
2023年度

【授業時間】

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】

学期 曜日 時限 講義名 担当者

1 歴史学 小山　元孝

多変量解析 崔　童殷

情報リテラシー 衣川　昌宏

グラフ理論 藤井　叙人

経営学入門 加藤　好雄

人的資源管理論 鄭　年皓

線形計画法 前田　一貴

品質管理 眞鍋　雄貴

生物学 芦田　信之

金融論 齋藤  達弘

文化人類学 渋谷　節子

データ理解 崔　童殷

統計解析 畠中　利治

心理学 伊藤　直美

数学基礎I 前田　一貴

環境学 芦田　信之

信号情報処理 池野　英利

教育学 福畠　真治

観光総論 中尾　誠二

情報セキュリティ 衣川　昌宏

地方公会計 井上　直樹

インターネット 河合　宏紀

社会調査論 佐藤　充

地域文化論 小山　元孝

地方自治論 杉岡　秀紀

精神保健福祉論 川島　典子

論理設計 畠中　理英

人工知能 西田　豊明

4 マーケティング 加藤　好雄

5 データサイエンス入門 畠中　利治

科目等履修生・聴講生　講義一覧
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学期 曜日 時限 講義名 担当者

地域経営概論 倉田　良樹

公共政策論 杉岡　秀紀

旅行業論 木村　行博

サービスエンジニアリング 山本　吉伸

画像情報処理 松山　江里

流通システム論 佐藤　充

コンピュータプログラミングI 眞鍋　雄貴

グローカル特別講義Ⅲ（北近畿の地域創生Ⅱ） 杉岡　秀紀

医療情報学 佐藤　恵

地域情報学I 西田　豊明

組込みシステム 畠中　理英

パターン認識と機械学習 河合　宏紀

4 社会福祉論 川島　典子

多文化共生論 大谷　杏

持続可能な社会論 大門　大朗

公共経営入門 木村　昭興

経営組織論 鄭　年皓

農業経営論 波夛野　豪

線形代数基礎 渡邉　扇之介

財務会計論 井上　直樹

データマイニング 松山　江里

地理情報システム 田中　克己

簿記論I 木村　昭興

エンタテインメント情報学 倉本　到

法学概論 早瀬　勝明

プログラミングI 神谷　達夫

中小企業論 佐藤　充

微分積分基礎 渡邉　扇之介

機械学習システム 黄　宏軒

日本国憲法 早瀬　勝明

自治体政策法務 藤島　光雄

計算機アーキテクチャ 畠中　理英

統計学 倉本　到

地域福祉論 川島　典子

情報学入門 山田　篤

ガバナンス論 藤島　光雄

5 地域資源論 谷口　知弘

IT産業論 柴田　怜

知的財産論 高田　恭子

交流観光系特別講義Ⅱ（コンセプト創造論） 塩見　直紀
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学期 曜日 時限 講義名 担当者

1 国際関係論 大谷　杏

哲学 川添　信介

交流観光政策論 中尾　誠二

微分積分 渡邉　扇之介

データ分析と意思決定 山本　吉伸

オペレーティングシステム 藤井　叙人

診療情報管理特論 星　雅丈

情報ネットワーク 衣川　昌宏

分散システム 眞鍋　雄貴

音情報処理 橋田　光代

診断技術論 芦田　信之

地域情報学II 西田　豊明

公共経営系特別講義Ⅱ（水道事業経営の現状と課題） 三好　ゆう

基礎データ解析 崔　童殷

数学基礎II 前田　一貴

健康学 芦田　信之

線形代数 渡邉　扇之介

情報符号理論 西田　豊明

1 多変量解析 神谷　達夫

2 ソーシャルデザイン 谷口　知弘

地域産業論 佐藤　充

商法 松村　幸四郎

医療福祉経営特別講義Ⅱ（臨床栄養学） 鈴木　有貴子

科学技術コミュニケーション 松山　江里

オープンデータ技術 田中　克己

栄養学 鈴木　有貴子

マーケティングリサーチ 加藤　好雄

5 民法 松村　幸四郎

地域協働論 杉岡　秀紀

診療情報管理論 佐藤　恵

医療事務総論 星　雅丈

社会調査特論 佐藤　充

統計データモデリング 畠中　利治

データベースシステム 衣川　昌宏

観光まちづくり論 谷口　知弘

コンピュータプログラミングII 眞鍋　雄貴

統計的モデルを用いたシミュレーション 畠中　利治

グローカル特別講義Ⅱ（北近畿の地域創生Ⅰ） 杉岡　秀紀

グリーンツーリズム論 張　明軍

データマーケティング 鄭　年皓

情報システム 黄　宏軒

社会保障論 川島　典子

数値解析 前田　一貴

5 税務会計 細見　祐介
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学期 曜日 時限 講義名 担当者

人権論 中川　理季

観光情報学 山本　吉伸

情報学アカデミックスキル 松山　江里

地理学 松本　学博

論理学 佐藤　恵

経営情報システム論 神谷　達夫

地域農業システム論 波夛野　豪

企業経営系特別講義Ⅱ（経営学の理論と応用Ⅱ） 鄭　年皓

計算理論 西田　豊明

ゲーム情報学 藤井　叙人

管理会計論 井上　直樹

診療情報分類法総論 佐藤　恵

データ解析ツール 池野　英利

メディア情報学 橋田　光代

簿記論II 木村　昭興

プログラミング言語処理系 山田　篤

アルゴリズム論 倉本　到

プログラミングII 神谷　達夫

非営利組織論 杉岡　秀紀

ヒューマンインタフェース 倉本　到

自然言語処理 黄　宏軒

グローカル特別講義Ⅳ（ジェンダー） 川島　典子

行政学入門 木村　昭興

IoT 畠中　理英

4 地域防災論 大門　大朗

5 介護福祉論 川島　典子
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