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科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GA10101 情報社会と法制度 1 2.0 2 秋AB 月5,6 髙良 幸哉

情報化社会における法制度や情報モラル向上に
必要な基礎知識を習得することを目指すため、
現行の我が国の法制度の基礎を学び、ネット
ワーク社会における法整備の現状について講義
する。

オンライン(オンデマ
ンド型)

△

本学大学院に在籍する者又は本学
卒業(修了)者で教育職員免許状取
得目的の者に限る

情報学群
共通科目

GA14301 図書館概論 1 2.0 1 秋AB 木3,4 吉田 右子

図書館とは何かについて概説し、これからの図
書館の在り方を考える。図書館の歴史と現状、
機能と社会的意義、館種別図書館と利用者、図
書館職員、類縁機関と関係団体、図書館の課題
と展望等について幅広く学ぶ。

専門導入科目(事前登
録対象). オンライン
(オンデマンド型)

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

情報学群
共通科目

1 20230214



情報科学類
情報科学類(共通)

科目番号 科目名
授業
方法

単位
数

標準
履修
年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GB10234 線形代数B 4 2.0 2 春AB 月1,2 3B202 福井 和広

線形代数の基礎。 内容:ベクトル空間,1次写
像,核と像,内積空間,固有値・固有ベクトルと
対角化

情報科学類1・2クラ
ス対象
オンライン(対面併用
型)

情報科学類

GB10244 線形代数B 4 2.0 2 春AB 月1,2 3B203 山田 武志

線形代数の基礎。 内容:ベクトル空間,1次写
像,核と像,内積空間,固有値・固有ベクトルと
対角化

情報科学類3・4クラ
ス対象
対面(オンライン併用
型)

情報科学類

GB10444 微分積分B 4 2.0 2 春AB 木3,4 3B202 多田野 寛人

多変数関数(主に2変数)の微分積分を中心に講
義を行う。内容:偏微分,重積分,級数と一様収
束。

情報科学類1・2クラ
ス対象
対面(オンライン併用
型)
期末試験のみ対面実
施します．2019年度
以降の入学者対象．

情報科学類

GB10454 微分積分B 4 2.0 2 春AB 木3,4 3B203 萬 礼応

多変数関数(主に2変数)の微分積分を中心に講
義を行う。内容:偏微分,重積分,級数と一様収
束。

情報科学類3・4クラ
ス対象
対面(オンライン併用
型)
期末試験のみ対面実
施します．2019年度
以降の入学者対象．

情報科学類

GB10524 微分方程式 4 2.0 2 秋AB 水1,2 3B302 國廣 昇

自然現象を数理モデル化する手段の一つとして
微分方程式は有用である.この講義では,線形微
分方程式の解法を中心に,微分方程式全般につ
いて講義する.

「解析学III」
(GB10504)の単位を修
得した者の履修は認
めない。
対面

情報科学類

GB10804 論理回路 4 2.0 2 春AB 火1,2 3A402
朴 泰祐,小林 諒
平

初等的な論理回路から論理サブシステムまでに
ついて,演習を交えながら解説する。

対面(オンライン併用
型)

情報科学類

GB11404 電磁気学 4 2.0 2 秋AB 木3,4 3A209 安永 守利

集積回路(IC)やハードディスク,タッチパネル
や無線LANなど,我々の身の回りの情報通信機器
は,電磁現象を原理として動作している.本講義
では,これらの電磁現象の基礎を解説する.講義
の前半では,「電荷」からスタートして「電
場」,「電位」という場の概念とポテンシャル
の概念を解説する.また,これらの現象を利用し
た応用事例も紹介する.後半では,はじめに磁気
現象の本質は電流であることを説明し,「磁
場」の概念,および「電磁誘導」等の電流と磁
気現象の関係を解説する.また,磁気現象を利用
した応用事例も紹介する.最後に,「電場」と
「磁場」がマクスウェル方程式としてまとめら
れることを示し,「電磁波」の導出とその応用
事例について言及する.

【注意】2023年度の
授業は対面授業（講
義室における授業）
とする．なお，コロ
ナ感染症の状況に
よっては授業形態を
変更することがあ
る．最新授業情報
は，その都度，
manabaにて連絡す
る．
対面

情報科学類

GB11601 確率論 1 2.0 2 春AB 月3,4 Nguyen Dai Hai

確率論の基礎。 内容:確率の公理、確率変数、
確率分布、期待値、分散、大数の法則、中心極
限定理

オンライン(オンデマ
ンド型)
期末試験のみ対面実
施します．「確率・
統計」(GB11611)の単
位を修得した者の履
修は認めない。

情報科学類

GB11621 統計学 1 2.0 2 秋AB 木5,6 3A301 秋本 洋平

数理統計学の基礎（統計的推定，統計的仮説検
定，回帰分析など）とPythonを用いた統計解析
の基礎

「確率論」(または同
等科目)の履修を前提
とする。
対面(オンライン併用
型)
講義および期末試験
を対面実施する．た
だし，参加出来ない
学生向けに，収録済
みの講義動画をオン
デマンド配信を行
う．なお，「統計
学」(GB41204)および
「統計学（３年生向
け）」(GB11631)の単
位を修得した者の履
修は認めない。

情報科学類

GB11931
データ構造とアルゴリ
ズム

1 3.0 2 秋ABC 月1,2 3A301
天笠 俊之,長谷
部 浩二,藤田 典
久

ソフトウェアを書く上で基本となるデータ構造
とアルゴリズムの考え方について学ぶ。線形構
造,木構造,グラフ構造,データ整列,データ探索
について学習する。

2013年度までに開設
された「データ構造
とアルゴリズム」
(GB11911, GB11921)
の単位を修得した者
の履修は認めない。
対面(オンライン併用
型)

情報科学類

GB12201 電気回路 1 2.0 2 秋AB 金1,2 3A410 庄野 和宏

電気回路の考え方と基礎的なことがらについて
解説する。交流回路と複素表示,回路の基本定
理,相互結合素子を含む回路,2端子対回路,周波
数特性,過渡現象。

対面 情報科学類

GB12301 数値計算法 1 2.0 2 春AB 火3,4 3A202
櫻井 鉄也,今倉
暁,二村 保徳

各種の分野で用いられる数値計算の基本的な概
念と手法を学ぶ。講義に並行して演習を行い,
理解を深めるとともに,計算やデータ処理,可視
化などに便利なツールを習得する。

対面(オンライン併用
型)

情報科学類

GB12401 システム制御概論 1 2.0 2 秋AB 金3,4 3A305
齊藤 裕一,大矢
晃久

工学の対象となる各種システムとその数理モデ
ルの解析法,およびシステム制御のための基礎
について学ぶ.伝達関数によるシステム表現,制
御系の時間・周波数応答特性,安定性の解析,
サーボ系の設計法等のフィードバック制御の基
礎について解説する.具体例として,自動車また
航空機の制御系設計について述べる.なお,授業
内容の理解を深めるための練習問題の演習など
も適宜行う.

対面 情報科学類

GB12601 論理と形式化 1 2.0 2 春AB 金1,2 3A209
水谷 哲也,海野
広志

命題論理および一階述語論理の形式的体系と意
味論を理解し,論理による形式化の手法を習得
する。また,ソフトウェアの仕様記述・検証な
ど,情報科学の諸分野への応用について学ぶ。

対面(オンライン併用
型)

情報科学類

GB13614
Computer Science in
English A

4 2.0 3 春AB 月1,2
五十嵐 康彦,Bou
Savong

本講義では、基礎的な情報科学を題材にした英
語の学術資料を用いて、英語の学術資料を理解
し、学習に役立てるため、講義・演習を行う。

英語で授業。
オンライン(オンデマ
ンド型)
一部の説明を日本語
でも行う．

情報科学類

2 20230214



科目番号 科目名
授業
方法

単位
数

標準
履修
年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GB13624
Computer Science in
English B

4 2.0 3 秋AB 水5,6 3B302
アランニャ, ク
ラウス,叶 秀彩

The course provides an introduction to
elementary concepts of mathematics for
computer science. Topics include: formal
logic notation, induction, sets and
relations, permutations and combinations,
counting principles, discrete probability.

2020年度までに開設
された「Mathematics
for Computer
Science」(GB13604)
の単位を修得した者
の履修は認めない。
英語で授業。
対面

情報科学類

GB13704
コンピュータグラ
フィックス基礎

4 2.0 2 秋AB
火3
火4

3A202
三谷 純,金森 由
博,遠藤 結城

コンピュータグラフィックスに関する座標変
換,形状モデリング,レンダリングなどの基礎的
な理論を学ぶ.また,C言語とOpenGLライブラリ
を用いたプログラミング演習を通して学習内容
の理解を深めるとともに,自ら新たなCGアプリ
ケーションを開発できるようになることを目指
す.

BC12624, GC23304と
同一。
対面

情報科学類

GB19061 専門英語基礎 1 1.0 2 秋AB 水5,6 3A301 岩渕 誠

本講義では、研究者や技術者に求められる技術
英語ライティング(テクニカルライティング)の
基本を学ぶ。主に情報科学に関連する題材を例
に、その情報を正確に過不足なく英語で表現す
る方法を、課題演習を通して学ぶ。

対面 情報科学類

GB19141 特別専門語学A 1 2.0 3・4 春ABC 応談
情報科学類全教
員

卒業研究の指導教員のもと、少人数セミナー形
式で、専門分野の基礎となる英語文献の講読と
その内容の討論を行うとともに、英語文献の概
要をまとめたレポートを作成する。

早期卒業者に限る。
対面. 対面(オンライ
ン併用型)

情報科学類

GB19151 特別専門語学B 1 2.0 3・4 秋ABC 応談
情報科学類全教
員

卒業研究の指導教員のもと、少人数セミナー形
式で、英語文献の講読とその内容の討論を行う
とともに、卒業論文の概要を英語で作成する。

早期卒業者に限る。
対面. 対面(オンライ
ン併用型)

情報科学類

情報科学類(ソフトウェアサイエンス)

科目番号 科目名
授業
方法

単位
数

標準
履修
年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GB20201
数理アルゴリズムとシ
ミュレーション

1 2.0 3・4 秋AB 木3,4 3B405
櫻井 鉄也,今倉
暁,保國 惠一

コンピュータによって科学・工学の様々な現象
を扱うためのモデリングとそれを処理するため
のアルゴリズムについて講義する。物理シミュ
レーションやデータ解析で現れる応用事例を通
して理解を深める。

主専攻共通科目
対面(オンライン併用
型)
2015年度までに開設
された「数理アルゴ
リズム」(GB20201)の
単位を修得した者の
履修は認めない。

情報科学類

GB20301 人工知能 1 2.0 3・4 秋AB 火3,4 3A204
水谷 哲也,大矢
晃久,萬 礼応

人工知能について,その情報科学的基礎を学ぶ.
知識と推論,問題解決などの基礎を解説すると
ともに,人工知能論を現実問題に適用する先端
的な応用例として,自律移動ロボットやコン
ピュータ音楽などを取り上げる.

主専攻共通科目
対面(オンライン併用
型)

情報科学類

GB20501 プログラム理論 1 1.0 3・4 春C 水5,6 3B405 水谷 哲也

Hoare理論による手続き型プログラムの正当性
の検証,実時間プログラム系の検証など,プログ
ラムとプログラミングの理論的基礎を講義す
る。

主専攻共通科目
対面(オンライン併用
型)
2015年度までに開設
された「プログラム
理論」(GB21101)の単
位を修得した者の履
修は認めない。2021
年度まで開設されて
いた「プログラム理
論」(GB21111)の単位
を修得した者の履修
は認めない。

情報科学類

GB20602
プログラミングチャレ
ンジ

2 2.0 3・4 春AB 火3,4 3C205
アランニャ, ク
ラウス,櫻井 鉄
也

競技プログラミングの課題を用いて様々なアル
ゴリズムについて勉強する。プログラミング実
装に集中される講義。内容:動的プログラミン
グ、グラフ、データ構造、文字列操作、計算幾
何、等。

主専攻共通科目
対面
2021年度まで開設さ
れていた「プログラ
ミングチャレンジ」
(GB21802)の単位を修
得した者の履修は認
めない。オンライン
(オンデマンド)が基
本，可能な部分は対
面を行うこともあ
る．詳細は後日発
表．

情報科学類

GB21201 プログラム言語論 1 1.0 3・4 春C 火3,4 3A304 亀山 幸義

プログラム言語の基本となる概念を系統的に学
習する。学習する概念は、ラムダ計算と関数型
プログラム言語、型システム、型検査と型推
論、抽象化などである。学習内容への理解を深
めるため、関数型プログラム言語OCamlを用い
た演習を行う。

2020年度まで開設さ
れていた「プログラ
ム言語論Ｉ」
(GB20111) の単位を
修得した者の履修は
認めない。
対面(オンライン併用
型)
対面とオンライン(同
時双方向型)のハイブ
リッド型で実施す
る．

情報科学類

GB22011 システム数理I 1 1.0 3・4 春A 木3,4 3A312
河辺 徹,合原 一
究,平田 祥人

情報メディア創成学や情報科学,工学の対象と
なる,動物や生物の行動を含む各種システムに
対し,
その数理的モデリング手法及び解析手法ならび
に制御手法について講義する.

GC53701と同一。
対面

情報科学類

GB22021 システム数理II 1 1.0 3・4 春B 木3,4 3A312
久野 誉人,佐野
良夫

情報メディア創成学や情報科学,工学の対象と
なる各種システムの数理モデルに対し,システ
ムの設計・運用に必要な最適化手法について学
ぶ

GC53801と同一。
対面(オンライン併用
型)

情報科学類

GB22031 システム数理III 1 1.0 3・4 春C 月5,6 3A304
佐野 良夫,久野
誉人

離散最適化・組合せ最適化の分野における基本
的な数理モデル、最適化問題、およびアルゴリ
ズムについて講義する。

GC54301と同一。
対面(オンライン併用
型)

情報科学類

GB22401 インタラクティブCG 1 2.0 3・4 秋AB 火5,6 3A410 蔡 東生

CG基礎でカバーできなかった,インターフェー
スとCGをつかったインタラクティブなグラ
フィックシステムについて学ぶ。画像処理,色
彩と視覚,階層的モデリング,再帰的レイトレー
シング,隠面消去,レイトレのアンチエイリアシ
ング,分散レイトレ,パーティクル,アニメー
ション原理について学ぶ。実習では,Visual
C++をつかいCGインターフェースの実装を学
ぶ。

BC12631と同一。
対面. オンライン(同
時双方向型)
対面とオンライン
（同時双方向型）を
組み合わせて実施す
る。

情報科学類

GB22501 情報線形代数 1 2.0 3・4 秋AB 月1,2 3A416 徳永 隆治

「線形代数A・B(またはI・II)」および「微分
積分A・B(または解析I・II)」において習得し
た知識を前提として、これに引き続く線形代数
の諸概念と手法が学べる。また、これらの知見
が、画像・信号・数値等に関する情報処理系の
構築において果たす役割について学ぶ。

GC52201と同一。
GC54601と同一。
対面

情報科学類
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科目番号 科目名
授業
方法

単位
数

標準
履修
年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GB22621 情報可視化 1 2.0 3・4 春AB 月5,6 三末 和男

膨大なデータや情報が溢れる現代において、コ
ンピュータによって情報を視覚的に提示する技
術(情報可視化技術)は、情報処理を目的とした
コンピュータと人間を有機的につなぐ重要な技
術である。この授業では、情報可視化に関する
基礎知識として、情報可視化の枠組、ヒトの視
覚に関する認知的な性質、データを表現するた
めの基本的な技術、様々なデータを対象とした
表現技術について学ぶ。

2020年度までに開設
された「情報可視
化」(GC54001)の単位
を修得した者の履修
は認めない。
GC54091と同一。
実務経験教員. オン
ライン(オンデマンド
型)

情報科学類

情報科学類(情報システム)

科目番号 科目名
授業
方法

単位
数

標準
履修
年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GB30101
コンピュータネット
ワーク

1 2.0 2 春AB 木5,6 3A202
佐藤 聡,木村 成
伴,津川 翔

データ通信における伝送と交換の基礎および
LAN,WAN,インターネットなどのコンピュータ
ネットワークを構築するための基礎となるアー
キテクチャについて解説する。

主専攻共通科目
BC12871, GC25301と
同一。
対面. オンライン(同
時双方向型)
情報メディア創成学
類の「情報通信概
論」(GC25101)の単位
を修得した者の履修
は認めない。2018年
度以前の入学の情報
科学類生の受講は認
めない。オンライン
（同時双方向）と対
面を同時に実施しま
す．学生がどちらか
を選択できる形にし
ます．大学の対策方
針により対面ができ
ない状況になった場
合にはオンライン
（同時双方向）のみ
で実施します．

情報科学類

GB30201 計算機アーキテクチャ 1 2.0 3・4 春AB 火1,2 3B405
山際 伸一,和田
耕一

コンピュータのアーキテクチャとその実現方式
及び動作原理について,現実に即して解説す
る。内容:コンピュータの基本構成,命令セッ
ト,データパスと制御,パイプライン制御,記憶
階層,マルチプロセッサ,他。

主専攻共通科目
対面

情報科学類

GB30311 データベース概論A 1 2.0 3・4 春AB 木1,2 3A301
天笠 俊之,Bou
Savong

データベースシステムに関する入門.データ
ベースの基本概念,データモデリング,リレー
ショナルデータモデル,データベース言語SQL,
リレーショナル論理,リレーショナルデータ
ベース設計論,物理的データ格納法,問合せ処理
について講述する.

主専攻共通科目
対面(オンライン併用
型)
2020年度までに開設
された「データベー
ス概論I」(GB30301)
の単位を修得した者
の履修は認めない。

情報科学類

GB30401
オペレーティングシス
テムI

1 2.0 3・4 秋AB 月5,6 3B303
加藤 和彦,阿部
洋丈

オペレーティングシステムの基本概念をわかり
やすく解説する。オペレーティングシステムの
歴史,基本構造,平行プロセス,CPUスケジューリ
ング,デッドロック,実記憶管理,仮想記憶管理,
ファイルシステム等について説明する。

主専攻共通科目
対面
教員免許取得希望者
対象。オペレーティ
ングシステム
(GB30411)の修得者の
履修は認めない。

情報科学類

GB30411
オペレーティングシス
テム

1 2.0 3・4 秋AB 月5,6 3B303
加藤 和彦,阿部
洋丈

オペレーティングシステムの基本概念をわかり
やすく解説する。オペレーティングシステムの
歴史,基本構造,平行プロセス,CPUスケジューリ
ング,デッドロック,実記憶管理,仮想記憶管理,
ファイルシステム等について説明する。

主専攻共通科目
対面
オペレーティングシ
ステムI(GB30401)の
修得者の履修は認め
ない。

情報科学類

GB30504  プログラム言語処理 4 2.0 3・4 秋AB 金1,2 3A402 前田 敦司

言語処理系(コンパイラとインタープリタ)の入
門で,その理論と技法の基礎を解説する。簡単
な言語処理系を例に,内部の仕組みを講義と演
習にて具体的に紹介する。

対面(オンライン併用
型)
2021年度まで開設さ
れていた「 プログラ
ム言語処理」
(GB31301)の単位を修
得した者の履修は認
めない。

情報科学類

GB30601 ソフトウェア工学 1 2.0 3・4 春AB 月3,4 3A301 早瀬 康裕

オブジェクト指向技術を中心として,ソフト
ウェア開発に関する手法を論じる。オブジェク
ト指向プログラミング,クラスライブラリ構築
法,UML.デザインパターン,ユニットテスト,リ
ファクタリング等の手法を,具体的な演習を行
いながら学習する。

オブジェクト指向プ
ログラミング等の授
業によって,オブジェ
クト指向プログラミ
ングの基礎を学んで
いることが望まし
い。
対面
2021年度まで開設さ
れていた「ソフト
ウェア工学」
(GB31501)の単位を修
得した者の履修は認
めない。

情報科学類

GB31111
並列処理アーキテク
チャI

1 1.0 3・4 春AB 火5 3B405
三宮 秀次,冨安
洋史

並列処理の必要性と並列処理アーキテクチャの
基礎を習得する。具体的には、これまでに実現
されてきた並列処理アーキテクチャの概要、お
よび、ペトリネットによる並列処理のモデル化
と検証手法を理解する。また、ネットワーキン
グアーキテクチャ、低消費電力化、LSI実現に
おける設計技術などの最近の動向および今後の
課題についての知見を得る。

対面 情報科学類

GB31121
並列処理アーキテク
チャII

1 1.0 3・4 秋AB 水2 3B405 冨安 洋史

基本的なパイプライン構成によるアーキテク
チャから更に進んでスーパースカラ、キャッ
シュメモリ、広帯域メモリシステムなど、現代
の計算機アーキテクチャで広く用いられている
ものについて学ぶ。

対面 情報科学類

GB31201 VLSI工学 1 2.0 3・4 秋AB 火5,6 3A405
安永 守利,金澤
健治

VLSI(大規模集積回路)は,スーパーコンピュー
タからスマートフォン,組み込み機器に至るま
で,全ての情報通信システムのハードウェア基
盤とななる.本講義では,VLSIの構成,動作,設計
に関する基本事項を論理VLSI,メモリVLSIを中
心に解説する.さらに,高速処理にとって重要な
演算回路の構成と設計について解説する.

【注意】2022年度の
授業は対面（教室に
おける授業）とす
る．授業情報は
manabaにて連絡す
る．―2022年9月5日
―
対面

情報科学類
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科目番号 科目名
授業
方法

単位
数

標準
履修
年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GB31401 システムプログラム 1 2.0 3・4 春BC 水1,2 3C113
新城 靖,大山 恵
弘

Unixのシステムコールを主な題材としてシステ
ムプログラミング、および、ネットワーク・プ
ログラミングについて講義する。計算機を用い
た実習を課す。

対面(オンライン併用
型)
反転授業の形態で行
う。詳細はシラバス
の「学修時間の割
当・授業外における
学修方法」参照。各
自自分の PC、AC ア
ダプタ、HDMI ケーブ
ルを接続するための
アダプタ等を実習室
に持参すること。

情報科学類

GB31611 データベース概論B 1 1.0 3・4 秋A 金3,4 3A416
塩川 浩昭,天笠
俊之

データベース概論Iに続いて、データベースシ
ステムに関する以下の内容に中心に講義する。
関係データベースの復習、トランザクション処
理、問合せ処理、インデックス、グラフ等を含
むデータベースの高度利用。

2020年度までに開設
された「データベー
ス概論II」(GB31601)
の単位を修得した者
の履修は認めない。
対面(オンライン併用
型)

情報科学類

GB31701 情報検索概論 1 2.0 3・4 秋AB 木1,2 3A209
塩川 浩昭,堀江
和正

情報検索に関する入門.情報検索の基本概念,
ブール検索モデル,索引語の抽出と重み付け,ベ
クトル空間モデル,索引手法,情報検索システム
の評価,クラスタリング,マルチメディア情報検
索,XML,WWW検索に関して講述する.

対面(オンライン併用
型)

情報科学類

GB31801
オペレーティングシス
テムII

1 1.0 3・4 秋C
水5,6,
金3,4

3B302 新城 靖

最近のオペレーティングシステムの実際的な側
面を,設計論および実装論の立場から解説す
る。

実施日程は,別途掲示
等で周知する。
対面

情報科学類

GB31901 分散システム 1 1.0 3・4 秋AB 月3 3A405
建部 修見,町田
文雄

ローカルネットワークおよびインターネットに
よって接続された分散システムの基
本構成原理,基本ソフトウェア,基本アルゴリズ
ム,フォールトトレラント設計を論じ
る。

対面 情報科学類

GB32201 電子回路 1 2.0 3・4 春AB 木5,6 3A410 庄野 和宏

アナログ電子回路に関する講義を行う。主な内
容は,半導体素子の特性,トランジスタの信号等
価回路,小信号増幅回路,電力増幅回路,帰還増
幅回路,演算増幅器とその応用回路,発振回路。

対面 情報科学類

GB32301 人工生命概論 1 1.0 3・4 秋AB 木4 3A402 岡 瑞起

　人工生命は、あらゆる生命にヒントを得て、
生命的なシステム作る。あるいは作ることを通
して生命を理解することを目的とした研究分野
です。
　本講義では、生命の中心的な性質のひとつで
ある、「創発」を生み出すアルゴリズムについ
て学びます。身体性を使う、集団を使う、進化
を使う、という３つの異なるアプローチを通し
て、創発や適応を実装できる知識を身につける
ことを目指します。
　必要に応じて、Pythonで書かれたコードを走
らせながら体感的に学びます。

BC12681と同一。
対面(オンライン併用
型)

情報科学類

情報科学類(知能情報メディア)

科目番号 科目名
授業
方法

単位
数

標準
履修
年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GB40111 情報セキュリティ 1 2.0 3・4 春AB 金1,2 3A402
西出 隆志,國廣
昇,髙橋 大成

電子社会の進展にともなってセキュリティ対策
の重要性が増している。そこで、情報セキュリ
ティに関する基礎理論を習得し、それが実際に
どう使われているかを学ぶ。基礎理論では暗号
を中心とし、応用ではインターネット上に展開
されるシステムのセキュリティ対策を中心に講
義する。

主専攻共通科目
BC12651と同一。
対面
2019年度までに開設
された「情報セキュ
リティ」(GB42101)の
単位を修得した者の
履修は認めない。

情報科学類

GB40301
ヒューマンインタ
フェース

1 2.0 3・4 春AB 木5,6 3A402 高橋 伸,古川 宏

ユーザの側に立ったヒューマンインタフェース
の考え方について説明する。身近な道具や日用
品におけるヒューマンインタフェース,ヒュー
マンインタフェースの原理,インタフェース設
計などについて学ぶ。GUIや視覚的インタ
フェース技術について学習し,これらの考え方
にもとづき簡単なインタフェース設計ができる
ようになることを目指す。

主専攻共通科目
BC12671, GE71101と
同一。
対面
基本は対面にて実施
する。

情報科学類

GB40411 信号処理 1 2.0 3・4 春AB 金3,4 3A416
亀山 啓輔,鈴木
大三

前半は連続信号の解析方法とその応用について
講述し,演習によりそれらを使いこなす能力を
身につける.フーリエ解析,線形システム,ラプ
ラス変換,フィルタ設計などを扱う.後半はディ
ジタル通信・マルチメディア処理で重要な役割
を果す信号処理の基礎について概説する.周波
数分析の概念を紹介して標本化定理にふれ,
ディジタルフィルタの考え方と設計法,適応信
号処理の基礎等について学ぶ.

主専攻共通科目
BC12621と同一。
対面
2020年度までに開設
された「信号処理概
論」(GB40101)または
2020年度までに開設
された「ディジタル
信号処理」(GB40401)
または2019年度まで
に開設された「ディ
ジタル信号処理」
(GB41401)の単位を修
得した者の履修は認
めない。

情報科学類

GB40501 機械学習 1 2.0 3・4 春AB 火1,2 3A209 秋本 洋平

人間による判断や認識と同等の機能をコン
ピュータを用いて実現する機械学習や人工知能
の理論と方法を、教師付き学習、教師なし学習
を中心に理解する。

主専攻共通科目
BC12881と同一。
対面(オンライン併用
型)
オンライン(オンデマ
ンド型)。期末試験の
み対面で実施する。
2020年度までに開設
された「機械学習」
(GB42404)の単位を修
得した者の履修は認
めない。

情報科学類

GB40601 情報理論 1 2.0 3・4 秋C
火・金
3,4

3A403 伊藤 誠

情報通信を含む様々な分野で必要となるシャノ
ンの情報理論について講義と演習を行う。内容
は,情報とその表現,情報量,情報圧縮のための
符号化,信頼性向上のための符号化,情報伝送と
信号。

確率論の知識を必要
とする。
対面
2021年度まで開設さ
れていた「情報理
論」(GB12501)の単位
を修得した者の履修
は認めない。

対面。

情報科学類
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科目番号 科目名
授業
方法

単位
数

標準
履修
年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GB41104 アドバンストCG 4 2.0 3・4 秋AB 木3,4 7C202
金森 由博,藤澤
誠,遠藤 結城

研究分野や産業界で用いられている高度な CG
技術について、レンダリング、モデリング、ア
ニメーション、画像処理に関するプログラミン
グ課題を通じて実践的に学ぶ。具体的には、
シェーダプログラミング、大域照明、細分割曲
面、形状変形、キャラクターアニメーション、
流体シミュレーション、画像の編集加工技術な
どを含む。これらの内容を通じて、データの統
計処理、最小二乗法、偏微分方程式の数値解
法、大規模疎行列を含む線形方程式の導出およ
び求解などを体験する。プログラミング言語と
しては課題に応じて C++ または Python を用
いる。

GC54904と同一。
対面

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報科学類

GB41301 信号解析 1 2.0 3・4 春AB 水1,2 3A405 片岸 一起

大学1,2年次で履修した代数学や解析学などの
数学は統合してこそ現実の問題に役立つことを
マルチメディア信号について解析・処理を施す
ことを通じて示す。この考えを基にマルチメ
ディア信号解析理論を習得する。

対面 情報科学類

GB41511 音声聴覚情報処理 1 1.0 3・4 春C 金3,4 山田 武志

音声入出力の基本となる音声処理について概説
する。人間の音声器官・聴覚器官の構造や機能
について述べ,音声分析,特徴抽出,音声認識な
どの方法について学ぶ。

BC12601と同一。
オンライン(オンデマ
ンド型)
BC12601と同一。2019
年度までに開設され
た「音声聴覚情報処
理」(GB41501)の単位
を修得した者の履修
は認めない。

情報科学類

GB41611 自然言語処理 1 1.0 3・4 春C 木4-6 3A402 山本 幹雄

人工知能・知識処理の代表的な応用例として自
然言語処理(日本語や英語などの人間の言葉の
理解/処理)を取り上げ,計算機内でのモデル化
および処理アルゴリズムについて講義する。

GC53901と同一。
実務経験教員. 対面
(オンライン併用型)

情報科学類

GB41711 視覚情報科学 1 2.0 3・4 春AB 火5,6 3A312 酒井 宏

ヒトの視覚系でどのような情報処理が行われて
いるのかを概説する。大脳生理学・心理物理
学・計算神経科学を一体として、視覚の原理を
理解することを目指す。網膜・初期視覚野か
ら、色覚・運動視・3次元知覚・物体認識・注
意など、視覚全般について講義する。

GC53601と同一。
実務経験教員. 対面

情報科学類

GB42201 画像メディア工学 1 2.0 3・4 秋AB 火5,6 3A409 滝沢 穂高

画像メディア処理の基礎と応用について講義す
る。具体的には,画像メディアの入出力,画質改
善,2値画像処理,特徴抽出,立体情報の抽出,動
画像処理などの画像解析について概説する。

対面 情報科学類

GB42301 画像認識工学 1 2.0 3・4 春AB 木3,4 3B405 福井 和広

画像認識処理の基礎と応用について講義する。
画像認識・理解のための基本的な考え方やアル
ゴリズムを線形代数などの数理に基づいて体系
的に理解する。

オンライン(対面併用
型)

情報科学類
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情報メディア創成学類
専門基礎科目(必修)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GC11601 確率と統計 1 2.0 2 春AB 水1,2 7A106 山本 幹雄

確率論の基礎を主に学習した後、統計学の簡単
な導入を行う。確率論としては、確率の公理、
確率変数、確率分布、期待値、中心極限定理な
どを学習する。統計学としては、確率論との関
係や目的などを学ぶ。

対面(オンライン併用
型)

情報メディア創成学
類

GC11701 微分積分B 1 2.0 2 春AB 木3,4 7A106 佐野 良夫

「微分積分A」を受けて,多変数関数(主に2変
数)の解析及び級数について,演習も交えて講義
する。内容は多変数関数の基本的な性質,微分
(偏微分,全微分),重積分, 及び級数の収束,関
数級数(主にベキ級数)など。

「解析I」
(GC11101,GC11191)ま
たは「微分積分A」
(GA15331)を履修して
いること。
対面(オンライン併用
型)

情報メディア創成学
類

GC11801 線形代数B 1 2.0 2 春AB 月1,2 7A105 徳永 隆治

「線形代数A」に続き、ベクトル空間、内積空
間、線形変換、不変空間(核・像・固有空間)、
固有値と対角化、標準形等の線形代数の基本概
念が学べる。

「線形代数I」
(GC11301,GC11391)ま
たは「線形代数A」
(GA15231)を履修して
いること。
対面

情報メディア創成学
類

GC12401
データ構造とアルゴリ
ズム

1 2.0 2 秋AB 火1,2 7A106
平田 祥人,乾 孝
司

ソフトウェアを書く上で基本となるデータ構造
とアルゴリズムの考え方について学ぶ。線形構
造, 木構造, グラフ構造, データ整列, データ
探索について学習する。

対面(オンライン併用
型)

情報メディア創成学
類

GC12403
データ構造とアルゴリ
ズム実習

3 1.0 2 秋AB 月1,2 7C202
乾 孝司,平田 祥
人

「データ構造とアルゴリズム」で学んだ手法を
用いて、実際にプログラムを作成し、そのプロ
グラムが稼動することを確認する。

実習設備の都合によ
り、70名程度を受講
者数の上限とする。
履修希望者が上限を
越えた場合には、情
報メディア創成学類
の学生を優先する。
対面(オンライン併用
型)

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報メディア創成学
類

GC13201 データ工学概論 1 2.0 2 春AB 火1,2 7C202 森嶋 厚行

計算機を用いて大量のデータを管理する技術の
概要について学ぶ。特に,リレーショナルデー
タベースシステムの基礎と,その応用プログラ
ムの作成に関して,演習を主体とした授業を行
う。

実習設備の都合によ
り、70名程度を受講
者数の上限とする。
履修希望者が上限を
越えた場合には、情
報メディア創成学類
の学生を優先する。
知識情報・図書館学
類の学生は「データ
ベース技術」を履修
すること．
オンライン(対面併用
型)

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報メディア創成学
類

GC15101 情報メディア概論 1 2.0 1 秋AB 金5,6 山本 幹雄

情報メディア創成学類の専門領域についてのイ
メージを形成するために、画像処理、映像処
理、CG、音響技術、音声処理、パターン認識、
認知科学、データ工学、ヒューマンインタ
フェース、可視化、コンピュータネットワー
ク、Web、メタデータ、デジタルコンテンツ、
数理と情報技術などの学問分野あるいは技術分
野を概観する。

情報メディア創成学
類の2018年度以前の
入学者対象。
オンライン(オンデマ
ンド型)

情報メディア創成学
類

GC15201
ネットワークメディア
概論

1 2.0 2 春C
月3,4,
金5,6

木村 成伴,津川
翔

まず,インターネットでの通信技術の基礎とそ
の発展的な内容について概説する.次に,情報を
流通する媒体であるネットワークメディアとし
て,スマートフォンなどで代表的に用いられて
いるモバイルネットワークの基礎技術について
説明する.最後に,通信内容を安全にやりとりす
るためのセキュリティ技術の詳細について解説
する.

情報メディア創成学
類の2018年度以前の
入学者対象。
オンライン(オンデマ
ンド型)

情報メディア創成学
類

専門基礎科目(選択科目)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GC20101 メディア社会学 1 2.0 2 春AB 火3,4
ユニオ
ン講義

室
後藤 嘉宏

メディア研究、知識情報学の基礎としての社会
学を学ぶ。哲学の一分野として出発した社会学
が、社会調査等で日常生活の具体像に向き合う
のはなぜか、その問題意識や方法を考察する。
具体的には、ウェーバー社会学の方法を学び、
人々の意識や行動を捉える社会調査が、どのよ
うに人々の意味世界に迫るか論じる。

GE21401と同一。
対面
情報メディア創成学
類生はGC20101を、そ
れ以外の学生は
GE21401を履修するこ
と。

△

本学大学院に在籍する者又は本学
卒業(修了)者で教育職員免許状取
得目的の者に限る

情報メディア創成学
類

GC21401 統計分析法 1 2.0 2 秋AB 火5,6
7A106,
7C202

酒井 宏

統計学に基づいた実践的な分析方法について概
説する。標本・推定・検定・分散分析・ブート
ストラップ・回帰・因子分析などの原理と方法
を講義する。現実のデータに則した統計分析の
方法を演習する。

実習設備の都合によ
り、70名程度を受講
者数の上限とする。
履修希望者が上限を
越えた場合には、情
報メディア創成学類
の学生を優先する。
実務経験教員. 対面
2014年度までに開設
された「統計解析」
の単位を修得した者
の履修は認めない。

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報メディア創成学
類

GC21501 情報数学B 1 2.0 2 秋AB 月3,4 7A106 森継 修一

整数および多項式を題材とした代数学の基本を
講義する。特にコンピュータ上での実現を視野
におき、数式処理システムを利用した問題解法
や数式処理固有のアルゴリズムの解説も視野に
入れる。

GE22401と同一。
対面
情報メディア創成学
類生はGC21501を、そ
れ以外の学生は
GE22401を履修するこ
と。
ただし、2019年度ま
でに情報メディア創
成学類で開設された
情報数学II(GC21201)
の単位を修得した者
の履修は認めない。

情報メディア創成学
類

GC21601 情報数学C 1 2.0 2 - 4 秋AB 水3,4 7A106 藤澤 誠

数学のコンピュータサイエンスへの応用とし
て,これまで習得してきた微分積分,線形代数を
離散的に計算するための手法を講義する.多く
の問題が数学によりモデル化されている中で,
それを如何にしてコンピュータを用いて計算す
るのか,という点を中心として応用例や実際の
アルゴリズム等も示しながら解説する.

2018年度までに情報
メディア創成学類で
開設された「情報数
学III」(GC21301)の
単位を修得した者の
履修は認めない。
対面

情報メディア創成学
類

GC22101 Webプログラミング 1 2.0 2 秋AB 木1,2
7A105,
7C202

永森 光晴

Webブラウザをユーザインタフェースに用い,
サーバと対話的にやりとりをするwebアプリ
ケーションの基本的な作成方法を習得する。
HTMLに加え,プログラミング言語にはRuby や
Javascriptを用いる。

受講人数は70人程度
を上限とする.
対面(オンライン併用
型)

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報メディア創成学
類
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GC22201 プログラム言語論 1 2.0 3・4 春AB 木1,2 7C202 志築 文太郎

さまざまなプログラミング言語が提供する諸概
念を、そのメカニズム、プログラミング手法、
適用分野、実現方法などの観点から概説する。

実習設備の都合によ
り、70名程度を受講
者数の上限とする。
履修希望者が上限を
越えた場合には、情
報メディア創成学類
の学生を優先する。
対面(オンライン併用
型)

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報メディア創成学
類

GC23101 信号とシステム 1 2.0 2 秋AB 水1,2 7A106 寺澤 洋子

連続時間信号システム,連続時間信号のディジ
タル化,ディジタル信号システム,および信号処
理技術について,基本概念,重要技術に関する理
論と応用を講義し,信号処理の基本技術を習得
する。

対面(オンライン併用
型)

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報メディア創成学
類

GC23201 情報理論 1 2.0 2 秋BC 木5,6
7A106,
7C202

工藤 博幸

情報理論とは情報伝送(通信)の数学的理論であ
る。特に,1948年にシャノンが発表した確率論
を基礎とした情報理論は,情報伝送のみならず
様々な分野で利用されている。シャノンの情報
理論について演習を交えて解説する。

対面 情報メディア創成学
類

GC23304 CG基礎 4 2.0 2 秋AB
火3
火4

3A202
三谷 純,金森 由
博,遠藤 結城

コンピュータグラフィックスに関する座標変
換,形状モデリング,レンダリングなどの基礎的
な理論を学ぶ.また,C言語とOpenGLライブラリ
を用いたプログラミング演習を通して学習内容
の理解を深めるとともに,自ら新たなCGアプリ
ケーションを開発できるようになることを目指
す.

BC12624, GB13704と
同一。
対面

情報メディア創成学
類

GC23401 パターン認識 1 2.0 3・4 春AB 月3,4 7A106 乾 孝司

パターン認識の考え方について、基本概念およ
び具体的なアルゴリズムを順に学習する。ま
た、パターン認識のテキスト処理への応用につ
いても学習する。

対面(オンライン併用
型)

情報メディア創成学
類

GC23501 画像・映像情報処理 1 2.0 3・4 秋AB 月5,6
7A106,
7C202

工藤 博幸,藤澤
誠

画像メディアの生成,加工,認識,伝送などを目
的として計算機で画像を処理する技術を画像処
理と呼ぶ。本講義では,画像処理の基礎と幾つ
かの応用的なトピックスについて演習を交えて
解説する。

実習設備の都合によ
り、70名程度を受講
者数の上限とする。
履修希望者が上限を
越えた場合には、情
報メディア創成学類
の学生を優先する。
対面

情報メディア創成学
類

GC23601 音声・音響学基礎 1 2.0 3・4 春AB 木3,4 7A103 寺澤 洋子

この授業では,音声をはじめとする音響現象(音
声,楽器音響,室内音響と音環境,心理音響)の基
本を理解し,それらを分析する技術を学びま
す。音が生まれて聞こえるまでを,「振動・共
鳴・伝搬・聴取」の4つのプロセスからなる物
理的・生理的・心理的現象として捉え,理論的
に考えるためのコンセプトと枠組みを学び,音
によるコミュニケーションの本質を考察するた
めの土台を養います。

オンライン(対面併用
型)
2014年度までに情報
メディア創成学類で
開設された「音声情
報処理」(GC50901)の
単位を修得した者の
履修は認めない。

情報メディア創成学
類

GC24101 情報デザインI 1 2.0 2 秋AB 火3,4 7A106 金 尚泰

グラフィックデザイン手法を用いた情報デザイ
ン表現は、多様な情報を発信していくための重
要な手段の一つである。本講義では、ビジュア
ルコミュニケーションデザインの視点からグラ
フィックデザイン手法について学ぶ。特に表現
要素を中心とし、タイポグラフィー、色彩、バ
ランス、レイアウト、リズム、パターンなど、
グラフィカルな情報表現を体験することで、こ
れからのコンテンツ制作活動に応用できるよう
になる。

実務経験教員. 対面

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報メディア創成学
類

GC24401 コンテンツ概論 1 2.0 2 春BC 水3,4 7A106 西岡 貞一

書籍、映画、放送、広告などのために作られる
“情報の中身”はコンテンツと呼ばれている。
これまでのコンテンツは、プロが製作し一般の
人々が購読・視聴することが一般的であった。
しかし、インターネットやソーシャルメディア
の普及に伴い、誰もがコンテンツを制作しメッ
セージを伝えることが可能になりつつある。
 コンテンツはどのように作られ、どのように
視聴者に届けられているのだろうか。そして、
未来のコンテンツはどのように変わっていくの
だろうか。本授業では、実際にコンテンを制作
し、その体験を通じてコンテンツの概念や制作
手法を学ぶ。

対面(オンライン併用
型)

情報メディア創成学
類

GC24501
コンテンツ流通基盤概
論

1 2.0 2 秋C
火・木
3,4

7A105
永森 光晴,吉川
次郎

インターネット上ではさまざまなコンテンツが
提供され,それを流通させるためのいろいろな
システムやサービスが提供されている。本講義
では,インターネット上におけるコンテンツ流
通サービスやディジタルアーカイブについて概
観し,それを支えるメタデータなどの基盤的情
報技術、特にWebの視点からの技術に関して理
解することを目的とする。

GC14401と同一。情報
メディア創成学類の
2019年度以降の入学
者対象。
対面(オンライン併用
型)

情報メディア創成学
類

GC25301
コンピュータネット
ワーク

1 2.0 2 春AB 木5,6 3A202
佐藤 聡,木村 成
伴,津川 翔

データ通信における伝送と交換の基礎および
LAN,WAN,インターネットなどのコンピュータ
ネットワークを構築するための基礎となるアー
キテクチャについて解説する。

主専攻共通科目
BC12871, GB30101と
同一。
対面. オンライン(同
時双方向型)
情報メディア創成学
類の「情報通信概
論」(GC25101)の単位
を修得した者の履修
は認めない。2018年
度以前の入学の情報
科学類生の受講は認
めない。オンライン
（同時双方向）と対
面を同時に実施しま
す．学生がどちらか
を選択できる形にし
ます．大学の対策方
針により対面ができ
ない状況になった場
合にはオンライン
（同時双方向）のみ
で実施します．

情報メディア創成学
類

GC26101 人間計測の方法 1 1.0 2 秋AB 木4 7A106 森田 ひろみ

人間の知覚・認知特性を計測する際に用いられ
る様々な方法を紹介し,そのデータ取得,処理お
よび解釈の際に留意すべき人間計測特有の点に
ついて説明する。

対面 情報メディア創成学
類

GC26201 認知科学 1 2.0 2 春AB 月3,4 7A105
森田 ひろみ,平
木 剛史

人間の認知過程を探究する学際的領域としての
認知科学について、様々なアプローチからの研
究がなされていることを知り、人間の認知の
様々な側面を理解する。「人間的要因」は情報
メディアやコンテンツを考えていく上でも重要
な基礎となる。

対面(オンライン併用
型)

情報メディア創成学
類

GC27202
情報メディア特別演習
I

2 2.0 1 通年 応談
伏見 龍樹,三河
正彦

学生が興味や能力に応じて自主的に設定した演
習テーマについて,アドバイザ教員の指導のも
と,通年で演習を実施する。企画力,実行力,表
現力,プレゼンテーション能力を養うことを目
的とする。

情報メディア創成学
類の2019年度以降の
入学者対象。
対面(オンライン併用
型)

情報メディア創成学
類
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GC27302
情報メディア特別演習
II

2 2.0 2 通年 応談
伏見 龍樹,三河
正彦

学生が興味や能力に応じて自主的に設定した演
習テーマについて,アドバイザ教員の指導のも
と,通年で演習を実施する。企画力,実行力,表
現力,プレゼンテーション能力を養うことを目
的とする。

情報メディア創成学
類の2019年度以降の
入学者対象。「情報
メディア特別演習I」
(GC27202)を履修した
学生に限る。
対面(オンライン併用
型)

情報メディア創成学
類

GC27701
ACPC連携講座: ライ
ブ・コンテンツ論

1 2.0 2 - 4 春AB 水5,6
ユニオ
ン講義

室

吉川 次郎,森継
修一

世界的にニーズが高まる「ライブ・エンタテイ
ンメント」をコンテンツと捉え，テクノロジー
の観点も通して，産業としての最新動向や発展
の可能性を学ぶ．全国各地でライブを開催する
「プロモーター」で構成される，一般社団法人
コンサートプロモーターズ協会 (ACPC) との連
携講座として，公演の主催者やクリエイター，
メディア企業，ライブ演出家，舞台制作会社な
どから講師を招聘し，多様化・進化するライブ
の現在形を探る．

(受講制限あり)
実務経験教員. 対面
(オンライン併用型)

情報メディア創成学
類

GC27801 映像メディア概論 1 2.0 2 秋C
月・木
3,4

春日講
堂

寺地 美奈子

映像コンテンツのデジタル化が進み、その利活
用が盛んになるに従い、映像メディアに対する
知識と理解が強く求められるようになってい
る。平成期の30年間は、テレビからインター
ネットへとメディアの主役が転換し、コミュニ
ケーションの革命が生じた人類史上まれにみる
時代だった。一方向から双方向へというメディ
アの転換は、どのように起こったのか。それを
知ることは、テレビとインターネットそれぞれ
の特質を知ることであり、現代におけるコミュ
ニケーションのありかたを探ることでもある。
この講義では、かつてない劇的な変革の経緯を
たどり、広い意味での情報学としての観点から
映像メディアをとらえて、その特性を考察す
る。また、映像コンテンツの利活用にあたっ
て、必ず身につけておくべき映像リテラシーの
基本を教授する。

GE22301と同一。
対面
情報メディア創成学
類生はGC27801を、そ
れ以外の学生は
GE22301を履修するこ
と。
履修希望者が165名を
超える場合は初回に
受講調整
（知識情報・図書館
学類生と情報メディ
ア創成学類生、およ
び知識情報・図書館
学類への移行を希望
する総合学域群生優
先）

情報メディア創成学
類

専門科目(選択科目)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GC50501 通信ネットワーク 1 2.0 3・4 秋AB 水1,2
ユニオ
ン講義

室

木村 成伴,津川
翔

コンピュータネットワークを構築するための基
礎となるネットワークアーキテクチャについて
概説し,これを実現するためのデータ通信方式,
データ伝送制御方式,データ伝送制御手順など
について述べる。そして,これらの技術を使用
して構築されているLANについて説明する。

「情報通信概論」
(2018年度以前入学者
対象)、もしくは「コ
ンピュータネット
ワーク」(2019年度以
降入学者対象)を履修
していることが望ま
しい。
対面

情報メディア創成学
類

GC50701 インタラクティブCG 1 2.0 3・4 春AB 木5,6 7C202 蔡 東生

CG基礎でカバーできなかった,インターフェー
スとCGをつかったインタラクティブなグラ
フィックシステムについて学ぶ。画像処理、色
彩と視覚、階層的モデリング、再帰的レイト
レーシング、隠面消去、レイトレのアンチエイ
リアシング、分散レイトレ、パーティクル、ア
ニメーション原理について学ぶ。実習では、
Visual C++をつかいCGインターフェースの実装
を学ぶ

実習設備の都合によ
り、70名程度を受講
者数の上限とする。
履修希望者が上限を
越えた場合には、情
報メディア創成学類
の学生を優先する。
対面(オンライン併用
型)

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報メディア創成学
類

GC51101 音楽・音響情報処理 1 2.0 3・4 秋AB 金1,2 7C202 平賀 譲

マルチメディア情報の一環としての音楽・音響
情報の扱いについて,基礎的な知識・技能を身
につけることをねらいとする。解析・創作の両
面から,基礎的・理論的背景,基本的な処理技
術,応用システムや研究事例の紹介などを,実習
も交えて講義する。

対面 情報メディア創成学
類

GC51401 システム運用・管理 1 1.0 3・4 秋AB 火5 7A105 佐藤 聡

インターネット上において,ネットワーク装置
や,メールサーバ,Webサーバは必要不可欠な要
素である。これらの情報システムについてセ
キュリティを確保しつつ管理し,かつ安定的に
運用するために必要となる知識について習得す
る。

対面 情報メディア創成学
類

GC51701 実世界指向システム 1 2.0 3・4 秋AB 月3,4 7A105 三河 正彦

現在のコンピュータはグラフィカルユーザイン
タフェイス(GUI)が主流で,ユーザはディスプレ
イに向かって計算機やシステムの操作を行う。
一方,計算機もしくは知的システムを現実世界
に溶け込ませ,現実世界に対して何らかの作業
をさせようとするのが,実世界指向システムで
ある。本授業では,様々な実世界指向システム
を紹介するとともに,実世界指向システムを構
築するために必要な知識の習得を目指す。現実
世界を数学的に表現するための幾何学,現実世
界に対して働きかけるデバイスであるロボット
を制御するために必要なロボティクス(ロボッ
ト工学),画像や音等の情報から現実世界を知る
ためのセンシング技術について講義する.

実務経験教員. 対面 情報メディア創成学
類

GC51901 マークアップ言語 1 2.0 3・4 春AB 月1,2 7C202 永森 光晴

データ交換のための表現形式として様々な分野
で活用されているXML(Extensible Markup
Language)の基礎とXSLT(XML Stylesheet
Language Transformations)等の操作言語につ
いて取り上げる。また,理解を深めるために受
講者が自ら実験できるようなプログラム例やア
プリケーションソフトウェアの利用例も必要に
応じて紹介する。

GE71901と同一。
対面(オンライン併用
型)
受講人数は70人程度
を上限とする △

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可

情報メディア創成学
類

GC52001
データベースシステム
I

1 2.0 3・4 春BC 金1,2 7C202 若林 啓

リレーショナルデータベースやNoSQLを対象と
して,データモデル,物理的格納方式,問い合わ
せ処理,同時実行制御,障害回復などのデータ
ベースシステムの基本事項を講義する.また,ア
プリケーションごとに適切なデータベース管理
システムを選ぶための観点について議論し,理
解を深めるための演習を行う.

実習設備の都合によ
り、70名程度を受講
者数の上限とする。
履修希望者が上限を
越えた場合には、情
報メディア創成学類
の学生を優先する。
対面(オンライン併用
型)

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可

情報メディア創成学
類

GC52101
データベースシステム
II

1 2.0 3・4 秋AB 火1,2 7C202
陳 漢雄,森嶋 厚
行

情報検索,データマイニング,情報統合技術,多
様な情報のためのデータ管理・データベース技
術など,リレーショナルデータベース管理以外
のデータ工学技術について講義する。

実習設備の都合によ
り、70名程度を受講
者数の上限とする。
履修希望者が上限を
越えた場合には、情
報メディア創成学類
の学生を優先する。
対面(オンライン併用
型)

情報メディア創成学
類

9 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GC52301
先端技術とメディア表
現

1 1.0 3・4 春AB 金3 7A105
落合 陽一,伏見
龍樹

インターネットの普及により,メディアの多様
化が進んでいる.現代は,マスメディア優勢の時
代であった前世紀から,キュレーションメディ
ア,ソーシャルメディア,ヴァーチャルリアリ
ティ,インタラクティブアートなどコンピュー
タを駆使したメディアの時代に変化し,コンテ
ンツの受容形態と表現が変わりつつある.
本講では,メディア技術の発展史,コンテンツの
発展などについて学生自身によるサーヴェイと
教員による講義を織り交ぜながらコンテンツビ
ジネスやメディア研究に必要な先端技術,表現
についての開発手法を議論する.

(受講制限あり)
実務経験教員. 対面
(オンライン併用型)

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報メディア創成学
類

GC52401
コンテンツプロデュー
ス論

1 1.0 3・4 秋AB 火6 7A105 西岡 貞一

映画、ゲーム、広告、イベント等コンテンツを
創作し提供する行為をプロデュースと呼びま
す。プロデュースは企画・制作・公開の3つの
工程から構成されます。本授業では3工程の中
で、最も重要であると言われている“企画”に
ついて学びます。本授業では、その本質や方法
論を理解するめに皆さんにコンテンツの企画を
行っていただきます。企画対象としては、日常
生活でも利用が始まっているAR(拡張現実感)の
コンテンツを取り上げます。

対面(オンライン併用
型)

情報メディア創成学
類

GC52701 ソフトウェア構成 1 2.0 3・4 春AB 金3,4 7C202 中井 央

コンパイラの構成の仕方を通し、ソフトウェア
の構成方法について講義を行う。
また、実習室において実際にコンピュータを使
用してソフトウェアの構成についての実習も行
う。

実習設備の都合によ
り、70名程度を受講
者数の上限とする。
履修希望者が上限を
越えた場合には、情
報メディア創成学類
の学生を優先する。
対面

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報メディア創成学
類

GC52801 情報デザインII 1 1.0 3・4 春AB 月3

クリエ
イティ
ブメ

ディア
ラボ

金 尚泰

人とコンテンツとのインタラクションも踏まえ
た「グラフィックデザイン手法から考える情報
デザイン」をテーマとし、世の中のコンテンツ
がどのような技術,テクニックを使っているの
かといった表現上のポイント,内容,方法を議論
する。特に情報デザイン1で学習したデザイン
基礎を活用、自らコンテンツ制作を行い、これ
からの制作活動に応用できるようになる。

個別作業物に対する
議論を行うため、10
名程度を受講者数の
上限とする。
実務経験教員. 対面 △

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報メディア創成学
類

GC53303
ディジタルコンテンツ
表現実習

3 1.0 3・4 秋AB 木5,6

クリエ
イティ
ブメ

ディア
ラボ

落合 陽一,伏見
龍樹

広告やメーカーなどの現場において,インタラ
クティブメディアに関するプロトタイピング能
力についてのニーズが高まっている.この講義
では,ハードウェアやソフトウェアを用いたデ
ジタルコンテンツを学生が主体となって制作す
る.どういった問題を解決し,そのためにどのよ
うな技術を用い,最終的なアウトプットを作り,
それをプレゼンテーションするという一連の流
れの中でインタラクティブメディアのプロトタ
イプ作りを実習する.

(受講制限あり)
実務経験教員. 対面
(オンライン併用型)

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報メディア創成学
類

GC53401
ディジタルドキュメン
ト

1 2.0 3・4 秋AB 木3,4
ユニオ
ン講義

室
高久 雅生

ディジタルドキュメントは、ハイパーテキス
ト、ウェブを介した発信、多人数による共同編
集等の概念を含む、新しい情報メディアであ
る。本講義では、学術研究分野や電子出版、電
子書籍におけるディジタルドキュメントの作成
と管理、発信の実例を取り上げ、その機能がど
のように実現されるかを解説する。

GE70301と同一。
実務経験教員. 対面
情報メディア創成学
類生はGC53401を,そ
れ以外の学生は
GE70301を履修するこ
と

情報メディア創成学
類

GC53502
エンタテインメントコ
ンピューティング演習

2 2.0 3・4 通年 応談 星野 准一

映像・音響メディア技術,VR・デバイス技術,ロ
ボット技術,人工知能技術などを活用したエン
タテインメントシステムのデザインプロセスを
体験する。

受講人数は20人を上
限とする。
実務経験教員. 対面
(オンライン併用型)

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報メディア創成学
類

GC53601 視覚情報科学 1 2.0 3・4 春AB 火5,6 3A312 酒井 宏

ヒトの視覚系でどのような情報処理が行われて
いるのかを概説する。大脳生理学・心理物理
学・計算神経科学を一体として、視覚の原理を
理解することを目指す。網膜・初期視覚野か
ら、色覚・運動視・3次元知覚・物体認識・注
意など、視覚全般について講義する。

GB41711と同一。
実務経験教員. 対面

情報メディア創成学
類

GC53701 システム数理I 1 1.0 3・4 春A 木3,4 3A312
河辺 徹,合原 一
究,平田 祥人

情報メディア創成学や情報科学,工学の対象と
なる,動物や生物の行動を含む各種システムに
対し,
その数理的モデリング手法及び解析手法ならび
に制御手法について講義する.

GB22011と同一。
対面

情報メディア創成学
類

GC53801 システム数理II 1 1.0 3・4 春B 木3,4 3A312
久野 誉人,佐野
良夫

情報メディア創成学や情報科学,工学の対象と
なる各種システムの数理モデルに対し,システ
ムの設計・運用に必要な最適化手法について学
ぶ

GB22021と同一。
対面(オンライン併用
型)

情報メディア創成学
類

GC53901 知識・自然言語処理 1 1.0 3・4 春C 木4-6 3A402 山本 幹雄

人工知能・知識処理の代表的な応用例として自
然言語処理(日本語や英語などの人間の言葉の
理解/処理)を取り上げ,計算機内でのモデル化
および処理アルゴリズムについて講義する。

GB41611と同一。
実務経験教員. 対面
(オンライン併用型)

情報メディア創成学
類

GC54091 情報可視化 1 2.0 3・4 春AB 月5,6 三末 和男

膨大なデータや情報が溢れる現代において、コ
ンピュータによって情報を視覚的に提示する技
術(情報可視化技術)は、情報処理を目的とした
コンピュータと人間を有機的につなぐ重要な技
術である。この授業では、情報可視化に関する
基礎知識として、情報可視化の枠組、ヒトの視
覚に関する認知的な性質、データを表現するた
めの基本的な技術、様々なデータを対象とした
表現技術について学ぶ。

2020年度までに開設
された「情報可視
化」(GC54001)の単位
を修得した者の履修
は認めない。
GB22621と同一。
実務経験教員. オン
ライン(オンデマンド
型)

情報メディア創成学
類

GC54301 システム数理III 1 1.0 3・4 春C 月5,6 3A304
佐野 良夫,久野
誉人

離散最適化・組合せ最適化の分野における基本
的な数理モデル、最適化問題、およびアルゴリ
ズムについて講義する。

GB22031と同一。
対面(オンライン併用
型)

情報メディア創成学
類

GC54601 情報数学D 1 2.0 3・4 秋AB 月1,2 3A416 徳永 隆治

「線形代数A・B(またはI・II)」および「微分
積分A・B(または解析I・II)」において習得し
た知識を前提として、これに引き続く線形代数
の諸概念と手法が学べる。また、これらの知見
が、画像・信号・数値等に関する情報処理系の
構築において果たす役割について学ぶ。

GC52201と同一。
GB22501と同一。
対面

情報メディア創成学
類

GC54701 知覚心理学 1 1.0 3・4 秋AB 火3 7A105 森田 ひろみ

「環境から情報を取得し,そこから必要なメッ
セージを選択し,行動につなげる」という一連
の流れに関連する認知過程について,心理学的
現象に基づき解説するとともに,脳の情報処理
特性についても考察する。

2018年度までに開設
された「知覚心理
学」(GC54101)の単位
を修得した者の履修
は認めない。
対面

情報メディア創成学
類

GC54801 数式処理システム論 1 2.0 3・4 秋AB 木1,2 7A204 森継 修一

GC21501「情報数学B」で学んだ情報系数学の基
本アルゴリズムの知識を前提として、代数系の
計算を数式処理システム上で効率よく行うため
の各種アルゴリズムの解析とその応用について
論じる。

GE72901と同一。
対面

情報メディア創成学
類

10 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GC54904 アドバンストCG 4 2.0 3・4 秋AB 木3,4 7C202
金森 由博,藤澤
誠,遠藤 結城

研究分野や産業界で用いられている高度な CG
技術について、レンダリング、モデリング、ア
ニメーション、画像処理に関するプログラミン
グ課題を通じて実践的に学ぶ。具体的には、
シェーダプログラミング、大域照明、細分割曲
面、形状変形、キャラクターアニメーション、
流体シミュレーション、画像の編集加工技術な
どを含む。これらの内容を通じて、データの統
計処理、最小二乗法、偏微分方程式の数値解
法、大規模疎行列を含む線形方程式の導出およ
び求解などを体験する。プログラミング言語と
しては課題に応じて C++ または Python を用
いる。

GB41104と同一。
対面

△

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可
(ただしほとんど余裕はない)

情報メディア創成学
類

GC55201
Human Information
Interaction

1 2.0 3・4 秋AB 金3,4 7A210 上保 秀夫

Human Information Interaction investigates
the interaction between people and
information. In this course, students
deepen their understanding of elements
that shape human information interaction,
and apply the knowledge for designing
novel interaction models, systems, or
services.

GE62501, GE73101と
同一。
英語で授業。
G科目. 対面
情報メディア創成学
類生はGC55201を、知
識情報システム主専
攻生はGE73101を、そ
れ以外の学生は
GE62501を履修するこ
と。
GE60701「レファレン
スサイエンス」を修
得済みの者は履修不
可

情報メディア創成学
類

GC55301
Machine Learning and
Information
Retrieval

1 2.0 3・4 秋AB 火1,2 7A103 于 海涛

Machine learning is playing a fundamental
role in our daily life from the way we
check emails right down to the way we
search online. This course will introduce
a number of representative machine
learning methods, and show how to utilize
them to solve the ranking problem in the
field of information retrieval.

GE62401, GE72701と
同一。
英語で授業。
G科目. 対面(オンラ
イン併用型)
情報メディア創成学
類生はGC55301を、知
識情報システム主専
攻生はGE72701を、そ
れ以外の学生は
GE62401を履修するこ
と。

情報メディア創成学
類

GC55401
Human-computer
Interaction

1 2.0 3・4 秋C
月・木
3,4

7A205 金 宣経

This course introduces basic concepts in
the theory and practice of Human-Computer
Interaction (HCI). The course will help
students acquire knowledge about
fundamental principles, techniques, and
methods for designing, prototyping, and
evaluating user interfaces.

GE72601と同一。
英語で授業。
G科目. 対面(オンラ
イン併用型)
情報メディア創成学
類生はGC55401を、そ
れ以外の学生は
GE72601を履修するこ
と。

情報メディア創成学
類

GC59201
情報メディア創成特別
講義B

1 1.0 2 - 4 春BC 集中
萩野 泰士,寺澤
洋子

「クラウド時代のソフトウェア構築」:IBM
Cloud (Bluemix), Watson API を用いたソフト
ウェア構築に関する講義を行い,ハッカソン形
式のグループ実習を通じて,モバイルアプリ、
IoT、VRなどの実践的なシステム開発を学ぶ。

日程等詳細は掲示に
より周知する。履修
人数の上限40名。履
修申請者が多い場
合、情報メディア創
成学類3・4年次生を
優先する。
実務経験教員. 対面

情報メディア創成学
類

GC59501
情報メディア創成特別
講義E

1 1.0 1 - 4 通年 集中
開講する場合は掲示
により周知する。

情報メディア創成学
類

GC59702
情報メディア創成特別
講義G

2 1.0 2・3 秋ABC 随時 山田 博之

製品のプロトタイピングを重視した課題を設定
し、要件を満たす実働のプロトタイプを作成す
る。
プロトタイピングの機材利用のために創房を利
用する。

YBN1372と同一。
実務経験教員. 対面
(オンライン併用型)
情報・プロダクトデ
ザイン演習3-IIIから
科目名変更（2023年
度より）

△

本学出身者又は本学大学院在学中
の者に限る

情報メディア創成学
類

GC59802
情報メディア創成特別
講義H

2 1.0 2 - 4 秋C 集中
萩野 泰士,寺澤
洋子

 迅速なソフトウェア開発を支援するために，
ノーコード・ローコードといったソースコード
を書かずに開発ができるツール群が近年注目を
浴びている。 これによって，ソフトウェア開
発が省力化できることに加え，さまざまなバッ
クグラウンドを持つエンジニアの参画が可能に
なっており，今後もより広く普及していくと考
えられる。 本科目では，ソフトウェア開発に
今まで挑戦する機会が少なかった学生を対象と
して想定し，ノーコード・ローコードという
「とっつきやすい」枠組みを利用することで，
ソフトウェア開発の流れを体験・実践させ，ソ
フトウェア開発の全体像を掴んでもらうことを
目標とする。

実務経験教員. 対面 情報メディア創成学
類
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知識情報・図書館学類
専門基礎科目(必修)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GE10201 哲学 1 2.0 2 秋AB 火3,4 7A205 横山 幹子

西洋哲学の歴史を概観し、哲学史に関する基礎
的な知識を習得することを目指す。論理学の基
本的な考え方にも触れる。そして、それらを学
ぶことを通して、「考えること」の意味と重要
性について考える契機を与える。

対面

△

本学大学院に在籍する者又は本学
卒業(修了)者で教育職員免許状取
得目的の者に限る

知識情報・図書館学
類

GE10811 情報数学 1 2.0 1 春AB 木5,6 3A301 伊藤 寛祥

本授業では，情報学の基礎となる数学的概念に
ついて学ぶ．その中でも特に重要な概念である
集合,論理,写像,関係,グラフを取りあげ，その
基礎的な事項について講義する．また，講義内
容に対する理解を深めるため，演習も行う．

知識学類生および総
合学域群生（知識学
類への移行希望者）
優先。
定員を超過した場合
は履修調整をする場
合がある 。
GA15141と同一。
対面(オンライン併用
型)
GA15141「情報数学
A」は2019年度以降入
学者（2021年度以降
編入学者）対象。
GE10811「情報数学」
2018年度以前入学者
（2020年度以前編入
学者）対象。

△

本学大学院に在籍する者又は本学
卒業(修了)者で教育職員免許状取
得目的の者に限る

知識情報・図書館学
類

GE10911 統計 1 2.0 2 春AB 月1,2
春日講

堂
歳森 敦

数理統計学の基礎を講義する。内容は、統計の
意味、代表値、確率、母集団と標本、正規分
布、統計的推定、仮説検定の考え方などであ
る。

対面

△

本学大学院に在籍する者又は本学
卒業(修了)者で教育職員免許状取
得目的の者に限る

知識情報・図書館学
類

GE11012 知識情報演習I-1 2 2.0 2 春AB 火1,2
7C102,
7C103

武田 将季,阪口
哲男

メタデータ(図書館目録、ダブリンコアなど)の
作成と検索システムの構築に関する演習を行
う。

知識1,3クラス対象。
対面
履修希望者が実習室
定員を超える場合は
初回に受講調整。

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE11022 知識情報演習I-2 2 2.0 2 春AB 水1,2
7C102,
7C103

武田 将季,鈴木
伸崇

メタデータ(図書館目録、ダブリンコアなど)の
作成と検索システムの構築に関する演習を行
う。

知識2,4クラス対象。
対面
履修希望者が実習室
定員を超える場合は
初回に受講調整。

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE11112 知識情報演習II-1 2 2.0 2 春C秋A 火1,2
7A102,
7C102

原 淳之,芳鐘 冬
樹

情報や文献の探索に関する実践的演習を行うと
ともに、パスファインダーやサブジェクトゲー
トウェイなどを作成して探索方法を人に伝える
方法についても学ぶ。

知識1,3クラス対象。
対面(オンライン併用
型)
履修希望者が75名を
超える場合は初回に
受講調整。

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE11122 知識情報演習II-2 2 2.0 2 春C秋A 水1,2
7A102,
7C102

原 淳之,池内 淳

情報や文献の探索に関する実践的演習を行うと
ともに、パスファインダーやサブジェクトゲー
トウェイなどを作成して探索方法を人に伝える
方法についても学ぶ。

知識2,4クラス対象。
対面(オンライン併用
型)
履修希望者が75名を
超える場合は初回に
受講調整。

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE11212 知識情報演習III-1 2 2.0 2 秋BC 火1,2 7C102
小泉 公乃,上保
秀夫

前半は、分類法と索引法のツールおよび主題分
析の方法に関する演習を行う。後半は、情報検
索システムの処理過程を学習すると共に、情報
検索システムの構築に関する演習を行う。

知識1,3クラス対象。
対面(オンライン併用
型)
履修希望者が75名を
超える場合は初回に
受講調整。

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE11222 知識情報演習III-2 2 2.0 2 秋BC 水1,2 7C102 池内 淳,于 海涛

前半は、分類法と索引法のツールおよび主題分
析の方法に関する演習を行う。後半は、情報検
索システムの処理過程を学習すると共に、情報
検索システムの構築に関する演習を行う。

知識2,4クラス対象。
対面(オンライン併用
型)
履修希望者が75名を
超える場合は初回に
受講調整。

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

専門基礎科目(選択)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GE20401 量的調査法 1 2.0 2 秋AB 木3,4 7A205 叶 少瑜

質問紙調査の企画、標本抽出の方法、調査票の
設計、調査の実施、作表とグラフ化、クロス集
計と仮説検定など、質問紙調査と分析のための
知識を講義する。

対面 知識情報・図書館学
類

GE20601 情報探索論 1 2.0 2 春AB 木5,6 7A205 辻 慶太

情報探索のための情報の蓄積・更新、情報探索
の基本的な方法・理論および情報探索のプロセ
スについて、利用者の探索行動の特性および情
報要求と関連づけながら学ぶ。

対面

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE20701 質的調査法 1 2.0 2 春AB 木3,4 7A205 照山 絢子

この授業では、社会学・文化人類学における質
的調査の柱であるエスノグラフィー(参与観察
とインタビュー)に焦点を当てて、そのさまざ
まなアプローチを概観する。質的調査に基づい
て書かれた文献に多く触れることで理論の応用
方法を学ぶ。

対面 知識情報・図書館学
類

GE20801 情報行動論 1 2.0 2 秋C
火・金
5,6

7A205 松林 麻実子

情報の獲得と発信に関連する認知的、行動的、
社会的諸要素の理解と、情報獲得のための行動
様式等について学ぶ。

対面
履修希望者が90名を
超えた場合，初回授
業で受講調整（初回
授業に参加できない
事情がある者は事前
に授業担当者に連絡
すること）。

知識情報・図書館学
類

GE20901 知識発見基礎論 1 2.0 2 春C
月・木
5,6

ユニオ
ン講義

室
松原 正樹

本科目では創造性を伴う知識発見の認知過程に
ついて学ぶ。また問題発見や課題解決のための
様々な知識発見技法について実践的に学ぶ。

対面(オンライン併用
型)
履修希望者が80名を
超える場合は受講調
整を行う。

知識情報・図書館学
類

GE21001 知識資源組織化論 1 2.0 2 春AB 月3,4 7A205 高久 雅生

知識資源の効果的かつ効率的な利用を目的とし
て行われる、情報の分析、記述に基づく知識資
源の組織化に関する基本的な考え方を学ぶ。

対面

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE21101 データベース概説 1 2.0 2 春AB 木1,2 佐藤 哲司

データベース技術の基礎概念を学ぶ。具体的に
は、データベースの定義と種類、データモデリ
ングの考え方、リレーショナルモデルの基礎、
データベース管理システム(DBMS)の基本機能、
データベース設計と管理などを、体系的に講義
と演習を通じて学ぶ。

オンライン(オンデマ
ンド型)
ガイダンスの第1回は
オンライン（同時双
方向型）

知識情報・図書館学
類

GE21201
コンピュータシステム
とネットワーク

1 2.0 2 秋AB 月3,4 7A205 阪口 哲男

現代社会で欠かせないコンピュータシステムと
ネットワークについての基本構成と動作原理を
学ぶ。ハードウェア、ソフトウェアの各構成要
素、システム間のデータ送受の基本的な手順と
通信規約の役割を解説し、それらを総合した応
用等についても概説する。

対面

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE21301 自然言語解析基礎 1 2.0 2 秋AB 月1,2 7A205 関 洋平

人間の日常言語の内容を計算機で解析する自然
言語解析は、機械翻訳、Web 検索、対話システ
ム、質問応答、音声認識、仮名漢字変換などで
実用的な成果をあげている。本講義は、自然言
語処理の概要、形態素解析、言語モデル、構文
解析、意味解析など自然言語解析の基礎理論を
幅広く講義する。

対面(オンライン併用
型)

知識情報・図書館学
類
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科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GE21401 メディア社会学 1 2.0 2 春AB 火3,4
ユニオ
ン講義

室
後藤 嘉宏

メディア研究、知識情報学の基礎としての社会
学を学ぶ。哲学の一分野として出発した社会学
が、社会調査等で日常生活の具体像に向き合う
のはなぜか、その問題意識や方法を考察する。
具体的には、ウェーバー社会学の方法を学び、
人々の意識や行動を捉える社会調査が、どのよ
うに人々の意味世界に迫るか論じる。

GC20101と同一。
対面
情報メディア創成学
類生はGC20101を、そ
れ以外の学生は
GE21401を履修するこ
と。

△

本学大学院に在籍する者又は本学
卒業(修了)者で教育職員免許状取
得目的の者に限る

知識情報・図書館学
類

GE21701 生涯学習と図書館 1 2.0 2 春AB 月5,6 吉田 右子

生涯学習の意義、関連法と社会教育行政、生涯
学習施設の運営、他機関との連携、海外の生涯
学習の動向について概説する。図書館における
生涯学習の支援の在り方について、国内と海外
の事例を幅広く学ぶ。

オンライン(オンデマ
ンド型)

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE21812 テクスト解釈-1 2 2.0 2 秋AB 木5,6 7A208 白井 哲哉

主に江戸時代の古文書を対象に、テクストの音
読・翻刻・解釈の技術に関する基礎的なトレー
ニングを行い、紙媒体文字メディアの調査研究
の方法を理解する。

実務経験教員. 対面 知識情報・図書館学
類

GE21822 テクスト解釈-2 2 2.0 2 秋AB 木5,6 7A210 村田 光司

主として前近代ヨーロッパの文字テクスト（歴
史的事件や神話・伝承などに関する記録群）を
対象として、記録の内容や情報源、伝達といっ
た諸要素の基礎的な分析を行い、文字資料を多
面的に読解・調査するため必要な能力を養う。

対面(オンライン併用
型)

知識情報・図書館学
類

GE21832 テクスト解釈-3 2 2.0 2 秋AB 木5,6 7A205 綿抜 豊昭

テクストの解釈を通じて、言語および意味の視
点から、メディアの読解に関する基礎的なト
レーニングを行う。

対面 知識情報・図書館学
類

GE22101 経営・組織論 1 2.0 2 春AB 金5,6
ユニオ
ン講義

室
大庭 一郎

この講義では,図書館の経営や情報システムの
構築に必要な,経営概念,経営管理,意思決定,組
織,人間行動等についての基礎を概説する。経
営管理機能は,一般に人々が共通の目標を達成
するために協同で活動する場合に,常に存在す
る機能である。そこで,この講義では,経営管理
一般についての入門的解説に重点を置いて講義
を展開し,あわせて,経営管理論の視点から図書
館や情報システムのとらえ方について解説す
る。

対面 知識情報・図書館学
類

GE22301 映像メディア概論 1 2.0 2 秋C
月・木
3,4

春日講
堂

寺地 美奈子

映像コンテンツのデジタル化が進み、その利活
用が盛んになるに従い、映像メディアに対する
知識と理解が強く求められるようになってい
る。平成期の30年間は、テレビからインター
ネットへとメディアの主役が転換し、コミュニ
ケーションの革命が生じた人類史上まれにみる
時代だった。一方向から双方向へというメディ
アの転換は、どのように起こったのか。それを
知ることは、テレビとインターネットそれぞれ
の特質を知ることであり、現代におけるコミュ
ニケーションのありかたを探ることでもある。
この講義では、かつてない劇的な変革の経緯を
たどり、広い意味での情報学としての観点から
映像メディアをとらえて、その特性を考察す
る。また、映像コンテンツの利活用にあたっ
て、必ず身につけておくべき映像リテラシーの
基本を教授する。

GC27801と同一。
対面
情報メディア創成学
類生はGC27801を、そ
れ以外の学生は
GE22301を履修するこ
と。
履修希望者が165名を
超える場合は初回に
受講調整
（知識情報・図書館
学類生と情報メディ
ア創成学類生、およ
び知識情報・図書館
学類への移行を希望
する総合学域群生優
先）

知識情報・図書館学
類

GE22401 情報数学B 1 2.0 2 秋AB 月3,4 7A106 森継 修一

整数および多項式を題材とした代数学の基本を
講義する。特にコンピュータ上での実現を視野
におき、数式処理システムを利用した問題解法
や数式処理固有のアルゴリズムの解説も視野に
入れる。

GC21501と同一。
対面
情報メディア創成学
類生はGC21501を、そ
れ以外の学生は
GE22401を履修するこ
と。
ただし、2019年度ま
でに情報メディア創
成学類で開設された
情報数学II(GC21201)
の単位を修得した者
の履修は認めない。

△

本学大学院に在籍する者又は本学
卒業(修了)者で教育職員免許状取
得目的の者に限る

知識情報・図書館学
類

GE22501 システム思考 1 2.0 2 秋AB 木1,2 7A106 真榮城 哲也

システム思考は,対象物や現象を,複数の要因の
つながりとして捉え,要因間の相互作用を理解
することを目的とする.問題の見えている部分
を近視眼的・表層的に捉えるのではなく,全体
像を様々な要素のつながりとして理解し,問題
の本質を明らかにする.
対象物や現象が,複数の要素から構成され,全体
の性質が要素間の相互作用によって決定付けら
れると捉える視点の考え方や方法論,デザイン
について解説する.また,手法の習得のための演
習を行う.応用対象として自然界と社会の両者
を扱う.

対面 知識情報・図書館学
類

GE22601 ユーザ研究実験法 1 2.0 2 春AB 火5,6
ユニオ
ン講義

室
上保 秀夫

本科目では、情報行動をとる主体に着目する
ユーザ研究のうち、特に実験法について実践を
通して学ぶ。さらに、検索エンジンなどの情報
システム評価にユーザ 研究を取り入れる方法
について理解を深める。

対面 知識情報・図書館学
類

GE22701 アーカイブズ基礎 1 2.0 2 秋AB 火5,6
春日講

堂

白井 哲哉,バー
ルィシェフ エド
ワルド,村田 光
司

記録情報資源としてのアーカイブズ（記録、資
料）やその保存活用機関であるアーカイブズ
（施設）に関する基礎的な知識や考え方、また
デジタル時代におけるアーカイブズの現状や課
題を概説して、図書館情報学や博物館情報学と
の関連を踏まえたアーカイブズをめぐる学問領
域への理解を深める。

実務経験教員. 対面 知識情報・図書館学
類

専門科目(学類共通)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GE40201 学習指導と学校図書館 1 2.0 3 秋AB 火5,6
ユニオ
ン講義

室
小野 永貴

学校には必ず学校図書館があり、様々なメディ
アが提供されている。この学校図書館の機能と
メディアを駆使し、効果的な教科教育や探究学
習指導が行える人材になるべく、「読書・学
習・情報」の3観点から指導手法や学習支援の
理論を体得する。これを通し、発達段階に応じ
た児童・生徒の情報リテラシー育成の在り方に
ついて考究する。

実務経験教員. 対面
(オンライン併用型)
対面5回＋オンライン
5回で実施。オンライ
ンの回は原則的にリ
アルタイム型とする
が、録画映像も公開
する。対面の回も講
義を収録し、来校で
きなかった者に向け
て配信する予定。
（学生の事情を考慮
し部分的にオンデマ
ンド受講を認める場
合もある）

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE40301
学校図書館メディアの
構成

1 2.0 3 秋AB 金1,2 7A205 三波 千穂美

学校図書館メディアおよび専門職としての司書
教諭を理解し、学校図書館メディアを用いた学
校教育活動の支援に関する認識を深め、多様な
メディアを扱うことを可能とする、実際的な知
識と技術を学ぶ。

前半5回を対面授業、
後半5回をオンライン
授業で行う。
対面(オンライン併用
型)

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類
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科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GE40401 読書と豊かな人間性 1 2.0 3 春AB 金5,6 7A205 鈴木 佳苗

児童・生徒の読書の現状や読書の影響について
理解し、発達段階に即した読書教育の理念と方
法について学ぶ。

履修希望者が100名を
超える場合は、初回
に受講調整を行いま
す。初回の授業の時
間帯（金曜日5-6時
限）にオンラインの
授業を受講できない
場合は、5時限目開始
より前に必ず連絡し
てください(受講調整
を行う場合には、事
前に連絡がないと履
修できない可能性が
あります)。
対面(オンライン併用
型)

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE40501 情報メディアの活用 1 2.0 3 秋AB 火3,4 7A103 大澤 文人

活字メディア、視聴覚メディア、教育用ソフト
ウェア、ネットワーク上の情報資源等多様な情
報メディアの特性を踏まえて、それらを教育現
場で活用していく方法について学ぶ。

対面(オンライン併用
型)
履修希望者が100名を
超える場合は初回に
受講調整

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE50712 専門英語B-1 2 1.0 3 春AB 月4 7A103 芳鐘 冬樹

専門科目や卒業研究に必要な英語読解力を専門
書の講読等を通じて習得する。
図書館情報学分野の英語で書かれた学術雑誌の
論文を教材として用いる。学術論文は特有の構
成を持つ文章であるので,まずそれを踏まえた
理解の方法について解説する。
授業は,毎回,各自,指定された論文を読み,担当
者が内容を発表する輪読形式をとる。英語の文
章を漫然と読んで「頭の中で分かったつもりに
なるだけ」ということにならないよう,読んだ
内容を論理的に整理して「日本語でまとめる
(逐語訳である必要はない)」練習と,それを他
者に説明する練習を行う。
授業の理解度の確認のため,数回簡単な小テス
トを実施する。

対面(オンライン併用
型)
知識科学主専攻生対
象.

知識情報・図書館学
類

GE50722 専門英語B-2 2 1.0 3 春AB 月4 7A102 金 宣経

This course aims to make students familiar
with academic English. Students will learn
how to read and write research papers.
Also, students will practice making a
presentation and listening to others'
research presentations. This course is
designated for undergraduate students and
will be based on entire activities of
conducting research.

英語で授業。
対面(オンライン併用
型)
知識情報システム主
専攻生対象.

知識情報・図書館学
類

GE50732 専門英語B-3 2 1.0 3 春AB 月4 7A101
バールィシェフ
エドワルド

専門科目や卒業研究に必要な英語能力をミニ・
レクチャーの聴解、学術的なテキストの講読、
アカデミック・ライフ関連の会話や作文の練習
等を通じて習得する。

対面
情報資源経営主専攻
生対象.

知識情報・図書館学
類

GE50812 専門英語C-1 2 1.0 3 秋AB 月4 7A103 于 海涛

学術論文の読解と動画を視聴することで、英語
による読解力とプレゼンテーションスキルを習
得する方法を学ぶ。

対面(オンライン併用
型)
知識科学主専攻生対
象

知識情報・図書館学
類

GE50822 専門英語C-2 2 1.0 3 秋AB 月4 7A102
バールィシェフ
エドワルド

専門科目や卒業研究に必要な英語読解力や表現
力を学術的なテキストの講読や作文の練習等を
通じて習得する。

知識情報システム主
専攻生対象.
対面
期末試験は対面で実
施。

知識情報・図書館学
類

GE50832 専門英語C-3 2 1.0 3 秋AB 月3 小泉 公乃

この授業では、はじめに、専門科目や卒業研究
に必要な英文読解力を学術論文の精読を通じて
修得する。そのうえで、英語による発表・議論
の映像資料の聴解を通して、国際会議等でコ
ミュニケーションをするための基礎的な力を身
に付けることを目指す。学術論文の精読では、
主に図書館情報学分野を主題として扱う。英語
による発表・議論の映像資料は、分野を問わず
優良なものを扱う。

オンライン(オンデマ
ンド型)
情報資源経営主専攻
生対象.

知識情報・図書館学
類

専門科目(知識科学)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GE60501 知識論 1 2.0 3・4 春AB 火3,4 7A205 横山 幹子

知識の哲学の観点から、「知識」についての問
題を取り扱う。知識の哲学における「知識」の
とらえ方の歴史を踏まえた上で、「知識」につ
いての現代の多様な考え方の一部を紹介する。

対面 知識情報・図書館学
類

GE60601 知識形成論 1 2.0 3・4 秋AB 木5,6
ユニオ
ン講義

室
辻 慶太

社会における知識の形成に寄与し,またテキス
トの形で表現・形成された知識そのものと言え
る辞書的な言語資源,即ち百科事典,国語辞書,
専門用語辞書,シソーラス,オントロジー等につ
いて,その歴史や現状,意義や問題点,作成方法
などを学習する。

対面 知識情報・図書館学
類

GE60801 学術メディア論 1 2.0 3・4 春AB 金3,4
ユニオ
ン講義

室
松林 麻実子

学術コミュニティを対象として、情報の生産・
流通・利用に関する学術情報流通モデル、学術
情報メディア等を総合的に学ぶ。

対面 知識情報・図書館学
類

GE61101 図書館建築論 1 2.0 3・4 秋AB 水5,6 7A205 益子 一彦

図書館の役割と社会的使命を考察する。具体的
には、図書館建築のサービス内容や利用者の行
動に与える影響およびそれらを踏まえた計画手
法を学ぶことにより、公共サービスの担い手で
ある職員が自発的に場の形成に取り組めるよう
にする。

実務経験教員. 対面 知識情報・図書館学
類

GE61301 情報評価 1 2.0 3・4 春AB 火1,2 7A205 芳鐘 冬樹

情報の生産、流通、蓄積、提供、利用の諸側面
における情報評価の意義と方法論について、学
術情報を中心に学ぶ。また、計量情報学的モデ
ル・指標の基礎と、それらの情報評価への応用
の実際についても幅広く学ぶ。

対面 知識情報・図書館学
類

GE61701
サイエンスコミュニ
ケーション

1 1.0 3・4 春AB 月3 7A103 三波 千穂美

サイエンスコミュニケーションの背景、変遷、
現状を紹介する。同時に、「論理」、「質疑応
答」、「聞く力」、「議論」などに関する演習
を通じて、コミュニケーション能力の獲得を目
指す。

授業の前半5回を対面
授業、後半5回をオン
ライン授業で行う。
対面(オンライン併用
型)

知識情報・図書館学
類

GE61801
データ構造とアルゴリ
ズム

1 2.0 3・4 秋AB 木1,2
ユニオ
ン講義

室
伊藤 寛祥

高速な検索の基礎となるファイル構造と探索ア
ルゴリズムについて講義する．各種アルゴリズ
ムの計算量を数学的に解析し，それらの比較を
行うことを通して，高速アルゴリズムの設計手
法を議論する．

GE71801と同一。
対面(オンライン併用
型)
知識科学主専攻生は
GE61801を, それ以外
の学生はGE71801を履
修すること.

知識情報・図書館学
類

GE61901 情報検索システム 1 2.0 3・4 春AB 金1,2
ユニオ
ン講義

室
関 洋平

本講義では、文書データベースを対象にした情
報検索システムについて講義する。具体的に
は、情報検索の基本原理、システムの実装方
法、評価方法、設計と管理、応用事例について
の講義と実習を行う。

GE70501と同一。
対面(オンライン併用
型)
知識科学主専攻生は
GE61901を、それ以外
の学生はGE70501を履
修すること。

△

本学大学院に在籍する者又は本学
卒業(修了)者で教育職員免許状取
得目的の者に限る

知識情報・図書館学
類

14 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GE62001 生命情報学 1 2.0 3・4 春AB 木5,6 7A208 真榮城 哲也

生命が持つ情報の側面 (遺伝情報や脳活動,関
係性ネットワーク) について学ぶ。さらに,近
年の生物学の研究において,必須となっている
情報学の考え方や手法を,関連する生命現象と
ともに学ぶ。

対面 知識情報・図書館学
類

GE62101
知識コミュニケーショ
ン

1 2.0 3・4 秋AB 火5,6 7A205 照山 絢子

前半においてはコミュニケーション学の理論的
な基礎を概観し、後半は各論としてさまざまな
角度からコミュニケーションの多様な形態と実
践について考えていく。

対面 知識情報・図書館学
類

GE62201 メディア社会文化論 1 2.0 3・4 秋AB 木1,2 7A205 後藤 嘉宏

人間相互の結びつきを媒介するメディアが、
人々の結びつきのあり方と、人間の知覚、認
識、思考のあり方、さらには社会のあり方にど
のように関わり、メディアの展開が人間と社会
のあり方にどのような変容をもたらすかについ
て学ぶ。

対面 知識情報・図書館学
類

GE62301
ソーシャルメディア分
析

1 2.0 3・4 秋AB 水1,2 7A205 叶 少瑜
ソーシャルメディアの概念と現状,その使用に
よる影響・分析手法などについて論じる。

対面(オンライン併用
型)

知識情報・図書館学
類

GE62401
Machine Learning and
Information
Retrieval

1 2.0 3・4 秋AB 火1,2 7A103 于 海涛

Machine learning is playing a fundamental
role in our daily life from the way we
check emails right down to the way we
search online. This course will introduce
a number of representative machine
learning methods, and show how to utilize
them to solve the ranking problem in the
field of information retrieval.

GC55301, GE72701と
同一。
英語で授業。
G科目. 対面(オンラ
イン併用型)
情報メディア創成学
類生はGC55301を、知
識情報システム主専
攻生はGE72701を、そ
れ以外の学生は
GE62401を履修するこ
と。

知識情報・図書館学
類

GE62501
Human Information
Interaction

1 2.0 3・4 秋AB 金3,4 7A210 上保 秀夫

Human Information Interaction investigates
the interaction between people and
information. In this course, students
deepen their understanding of elements
that shape human information interaction,
and apply the knowledge for designing
novel interaction models, systems, or
services.

GC55201, GE73101と
同一。
英語で授業。
G科目. 対面
情報メディア創成学
類生はGC55201を、知
識情報システム主専
攻生はGE73101を、そ
れ以外の学生は
GE62501を履修するこ
と。
GE60701「レファレン
スサイエンス」を修
得済みの者は履修不
可

知識情報・図書館学
類

GE62601 身体知 1 2.0 3・4 春AB 月1,2
ユニオ
ン講義

室
松原 正樹

本授業では身体性に基づく人間の知について理
解し、人間の諸感覚を観察・分析する身体的実
践の方法について学ぶ。受講者各自が身体知の
探究に関する例題を持ち、実践的に身体につい
て観察・分析・議論を行う形式で授業を行う。

対面
履修希望者が28名を
超える場合は受講調
整を行う（知識科学
主専攻生優先）。

知識情報・図書館学
類

GE62701 メディア技術と文化 1 2.0 3・4 春AB 木1,2
ユニオ
ン講義

室
寺地 美奈子

われわれが普段接しているメディアの技術的側
面に着目し、技術と人間・社会との関わりとい
う文化的現象について学ぶ。各メディア媒体、
放送や通信サービス、インターネット上のサー
ビスがどのような背景から誕生し、私たちの生
活をいかに変容させ、社会にいかなる影響を与
えているのかを考察し、メディア技術と文化の
あり方を探る。

対面 知識情報・図書館学
類

専門科目(知識情報システム)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GE70201 情報サービスシステム 1 2.0 3・4 春AB 火3,4
7A105,
7C102

松村 敦

高度情報化社会の情報提供サービスの将来像に
関して、求められる情報サービスと技術を、オ
リジナル情報提供者、キャリア、利用者などそ
れぞれの立場から学ぶ。

対面(オンライン併用
型)

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE70301
ディジタルドキュメン
ト

1 2.0 3・4 秋AB 木3,4
ユニオ
ン講義

室
高久 雅生

ディジタルドキュメントは、ハイパーテキス
ト、ウェブを介した発信、多人数による共同編
集等の概念を含む、新しい情報メディアであ
る。本講義では、学術研究分野や電子出版、電
子書籍におけるディジタルドキュメントの作成
と管理、発信の実例を取り上げ、その機能がど
のように実現されるかを解説する。

GC53401と同一。
実務経験教員. 対面
情報メディア創成学
類生はGC53401を,そ
れ以外の学生は
GE70301を履修するこ
と

知識情報・図書館学
類

GE70401 ディジタルライブラリ 1 2.0 3・4 春AB 木3,4 7A105 宇陀 則彦

ディジタルライブラリの誕生から図書館サービ
スとして定着するまでの流れを説明し、学術情
報基盤を前提としたディジタルライブラリの機
能について考察する。また、ディジタルアーカ
イブやディジタルミュージアムとの違いについ
ても論じる。

対面 知識情報・図書館学
類

GE70501 情報検索システム 1 2.0 3・4 春AB 金1,2
ユニオ
ン講義

室
関 洋平

本講義では、文書データベースを対象にした情
報検索システムについて講義する。具体的に
は、情報検索の基本原理、システムの実装方
法、評価方法、設計と管理、応用事例について
の講義と実習を行う。

GE61901と同一。
対面(オンライン併用
型)
知識科学主専攻生は
GE61901を、それ以外
の学生はGE70501を履
修すること。

△

本学大学院に在籍する者又は本学
卒業(修了)者で教育職員免許状取
得目的の者に限る

知識情報・図書館学
類

GE70601 Webプログラミング 1 2.0 3・4 春AB 木1,2
7A205,
7C102

阪口 哲男

インターネットでは、Webの機構を用いて様々
な情報提供や取引、人や組織間のコミュニケー
ションが行われている。Web上で情報提供やコ
ミュニケーションの機能を実現するための、
サーバ側プログラミングの基本原理と実際、セ
キュリティ問題などを解説し、事例を紹介す
る。実習を含む。

対面

△

本学大学院に在籍する者又は本学
卒業(修了)者で教育職員免許状取
得目的の者に限る

知識情報・図書館学
類

GE70701
マルチメディアシステ
ム

1 2.0 3・4 秋AB 火1,2 7A205 大澤 文人

マルチメディア工学の基礎、ディジタル情報の
編集加工、マルチメディア表現などを講義と実
習を通じて学ぶ。また、技術面だけでなくマル
チメディアサービスと社会の関連についても学
ぶ。

対面(オンライン併用
型)
情報科免許希望者の2
年次生の受講を認め
ます。

△

本学大学院に在籍する者又は本学
卒業(修了)者で教育職員免許状取
得目的の者に限る

知識情報・図書館学
類

GE70801 データ表現と処理 1 2.0 3・4 春AB 金3,4 7A106 鈴木 伸崇

XMLなどの文書データの表現と処理について概
説する。具体的には、XMLデータとそのスキー
マ言語、電子書籍(EPUB)、XMLと関係モデルと
の関連,XPathによるXMLデータの検索・加工な
どについて説明する。

対面(オンライン併用
型)

△

本学大学院に在籍する者又は本学
卒業(修了)者で教育職員免許状取
得目的の者に限る

知識情報・図書館学
類

GE70901 データベース技術 1 2.0 3・4 秋AB 火5,6 7C103 森嶋 厚行

データベースシステムを実際に構築する際の諸
技術と必要知識について,リレーショナルデー
タベースを主な対象にして,APIをとおしたアプ
リケーションとの連携,スキーマ定義,インデッ
クスの利用と効果などを、演習を交えながら学
ぶ.

オンライン(対面併用
型)

知識情報・図書館学
類

GE71001
情報デザインとインタ
フェース

1 2.0 3・4 春AB 火5,6
7A102,
7C103

時井 真紀

実験結果はグラフや画像で可視化すると、デー
タに潜む情報が直感的に読み取れる。機器の操
作にはアイコンやメニューによるGUIがわかり
やすい。人とマシン間の情報の取得と提供をス
ムーズに行うための、データ可視化技術や直感
的なGUI作成法について、講義と実習を通じて
学ぶ。

情報科免許希望者は
本科目に替えて
GE71011を履修するこ
と
対面(オンライン併用
型)

知識情報・図書館学
類
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科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GE71101
ヒューマンインタ
フェース

1 2.0 3・4 春AB 木5,6 3A402 高橋 伸,古川 宏

ユーザの側に立ったヒューマンインタフェース
の考え方について説明する。身近な道具や日用
品におけるヒューマンインタフェース,ヒュー
マンインタフェースの原理,インタフェース設
計などについて学ぶ。GUIや視覚的インタ
フェース技術について学習し,これらの考え方
にもとづき簡単なインタフェース設計ができる
ようになることを目指す。

主専攻共通科目
BC12671, GB40301と
同一。
対面
基本は対面にて実施
する。

知識情報・図書館学
類

GE71801
データ構造とアルゴリ
ズム

1 2.0 3・4 秋AB 木1,2
ユニオ
ン講義

室
伊藤 寛祥

高速な検索の基礎となるファイル構造と探索ア
ルゴリズムについて講義する．各種アルゴリズ
ムの計算量を数学的に解析し，それらの比較を
行うことを通して，高速アルゴリズムの設計手
法を議論する．

GE61801と同一。
対面(オンライン併用
型)
知識科学主専攻生は
GE61801を, それ以外
の学生はGE71801を履
修すること.

知識情報・図書館学
類

GE71901 マークアップ言語 1 2.0 3・4 春AB 月1,2 7C202 永森 光晴

データ交換のための表現形式として様々な分野
で活用されているXML(Extensible Markup
Language)の基礎とXSLT(XML Stylesheet
Language Transformations)等の操作言語につ
いて取り上げる。また,理解を深めるために受
講者が自ら実験できるようなプログラム例やア
プリケーションソフトウェアの利用例も必要に
応じて紹介する。

GC51901と同一。
対面(オンライン併用
型)
受講人数は70人程度
を上限とする △

実習を伴って実施するため,実習
用設備の範囲内に限り受け入れ可

知識情報・図書館学
類

GE72101 経営情報システム論 1 2.0 3・4 秋AB 集中 7A205 岩丸 良明

企業や組織を効率的に運営するための情報シス
テムと電子政府のための情報システムについて
学ぶ。

GE80401と同一。
10/7,14,21,11/11
実務経験教員. 対面
知識情報システム主
専攻生はGE72101を、
それ以外の学生は
GE80401を履修するこ
と。初回は10/7
（土）9時集合。土曜
日開講（1日5時
限）。

知識情報・図書館学
類

GE72601
Human-computer
Interaction

1 2.0 3・4 秋C
月・木
3,4

7A205 金 宣経

This course introduces basic concepts in
the theory and practice of Human-Computer
Interaction (HCI). The course will help
students acquire knowledge about
fundamental principles, techniques, and
methods for designing, prototyping, and
evaluating user interfaces.

GC55401と同一。
英語で授業。
G科目. 対面(オンラ
イン併用型)
情報メディア創成学
類生はGC55401を、そ
れ以外の学生は
GE72601を履修するこ
と。

知識情報・図書館学
類

GE72701
Machine Learning and
Information
Retrieval

1 2.0 3・4 秋AB 火1,2 7A103 于 海涛

Machine learning is playing a fundamental
role in our daily life from the way we
check emails right down to the way we
search online. This course will introduce
a number of representative machine
learning methods, and show how to utilize
them to solve the ranking problem in the
field of information retrieval.

GC55301, GE62401と
同一。
英語で授業。
G科目. 対面(オンラ
イン併用型)
情報メディア創成学
類生はGC55301を、知
識情報システム主専
攻生はGE72701を、そ
れ以外の学生は
GE62401を履修するこ
と。

知識情報・図書館学
類

GE72801 知識資源の分類と索引 1 2.0 3・4 秋AB 木5,6 7A101 加藤 誠

本講義では,大量の知識資源の中から特定の主
題に関する知識資源を容易に発見できるように
するための方法として,分類および索引につい
て講述する.前半では,代表的な分類法の紹介と
共に,分類の基本的な事項について説明する.後
半では,統制語や自由語による索引法について
述べる.また,分類と索引の自動化についても触
れ,Web上の知識資源への応用についても紹介す
る.

対面(オンライン併用
型)

知識情報・図書館学
類

GE72901 数式処理システム論 1 2.0 3・4 秋AB 木1,2 7A204 森継 修一

GC21501「情報数学B」で学んだ情報系数学の基
本アルゴリズムの知識を前提として、代数系の
計算を数式処理システム上で効率よく行うため
の各種アルゴリズムの解析とその応用について
論じる。

GC54801と同一。
対面

知識情報・図書館学
類

GE73101
Human Information
Interaction

1 2.0 3・4 秋AB 金3,4 7A210 上保 秀夫

Human Information Interaction investigates
the interaction between people and
information. In this course, students
deepen their understanding of elements
that shape human information interaction,
and apply the knowledge for designing
novel interaction models, systems, or
services.

GC55201, GE62501と
同一。
英語で授業。
G科目. 対面
情報メディア創成学
類生はGC55201を、知
識情報システム主専
攻生はGE73101を、そ
れ以外の学生は
GE62501を履修するこ
と。
GE60701「レファレン
スサイエンス」を修
得済みの者は履修不
可

知識情報・図書館学
類

専門科目(情報資源経営)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GE80401 経営情報システム論 1 2.0 3・4 秋AB 集中 7A205 岩丸 良明

企業や組織を効率的に運営するための情報シス
テムと電子政府のための情報システムについて
学ぶ。

GE72101と同一。
10/7,14,21,11/11
実務経験教員. 対面
知識情報システム主
専攻生はGE72101を、
それ以外の学生は
GE80401を履修するこ
と。初回は10/7
（土）9時集合。土曜
日開講（1日5時
限）。

知識情報・図書館学
類

GE80501 情報サービス経営論 1 2.0 3・4 春AB 水1,2 7A205 池内 淳

図書館サービスの考え方と構造の理解を図り、
資料提供、情報提供、連携・協力、課題解決支
援、障碍者・高齢者・多文化サービス等の各種
のサービス、著作権、接遇・コミュニケーショ
ン等の基本を解説します。

対面
第1回～第3回は対
面、第4回以降はオン
ライン（オンデマン
ド型）。

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE80801 情報サービス構成論 1 2.0 3・4 秋AB 金3,4 7A105 大庭 一郎

レファレンスサービスは,図書館や情報サービ
ス機関等において,情報を求めている利用者に
対して,レファレンス担当者によって提供され
る人的援助である。現代の図書館では,各種の
レファレンス資料を活用しながら,多様なレ
ファレンスサービスを展開することが求められ
ている。この講義では,広義のレファレンス
サービスを対象として,レファレンスサービス
の目的,構成,方法,各種情報源の利用法,参考調
査図書館の組織と運営,等について総合的に解
説する。

実務経験教員. 対面

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE80901
コレクションとアクセ
ス

1 2.0 3・4 秋AB 月1,2
ユニオ
ン講義

室
原 淳之

図書館におけるコレクション形成の意義と方法
を、図書館資料の多様性とメディアとしての特
質、資料選択に関わる理念と方針、収集と選択
の方法、蓄積と保存と評価、出版制度と流通な
どの面から幅広く学ぶ。

対面

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE81101
メディア教育の実践と
評価

1 2.0 3・4 秋AB 木3,4 7A103 鈴木 佳苗

メディアリテラシーの育成を中心に、国内外の
メディア教育の現状と課題などについて概説す
る。

対面(オンライン併用
型)

知識情報・図書館学
類
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科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

GE81201 学校図書館論 1 2.0 3・4 春AB 木3,4
ユニオ
ン講義

室
小野 永貴

学校には必ず学校図書館が存在する。そして、
学校図書館の専門的職務を担うのが司書教諭で
ある。本科目は、司書教諭に関する導入科目と
して、学校図書館の世界を俯瞰的に理解し、理
念と現実の両面から学校図書館を捉える。 終
的には、学校図書館の活性化と効果的な教育実
践に向けた提言ができるよう、経営的視点の素
地を形成することを目標とする。

実務経験教員. 対面
(オンライン併用型)
対面5回＋オンライン
5回で実施。オンライ
ンの回は原則的にリ
アルタイム型とする
が、録画映像も公開
する。対面の回も講
義を収録し、来校で
きなかった者に向け
て配信する予定。
（学生の事情を考慮
し部分的にオンデマ
ンド受講を認める場
合もある）

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE81301 情報法 1 2.0 3・4 春AB 金3,4 7A205 髙良 幸哉

ネットワーク社会において新たに発生するよう
になった法的諸問題に接しながら、法律学の体
系に関する主要な概念や法理に基づいて習得
し、ネットワークにおいて現実に発生している
諸問題の現状と法的対応について講義する。

対面(オンライン併用
型)

△

本学大学院に在籍する者又は本学
卒業(修了)者で教育職員免許状取
得目的の者に限る

知識情報・図書館学
類

GE81401 知的財産権論A 1 2.0 3・4 秋AB 木5,6 7A103 村井 麻衣子

ネットワーク社会における著作権を中心に、特
許等の知的財産権全般について学ぶとともに、
図書館活動や各種の情報活動の観点から、知的
財産権が持つ意義について学ぶ。

対面(オンライン併用
型)
オンデマンドと同時
双方向併用

知識情報・図書館学
類

GE81901 図書館文化史論 1 2.0 3・4 秋AB 金1,2
ユニオ
ン講義

室
呑海 沙織

図書館の現在や未来を語る上で,図書館および
記録メディアの歴史についての理解は不可欠で
ある。本科目では,図書館とかかわりの深い記
録メディアの歴史を理解するとともに,海外お
よび日本の図書館の歴史的発展,またその文化
史的意義について学ぶ。

対面(オンライン併用
型)

知識情報・図書館学
類

GE82101 日本図書学 1 2.0 3・4 春AB 火3,4 7A106 綿抜 豊昭

我が国の古典籍の種類、形態、印刷・出版、蒐
集、保存、和書の目録法などについて学ぶ。ま
た、主要な古典籍所蔵館と古典資料の電子化の
現状と課題、その意義についても学ぶ。

対面 知識情報・図書館学
類

GE82601 パブリックガバナンス 1 2.0 3・4 秋AB 金5,6 7A205 小泉 公乃

パブリックガバナンス(共治)が、政治、政治哲
学、公共経営、経営管理、図書館情報学など幅
広い学問領域で議論されてきている。この中心
には、市民とコミュニティが位置付けられてお
り、知識・情報サービスを市民に提供する図書
館はパブリックガバナンスの基盤となる。ま
た、パブリックガバナンスの概念も情報技術の
影響を受け、イーガバナンスなどの電子的な領
域にまで拡張してきている。この授業では、パ
ブリックガバナンスにおける図書館の意義・役
割を学修する。

対面(オンライン併用
型)

△

本学(学群・大学院)卒業・修了者
又は本学の大学院在学者で司書・
司書教諭資格希望者に限る

知識情報・図書館学
類

GE82901 アーカイブズ資源 1 2.0 3・4 春AB 木5,6 7A106

村田 光司,白井
哲哉,バールィ
シェフ エドワル
ド

記録情報資源としてのアーカイブズの多様な媒
体・形態やその歴史的な展開を、古代メソポタ
ミアの粘土板から21世紀のボーン・デジタル記
録に至るまで、世界各地の事例を通して論じ
る。また記録媒体に応じた保存管理・修復技術
の特徴や、デジタル時代における記録保存の課
題を学ぶ。

実務経験教員. 対面 知識情報・図書館学
類

GE83001 アーカイブズ管理 1 2.0 3・4 秋AB 木1,2 7A208
バールィシェフ
エドワルド,白井
哲哉,村田 光司

現代の情報社会において、記録情報資源である
アーカイブズの保存利用施設として設置された
文書館の現状や、そこで働く専門的職員のアー
キビストが日常的に取り組んでいる現状を学
ぶ。また、アーカイブズの管理における理論と
実践の発展、デジタル時代におけるその課題を
学び、文書館、アーキビスト、アーカイブズ学
に対する理解を深める。

実務経験教員. 対面 知識情報・図書館学
類
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