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メディア学部ニューメディアコース 情報ツール利⽤について 
2021 年 3 ⽉ 

 
１．はじめに 
 この資料は，皆さんが⼤学⽣活や授業などで使⽤する各種情報ツールの利⽤⽅法についてまとめたも
のです。⼤学からの情報は学部の窓⼝や掲⽰板だけでなく，これから紹介するツールを使って，皆さん
に発信されます。また昨今の情勢に伴い，オリエンテーションや授業に関する事項も次に説明するツー
ルを活⽤することが不可⽋になりました。 
 3/30 ⽕からは本格的に活⽤しますので，それまでに⾃分のパソコン等を使って，設定や動作確認など
を⾏っておいてください。 
 
２．情報ツールの紹介 
 ニューメディアコースでは，主に次のツールを活⽤します。 

ツール名 機  能 

⼤学公式 Web サイト ⼤学からの公式のお知らせを掲載します。 

NMC 新⼊⽣履修ガイドサイト 
Web 版の履修ガイドです。ニューメディアコースからのお
知らせを含め，質問受付フォームも⽤意しています。 

JIU Portal  
履修登録，シラバス，成績照会などができる学⽣個⼈向けの
ポータルシステムです。 

manaba 
授業に関するお知らせ・情報，レポート提出等，授業に関す
ることはすべてここから確認します。 

JIU Mail ⼤学が運⽤するメールサービス。ブラウザで利⽤します。 

Webex 
オンラインでのオリエンテーション，授業実施に活⽤するオ
ンライン授業⽤ツールです。 

 
2-1．⼤学公式 Web サイト 
⼤学の Web サイト(https://www.jiu.ac.jp/)では，⼤学からのお知らせを掲載しています。 
「在学⽣」には，学部事務室や学⽣課などからの各種情報（期末試験の⽇程や健康診断など）が随時掲
載されますから，定期的に確認してください。 
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2-2．NMC 新⼊⽣履修ガイドサイト（http://www1.jiu.ac.jp/~mmedia/21nmc/） 
 ニューメディアコース新⼊⽣向けの履修案内サイトです。履修に関する注意事項や配布資料（PDF）
の確認ができます。また授業に関するお知らせも掲載しますので，定期的に確認してください。質問等
があれば問い合わせフォームから質問できます。（3/26 以降公開予定） 
 
2-3. JIU Portal (https://cm-j3.jiu.ac.jp/portal/) 
 シラバスの確認や履修登録，成績確認等は JIU Portal から⾏います。3/26 ⾦までに manaba から ID・
PW をお知らせする予定です。普段使⽤しているメールへの転送などの設定をするようにしてください。
詳しい使い⽅はコンピュータの授業時に説明します。 
 
2-4．manaba（https://jiuns.manaba.jp/） 
 授業のお知らせ，オンライン授業の URL，レポート提出など授業に関する情報は manaba から確認
します。普段使⽤しているメールへお知らせ（リマインダメール）を設定するようにしてください。 
3/26 ⾦までに新しい ID・PW をお知らせする予定です。4/1⽊以降は、新しい ID・PW を使⽤します。 
 
2-5．JIU Mail (https://outlook.office.com/) 
 みなさんの⼤学⽤の個⼈メールです。xa21-xxx@jiu.ac.jp（xxx は学籍番号の下 3桁）がアドレスにな
ります。⼤学の事務や教員からの連絡に使いますから，定期的に確認してください。普段使⽤している
メールへ転送することもできます。3/26 ⾦までに manaba から ID・PW をお知らせする予定です。 
なお，コンピュータの授業でも使い⽅の説明をします。 
 
2-6．Webex（ウェベックス） 
 授業開始前のネットワークを使ったオリエンテーション（各種説明会）や授業開始後２週間のオンラ
イン授業で使⽤するソフトです。3/30 ⽕より使⽤しますので，それまでに各⾃のパソコンやスマートフ
ォンなどにインストールしておいてください（無料です）。 
インストールやアクセス⽅法は、manaba からマニュアルを配布予定です。（3/25 以降） 

 
3．オリエンテーションに Webex で参加する際の注意点 
 3/30⾦から Webex を使⽤してオリエンテーションを⾏います。Webex ではこれを「ミーティング」
とよんでいます。⽇にちごとに参加するミーティングが変わりますから，資料１「オリエンテーション
スケジュール」でよく確認してください。 
 Webex で参加する際、 
名前には「JIU Mail のアカウント名＋⽒名（漢字かカタカナでフルネーム）」（例：xa21-xxx東⾦太郎），
メールアドレスには⾃分の JIU Mail のアドレスを⼊れてください（例：xa21-xxx@jiu.ac.jp）。 

 
※オリエンテーション時はカメラとマイクをミュートにしてください。 
マイクとカメラのアイコンに下のように斜めの／があればミュートの状態です。 

  
 
アドバイザーセッションの際は、カメラをオンにし、マイクは必要に応じてオンの状態にしてください。 
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☆ 時限が変更になる場合があります。最終版はJIU Portalで確認してください。

科目群 配当年次 コマコード 科目名 担当教員 期間 集中 時限 備考

1 00094161 Fundamentals　of　EnglishI Steven Silsbee 春学期 火１／金１ 必修科目

1 00094162 Fundamentals　of　EnglishI
小塚　操／

Mico Poonoosamy
春学期 火１／金１ 必修科目

1 00094163 Fundamentals　of　EnglishI
Timothy Woolstencrft

／Tricia Fermin
春学期 火１／金１ 必修科目

1 00094261 Oral　Fluency I Laura Huston 秋学期 火１／金１ 必修科目

1 00094262 Oral　Fluency I
Dunstan Henderson

／Mico Poonoosamy
秋学期 火１／金１ 必修科目

1 00070804 韓国語IA 李　英和 春学期 月４／金４

1 00070902 韓国語IB 李　英和 秋学期 月１／月２

1 00070903 韓国語IB 兪　仁淑 秋学期 木１／木２

1 00327901 デジタルメディアI 小波津　美香／ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 春学期 火３／火４ 必修科目

1 00328001 デジタルメディアII 中村　直人 秋学期 火３／火４ 必修科目

1 00328101 デジタルアプリケーションI 中嶋　正夫 春学期 月２／月３ 必修科目

1 00328201 デジタルアプリケーションII 中嶋　正夫 秋学期 木３／木４ *ニューメディア必須

1,2 00134702 社会学入門 寺本　卓史 春学期 火２

1,2 00119501 デザイン概論 斉藤　好和 秋学期 金２

1 00328401 基礎ゼミIa 小波津　美香 春学期 金３ 必修科目

1 00328501 基礎ゼミIb 小波津　美香 秋学期 火２ 必修科目

1 00341101 メディア概論AI 戸田　傑 春学期 水３ 必修科目

1 00341201 メディア概論AII 戸田　傑 秋学期 水３ 必修科目

1,2 00300001 メディア概論B 中嶋　正夫 春学期 木５
（メディアサイエンス）

*ニューメディア必須

1,2 00300102 メディア概論C 戸田　傑 春学期 木３
（インタラクションデザイン）

*ニューメディア必須

1,2 00300201 メディア概論D 島野　義孝 春学期 金２
（エクスペリメンタルメディア）

*ニューメディア必須

1,2 00300301 メディア概論E 小波津　美香 春学期 木２
（プログラミング入門）

*ニューメディア必須

1,2 00268101 メディア基礎実習a 有限会社ジャム 秋学期 金２／金３ （映像）　　　　*履修制限

1,2 00268201 メディア基礎実習b 戸田　傑／小波津　美香 秋学期 水４／水５ （デザインプロトタイピング）

1,2 00268301 メディア基礎実習c 大浦　克寿 秋学期 月３／月４ （サウンド）

1,2 00268401 メディア基礎実習d 島野　義孝 秋学期 木１／木２
（メディアアーツ）

　　　　　　　　　*履修制限

1,2 00260201 Webデザイン 小波津　美香 秋学期 水２

1,2 00328801 マーケティング 小渕　究 春学期 水１

1,2 00328901 マネタイジング 小渕　究 秋学期 水２

1,2 00329101 サウンド表現論I 内之倉　勝哉 春学期 月１

1,2 00329201 表現基礎 斉藤　好和 春学期 木４

1,2 00329501 プランニング 小渕　究 春学期 水２

1,2 00330001 音楽作品研究I 滝口　幸子 秋学期 月２

1,2 00330301 ヴァーチャルリアリティ概論 中村　直人 春学期 水４

1,2 00330401 人工知能論 濱田　正彦 春学期 土４

1,2 00193701 コンテンポラリーアート論 天野　太郎 集中 他　 通年集中（2月実施）

1,2 00330501 ニューメディアビジネス 小渕　究 秋学期 水１

専門科目群

Ⅴ(ｻｳﾝﾄﾞ)
1,2 00333501 サウンド表現論II 滝口　幸子 秋学期 月１

1,2,3,4 メディアプロジェクトa ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 集中 他　

1,2,3,4 メディアプロジェクトb ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 集中 他　

1,2,3,4 メディアプロジェクトc ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 集中 他　

1,2,3,4 メディアプロジェクトd ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 集中 他　

1,2,3,4 メディアプロジェクトe ﾒﾃﾞｨｱ学部教員 集中 他　

専門科目群

Ⅵ（ゼミ研

究・実践）

2021年度  メディア学部ニューメディアコース（東金）1年生時間割科目一覧（XA2021生）

キャリア形成

科目群

専門基礎

科目群Ⅰ

（メディア

基礎）

専門基礎

科目群Ⅱ

（メディア

教養）

学科共通科

目群Ⅰ

(語学)

学科共通科

目群Ⅱ

(情報)
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◇メディアアーツ推奨科目

（映像・サウンドを専門に学

びたい人）

1 2
◇サウンド表現論Ⅰ

（内之倉）
→

★Fundamentals of

English Ⅰ　（火１/金１）
2 マーケティング（小渕） ②

★Fundamentals of

EnglishⅠ（火１/金１）

2 2 社会学入門（寺本） 2 プランニング（小渕） (2)
*○☆メディア概論E（プロ

グラミング入門）（小波津）
(2)

*◇メディア概論D（エク

スペリメンタルメディア）

（島野）

3 ② ②
★メディア概論AⅠ

　（戸田）
(2)

*☆メディア概論C（インタ

ラクションデザイン）

（戸田）

② ★基礎ゼミⅠa（小波津）

4 2
○ヴァーチャルリアリ

ティ概論（中村）
2 ☆◇表現基礎（斉藤） 2

4・5限

メディアデザイン制作プロ

ジェクトⅠ（戸田/小波津）

5
↓

1

アート＆デザインプロジェ

クト（戸田/小波津）通年
(2)

*○メディア概論B（メディ

アサイエンス）（中嶋）
2

///　土曜日４限

○人工知能論（濱田）

計

単位 

★学部必修科目 ◇メディアアーツ推奨科目

* ニューメディア必須

1 2
◇サウンド表現論Ⅱ

　（滝口）
→

★Oral Fluency Ⅰ

（火１/金１）
2

ニューメディアビジネス

（小渕）
②

★Oral Fluency Ⅰ

（火１/金１）

2 マネタイジング（小渕） ☆デザイン概論（斉藤）

2
☆○ Webデザイン

　（小波津）

3 ②
★メディア概論AⅡ

　（戸田）

4 2

5
↑

1

アート＆デザインプロジェクト

（戸田/小波津）通年

計

（48単位以内にすること）年間合計　　　　　　　    　　単位
合計　　　　　　　 単位

(2)
* デジタルアプリケーショ

ンⅡ（中嶋）　2コマ
②

＜集中講義＞コンテポラリーアート論（天野）

　銚子駅伝インターネット中継（本番）プロジェクト

★デジタルメディアⅡ

　（中村）2コマ
2

◇メディア基礎実習c

　（サウンド）（大浦）

 　2コマ

2

4・5限

メディアデザイン制作プロ

ジェクトⅡ（戸田/小波津）

木 金

☆メディア基礎実習b

（デザインプロトタイピン

グ）（戸田/小波津）

 　　2コマ

合計　

秋学期（後期）
月 火 水

2

2

2

2

1限

○ ICTスキルアップ

プロジェクト（中嶋）

1・2限

◇メディア基礎実習d

　（メディアアーツ）（島野）

   2コマ
2・3限

◇メディア基礎実習a

　（映像）（有限会社ジャ

ム・屋木）2コマ

２０２１年度ニューメディアコース（東金）　１年生（XA2021）時間割表
☆ 以下の時間割は、みなさんが履修できる主な科目の時間割表です。

☆ ★の必修科目と * のニューメディア必須は必ず１年生で履修してください。

☆ 留学生は英語ではなく日本語を履修します。日本語の時間割は後日発表します。

☆ 科目名の前の数字は単位数です。○は学部必修。( )はニューメディア必須。通年科目は半分の単位数を記載しています。

☆ →は別の曜日に授業があります。↓↑は通年科目です。

☆ １年間に履修申請が可能な単位数は50単位未満です。半期では30単位以下です。

☆ それぞれ取りたい科目に○つけ、単位数を計算しながら計画を立てましょう。

春学期（前期）

★学部必修科目

＊ニューメディア必須

○メディアテクノロジー推奨科目

（情報分野を専門に学びたい人）

☆メディアデザイン推奨科目

（デザインを専門に学びたい人）

②
★ デジタルアプリ

ケーションⅠ

（中嶋）　2コマ
★デジタルメディアⅠ

　（小波津/メディア学部

　教員）　2コマ

月 火 水

○メディアテクノロジー推奨科目 ☆メディアデザイン推奨科目

木 金

2 2
◇音楽作品研究Ⅰ

  （滝口）
② ★基礎ゼミⅠb（小波津）



資料５ 
 

2021 年度メディア学部ニューメディアコース 履修の⼿引き 
2021 年 3 ⽉ 

 
１．履修計画を⽴てましょう 
１年次は、必修科⽬やニューメディアコースの必須科⽬が多くあります。それらは必ず履修し、それ以

外は、⾃分の学びたい分野の推奨科⽬等を中⼼に授業を選んでいきます。 

① まず、資料４の時間割表で必ず取らなければならない授業を確認します。★の学部必修科⽬、*のニ

ューメディア必須は必ず履修します。留学⽣は英語の代わりに⽇本語を履修します。⽇本語の時間割

は、後⽇お知らせします。留学⽣は場合により必須科⽬より⽇本語を優先してもらうこともあります。 

② 次に、⾃分の学びたい分野に関連する授業を中⼼に、取りたい授業に○やマーカーで印を付けます。

左側の単位数につけるとよいでしょう。授業の内容は、ガイダンスでの説明や履修ガイド、シラバス

で確認してください。わからないことはアドバイザーの先⽣に聞いてください。 

③ 単位数を数えましょう。時間割表の左にある数字が単位数です。履修申請可能単位数は半期で 30 単

位まで、1 年間で 49 単位までですので、それ以下になるようにしてください。 

 

２．NMC 履修ガイドサイトを確認しよう（3/26 以降公開予定） 
NMC 新⼊⽣履修ガイドサイト（http://www1.jiu.ac.jp/~mmedia/20nmc/）を定期的に確認してくださ

い。履修関連の注意事項や送付資料（PDF）、授業開始までのお知らせ等を掲載します。 

 
３．履修登録をしましょう  履修登録期間：4/1 ⽊〜4/9 ⾦ 
「JIU Portal」から履修登録をします。春学期と秋学期の１年間分を登録します。今回は、学部必修科⽬

はすでに登録済みになっていますので、それ以外の科⽬を登録してください。必修科⽬を取り消さない

ようにしてください。登録完了後、JIU メールに登録完了のお知らせメールが届いたら、履修登録がで

きています。メールが届かない場合は、登録ができていませんので、再度確認、登録をしてください。 

4/5 ⽉からの授業開始に間に合わせるには、4/3 ⼟の 17:00 までに履修したい科⽬は登録するようにし

てください。 

 

４．履修制限のある科⽬ 
メディア基礎実習 a（映像）、メディア基礎実習 d（メディアアーツ）は Web 履修での登録ができませ

ん。これらの科⽬を履修したい⼈は、別途登録が必要です。 

登録⽅法についてはオリエンテーションで説明します。登録期間は履修登録期間と同じです。 

 

５．その他 
その他、履修に関する注意事項等、オリエンテーションで説明します。必ず出席してください。 
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