
2021年度

①限　8：50～10：20　②限　10：30～12：00　③限　12：50～14：20　④限14：30～16：00　⑤限　16：10～17：40

【科目一覧】

No 開講期 曜日 時限 遠隔授業 講義名称 代表教員
1 1 〇 多文化共生論 大谷　杏

2 〇 生物学 芦田　信之

3 〇 多変量解析 崔　童殷

4 地域経営分析 加藤　好雄

5 〇 情報リテラシー 衣川　昌宏

6 〇 歴史学 西村　正芳

7 〇 経営学入門 加藤　好雄

8 〇 線形計画法 前田　一貴

9 〇 情報学入門 山田　篤

10 〇 データ理解 崔　童殷

11 〇 心理学 伊藤　直美

12 〇 数学基礎I 前田　一貴

13 〇 微分積分基礎 渡邉　扇之介

14 〇 教育学 江上　直樹

15 〇 観光総論 中尾　誠二

16 〇 情報セキュリティ 衣川　昌宏

17 ヘルスツーリズム論 芦田　信之

18 自治体政策法務 藤島　光雄

19 〇 インターネット 河合　宏紀

20 〇 社会調査論 佐藤　充

21 地方自治論 杉岡　秀紀

22 精神保健福祉論 川島　典子

23 〇 人工知能 西田　豊明

24 マーケティング 加藤　好雄

25 医療事務総論 岡本　悦司

26 5 〇 データサイエンス入門 畠中　利治

27 1 地域経営概論 岡本　悦司

28 データベース論 神谷　達夫

29 医療情報学 佐藤　恵

30 コンピュータプログラミングI 眞鍋　雄貴

31 〇 社会福祉論 川島　典子

32 〇 地域情報学I 西田　豊明

33 〇 組込みシステム 畠中　理英

34 人的資源管理論 鄭　年皓

35 流通システム論 佐藤　充

36 〇 統計的モデルを用いたシミュレーション畠中　利治

37 〇 計算機アーキテクチャ 畠中　理英

38 〇 「持続可能な社会」論 倉田　良樹

39 公共経営入門 藤島　光雄

40 経営組織論 鄭　年皓

41 農業経営論 軍司　聖詞

42 財務会計論 井上　直樹

43 中小企業論 佐藤　充

44 〇 線形代数基礎 渡邉　扇之介
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【授業時間】

科目等履修生・聴講生　講義一覧



No 開講期 曜日 時限 遠隔授業 講義名称 代表教員
45 〇 地理情報システム 田中　克己

46 〇 簿記論I 井上　直樹

47 文化人類学 渋谷　節子

48 〇 エンタテインメント情報学 倉本　到

49 工業簿記 井上　直樹

50 〇 地域文化論 八瀬　正雄

51 プログラミングI 神谷　達夫

52 3 〇 統計学 倉本　到

53 倫理学 岩井　謙太郎

54 〇 日本国憲法 桜沢　隆哉

55 地域医療福祉論 川島　典子

56 〇 サービスエンジニアリング 山本　吉伸

57 〇 機械学習システム 黄　宏軒

58 〇 民法 桜沢　隆哉

59 〇 地域資源論 谷口　知弘

60 集中 集中 人権論 妻木  進吾
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No 開講期 曜日 時限 遠隔授業 講義名称 代表教員
61 未定 行政学入門 藤島　光雄

62 未定 オペレーティングシステム 藤井　叙人

63 未定 プログラミング言語処理系 山田　篤

64 未定 交流観光政策論 中尾　誠二

65 未定 国際関係論 大谷　杏

66 未定 微分積分 渡邉　扇之介

67 未定 ロジスティクス論 篠原　正人

68 未定 診断技術論 芦田　信之

69 未定 ガバナンス論 藤島　光雄

70 未定 情報学アカデミックスキル 松山　江里

71 未定 経営管理論 篠原　正人

72 未定 地方公会計 関下　弘樹

73 未定 診療情報管理特論 星　雅丈

74 未定 地域情報学II 西田　豊明

75 未定 基礎データ解析 崔　童殷

76 未定 数学基礎II 前田　一貴

77 未定 環境学 倉田　良樹

78 未定 線形代数 渡邉　扇之介

79 未定 哲学 倉田　良樹

80 未定 論理学 佐藤　恵

81 未定 多変量解析 神谷　達夫

82 2 未定 ソーシャルデザイン 谷口　知弘

83 未定 地域産業論 佐藤　充

84 未定 コミュニティビジネス 軍司　聖詞

85 未定 臨床栄養学 鈴木　有貴子

86 未定 オープンデータ技術 田中　克己

87 未定 栄養学 鈴木　有貴子

88 未定 マーケティングリサーチ 加藤　好雄

89 未定 地域協働論 杉岡　秀紀

90 未定 地域農業システム論 軍司　聖詞

91 未定 社会調査特論 佐藤　充

92 未定 観光まちづくり論 谷口　知弘

93 未定 コンピュータプログラミングII 眞鍋　雄貴

94 未定 社会保障論 川島　典子

95 未定 診療情報管理論 佐藤　恵

96 未定 データマーケティング 鄭　年皓

97 未定 経営工学概論 鄭　年皓

98 未定 グリーンツーリズム論 中尾　誠二

99 未定 データベースシステム 衣川　昌宏

100 5 未定 税務会計 細見　祐介

101 未定 情報ネットワーク 衣川　昌宏

102 未定 分散システム 眞鍋　雄貴

103 未定 地理学 松本　学博

104 未定 経営情報システム論 神谷　達夫

105 未定 交流居住論 軍司　聖詞

106 未定 メディア情報学 橋田　光代

107 未定 原価計算論 井上　直樹

108 未定 診療情報分類法総論 佐藤　恵

109 未定 データ解析ツール 池野　英利

110 未定 ゲーム情報学 藤井　叙人
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No 開講期 曜日 時限 遠隔授業 講義名称 代表教員
111 未定 簿記論II 井上　直樹

112 未定 地域防災論 横山　泰昭

113 未定 IoT 畠中　理英

114 未定 プログラミングII 神谷　達夫

115 未定 ヒューマンインターフェイス 倉本　到

116 未定 商法 桜沢　隆哉

117 未定 公共政策論 杉岡　秀紀

118 未定 法学概論 桜沢　隆哉

119 未定 非営利組織論 杉岡　秀紀

120 未定 介護福祉論 川島　典子

121 未定 情報システム 黄　宏軒

122 集中 集中 未定 管理会計論 酒井　大策
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