
平成17年４月に結成されスタートした、栃木県19の高等教育機関による協同体です。

詳しくはWebで!

大学コンソーシアムとちぎとは

■ 大学コンソーシアムとちぎ登録授業科目（2022年度）

■ 事務局:〒321-8505 栃木県宇都宮市峰町350（宇都宮大学内）  TEL. 028-649-5666  FAX. 028-649-5497

※ 高校生・社会人の方も受講可能です。

※ これらの科目は全て、各大学等における正規の授業科目です。

■ 大学コンソーシアムとちぎオリジナル授業科目（2022年度）
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受けちゃおう!!受けちゃおう!!

とちぎの大学のとちぎの大学の
気になる授業を気になる授業を

「登録授業科目」とは、各大学の正規の授業科目のうち他大学の学生に公開することを目的に、登録された科目です。

「オリジナル授業科目」とは、各大学の正規の授業科目のうち他大学の学生に公開することを目的にし、且つ社会人や高校生の受け入れも対象にした科目です。

機関名 授業科目名 前・後・
不定時 開講曜日・時間 受入

人数 受入期限

足利大学
ヒューマン・エナジー入門 前期 火　１コマ目　9:00～10:30 若干名 ４月 ５日

地方の大学と社会 後期 火　１コマ目　9:00～10:30 若干名 ９月15日

宇都宮大学

地域金融論～現役金融パーソ
ンとエコノミストが語る、地
域経済の現状と地域金融機関
の役割～

前期 月　3-4時限　10：20～11：50 15名 ４月 ４日

実践・宇都宮のまちづくり 前期 水　7-8時限　14：20～15：50 10名 ４月 ４日
地域金融機関とともに
「地方創生」を考える 前期 オンデマンド 20名 ４月 ４日

実践データサイエンス 後期 月　5-6時限　12:40～14:10 未定 ９月10日
起業の実際と理論　～アント
レプレナーシップの養成～ 後期 月　9-10時限　16：00～17：30 若干名 ９月10日

データサイエンス基礎 後期 火　3-4時限　10：20～11：50 20名 ９月10日
管打合奏演習　～ウィンド
アンサンブル（吹奏楽）～ 後期 不定時 15名 ９月10日

宇都宮共和大学

商品企画論 後期 木　１時限　8：50～10：20 10名 ９月16日
観光マーケティング論 後期 木　4時限　14：40～16：10 10名 ９月16日
職業と家庭生活の設計 後期 金　2時限　10：50～12：20 10名 ９月16日
子育て支援 前期 木　4時限　14：45～16：15 10名 ４月 15日

小山工業高等
専門学校

文化財保存論 前期 未定 若干名 ４月 ４日
マルチメディア工学 後期 未定 若干名 ９月22日

国際医療福祉
大学 ボランティア論 後期 集中講義 20名 10月７日

作新学院大学

とちぎ学 後期 未定 10名 ９月15日
スポーツマネジメント論 前期 未定 10名 ４月 ８日
スポーツ組織論 前期 未定 10名 ４月 ８日
漢文学概論A 前期 未定 10名 ４月 ８日
異文化関係論 後期 未定 10名 ９月15日
漢字・漢語と文化 後期 未定 10名 ９月15日
知覚・認知心理学Ａ 前期 未定 10名 ４月 ８日
知覚・認知心理学Ｂ 後期 未定 10名 ９月15日
コミュニティ・ビジネス論 前期 未定 10名 ４月 ８日
漢字・漢語と社会 前期 未定 10名 ４月 ８日

作新学院大学
女子短期大学部

環境教育 前期 未定 若干名 ４月 ６日
環境教育 後期 未定 若干名 ９月22日

機関名 授業科目名 前・後・
集中 開講曜日・時間 受入

人数 受入期限

宇都宮大学

実践・宇都宮のまちづくり 前期 水　7-8時限　14：20～15：50 10名 ４月 ４日
地域金融機関とともに
「地方創生」を考える 前期 オンデマンド 20名 ４月 ４日

起業の実際と理論　～アント
レプレナーシップの養成～ 後期 月　９-10時限　16：00～17：30 若干名 9月16日

機関名 授業科目名 前・後・
集中 開講曜日・時間 受入

人数 受入期限

作新学院大学
女子短期大学部

生活 後期 未定 若干名 ９月22日
図画工作Ⅰ 前期 未定 若干名 ４月 ６日
図画工作Ⅱ 後期 未定 若干名 ９月22日

帝京大学

機械力学１ 後期 未定 10名 ９月30日
航空宇宙セミナー 後期 未定 10名 ９月30日
情報システムの実例 後期 未定 10名 ９月30日
栃木学 前期 未定 10名 ４月20日
バイオテクノロジー入門 前期 未定 10名 ４月20日

獨協医科大学

教養医科学 前期

教務課までお問い合わせ下さい。

若干名

教務課まで
お問い合わ
せ下さい。

生殖学 前期 若干名
消化器内視鏡学 前期・後期 若干名
スポーツによる中枢神経の外傷 前期・後期 若干名
やさしくわかる臨床疫学・統計解析 前期 若干名
再生医学入門 後期 若干名
スポーツ整形外科 後期 若干名
ライフサイクル精神医学 後期 若干名
看護学原論 前期

看護教務課までお問合せください。
5名 ４月 １日

看護理論 後期 5名 ９月30日

白鷗大学

企業論 前期 金　2時限 若干名 ４月 １日
企業論 後期 金　2時限 若干名 ９月15日
企業論 後期 月　1時限 若干名 ９月15日
公益事業論Ⅰ 前期 木　1時限 若干名 ４月 １日
公益事業論Ⅱ 前期 木　2時限 若干名 ４月 １日
民事法概論 前期 月　4時限 若干名 ４月 １日
刑事法概論 前期 木　1時限 若干名 ４月 １日

憲法Ⅰ（総論・人権） 後期
（週２コマ） 火　3時限、　木　2時限 若干名 ９月15日

会社法 前期
（週２コマ） 月　3時限、　火　1時限 若干名 ４月 １日

海商法 前期 火　4時限 若干名 ４月 １日

政策学Ⅰ（総論） 後期
（週２コマ） 月　3時限、　水　1時限 若干名 ９月15日

環境心理学 前期 金　2時限 若干名 ４月 １日

文星芸術大学
デジタルコンテンツマネジ
メント論（DCM）と技術経
営論（MOT）

後期 未定 20名 未定

宇都宮大学 管打合奏演習　～ウィンド
アンサンブル（吹奏楽）～ 後期 不定時 15名 9月16日

文星芸術大学
デジタルコンテンツマネジ
メント論（DCM）と技術経
営論（MOT）

後期 未定 20名 未定

機関名 授業科目名 前・後・
不定時 開講曜日・時間 受入

人数 受入期限


