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図書館情報メディア専攻（博士前期課程）時間割　(2022年度）
春学期 2022年3月15日

月 火 水 木 金

[偶]インターネットと法
/[奇]Legal Study on Internet
Issues
[偶]知的財産の管理と利用
/[奇]Management and
Utilization of the Intellectual
Property
　（阪口，髙良，村井）

[偶]テクニカルコミュニケーション
/[奇]Technical Communication
[偶]公共図書館/[奇]Public
Libraries
（吉田，三波）

情報メディア演
習B
（森田，李〔芸
術〕， 大庭，関，
村井）

[偶]データサイエンス概論/
[奇]Foundation of Data Science
（若林，于，長谷川）

[偶]Knowledge and
Information/[奇]知識と情報の
世界
[偶]System Thinking/[奇]シス
テム思考
（横山，松原，芳鐘）

情報メディア演
習B
　（森田，李〔芸
術〕， 大庭，関，
村井）

[偶]Speech and Audio
Processing/[奇]音声・音響メ
ディア処理
（真榮城，寺澤）

[偶]インフォメトリクス
/[奇]Informetrics
[偶]アルゴリズム特論
/[奇]Lectures on Algorithms
（森継，伊藤，芳鐘）

[偶]Management of
Libraries/[奇]図書館経営論
（池内，大庭，小泉）

[偶]情報探索と検索
/[奇]Information Seeking and
Retrieval
偶]情報行動論/[奇]Theories of
information Behavior
（上保，于，松林）

情報メディア演
習C
（森継，落合，辻
（泰），中井，綿
抜）

[偶]Selected Topics in Cognitive
Science/[奇]認知科学特論
（森田，李〔芸術〕，平木）

[偶]Semantic Web/[奇]セマン
ティックウェブ
[偶]Metadata/[奇]メタデータ
（高久，加藤，永森）

情報メディア演
習C
（森継，落合，辻
（泰），中井，綿
抜）

[偶]図書館とメディアの歴史
/[奇]History of Libraries and
Communication Media
[偶]資料と文化
/[奇]Bibliography and Culture
（呑海，溝上，村田，綿抜）

[偶]Communication and
Culture/[奇]コミュニケーションと
文化（歳森，叶）

秋学期

月 火 水 木 金

[偶]要求分析とプロジェクト管理
/[奇]Requirements Analysis
and Project Management
[偶]問題記述と形式化
/[奇]Problem Description and
Formalization
（鈴木（伸），中井）

[偶]画像・映像メディア処理
/[奇]Digital Image and Video
Information Processing
[偶]デジタルアーカイビング
/[奇]Digital Archiving
（時井，藤澤）

[偶]Media Education/[奇]メディア
教育
[偶]Management of School
Libraries and Media Centers/[奇]
学校図書館経営
　（鈴木（佳），小野，辻（慶））

[偶]Digital Documents/[奇]デジ
タルドキュメント
[偶]Digital Libraries/[奇]デジタ
ルライブラリ
（宇陀，和氣〔人社〕）

[偶]Advanced Topics in Data
Engineering/[奇]データ工学特
論
（辻（慶），松村）

[偶]Higher Education and
Information Professionals/[奇]
教育政策と情報専門職
[偶]Academic Libraries and
Information Infrastructure/[奇]
学術情報基盤論
（逸村，松林）

情報メディア演
習A (情報学)
情報メディア演
習A (図書館情
報学)
（後藤，鈴木
（佳）, 時井，長谷
川，叶）

[偶]Human Computer
Interaction/[奇]ヒューマンコン
ピュータインタラクション
[偶]Development of Learning
Environment/[奇]学習環境の構
築
（井上，三河）

情報メディア演
習A (情報学)
情報メディア演
習A (図書館情
報学)
（後藤，鈴木
（佳）, 時井，長谷
川，叶）

[偶]文化的多様性と図書館情
報サービス/[奇]Library and
Information Services in
Culturally Diverse Communities
（後藤，照山）

[偶]ドキュメント管理
/[奇]Government Archives and
Records Management
[偶]古文献・書誌論
/[奇]Classical Documents and
Bibliography
（白井，江前〔生命〕，バールィ
シェフ）

[偶]コンテンツ制作論
/[奇]Content Design and
Production
[偶]情報デザイン
/[奇]Information Design
（金(尚)，落合）

[偶]映像メディア特論
/[奇]Advanced Topics in Video
Media
[偶]情報メディア組織化
/[奇]Organization of Information
and Resources
（辻（泰），白石〔非〕，宮本〔非〕，
〔新任〕）

[偶]Natural Language
Processing/[奇]自然言語処理
[偶]Text Analysis/[奇]テキスト
解析
（佐藤，関，森嶋）

注：

1. 情報メディア特別演

習およびグローバル研

究演習の開講曜時限

は応談

2. 日本語・英語で隔年

開講する科目は，科目

名を日本語・英語併記。

日本語のみで開講する

科目は日本語表記，英

語のみで開講する科目

は英語表記

* [偶][奇]いずれの記

載もない科目について

は，科目名が表記され

ている言語で，偶数年

／奇数年の別なく開講。
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