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会誌編集委員会女子部
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シニアコラム：IT 好き放題
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電子版もご覧ください

電子版を読む
（会員無料） iphoneなどで読む（有料） 電子版を購入（有料）

情報学広場

App Store

Fujisan

一般社団法人

情報処理学会

Information Processing Society of Japan

〔表 2 対向〕

一般社団法人

情報処理学会

Information Processing Society of Japan

「情報処理」
カタログ同封サービスの
ご案内 ？
カタログ同封
サービスとは？

毎月会員に配布している学会誌に貴社 / 貴校のカタログや広告を同封し、直接読
者にお届けするサービスです。
通常の DM と異なり学会誌に同封しますので、読者の開封率は格段に上がります。
また，カタログ送付にかかるコストを最小に抑えることができ、なおかつ情報処
理を専門とする読者にターゲットを絞った効果的な案内を出すことが可能となり
ます。

1 通あたり
約17.5 円！

お申し込み方法と掲載までの手続き
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までお申し込みください。
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対象：全会員

350,000 円
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お願いします。
❖カタログ見本を問合せ先までお送りください（PDF、Fax 可）。
❖納品業者をお知らせください。

❸納品日は封入希望月の 5 日（土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日）です。
日付指定にて必要枚数（20,000 枚）を印刷し指定の納品先へお
送りください。

大学や
共催事業は
さらに割引も！

210,000 円

大学 / 研究所 / 賛助会員
（基本価格の 40％ Off ！）

※納品先は、お申し込み後にご連絡いたします。
※納品が遅れますと同封ができない場合がございます。その場合はキャン
セルとさせていただきます。

❹カタログを同封した学会誌を発行日にお送りしますので、ご確
認ください。

大学 / 研究所 / 賛助会員または情報処理学会主催・
共催事業は、下記のとおり割引料金が適用されます。

（税込 226,800 円）

70,000 円

情報処理学会主催・共催事業＊
（基本価格の 80％ Off ！）
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＊情報処理学会研究会主催、共催を含む

サイズ：A4 判または A3 判二つ折り（その他についてはご相談ください）

❺後日請求書をお送りしますので振込手続きをお願いします。

用紙：色上質厚口（四六判 80kg）またはコート紙（四六判 90kg）相当

問合せ先
［広告代理店］アドコム・メディア（株） E-mail: sales@adcom-media.co.jp

一般社団法人情報処理学会 会誌編集部門

E-mail: editj@ipsj.or.jp

〒 169-0073 東京都新宿区百人町 2-21-27

〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-5

Tel.(03)3367-0571

Tel.(03)3518-8371

Fax.(03)3368-1519

〔前付最終〕

Fax.(03)3518-8375

化学会館 4F
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◎ ITスキル標準レベル 4 以上を目指す方へ

CITP（認定情報技術者）
資格を取ろう
「認定情報技術者」および「CITP」は情報処理学会の登録商標です。

CITP 取得 5 つのメリット

1

情報技術のプロとしての能力を客観的に証明できます

3

国際標準に準拠しているため国際的な場でアピールできます

2
4
5

キャリアアップやスキルアップの目標が明確になります
コミュニティに参加し、有資格者同士の交流ができます
コミュニティ活動を通じて、社会への貢献ができます

CITPとは

- 情報処理学会が認定する上級情報技術者の資格です

- ITスキル標準のレベル 4 以上を広くカバーする国内で唯一の高度資格です
- 情報技術者資格の国際標準 ISO/IEC 24773 に準拠しています

- 約 7,000 名
（2017年 4 月現在）
の技術者が CITP に登録されています
レベル７

世界で通用するプレイヤー

レベル６

国内のハイエンドプレイヤー

レベル５

企業内のハイエンドプレイヤー

情報処理技術者
試験での対応は
レベル４まで

レベル４

高度な知識・技能

高度試験（注）

レベル３

応用的知識・技能

応用情報

レベル２

基本的知識・技能

基本情報

レベル１

最低限求められる基礎知識

IT パスポート

ITスキル標準

情報処理技術者試験

CITP が対象と
している範囲
CITP には
「個人認証」
と
「企業認定」があります。
［企業認定とは］
社内資格制度が所定の基準
を満たしたことを情報処理
学会が認定するものです。
（注）情報処理安全確保支援士試験を含む

一般社団法人情報処理学会は 1960 年の設立以来、
情報処理分野における日本最大の学会として情報処理に関する学術・技術の進歩発展と
普及啓蒙を図ることを目的に活動している学術団体です。

詳細は情報処理学会の Web サイトをご覧ください。
http://www.ipsj.or.jp/citp.html

お問い合わせは
一般社団法人情報処理学会 CITP 担当
Tel.03-3518-8372 E-mail: ipsj.citp@ipsj.or.jp
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情報科学技術フォーラム

聴講参加・懇親会・講演論文集事前予約受付中
申込締切：2017 年 7 月10日（月）

市民公開講座
◆聴講無料◆

FIT2017

●東大・情報理工研究 100 連発 ～電子情報学専攻編～

船井業績賞受賞記念講演

●東大・情報理工研究 100 連発～知能機械情報学専攻
＋コンピュータ科学専攻編～

魅力的なイベントがたくさん！
！
●デジタルゲリマンダーの脅威 ～ネットとAI から民主主義は守れる
か～
●データ研磨によるビッグデータからの高精度クラスタ発見とその応
用

公

開

池内 克史

東京大学名誉教授／
マイクロソフトリサーチアジア首席研究員

2017年9月13日
（水）14：00～15：15

聴講参加費

（税込, 事前予約は7/10受付分まで）

参加区分
事前予約
正会員
10,000円
一般非会員 20,000円
学生
無料

懇

親

会

当日
12,000円（プログラム・参加章・DVD付）
24,000円（プログラム・参加章・DVD付）
無 料（プログラム・参加章付）

（詳細は FIT2017 Webサイトをご覧ください）

開催日時：9月13日（水）18：30～20：30 大学内レストラン カポ ペリカーノ

提言
●外部コメンテーターによる公開編集委員会 ～会誌のイケてる、
イケ
てない所をメッタ切り！～
●文部科学省 大学入学者選抜改革推進委託事業

情報学的アプロ

ーチによる｢情報科｣大学入学者選抜における評価手法の研究開発
中間報告
●オープンデータ活用の最前線－デジタルプラクティスライブ－
●働き方改革のプラクティス：Joy, WorkPlace with すいすい読書会
●安全保障と社会を守るサイバーワールド

会期

2017.9.12Tue-14Thu

会場

東京大学 本郷 キャンパス

東京都荒川区西日暮里五|九|八
印刷所 三 美 印 刷 株 式 会 社

●画像・映像のプライバシー・イノベーション検討 WG からの報告・

電 話 東京（〇三）三五一八|八三七四
振替口座 〇〇一五〇|四|八三四八四

●IEICE100 周年記念イベント
「IEEE、電子情報通信学会、
情報処理学会の将来を探る」

料

Computer Vision 分野における世界的研究業績と人材育成

●IEICE100 周年記念イベント
「人工知能は人間の幸福
度を測ることができるか？ ～主観的 QoL 計測におけ

るパターン認識・メディア理解技術の可能性を探る
～」

無
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検索

東京都千代田区神田駿河台一│五
編集人 塚 本 昌 彦

FIT2017

http://www.ipsj.or.jp/event/fit/fit2017/

〒101
-0062

●デジタルとアナログの融合－ログの先に見える未来－
会員外発売所

●食の情報処理 ～これまでの 10 年、
これからの 10 年～
●大学教育とラーニングアナリティクス基盤
●インターネットは心理学研究にFIT するか？
●機械学習と量子物理学の交差点
●不動産テック ～不動産 ×AI が拓く不動産の未来～
●学生対抗！機械は人を笑わせられるか？

問合せ先：一般社団法人 情報処理学会 事業部門［FIT2017 開催幹事学会］
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-5 化学会館 4F Tel: 03-3518-8373 Fax: 03-3518-8375
E-mail: ﬁt2017@ipsj.or.jp
主催：一般社団法人 情報処理学会（IPSJ)［FIT2017 開催幹事学会］
一般社団法人 電子情報通信学会 情報・システムソサイエティ（ISS）／ヒューマンコミュニケーショングループ（HCG）

本誌広告一手取扱い

アドコム・メディア株式会社

〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-21-27
TEL.03-3367-0571 FAX.03-3368-1519

定価 1730 円（本体 1602 円）
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●「ロボットは東大に入れるか」大学入試自動解答の課題と今後

