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社会情報学部の ルドはメデ アが なぐ ミ ケ シ ン社会情報学部のフィールドは？メディアがつなぐコミュニケーション
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社会情報学部 学ぶ 容I. 社会情報学部で学ぶ内容

情報 発信

情報の流れ

情報の収集 情報の処理 情報の発信

①資料収集方法
（インターネット検索、

①統計分析
②動画編集

①webページ作成
②プレゼンテーション

図書館利用術）
②社会調査方法

（アンケ ト調査

②動画編集
③CG制作
④データベース構築
⑤ ウ 制作

②プレゼンテ ション
③報告書作成
④ラジオ番組放送

（アンケート調査、
インタビュー調査）

⑤ソフトウェア制作
⑥ラジオ番組企画

高校「情報」「公民」、中学「社会」の教員免許資格



学び方は多様

情報 収集 情報 処理 情報 発信情報の収集 情報の処理 情報の発信

①メディア・コミュニケーション系

②調査スキル系 ③システム・エンジニア系 ④webデザイン系

どこを重点的に学んでもOK。
薄く広く学ぶという選択肢もあり。



調査スキル系の学習コースを選んだら

学習目的 社会の「今」を調査し、分析する人
材の育成材の育成。

街に出て、
人と話すことも
大事な情報収集！

狙いたい資格：社会調査士



調査スキル系の学習コース

学習内容 データ解析、社会調査の設計、社会調
査実習など査実習など。

就職先 マスコミ、シンクタンク、公務員、金融機関、
調査会社など調査会社など。

20092009年度調査実習テーマ年度調査実習テーマ

質的調査実習
江別市地域ブランド調査報告

量的調査実習
豊平区民の地域参加と生活意識



システム・エンジニア系の学習コースを選んだら

学習目的 コンピュータ技術、ソフトウェアシス
テム開発技法 コンピ タネットワ ク技術をテム開発技法、コンピュータネットワーク技術を
学び、情報システムの開発・保守・運用管理に
携わる人材を育成する携わる人材を育成する。

じ くりと 情報技術のじっくりと、情報技術の
トレーニングを行います！

狙いたい資格：ITパスポート、基本情報技術者



システム・エンジニア系の学習コース

学習内容 プログラミング、データベース、ソフ
トウェア設計 ネットワ ク プログラミングなどトウェア設計、ネットワーク・プログラミングなど

就職先 システムエンジニア、プログラマなど情
報技術職や一般企業や公的機関システム管
理部門など。理部門など。

学部の就職者の1/4はソフトウェア産業へ学部の就職者の1/4はソフトウェア産業へ



Webデザイン系の学習コースを選んだら

学習目的 webサイトのデザイン技術を活かし
て社会に情報を発信できる人材を育成するて社会に情報を発信できる人材を育成する。

ネット社会への入り口
はWebページ

インターネット

WebページのデザインやWebペ ジのデザインや
サイトの管理が重要！



webデザイン系の学習コース
学習内容 Webページのデザイン、Webサイ
トの管理 W bプログラミング ネットワ クセトの管理、Webプログラミング、ネットワークセ
キュリティなど。

就職先 Webページデザイナ・クリエータ、
Webサイト開発者、映像製作会社などWebサイト開発者、映像製作会社など

2006年CGコンテスト
入賞作品入賞作品

狙いたい資格：CG検定など狙いたい資格：CG検定など



情報の知識をいかして先生になる道も

情報の収集 情報の処理 情報の発信情報の収集 情報の処理 情報の発信

①メディア・コミュニケーション系

②調査スキル系 ③システム・エンジニア系 ④webデザイン系②調査スキル系 ③システム・エンジニア系 ④webデザイン系

⑤教員資格取得系

③、④の学習内容をいかして、高校「情報」の資格も取得できる。

また 中学「社会」 高校「公民」の資格も取れるのでまた、中学「社会」・高校「公民」の資格も取れるので、
複数免許取得により採用の可能性が高まる。



Ⅱ．学習支援体制

1年～4年まで担任教員を配置
節目で面談や個別指導を実施節目で面談や個別指導を実施

1年生5月 2年生5月 3年生 4年生1年生5月 2年生5月 3年生 4年生

個別面談 個別面談 専門ゼミ 専門ゼミ

大学へなじんだ
か？何か問題
はないか？

どの履修コース、
専門ゼミを選ぶ
か？

ゼミの研究テー
マ指導、進路相
談など

卒業研究・卒業
論文指導、進
路相談などはないか？

皆 大学での学習を通じて 悩みながら進路を決定している！

か？ 談など。 路相談など。

皆、大学での学習を通じて、悩みながら進路を決定している！



事例 さん（’ 年度卒） 場合事例１ Wさん（’04年度卒）の場合

プログラミングには特別の興味は持っていなかっ
た。（自分にはできないのでは・・・という不安）

「プログラミング」を受講してみると、意外と理解
できた。→もしかしたら、やれるかも・・・？

専門ゼミ選択時（3年）に色々と悩み、ソフトウェア制作のゼ
ミを選択。 私でもできますか・・・？と相談。
ゼミで、ソフトウェア制作に熱中。夏休みも大学で制作。

ソフトウェア開発の会社に内定。→卒業研究では、本格的

私でもできますか と相談。

なWebアプリケーションを開発。
現在、SE（システムエンジニア）として活躍中。

最初は、SEになるとは思っていなかった・・・。



事例 君（’ 年度卒） 場合事例２ M君（’06年度卒）の場合

元々、コンピュータに興味があり、「プログラミン
グ」も高校時代に経験。ある程度の自信を持っ
た 社情 はプ グ ムをやろうていた。→社情ではプログラムをやろう！

専門ゼミ（3年）も迷うことなく、ソフトウェア制作
のゼミを選択のゼミを選択。

ところが、ゼミで自信を失ってしまう・・・。自分よりできる奴
が結構いる・・・。が結構 る 。

メディア系の科目に興味を持つ。→番組制作会社の企業イ企業イ
ンターンシップンターンシップに応募。 俺、このままやってみようと思います。

インターンシップ後もその会社でバイト（修行）→努力を見込
まれ、そのまま内定をもらい就職。 自分で選んだ道だから
現在、その番組制作会社で奮闘中！

自分で選んだ道だから
踏ん張れた！



Ⅲ．TA、SAが演習をサポート！
コンピュータの演習には不安はつきもの。

初心者だから うまくやれるか自信がない・・・初心者だから、うまくやれるか自信がない 。

トラブルで皆より遅れたらどうしよう・・・。

コンピュータを使う演習科目にはTAおよびSAがついて、トラブ
ルへの対応や、質問への受け答えを行ってくれます。

受講生が安心して学べる環境の実現

TA：ティーチングアシスタント（大学院生）
受講生が安心して学べる環境の実現

SA：スチューデントアシスタント（本学部学生） 特徴的な点特徴的な点



演習風景① ちょっとここ分
かんないんでかんないんで
すけど・・。

プリントをちゃん
と読 だ らと読んだ？ほら
ここに説明が書
いてあるでしょいてあるでしょ。



演習風景②
う ん 何かううーん・・・。何かう
まく行かないぞ！どれどれ・・・。

あ ここ間あー、ここ間
違っているよ！



演習風景③

あー、なるほど！
ほら、こうやっ
た方が見やす あ 、なるほど！た方が見やす
くなるよ！



演習風景④
いい？ここの部分いい？ここの部分
がポイントなのよ。

はい、分かりまはい、分かりま
した。もう一度
やってみます！



Ⅳ．ノートパソコンを使いこなそう！
社会情報学部では一人一台ノート
パソコンを必携。

右の2010年度指定機種は、1.2kg
と超軽量ながら、最新のWindows 
7 P f i l搭載の高性能機種7 Professional搭載の高性能機種。
専門教育に必要なソフトがインス
トール済みなので 自宅でも学習トール済みなので、自宅でも学習
が可能。

実習室や講義室に限定されない学習環境の実現。

学内には、パソコンサポートデスクがトラブル発生時に対応
してくれるので安心。

実習室や講義室に限定されない学習環境の実現。

してくれるので安心。

日常的な使用で、自然にパソコンを使いこなせるように！



Ⅴ．09年度の就職状況は？
１．1/4が情報・通信業に

社会情報学部の特徴社会情報学部の特徴

２．卸売り、小売り、サービス

３ 09年度の就職活動状況は

業など幅広い業種に就職

３．09年度の就職活動状況は、
厳しいものがありました。

情報技 ず幅広情報技術のみならず幅広く
学べる社会情報学部の特徴

学部が 丸とな学部が一丸となって
就活をサポートします


