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連携講座開設授業科目一覧

「大学コンソーシアムとちぎ」

１　大学コンソーシアムとちぎ登録授業科目

提供機関名 受付期限 授業科目名 開講曜日・時間 担当者 受入数

　宇都宮共和大学
春学期：　４／２０（金）
秋学期：　９／２９（土）

都市と交通Ⅰ 春学期 　金　2時限　10:30～12:00 古池 １０名

都市と交通Ⅱ 秋学期 　金　2時限　10:30～12:00 古池 １０名

都市生活と都市計画 秋学期 　金　4時限　14:40～16:10 里居 １０名

福祉産業論Ⅰ 春学期 　火　4時限　14:40～16:10 笹川 １０名

福祉産業論Ⅱ 秋学期 　火　4時限　14:40～16:10 笹川 １０名

都市社会学Ⅰ 春学期 　金　1時限   8:50～10:20 松田 １０名

都市社会学Ⅱ 秋学期 　金　1時限   8:50～10:20 松田 １０名

　宇都宮大学
前期：　４／２５（水）
後期：１０／１２（金）

エネルギーと環境 前期 　火　7・8時限　14:30～16:00 秋山・太田 １０名

日本事情 前期 　水　3・4時限　10:30～12:00 長門 １０名

自己実現論 前期 　金　7・8時限　14:30～16:00 萩原 １０名

実践企業人材論 前期 　金　9・10時限　16:10～17:40 渡辺 １０名

社会教育演習 前期 　不定期 廣瀬 制限なし

国際キャリア開発
（国際キャリア合宿セミナー）

前期 　詳細は別途周知します。 友松　他 別途周知

資本市場の役割と証券投資 後期 　月　5・6時限　12:50～14:20 佐竹 １０名

パワーエレクトロニクス 後期 　金　1・2時限　8:50～10:20 船渡 １０名

日本事情 後期 　水　7・8時限　14:30～16:00 進藤 １０名

　宇都宮文星
　短期大学

後期： ９／１０（月）
ジェンダー論入門 後期 　火　3時限　13:00～14:30 山口 １０名

食品加工学 後期 　水　3時限　13:00～14:30 小此木 １０名

　小山工業高等
　専門学校

前期：　４／１３（金）

技術者倫理 前期 　月　5・6時限　13:05～14:50 松島・酒入 若干名

計算力学 前期 　火　7・8時限　15:00～16:40 山下 若干名

情報工学 前期 　月　1・2時限   8:40～10:25 市村 若干名

文化財保存論 前期 　木　3・4時限　10:35～12:20 奥冨 若干名

建築高機能材料工学 前期 　火　1・2時限　8:40～10:25 川上 若干名

　国際医療福祉大学 前期：　４／２０（金）
国際医療福祉論 前期 　詳細は、教務課に問い合わせ

　ください。

河口　他 約２０名

社会保障制度論 前期 和田 約２０名

　作新学院大学
前期：　４／１８（水）
後期：１０／　２（火）

経営史Ⅰ　 前期 　月 ４時限　14:40～16:10 那須野 １０名

経営史Ⅱ 後期 　月 ４時限　14:40～16:10 那須野 １０名

地域政治学Ⅰ 前期 　火 ２時限　10:40～12:10 沼田 １０名

地域政治学Ⅱ　 後期 　火 ２時限　10:40～12:10 沼田 １０名

日本人の精神史Ⅰ 前期 　火 ３時限　13:00～14:30 塚本 １０名

日本人の精神史Ⅱ 後期 　木 ２時限　10:40～12:10 西田 １０名

社会的自我論 後期 　金 ５時限　16:20～17:50 山尾 １０名

情報基礎論 前期 　木 ２時限　10:40～12:10 藤本 １０名

知覚心理学 後期 　金 ２時限　10:40～12:10 松田 １０名

生理心理学 後期 　月 １時限   9:00～10:30 松本 １０名



提供機関名 受付期限 授業科目名 開講曜日・時間 担当者 受入数

　作新学院大学女子
　短期大学部

前期：　４／１６（月）
後期：１０／　２（火）

発達心理学Ⅰ 前期 　月 ３時限　13:00～14:30 加藤 １０名

発達心理学Ⅱ 後期 　月 ３時限　13:00～14:30 加藤 １０名

　帝京大学理工学部
前期：　４／１６（月）
後期：１０／　９（火）

機械力学１ 前期 　月 ２時限　11:00～12:30 宇野 １０名

光情報科学 前期 　月 ４時限　15:00～16:30 海上 １０名

バイオテクノロジー入門１ 前期
　月 １時限　 9:20～10:50

ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ
学科各教員

１０名
　月 ２時限　11:00～12:30

バイオテクノロジー入門２ 前期
　月 １時限　 9:20～10:50

１０名
　月 ２時限　11:00～12:30

技術業人間学 後期 　９月に決定します。 丸岡 ３０名

　獨協医科大学 　４／６（金） 医学概論　　　　　　　　　【１】 １期 　水　Ⅱ時限　10：40～12：10 寺野  他 30名

　白鷗大学
前期：　４／１１（水）
後期：　９／２８（金）

企業論

後期 　木　１限   9：00～10：30 山田 若干名

前期 　金　5限　16：25～17：55 蟻生 若干名

後期 　金　5限　16：25～17：55 蟻生 若干名

公企業論Ⅰ 前期 　金　4限　14：45～16：15 蟻生 若干名

公企業論Ⅱ 後期 　金　4限　14：45～16：15 蟻生 若干名

マーケティングⅠ 前期 　火　2限　10：40～12：10 藤井 若干名

マーケティングⅡ 後期 　火　2限　10：40～12：10 藤井 若干名

流通論Ⅰ 前期 　水　1限   9：00～10：30 藤井 若干名

流通論Ⅱ 後期 　水　1限   9：00～10：30 藤井 若干名

管理工学Ⅰ 前期 　金　1限   9：00～10：30 三浦 若干名

管理工学Ⅱ 後期 　金　1限   9：00～10：30 三浦 若干名

憲法Ⅱ（統治） 　　　　　　【４】 前期
　火　3限　13：05～14：35

渡邊 若干名
　水　1限   9：00～10：30

刑事法概論 前期 　火　3限　13：05～14：35 清水 若干名

地方財政論 前期 　水　2限　10：40～12：10 浅羽 若干名

地方自治法　　　　　　　　【４】 後期
　水　1限   9：00～10：30

市村 若干名
　金　4限　14：45～16：15

地方行政論　　　　　　　　【４】 前期
　水　1限   9：00～10：30

市村 若干名
　金　2限　10：40～12：10

　文星芸術大学 　４／２０（金） 色彩論　　　　　　　　　　　【４】 通年 　水　2時限　10：40～12：10 小町谷 ５０名

　　　　　授業科目名の【　】内の数字は単位数を示す。記載のない科目は２単位である。

２　大学コンソーシアムとちぎオリジナル授業科目

世話大学 受付期限 授業科目名 時期 日時・開催会場 担当者 受入人数

　宇都宮大学

学　 生：　４／２５（水）
社会人：　４／１１（水）

異文化トレーニング
前期

(4/16～7/30)
　月　12:50～14:20 金子 ６０名

学　 生：　５／２（水）
社会人：　５／２（水）

科学的な見方考え方
集中

(5/12～6/23)
　土　13:30～16:30 田原 ５０名

学　 生：　７／３０（月）
社会人：　７／３０（月）

宇宙の探求
集中

(8/6～8/10)
　毎日　10:00～15:00 田原 ５０名

学 　生：１０／１２（金）
社会人：１０／  １（月）

知的財産権概論
後期

(10/3～2/6)
　水　10:30～12:00 山村 ５０名

　文星芸術大学
学　 生： ７／２０（金）
社会人： ７／２０（金）

石膏デッサン
集中

(7/31～8/8)
　土日を除く　9:00～16:00 宮下　他 ５０名
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