
平成２９年度　図書館情報ﾒﾃﾞｨｱ研究科　博士前期課程授業時間割表
Course Schedule of Graduate School of Library, Information and Media Studies

月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI

*春C Spring_C

 秋学期Autumn_AB module 　　　1限　8:40～9:55，　2限　10:10～11:25，　3限　12:15～13:30，　4限　13:45～15:00，　5限　15:15～16:30，　6限　16:45～18:00，　7限　18:20～19:35，8限　19:45～21:00

月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI

［情］01MB221 映像メディア特論/辻(泰)/7A210
［図］01MB303 デジタルライブラリ/宇陀, 辻
(慶)/7A203
［EP］01MB451 Practical Seminar A/LO/7A206

6

3
［図］［EP］01MB315 Academic Libraries and
Information Infrastructure/Itsumura/7A206
［情］［EP］01MB210 認知科学特論/平賀,森田
/7A207

［情］01MB219 アルゴリズム特論/森継/7A204
［図］01MB302 デジタルドキュメント/松村, 高久
/7A206,7C102

［情］01MB207 コンテンツ制作論/西岡, 落合
/7A203
［図］01MB309 公共図書館/池内, 小泉/7A208

[情]01MB212 情報デザイン/金/ｸﾘﾗﾎﾞ
[図]［EP］01MB314 教育政策と情報専門職/溝
上/7A202

4

5

［情］01MB220 データサイエンス概論/長谷川,
時井/7A206

［ｺﾓﾝ］01MB110 テクニカルコミュニケーション/
三波/7A204
［ｺﾓﾝ］［EP］01MB103 Legal Study on Internet
Issues/Ishii/7A206

［情］01MB215 先端情報技術/非常勤講師
/7A206

［ｺﾓﾝ］01MB153 情報メディア演習C-1/中井
/7A206
［ｺﾓﾝ］01MB154 情報メディア演習C-2/松本
(浩)/7A207
［ｺﾓﾝ］01MB155 情報メディア演習C-3/関
/7A203

[ｺﾓﾝ][EP]01MB109 Requirements Analysis and
Project Management/Tezuka/7C103

2

5

［ｺﾓﾝ］01MB102 システム思考/眞榮城, 横山
/7A203
［EP］01MB452 Practical Seminar B/Hiraga,
Inoue/7A202
［ｺﾓﾝ］01MB151 情報メディア演習B-1*/三河,
他/7A206,7C102
［ｺﾓﾝ］01MB152 情報メディア演習B-2*/三河,
他/7A207,7C102

［ｺﾓﾝ］［EP］01MB111 Communication and
Culture/Teruyama,Ye/7A202

［情］01MB251 情報メディア演習A(情報学)/佐
藤, 森継, 他/7A203
［図］01MB317 資料と文化/綿抜, 松本
(浩)/7A202
［ｺﾓﾝ］01MB151 情報メディア演習B-1*/三河
/7A206,7C102
［ｺﾓﾝ］01MB152 情報メディア演習B-2*/三河
/7A207,7C102

［情］［EP］01MB202 自然言語処理/関,若林
/7A203
［図］［EP］01MB304 Digital
Archiving/Sakaguchi,Mizushima,Baryshev/7A210

6

1
［情］01MB201 問題記述と形式化/鈴木(伸), 中
井/7A206,7C103
［図］01MB313 学校図書館経営/平久江/7A204
［EP］01MB401 Research Methods in
Informatics/Maeshiro,Ochiai,Yu/7A210

［情］01MB205 セマンティックウェブ/永森
/7A207
［図］［EP］01MB307 メタデータ/杉本/7A203

［ｺﾓﾝ］01MB101 知識と情報の世界/緑川, 横山
/7A207
［EP］01MB402 Introduction to Library and
Information Science/LO/7A206

[情][EP]01MB208 音声・音響メディア処理/寺澤
/7A203
［図］［EP］01MB306 Organization of Information
and Resources/Mizushima/7A202

［ｺﾓﾝ］01MB104 知的財産の管理と利用/村井
/7A102

4

 春学期Spring_AB module 　　　1限　8:40～9:55，　2限　10:10～11:25，　3限　12:15～13:30，　4限　13:45～15:00，　5限　15:15～16:30，　6限　16:45～18:00，　7限　18:20～19:35，8限　19:45～21:00

1
［情］01MB211 ヒューマンコンピュータ・インタラ
クション/井上 ,三河/7A203

［図］01MB305 ドキュメント管理/白井, 石井,
バールィシェフ/7A207

［ｺﾓﾝ］01MB107 情報行動論/松林/7A202 ［ｺﾓﾝ][EP]01MB105 図書館とメディアの歴史/
呑海,後藤/7A202
［ｺﾓﾝ］［EP］01MB106 Information Seeking and
Retrieval/Joho,Yu/7A204

［情］01MB203 データ工学特論/森嶋, 佐藤
/7A203

2

3
［図］［EP］01MB310 Library and Information
Services in Culturally Diverse Communities
/Yoshida/7A202
［図］［EP］01MB311 図書館経営論/大庭/7A204

［情］01MB206 インフォメトリクス/芳鐘/7A207
［図］01MB301 テキスト解析/中山, 眞榮城
/7A202

［情］01MB209 画像・映像メディア処理/松本紳,
藤澤/7A203
［図］01MB351 情報メディア演習A(図書館情報
学)/歳森/7A202



平成２９年度　図書館情報ﾒﾃﾞｨｱ研究科　博士前期課程授業時間割表
Course Schedule of Graduate School of Library, Information and Media Studies

 応談/By Appointment

［情］ 01MB253 情報メディア特別演習(情報学)a/春ABC/指導教員/研究室

［情］ 01MB254 情報メディア特別演習(情報学)b/秋ABC/指導教員/研究室

［図］ 01MB353 情報メディア特別演習(図書館情報学)a/春ABC/指導教員/研究室

［図］ 01MB354 情報メディア特別演習(図書館情報学)b/秋ABC/指導教員/研究室

［EP］ 01MB455 Synthetic Seminar on MSc Research a/SpringABC/Academic adviser for master theses of the English LIS Program

［EP］ 01MB456 Synthetic Seminar on MSc Research b/FallABC/Academic adviser for master theses of the English LIS Program

　

 集  中 Intensive Courses

［情］ 01MB214 情報技術とビジネス/春C/木暮, 湯川/7A202/日程：未定

［情］ 01MB216 メディア技術特論/春C/小川, 宗村/日程：未定

●凡例

［ｺﾓﾝ］： 情報学および図書館情報学修士ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ共通開設科目, ［情］： 情報学修士プログラム, ［図］： 図書館情報学修士プログラム,
［EP］： LIS (Library Information Science) English Program/図書館情報学英語プログラム

※英語で記載されている科目は、授業を英語で行う。


