図書館情報メディア研究科 図書館情報メディア専攻（博士後期課程）
平成27年度以降の入学者用
【履修方法・修了要件】
科目区分

科目群

条件または科目名等

講義科目 (02MA1,
02MA3, 02MA5, 02MA7で
始まる科目）

4単位以上選択すること

演習科目（必修科目）

情報メディア特別演習Ia
情報メディア特別演習Ib
情報メディア特別演習IIa
情報メディア特別演習IIb
情報メディア特別演習IIIa
情報メディア特別演習IIIb

専門科目

修了単位数

修得単位数

4～

6

10

下記1.から4.を修了要件とする。
1. 上表に基づき10単位以上を履修すること。
※演習科目の標準履修年次及び担当教員は次のとおりとする。
・情報メディア特別演習Ia（1年次/研究指導担当教員）
・情報メディア特別演習Ib（1年次/研究指導担当教員）
・情報メディア特別演習IIa（2年次/副研究指導担当教員a）
・情報メディア特別演習IIb（2年次/副研究指導担当教員b）
・情報メディア特別演習IIIa（3年次/研究指導担当教員）
・情報メディア特別演習IIIb（3年次/研究指導担当教員）
2. 博士論文の審査及び最終試験に合格すること。
3. 研究指導担当教員が教育上有益と認めた場合は、大学院共通科目、学術院共通専門基盤科
目、他の研究科及び図書館情報メディア専攻博士前期課程の授業科目を年間10単位まで履修でき
る。なお、履修を希望する学生は、履修登録を行う前に、研究指導担当教員の承諾を得た上で、
専攻長の承認を受け、授業科目履修届を提出しなければならない。
4. 上記3.で修得した単位のうち、大学院共通科目生命・環境・研究倫理科目群から修得した単
位については、講義科目に代えて2単位を上限に、修了要件に含めることができる。
なお、それ以外の科目（図書館情報メディア専攻博士前期課程、学術院共通専門基盤科目及び他
の研究科等の授業科目）は修了の要件となる単位として認めることはできない。
修了要件として認めることができる単位数は、入学前等における既修得単位と合わせて4単位を
限度とする。
修了要件として認定を希望する場合は、申請書類を所定の期日までに提出しなければならない。
なお、グローバル研究演習Ⅲ、グローバル研究演習Ⅳ及びグローバル研究演習Ⅴは、修了要件に
含まれない。

Graduate School of Library,Information and Media Studies
Doctoral Program in Library, Information and Media Studies
(English Program)
（For those who enrolled in or after 2015）
【Study method・Completion requirements】
Course Area

Condition or Course names

Course group

Credits

Lecture
(Subjects with numbers
Elective subjects totalling 4 or more credits
starting with 02MA1,
02MA3, 02MA5, 02MA7）
Major
Courses
Seminar
（compulsory
subjects）

Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced
Advanced

Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar

in
in
in
in
in
in

Information
Information
Information
Information
Information
Information

Media
Media
Media
Media
Media
Media

Studies
Studies
Studies
Studies
Studies
Studies

4～

Ia
Ib
IIa
IIb
IIIa
IIIb

Total Required Credits
The followings are the requirements for the completion of the Doctoral Program (English Program).
1. Acquire 10 credits or more following the table above (See also item 4 below).
※The teachers in charge of the subjects and their target years are as follows:
Advanced Seminar in Information Media Studies Ia (1st Year/Academic Advisor (Main))
Advanced Seminar in Information Media Studies Ib (1st Year/Academic Advisor (Main))
Advanced Seminar in Information Media Studies IIa (2nd Year/Academic Advisor (Secondary) a)
Advanced Seminar in Information Media Studies IIb (2nd Year/Academic Advisor (Secondary) b)
Advanced Seminar in Information Media Studies IIIa (3rd Year/Academic Advisor (Main))
Advanced Seminar in Information Media Studies IIIb (3rd Year/Academic Advisor (Main))
2. Pass the Doctoral dissertation evaluation and final exam.
3. With the consent of the academic advisors, students can enroll for external
courses (courses other than the Graduate School courses) with a maximum 10 credits per year.
Acceptable courses are Graduate General Education Courses (GGEC), Interdisciplinary Foundation
Courses,Master's Program in Library Information and Media Science and lecture courses of other
graduate schools of the University.
Prior to enrollment for such external courses, students must submit an application form (in a
designated form) with all approval seals from their academic advisors and then the chair of
Doctoral Programs in Library, Information and Media Studies.
4. Of the credits acquired in the above manner, up to 2 credits from the Life, Environment,
Academic Integrity subjects of GGEC can be included in the completion requirements as lecture
subjects. Other subjects（Interdisciplinary Foundation Courses and lecture subjects for Master's
Program in Library Information and Media Science and for other graduate schools） cannot be used
to acquire credits for completing the program.
A maximum of 4 credits can be counted towards the completion requirements, including any credits
you acquired before admission.
Those seeking accreditation for their pre-admission credits should submit the necessary
application form by the designated deadline.
Note : Global research seminar Ⅲ,Global research seminar Ⅳand Global research seminar Ⅴ
are not counted as credits of completion requirements.

6

10

図書館情報メディア研究科 図書館情報メディア専攻（博士後期課程）
平成26年度以前の入学者用
【履修方法・修了要件】
科目区分

科目群（教育研究分野）

条件または科目名等

修得単位数

講義科目(情報ﾒﾃﾞｨｱ社会分野）
2科目(4単位)以上選択する

講義科目(情報ﾒﾃﾞｨｱﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ分野） こと。
1科目は所属する教育研究分
講義科目(情報ﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ分野）

4～

野から選択すること。

専門科目

講義科目(情報ﾒﾃﾞｨｱ開発分野）
実習・実験科目(情報ﾒﾃﾞｨｱ社会分野） 以下の必修科目を履修す

ること。
・特別実験A
実習・実験科目(情報ﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ分野） ・特別実験B
・総合特別実験I
実習・実験科目(情報ﾒﾃﾞｨｱ開発分野） ・総合特別実験Ⅱ

実習・実験科目(情報ﾒﾃﾞｨｱﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ分野）

修了単位数

6

10

下記1.から3.を修了要件とする。
1. 学生は、4つの教育研究分野のうちのひとつに所属し、上表に基づき10単位以上を履修す
る。
※実習・実験科目について
・特別実験A(必修科目)
1年次において研究指導担当教員が担当する特別実験A(1.5単位)を履修する。
・特別実験B(必修科目)
3年次において研究指導担当教員が担当する特別実験B(1.5単位)を履修する。
・総合特別実験I(必修科目)
2年次において所属する教育研究分野の副研究指導担当教員が担当する総合特別実験I
(1.5単位)を履修する。
・総合特別実験II(必修科目)
2年次において所属する教育研究分野とは異なる教育研究分野の副研究指導担当教員が
担当する総合特別実験II(1.5単位)を履修する。

2. 博士論文の審査及び最終試験に合格すること。
3．研究指導担当教員が教育上有益と認めた場合に限り、図書館情報メディア専攻博士前期課
程の講義科目について、年間10単位まで履修できる（要届出）。ただし、修得した単位は、修
了要件の単位とならない。
なお、グローバル研究演習Ⅲ、グローバル研究演習Ⅳ及びグローバル研究演習Ⅴは、修了要件
に含まれない。

