表現学部 表現文化学科

情 報文化デザインコース

●

4年間の学びの流れ

FACULTY OF COMMUNICATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND CULTURE
INFORMATION CULTURE DESIGN COURSE

学びのキーワード
出版編集学

デ ザイン 学

文章表現学

メディア 学

コミュニケーションのトップランナーへ。
Web、アプリ、雑誌といった媒体であつかわれる生活に密着した情報は、現代社会で
は人々がコミュニケーションをするための出発点になります。では、どのように情報をあ
つかえば、魅力的なコンテンツになるのでしょうか。このコースでは、「わかりやすく、お
もしろく」情報を伝えるライティングと、「楽しく、美しく」情報を表現するデザインという、
２つのコミュニケーションスキルを身につけることで、情報を社会に送り出すためのオペレー
ションを持った人材や、未来のネットワーク・メディアにおける情報コンテンツを創造で
きる人材を育て、みなさんを社会で幅広く活躍できるコミュニケーションのトップランナー
へと導いていきます。
TOPICS

学びの最前線
VOICE

好きなものを詰め込んだ
雑誌づくりができる

在学生に聞く 情報文化デザインコースの学び

情報文化デザインコースは、出版社で編集経験のある先

松林 亜未 さん

「ワークショップ」では、編集、アートディレクション、写真それぞれの

「専門ゼミナール」では、世の中にあるおもしろくて、人にすすめたくなっ

専門教員のもと、グループで雑誌制作にも挑戦。取材対象者の選定から

たり、利用したくなるような、Web や雑誌のコンテンツについて客観的

取材依頼、質問項目づくり、実際の取材・執筆のほか、写真撮影やイラ

な分析をすることからスタートします。２年生までに学んだ取材・編集・

スト作成、誌面デザインまで、多様な要素を統合させるビジュアル表現

デザインの技術を十分にいかして、上のようなオリジナルの Web サイト

を学びます。こうした全体像の把握が、その後の進捗管理に活かされます。

や雑誌、デザインの企画を卒業制作として少しずつ形にしていきます。

表現文化学科 出版・編集コース
（現 情報文化デザインコース）4年
香川県立三本松高等学校 出身

MON

TUE

図書館制度・
経営論

5

表現文化学科

●

佐藤 哲至 専任講師
●

つくり続けることが成長への何よりの近道です。模倣から始めても個性は表れますし、実
践を繰り返していけば、技術はいくらでも身につきます。
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図書館概論

編集執筆を行い、4人グループで1冊の雑誌を制作しまし

図書館サービス
特論

ワークショップ

情報サービス論

から要素の並べ方やフォントの効果的な使い方など、実
践的なスキルを教えていただき、とても勉強になりました。
各自のページは仕上がったものの企画間のつながりは弱かっ
たため、各企画に架空のキャラクターを登場させ、キャラ
クター同士につながりをもたせることで同一の世界観を表
現しました。卒業制作ではこれまでの学びの集大成として、
自分の好きなもの、表現したいことを詰め込んだ雑誌を完
成させたいです。

創作活動への強い好奇心を抱いている人
自分独自のものの見方や発想力を身につけ
コ
 ミュニケーションに興味を持ち、ふだん当た
り前にしている行動を客観的に分析できる人

セスを把握し、 各工程を実践しておくことには大きな意味があります。企業広報や広告関
ますし、スタッフへの配慮にもつながるからです。また、デザインに正解はありませんが、

SAT

広告論 A
図書館資源情報
概論

ます。ワークショップでは、学生自身が企画立案、取材、

たいと考えている人

雑誌や Web、アプリなどの制作は、実社会では分業化されていますが、全体の制作プロ
連業務、 出版業界などで様々なスタッフと関わるときにも、的確な指示を出しやすくなり

FRI

6

こんなキミに学んでほしい

やりたいことを見つけ、
実践できる場所です。

THU
出版編集
文化論 B

3

●

WED

1
2

専門的で実践的な雑誌づくりのノウハウを学ぶことができ

た。紙面構成の際には、現役で雑誌制作をしている先生

時間割の一例（3年次）

4

情報文化デザインコースの魅力

生や現役のデザイナー、カメラマンといったプロの方から、

●

出
 版、新聞、IT、広告、PR 業界などで活
躍する情報の「伝え手」を目指す人

●

就職実績 （過去3年間）※旧 出版・編集コースの実績

株式会社アイネス／株式会社あとらす二十一／イー・エム・デザイン株式会社／
株式会社エイブル／株式会社カナモト／佐川印刷株式会社／三美印刷株式会社／
株式会社ゼウス・エンタープライズ／株式会社タウンニュース／株式会社宝島社
／株式会社ＴＢＳスパークル／トランスコスモス株式会社／日経印刷株式会社／
日本 SE 株式会社／日本郵便株式会社／株式会社ビックカメラ／株式会社プラザク
リエイト本社／ヤオキン商事株式会社／株式会社ユナイテッドアローズ（五十音順）
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