
メディア情報専攻　カリキュラムツリー

人間・社会・言語に関する知識を深め、そ
れらの知識（の関連づけ）と論理的な思考
によって、日常のざまざまな現象を明らか
にする力を養う。
言語およびコミュニケーション活動に関心
を持ち、正確な言語理解と適切な表現の
できる国際人を目指す。
多様な領域の講義を通して、よき市民とし
ての広い視野と素養を身につける。

社会的・職業的に自立した学生を育成する。

・ 各専門分野を学ぶために必要な自然科
学の知識を習得し、科学的な思考を身
に付ける。

・ 情報科学分野に共通する基礎力と社会
人として必要な人間的能力を養う。

ICTの基礎及び専門知識を習得し、柔軟な
応用能力を有する人材を育成する。（ICT
基礎，コンピュータシステム専攻共通科目）

種々のメディアを用いたコンテンツの開発
手法についての知識と技能を修得する。

（１）メディア系エンジニアのための専門的
な知識・技能を修得する。

（２）クリエイターのための専門的な知識・技
能を修得する。

（３）コミュニケーションやインタフェースに
関する専門技術・知識を修得する。

（４）メディアビジネス・文化に関する専門技
術・知識を修得する。

（５）メディア応用に関する専門的な知識・技
能を修得する。

（６）高度なメディア・コンテンツの制作およ
び研究・開発を通して知識と技能を実
践的に修得する。

必修科目 選択科目 連携・関連科目
連結・前提科目

学習到達目標

人間性を培う幅広い知識と素養の育成

人間性の教育・専門性の教育の統合
（キャリア教育）

基礎学力・知識の修得

専門基礎の修得

専門技術・知識の修得

英語Ａ：
基礎・科学英語Ⅰ

英会話Ａ 英会話Ｂ

英語Ｂ：
基礎・科学英語Ⅱ

英語Ｃ：
TOEIC・視聴覚英語Ⅰ

英語Ｄ：
TOEIC・視聴覚英語Ⅱ

英語Ｅ：
現代比較文化英語Ⅰ

英語Ｆ：
現代比較文化英語Ⅱ

情報社会及び情報倫理

キャリアデザインⅠ キャリア意識形成

基礎数学及び演習

コンピュータ概論

プログラミング及び演習Ⅰ プログラミング及び演習Ⅱ 画像処理及び演習 CGプログラミング及び
演習

アルゴリズムとデータ構造

Webプログラミング
及び演習

ディジタル映像処理
及び演習

データベース

応用プログラミング
及び演習

ゲームプログラミング

情報システム概論

コンピュータネットワーク モバイルネットワーク 情報セキュリティ ネットワーク及び演習

人工知能 オペレーティングシステム

線形代数Ⅰ

微分積分Ⅰ

セミナー 卒業研究・卒業制作

ユーザビリティ

特別講義Ⅰ

特別講義Ⅱ

CAD及び演習Ⅰ CAD及び演習Ⅱ

Webデザイン及び演習

カラーデザイン

デッサンとモデリング

コンピュータリテラシ 映像制作概論 映像制作及び演習

CGコンテンツ基礎Ⅰ CGコンテンツ基礎Ⅱ CGコンテンツ応用マルチメディア情報処理
及び演習Ⅰ

マルチメディア情報処理
及び演習Ⅱ

サウンドメディア論

確率統計

物理学（力学）

メディア産業論

コミュニケーション論 ユーザインタフェース

メディア文化論 ベンチャービジネス論

日本語リテラシ 経済基礎知識

インターネットビジネス論

メディア英語 経営学概論

情報と職業

キャリアデザインⅡ

知的財産権

英語ワークショップＡ：プレゼンテーション／英語ワークショップＢ：リーディング／英語ワークショップＣ：TOEIC演習／英語ワークショップＤ：海外留学英語

人間性の探究／こころの科学／人間の行動／科学技術と自然と人間／表現文化／現代社会の探究／現代の経済／現代社会と法／日本国憲法／健康の科学／環境と地域共創／創造と倫理／特別講義

ものづくり文化／ものづくり文化実習

中国語ⅠＡ 中国語ⅠＢ 中国語ⅡＡ 中国語ⅡＢ

フランス語ⅠＡ フランス語ⅠＢ フランス語ⅡＡ フランス語ⅡＢ

ドイツ語ⅠＡ ドイツ語ⅠＢ ドイツ語ⅡＡ ドイツ語ⅡＢ

インターンシップ

健康・スポーツ
科学実習Ⅰ

健康・スポーツ
科学実習Ⅱ
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人間・社会・言語に関する知識を深め、そ
れらの知識（の関連づけ）と論理的な思考
によって、日常のざまざまな現象を明らか
にする力を養う。
言語およびコミュニケーション活動に関心
を持ち、正確な言語理解と適切な表現の
できる国際人を目指す。
多様な領域の講義を通して、よき市民とし
ての広い視野と素養を身につける。

社会的・職業的に自立した学生を育成する。

・ 各専門分野を学ぶために必要な自然科
学の知識を習得し、科学的な思考を身
に付ける。

・ 情報科学分野に共通する基礎力と社会
人として必要な人間的能力を養う。

ICTの基礎及び専門知識を習得し、柔軟な
応用能力を有する人材を育成する。（ICT
基礎，コンピュータシステム専攻共通科目）

種々のメディアを用いたコンテンツの開発
手法についての知識と技能を修得する。

（１）メディア系エンジニアのための専門的
な知識・技能を修得する。

（２）クリエイターのための専門的な知識・技
能を修得する。

（３）コミュニケーションやインタフェースに
関する専門技術・知識を修得する。

（４）メディアビジネス・文化に関する専門技
術・知識を修得する。

（５）メディア応用に関する専門的な知識・技
能を修得する。

（６）高度なメディア・コンテンツの制作およ
び研究・開発を通して知識と技能を実
践的に修得する。

必修科目 選択科目 連携・関連科目
連結・前提科目

学習到達目標

人間性を培う幅広い知識と素養の育成

人間性の教育・専門性の教育の統合
（キャリア教育）

基礎学力・知識の修得

専門基礎の修得

専門技術・知識の修得

英語Ａ：
基礎・科学英語Ⅰ

英会話Ａ 英会話Ｂ

英語Ｂ：
基礎・科学英語Ⅱ

英語Ｃ：
TOEIC・視聴覚英語Ⅰ

英語Ｄ：
TOEIC・視聴覚英語Ⅱ

英語Ｅ：
現代比較文化英語Ⅰ

英語Ｆ：
現代比較文化英語Ⅱ

情報社会及び情報倫理

キャリアデザインⅠ キャリア意識形成

基礎数学及び演習

コンピュータ概論

プログラミング及び演習Ⅰ プログラミング及び演習Ⅱ 画像処理及び演習 CGプログラミング及び
演習

アルゴリズムとデータ構造

Webプログラミング
及び演習

ディジタル映像処理
及び演習

データベース

応用プログラミング
及び演習

ゲームプログラミング

情報システム概論

コンピュータネットワーク モバイルネットワーク 情報セキュリティ ネットワーク及び演習

人工知能 オペレーティングシステム

線形代数Ⅰ

微分積分Ⅰ

セミナー 卒業研究・卒業制作

ユーザビリティ

特別講義Ⅰ

特別講義Ⅱ

CAD及び演習Ⅰ CAD及び演習Ⅱ

Webデザイン及び演習

カラーデザイン

デッサンとモデリング

コンピュータリテラシ 映像制作概論 映像制作及び演習

CGコンテンツ基礎Ⅰ CGコンテンツ基礎Ⅱ CGコンテンツ応用マルチメディア情報処理
及び演習Ⅰ

マルチメディア情報処理
及び演習Ⅱ

サウンドメディア論

確率統計

物理学（力学）

メディア産業論

コミュニケーション論 ユーザインタフェース

メディア文化論 ベンチャービジネス論

日本語リテラシ 経済基礎知識

インターネットビジネス論

メディア英語 経営学概論

情報と職業

キャリアデザインⅡ

知的財産権

英語ワークショップＡ：プレゼンテーション／英語ワークショップＢ：リーディング／英語ワークショップＣ：TOEIC演習／英語ワークショップＤ：海外留学英語

人間性の探究／こころの科学／人間の行動／科学技術と自然と人間／表現文化／現代社会の探究／現代の経済／現代社会と法／日本国憲法／健康の科学／環境と地域共創／創造と倫理／特別講義

ものづくり文化／ものづくり文化実習

中国語ⅠＡ 中国語ⅠＢ 中国語ⅡＡ 中国語ⅡＢ

フランス語ⅠＡ フランス語ⅠＢ フランス語ⅡＡ フランス語ⅡＢ

ドイツ語ⅠＡ ドイツ語ⅠＢ ドイツ語ⅡＡ ドイツ語ⅡＢ

インターンシップ

健康・スポーツ
科学実習Ⅰ

健康・スポーツ
科学実習Ⅱ

A
ichi Institute of Technology 

117 K
Xメディア情報専攻

A
ichi Institute of Technology 


