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2005 年度秋学期（水曜日２時限） 汎用（共通基盤） 科目コード： 20252 

 

Media Literacy C 

メディアリテラシーＣ 
 

担当者：加藤文俊（かとうふみとし）・脇田玲（わきたあきら） 

 
http://idl.sfc.keio.ac.jp/lecture/mlc_05F/ 
メール：fk@sfc.keio.ac.jp / wakita@sfc.keio.ac.jp 

研究室 / オフィスアワー： （加藤）ι407 / 月曜日 13:00～15:00 

                   （脇田）ι504 / 木曜日 14:45～16:15 

 

【講義案内】 
いまや、ウェブはわたしたちにとって欠くことのできないメディアになりました。情報検索、データ収

集、さらには資料の購入にいたるまで、知識の生成に関わる諸側面にウェブが活用されています。近年、

多くの大学で情報処理科目に、ホームページ作成が取り入れられ、また、比較的容易にページを作成す

るソフトウェアも流通するようになりました。学生たちのウェブ技術、情報デザインへの関心の高さも

うかがうことができます。  

SFC においては先駆的にウェブの作成や学生の HP 公開などをすすめてきており、より高度なウェブ技

術を取り扱う授業もすでに開講されています。先進的なメディア環境を活かして、メール（ウェブ）マ

ガジンやポータルサイト、ソーシャルネットワーキングなどを支援するシステムも、学生たちの自律的

なプロジェクトの中から生まれています。  

 

しかしながら、ウェブサイトに関わる一連の活動は、技術面のみならず、サイトの作成・維持に関わる

人びとのコミュニケーションのあり方などをふくめて考えていく必要があります。そのことが、ウェブ

への求心力（アクセス）を高め、変化し続けるサイト（コンテンツの充実）の維持・管理に結びつくと

考えられます。つまり、プロジェクトマネジメント的な発想から「ウェブサイト・マネジメント」を検

討し、大学におけるウェブのあり方について考えることが求められているのです。本講義では、ウェブ

技術、コミュニケーション、チームワーク、スケジュール管理など、ウェブサイトの構築・デザイン・

維持・管理について多面的に考えることを目指します。具体的には、SFC のオフィシャルサイトのリニ

ューアルをひとつの事例として、あたらしい「アカデミック・サイト」の方向性を検討します。  

 

 

【提出課題・試験・成績評価の方法など】 
・出席、授業中の取り組み、グループワーク、プレゼンテーションなどで総合的に判断します。 

 

 

【履修上の注意・その他】 
・演習等の都合から、50 名程度に履修者数を制限をおこないます。 

・WEB 制作の各論については、2004 年４月の SFC オフィシャルサイトのリニューアルを手がけた IMJ

（株式会社アイ・エム・ジェイ）のスタッフが担当し、加藤（文）・脇田は、全体のコーディネーター

的な役割で授業の運営に関わります。  

・既設科目である「メディアリテラシーＡ・Ｂ」が雑誌という媒体を通じて、メディアリテラシーにつ

いて考えるのに対して、「メディアリテラシーＣ」においては、ウェブサイトという仕組みを通じて、

広い意味での「出版」（publish/publicize）についての理解を深めることを目指します。本講座の受講生

は、将来的に SFC のオフィシャル･サイトのあり方について考え、積極的にデザイン面等に関わってい

くことが期待されます。 
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【教材】 
下記は参考文献です。必要に応じて、クラスで資料や文献リストを配布する予定です（授業計画の欄に

記載された参考文献も参照のこと）。 

 

・ジェフリー・ヴィーン（2001）『戦う Web デザイン：制約は創造性をはぐくむ』（エムディエヌコー

ポレーション）  

・ルイス・ローゼンフェルド, ペーター・モービル（1998）『情報アーキテクチャ入門：ウェブサイト

とイントラネットの情報整理術』（オライリー・ジャパン）  

・阪上徹、羽生章洋、原浩一郎（2002）『Apache Cocoon 2 XML による Web サイト構築とコンテンツ

管理』（ソフト・リサーチ・センター）  

・永原康史（2003）『デザイン・ウィズ・コンピュータ』（エムディエヌコーポレーション） 

 

 

【授業計画】（version 1.0） 

※ 授業の構成や内容は、クラスの進行状況に応じて調整します。 

 

 

第１回

オリエンテーション

第２～６回

WEB製作

第８～12回

WEBコンテンツ管理

第７回

プレゼンテーション

第13回

プレゼンテーション

 
■第 1 回 （9/28）オリエンテーション（加藤・脇田ほか） 

・概要の説明  

・基本的な考えかた/すすめかたについて  

※履修希望者が多数いる場合は選考をおこないます。 

 

■第 2 回 （10/5）WEB 制作概要（糟谷） 

・WEB 制作プロセス概要とプロジェクトマネジメント（人、物、金、情報）  

【参考】 

 ・伊藤健太郎（2001）『成功するプロジェクトマネジメント』（中央経済社）  

 ・伊藤健太郎（2003）『プロジェクトはなぜ失敗するのか—知っておきたい IT プロジェクト

成功の鍵』（日経 BP 社）  

 ・上窪政久, 小野 弘貴（2003）『図解 プロジェクトマネジメント』（東洋経済新報社）  

 ・ラッセル・ナカノ（2002）『Web コンテンツマネジメントシステム入門—共同作業として

の Web サイトの構築と運営』（ピアソンエデュケーション） 

 

■第 3 回 （10/12）戦略立案（糟谷） 

・調査分析概要（定量分析・定性分析）、それに基づく戦略立案  

【参考】 

 ・ヤコブ・ニールセン（2002）『ユーザビリティエンジニアリング原論—ユーザーのための

インタフェースデザイン』（東京電機大学出版局）  

 ・ヤコブ・ニールセン（2002）『ホームページ・ユーザビリティ 〜顧客をつかむ勝ち組サイ

ト 32 の決定的法則』（エムディエヌコーポレーション）  

 ・ヤコブ・ニールセン（2000）『ウェブ・ユーザビリティ—顧客を逃がさないサイトづくり

の秘訣』（エムディエヌコーポレーション）  
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■第４回 （10/19）コンセプトメイキング（山本） 

・課題評価（簡単な課題を提出し発表・評価）  

・コンセプトワークの重要性  

・コンセプトを生み出す手法紹介  

・SFC サイトコンセプトとその経緯  

【参考】 

 ・ジェームス・ヤング（1988）『アイデアのつくり方』（TBS ブリタニカ）  

 ・ジャック・フォスター（2003）『アイデアのヒント』（TBS ブリタニカ）  

 ・ゲリ・シュナイダー, ジェイソン・ウィンタース（2000）『ユースケースの適用：実践ガ

イド』（ピアソン・エディケーション）  

 ・小笠原たけし（2003）『プロがこっそり教えるウェブ制作術』（ソフトバンクパブリッシ

ング） 

 

■第５回 （10/26）情報設計（山本） 

・課題評価（簡単な課題を提出し発表・評価）  

・情報設計の目的とその必然性  

・情報設計の代表的な手法  

・具体的業務とそのプロセス  

・調査分析・ユースケースからサイトマップ  

・ページ構成書の重要性  

【参考】 

 ・ルイス・ローゼンフェルド, ピーター・モービル（2003）『Web 情報アーキテクチャ 第

2 版』（オライリー・ジャパン）  

 ・リチャード・ワーマン（1993）『理解の秘密—マジカル・インストラクション』（NTT 出

版）  

 ※ほか、第 3 回と同じ 

 

■第 6 回 （11/2）WEB デザイン（脇田） 

・WEB デザイン  

【参考】 

 ・Alan Cooper, Robert M. Reinmann（2003）About Face 2.0: The Essentials of Interaction 

Design（John Wiley & Sons）  

 ・ジェフリー・ヴィーン（2001）『戦う Web デザイン - 制約は創造性をはぐくむ』（MDN コ

ーポレーション） 

 

■第 7 回 （11/9）プレゼンテーション（１） 

・コンペティション（企業サイトをどうつくるか） 

 

■第 8 回 （11/16）WEB 技術の歴史（宮本） 

・W3C 言語の標準化の歴史  

・HTML → XML（XHTML, CSS, XSL）  

・現状と課題 

 

■第 9 回 （11/30）WEB パブリッシング（山崎・塙） 

・XML 技術の現状  

・SFC サイトのシステム構成  

・パブリッシュの概要  

・現状の課題  

【参考】 

 Apache Cocoon2  

 ・（WebSite） The Apache Cocoon Project  http://cocoon.apache.org/  

 ・（書籍）阪上徹、羽生章洋、原浩一郎（2002）『Apache Cocoon 2 XML による Web サイ

ト構築とコンテンツ管理』（ソフト・リサーチ・センター） 

 ・（書籍）クン・イー・ファン（2001）『XSLT Web 開発者ガイド』（ピアソンエデュケーシ

ョン） 
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■第 10 回 （12/7）CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）（山崎） 

・CMS の現状と動向  

・SFC-CMS の概要  

・今後の課題  

【参考】 

 PERL DOM モジュール  

 ・（WebSite）perl 版 XML モジュールの開発者 Enno Derksen 氏のサイト  

http://www.socsci.umn.edu/ssrf/doc/xml/enno-xml-docs/users.erols.com/enno/  

 ・（WebSite） Enno Derksen 氏のサイトの中にある XML MODULUE のドキュメント  

http://www.socsci.umn.edu/ssrf/doc/xml/enno-xml-docs/users.erols.com/enno/xml/index

.html  

 ・（WebSite） 上記の日本語訳サイト  

http://homepage3.nifty.com/hippo2000/perltips/xml/dom.htm 

 

■第 11 回 （12/14）事例紹介 

・事例紹介（調整中） 

 

■第 12 回 （12/21）WEB コミュニケーション（加藤） 

・WEB コミュニケーション  

・大学とウェブ – アカデミック・サイトのあり方 

【参考】 

 ・ドナルド・ショーン（2001）『専門家の知恵』（ゆみる出版） 

 

■第 13 回 （2006/1/11）プレゼンテーション（２） 

・SFC のオフィシャルサイトを自分たちで今後発展させていくにはどのようにすれば良いのか。 


