
科目コード 曜日時限

14D0310001 経済原論　01＜通期＞ ☆ 大澤　健 月1

1755030000 日本語教授法の基礎　＜通期＞ 有川　康二 月2

1051410002 日本史　02＜通期＞ ☆ 吉村　智博 月2

1114310001 東洋史　01＜通期＞ ☆ 濱野　亮介 月3

14D0110001 ミクロ経済学　01＜通期＞ ☆ 吉川　丈 月3

1051510001 外国史　01＜通期＞ ☆ 村上　司樹 火2

1620620000 企業論　＜通期＞ ☆ 于　健 火4

1540110000 産業心理学　＜通期＞ ☆ 木村　貴彦 火4

1054210000 情報科教育法　＜通期＞ ☆ 小野　淳 火5

1123610000 科学技術史　＜通期＞ 本間　栄男 水2

14D0210001 マクロ経済学　01＜通期＞ ☆ 二替　大輔 水4

1051510002 外国史　02＜通期＞ 鈴木　康文 木1

1N10710000 会社法　＜通期＞ 大川　済植 木1

1570110000 職業指導　＜通期＞ ☆ 木口　誠一 木2

1N11110000 行政法各論　＜通期＞ 天本　哲史 木3

1425910001 簿記　01＜通期＞ ☆ 國廣　好行 木4

1054160000 哲学　＜通期＞ ☆ 木下　昌巳 金3

1053260001 地誌［４］　01＜通期＞ ☆ 安倉　良二 金4

1051710000 倫理学　＜通期＞ 木下　昌巳 金4

2021年2月15日現在

［注意事項］
　　　　以下の社会人の科目につきましては、現時点で開講の目処はたっておりません。何卒ご理解の程お願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　◆桧本　多加三 先生 : 日本史の授業および歴史探訪ウォーク～大人の遠足～
　　　　　　　　　　　　　　　　◆Larry James Barton　先生：「入門英語」「初級英語」「Film　Study」
　　　　　　　　　　　　　　　　◆HARRIS,　Carlquist 先生  ：「上級英語」
　　　　　　　　　　　　　　　　◆中居　義朗 先生：「社交ダンス」

講義名称 教員

①曜日時限の見かた

月1 → 月曜日の１時限（週１回の講義）

月1／木3 → 月曜日の１時限と木曜日の３時限（週２回の講義）

②正課科目で講義名称と教員が同じで、講義概要も同じ場合、重複して聴講することはできません。

例） 「 憲法A 01＜春＞ 月1」 と 「憲法A 02＜春＞ 月2」

③[インテ]は記載の担当教員以外に、それぞれ専門の担当者が講義をするインテグレーション科目です。

④[英語による］は英語で行われる授業です。

⑤担当者の○印は名誉教授、☆印は兼任講師（非常勤講師）、◇はエクステンション・センター講師です。

⑥申込者数によっては講義を開講しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⑦「社会人の科目」の“区分”はカテゴリーを指しています。語学のみ各語学（英・韓・伊・中）の表記です。

通期科目―春学期、秋学期を通して週1回講義が行われる科目

◆正課科目 本学学生の授業を聴講できる科目
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科目コード 曜日時限

1790210000 科学思想史　＜春集＞ 本間　栄男 月1/木3

1781110000 日本語学概論　＜春集＞ 有川　康二 月3/木2

14D0210002 マクロ経済学　02＜春集＞ 井田　大輔 月4/木1

1620010001 経営学総論　01＜春集＞ 野田　俊範 火1/金3

14D0210003 マクロ経済学　03＜春集＞ 中村　勝之 火1/金3

14D0310002 経済原論　02＜春集＞ 李　晨 火2/金1

1051510003 外国史　03＜春集＞ 梅田　百合香 火3/金2

14D0110002 ミクロ経済学　02＜春集＞ 西﨑　勝彦 火3/金4

1610620001 商業簿記　01＜春集＞ ☆ 池之本　欣哉 水1/水2

1650410000 証券論　＜春集＞ 松尾　順介 水2/金2

1054110001 地理学概論　01＜春集＞ ☆ 安倉　良二 水3/金2

1530010000 社会学原論　＜春集＞ ☆ ケイン　樹里安 水3/金3

科目コード 曜日時限

17A8700000 学科特殊講義-歴史からみた中国都市の形成　＜春＞ 辻　高広 月1

1N11020000 行政法総論A　＜春＞ 天本　哲史 月1

1116220001 経営学A　01＜春＞ 小嶌　正稔 月1

1116220002 経営学A　02＜春＞ 齋藤　巡友 月1

1635750000 経営学特講-組織行動論　＜春＞ 藤井　暢人 月1

14D4610000 経済開発論Ⅰ　＜春＞ 望月　和彦 月1

1116040001 経済入門　01＜春＞ 矢根　眞二 月1

1480230001 憲法A　01＜春＞ ☆ 森口　佳樹 月1

1530520000 社会心理学[2]　＜春＞ 岩田　考 月1

1560540000 地域研究ⅡA　＜春＞ 塚田　鉄也 月1

1786510000 日本文化研究-文化財保護修復と日本文化A　＜春＞ 山内　章 月1

14D5710000 比較経済体制論Ⅰ　＜春＞ 上野　勝男 月1

1053660001 教育学概論　01＜春＞ 伊藤　潔志 月2

1635740001 経営学特講-経営戦略論　01＜春＞ 藤井　暢人 月2

14D1510001 経済基礎A　01＜春＞ ☆ 大澤　健 月2

1480230002 憲法A　02＜春＞ ☆ 森口　佳樹 月2

1610660000 上級簿記A　＜春＞ 中村　恒彦 月2

1N06060000 西洋法制史A　＜春＞ 鈴木　康文 月2

1A10160000 世界の市民－経済の未来を考える　＜春＞ 金江　亮 月2

1059020000 図書館情報学原論　＜春＞ 水沼　友宏 月2

14D2510000 日本経済論Ⅰ　＜春＞ 澤田　鉄平 月2

14D3810000 ファイナンスⅠ　＜春＞ ☆ 北野　友士 月2

教員講義名称

講義名称 教員

春学期集中科目―春学期に週２回講義が行われる科目

春学期科目―春学期に週１回講義が行われる科目
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科目コード 曜日時限講義名称 教員

17A8670000 学科特殊講義-中国古代の物語を読む　＜春＞ 辻　高広 月3

16D0110000 経営財務論（基礎）　＜春＞ 齋藤　巡友 月3

17E1220000 言語と心理A　＜春＞ ☆ 西原　哲雄 月3

1560820000 国際政治事情研究A　＜春＞ 松村　昌廣 月3

1530820000 文化人類学A　＜春＞ ☆ 藤井　真一 月3

16D0410000 流通論［２］　＜春＞ 濱村　純平 月3

17E0720000 英語の歴史A　＜春＞ ☆ 西原　哲雄 月4

1610820000 会計学総論　＜春＞ 中村　恒彦 月4

1054410000 教育経営学　＜春＞ 伊藤　潔志 月4

1116220003 経営学A　03＜春＞ 藤井　暢人 月4

1635720000 経営学特講-デジタルマーケティング　＜春＞ 宮津　和弘 月4

1677010000 原価計算システム　＜春＞ 濱村　純平 月4

1A10110000 世界の市民-戦争と正義-日本を巡る国際法上の諸問題　＜春＞ 松村　昌廣 月4

17N3430000 比較文化研究－日本と韓国の民俗と現代文化A　＜春＞ ☆ 崔　杉昌 月4

1053680001 教育課程論　01＜春＞ 伊藤　潔志 月5

14D3610000 金融論Ⅰ　＜春＞ 木村　二郎 月5

1E60030000 健康・スポーツ科学講義-身体の文化史　＜春＞ 大野　哲也 月5

1587310000 ボランティア論　＜春＞ ☆ 新崎　国広 月5

1555460000 社会福祉特講-キャンプディレクター論　＜春＞ ☆ 髙瀨　宏樹 月5

1E60010000 健康・スポーツ科学講義-コーチング論　＜春＞ 松本　直也 火1

1580320000 コミュニケーション論[2]　＜春＞ 長﨑　励朗 火1

1N05120000 ジェンダー法学A　＜春＞ ☆ 的場　かおり 火1

15E2610000 社会福祉サービス論Ａ　＜春＞ ☆ 加藤　貴久 火1

16D1410000 人的資源管理論Ａ　＜春＞ 三輪　卓己 火1

1116520005 心理学A　05＜春＞ 冷水　啓子 火1

15D0420000 生活文化論[2]　＜春＞ 大尾　侑子 火1

16D1210000 税法Ａ　＜春＞ ☆ 浦東　久男 火1

14D2410000 統計学総論Ⅰ　＜春＞ 井田　憲計 火1

1057650000 博物館展示論　＜春＞ ☆ 鮫島　泰平 火1

17F7020000 映像メディア論A　＜春＞ 森田　良成 火2

1560030000 国際機構論A　＜春＞ 軽部　恵子 火2

1D00260001 国際交流特別講義-持続可能な社会づくりと教育　01＜春＞ ☆ 小野　康子 火2

1051270001 人権教育論A　01＜春＞ ☆ 古本　義信 火2

1116520002 心理学A　02＜春＞ ☆ 中村　隆行 火2

17N5330000 日本語教育事情　＜春＞ ☆ 島　千尋 火2

1N06040000 日本法制史A　＜春＞ ☆ 的場　かおり 火2

15D1320000 モラルの社会学　＜春＞ 平野　孝典 火2

17A7550000 学科特殊講義-幕末の文化交流史　＜春＞ ○ 日下　隆平 火2

17F4620000 マルチメディア文化論A　＜春＞ 土屋  祐子 火2

1787490000 アジア文化研究-韓国・朝鮮文化A　＜春＞ 青野　正明 火3

1054920000 学習情報メディア組織化論　＜春＞ ☆ 橋本　あかり 火3

1116220004 経営学A　04＜春＞ 三輪　卓己 火3

1635760000 経営学特講-経営のためのデータ分析　＜春＞ 大田　靖 火3

14D3310000 経済政策Ⅰ　＜春＞ 吉弘　憲介 火3

14D2910000 経済成長論Ⅰ　＜春＞ 上ノ山　賢一 火3

1560320000 国際法A　＜春＞ 軽部　恵子 火3

1051270002 人権教育論A　02＜春＞ ☆ 古本　義信 火3

1116520003 心理学A　03＜春＞ ☆ 中村　隆行 火3

1116420001 法学A　01＜春＞ 江藤　隆之 火3

1N07060000 法学特講-消費者法入門　＜春＞ 瀬谷　ゆり子 火3

17E2550001 イギリス文化研究-ヴィクトリア朝ロンドンの世界A　＜春＞ ○ 日下　隆平 火3
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科目コード 曜日時限講義名称 教員

15D0920000 社会運動論[2]　＜春＞ 本郷　正武 火4

1116120001 社会学A　01＜春＞ 石田　あゆう 火4

1560440000 地域研究ⅠA　＜春＞ 軽部　恵子 火4

15E1710000 地域福祉論Ａ　＜春＞ 小野　達也 火4

14D6310000 中国経済論Ⅰ　＜春＞ 大島　一二 火4

1530630002 マス・コミュニケーション論　02＜春＞ ☆ 彭　永成 火4

1E60020001 健康・スポーツ科学講義-体力トレーニング論　01＜春＞ 井口　祐貴 水1

14D6520000 コンピュータ論Ⅱ　＜春＞ ☆ 榎本　光世 水1

1N10920000 商取引法Ⅰ　＜春＞ 瀬谷　ゆり子 水1

17N2020000 総合人間学A　＜春＞ インテ ○ 梅山　秀幸 水1

1116120002 社会学A　02＜春＞ 大尾　侑子 水2

1536240000 社会学特講-格差社会を理論的に読み解く　＜春＞ ☆ 藤田　悟 水2

14D5210000 農業経済論Ⅰ　＜春＞ 大島　一二 水2

16D0310000 マーケティング論Ａ　＜春＞ 辻本　法子 水2

14D4810000 環境経済論Ⅰ　＜春＞ ☆ 風岡　宗人 水3

14D3710000 経済数学Ⅰ　＜春＞ ☆ 二替　大輔 水3

1781330000 言語学概論A　＜春＞ ☆ 西岡　武彦 水3

1058010001 生涯学習概論　01＜春＞ ☆ 尾谷　雅彦 水3

15E5610001 障害者スポーツ論A　01＜春＞ ☆ 植田　里美 水3

1059150000 図書館・博物館への誘い　＜春＞ インテ 藤間　真 水3

1750320000 比較文学A　＜春＞ ☆ 岩男　久仁子 水3

14D6110000 ヨーロッパ経済論Ⅰ　＜春＞ ☆ 中島　俊克 水3

1781340000 言語学概論B　＜春＞ ☆ 西岡　武彦 水4

17F4320000 考古学概論A　＜春＞ ☆ 尾谷　雅彦 水4

1530740000 視覚メディア論　＜春＞ ☆ ケイン　樹里安 水4

1620920000 組織倫理論　＜春＞ ○ 谷口　照三 水4

14D5610000 都市政策論Ⅰ　＜春＞ ☆ 風岡　宗人 水4

17N3280000 比較文化研究-近現代の日本と朝鮮半島A　＜春＞ ☆ 西村　直登 水4

15E4430000 精神医学と精神医療A　＜春＞ ☆ 岡田　章 水5

16D1810000 英文簿記会計　＜春＞ 小澤　義昭 木1

1520220000 国際関係論A　＜春＞ 松村　昌廣 木1

1536630000 社会学特講-釜ヶ崎から世界を見る　＜春＞ ☆ 綱島　洋之 木1

1116520004 心理学A　04＜春＞ ☆ 本多　隆司 木1

1A10120001 世界の市民-科学と社会の関係を考える　01＜春＞ 尾鍋　智子 木1

1480320000 労働法A　＜春＞ 楠本　敏之 木1

1116230001 経営学B　01＜春＞ 小嶌　正稔 木2

1116230003 経営学B　03＜春＞ 藤井　暢人 木2

16D0120000 経営財務論（応用）　＜春＞ 齋藤　巡友 木2

15D0520000 ジェンダー論[2]　＜春＞ 村上　あかね 木2

1610670000 上級簿記B　＜春＞ 中村　恒彦 木2

1116320000 政治学A　＜春＞ 塚田　鉄也 木2

1A10150001 世界の市民-日本の「食」のローカルとグローバル　01＜春＞ 室屋　有宏 木2

14D2710000 日本近代史Ⅰ　＜春＞ 島田　克彦 木2

14D2110001 日本経済史Ⅰ　01＜春＞ ○ 梅本　哲世 木2

17E0120000 ビジネス英語A　＜春＞ ☆ OTION，Tony 木2

1N09010000 法学特講-社会保障法A　＜春＞ 楠本　敏之 木2

1N11420000 企業法入門A　＜春＞ 大川　済植 木3

1670330000 経営分析論　＜春＞ 小澤　義昭 木3

1677920000 ドイツの文化A　＜春＞ 高田　里惠子 木3

1765230000 日本文化史A　＜春＞ ○ 梅山　秀幸 木3

1586220000 民俗学A　＜春＞ ☆ 大野　啓 木3
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科目コード 曜日時限講義名称 教員

1791020000 アジア文化研究-中国文化の現在A ＜春＞ 王　其莉 木4

1116230002 経営学B　02＜春＞ 齋藤　巡友 木4

1116020001 経済学A　01＜春＞ 澤田　鉄平 木4

14D2010001 経済学史Ⅰ［２］　01＜春＞ ☆ 北田　了介 木4

1677210000 国際会計論［２］　＜春＞ 中村　恒彦 木4

1560220000 国際政治史A　＜春＞ 塚田　鉄也 木4

1545010001 社会調査特講-質的調査法　01＜春＞ ☆ 李　容玲 木4

1A10090000 世界の市民-情報の時代の世界を生きる　＜春＞ 藤間　真 木4

16D1510000 地域ビジネス論　＜春＞ 室屋　有宏 木4

14D2110002 日本経済史Ⅰ　02＜春＞ 見浪　知信 木4

1787170000 日本文化研究-科学と思想A　＜春＞ 尾鍋　智子 木4

1057620000 博物館資料論　＜春＞ ☆ 白石　耕治 木4

1E60050001 健康・スポーツ科学講義-健康教育論　01＜春＞ 大西　史晃 木5

1121720000 環境問題概論[2]　＜春＞ 巖　圭介 金1

16D1110000 管理会計基礎　＜春＞ 山田　伊知郎 金1

16D0010000 経営学史Ａ　＜春＞ 野田　俊範 金1

1560330000 国際法B　＜春＞ 軽部　恵子 金1

14D2610000 社会思想史Ⅰ　＜春＞ 梅田　百合香 金1

15E2210000 社会保障論Ａ　＜春＞ ☆ 寺内　謙元 金1

1116520001 心理学A　01＜春＞ ☆ 伊庭　千惠 金1

14D5010000 地域経済論Ⅰ　＜春＞ ☆ 禿　慧二 金1

1530120000 家族社会学[2]　＜春＞ 木下　栄二 金2

14D1810000 経済学のための数学入門［２］　＜春＞ 藤間　真 金2

1530640002 広報の社会学　02＜春＞ ☆ 北波　英幸 金2

1560040000 国際機構論B　＜春＞ 軽部　恵子 金2

15E2410000 社会福祉計画論Ａ　＜春＞ ☆ 寺内　謙元 金2

1052160000 特別支援教育　＜春＞ ☆ 石塚　謙二 金2

1755130000 日本語教材・教具論A　＜春＞ 友沢　昭江 金2

16D0930000 ネットビジネスA　＜春＞ 岳　理恵 金2

15E0220000 福祉レクリエーション支援論　＜春＞ ☆ 水流　寛二 金2

1787500000 アジア文化研究-韓国・朝鮮文化B　＜春＞ 青野　正明 金3

1770020000 アジア文化史A　＜春＞ ☆ 濱野　亮介 金3

1481780000 経済学特講-英語で学ぶ日本・アジア経済　＜春＞ 英語による 江川　暁夫 金3

14D2310000 経済情報処理論Ⅰ　＜春＞ 櫻井　雄大 金3

14D4410000 経済地理学Ⅰ　＜春＞ ☆ 安倉　良二 金3

14D4010000 経済統計Ⅰ　＜春＞ ☆ 岡野　光洋 金3

1495710000 日中ビジネス論　＜春＞ インテ 大島　一二 金3

17N3260000 比較文化研究-インドネシアと日本の音楽文化A　＜春＞ ☆ 由比　邦子 金3

17F4630000 マルチメディア文化論B　＜春＞ 土屋  祐子 金3

14D6810000 アジア産業論Ⅰ　＜春＞ 江川　暁夫 金4

1770030000 アジア文化史B　＜春＞ ☆ 濱野　亮介 金4

1755510000 語彙・意味論　＜春＞ ☆ 島　千尋 金4

1560450000 地域研究ⅠB　＜春＞ 軽部　恵子 金4

1530830000 文化人類学B　＜春＞ ☆ 藤井　真一 金4

1530630001 マス・コミュニケーション論　01＜春＞ ☆ ケイン　樹里安 金4
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春学期半期科目―春学期に週１回講義が行われる科目

遠隔授業 対面(遠隔授業へ切替の可能性あり)

Z99HH90003 人 ◇ 長田　寛康 月２ 20名 遠隔授業（Zoom） ー

Z993S90004 社 明快リアル国際関係論入門（春） ◇ 捧　堅二 月３ 12名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

Z99HH20004 人 ☆ 尾谷　雅彦 ※火１ 20名 遠隔授業（Zoom）+臨地講座 ー

Z992C50011 キ 宮嶋　眞 火２ 10名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

Z99HK40010 人 ◇ 小笠原　由祠 ※火２・３ 18名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

Z992H90006 人 ☆ 髙橋　奈穗子 水１ 30名 遠隔授業（Zoom） ー

Z99HH50012 人 ◇ 大橋　康夫 水２ なし 遠隔授業（Zoom） ー

Z99HG30009 人 〇 梅山　秀幸 木２ 12名 ー 対面（遠隔授業時はオンデマンド型)

Z993S40006 社 井上　敏 木３ 9名 ー 対面（遠隔授業時はオンデマンド型)

Z99HH70100 人 新任 ◇ 橘　弘文 木3 12名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

Z995S10000 社 新任 ◇ 加戸　友佳子 木4 12名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

Z994S10002 社 金3 12名 ー 対面（遠隔授業時はオンデマンド型)

Z992H50004 人 ☆ 畷　絵里 金３ なし 遠隔授業（Zoom） ー

Z994F10000 健 新任 ◇ 姜　 鉉守
カ　ン　　　ヒョンス

金３ 18名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

※変則授業科目

春学期半期科目（語学科目）―春学期に週１回講義が行われる語学の科目

遠隔授業 対面(遠隔授業へ切替の可能性あり)

Z99LM30012 英 ☆ WIER，Hershey 火１ 12名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

Z99LC20101 中 ◇ 江島　えな 火２ 9名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

Z99LI50022 伊 ☆ 牧　みぎわ 火２ 12名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

Z99LC20201 中 ◇ 江島　えな 火３ 9名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

Z99LI30002 伊 ☆ 牧　みぎわ 火３ 12名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

Z99LP20000 英 ☆ 髙橋　奈穗子 水２ 30名 遠隔授業（Zoom） ー

Z99LB20000 英 ☆ CROWE, Owen John 水３ 12名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

Z99LM30053 英 ☆ WIER，Hershey 水３ 30名 遠隔授業（Zoom） ー

Z99LK00101 韓 ◇ 金　蓮煕 金２ 12名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

Z99LK10201 韓 ◇ 金　蓮煕 金4 12名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

Z99LK10008 韓 ◇ 太　珠娟　 金３ 9名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

Z99LK00013 韓 ◇ 太　珠娟　 金４ 9名 ー 対面（遠隔授業時はZoom)

科目コード 区分 講義名称 教員 曜日時限

科目コード 区分 教員講義名称 曜日時限新任

楠公父子の戦いと顕彰―南北朝から近代へ―（春）

授　業　形　態

授　業　形　態

文化財保護を考える―世界遺産と日本の文化財（春）

英語で触れる世界の異なる文化（春）

名所図会と古地図で学ぶ江戸時代 ３＋特別授業（春）

わかやまのアート　３０（春）

『源氏物語』を読む20（春）

ヨハネによる福音書（春）

「伝統芸能への誘い＆優しい謡で脳トレ！若返り！」講座と実技　Vol.１（春）

定員

定員

世界の考古学と博物館に学ぶ～五輪イヤーにちなんで～（春） 秋山 浩三（本学客員教授）

イタリア美術とその物語Ⅱ～中世編～（春）

仏像伝説を見直す（春）

「思い通りにいかない身体」の人文・社会学（春）

韓国語中級Ⅰ（春）

ベーシック英会話入門（春）

基礎英語（春）

準上級英語（Pre-advanced class)（春）

韓国語実践会話Ⅰ（春）

韓国語中級Ⅱ（春）

韓国語実践会話Ⅱ（春）

中級英語（Intermediate class）（春）

日中異文化の驚くところ　中国語初級1（春）

イタリア　文化とことばの旅＜初級＞（春）

日中異文化の驚くところ　中国語中級1（春）

イタリア　文化とことばの旅＜中級＞（春）

いきいき健康スポーツ（春）

◆社会人の科目 社会人聴講生の方のみが受講できる科目

2021年度春学期は授業形態が2種類あります。

①初回からオンラインで行われる授業（以下「遠隔授業」という）

②対面授業 但し、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響及び教員の希望等により、春学期途中（場合によっては初回）から遠隔授業へ切り替えます。

㊟対面授業から遠隔授業への切り替えに伴う受講料の返還はできませんので、予めご了承ください。

お申込み集計の結果、定員を超えた科目につきましては、抽選となります。3月9日（火）発送予定の払込票送付をもって当選通知に代えさせていただきます。

遠隔授業はスマートフォンやタブレットでも利用可能ですが、パソコンでの
利用を推奨します。
(Zoom)：授業のライブ配信
https://zoom.us/test/にアクセスいただくと、お使いのパソコンのマイク
とスピーカーのチェックテストが受けられます。Wi-Fiなど安定したネット
環境と、マイクとスピーカー内蔵(外付けも可)のPCをご準備ください。
(オンデマンド型)：録画・録音した授業を配信
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