
1年
前期 メディア学入門 映像創作入門音楽入門

視覚情報デザイン入門
1年
後期 先端メディア学Ⅰ 造形デザイン入門

2年
前期 メディア特別講義Ⅰ コンテンツプロデュース論メディア芸術の基礎 CG 制作の基礎

メディアコンテンツコース・カリキュラムツリー

2年
後期

3年
前期

3年
後期

先端メディア学Ⅱ

先端メディア
ゼミナールⅠ

先端メディア
ゼミナールⅡ

メディア特別講義Ⅱ

音楽産業入門

コンテンツコース 技術コース 社会コース

視聴覚情報処理の基礎

メディア情報処理の基礎

音楽創作論
ヒューマンコンピュータ
インタラクション論

インタラクティブ
アート論

ゲームデザイン論
ディジタル映像

表現論

プロダクトデザイン論
3次元コンピュータ
グラフィックス論サウンドデザイン論 ゲーム制作技術論

先端映像
創作論

情報可視化

ゲーム
プログラミング論

IoTデバイス論

コンテンツ
ディベロッピング論映像文化論

共通科目
総合・演習 メディア基礎 メディア専門 コース専門科目

実践メディア処理技術

コンテンツ
マーケティング論

（注1）2021年度は後期に開講されます

（注1）

メディア学部

https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M000101_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M100101_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M100301_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M100201_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M100501_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M200001_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M200301_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M200101_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M200201_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M201201_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M101301_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M100901_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M200601_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M201401_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M201701_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M201601_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M201301_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M201501_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M300401_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M301001_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M301901_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M300701_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M300601_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M302001_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M302201_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M302101_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M301801_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M301701_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M000600_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M202301_ja_JP.html


1年
前期 メディア学入門

1年
後期 先端メディア学Ⅰ

2年
前期

メディアのための物理

メディア技術コース・カリキュラムツリー

2年
後期

3年
前期

3年
後期

先端メディア学Ⅱ

先端メディア
ゼミナールⅠ

先端メディア
ゼミナールⅡ

コンテンツコース 技術コース 社会コース

視聴覚情報処理の基礎

メディア情報処理の基礎

3次元コンピュータ
グラフィックス論

情報システム設計論

共通科目
総合・演習 メディア基礎 メディア専門 コース専門科目

システム基盤技術の基礎言語コミュニケーション
分析入門

インターネットシステム
入門メディアのための数学

CG・ゲームのための数学

イメージメディア
処理論

音声音響
メディア処理論

データ処理と
人工知能

感性情報処理論
Web

プログラミング論

データベースと
情報検索技術

ソーシャル
コンピューティング論

情報可視化

ゲーム
プログラミング論

社会経済論

ディジタル映像
表現論

インタラクティブ
アート論

先端映像
創作論

ヒューマンコンピュータ
インタラクション論

IoT デバイス論

実践メディア処理技術
プログラミング入門

CG数理の基礎

ゲーム制作技術論

メディア特別講義Ⅰ

メディア特別講義Ⅱ

（注1）2021年度は後期に開講されます

（注1）

メディア学部

https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M000101_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M200701_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M100901_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M200601_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M301001_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M302401_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M101001_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M100701_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M100601_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M101801_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M201001_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M201901_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M202001_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M202501_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M300901_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M300801_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M301201_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M302301_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M302001_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M302201_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M301401_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M201501_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M201601_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M300601_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M201701_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M302101_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M000600_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M101701_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M202601_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M300701_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M200001_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M201201_ja_JP.html


1年
前期 メディア学入門

1年
後期 先端メディア学Ⅰ

2年
前期

2年
後期

3年
前期

3年
後期

先端メディア学Ⅱ

先端メディア
ゼミナールⅠ

先端メディア
ゼミナールⅡ

ソーシャルコミュニケーション入門

コンテンツコース 技術コース 社会コース

ニュースメディア論
コンテンツ

マーケティング論

共通科目
総合・演習 メディア基礎 メディア専門 コース専門科目

ソーシャル
デザイン論

メディア社会コース・カリキュラムツリー

メディア文化と社会

音楽産業入門 広告クリエイティブ入門ソーシャルリサーチ

教育メディア論 インターネット
コミュニティ論

デジタル
ジャーナリズム入門

グローバルメディア論情報メディア法

ソーシャル
インタラクション

社会経済論
デジタル

マーケティング論
ソーシャルコンテンツ

デザイン論

調査報道論 サービスデザイン

社会経済
シミュレーション論

実践メディア処理技術

広告・広報入門

経営数理

統計データ分析

ソーシャル
コンピューティング論

コンテンツ
ディベロッピング論

メディア特別講義Ⅰ

メディア特別講義Ⅱ

（注1）2021年度は後期に開講されます
（注2）2021年度は前期に開講されます

（注1）

（注2）

（注2）

メディア学部

https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M000101_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M101201_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M202101_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M202301_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M300301_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M101101_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M101301_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M102001_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M102101_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M200901_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M200801_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M200501_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M202201_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M202401_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M301501_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M301401_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M301301_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M300501_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M302501_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M302601_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M302701_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M000600_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M101901_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M200401_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M202701_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M302301_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M301801_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M200001_ja_JP.html
https://kyo-web.teu.ac.jp/syllabus/2021/MS_M201201_ja_JP.html
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