談したい

人のために、週1回の面会時間を設けて

います。アドバイザークラスの担当教員

以外でも相談可能です。1年次から

様々な分野の教員と交流することで、

自らの知見を広げられます。

オフィスアワー02

　京都には、演劇・音曲・舞踊をはじめとする伝統

芸能がいまも息づいています。また、茶道・華道や京

料理・京菓子など、京都ならではの文化も豊かです。

これら伝統的な芸能と文化との特質を、その伝承に

実際に携わる様々な分野の専門家の話を中心に、

多角的・重層的に講義します。

京都の伝統文化
　明示的な知の背後にある意識化・言語化されない

はたらきとしての「わざ」を理論的、科学的、総合的に

解明するための学問としての「わざ学」について講義

します。様々な分野で活躍している「わざ」に卓越した

講師陣を招聘します。

「わざ学」のすすめ

　グローバルに展開する日系企業および日本とドイ

ツの産業振興に関わる団体から講師を招き、グロー

バル企業における海外ビジネスの現状や課題などに

ついて講義を行います。国内・海外におけるインターン

シップや企業から見たインターンシップの意義につい

ても解説し、キャリア形成につなげます。

日系企業のグローバル戦略
　データドリブンな現場から産み出されるICT関連

企業の様々なサービスを基に、課題解決への取組

みを交えながら最前線のインターネットテクノロジを

教えます。このことにより、通常の大学の講義では触

れることのできないAI、IoTといった企業の取組み事

例を学びます。

ICT関連企業提供講座

　地球環境問題とその人間社会との関係を理解することは、科学技術分野だけでなく人文学

や社会学においても重要な課題です。特に自然環境と生活環境の変化、環境についての人

間の意識のありかたを理解することは、21世紀の新しい文化を創造するための基盤となりま

す。この講義では、地球環境の変動や生活環境の変化、環境に対する人間の意識に関する

最新の研究事例を紹介し、環境と人間との関わりから生まれる文化について考察します。

環境と情報

文化体験科目

企業体験科目

海外体験科目

ニューオリンズ大学（アメリカ）

　リベラル・アーツ・カレッジであるハミルトン大学にてプロジェクト型インディペンデントスタ

ディーを実施します。語学研修、アメリカの文化体験および各自の計画に従ったプロ

ジェクトの遂行・資料取集やアンケート調査などを行います。デジタルヒューマニティーズ

（知的資源の保存）のワークショップにも参加します。

 プログラム名　Project-based Independent Short Program in Hamilton College
 対　　　象　3～4年次生

ハミルトン大学（アメリカ）

　デュッセルドルフを拠点に「日本文化および欧州文化」についての

研究を目的としたプロジェクト型インディペンデントスタディーを実施。

「特別講義̶海外企業体験̶」合同研修に参加した後、文化体験

および各自の計画に従ったプロジェクトの遂行・資料収集やアンケー

ト調査などを行います。

 プログラム名　Project-based Independent Short Program Heinrich 
　　　　　   Heine University Dusseldorf
 対　　　象　2～4年次生

ハインリッヒ・ハイネ・
デュッセルドルフ大学（ドイツ）

体験型教養科目

　伝統文化、現代文化など様々なジャンルの文化について、伝承者を始めとする第一線の講師を

招き、実際に“文化に触れる”講義を展開しています。

この科目群では、外部からの招聘講師による体験的な講義や実際に現地に出向いての現場体験など、通常の講義では得られな
い様々な形での体験を通して、広い意味での教養を身につけることを目的としています。文化体験・企業体験・海外体験など様々
な体験型講義が開講されています。合わせて、科学技術や社会・文化に関する最先端の話題についての講義も開講されています。

各界の第一線で活躍する学外講師に学ぶ

世界で活躍するための
広い視野と国際感覚を養う

企業現場から講師を招聘／企業現場を体験
　企業から招聘した講師による講義、企業におけるインターンシップなど大学と企業が協働する

様々な形での講義を企画しています。

　正課科目としての2週間の短期留学プログラムです。留学

経験のない1年次生から海外で研究に挑む意欲のある4年

次生まで、文化情報学部生を対象とした3種類のプログラムを

用意しています。舞台はアメリカのルイジアナ州とニューヨーク

州、ドイツのデュッセルドルフです。グローバルに活躍する将来

に向けた第一歩となるでしょう。

カレント・トピックス

科学技術や社会・文化などの
最先端のトピックスに触れる
　日々変化する科学技術や社会・文化などの様々な話題に

ついて、学部内外の講師陣が紹介します。

株式会社NTTデータ、株式会社堀場製作所、全日本空輸
株式会社、株式会社大林組、キャタピラージャパン合同
会社、ダイキン工業株式会社、日産自動車株式会社、カ
ルソニックカンセイ株式会社、京セラ株式会社、豊田通商
株式会社、キヤノン株式会社、あいおいニッセイ同和損害
保険会社、富士フイルム株式会社 など

講師派遣予定企業・団体
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■ 池坊 専好氏   （華道家元池坊  次期家元）
■ 畑 正高氏   （香老舗  松栄堂  社長）
■ 山口 富　氏   （京菓子司  末富  主人）

講師例



情報化社会に正しく対応するための
1～2年次生基礎教養科目

貴重な文化資料と
調査・実験設備の融合的応用

カリキュラム
Curriculum

施設・設備
Facilities and equipment

論理的思考教育プログラム ▶ 文化資料・調査設備

▶ その他の専用施設

　本学部では文学部との共同事業として、主に1～2年次生を対象とした

「論理的思考教育プログラム」を開発しています。私たちが普段何気なく行って

いる論理的思考は、適切な技術と知識の習得によって高度な発達が可能です。

　近年、多くの企業が論理的思考力を社員に求める最も重要な能力の一つと

位置づけています。こうした流れを背景に、文部科学省も思考力や判断力を

教育の重点課題とするようになりました。将来的には、「ほとんどの若者が大学

卒業時には高度な論理的思考力を身につける」時代が到来するはずです。

　本プログラムは、これまで日本の大学で教えられることが少なかった、論理

的思考のための技術と知識を育成する多彩な科目群を設置。社会の流れ

を先導し、同志社大学の良心教育の伝統の中で、論理的思考の能力を自分

のためだけではなく、社会のために正しく用いる力を養います。

論理的思考とは、ただ多くの情報を入手するだけではなく、入手

した情報を正しい道筋で比較・分析・統合して、より有益な情報

を導き出す働きのことです。

国際レベルの論理的分析力、
表現力で社会に貢献する

論理的思考の基礎（1）～日常言語で学ぶ論理的思考～
論理的思考の基礎（2）～論理言語で学ぶ論理的思考～
論理的思考の応用（1）～誤謬とバイアスの理解～※

論理的思考の応用（2）～説得とプロパガンダの理解～※

論理的
思考
科目群

論理的思考とは・・・ 

論理的思考が求められる3つの理由

情報を導き出す力 = 論理的思考力が鍵となる時代へ

情報がすぐに古くなる
　社会情勢の変化が激しい現代で

は、保持している情報はすぐに古くな

り、使えなくなります。その時々に新た

に情報を更新し、現状にあった情報を

導き出すことが求められています。

情報が誤る情報が簡単に手に入る
　情報ネットワークが発達し、様々な

情報の入手が容易になりました。しか

し、これらの情報を真に生かすには、そ

れを整理し、必要に応じたより有益な

情報を導き出す能力が必要です。

情報
情報 情報

情報

情報

※ 2020年度より実施予定

　現代社会にあふれる情報は必ずし

も正しいものとは限りません。適切な
根拠に基づき、誤った情報と正しい情
報を見分け、それに基づいて的確な

判断を行うことが求められています。 

情報
情報

情報

情報

より有益な情報

比較  × 分析  × 統合

論理的思考で導き出す

多様な文化資料・史料を、
理化学機器を用いてデータ化する

　絵画や古典籍、写本、出土遺物など、数多くの資料を保管する文化

情報学部。個々の教員が貴重な資料を調査・研究しており、実物に触

れながら文化を学ぶ環境が整っています。また、それらを調査、分析する

ための理化学実験機器も揃います。

学部専用の建物「夢告館」には、多数のPCを設置した情報処理教室や研究施設が集まります。

専門書や文学作品、歴史書を多数所蔵する文献室や、人間の行動・心理を計測する装置を備えた実験室もあり、充実した研究環境です。

絵画調査の様子 X線分析装置 レーザーレンジファインダー

『卅六人歌合』 （注：卅は三十） 茶道具出土遺物 長沢芦雪『一笑図』

文献室 近赤外光脳計測装置感性解析実験室 視線計測装置
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有機的につながりながら、
それぞれの専門性を磨く4コース

4つのコース
Four Academic Courses

文化資源学
コース

　
断片的で大量の文化資料情報をデータ化し

文化研究の新たな枠組みを構築

行動データ科学
コース

　
人間の行動様式を文化と捉えて

分析し、予測・デザイン

データ科学基盤
コース

　
数理・情報・統計の壁を越えた
最先端のデータ科学研究を展開

言語データ科学
コース

　
言語現象の解明に取り組み、

「言語を科学する」研究の新領域を開拓

研究対象
数理科学・情報科学・統計科学の諸概念、データに関わる諸問題 etc.

研究対象
行動、身体、心理、社会現象、パフォーマンス etc.

研究対象
言語、文章（テキスト）、コミュニケーション etc.

研究対象
文学、歴史、社会、美術、音楽、芸能 etc.「文化資源学」「言語データ科学」「行動データ科学」「データ科学基盤」という4つのキーワードからコースが構成され

る文化情報学部。これら4分野が連携し、学際的かつ革新的な知の創造を目指します。学生たちは所属するコースで専門知識
を身につけながら、多彩な学問領域に触れ、柔軟な発想力を養います。

文化資源学コース
Cultural Resources Studies Course

人間の社会には、時代や地域ごとに文化があります。その文化を探究

するための文献や遺物などの資料が文化資源です。本コースでは、実

資料のデータを網羅的に収集し、それらの情報をデジタル化したり、数

理的手法によって分析したりすることによって、文化の本質に迫って

いきます。

言語データ科学コース
Linguistic Data Science Course

私たちは当たり前のようにことばを使って生活していますが、母語話者

でもなぜそうなっているのか説明できない現象が数多く存在します。言

語データ科学コースでは、ことばに関するデータを収集・分析する方法

を学び、ことばを話す人間やことばを取り巻く文化・社会の本質を明ら

かにします。

行動データ科学コース
Behavioral Data Science Course

私たちが日常的に行っている何気ないふるまいは、人が長年において

蓄積し、受け継いできた文化そのものと捉えることができます。本コース

では、文化や社会のしくみによって規定される人の行動傾向を、定量的

なデータに基づいて客観的に記述・モデル化することで、人々の行動を

理解したり、デザインするための方法を学びます。

データ科学基盤コース
Foundational Data Science Course

［卒業研究テーマ例］
● 茶道における音の役割－裏千家を事例として－
● 古代中世の合戦における川と陣の関係
● バイエルン本『源氏物語』幻巻の本文
● 音程と音価に着目したクラシック音楽の主題の比較分析
● 文化財の３次元アーカイブ化とその応用～九重の塔のモニタリングを例に～

［卒業研究テーマ例］
● 「人志松本のすべらない話」のマルチモーダル特徴分析
● 関西地域におけるT敬語とH敬語の分布について
● オノマトペの濁音の有無による印象変化の測定－動画実験での検証－
● 韓国人の人称表現使用に関する考察－家族関係を中心に－
● 児童文学における童心主義作品の文体特徴分析

［卒業研究テーマ例］
● ジェスチャーの同期とその志向要因に関する定量的研究
● 情報のライブ提示効果の検討－空間的インデックスの作用に注目して－
● 案内図の視空間的特徴と空間能力の個人差が空間イメージ形成に及ぼす影響
● 「見た目問題」におけるメイクアップの有効性－他者の評価の観点から－
● 社会人のボランティアへの関心に関する実態分析

［卒業研究テーマ例］
● J1リーグにおける戦況変化点のリアルタイム抽出とその要因の考察
● ECサイトにおけるランキング情報を用いたマーケティング戦略
● タイポグリセミア現象を用いたCAPTCHAの提案
● CQAサイトにおける質問文分類の自動化に関する研究
● 大学野球における先頭打者の出塁が得点または勝利に及ぼす影響

［進路イメージ］
● コンサルタント
● 出版・マスコミ・情報通信
● 学芸員
● 社会科教諭
● 大学院進学

［進路イメージ］
● 広告・出版・マスコミ
● ソフトウェア・情報通信 
● メーカー
● 社会科・数学科教諭
● 大学院進学 

［進路イメージ］
● メーカー
● コンサルタント
● マスコミ・情報通信
● 社会科・数学科教諭
● 大学院進学

［進路イメージ］
● データサイエンティスト
● AIエンジニア
● ITコンサルタント
● 数学科・情報科教諭
● 大学院進学

データ科学基盤コースでは、あらゆる課題をデータサイエンスの手法を

用いて解決するための、数理科学、情報科学、統計科学の基盤的知

識および技能を習得します。卒業研究では、それらの知識・技能に基

づき、新たな知見の獲得、新たな方法の開発、具体的な課題の解決

に取り組みます。

P. 2 1

P. 2 3

P. 25

P. 1 9
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の研究室MAP

研究室
Laboratory List

21
3年次から4つのコースおよび研究室に配属され、4年次の卒業研究に向けて自らの
専門性を高めます。文理の枠を越えた多彩な領域を専門とする教員陣のもとで、自分
の興味にあった研究に取り組みます。

データ科学
基盤コース

P.25

原  尚幸教授
Hisayuki HARA

数理推論研究室

深川 大路助教
Daiji FUKAGAWA

計算情報学研究室

波多野  賢治教授
Kenji HATANO

メディア情報学研究室

宿久  洋教授
Hiroshi YADOHISA

統計科学研究室

文化資源学
コース
P.19

河瀬  彰宏助教
Akihiro KAWASE

人文情報学研究室

鋤柄  俊夫教授
Toshio SUKIGARA

歴史文化情報研究室

福田 智子教授
Tomoko FUKUDA

日本文学研究室

中安  真理助教
Mari NAKAYASU

芸術史研究室

津村  宏臣准教授
Hiroomi TSUMURA

時空間情報科学・
行動計量解析学研究室

行動データ
科学コース

P.23

田口 哲也教授
Tetsuya TAGUCHI

比較文化研究室

下嶋  篤教授
Atsushi SHIMOJIMA

視覚表現研究室

阪田 真己子教授
Mamiko SAKATA

身体メディア研究室

杉尾  武志教授
Takeshi SUGIO

認知行動科学研究室

鄭  躍軍教授
Yuejun ZHENG

計量社会学研究室

杉本  裕二教授
Yuji SUGIMOTO

Cultural Human-Computer
Interaction Laboratory

言語データ
科学コース

P.21 山内  信幸教授
Nobuyuki YAMAUCHI

言語記述研究室

沈   力教授
Li  SHEN

言語生態研究室

金  明哲教授
Mingzhe JIN

データサイエンス研究室

田中 雄助教
Yu TANAKA

音声学・音韻論研究室

伊藤  紀子准教授
Noriko ITO

言語資源研究室

星  英仁准教授
Hidehito HOSHI

理論言語学研究室
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文化資源学コース
Cultural Resources Studies Course

　理系出身だけど、お寺や遺跡に興味がある。将来やってみたいことがたくさん

ある。そう思って、一つの専門的な分野のみではなく幅広い分野を扱う文化情

報学部を選択しました。実際に入学してみても勉強できる範囲が広く、飽きが来

ません。同じ研究室でも、お互いに分野の異なるテーマを研究しているので、新

しい知識を得られて面白いです。様々な教養と、データやプログラミングの専門

的技術を同時に学ぶことができるのは、文理融合の学部ならではだと思いま

す。4年間で常に視野を広く持ち、表面的な情報に騙されず、物事を客観視す

る力が身につきました。

文理融合ならではの学びで
身についた総合的な視点

デジタル技術で探る
新しい「歴史」の伝え方
　現在は、災害や老朽化で失われる可能性のある歴史的遺産を後世に残して

いくため、「文化財の3次元デジタル化」に関する研究を行っています。「ジョイン

ト・リサーチ」の授業で体験した遺跡の非破壊探査のフィールドワークで、元々

あった歴史への興味関心と内容がマッチしたのが、研究内容を決めたきっかけ

になりました。VRや3Dプリンタを用いて、実物を見に行くのが難しい人々にも歴

史的遺産を体感してもらえるような技術を考えています。卒業後は大学院に進

学予定です。デジタル化技術を用いることで、社会が歴史的遺産について知る

機会を増やす方法を探っていきたいです。

松本さんが卒業研究テーマを決めるまで

1

2

3

4

5

mon tue wed thu f r i

分野を絞らずに幅広く履修　
自身の興味の対象を探す1年次 引き続き教養・専門科目を

バランスよく履修2年次

1

2

3

4

5

mon tue wed thu f r i

「ジョイント・リサーチ」をきっかけに
研究テーマを決定3年次

［教員紹介］

Student’s Voice
兵庫県
近畿大学附属豊岡高等学校出身
［4年次生］
時空間情報科学・
行動計量解析学研究室

松本 尋弥さん

全国の平安時代終わりから江戸時
代の、さまざま遺跡や遺物や地名や
地理や、そして絵画資料などの情報
も総合し、歴史と文化の研究をしてい
ます。

研究分野 日本考古学、文化史学

鋤柄 俊夫 教授
『古今和歌集』『伊勢物語』『源氏
物語』などの平安文学を対象に、伝
本（現在まで伝わっている本）間の
本文の違いや、表現の特徴、絵画
化の問題について研究しています。

研究分野 和歌文学、平安文学

福田 智子 教授

高野山の密教美術を中心とした美
術作品を対象に、かつての人々の
宗教観や暮らしについて研究してい
ます。謎の多い中国の古代楽器
「箜篌」についても調査しました。

研究分野 東アジアの芸術文化史、仏教文化史

中安 真理 助教

文化現象（音楽、文学、人々の行動
様式など）に隠された法則を情報学
や統計学の方法論を使って記述し、
分かりやすいかたちで表現すること
を目指しています。

研究分野 デジタルヒューマニティーズ、統計科学

河瀬 彰宏 助教

研究分野 時空間情報科学、人類学

人類の行動とその痕跡を丹念に調
査し、過去と未来と現在をつなぎな
がら人類と社会の本質に迫ります。
活躍の舞台は世界です！

津村 宏臣 准教授

詳細はホームページをCheck!
http://www.cis.doshisha.ac.jp/course/culturalresources/student/model/index.html

断片的で大量の文化資料を情報化し、文化研究の新たな枠組みを構築

　私は現在、アーク・ジオ・サポートという水中探査の会社で営業を担当

しています。文系的な考え方をもって理系的な技術をお客様に提案して

いく必要があるため、文化情報学部での文理融合の環境で学んだ経験

や数字の扱い方、解析手法の知識がとても役に立っていると感じていま

す。他にも、在学中に実際にオセアニア諸国に渡った経験や学んだ人文

社会の知識、近過去における歴史的教養を見込まれ、海外事業の方面

にも積極的に参加しています。

文理融合の知識と経験を
仕事に生かして働いています。

大久保 孝晃さん 2017年度卒業

株式会社アーク・ジオ・サポート（AGS）

（2019年取材）

［春学期］ ［秋学期］ ［春学期］

プログラミング
入門
中国語
入門Ⅰ

文化情報学
入門 トピックス

データサイエンス
入門

中国語
入門Ⅰ

現代文化
概論 心理学1

データサイエンス
入門演習

コミュニカティブ・
イングリッシュ1 数学入門 情報倫理

人間と
社会

アナリティカル・
リーディング2

1

2

3

4

5

mon tue wed thu f r i

定性的データ
分析

定性的データ
分析演習

メディア
文化論

プログラミング
基礎

キャリア開発の
課題と方法

西洋史（2）

文化情報学
演習2 離散数学

イングリッシュ・
ワークショップ2

文献学
入門

データサイエンス
基礎

科学史・
科学論1

心理学
概論（1）
ジョイント・
リサーチⅠ

数学

考古学

文化計量学
入門

地球と
宇宙の科学

経済学1

音楽解析

イングリッシュ・
セミナー1

比較認知
心理学
ことばの
科学

公衆
衛生学

OB・OG MESSAGE

研究
対象

文学、歴史、社会、
美術、音楽、芸能 etc.
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言語データ科学コース
Linguistic Data Science Course

　文化情報学部では、言葉や音楽や芸術などを、データとして捉え分析します。

その方法を学ぶ中で、調査の対象・目的・手法について適切かどうかを考える力

がつきました。

　研究室選択については、1年次に受けた「ことばの科学」の授業で言語学に

関心を持ったのがきっかけです。今まで全く知らなかった分野だったため、最初

は音韻論や形態論といった専門用語の多さに苦戦しましたが、授業の課題や

参考書を通して勉強を進めるうちに面白さと奥深さを感じるようになり、期末テス

トが終わる頃には「ことば」の魅力に惹きつけられていました。

人間の営みに対する文理融合的視点
新たに出会った言語学への興味

「ことば」の奥深さに
最先端の技術で迫る
　接尾辞「-がる」は、どんな意味を持ち、どのような条件で用いられるのか？「～

しとる」「～しよる」という表現は、それぞれどう異なり、どこまで広がっているの

か？私の所属する言語生態研究室では、データベース等を活用する最先端の

手法を用いて、統計学的に言語を研究し、理論的に言語を見つめるアプローチ

を行います。これからの卒業研究では、「また」という言葉に関する一般化とその

派生について調べる予定です。就職活動では、志望していた航空業界に内定

をいただくことができました。自身の学んできたことを活かし、人と企業の成長を

支えられる存在になりたいです。

山本さんが卒業研究テーマを決めるまで

1

2

3

4

5

mon tue wed thu f r i

「ことばの科学」の授業を履修し
言語学の魅力に気づく1年次

1

2

3

4

5

mon tue wed thu f r i

研究に必要な理数系の知識を学びつつ
人文学系の教養を深める2年次

1

2

3

4

5

mon tue wed thu f r i

興味を持った言語学を
深く学べる講義を中心に履修3年次

［教員紹介］

Student’s Voice
英語や日本語の記述・分析を通し
て、ことばについての不思議やこだ
わりを突き詰める柔軟な視点や真
摯な態度さえあれば、あなたも立派
な「言語学者」の卵です！

研究分野 英語学・言語学、コーパス言語学

山内 信幸 教授

研究分野 一般言語学、言語類型論、日中対照言語学

自然言語のさまざまな現象に隠され
た法則を数理的手法に基づいて
発掘し、さらに、発掘された複数の
法則を支配する共通の原理を解明
する研究を目指しています。

沈  力 教授
研究対象の特徴をデータにまとめ、
そのデータを科学的な手法で分析
し、データに潜んでいる情報を見つ
け出し、新しい発見あるいは問題の
究明・解決を目指しています。

研究分野 統計科学、データサイエンス

金 明哲 教授

普段から意識せずに話していること
ばを「記号列」と捉え、記号列が持
つ構造を分析し、可能な（文法的
な）記号列のみを生み出すことばの
メカニズムを研究しています。

研究分野 言語理論

星 英仁 准教授

研究分野 機能言語学、自然言語処理

ヒトと自然な会話ができるロボットの
実現を目指して、私たちが普段どの
ようにコトバを用いてコミュニケー
ションを行っているのか、その仕組
みを研究しています。

伊藤 紀子 准教授

研究分野 言語学、音声学・音韻論

ことばの「音」に着目し、日本語の
発音の変化にどのような規則性が
あるか、実験などを用いて検証して
います。他言語にも応用できる言
語学理論の構築をめざしています。

田中 雄 助教

言語現象の解明に取り組み、「言語を科学する」研究の新領域を開拓

詳細はホームページをCheck!
http://www.cis.doshisha.ac.jp/course/linguisticdata/student/model/index.html

　私は今、水回りメーカーのカクダイでヨーロッパ・アジア諸国を中心

に、輸出入業務を行っています。主な業務は海外での商品や部材の仕

入れ交渉、クレーム交渉など。日本の価値観が理解されないことも

多々ありますが、外国人の視点に立って営業や交渉をするよう意識し

ています。一つの問題に対して複眼的に考える力を養ってくれたのが文

理の枠に捉われず幅広い視点から物事を分析する文化情報学部での

4年間でした。今後、未開拓の国に当社の製品を供給し、その土地に

住む人々の生活を支えていきたいです。

多様な分野に触れた経験が、
海外との取り引きに生きています。

中野 秀昭さん 2014年度卒業

株式会社カクダイ 海外事業部

（2018年取材）

［春学期］ ［秋学期］ ［春学期］

プログラミング
入門

ドイツ語
入門Ⅰ

現代文化
概論

データサイエンス
入門

ドイツ語
入門Ⅰ

コミュニカティブ・
イングリッシュ2

データサイエンス
入門演習

文化情報学
入門

ことばと
文化

アナリティカル・
リーディング2

世界
近現代史

建学の精神と
キリスト教

キリスト教と
人間1

ことばの
科学

メディア
文化論

定性的データ
分析

社会調査
演習

定性的データ
分析演習

イングリッシュ・
セミナー2

表現
文化論

宗教学（2）

トピックス

文化情報学
演習2

イングリッシュ・
ワークショップ2

科学史・
科学論2

食行動の
心理学

西洋史（1）

ジョイント・
リサーチⅠ
言語
類型論

イングリッシュ・
セミナー1

言語と
コーパス
メタ言語
文化論1

愛知県
菊里高等学校出身

［4年次生］
言語生態研究室

山本 達紀さん

OB・OG MESSAGE

研究
対象

言語、文章（テキスト）、
コミュニケーション etc.
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行動データ科学コース
Behavioral Data Science Course

　自分が何を学びたいのかの関心を探るため、広い分野をカバーする文化情

報学部を選びました。1～2年次は、他学部よりも必修科目の少ない自由なカリ

キュラムの中、文理を問わず関心のある科目を履修していきました。入学前から

憧れていたダンスサークルへも積極的に参加でき、充実した毎日でした。多様な

分野を学ぶ中で興味を持ったのが、視覚認知と感性の関係について学ぶ「感

覚・知覚論」の講義。その後は学びを深化させるために、関連分野を集中的に

履修しました。現在は、化粧品の広告やロゴ等の視覚的情報がブランドイメー

ジにどう影響するのかを研究しています。

幅広い分野の講義を受ける中で
自分の研究テーマを発見した

社会人スキルへ直結する
能動的な学び
　文化情報学部の魅力はアクティブラーニング授業の多さ。ディスカッションや

グループワークが多く、学問の知識だけでなく、課題を発見していく力・チームで

動く力など、社会人として必要な能力も身につけることができます。3年次の

「ジョイント・リサーチ」での授業では、グループで1年間に及ぶ研究を行いまし

た。情報共有や意見のとりまとめは大変でしたが、学会のポスター発表会にて

奨励賞をいただくことができました。来年4月からは、美容健康食品のECマーケ

ティング事業に携わります。文化情報学部の学びで得たビジネススキルを生か

して、時代を形作る一員として活躍したいです。

室さんが卒業研究テーマを決めるまで

1

2

3

4

5

mon tue wed thu f r i

文理を問わず知識を吸収し
興味の対象を探す1年次 「感覚・知覚論」の講義で

視覚認知と感性について興味を持つ2年次 企業主催のデータ分析コンテストに参加
研究方法を実践的に学ぶ3年次

［教員紹介］

Student’s Voice
大阪府
大阪桐蔭高等学校出身

［4年次生］
認知行動科学研究室

室 稀歩さん

人間がポスターやパッケージなどの
様々な視覚文化をどのようにとらえ
ているかについて、実験的手法を
中心にその認知メカニズムを明ら
かにしていきます。

研究分野 認知心理学、認知科学

杉尾 武志 教授

研究分野 文化比較、現代英語圏文学、ジャパノロジー

世界には様々な文化がありますが、
欧米のキリスト教文明を基礎にした
文化がアジアにどのような影響を
与えたかを現代的、かつグローバル
な視点から研究しています。

田口 哲也 教授

図を使って情報を整理し、論理的に
考える。視覚表現を使って、複雑な
アイデアを分かりやすく説明する。そ
のためにどんな方法が良いか、なぜ
それが良いかを研究しています。

研究分野 認知科学、数理論理学

下嶋 篤 教授

ヒトがコンピュータシステムを使っ
て、文化を効率的・効果的に表示・
加工・生成等するために、それぞれ
の文化に適合したインタフェース装
置等の研究をしています。

研究分野 ヒューマン・コンピュータ・インタラクション

杉本 裕二 教授

研究分野 計量社会学、統計科学

人間社会の仕組み、人びとのものの
見方・考え方や行動様式について
の謎を、個人の直感でなく、客観的
な調査データの設計・収集・分析を
通じて、計量的に解いています。

鄭 躍軍 教授

人間の行動様式を文化と捉えて分析し、予測・デザイン

詳細はホームページをCheck!
http://www.cis.doshisha.ac.jp/course/behavioraldata/student/model/index.html

［春学期］ ［春学期］ ［春学期］

私たちは、「言葉」で語るより多くの
ことを「身体」で語っています。身体
を手がかりとして、人と人がどのよう
な情報をやりとりしているかという問
題を研究しています。

研究分野 認知科学、身体メディア論

阪田 真己子 教授

プログラミング
入門

ドイツ語
入門Ⅰ

文化計量学
入門

現代文化
概論
データ

サイエンス入門
データサイエンス
入門演習

コミュニカティブ・
イングリッシュ1

心理学1 建学の精神と
キリスト教

数学入門

人間と
社会
ことばの
科学

アナリティカル・
リーディング２ 1

2

3

4

5

mon tue wed thu f r i

定量的データ
分析

定量的データ
分析演習

イングリッシュ・
ワークショップ2

現代
社会論

社会
調査法

経済学1

感覚・
知覚論

地誌学文化と
認知

イングリッシュ・
セミナー1

身体論

1

2

3

4

5

mon tue wed thu f r i

文化情報学
演習3

　現在ベネッセコーポレーションで、紙の広告媒体での幼児向け家

庭教材宣伝業務を担当しています。ニーズを把握し広告に目を通して

もらうためには、ヒアリングを行い、その結果を集計し、正しく分析を

行う必要があります。私は文化情報学部での講義や実際の研究で、

そのスキルを自然と培うことができました。どうすれば本当に教材が

必要な方々に商品を届けられるのか、常によく考えながら仕事に取り

組んでいます。

データ分析で、
子ども向けの教材に対するニーズを把握。

村谷 理沙さん 2017年度卒業

株式会社ベネッセコーポレーション こどもちゃれんじ営業部

（2019年取材）

コリア語会話
初級1

臨床発達
心理学

商学

データ
サイエンス1

地域言語
文化論1

ジョイント・
リサーチⅠ

認知科学の
方法

OB・OG MESSAGE

研究
対象

行動、身体、心理、社会現象、
パフォーマンス etc.
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ドイツ語
入門Ⅰ

文化情報学
入門
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データ科学基盤コース
Foundational Data Science Course

　もともと認知科学や統計学に興味がありましたが、1年次に受けたプログラ

ミング基礎の講義で、より専門的な勉強が必要なことを痛感。講義を担当して

いた波多野先生に相談したところ、2年次から研究室で開催されている勉強

会に参加させてもらうことになり、授業では扱わないアルゴリズムや機械学習

などで、より多くの知識を得られました。コース内の交流も盛んで、数理・情報・

統計の枠を超えた知識を学び、学外の組織が主催するデータ解析コンペティ

ションで賞を頂くことができました。また、企業との共同研究を行えるなど、大学

生活だけでは得られない経験もできました。

主体的に学べる環境で
2年次から研究室へ

セキュアなデータ管理を行うには？
現代社会の課題へ挑む
　各個人の購買履歴や電子カルテといった個人データを活用する動きが活

発になる中、情報流出への対策は必要不可欠です。しかし、世の中で漏洩事

件は日々多発しており、実データに関する問題への対応については、今もなお

様々な課題が指摘されています。セキュアなデータ管理法など、現代社会の

問題を解決するための研究には遂行する意義を大きく感じています。大学院

に進学予定ですが、将来はエンジニアとして、学部・大学院で得られた知識や

技術を生かして、社会に対して貢献していきたいと思っています。

平方さんが卒業研究テーマを決めるまで

1

2

3

4

5

mon tue wed thu f r i

認知科学や統計学への興味をもとに
プログラムの基礎を学ぶ1年次

1

2

3

4

5

mon tue wed thu f r i

より専門的な学習へ
データサイエンスの知識を吸収2年次

1

2

3

4

5

mon tue wed thu f r i

「ジョイント・リサーチ」で
1～2年次で得た力をアウトプット3年次

［教員紹介］

Student’s Voice
兵庫県
滝川第二高等学校出身

［4年次生］
メディア情報学研究室

平方 俊行さん

計算機によって解決できる問題の
地平はますます広がり続けていま
す。数学・プログラミング・大胆な発
想力を武器に、計算機による問題
解決能力の限界に挑戦しましょう。

研究分野 計算機科学、離散最適化、アルゴリズム

深川 大路 助教

大規模複雑なデータの解析について研
究しています。新手法の開発や既存手
法の性質についての理論的評価に興味
があります。ビッグデータとよばれる多種
多様な実データの解析も行っています。

研究分野 統計科学

宿久 洋 教授

自然現象・社会現象の複雑なメカニ
ズムを、データを用いて解明するため
の方法論と、その実問題への応用
の研究をしています。データ科学はこ
れからの時代に必須の技術です。

研究分野 数理統計学、計量経済学

原 尚幸 教授

研究分野 計算機科学、データ工学、メディア情報学

大量のデータの中から人に役立つ
情報をいち早く正確に探し出すため
に必要となる情報アクセス技術に
関する研究開発を日々行っています。

波多野 賢治 教授

数理・情報・統計の壁を越えた最先端のデータ科学研究を展開

詳細はホームページをCheck!
http://www.cis.doshisha.ac.jp/course/foundationaldata/student/model/index.html

［秋学期］ ［秋学期］ ［春学期］

　ソフトバンク株式会社でAIエンジニア・データサイエンティストとし

て働いています。主に位置情報ビッグデータを使って商圏・観光分析

や都市計画を行い、新たな価値を提案していく仕事です。統計学の力

を用いて世の中を変えるとても魅力的な役目を担うことができ、非常

にやりがいを感じています。文化情報学部ではAIやビッグデータに関

する知識を存分に勉強しました。在学中に吸収したすべてを現在の仕

事に生かすことができています。

統計学の力で、世の中をもっと幸せに。

後藤 智紀さん 学部・奨励学生 2017年度卒業、大学院・奨励学生
2018年度 大学院博士課程（前期課程）早期修了

ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット 
技術戦略統括 ビッグデータ戦略室

（2019年取材）

トピックス

コロキアム プログラミング
基礎

文化情報学
演習1

認知科学
入門
情報

セキュリティ

コミュニカティブ・
イングリッシュ1

数学基礎Ⅱ 離散数学 データ
サイエンス基礎
データ

サイエンス演習

定性的
データ分析
定性的データ
分析演習

数学2

芸術学（2）社会調査演習

イングリッシュ・
ワークショップ1

数学基礎Ⅱ

数理統計Ⅰ

文化情報学
演習2

経済原論

社会調査
入門

データベース
システム

I.C.T
（Tutorial）

宗教学（1）

ジョイント・
リサーチⅠ

I.C.T
（Practice）

数理
統計Ⅱ

認知科学の
方法

データ
サイエンス1

倫理学（1）

科学史・
科学論1

物質の
科学1

プログラミング
応用

OB・OG MESSAGE

研究
対象

数理科学・情報科学・統計科学の
諸概念、データに関わる諸問題 etc.
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　私の研究テーマは、「人はかわいいものを見た時に、どのような行動をと

るのか」です。ぬいぐるみなどに実際に触ってもらった様子をビデオで撮影

し、ソフトを用いて、行動・反応データを抽出します。現在は、文化情報学

部在籍時の指導教員だった阪田先生の恩師にあたる先生の下で、より発

展的な実験と分析を行っています。　

　文化情報学部での4年間は、日々ステップアップを実感できる充実した

ものでした。あらゆる専門知識が用意されたフィールドで、学びたいという

意志があればどれだけでも受け入れ、成長を後押ししてくれた環境に感謝

しています。修了後はIT業界でSEとして働き、学際的な視点やデータ分析

の力を使って社会変革を担いたいです。

人々の感性をデータで分析
「かわいいもの」に対する反応を探る
神戸大学大学院 人間発達環境科学研究科 人間発達専攻 2年次生

岡田 真奈さん 2017年度卒業

　印象に残っている研究室の先生の言葉に、「多様性の許容」というもの

があります。文化情報学部は、学生の数も多い同志社大学の中でも多種多

様な研究分野の先生方や、様々なバックボーンのある学生が集まっていま

す。その中に身を置くことにより、異なる価値観を許容し認め合うことを意

識できるようになりました。

　学部時代は宿久先生の指導の下、スポーツデータ解析のコンペティション

に参加したり、様々な活動に取り組みました。卒業研究では、データの背後

にある因果構造を把握する統計的手法について学びました。現在は、異なる

形式のデータを同時に分析する方法について研究しています。これからも

データサイエンスの力を将来の社会に還元できるよう、努力していきます。

文化情報学部で学んだ国際的な視点と
データサイエンスの力を社会に還元したい
同志社大学大学院 文化情報学研究科 データ科学基盤コース 1年次生

髙澤 一平さん　2018年度卒業

本学大学院文化情報学研究科はもちろん他大学の大学院で継続して学びを深めることもできます。

大学院進学生 Interview
文化情報学部在学中から文化情報学研究科進学を目指す学生の早期修了（最短で5年間）をかなえる制度を整えています。

進路選択の幅を広げる奨励学生制度

神戸大学
大学院進学

同志社大学
大学院進学

学外のデータ解析大会に出場し、春
休みを返上して準備に奮闘。専門知
識を身につけ、自身の成長を実感。

学部
3年次

身体メディア研究室に所属。研究室
に配属された当時から、神戸大学の
大学院への進学は意識していた。

学部
4年次

IT業界で社会変革を担うという志を
胸に、現研究室にて学部時代の研
究を継続。充実した毎日を送る。

現在

岡田さんの学びのステップ

髙澤さんの学びのステップ
毎週同学年の学生と基礎的な数学につ
いての勉強会を行う。統計学に必要な知
識を講義外でも自主的に学んでいた。

学部
2年次

卒業研究では統計的因果推論を研
究。社会でデータサイエンスを活かす
力をつけるため、大学院進学を志す。

学部
4年次

統計科学研究室にて、新しい統計的手
法を考案するため研究を進める。学会
発表での受賞を目標に日々奮闘中。

現在

■ 奨励学生制度のPOINT

5年間での
早期修了が可能

「学部・奨励学生」として認められると、学部
4年次生に在籍しながら、大学院1年次生の
科目履修や研究を開始することができます。※1

所定の要件を満たし、審査に合格すれば、学
部入学から通算5年で大学院博士課程（前
期課程）を修了することができます。

大学院進学後、
入学前単位認定される

大学4年次に「学部・奨励学生」として取得し
た大学院科目の単位※2は、10単位を上限に
大学院での取得単位に算入することができま
す。「大学院・奨励学生」に認定されない場合
も入学前単位認定を受けることが可能です。

大学院入試で
特別推薦制度を利用できる

「学部・奨励学生」が文化情報学研究科に進
学する際にも、大学院入試を受験する必要
があります。その際、「一般入学」とは別に設
けられた「特別推薦制度」を利用することが
できます。

■ 文化情報学研究科博士課程（前期課程）修了までの進路選択

学
部
3
年
次

学
部
4
年
次

博
士
課
程（
前
期
課
程
）1
年
次

博
士
課
程

（
前
期
課
程
）

2
年
次

一
般
入
学
試
験

ま
た
は

推
薦
入
学
制
度

学部・
奨励学生制度

一般進学
（内部進学）

● 「学部・奨励学生」認定可否の判定審査
［ 評価内容など ］ 所定の出願資格を満たしていることを前提に、出願書類や面接で総合的に審査を行う。

合格 ▶ 学部・奨励学生に

審査1

● 「大学院・奨励学生」認定可否の判定審査
［ 評価内容など ］ 
「シンポジウム1・2」「文化情報学研究実験Ⅰ・Ⅱ」の単位を
取得していることを前提に、出願書類や面接で総合的に審査を行う。

合格 ▶ 大学院・奨励学生に

審査2

● 大学院前期課程の早期修了判定
［ 評価内容など ］
「シンポジウム3・4」「文化情報学研究実験Ⅲ・Ⅳ」の
単位を取得していることを前提に、修士論文審査要旨、
修士論文試問会審査報告、修士論文によって修了判定を行う。

学部・奨励学生　資格審査

大学院・奨励学生　資格審査

早期修了審査

合格 ▶ 早期修了（通算5年）

審査3

修了（通算6年）

学部・奨励学生制度＋
大学院・奨励学生制度

1
POINT

3
POINT

2
POINT

※詳細は年度ごとに公表される『募集要項』をご確認ください。「学部・奨励学生」の出願時期は3年次の秋学期です。

大学院入学試験
（特別推薦制度）

※1：学部の卒業要件は変わりません。　※2：大学院科目の単位は学部生としての1年間の最高登録単位数に含まれますが、学部の卒業要件単位には算入されません。
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文化情報学部についてのデータをまとめました。
在学生情報や進路情報などの数字から、入学後のイメージを膨らませてみてください。

学部情報 日本だけでなく世界5カ国の12大学・機関と協定を結んでおり、研究の場は学外にも広がります。
学部独自の短期留学プログラムなどで、世界を舞台に研究交流を経験できます。

部局間協定先

文系型・理系型のどちらでも受験可能な一般入試をはじめ、多岐にわたる入試方法を用意しています。
推薦選抜入試では論理・数理的能力や表現力を問う小論文を課しています。

入試情報
［入試内容］ 2019年度例

文化情報学部で学びたいという強い意志を持ち、かつ学力試験では計れない多様な能力、
大きな可能性を秘めている学生を積極的に迎え入れる選抜方式です。

一般選抜入試

第3年次転入学・編入学試験
大学2年次修了者、短期大学卒業者、高等専門学校卒業者、専修学校卒業者が3年次に
転入学・編入学できる入学制度です。学力試験（英語・数学）と面接によって選考を行います。

学力検査で選抜する入試です。
文系型、理系型の2種類があります。

詳細は、『同志社大学入試ガイド』、本学WEBサイト http://www.doshisha.ac.jp/admissions_undergrad/entrance_exam.html などをご参照ください。

A方式（20名）大学入試センター試験 ＋ 個別学力検査（英語・数学）

B方式（10名）大学入試センター試験のみ

推薦選抜入試（公募制）10名

個別学力検査を課すA方式とセンター入試結果のみ
で選抜するB方式があります。※一般入試との併願可能

センター利用入試 30名

130名

アドミッションズ・オフィス方式による
入学者選抜（AO入試）15名

筆記試験（小論文）及び面接を実施。出願書類も含めて総合的に判断し合格者を選抜します。
論理・数理的能力を問うもの1問、表現力を問うもの1問
勉学への意欲、社会常識、出願資格を確認

小論文
面　接

外国語（200点）／理科（150点）／数学（200点）全学部日程
個別日程理系型

外国語（200点）／国語（150点）／地理歴史または公民または数学（150点）全学部日程
個別日程文系型

就 職 91.1％

進 学
3.9％

その他
5.0％

［2019年度一般選抜入試］

在学生情報

進路情報

［2019年度入学者］

● 社会調査士　　● 博物館学芸員　　● 図書館司書　　● 学校図書館司書教諭
・中学校教諭1種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・小学校教諭1種※　

　数学 社会 ・高等学校教諭1種 数学 情報 地理・歴史公民● 教員免許

取得できる免許・資格
社会系と数学・情報系の教員免許が両方取得できるのは、同志社大学では文化情報学部のみ。社会調査士などの専門的な資格も取得できます。

メーカー
22.7％

金 融
16.2％

流 通
13.8％マスコミ・

情報通信
22.7％

サービス
12.1％

教育・
学習支援
2.4％

一般選抜入試では文系型・理系型の2種類の試験を用意していますが、
2019年度は文系型での入学者が例年より少し増えました。入学後は、文系
出身の学生と理系出身の学生が共同で探求活動を行い、互いの得意分野
を教え合うという、既存の学部では経験できない学びが可能になります。

文系型と理系型入学者は文系型入学者がやや多い
2019年度入学者の全国分布図です（留学生・海外出身者は除く）。同志
社大学自体の特徴でもありますが、文化情報学部でも全国から入学者が
集っています。いろんな地方の学生と過ごす毎日は、きっと新たな発見に
満ちたものになるでしょう。

入学者は全国から集合

入試文理バランス

進学・就職比率
（2018年度卒業）

就職先業界比率
（2018年度卒業）

学生の出身地

理 系
43％

文 系
57％

九州•

沖縄
21人 四国

7人

東北
5人

北海道
5人

中国
18人

近畿
176人

北陸•

甲信越
15人

関東
23人

東海
39人

公共・
その他

10.1％

進学実績
● 同志社大学大学院 文化情報学研究科
● 大阪教育大学大学院 美術教育科
● 大阪大学大学院 基礎工学研究科
● 大阪大学大学院 人間科学研究科
● 大阪大学大学院 文学研究科
● 京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究研究科
● 京都大学大学院 医学研究科
● 京都大学大学院 情報学研究科
● 京都大学経営管理大学院

● 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科
● 神戸大学大学院 医学研究科
● 神戸大学大学院 人間発達環境学研究科
● 筑波大学大学院 総合人間科学研究科
● 東京工業大学大学院 社会理工学研究科
● 東京大学大学院 新領域創成科学研究科
● 奈良先端科学技術大学院大学 情報学研究科
● 北海道大学大学院 文学研究科

など
 

● アクセンチュア株式会社
● 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
● ＳＣＳＫ株式会社
● 株式会社朝日新聞社
● 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
● 株式会社キーエンス
● 株式会社京都銀行
● 株式会社サイバーエージェント
● 株式会社デンソー
● 株式会社豊田自動織機
● 株式会社日立製作所
● 株式会社堀場製作所
● 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
● 株式会社読売新聞大阪本社
● 株式会社リクルートホールディングス
● 京セラ株式会社
● キリンホールディングス株式会社
● 住友商事株式会社
● 全日本空輸株式会社
● ソフトバンク株式会社
● 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

● ダイキン工業株式会社
● 大和ハウス工業株式会社
● ＴＩＳ株式会社
● 帝人株式会社
● 東京海上日動火災保険株式会社
● 西日本旅客鉄道株式会社
● 日本航空株式会社
● 日本放送協会
● 日本電気株式会社
● 野村證券株式会社
● 富士通株式会社
● みずほフィナンシャルグループ
● 三菱電機株式会社
● ヤフー株式会社
● ヤマハ発動機株式会社
● 楽天株式会社
● 公務員（自衛官、京都府警察、大阪府警察、京都府
教員、京都府、大阪府、奈良県、滋賀県、京田辺市、
大阪市、苫小牧市、富山市、北広島市、宮崎市）

● 団体職員（学校法人）
など

主な就職実績（2017年度～2018年度卒業）

（50音順）

高麗大学
College of Political Science 
and Economics（韓国）

中国人民大学
School of Statistics（中国）

淡江大学
College of Foreign Languages 
and Literatures（台湾）

ニューオリンズ大学
Division of International Education（アメリカ）

カールスルーエ工科大学
Department of Economics 
and Business Engineering（ドイツ）

湖南大学
College of Foreign Languages 
and International Studies（中国）

デュッセルドルフ大学
Faculty of Arts and 
Humanities（ドイツ）

国立高雄大学
College of Humanities 
and Social Sciences（台湾）

大阪大学大学院
基礎工学研究科

情報・システム研究機構
統計数理研究所

ハミルトン大学
Digital Humanities Initiatives（アメリカ）

中央研究院統計科学研究所
Institute of Statistical Science, 
Academia Sinica（台湾）

※神戸親和女子大学通信教育部（男女共学）、佛教大学
　教育学部教育学科（通信教育課程）との連携によります。
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