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JMOOC ワークショップ

～趣旨説明～

オンライン授業に関するJMOOC ワークショップ



「オンライン授業に関する
JMOOCワークショップ」の意義

現下の新型コロナウイルス感染症の拡大の影響

大学等の教育機
関からの視点

さまざまなシステム、
ソフトウェア等を提供
するメーカからの視点

「教育におけるデジタルトランス
フォーメーション」の可能性

教育・研究の継続に向けた
様々な対策、検討



「オンライン授業に関する
JMOOCワークショップ」の内容

• 4種類のワークショップをテレビ会議方式で
–オンライン授業と新しい大学

•オンライン授業の方法論の深化と経験の共有
– e-ラーニングの進歩

•オンライン授業をサポートするさまざまなシ
ステムに関する情報共有

–初等中等教育のIT化
•ギガスクール構想など

–大学の国際化の新展開とリスク管理
•9月入学問題など

• 第１期計画：5月30日から3か月、全13回



「オンライン授業に関するJMOOCワークショップ」日程
• 第１回：『ネットワーク授業の隠れていた力を引き出す』
• 第２回：『今、求められる新たな学び』
• 第３回：『オンライン授業の実践から見えてきたこと』
• 第４回：『初等中等教育を取り巻くICT』
• 第５回：『ポストコロナ時代のeラーニングシステムの在り方』
• 第６回：『ポストコロナ禍時代の大学教育』
• 第７回：『アクティブラーニングをオンライン授業で！』
• 第８回：（延期）
• 第９回：『成績評価と学習データの活用』
• 第10回：『応急措置のリモート授業から質の高いオンライン教育へ～学習
者中心モデルを目指して～』

• 第11回：『海外大学のオンライン教育の取り組みとそこから学べる教訓』
• 第12回：『ポストコロナ時代に問われる授業用コンテンツの共有とeラー
ニングの進化』（今回）

• 第13回：『IT人材獲得と育成のグローバリズム』2020年８月29日（土曜
日） 15:30～17:30
詳細：https://www.jmooc.jp/online-workshop2020/





一般社団法人日本オープンオンライン教育
推進協議会（JMOOC）とは？

ミッション
「良質な講義」を「誰も」が
「無料」で学べる学習機会を
提供することで、個人が意欲
的に学ぶことを支援するとと
もに、個人の知識やスキルを
社会的な評価へ繋げていくこ
とを目指します。

日本人講師による、
日本語で提供される
MOOC

Since Nov.2013



JMOOCの現状
• 主たる活動

– 講座の質保証
– 講座の無料配信
– WG活動
– 関係省庁との連携・提携
– アジア諸国との連携

• JMOOC認定講座数
約437

• 講座登録者数
約82万人

• 延べ学習者数
約122万人

事務局所在地
〒101-8301 
千代田区神田駿河台1-1

明治大学グローバルフロント
7F407G

TEL&FAX 03-3295-3555
E-mail secretary@jmooc.jp
HP https://www.jmooc.jp

（ 2020年6月26日現在）
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講座一覧（基本情報）

		▪︎講座一覧 イチラン				G:gacco
U:OUJ
L:OLJ						採番ルール：西暦2桁（開校年度4月基準）+年度講座数+全講座数 saibaンンセイレキケタカイコウネンドガツキジュンネンドコウザスウゼンkouzasuu										PF通し番号ルール：G,U,L,F+西暦2桁+年度講座数+累積講座数 トオバンゴウセイレキketaネンドコウザスウルイセキコウザスウ																										コース認定実績 ニンテイジッセキ																		1:選択式
2:相互採点
3:複合 センタクシキソウゴサイテンフクゴウ

				管理番号 カンリバンゴウ		PF通し番号 トオバンゴウ		ID				産官学 サンカンガク		種別 コウザシュベツ		招待
特別 ショウタイトクベツ		スポンサー		機関名 キカンメイ		講座名		ジャンル1		ジャンル2		ジャンル3		担当教員		対面学習 タイメンガクシュウ		カテゴリ		PF		新規講座提供数 シンキコウザテイキョウスウ		開講回数 カイコウカイスウ		新規開講/再開講 シンキカイコウサイカイコウ		支援金 シエンキン		覚書 オボエガキ		FB年度 ネンド		開講年度 カイコウネンド		開講年度（上期/下期） カイコウネンドカミキシモキ		募集開始日 ボシュウカイシビ		開講日 カイコウビ		受付終了日 ウケツケシュウリョウビ		講座修了アンケート コウザシュウリョウ		募集期間2 ボシュウキカン		開講期間 カイコウキカン		採点方式 サイテンホウシキ		講義言語 コウギゲンゴ		字幕言語 ジマクゲンゴ		課題言語 カダイゲンゴ		対面参加者数 タイメンサンカシャスウ

		1		1401-01		G1401		g0001				大 dai		会員						東京大学 トウキョウダイガク		日本中世の自由と平等		人文科学 ジンブン						本郷 和人		○		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		上 カミ		2/3/14		4/14/14		6/9/14				70		56		3

		2		1402-02		U1401		ou0001				大 dai		会員				国際交流基金プロジェクトチーム		放送大学		にほんごにゅうもん　		社会科学 シャカ						山田 恒夫　他		-		0		OUJ		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		上 カミ		2/2/14		4/14/14		?				71

		3		1403-03		U1402		ou0002				大 dai		会員						放送大学 ホウソウダイガク		コンピュータのしくみ		コンピュータ科学 カガk						岡部 洋一		-		0		OUJ		2		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		上 カミ		2/1/14		2014/4		2014/12/21				59		264

		4		1404-04		G1402		g0002				大 dai		会員						慶應義塾大学		インターネット		コンピュータ科学 カガk						村井 純		-		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		上 カミ		2/3/14		5/19/14		7/10/14				105		52		1

		5		1405-05		G1403		g0003				大 dai		会員						早稲田大学 ワセダダイガク		国際安全保障論		社会科学 シャカ						栗崎 周平		-		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		上 カミ		2/3/14		6/16/14		7/20/14				133		34		3

		6		1406-06		G1404		g0004				大 dai		非会員 ヒカイイン						北海道大学		オープンエデュケーションと未来の学び		教育と学習 キョ						重田 勝介		○		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		上 カミ		4/3/14		7/7/14		8/17/14				95		41		3

		7		1407-07		G1405		g0005				大 dai		会員						グロービス経営大学院 ケイエイダイガクイン		経営（マネージメント）入門		ビジネスと経営 ケイエ						荒木 博之　他		○		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		上 カミ		4/3/14		8/25/14		10/15/14				144		51		2

		8		1408-08		G1406		g0006				大 dai		会員						大手前大学		俳句　−十七字の世界−		人文科学 ジンブン						川本 皓嗣		○		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		上 カミ		5/27/14		8/25/14		10/17/14				90		53		3

		9		1409-09		L1401		nl0001				大 dai		会員						九州大学 キュウシュウダイガク		Global Social Archaeology		社会科学						溝口 孝司		-		0		OLJ		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		上 カミ		7/25/14		9/25/14		10/23/14				62		28		1

		10		1410-10		G1407		g0007				大 dai		会員						名古屋商科大学 ナゴヤショウカダイガク		ビジネススクール（入門）		ビジネスと経営						長沢 雄次　他		○		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		7/2/14		10/8/14		12/17/14				98		70		3

		11		1411-11		G1408		g0008				大 dai		非会員 ヒカイイン						首都大学東京		デジタルアーカイブのつくり方 ～ビッグデータ・オープンデータを紡いで社会につなぐ～		コンピュータ科学						渡邊 英徳		-		0		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		？		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		7/10/14		10/10/14		11/28/14				92		49		2

		12		1412-12		G1409		g0009				大 dai		会員						東京未来大学 トウキョウミライダイガク		モチベーション・マネジメント		社会科学						角山 剛		-		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		7/30/14		10/22/14		12/10/14				84		49		3

		13		1413-13		G1410		g0010				大 dai		会員						関西大学		化学生命工学が作る未来		工学						吉田 宗弘　他		○		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		7/30/14		10/23/14		12/24/14				85		62		3

		14		1414-14		G1411		g0011				大 dai		会員						立命館大学 リツメイカンダイガク		歴史都市京都の文化・景観・伝統工芸		人文科学						矢野 桂司　他		-		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		7/30/14		10/28/14		12/15/14				90		48		3

		15		1415-15		G1412		g0012				大 dai		会員						立教大学 リッキョウダイガク		交流文学研究 ～東南アジアへの旅～		人文科学						舛谷 鋭		○		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		7/30/14		10/30/14		12/18/14				92		49		3

		16		1416-16		G1413		g0013				学会 ガッカイ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		統計・数学						竹村 彰通　他		○		0		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		8/7/14		11/12/14		1/8/15				97		57		1

		17		1417-17		L1402		nl0002				大 dai		会員						同志社大学		アメリカ映画と政治		社会科学						村田 晃嗣		○		0		OLJ		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		9/25/14		11/17/14		12/21/14				53		34		1

		18		1418-18		G1414		g0018				大 dai		非会員 ヒカイイン						武蔵野美術大学		カタチで意味を伝える ピクトグラム		アート・デザイン						白尾 隆太等		-		0		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		8/19/14		11/18/14		1/20/15				91		63		3

		19		1419-19		G1415		g0019				大 dai		会員				河合塾 カワイジュク		東京大学 トウキョウダイガク		インタラクティブ・ティーチング		教育と学習						栗田 佳代子　他		○		0		gacco		2		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		9/2/14		11/19/14		2/13/15				78		86		3

		20		1420-20		G1416		g0014				大 dai		会員						芝浦工業大学 シバウラコウギョウダイガク		イノベーション入門		ビジネスと経営						田中 秀穂　他		○		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		8/27/14		11/26/14		1/23/15				91		58		3

		21		1421-21		G1417		g0020				大 dai		非会員 ヒカイイン						大阪大学 オオサカダイガク		人とロボットが共生する未来社会		工学						石黒 浩		○		0		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		9/25/14		12/11/14		2/12/15				77		63		2

		22		1422-22		G1418		g0017				大 dai		会員						明治大学 メイジダイガク		マンガ・アニメ・ゲーム論		人文科学						森川 嘉一郎　他		-		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		10/9/14		1/7/15		3/11/15				90		63		2

		23		1423-23		U1403		ou0001				大 dai		会員				国際交流基金プロジェクトチーム		放送大学		にほんご　にゅうもんA1（英語版）CLASS1-5 エイゴバン		社会科学						山田 恒夫 ヤマダツネオ		-		0		OUJ		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		2/2/14		1/12/15		3/22/15				344		69										-

		24		1424-24		U1404		ou0003				大 dai		会員						帝塚山大学 テヅカヤマダイガク		はじめての情報ネットワークⅠ		コンピュータ科学						日置 慎治		-		0		OUJ		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		1/13/15		1/13/15		3/2/15				0		48										-

		25		1425-25		G1419		g0021				研 ケンキュウ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				京都大学iPS細胞研究所 サイボウケンキュウショ		よくわかる！iPS細胞		健康と医療						京都大学iPS細胞研究所		-		0		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		9/25/14		1/14/15		3/6/15				111		51		3

		26		1426-26		G1420		g0022				大 dai		会員						立教大学 リッキョウダイガク		ブラックホール入門		自然科学						北本 俊二		-		0		gacco		2		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		10/3/14		1/15/15		3/4/15				104		48		3

		27		1427-27		G1421		g0030				個 コ		非会員 ヒカイイン						慶應義塾大学（夏野先生） ナツノセンセイ		《特別講座》 ネットワーク産業論		ビジネスと経営						夏野 剛		-		0		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		11/27/14		1/20/15		3/26/15				54		65		1

		28		1428-28		G1422		g0028				大 ダイ		会員						慶應義塾大学		3Dプリンタとデジタルファブリケーション		コンピュータ科学						田中 浩也		○		0		gacco		2		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		11/13/14		2/10/15		3/27/15				89		45		1

		29		1429-29		G1423		g0032				企 キギョウ		会員						北星学園大学（監修）＋朝日新聞社 カンシュウアサヒシンブンシャ		メディアリテラシー－情報の収集と発信－		コンピュータ科学						朝日新聞社		○		0		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		12/18/14		2/12/15		4/1/15				56		48		3

		30		1430-30		G1424		g0023				個 コジン		非会員 ヒカイイン						茂木 健一郎		脳と創造性		自然科学						茂木 健一郎		-		0		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		10/28/14		2/18/15		4/14/15				113		55		2

		31		1431-31		L1403		nl0003				大 dai		会員						東海大学 トウカイダイガク		海から考えるこの星の未来
：海洋学への誘い		自然科学						千賀 康弘　他		-		0		OLJ		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		12/26/14		2/23/15		4/6/15				59		42		3

		32		1432-32		G1425		g0031				大 dai		会員						京都造形芸術大学		デザインへのまなざし － 豊かに生きるための思考術		アート・デザイン						早川 克美		○		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		12/12/14		2/24/15		4/30/15		回答あり（旧ア）		74		65		3

		33		1433-33		G1426		g0026				大 dai		非会員 ヒカイイン						東北大学		東日本大震災を科学する　―被害実態と今後の減災への取組―		社会科学						今村 文彦　他		○		0		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		10/28/14		2/25/15		4/28/15				120		62		3

		34		1434-34		G1427		g0029				大 dai		会員						慶應義塾大学		ポップパワー		社会科学						中村 伊知哉		-		0		gacco		3		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		11/13/14		3/3/15		4/21/15				110		49		2

		35		1435-35		G1428		g0025				大 dai		非会員 ヒカイイン						武蔵野美術大学		物理法則プログラム入門  　― オモシロイ動き、作ってみよう ―		コンピュータ科学						古堅 真彦		-		0		gacco		2		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		11/27/14		3/5/15		5/7/15				98		63		1

		36		1436-36		G1429		g0033				官 カン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス入門		統計・数学						土屋 隆裕他		-		0		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		12/19/14		3/17/15		5/18/15				88		62		1

		37		1437-37		L1404		nl0005				大 dai		会員						京都情報大学院大学		応用情報学への招待		コンピュータ科学						茨木 俊秀他		-		0		OLJ		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		2/18/15		3/23/15		4/26/15				33		34		1

		38		1438-38		G1430		g0024				大 dai		会員						上智大学 ジョウチダイガク		大航海時代の日本：日欧文化交流の歴史(ヒストリア)		人文科学						川村信三他 ホカ		-		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		下 シタ		11/27/14		3/24/15		5/21/15				117		58		3

		39		1439-39		L1405		nl0006				大 dai		会員						産業能率大学 サンギョウノウリツダイガク		グローバルマネジメント（入門） ニュウモン		ビジネスと経営						平田　譲二他 ホカ		○		0		OLJ		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		上 カミ		2/18/15		4/16/15		5/21/15				57		35		3

		40		1440-40		G1431		g0034				大 dai		会員						日本大学 ニホンダイガク		日芸がおくる実践型動画制作入門講座
〜オンデマンドで行う動画表現のためのワークショップ〜 ニチゲイジッセンガタドウガセイサクニュウモンコウザオコナドウガヒョウゲン		アート・デザイン						鳥山 正晴他 ホカ		-		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		上 カミ		1/16/15		4/16/15		6/25/15				90		70		1

		41		1441-41		G1432		g0038				企 キギョウ		会員						TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級 ジツム▪︎コウザボキニッショウボキ⑨		ビジネスと経営						湊 純子		-		0		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		○		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		上 カミ		3/3/15		4/23/15		6/24/15		回答あり（旧ア） カイトウ9		51		62		1

		42		1442-42		G1433		g0037				学会 ガッカイ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎 トウケイガクブンセキキソ		統計・数学						総務省統計局他 ソウムショウトウケイキョクホカ		○		0		gacco		1		2		再		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		上 カミ		2/16/15		5/12/15		7/1/15				85		50		1

		43		1443-43		G1434		g0027				大 dai		会員 カイイン						情報セキュリティ大学院大学 ジョウホウダイガクインダイガク		情報セキュリティ『超』入門 ジョウホウチョウニュウモン		コンピュータ科学						後藤　厚宏他 ホカ		-		0		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		上 カミ		11/7/14		5/13/15		7/16/15		×		187		64		1

		44		1444-44		L1406		nl0010				大 dai		会員						早稲田大学 ワセダダイガク		しあわせに生きるための心理学
〜アドラー心理学入門〜 イシンリガクシンリガクニュウモン		人文科学						向後 千春		○		0		OLJ		2		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		上 カミ		2/27/15		5/25/15		7/6/15		回答あり（旧ア）		87		42		3

		45		1445-45		G1435		g0043				企 キギョウ		会員						TAC		《実務・資格講座》憲法で拓(ひら)く、若き「士-SAMURAI」への窓 －行政書士 憲法入門－		ビジネスと経営						小池 昌三		-		0		gacco		2		1		新		対象外 タイショウガイ		○		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		上 カミ		3/31/15		5/26/15		7/14/15		回答あり（旧ア） カイトウ9		56		49		1

		46		1501-52		L1501-07		nl0007				大 dai		会員						東日本国際大学 ヒガシニホンコクシダイガクコクサイダイガク		エジプト学への招待 ガクショウタイ		社会科学						吉村 作治 ヨシムラサクジ		-		Ⅰ		OLJ		1		1		新		済 ス		○		42,095		2015年度 ネンド		上 カミ		4/22/15		6/1/15		7/6/15		×		40		35		1

		47		1502-53		L1502-08		nl0011				大 dai		会員						順天堂大学 ジュンテンドウダイガク		医学・医療の昔・今・これから
-生命進化と疾病ー イガクイリョウムカシイマセイメイシンカシッカンビョウ		健康と医療						佐藤 信紘　他 サトウホカ		○		Ⅲ		OLJ		1		1		新		済 ス		○		42,095		2015年度 ネンド		上 カミ		4/15/15		6/1/15		7/6/15		回答あり（旧ア） カイトウ9		47		35		3

		48		1503-54		G1501-42		g0035				官 カン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				日本政策金融公庫		ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学） ムサシダイガク		ビジネスと経営						高橋 徳行		-		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		42,125		2015年度 ネンド		上 カミ		2/20/15		6/2/15		8/3/15				102		62		3

		49		1446-46		G1436		g0042				大 dai		会員				河合塾 カワイジュク		東京大学 トウキョウダイガク		インタラクティブ・ティーチング		教育と学習						栗田 佳代子　他 ホカ		○		0		gacco		2		2		再		対象外 タイショウガイ		○		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		上 カミ		3/31/15		6/10/15		9/4/15				71		86		3

		50		1447-47		G1437		g0036				大 dai		会員						中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール） チュウオウダイガクダイガクインセンリャクケイエイケンキュウカ		MBA戦略経営 センリャクケイエイ		ビジネスと経営						遠山 亮子　他 ホカ		○		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		上 カミ		2/16/15		6/11/15		7/30/15				115		49		3

		51		1504-55		U1501-05		ou0005				大 dai		会員						帝塚山大学 テヅカヤマダイガク		アジアの文化交流 ブンカコウリュウ		社会科学						宇野 隆夫		-		Ⅰ		OUJ		2		1		新		済 ス		○		42,125		2015年度 ネンド		上 カミ		5/14/15		6/11/15		8/5/15		×		28		55

		52		1505-56		U1502-06		ou0004				大 ダイガク		会員				国際交流基金プロジェクトチーム		放送大学		にほんご　にゅうもんA1CLASS6		社会科学						山田 恒夫 ヤマダツネオツネオ		-		Ⅲ		OUJ		1		3		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,125		2015年度 ネンド		上 カミ		5/14/15		6/11/15		8/5/15				28		55

		53		1448-48		G1438		g0041				大 dai		会員						立命館大学 リツメイカンダイガク		ランニングのスポーツ健康科学 ケンコウカガク		健康と医療						橋本 健志　他 ホカ		-		0		gacco		2		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		上 カミ		3/31/15		6/16/15		7/31/15		回収済 カイシュウス		77		45		1

		54		1449-49		G1439		g0044				企 キギョウ		会員						TAC		《実務・資格講座》民法で拓(ひら)く、若き「士-SAMURAI」への窓 －宅建士 民法入門－		ビジネスと経営						川村 龍太郎		-		0		gacco		3		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		上 カミ		3/31/15		6/24/15		8/12/15				85		49		1

		55		1506-57		L1503-09		nl0009				大 dai		会員						創価大学 ソウカダイガク		グローバルに生きる学生・生徒のための大学論 イガクセイセイトダイガクロン		教育と学習						小山内　優		○		Ⅰ		OLJ		1		1		新		済 ス		○		42,095		2015年度 ネンド		上 カミ		4/30/15		6/30/15		8/4/15		×		61		35		1

		56		1450-50		G1440		g0039				大 dai		会員						大阪工業大学 オオサカコウギョウダイガク		知的財産とビジネス チテキザイサン		ビジネスと経営						林 茂樹他 ホカ		-		0		gacco		1		1		新		済 ス		○		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		上 カミ		3/4/15		6/30/15		8/31/15		回収済 カイシュウス		118		62		1

		57		1507-58		L1504-10		nl0012				大 dai		会員						金沢工業大学 カナザワコウギョウダイガク		世界を変えた書物-原著で辿る科学の潮流- セカイカショモモツゲンチョタドカガクチョウリュウ		人文科学						竺 覚暁		○		Ⅲ		OLJ		1		1		新		済 ス		○		42,095		2015年度 ネンド		上 カミ		6/1/15		7/17/15		8/31/15		回答あり（旧ア） カイトウ9		46		45		1

		-		1508-59		G1502-43		g0050				大 dai		会員						上智大学 ジョウチダイガク		大航海時代の日本：日欧文化交流の歴史（ヒストリア）高校生向け特別版 ダイコウカイジダイニホンニチオウブンカコウリュウレキシコウコウセイムトクベツバン		人文科学						川村 信三　他 ホカ		○		Ⅲ		gacco		2		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		42,186						未定 ミテイ		未定 ミテイ		未定 ミテイ				-		-		1

		58		1509-60		G1503-44		g0045				大 dai		会員						グロービス経営大学院 ケイエイダイガクイン		経営（マネジメント）入門 ケイエイニュウモン		ビジネスと経営						荒木 博行　他 ホカ		○		Ⅲ		gacco		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,095		2015年度 ネンド		上 カミ		4/14/15		7/30/15		10/7/15		回答あり（旧ア） カイトウ9		107		69		2

		59		1510-61		G1504-45		g0046				企 キギョウ		会員						TAC		《実務・資格講座》いまさらのITの基本～基本情報技術者へのいざない～		ビジネスと経営						遠藤 金作		-		Ⅲ		gacco		4		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,125		2015年度 ネンド		上 カミ		5/12/15		7/30/15		9/17/15				79		49		1

		60		1511-62		G1505-46		g0049				官 カン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				日本政策金融公庫		高校生対象夏休み特別開講《特別講座》ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学） ムサs		ビジネスと経営						高橋　徳行 タカハシトクユキ		-		Ⅲ		gacco		1		2		再		対象外 タイショウガイ		なし		42,125		2015年度 ネンド		上 カミ		6/9/15		8/4/15		9/29/15				56		56		2

		61		1512-63		U1503-07		ou0007				大 dai		会員						放送大学 ホウソウダイガク		コンピュータのしくみⅡ　「コンピュータの構造編」 コウゾウヘン		コンピュータ科学						岡部 洋一		-		Ⅰ		OUJ		3		1		新		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,217		2015年度 ネンド		上 カミ		8/14/15		2015/8/20		2015/9/30				6		41

		62		1513-64		G1506-47		g0047				大 dai		会員						明治大学 メイジダイガク		会計プロフェッショナル入門 カイケイニュウモン		ビジネスと経営						梅原　秀継 ウメハラhideツ		○		Ⅰ		gacco		2		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,125		2015年度 ネンド		上 カミ		6/2/15		8/26/15		10/15/15		回収済 カイシュウス		85		50		1

		63		1451-51		G1441		g0040				個 コ		非会員 ヒカイイン						平田　竹男		スポーツビジネス入門 ニュウモン		ビジネスと経営						平田　竹男 ヒラタタケオオトコ		-		0		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		上 カミ		3/31/15		9/2/15		10/14/15				155		42		1

		64		1514-65		G1507-48		g0048				大		会員						東京大学 トウキョウダイガク		日本中世の自由と平等		人文科学						本郷 和人		○		Ⅲ		gacco		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,125		2015年度 ネンド		上 カミ		6/9/15		9/8/15		11/4/15				91		57		3

		65		1515-66		G1508-49		g0051				企 キギョウ		会員						TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級 ジツム▪︎コウザボキニッショウボキ⑨		ビジネスと経営						湊 純子		-		Ⅲ		gacco		1		2		再		対象外 タイショウガイ		初回○ ショカイ		42,156		2015年度 ネンド		上 カミ		6/25/15		9/15/15		11/10/15				82		56		1

		66		1516-67		G1509-50		g0058				企 キギョウ		会員						TAC		《実務・資格講座》ビジネスパーソンのための会計入門～はじめてのビジネス会計検定試験®3級～		ビジネスと経営						下仮屋 貴志		-		Ⅲ		gacco		5		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,186		2015年度 ネンド		上 カミ		7/17/15		9/29/15		11/10/15				74		42		1

		67		1517-68		L1505-11		nl0015				大		会員						東海大学 トウカイダイガク		海から考えるこの星の未来：海洋学への誘い ウミカンガホシミライカイヨウガクサソ		社会科学						千賀 康弘　他		-		Ⅲ		OLJ		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,248		2015年度 ネンド		下 シタ		9/17/15		10/1/15		11/5/15				14		35		3

		68		1518-69		G1510-51		g0052				大		会員						日本大学 ニホンダイガク		究極のナノマシンを作る／ナノ物質の不思議な世界 キュウキョクツクブッシツフシギセカイ		自然科学						大月 穣		-		Ⅲ		gacco		2		1		新		済 ス		○		42,156		2015年度 ネンド		下 シタ		6/30/15		10/7/15		12/8/15		回収済 カイシュウス		99		62		1

		69		1519-70		G1511-52		g0055				大		会員						情報セキュリティ大学院大学 ジョウホウダイガクインダイガク		情報セキュリティ「初級」 ジョウホウショキュウ		コンピュータ科学						後藤　厚宏　他 ゴトウアツヒロホカ		-		Ⅲ		gacco		1		1		新		済 ス		○		42,186		2015年度 ネンド		下 シタ		7/13/15		10/8/15		12/3/15		回答なし カイトウ		87		56		1

		70		1520-71		G1512-53		g0062				大		会員						桜美林大学 オウビリンダイガク		観光・レジャー産業のマネジメント －業界イノベーションの種をさぐる－		ビジネスと経営						山口 有次　他 ホカ		○		Ⅰ		gacco		1		1		新		済 ス		○		42,125		2015年度 ネンド		下 シタ		8/5/15		10/8/15		12/10/15		×		64		63		3

		71		1521-72		G1513-54		g0060				学会 ガッカイ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅱ:推測統計の方法		統計・数学						竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		2		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		42,186		2015年度 ネンド		下 シタ		7/23/15		10/13/15		12/10/15		NG		82		58		1

		72		1522-73		G1514-55		g0054				大		会員						大阪工業大学 オオサカコウギョウダイガク		土木・建築構造に関する最近の研究		工学						井上 晋　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		2		1		新		済 ス		○		42,186		2015年度 ネンド		下 シタ		7/7/15		10/14/15		12/8/15		回収済 カイシュウス		99		55		1

		73		1523-74		G1515-56		g0056				大		会員						芝浦工業大学 シバウラコウギョウダイガク		イノベーション入門		ビジネスと経営						田中 秀穂　他		○		Ⅲ		gacco		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,156		2015年度 ネンド		下 シタ		7/16/15		10/15/15		12/9/15				91		55		3

		74		1524-75		G1516-57		g0061				企 キギョウ		会員						TAC		《実務・資格講座》ビジネスパーソンのための法律入門 ～はじめてのビジネス実務法務検定試験®3級～		ビジネスと経営						大槻 卓司		○		Ⅲ		gacco		6		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,186		2015年度 ネンド		下 シタ		7/23/15		10/15/15		11/27/15				84		43		1

		75		1525-76		G1517-58		g0053				大 ダイ		会員						慶應義塾大学		3Dプリンタとデジタルファブリケーション（キャンパス編） ヘン		コンピュータ科学						田中　浩　也 タナカコウジヤ		○		Ⅲ		gacco		2		2		再		対象外 タイショウガイ		なし		42,156		2015年度 ネンド		下 シタ		7/2/15		10/20/15		12/15/15				110		56		1

		76		1526-77		G1518-59		g0057				大		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				帝京平成大学 テイキョウヘイセイダイガク		大人のたしなみ栄養学 オトナエイヨウガク		自然科学						野口 律奈		○		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		42,156		2015年度 ネンド		下 シタ		7/21/15		10/28/15		12/11/15		NG		99		44		1								27

		77		1527-78		G1519-60		g0059				企 キギョウ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ トウキョウ		Jポップ・デジタル作曲法 サッキョクホウ		アート・デザイン						山口 哲一　他 ホカ		○		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		42,186		2015年度 ネンド		下 シタ		7/21/15		11/4/15		1/16/16		NG		106		73		1

		78		1528-79		L1506-12		nl0014				大		会員						学習院女子大学 ガクシュウインジョシダイガク		日本のきもの　ー歴史と今ー ニホンレキシイマ		人文科学						福島　雅子		-		Ⅰ		OLJ		1		1		新		済 ス		○		42,186		2015年度 ネンド		下 シタ		9/30/15		11/4/15		12/9/15				35		35		1

		79		1529-80		L1507-13		nl0013				大		会員						九州大学 キュウシュウダイガク		個人と組織のための最先端サイバーセキュリティ入門		コンピュータ科学						岡村 耕二		○		Ⅲ		OLJ		2		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,156		2015年度 ネンド		下 シタ		7/27/15		11/10/15		12/8/15		×		106		28		1

		80		1530-81		U1504-08		ou0008				大 ダイ		会員						放送大学＋国際交流基金プロジェクトチーム		にほんごにゅうもん　A1 CLASS7		社会科学						山田恒夫 他 ホカ		-		Ⅰ		OUJ		1		4		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,248		2015年度 ネンド		下 シタ		10/2/15		11/9/15		12/20/15				38		41

		81		1531-82		G1520-61		g0063				官 kaンンkoucyou		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス入門		統計・数学						土屋　隆裕　他		-		Ⅲ		gacco		1		2		再		対象外 タイショウガイ		なし		42,217		2015年度 ネンド		下 シタ		8/19/15		11/17/15		1/25/16		NG		90		69		1

		82		1532-83		G1521-62		g0065				大 ダイ		会員						立教大学 リッキョウダイガク		グローバリゼーション下の日本経済と日本企業 カニホンケイザイニホンキギョウ		ビジネスと経営						郭 洋春　他 ホカ		○		Ⅲ		gacco		3		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,186		2015年度 ネンド		下 シタ		8/24/15		11/17/15		1/25/16		5/9送付 ソウフ		85		69		3

		83		1533-84		G1522-63		g0070				大 ダイ		会員				河合塾 カワイジュク		東京大学 トウキョウダイガク		インタラクティブ・ティーチング		教育と学習						栗田 佳代子　他		○		Ⅰ		gacco		2		3		再		対象外 タイショウガイ		○		42,248		2015年度 ネンド		下 シタ		9/4/15		11/18/15		2/24/16				75		98		3

		84		1534-85		G1523-64		g0067				企 キギョウ		会員						TAC		《実務・資格講座》はじめてのFP FPで学ぶお金の知識		ビジネスと経営						高鷲 佐織		-		Ⅲ		gacco		7		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,186		2015年度 ネンド		下 シタ		8/25/15		11/26/15		3/3/16				93		98		1

		85		1535-86		U1505-09		ou0006				大		会員						放送大学 ホウソウダイガク		コンピュータのしくみI　「論理回路編」		コンピュータ科学 カガk						岡部 洋一		-		Ⅰ		OUJ		2		1		新		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,125		2015年度 ネンド		上 ウエ		6/11/15		6/11/15		8/5/15				0		55

		86		1536-87		G1524-65		g0069				大 ダイ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイコウザ				駒澤大学 コマザワダイガク		歌舞伎の経済学 カブキケイザイガク		人文科学						代田 純		○		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		42,125		2015年度 ネンド		下 シタ		9/15/15		12/1/15		1/19/16		NG		77		49		1								63

		87		1537-88		L1508-14		nl0004				大 ダイ		会員						東京外国語大学		新タイ経済発展論 シンケイザイハッテンロン		社会科学						宮田　敏之		-		Ⅰ		OLJ		1		1		新		済 ス		○		42,278		2015年度 ネンド		下 シタ		11/4/15		1/12/16		2/16/16				69		35		1

		88		1538-89		L1509-15		nl0017				大 ダイ		会員						九州大学 キュウシュウダイガク		Global Social Archaeology: expanded edition
（グローバル社会考古学：増強版） シャカイコウコガクゾウキョウbaンン		人文科学						溝口孝司　他 ホカ		○		Ⅰ		OLJ		3		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,278		2015年度 ネンド		下 シタ		11/11/15		1/12/16		2/16/16				62		35		1

		89		1539-90		G1525-66		g0079				企 キギョウ		会員						TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級 ジツム▪︎コウザボキニッショウボキ⑨		ビジネスと経営						湊 純子		-		Ⅲ		gacco		1		3		再		対象外 タイショウガイ		初回○ ショカイ		42,278		2015年度 ネンド		下 シタ		11/17/15		1/12/16		2/26/16				56		45		1

		90		1540-91		G1526-67		g0064				大 ダイ		会員						大手前大学		ひとと動物の心理学		人文科学						中島 由佳　他		○		Ⅲ		gacco		2		1		新		済 ス		○		42,217		2015年度 ネンド		下 シタ		8/21/15		1/13/16		3/8/16				145		55		3

		91		1541-92		L1510-16		nl0016				企 キギョウ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				シンクタンク未来教育ビジョン		さあ！プロジェクト学習とポートフォリオを始めよう！ ガクシュウハジ		教育と学習						鈴木　敏恵 スズキtosiemegumu		-		Ⅲ		OLJ		1		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,278		2015年度 ネンド		下 シタ		11/18/15		1/18/16		2/22/16		NG		61		35		1

		92		1542-93		L1511-17		nl0018				大 ダイ		会員						杏林大学 キョウリンダイガク		社会のしくみ　ー規制を学際的に考えるー シャカイキセイガクサイテキカンガ		社会科学						木暮　健太郎　他 ホカ		○		Ⅲ		OLJ		1		1		新		済 ス		○		42,278		2015年度 ネンド		下 シタ		11/25/15		1/18/16		2/22/16				54		35		1

		93		1543-94		G1527-68		g0066				大 ダイ		会員						法政大学 ホウセイダイガク		江戸文化入門 エドブンカニュウモン		人文科学						田中　優子 タナカユウコ		-		Ⅰ		gacco		1		1		新		済 ス		○		42,217		2015年度 ネンド		下 シタ		8/24/15		1/19/16		3/9/16				148		50		1

		94		1544-95		G1528-69		g0071				大 ダイ		会員						文化学園大学 ブンカガクエンダイガク		服飾の歴史と文化－公家の装束から現代のファッションまで－		人文科学						福田 博美　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		1		新		済 ス		○		42,156		2015年度 ネンド		下 シタ		10/2/15		1/21/16		3/11/16				111		50		3

		95		1545-96		G1529-70		g0076				企 キギョウ		会員						TAC		《実務・資格講座》ビジネスパーソンのためのファイナンス戦略の基礎 センリャクキソ		ビジネスと経営						駒沢 寿		-		Ⅲ		gacco		8		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,278		2015年度 ネンド		下 シタ		11/5/15		1/28/16		3/3/16				84		35		1

		96		1546-97		G1530-71		g0075				大 ダイ		会員						SBI大学院大学 ダイガクインダイガク		中国古典に見る指導者の条件 チュウゴクコテミシドウシャジョウケン		ビジネスと経営						守屋 洋		-		Ⅰ		gacco		1		1		新		済 ス		○		42,278		2015年度 ネンド		下 シタ		11/4/15		2/4/16		4/1/16				92		57		3

		97		1547-98		G1531-72		g0074				大 ダイ		会員						東京未来大学 トウキョウミライダイガク		モチベーション・マネジメント		人文科学						角山 剛		-		Ⅰ		gacco		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,278		2015年度 ネンド		下 シタ		11/5/15		2/4/16		3/24/16				91		49		3

		98		1548-99		L1512-18		nl0019				大 ダイ		会員						京都情報大学院大学		応用情報学への招待		コンピュータ科学						茨木 俊秀他		-		Ⅲ		OLJ		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,309		2015年度 ネンド		下 シタ		12/1/15		2/8/16		3/14/16				69		35		1

		99		1549-100		G1532-73		g0078				大 ダイ		会員						京都造形芸術大学		デザインへのまなざし － 豊かに生きるための思考術		アート・デザイン						早川 克美		○		Ⅰ		gacco		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,278		2015年度 ネンド		下 シタ		11/11/15		2/9/16		3/29/16				90		49		3

		100		1550-101		G1533-74		g0081				大 ダイ		会員						産業能率大学 サンギョウノウリツダイガク		グローバルマネジメント（入門） ニュウモン		ビジネスと経営						平田 譲二　他 ホカ		○		Ⅲ		gacco		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,278		2015年度 ネンド		下 シタ		11/17/15		2/9/16		4/12/16				84		63		3

		101		1551-102		G1534-75		g0068				企 キギョウ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				サイコム・ブレインズ		《実務・資格講座》新規事業開発スキル シンキジギョウカイハツ		ビジネスと経営						寺石 雅英		○		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,217		2015年度 ネンド		下 シタ		8/25/15		2/10/16		3/30/16		NG		169		49		3

		102		1552-103		G1535-76		g0080				大 ダイ		会員						大阪産業大学 オオサカサンギョウダイガク		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために ジョウホウマナガクセイセイト		コンピュータ科学						高根 慎也　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		1		新		済 ス		○		42,278		2015年度 ネンド		下 シタ		11/17/15		2/16/16		4/20/16		5/9送付 ソウフ		91		64		1

		103		1553-104		G1536-77		g0072				大 ダイ		会員						大阪工業大学 オオサカコウギョウダイガク		Javaによるオブジェクト指向プログラミング入門		コンピュータ科学						鈴木 基之　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		3		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,278		2015年度 ネンド		下 シタ		10/14/15		2/17/16		4/7/16		5/9送付 ソウフ		126		50		3

		104		1554-105		G1537-78		g0082				個 コ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				茂木 健一郎		脳と創造性		自然科学						茂木 健一郎		-		Ⅲ		gacco		1		2		再		対象外 タイショウガイ		なし		42,309		2015年度 ネンド		下 シタ		11/25/15		2/23/16		4/14/16		NG		90		51		2

		105		1555-106		G1538-79		g0083				大		会員						名古屋商科大学 ナゴヤショウカダイガク		ビジネススクール（入門） ニュウモン		ビジネスと経営						長沢 雄次　他 ホカ		○		Ⅰ		gacco		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,309		2015年度 ネンド		下 シタ		12/15/15		3/1/16		4/19/16				＿		49		3

		106		1556-107		G1539-80		g0084				企 キギョウ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				株式会社幼児教育実践研究所		「幼児教育に新しい風を」－KUNOメソッドによる幼児のための「考える力」教育		教育と学習						久野 泰可		-		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,339		2015年度 ネンド		下 シタ		12/24/15		3/9/16		5/10/16		NG		76		62		3

		107		1557-108		G1540-81		g0077				大 ダイ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				大阪大学 オオサカダイガク		人とロボットが共生する未来社会 ヒトキョウセイミライシャカイ		自然科学						石黒 浩		-		Ⅲ		gacco		1		2		再		対象外 タイショウガイ		○		42,278		2015年度 ネンド		下 シタ		11/11/15		3/15/16		5/19/16		NG		125		65		2

		108		1558-109		G1541-82		g0085				自治 ジチ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				いよココロザシ大学 ダイガク		えひめ南予通信大学 ナンヨツウシンダイガク		人文科学						松原 孝博　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,339		2016年度 ネンド		上 ウエ		1/8/16		4/20/16		8/15/16		NG		103		117		3

		109		1559-110		L1513-19		nl0020				大 ダイ		会員 セイカイイン						同志社大学		アメリカ映画と政治		社会科学						村田　晃嗣		-		Ⅲ		OLJ		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,370		2015年度 ネンド		下 シタ		1/29/16		2/25/16		3/31/16				27		35		1

		110		1560-111		G1542-83		g0087				企 キギョウ		会員						株式会社NTTドコモ
( IMPACT Foundation Japan) カブシキガイシャ		まちづくりの経済学 ～起業家が集う町・女川～		社会科学						竹川　隆司 他		-		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,370		2015年度 ネンド		下 シタ		2/10/16		3/23/16		5/25/16				42		63		3

		111		1561-112		G1543-84		g0086				官 カン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス演習		統計・数学						會田 雅人　他		-		Ⅲ		gacco		2		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		42,370		2016年度 ネンド		上 ウエ		1/19/16		4/19/16		6/24/16		NG		91		66		1

		112		1562-113		G1544-84		g0073				大 ダイ		会員						大妻女子大学 オオツマジョシダイガク		今だからこその江戸美術 Edo Visual Culture As We Really Should Know It		人文科学						高山 宏		-		Ⅲ		gacco		1		1		新		済 ス		○		42,248		2016年度 ネンド		上 ウエ		3/9/16		6/9/16		7/29/16				-		50		3

		113		1563-114		G1545-85		g0070				大 ダイ		会員				河合塾 カワイジュク		東京大学 トウキョウダイガク		インタラクティブ・ティーチング		教育と学習						栗田 佳代子　他		○		Ⅰ		gacco		2		4		再		対象外 タイショウガイ		初回○ ショカイ		42,370		2016年度 ネンド		上 ウエ		2/24/16		4/27/16		7/29/16				63		93		3

		114		1564-115		F1501		F00000001				大 ダイ		会員						金沢大学 カナザワダイガク		自然と共生する生き方：日本と世界の里山・里海		人文科学						宇野文夫, 中村浩二, 小路晋作		-		Ⅲ		Fisdom		1		1		新		済 ス		○		42,401		2015年度 ネンド		下 シタ		2/29/16		3/24/16		4/21/16				24		28		2

		115		1565-116		G1546-86		g0094				企 キギョウ		会員						株式会社オデッセイコミュニケーションズ カブシキガイシャ		基礎から学ぶITリテラシー　インターネットとセキュリティ キソマナ		コンピュータ科学						滝口 直樹		-		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,370		2016年度 ネンド		上 ウエ		3/8/16		6/8/16		7/27/16				92		49		1

		116		1566-117		G1547-87		g0088				大 ダイ		会員						明治大学 メイジダイガク		会計プロフェッショナル入門 カイケイニュウモン		ビジネスと経営						梅原　秀継		-		Ⅰ		gacco		2		2		再		対象外 タイショウガイ		初回○ ショカイ		42,370		2016年度 ネンド		上 ウエ		2/23/16		5/31/16		7/20/16				98		50		1

		117		1567-118		G1548-88		g0090				企 キギョウ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				株式会社イーオン カブシキガイシャ		新出題形式対応　TOEIC®テスト600点突破		社会科学						箱田 勝良　他		○		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		なし		42,401		2016年度 ネンド		上 ウエ		3/2/16		7/13/16		9/7/16		NG		133		56		3

		118		1568-119		L1514-20		nl0021				大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセダダイガク		しあわせに生きるための心理学 ～アドラー心理学入門～		人文科学						向後 千春		○		Ⅰ		OLJ		2		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,401		2016年度 ネンド		上 ウエ		4/1/16		5/16/16		6/27/16				45		42		3

		119		1569-120		G1549-89		g0091				学会 ガッカイ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		統計・数学						竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		1		3		再		対象外 タイショウガイ		なし		42,430		2016年度 ネンド		上 ウエ		3/4/16		5/11/16		6/28/16		NG		68		48		1

		120		1570-121		G1550-90		g0095				企 キギョウ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				TEAMLAB BODY株式会社 カブシキガイシャ		人体ソムリエへの道 ジンタイミチ		健康と医療						菅本 一臣		-		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,430		2016年度 ネンド		上 ウエ		3/10/16		6/1/16		7/20/16		NG		83		49		1

		121		1571-122		G1551-91		g0092				企 キギョウ		会員						TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級		ビジネスと経営						湊 純子		-		Ⅲ		gacco		1		4		再		対象外 タイショウガイ		初回○ ショカイ		42,430		2016年度 ネンド		上 ウエ		3/7/16		4/26/16		6/13/16				50		48		1

		122		1572-123		G1552-92		g0093				企 キギョウ		会員						TAC		《実務・資格講座》ビジネスパーソンのための会計入門～はじめてのビジネス会計検定試験®3級～		ビジネスと経営						下仮屋 貴志		-		Ⅲ		gacco		5		2		再		対象外 タイショウガイ		初回○ ショカイ		42,430		2016年度 ネンド		上 ウエ		3/7/16		4/26/16		5/30/16				50		34		1

		123		1601-126		G1601-95		g0096				官 kaンン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				日本政策金融公庫		ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学） ムサシダイガク		ビジネスと経営						高橋 徳行		-		Ⅲ		gacco		1		3		再		対象外 タイショウガイ		なし		42,461		2016年度 ネンド		上 ウエ		4/6/16		6/7/16		9/13/16		NG		62		98		3

		124		1602-127		L1601-21		nl0022				大 ダイ		会員						創価大学		生活習慣の改善でがんを防ぐ		健康と医療						中泉　明彦		-		Ⅲ		OLJ		2		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,461		2016年度 ネンド		上 ウエ		4/26/16		6/28/16		8/2/16				63		35		1

		-		-								大 ダイ		会員						東日本国際大学 ヒガシニホンコクサイダイガク		相談援助による支援（仮） ソウダンエンジョシエンカリ														OLJ		2		1		新		済 ス										未定 ミテイ		未定 ミテイ						0		0

		125		1573-124		G1553-93		g0097				企 キギョウ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				京都大学iPS細胞研究所		よくわかる！iPS細胞		健康と医療						京都大学iPS細胞研究所 国際広報室		-		Ⅲ		gacco		1		2		再		対象外 タイショウガイ		なし		42,430		2016年度 ネンド		上 ウエ		4/27/16		9/7/16		11/5/16		NG		133		59		3

		126		1574-125		G1554-94		ga031				官 カン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				総務省統計局 ソウムショウトウケイキョク		特別開講：データサイエンス入門		統計・数学						土屋 隆裕他		-		Ⅲ		gacco		1				再		対象外 タイショウガイ		なし		42,430				上 ウエ		3/1/16		3/1/16		7/8/16				0		129												サイトの講座検索に出てこない コウザケンサクデ

		127		1603-128		G1602-96		g0098				企 キギョウ		会員						国立情報学研究所		はじめてのＰ		コンピュータ科学						秋葉 拓哉　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,461		2016年度 ネンド		上 ウエ		5/17/16		8/9/16		9/26/16				84		48		1

		128		1604-129		G1603-97		g0099				大 ダイ		会員						上智大学		アンコール･ワット研究 ―「人間」を考える総合学問としての新地平―		人文科学						石澤 良昭　他 ホカ		-		Ⅰ		gacco		3		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,461		2016年度 ネンド		上 ウエ		5/17/16		9/1/16		10/20/16				107		49		1

		129		1605-130		G1604-98		g0100				大 ダイ		会員						大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		コンピュータ科学						高根 慎也　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		2		再		初回済 ショカイス		○		42,461		2016年度 ネンド		上 ウエ		6/7/16		8/24/16		10/18/16				78		55

		130		1606-131		G1605-99		g0102				大 ダイ		会員						東京大学 トウキョウダイガク		日本中世の自由と平等		人文科学 ジンブン						本郷 和人		-		Ⅲ		gacco		1		3		再		初回済 ショカイス		○		42,491		2016年度 ネンド		上 ウエ		6/13/16		7/14/16		9/6/16				31		54

		131		1607-132		G1606-100		g0103				大 ダイ		会員						桜美林大学		観光・レジャー産業のマネジメント －業界イノベーションの種をさぐる－		ビジネスと経営						山口 有次　他 ホカ		-		Ⅰ		gacco		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,491		2016年度 ネンド		上 ウエ		6/17/16		8/25/16		10/27/16				69		63

		132		1608-133		L1602-22		nl0023				大 ダイ		会員						九州大学		味と匂いの科学技術(Science and Technology of Taste and Oder)		健康と医療						都甲 潔		-		Ⅲ		OLJ		4		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,491		2016年度 ネンド		上 ウエ		7/1/16		9/23/16		10/21/16				84		28

		133		1609-134		U1506-10		ou0008				大 ダイ		会員						放送大学＋国際交流基金プロジェクトチーム		にほんご　にゅうもん A1 CLASS 8		社会科学 シャカ						放送大学・山田恒夫		-		Ⅲ		OUJ		1		5		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,491		2016年度 ネンド		上 ウエ		6/1/16		6/20/16		7/31/16				19		41

		134		1610-135		G1607-101		g0104				企 キギョウ		会員						株式会社ジェック		信頼関係を深める 実践コミュニケーション講座		社会科学						松島 光彦、引野 由衣子		○		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,491		2016年度 ネンド		下 シタ		6/30/16		10/19/16		12/12/16				111		54

		135		1611-136		L1603-23		nl0025				大 ダイ		会員						金沢工業大学 カナザワコウギョウダイガク		世界を変えた書物 -原著で辿る科学知の潮流- セカイカショモツゲンチョタドカガクチチョウリュウ		人文科学						竺 覚暁		-		Ⅲ		OLJ		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,552		2016年度 ネンド		下 シタ		2016/8/24		2016/11/7		2016/12/12				75		35

		136		1612-137		L1604-24		nl0024				大 dai		会員						学習院女子大学 ガクシュウインジョシダイガク		味わい教育　〜感じるとおいしくなる魔法〜 アジキョウイクカンマホウ		健康と医療 ケンコウイリョウ						品川 明		○		Ⅰ		OLJ		2		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,552		2016年度 ネンド		下 シタ		7/29/16		10/11/16		11/15/16				74		35

		137		1613-138		G1608-102		g0107				学会 ガッカイ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学II : 推測統計の方法		統計・数学						竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		2		2		再		対象外 タイショウガイ		なし		42,552		2016年度 ネンド		下 シタ		7/12/16		10/12/16		12/1/16				92		50

		-		認定外 ニンテイガイ		-		認定外 ニンテイガイ						会員						文化学園大学		服飾の歴史と文化(文化学園)江戸ｳｨｰｸ　動画のみ		人文科学						福田 博美　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		-				-		-		42,552														0		0

		-		認定外 ニンテイガイ		-		認定外 ニンテイガイ						非会員 ヒカイイン						駒澤大学		歌舞伎の経済学(再開講：動画配信のみ)		人文科学						代田 純		-		Ⅲ		gacco		1		-				-		-		42,552														0		0

		138		1614-139		G1609-103		g0105				大 dai		会員						大手前大学		俳句－十七字の世界－		人文科学 ジンブン						川本 皓嗣		-		Ⅲ		gacco		1		2		再		対象外 タイショウガイ		初回○ ショカイ		42,552		2016年度 ネンド		上 ウエ		7/6/16		8/2/16		9/27/16				27		56

		139		1615-140		G1610-104		g0106				企 キギョウ		会員						TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級		ビジネスと経営						湊 純子		-		Ⅲ		gacco		1		5		再		対象外 タイショウガイ		初回○ ショカイ		42,552		2016年度 ネンド		上 ウエ		7/8/16		8/30/16		10/17/16				53		48

		140		1616-141		G1611-105		g0113				企 キギョウ		会員						公益社団法人　日本医療社会福祉協会 コウエキシャダンホウジンニホンイリョウシャカイフクシキョウカイ		交通事故被害者生活支援教育		社会科学 シャカイカガク						村上　信 ムラカミシン		-		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,614		2016年度 ネンド		下 シタ		10/4/16		1/17/17		未定 ミテイ				105		0

		141		1617-142		G1612-106		g0116				大 ダイ		会員						法政大学 ホウセイダイガク		政治哲学入門  セイジテツガクニュウモン		人文科学 ジンブンカガク						杉田　敦 スギタアツシ		-		Ⅰ		gacco		2		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,552		2016年度 ネンド		下 シタ		11/1/16		1/24/17		未定 ミテイ				84		0

		-		認定外 ニンテイガイ		-		認定外 ニンテイガイ						非会員 ヒカイイン						観光庁 観光産業課		観光庁オンライン講座「宿泊、運輸、小売等の先進事例による「サービス労働生産性」とは」
～労働生産性の革新に基づく成長産業への道しるべ～												Ⅲ		gacco				-				-		-		42,552														0		0

		-		1575-126								大 dai		会員						公立大学法人首都大学東京　産業技術大学院大学 コウリツダイガクホウジンシュトダイガクトウキョウサンギョウギジュツダイガクインダイガク		システムエンジニアリング入門 ニュウモン		コンピュータ科学 カガク										Ⅲ		？		1		1		新		600000		未 3		42,370						未定 ミテイ		未定 ミテイ						0		0

		142		1618-143		G1613-107		g0112				大 dai		会員						立教大学 リッキョウダイガク		世界に日本語を広めよう！～”そうだったのか”の日本語教育学		教育と学習 キョウイクガクシュウ						池田 伸子		-		Ⅲ		gacco		4		1		新		初回済 ショカイス		○		42,552		2016年度 ネンド		下 シタ		9/27/16		12/1/16		1/26/17				65		56

		143		1619-144		G1614-108		g0109				大 dai		会員						大阪工業大学 オオサカコウギョウダイガク		知的財産とビジネス チテキザイサン		ビジネスと経営						林 茂樹他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,552		2016年度 ネンド		下 シタ		8/1/16		9/6/16		10/25/16				36		49

		144		1620-145		G1615-109		g0108				自治 ジチ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				いよココロザシ大学		えひめ南予通信大学		人文科学						松原 孝博　他 ホカ		○		Ⅲ		gacco		1		2		再		対象外 タイショウガイ		深追いしない フカオ		42,552		2016年度 ネンド		上 ウエ		8/1/16		8/24/16		12/2/16				23		100

		145		1621-146		L1604-25		nl0026				大 dai		会員						東京農工大学 トウキョウンoukouダイガク		農学がよみとく「いのち」と「生活」
〜持続発展可能な社会へ〜		自然科学 シゼンカガク						横山　正
野村　義宏
高田　秀重
武田　庄平		-		Ⅲ		OLJ		1		1		新		済 ス		○		42,614		2016年度 ネンド		下 シタ		10/3/16		12/1/16		1/5/17				59		35

		146		1622-147		G1616-110		g0115				大 dai		会員						日本大学 ニホンダイガク		文化翻訳入門－日本と世界の文化コミュニケーション－		人文科学 ジンブンカガク						松岡　直美		-		Ⅲ		gacco		3		1		新		初回済 ショカイス		○		42,614		2016年度 ネンド		下 シタ		10/13/16		1/11/17						90		-42746

		147		1623-148		G1617-111		g0120				大 dai		会員 カイイン						SBI大学院大学 ダイガクインダイガク		中国古典に見る指導者の条件 チュウゴクコテミシドウシャジョウケン		ビジネスと経営						守屋 洋		-		Ⅰ		gacco		1		2		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,614		2016年度 ネンド		下 シタ		11/22/16		2/7/17		4/18/17				77		70

		148		1624-149		G1618-112		g0110				大 dai		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				学習院大学 ガクシュウインダイガク		ビジネスエコノミクス		ビジネスと経営 ケイエイ						伊藤　元重 イトウモトシゲ		-		Ⅲ		gacco		1		1		新		対象外 タイショウガイ		深追いしない フカオ		42,614		2016年度 ネンド		下 シタ		9/16/16		11/16/16		未定 ミテイ				61		0

		149		1625-150		G1619-113		g0114				大 dai		会員 カイイン						桜美林大学 オウビリンダイガク		高齢者のからだとこころのアセスメント		健康と医療 ケンコウイリョウ						渡辺　修一郎		○		Ⅰ		gacco		2		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,614		2016年度 ネンド		下 シタ		10/5/16		12/7/16						63		-42711

		150		1626-151		G1620-114		g0111				官 カン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス入門		統計・数学						土屋 隆裕他		-		Ⅲ		gacco		1		3		再		対象外 タイショウガイ		深追いしない フカオ		42,614		2016年度 ネンド		下 シタ		9/20/16		12/13/16		2/14/17				84		63

		151		1627-152		F1601-02		F00000004				大 dai		会員 カイイン						放送大学 ホウソウダイガク		コンピュータのしくみI「論理回路編」		コンピュータ科学 カガク						岡部 洋一		-		Ⅰ		Fisdom		2		1		新		対象外 タイショウガイ		未 3		42,614		2016年度 ネンド		下 シタ		10/5/16		11/7/16		12/16/16				33		39

		152		1628-153		F1602-03		F00000005				大 dai		会員 カイイン						放送大学 ホウソウダイガク		コンピュータのしくみⅡ「コンピュータの構造編」		コンピュータ科学 カガク						岡部 洋一		-		Ⅰ		Fisdom		1		1		新		対象外 タイショウガイ		未 3		42,614		2016年度 ネンド		下 シタ		10/5/16		12/5/16		1/20/17				61		46

		153		1629-154		F1603-04		F00000006				大 dai		会員 カイイン						放送大学 ホウソウダイガク		にほんごにゅうもん　A1 CLASS9		社会科学 シャカ						山田 恒夫　他		-		Ⅲ		Fisdom		1		6		再		対象外 タイショウガイ		未 3		42,614		2016年度 ネンド		下 シタ		10/13/16		12/5/16		1/20/17				53		46

		154		1630-155		G1621-115		g0123				大 dai		会員 カイイン						東北大学 トウホクダイガク		解明:オーロラの謎		自然科学 シゼンカガク						小原 隆博		-		Ⅲ		gacco		2		1		新		済 スミ		○		42,614		2016年度 ネンド		下 シタ		12/16/16		2/1/17						47		-42767

		155		1631-156		G1622-116		g0122				大 dai		会員 カイイン						東北大学 トウホクダイガク		memento mori-死を想え-		人文科学 ジンブンカガク						鈴木 岩弓		-		Ⅲ		gacco		3		1		新		対象外 タイショウガイ		○		42,614		2016年度 ネンド		下 シタ		12/16/16		2/1/17						47		-42767

		156		1632-157		L1605-26		nl0027				大 dai		会員 カイイン						杏林大学 キョウリンダイガク		社会のしくみ－社会保障を学際的に考える－		社会科学						木暮健太郎		○		Ⅲ		OLJ		2		1		新		初回済 ショカイス		未 3		42,614		2016年度 ネンド		下 シタ		10/7/16		2/7/17		3/14/17				123		35

		157		1633-158		G1623-117		g0117				大 dai		会員 カイイン						大阪工業大学 オオサカコウギョウダイガク		Javaによるオブジェクト指向プログラミング入門		コンピュータ科学						鈴木 基之　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		3		2		再 sai		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,644		2016年度 ネンド		下 シタ		11/4/16		1/12/17						69		-42747

		158		1634-159		L1606-27		nl0028				大 dai		会員 カイイン						杏林大学 キョウリンダイガク		社会のしくみ－規制を学際的に考える－		社会科学						木暮健太郎		-		Ⅲ		OLJ		1		2		再 サイ		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,644		2016年度 ネンド		下 シタ		11/11/16		1/10/17		2/14/17				60		35

		159		1635-160		G1624-118		g0119				大 dai		会員 カイイン						大阪市立大学 オオサカイチリツダイガク		都市の災害リスクとその備え		社会科学 シャカイカガク						三田村宗樹		-		Ⅲ		gacco		1		1		新 シンキ		4月支払予定 ガツシハライヨテイ		○		42,675		2016年度 ネンド		下 シタ		11/22/16		2/14/17		3/30/17				84		44

		160		1637-162		G1626-120		g0118				大 dai		会員 カイイン						東京未来大学 トウキョウミライダイガク		モチベーション・マネジメント		社会科学 シャカイカガク						角山 剛		-		Ⅰ		gacco		1		3		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,675		2016年度 ネンド		下 シタ		11/11/16		1/18/17		3/8/17				68		49

		161		1638-163		F1604-05		F00000010				その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		金属材料学 キンゾクザイリョウガク		工学 kougaku		理工系基礎科目				鈴鹿工業高等専門学校　黒田 大介		-		Ⅱ		Fisdom		1		1		新 シンキ				-		42,675		2016年度 ネンド		下 シタ		12/1/16		1/17/17		4/17/17				47		90

		162		1639-164		F1605-06		F00000008				その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		制御工学 セイギョkougaku		工学 kougaku		理工系基礎科目				函館工業高等専門学校　浜 克己 ガッコ		-		Ⅱ		Fisdom		1		1		新 シンキ				-		42,675		2016年度 ネンド		下 シタ		12/1/16		1/17/17		4/17/17				47		90

		163		1640-165		F1606-07		F00000007				その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		電気回路 deンンkiカイロ		工学 kougaku		理工系基礎科目				東京工業高等専門学校　西村 亮		-		Ⅱ		Fisdom		1		1		新 シンキ				-		42,675		2016年度 ネンド		下 シタ		12/1/16		1/17/17		4/17/17				47		90

		164		1641-166		F1607-08		F00000009				その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		品質管理 ヒンシツカンリ		工学 kougaku		理工系基礎科目				函館工業高等専門学校　小林 淳哉		-		Ⅱ		Fisdom		1		1		新 シンキ				-		42,675		2016年度 ネンド		下 シタ		12/1/16		1/17/17		4/17/17				47		90

		165		1642-167		G1627-121		g0124				大 ダイ		会員 カイイン						京都造形大学 キョウトゾウケイダイガク		デザインへのまなざし － 豊かに生きるための思考術		アート・デザイン						早川 克美		○		Ⅰ		gacco		1		3		再 サイカイ		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,675		2016年度 ネンド		下 シタ		12/6/16		2/7/17		4/4/17				63		56

		166		1643-168		G1628-122		g0121				大 ダイ		会員 カイイン						大阪市立大学 オオサカイチリツダイガク		アートの力とマネジメント		アート・デザイン						中川　眞		-		Ⅲ		gacco		2		1		新 シンキ				○		42,675		2016年度 ネンド		下 シタ		12/6/16		2/14/17						70		-42780

		167		1644-169		G1629-123		g0125				その他 タ		会員 カイイン						国立情報学研究所 コクリツジョウホウガクケンキュウジョ		はじめてのＰ		コンピュータ科学						秋葉 拓哉　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		2		再 サイ		-		初回○ ショカイ		42,705		2016年度 ネンド		下 シタ		12/16/16		3/15/17		5/9/17				89		55

		168		1645-170		G1630-124		g0126				大 ダイ		会員						大阪産業大学 オオサカサンギョウダイガク		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために ジョウホウマナガクセイセイト		コンピュータ科学						高根 慎也　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		3		再 サイ		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		42,705		2016年度 ネンド		下 シタ		1/17/17		2/15/17		4/12/17

		169		1646-171		G1631-125		g0128				企 キギョウ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				株式会社幼児教育実践研究所		「幼児教育に新しい風を」－KUNOメソッドによる幼児のための「考える力」教育		教育と学習						久野 泰可		-		Ⅲ		gacco		1		2		再 サイ		-		初回○ ショカイ		42,705		2016年度 ネンド		下 シタ		1/31/17		1/31/17		5/17/17

		170		1647-172		G1632-126		g0127				大 ダイ		会員 カイイン						北海道大学 ホッカイドウダイガク		戦争倫理学		社会科学 シャカイカガク						眞嶋　俊造		○		Ⅰ		gacco		2		1		新 シン				○		42,736		2016年度 ネンド		下 シタ		1/18/17		3/22/17

		171		1648-173		U1506-10						大 ダイ		会員 カイイン						放送大学 ホウソウダイガク		コンピュータのしくみI「論理回路編」		コンピュータ科学 カガク						岡部 洋一		-		Ⅰ		OUJ		2		2		再 サイ		-		○		42,736		2016年度 ネンド		下 シタ		2/3/17		2/13/17		3/19/17

		172		1649-174		U1507-11						大 ダイ		会員 カイイン				ブータン王立大学 オウリツダイガク		放送大学 ホウソウダイガク		ICT-enhanced GNH Society in Bhutan		社会科学 シャカイカガク		コンピュータ科学 カガク				河合明宣ほか		-		Ⅲ		OUJ		4		1		新 shiンン		-		未 ミ		42,736		2016年度 ネンド		下 シタ		2/10/17		2/20/17		3/19/17

		173		1650-175		F1708-09						大 ダイ		会員 カイイン						明治大学 メイジダイガク		安全の共通理念を学ぶ　向殿安全学入門		ビジネスと経営		社会科学 シャカイカガク		工学 kougaku		向殿政男		-		Ⅰ		Fisdom		3		1		新 shiンン		初回済 ショカイスミ		初回○ ショカイ		42,767		2017年度 ネンド		上 ウエ		3/1/17		4/1/17

		174		1651-176		G1633-127		g0129				企 キギョウ		会員						公益社団法人　日本医療社会福祉協会 コウエキシャダンホウジンニホンイリョウシャカイフクシキョウカイ		交通事故被害者生活支援教育		社会科学 シャカイカガク						村上　信 ムラカミシン		-		Ⅲ		gacco		1		2		再 sai		-		初回○ ショカイ		42,767		2017年度 ネンド		上 ウエ				4/17/17

		175		1651-177		G1634-128		g0130				学会 ガッカイ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		統計・数学						竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		1		4		再 sai		-		深追いしない フカオ		42,767		2017年度 ネンド		上 ウエ		2/20/17		4/20/17

		176		1652-178								企 キギョウ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				子どもの発達研究所/株式会社すららネット kodomoハッタツケンキュウジョカブシキガイシャ		子どもの発達を科学する kodomoハッタツカガク		社会科学 シャカイカガク		教育と学習 キョウイクガクシュウ				和久田　学 ワクタマナ		-		Ⅲ		gacco		1		1		新 shiンン		-		未 ミ		42,767		2017年度 ネンド		下 シタ		3/2/17		3/28/17

		177		1653-179								学会 ガッカイ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅲ:多変量データ解析法		統計・数学						岩崎学　他 イワサキマナホカ		○		Ⅲ		gacco		3		1		新 シン		-		未 ミ		42,767		2017年度 ネンド		上 ウエ		3/1/17		6/6/17

		178		1654-180								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		流体力学 リュウタイリキガク		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学 ナガオカギジ		-		Ⅰ		Fisdom		1		1		新 シン		-		-		42,795		2017年度 ネンド		上 ウエ		3/21/17		4/18/17

		179		1655-181								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		微積分 ビセキブン		統計・数学		理工系基礎科目				長岡技術科学大学 ナガオカギジ		-		Ⅰ		Fisdom		1		1		新 シン		-		-		42,795		2017年度 ネンド		上 ウエ		3/21/17		4/18/17

		180		1655-182								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		統計学入門 トウケイガクニュウモン		統計・数学		理工系基礎科目				長岡技術科学大学 ナガオカギジ		-		Ⅰ		Fisdom		1		1		新 シン		-		-		42,795		2017年度 ネンド		上 ウエ		3/21/17		4/18/17

		181		1656-183								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		電磁気学 デンジキガク		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学 ナガオカギジ		-		Ⅰ		Fisdom		1		1		新 シン		-		-		42,795		2017年度 ネンド		上 ウエ		3/21/17		4/18/17

		182		1657-184								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		電子回路 デンシカイロ		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学 ナガオカギジ		-		Ⅰ		Fisdom		1		1		新 シン		-		-		42,795		2017年度 ネンド		上 ウエ		3/21/17		4/18/17

		183		1658-185								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		工業力学 コウギョウリキガク		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学 ナガオカギジ		-		Ⅰ		Fisdom		1		1		新 シン		-		-		42,795		2017年度 ネンド		上 ウエ		3/21/17		4/18/17

		184		1659-186								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		機構学 キコウガク		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学 ナガオカギジ		-		Ⅰ		Fisdom		1		1		新 シン		-		-		42,795		2017年度 ネンド		上 ウエ		3/21/17		4/18/17

		185		1660-187								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		機械力学 キカイリキガク		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学 ナガオカギジ		-		Ⅰ		Fisdom		1		1		新 シン		-		-		42,795		2017年度 ネンド		上 ウエ		3/21/17		4/18/17

		ー		認定外 ニンテイガイ										会員 カイイン						金沢大学 カナザワダイガク		行動経済学と金融リテラシー コウドウケイザイガクキンユウ		ビジネスと経営		社会科学 シャカイカガク										Fisdom

		186		1661-188								官 カン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				総務省統計局		誰でも使える統計オープンデータ		統計・数学						西内 啓　他 ホk		-		Ⅲ		gacco		2		1		新 shiンン		-		深追いしない フカオ		42,795		2017年度 ネンド		上 ウエ				6/6/17

		187		1662-189								官 kaンン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				日本政策金融公庫		ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学） ムサシダイガク		ビジネスと経営						高橋 徳行		-		Ⅲ		gacco		1		4		再 sai		-		-		42,795		2017年度 ネンド		上 ウエ		4/3/17		5/9/17

		188		1701-190								大 ダイ		会員 カイイン						千葉工業大学 チバコウギョウダイガク		宇宙開発を通してみる私たちの社会		自然科学						和田　豊他 ワダユタホカ		○		Ⅲ		gacco		1		1		新 shiンン		○		○		42,826		2017年度 ネンド		上 ウエ		4/26/17		7/4/17

		189		1702-191								企 キギョウ		会員 カイイン						公益社団法人　日本医療社会福祉協会 コウエキシャダンホウジンニホンイリョウシャカイフクシキョウカイ		交通事故被害者生活支援教育		社会科学 シャカイカガク						村上　信 ムラカミシン		-		Ⅲ		gacco		1		3		再 sai		-		-		42,826		2017年度 ネンド		上 ウエ		5/19/17		7/18/17

		190		1703-192								企 キギョウ		会員 カイイン						公益社団法人　日本医療社会福祉協会 コウエキシャダンホウジンニホンイリョウシャカイフクシキョウカイ		交通事故被害者生活支援教育		社会科学 シャカイカガク						村上　信 ムラカミシン		-		Ⅲ		gacco		1		4		再 sai		-		-		42,826		2017年度 ネンド		下 シタ		8/18/17		10/17/17

		191		1704-193								企 キギョウ		会員 カイイン						公益社団法人　日本医療社会福祉協会 コウエキシャダンホウジンニホンイリョウシャカイフクシキョウカイ		交通事故被害者生活支援教育		社会科学 シャカイカガク						村上　信 ムラカミシン		-		Ⅲ		gacco		1		5		再 sai		-		-		42,826		2017年度 ネンド		下 シタ		11/17/17		1/16/18		3/6/18

		192		1705-194								企 キギョウ		会員 カイイン						株式会社ジェック		企業で働くリーダーのための実践マネジメント基礎講座		ビジネスと経営		社会科学 シャカイカガク				近藤美由紀
他		○		Ⅲ		gacco		2		1		新 shiンン		-		○		42,856		2017年度 ネンド		上 ウエ		5/31/17		9/13/17

		193		1706-195								大 ダイ		会員 カイイン						大阪産業大学 オオサカサンギョウダイガク		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために ジョウホウマナガクセイセイト		コンピュータ科学						高根 慎也　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		4		再 sai		-		初回○ ショカイ		42,856		2017年度 ネンド		下 シタ		5/23/17		8/23/17

		194		1707-196								大 ダイ		会員 カイイン						大阪産業大学 オオサカサンギョウダイガク		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために ジョウホウマナガクセイセイト		コンピュータ科学						高根 慎也　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		5		再 sai		-		初回○ ショカイ		42,856		2017年度 ネンド		下 シタ		12/14/17		2/14/18

		195		1708-197								大 ダイ		会員 カイイン						創価大学 ソウカダイガク		楽観主義の心理学　– ポジティブライフのすすめ –		人文科学 ジンブンカガク						鈎　治雄		-		Ⅲ		OLJ		3		1		新 shiンン		-		○		42,856		2017年度 ネンド		下 シタ		6/27/17		9/19/17

		196		1709-198								その他 タ		会員 カイイン						一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		誰でも教えられる ! プログラミング授業		コンピュータ科学		教育と学習 キョウイクガクシュウ				斎藤正武（中央大学） チュウオウダイガク		○		Ⅲ		Fisdom		1		1		新 shiンン		-		○		42,887		2017年度 ネンド		上 ウエ		6/6/17		7/3/17

		197		1710-199								学会 ガッカイ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅱ:推測統計の方法		統計・数学						竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		2		3		再		対象外 タイショウガイ		なし		42,887		2017年度 ネンド		下 シタ		7/11/17		10/11/17

		198		1711-200								大 ダイガク		会員 カイイン						東北大学 トウホクダイガク		解明:オーロラの謎		自然科学 シゼンカガク						小原 隆博		-		Ⅲ		gacco		1		2		再		再構成講座 サイコウセイコウザ		初回○ ショカイ		42,887		2017年度 ネンド		下 シタ		7/21/17		11/1/17

		199		1712-201								大 ダイガク		会員 カイイン						東北大学 トウホクダイガク		memento mori-死を想え-		人文科学 ジンブンカガク						鈴木 岩弓		○		Ⅲ		gacco		2		2		再 サイ		-		初回○ ショカイ		42,887		2017年度 ネンド		下 シタ		7/21/17		10/3/17

		200		1713-202								企 キギョウ		会員 カイイン						株式会社ジェック カブシキガイシャ		上司を活かし組織を動かす実践フォロワーシップ講座 ジョウシikashiソシキウゴジッセンコウザ		ビジネスと経営 ケイエイ		社会科学 シャカイカガク				福井夏子 フクイナツコ		○		Ⅲ		gacco		3		1		新 shiンン		-		○		42,887		2017年度 ネンド		下 シタ		8/8/17		11/1/17

		201		1714-203								大 ダイガク		会員 カイイン						大阪市立大学 オオサカイチリツダイガク		都市の災害リスクとその備え		社会科学 シャカイカガク						三田村宗樹		-		Ⅲ		gacco		1		2		再 サイ		-		初回○ ショカイ		42,887		2017年度 ネンド		下 シタ		7/26/17		8/26/18

		202		1715-204								大 ダイガク		会員 カイイン						大阪工業大学 オオサカコウギョウダイガク		知的財産とビジネス チテキザイサン		ビジネスと経営						林 茂樹他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		3		再 サイ		-		初回○ ショカイ		42,887		2017年度 ネンド		下 シタ		7/12/17		10/3/17

		203		1716-205								大 ダイガク		会員 カイイン						大阪工業大学 オオサカコウギョウダイガク		土木・建築構造に関する最近の研究		工学						井上 晋　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		2		2		再 サイ		-		初回○ ショカイ		42,887		2017年度 ネンド		下 シタ		7/12/17		8/23/17

		204		1717-206								大 ダイガク		会員 カイイン						大阪工業大学 オオサカコウギョウダイガク		プログラミング入門　〜Javaによるオブジェクト指向プログラミング〜 ニュウモンsikou		コンピュータ科学						鈴木 基之　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		3		3		再 サイ		-		初回○ ショカイ		42,887		2017年度 ネンド		下 シタ		7/12/17		11/14/17

		205		1715-207								大 dai		会員 カイイン						法政大学 ホウセイダイガク		観測的宇宙論入門 カンソクテキウチュウロンニュウモン		自然科学 シゼンカガク						岡村定矩 オカムラsadaンoriノリ		-		Ⅰ		gacco		3		1		新 shiンン		新たな助成金対象 アラジョセイキンタイショウ		○		42,917		2017年度 ネンド		下 シタ		11/1/17		1/24/18		3/20/18

		206		1716-208								大 ダイガク		非会員 ヒカイイン						学校法人岩崎学園 ガッコウホウジンイワサキガクエン		情報セキュリティ基礎 ジョウホウキソ		コンピュータ科学						長谷川長一 ハセガワナガ1		-		Ⅲ		gacco		1		1		新 shiンン		対象外 タイショウガイ		○		42,948		2017年度 ネンド		下 シタ				11/7/17

		207		1717-209								企 キギョウ		会員 カイイン						国立情報学研究所 コクリツジョウホウガクケンキュウジョ		オープンサイエンス時代の研究データ管理 ジダイケンキュウカンリ		コンピュータ科学						山地 一禎 他		-		Ⅲ		gacco		2		1		新 シン		-		○		42,948		2017年度 ネンド		下 シタ		8/23/17		11/15/17

		208		1718-210								官 kaンン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				日本政策金融公庫		『高校生対象夏休み特別開講』ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学） ムサシダイガク		ビジネスと経営						高橋 徳行		-		Ⅲ		gacco						再 サイ		-		-		42,948		2017年度 ネンド		下 シタ				7/25/17

		209		1719-211								大 ダイ		会員 カイイン						東京農工大学 トウキョウノウコウダイガク		正確かつ精確に英語を読むにはどうしたらいいか		教育と学習 キョウイクガクシュウ						畠山雄二		-		Ⅰ		OLJ		2		1		新 アタラ		新たな助成金対象 アラジョセイキンタイショウ		○		42,948		2017年度 ネンド		下 シタ		11/6/17		1/10/18		2/14/18

		210		1720-212								大 ダイ		会員 カイイン						学習院女子大学 ガクシュウインジョシダイガク		妖怪の世界を探る～その伝承とビジュアルテキスト～		人文科学 ジンブンカガク						中石万莉		-		Ⅰ		OLJ		3		1		新 shiンン				○		42,948		2017年度 ネンド		下 シタ		9/1/17		11/1/17

		211		1721-213								大 ダイ		会員 カイイン						立教大学 リッキョウダイガク		グローバリゼーション時代の国際政治～市民のつくる平和と豊かさ～		社会科学 シャカイカガク						竹中 千春		-		Ⅰ		gacco		5		1		新 shiンン		新たな助成金対象 アラジョセイキンタイショウ		○		42,979		2017年度 ネンド		下 シタ		10/16/17		1/16/18		3/13/18

		212		1722-214								大 ダイ		会員 カイイン						東北大学 トウホクダイガク		東北大学サイエンスシリーズ
「東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ
—災害科学の役割」		自然科学 シゼンカガク						今村 文彦　他 ホk		-		Ⅲ		gacco		4		1		新 shiンン		-		○		42,979		2017年度 ネンド		下 シタ		11/22/17		1/25/18		3/22/18

		213		1723-215								大 ダイ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイコウザ				岐阜大学 ギフダイガク		事例に学ぶ災害対策		教育と学習 キョウイクガクシュウ		自然科学 シゼンカガク				小山 真紀		-		Ⅲ		gacco		1		1		新 shiンン		対象予定 タイショウヨテイ		○		42,979		2017年度 ネンド		下 シタ		9/28/17		12/5/17

		214		1724-216								官 カン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス演習		統計・数学						會田 雅人　他		-		Ⅲ		gacco		2		2		再 sai		対象外 タイショウガイ		対象外 タイショウガイ		42,979		2017年度 ネンド		下 シタ				11/28/17

		215		1725-217								大 ダイ		会員 カイイン						国立大学法人九州大学		個人と組織のための最先端サイバーセキュリティ入門		コンピュータ科学						岡村 耕二		-		Ⅲ		OLJ		2		2		再 sai		-		-		42,979		2017年度 ネンド		下 シタ		10/11/17		1/10/18

		216		1726-218								大 ダイ		会員 カイイン						立命館大学 リツメイカンダイガク		白川文字学への招待―漢字と東洋の歴史文化		人文科学 ジンブンカガク						杉橋　隆夫		-		Ⅲ		gacco		3		1		新 shiンン		-		○		43,009		2017年度 ネンド		下 シタ		1/31/18		3/1/18

		217		1727-219								大 ダイ		会員 カイイン						立命館大学 リツメイカンダイガク		SOFIX科学有機農業入門講座		自然科学 シゼンカガク						久保　幹		-		Ⅲ		gacco		4		1		新 shiンン		-		○		43,009		2017年度 ネンド		下 シタ		12/21/17		2/1/18

		218		1728-220								大 ダイ		会員 カイイン						立命館大学 リツメイカンダイガク		運動と健康の理論・実践		健康と医療 ケンコウトイリョウ						真田　樹義		-		Ⅲ		gacco		5		1		新 shiンン		-		○		43,009		2017年度 ネンド		下 シタ		12/21/17		2/1/18

		219		1729-221								大 ダイ		会員 カイイン						立命館大学 リツメイカンダイガク		法心理・司法臨床：法学と心理学の学融		人文科学 ジンブンカガク						若林　宏輔		-		Ⅲ		gacco		6		1		新 shiンン		-		○		43,009		2017年度 ネンド		下 シタ				3/1/18

		220		1730-222								その他		会員 カイイン						一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		誰でも教えられる ! プログラミング授業		コンピュータ科学		教育と学習 キョウイクガクシュウ				斎藤正武（中央大学） チュウオウダイガク		-		Ⅲ		Fisdom		1		2		再 サイ		-		-		43,009		2017年度 ネンド		下 シタ		10/17/17		11/20/17

		221		1731-223								その他		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイコウザ				一般社団法人　子供教育創造機構		子ども達が最高の選択肢を掴むために
～「主体的・対話的で深い学び」を社会で実現する～		教育と学習 キョウイクガクシュウ						赤井　友美
ほか		-		Ⅲ		gacco		1		1		新 shiンン		-		○		43,009		2017年度 ネンド		下 シタ		10/24/17		12/13/17

		222		1732-224								大 ダイ		会員 カイイン						明治大学 メイジダイガク		安全学 アンゼンガク		ビジネスと経営		社会科学 シャカイカガク		工学 kougaku		向殿政男		-		Ⅰ		Fisdom		3		2		再 サイ		-		-		43,009		2017年度 ネンド		下 シタ				11/16/17

		223		1733-225								大 ダイ		会員 カイイン						北海道大学 ホッカイドウダイガク		ようこそ、科学技術コミュニケーション		社会科学 シャカイカガク		教育と学習 キョウイクトガクシュウ		アート・デザイン		奥本素子		-		Ⅰ		gacco		3		1		新 シン		新たな助成金対象 アラタナジョセイキンタイショウ		○		43,009		2017年度 ネンド		下 シタ		12/11/17		3/7/18

		224		1734-226								大 ダイ		会員 カイイン						桜美林大学 オウビリンダイガク		大学というものを考える―その課題とは何か		教育と学習 キョウイクトガクシュウ						山本　眞一		○		Ⅰ		Fisdom		3		1		新 シン		-		○		43,040		2017年度 ネンド		下 シタ		12/25/17		2/1/18		4/30/18

		225		1735-227								大 ダイ		会員 カイイン						文化学園大学		健康心理学入門		人文科学 ジンブンカガク		健康と医療 ケンコウトイリョウ				野口  京子		-		Ⅲ		Fisdom		2		1		新 シン		-		○		43,070		2017年度 ネンド		下 シタ		12/26/17		1/31/18		4/30/18

				認定外 ニンテイガイガイ								企 キギョウ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイコウザ				株式会社チェンジ カブシキガイシャ		総務省　ICTスキル総合習得プログラム（eラーニング編）								齋藤　経史		-		Ⅲ		gacco		1		1		新 シン		-		未 ミ		43,070		2017年度 ネンド		下 シタ

		226		1736-228								企 キギョウ		会員 カイイン						一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		MOOC制作時の著作権等の権利処理ガイドライン		教育と学習 キョウイクトガクシュウ						我妻 潤子 アヅマ				Ⅲ		Fisdom		2		1		新 シン		-		未 ミ		43,070		2018年度 ネンド		上 ウエ		4/16/18		5/7/18		6/30/18

		227		1737-229								大 ダイガク		会員 カイイン						東北大学 トウホクダイガク		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「男と女の文化史」 トウホクダイガクデマナブコウドキョウヨウオトコオンナノブンカシ		人文科学 ジンブンカｇクカガク						高橋　章則　他 タカハシアキノリ		-		Ⅰ		gacco		5		1		新 シンキ		新たな助成金対象 アラタナジョセイキンタイショウ		○		43,070		2018年度 ネンド		上 ウエ		3/1/18		5/23/18

		228		1738-230								大 ダイ		会員 カイイン						筑波大学 ツクバダイガク		嘉納治五郎とオリンピック・ムーブメント		人文科学 ジンブンカｇクカガク						真田　久　他 ホk		-		Ⅰ		gacco		1		1		新 シンキ		済 スミ		○		43,132		2017年度 ネンド		下 シタ		2/2/18		3/29/18

		229		1739-231								大 ダイ		会員 カイイン						大阪市立大学 オオサカイチリツダイガク		都市史研究の最前線　―大阪を中心に―		人文科学 ジンブンカｇクカガク						佐賀　朝		-		Ⅲ		gacco		3		1		新 シンキ		-		○		43,132		2017年度 ネンド		下 シタ		2/6/18		3/6/18

		230		1740-232								大 ダイ		会員 カイイン						大阪市立大学 オオサカイチリツダイガク		アートの力とマネジメント		アート・デザイン						中川　眞		-		Ⅲ		gacco		1		2		再 サイ		-		-		43,132		2017年度 ネンド		下 シタ		2/6/18		3/6/18

		231		1741-233								大 ダイ		会員 カイイン						東京未来大学 トウキョウミライダイガク		モチベーション・マネジメント		社会科学 シャカイカガク						角山 剛		-		Ⅰ		gacco		1		4		再		-		-		43,070		2017年度 ネンド		下 シタ		1/12/18		2/14/18

		232		1742-234								官 カン		非会員 ダイ		特別 ホカ				総務省統計局 カン		データサイエンス・オンライン講座
「社会人のためのデータサイエンス入門」		統計・数学						西内　啓　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		4		再 シタ		-		- ミ		43,160		2018年度 ガツ		上 ウエ		3/1/18		5/29/18		7/18/18

		233		1743-235								学会 ガッカイ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		統計・数学						竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		1		5		再 サイカイコウ		-		-		43,132		2017年度 ガツ		下 シタ				4/18/18

		234		1744-236								その他 タ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				株式会社Findアクティブラーナー		アクティブで深い学びのデザイン		人文科学 ジンブンカｇクカガク						山内祐平
木原 俊行 他（大阪教育大学大学院）		○		Ⅲ		gacco		1		1		新 シンキ		-		未 イｍ		43,160		2017年度 ガツ		下 ウエ		3/7/18		5/23/18		8/8/18

		-		1745-237 認定取り消し ニn								官 カン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				日本政策金融公庫		ビジネスプランをつくってみよう		ビジネスと経営						高橋 徳行		-		Ⅲ		gacco		2		1		新 シン		-		対象外 タイsy		43,160		2018年度 ネンド		上 カミ		4/11/18

		235		1746-238								大 ダイ		会員 ダイ						大手前大学 スミ		パズルで情報活用		コンピュータ科学 カガク						本田直也		○		Ⅰ ①		gacco		3		1		新 シン		-		○		43,160		2018年度 ネンド				8/31/18		11/6/18		2/5/19

		236		1747-239								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		コンピュータのしくみ		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目				東京工科大学  松下 宗一郎		-		Ⅲ		Fisdom		1		1		新 シン		済 ス		共同研究 マル		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		237		1748-240								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		安全学入門 シンジン		ビジネスと経営		社会科学 シャカイカガク		理工系基礎科目		明治大学  向殿 政男		-		Ⅰ ⑴		Fisdom		1		1		新 シン		済 ス		○ マル		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		238		1749-241								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		線形代数 センケイダイスウ		統計・数学 トウケイ		理工系基礎科目				明治大学  阿原 一志		-		Ⅰ ⑴		Fisdom		1		1		新 シン		済 ス		○ マル		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		239		1750-242								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		新人SEのための確率と統計基礎 シンジン		統計・数学 トウケイ・スウガク		理工系基礎科目				東京工科大学  亀田 弘之		-		Ⅲ		Fisdom		1		1		新 シン						43,160		2018年度 ネンド		下 シモ		未定 ミテ		未定 ミテ

		240		1751−243								企 キギョ		会員 カイイn						株式会社ナガセ カブシk		先生のための一生モノの学びを得られる授業づくり ～高校化学を通じて主体的・協働的な学びを考える～		教育と学習 キョ						開成高校　小松寛 カイセ		-		Ⅲ		gacco		1		1		新 シン		-		○		43,160		2018年度 ネンド				7/17/18		7/19/18		10/16/18

		241		1752-244								企 キギョ		会員 カイイn						株式会社ジェック		知ると営業が楽しくなる実践営業スキル基礎講座		ビジネスと経営		社会科学				松島光彦 マツシm		○		Ⅲ		gacco		4		1		新 シン		-		○ マル		43,160		2018年度 ネンド				5/31/18		8/8/18		11/6/18

		242		1753-245 シン								企 キギョ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				株式会社東京証券取引所		『いざ！資産形成』～余裕を持って、余裕を増やす～		ビジネスと経営						森元 憲介、井上　直樹、森本　加那子、斎藤　史貴		-		Ⅲ		gacco		1		1		新 シn						43,160		2018年度 ネンド				4/20/18		4/20/18		2/8/19

		243		1754-246 シン								大 ダイ		会員 カイイn						早稲田大学		スマートIoTシステム・ビジネス入門		ビジネスと経営		コンピュータ科学				鷲崎 弘宜		-		Ⅲ		gacco		3		1		新 シン				○ マル		43,160		2018年度 ネンド						7/25/18

		244		1755-247 シン								その他		非会員 ヒカイ		招待 ショウタイ				一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム		知識ゼロから始めるデジタルサイネージ入門		ビジネスと経営		コンピュータ科学				中村　伊知哉　他 ホk		-		Ⅲ		gacco		1		1		新 シン						43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		6/13/18		8/8/18

		245		1756-248 シン								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		電気回路2018		工学 kougaku		理工系基礎科目				東京工業高等専門学校  西村 亮		-		Ⅱ ⑵		Fisdom				2		再 サイカ		-		-		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		246		1757-249 シン								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		制御工学2018		工学 kougaku		理工系基礎科目				函館工業高等専門学校  浜 克己		-		Ⅱ ⑵		Fisdom				2		再 サイ		-		-		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		247		1758-250 シン								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		品質管理2018		工学 kougaku		理工系基礎科目				函館工業高等専門学校  小林 淳哉		-		Ⅱ ⑵		Fisdom				2		再 サイ		-		-		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		248		1759-251 シン								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		金属材料学2018		工学 kougaku		理工系基礎科目				鈴鹿工業高等専門学校  黒田 大介		-		Ⅱ ⑵		Fisdom				2		再 サイ		-		-		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		249		1760-252 シン								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		機械力学2018		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  田浦 裕生		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再 サイ		-		共同研究 キョウドウ		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		250		1761-253 シン								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		流体力学2018		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  山崎 渉		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再 サイ		-		共同研究 キョウドウ		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		251		1762-254 シン								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		機構学2018		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  磯部 浩巳		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再 サイ		-		共同研究 キョウドウ		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		252		1763-255 シン								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		工業力学2018		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学 上村 靖司		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再 サイ		-		共同研究 キョウドウ		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		253		1764-256 シン								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		電子回路2018		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  圓道 知博		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再 サイ		-		共同研究 キョウドウ		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		254		1765-257 シン								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		電磁気学2018		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  木村 宗弘		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再 サイ		-		共同研究 キョウドウ		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		255		1766-258 シン								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		統計学入門2018		統計・数学		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  北島 宗雄		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再 サイ		-		共同研究 キョウドウ		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		256		1767-259 シン								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		微積分2018		統計・数学		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  高橋 弘毅		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再 サイ		-		共同研究 キョウドウ		43,160		2018年度 ネンド				3/20/18		4/17/18		9/19/18

		257		1768-260 シン								大		会員 カイイn						九州大学 キュウシュ		昆虫学入門 -多様性を探る-: Exploring Insect Biodiversity		自然科学 シゼn						丸山　宗利		-		Ⅲ		OLJ		1		1		新 シン		ー シン		○ マル		2018年度		2018年度				5/30/18		7/23/18		8/20/18

		258		1769-261 シン								大 ダ		非会員 ヒ		招待 ショウt				滋賀大学 シガダ		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ） （		統計・数学						竹村　彰通　他		-		Ⅲ		gacco		1		1		新 シン				○ マル		2018年度		2018年度				4/27/18		6/11/18		10/10/18

		259		1770-262 シン								官 カン		非会員 ヒカイイン		招待 ショウt				日本政策金融公庫		ビジネスプランを作ってみよう<実践編> ツクッtジッセn		ビジネスと経営						高橋 徳行		-		Ⅲ		gacco		1		1		新 シン		-		対象外 タイsy		43,221		2018年度 ネンド		上 カミ		6/20/18		7/24/18		10/1/18

		260		1771-263								学会 ガッカイ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅲ:多変量データ解析法		統計・数学						岩崎学　他 イワサキマナホカ		○		Ⅲ		gacco		3		2		再 サイ		-		対象外 タイsy		43,221		2018年度 ネンド		上 ウエ		5/30/18		7/25/18		9/19/18

		261		1772-264								企 キギョ		会員 カイイn						株式会社ジェック		共創する商談！実践コンサルティング営業講座		ビジネスと経営		社会科学 シャカ				松井 達則		○		Ⅲ		gacco		5		1		新 シン		-		○ マル		43,252		2018年度 ネンド		上 ウエ		7/18/18		10/10/18		12/12/18

		262		1773-265								大 ダイ		会員						大阪産業大学 オオサカサンギョウダイガク		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために ジョウホウマナガクセイセイト		コンピュータ科学						高根 慎也　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		6		再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		43,252		2018年度 ネンド		上 ウエ		6/1/18		8/29/18		10/24/18

		263		1774-266								大 ダイ		会員						大阪工業大学 オオサカコウギョウダイガク		知的財産とビジネス チテキザイサン		ビジネスと経営						林 茂樹他 ホカ		-		Ⅲ		gacco						再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		43,252		2018年度 ネンド		上 ウエ		6/13/18		9/12/18		10/31/18

		264		1775-267								大 ダイ		会員						大阪工業大学 オオサカコウギョウダイガク		土木・建築構造に関する最近の研究		工学						井上 晋　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco						再		初回済 ショカイス		初回○ ショカイ		43,252		2018年度 ネンド		上 ウエ		6/13/18		7/17/18		9/11/18

		265		1776-268								大 ダイ		会員						法政大学 ホ		The Modern Macroeconomy		ビジネスと経営						ジェス　ダイヤモンド		-		Ⅰ		gacco		4		1		新 シン		対象 タイショ		○ マル		43,252		2018年度 ネンド		上 ウエ		11/7/18		1/22/19		2/28/19

		266		1777-269								大 ダイ		会員						東北大学 トウホクダイガク		東北大学サイエンスシリーズ
「東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ
—災害科学の役割」		自然科学 シゼンカガク						今村 文彦　他 ホk		-		Ⅲ		gacco		4		2		再		-		初回○ ショカイ		43,252		2018年度 d		上 ウエ		6/22/18		9/26/18		11/21/18

		267		1778-270								大 ダイ		会員						東北大学 トウホクダイガク		東北大学サイエンスシリーズ｢解明：オーロラの謎｣		自然科学 シゼンカガク						小原 隆博		○		Ⅲ		gacco		1		3		再		-		初回○ ショカイ		43,252		2018年度 d		上 ウエ		6/22/18		10/31/18		12/12/18

		268		1779-271								大 ダイ		会員						東北大学 トウホクダイガク		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ｢memento mori -死を想え-｣		人文科学 ジンブンカガク						鈴木 岩弓		○		Ⅲ		gacco		2		3		再 サイ		-		初回○ ショカイ		43,252		2018年度 d		上 ウエ		6/22/18		10/3/18		11/28/18

		269		1780-272								大 ダイ		会員						大阪工業大学 オオサk		Javaによるオブジェクト指向プログラミング		コンピュータ科学 コンピューターカガk		教育と学習 キョウイク				鈴木 基之　他 ホk		-		Ⅲ		gacco						再 サイ		-		○ マル		43,282		2018年度 d		上 ウエ		8/3/18		11/8/18		2/21/19

		270		1781-273								大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		クラウド基盤構築演習		コンピュータ科学 コンピューターカガk						中島 倫明他 シン		-		Ⅲ		gacco		4		1		新 シン		-		○ マル		43,282		2018年度 d		上 ウエ		6/27/18		9/27/18		11/29/18

		271		1782−274								大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		アーキテクチャ・品質エンジニアリング		コンピュータ科学 コンピューターカガk						鄭 顕志他 ホk		-		Ⅲ		gacco		5		1		新 シン		-		○ マル		43,282		2018年度 d		上 ウエ		6/27/18		9/27/18		11/29/18

		272		1783-275								大 ダイ		会員						創価大学 ソウカダ		世界文学への招待		人文科学 ジンブn						浅山　龍一　他 アサヤm		-		Ⅲ		OLJ		4		1		新 シン		-		○		43,282		2018年度 d		上 ウエ		7/17/18		9/18/18		10/23/18

		273		1784-276								大		会員 カイイn						早稲田大学 ワセd		組込み・リアルタイムシステム クミコm		コンピュータ科学 コンピューターカガk						戸川 望　他 ホk		-		Ⅲ		gacco		6		1		新 シン		-		○		43,282		2018年度 d		下 シタイ		8/6/18		10/31/18		1/11/19

		274		1785-277								大 ダ		会員 カイイn						早稲田大学 ワセd		IoTとシステムズアプローチ ズ		コンピュータ科学 コンピューターカガk						新谷 勝利 他		-		Ⅲ		gacco		7		1		新 シン		-		○		43,282		2018年度 d		下 シタイ		8/6/18		10/31/18		1/11/19

		275		1786-278								学会 ガッカイ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅱ:推測統計の方法		統計・数学						竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		2		4		再		対象外 タイショウガイ		なし		43,282		2018年度 d		下 シタイ		7/10/18		10/10/18		12/5/18

		276		1787−279								官 カン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				総務省統計局		誰でも使える統計オープンデータ		統計・数学						西内 啓　他 ホk		-		Ⅲ		gacco		2		2		再 サイ		-		ー サイ		43,313		2018年度 d		上 ウエ		9/18/18		12/4/18		1/29/19

		277		1788-280								大		会員 カイイn						早稲田大学 ワセd		ビッグデータマネジメント・アナリティクス		コンピュータ科学 コンピューターカガk						山名 早人 他		-		Ⅲ		gacco		8		1		新 シン				○		43,313		2018年度 d		下 シタイ		8/31/18		11/29/18		1/31/19

		278		1789-281								大		会員 カイイn						早稲田大学 ワセd		機械学習・深層学習		コンピュータ科学 コンピューターカガk						清 雄一 他		-		Ⅲ		gacco		9		1		新 シン				○		43,313		2018年度 d		下 シタイ		8/31/18		11/29/18		1/31/19

		279		1790-282								大		会員 カイイn						東北大学 トウホk		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「男と女の文化史」 トウホクダイガクデマナブコウドキョウヨウオトコオンナノブンカシ		人文科学 ジンブンカｇクカガク						高橋 章則 他		-		Ⅰ		gacco		5		2		再		対象予定 タイsy		ー		43,313		2018年度 d		下 シタイ		11/1/18		1/16/19		3/13/19

		280		1791-283								大		会員 カイイn						東北大学 トウホk		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「家族と民法」		社会科学 シャカ						水野 紀子		-		Ⅰ		gacco		6		1		新 シン		対象 タイショ		○		43,313		2018年度 d		下 シタイ		11/1/18		1/16/19		3/13/19

		281		1792-284								大		会員 カイイn						立命館大学 リツメ		教養としての言語論: 言語は私たちをまやかし生きにくくさせる		人文科学 ジンブn		社会科学 シャカ		教育と学習 キョウイk		山中 司		-		Ⅰ		gacco		7		1		新 シン		対象 タイショ		○		43,313		2018年度 d		下 シタイ		1/9/19		2/28/19		4/18/19

		282		1793-285								大		会員 カイイn						立教大学 リッキョウダイ		勝利の方程式　スポーツと栄養		健康と医療 ケンコ						杉浦　克己		-		Ⅰ		gacco		6		1		新 シン		済 スミ		○		43,313		2018年度 d		下 シタイ		10/2/18		12/4/18		2/5/19

		283		1794-286								大		会員 カイイn						早稲田大学 ワセd		クラウドサービス・分散システム		コンピュータ科学						高橋 竜一 他		-		Ⅲ		gacco		10		1		新 シン		ー		○		43,344		2018年度 d		下 シタイ		9/27/18		12/25/18		3/5/19

		284		1795-287								大		会員 カイイn						早稲田大学 ワセd		無線通信・IoT通信・センサネットワーク		コンピュータ科学						甲藤 二郎 他		-		Ⅲ		gacco		11		1		新 シン		ー		○		43,344		2018年度 d		下 シタイ		9/27/18		12/25/18		3/5/19

		285		1796-288								大		会員 カイイn						立命館大学 リツメ		京都からおくる日本史研究の最前線 キョウトキョイトカラニホンシ		人文科学 ジンブn						美川圭 他		-		Ⅲ		gacco		8		1		新 シン		ー		○		43,344		2018年度 d		下 シタイ		12/12/18		2/14/19		4/4/19

		286		1797-289								大		会員 カイイn						立命館大学 リツメ		生存学の企て　病い、老い、障害と共に		社会科学 シャカ		健康と医療 ケンコ				立岩 真也 他		-		Ⅲ		gacco		9		1		新 シン		ー		○		43,344		2018年度 d		下 シタイ		11/14/18		1/15/19		3/5/19

		287		1798-290								大		会員 カイイn						立命館大学 リツメ		健康づくりのための運動と栄養摂取の実践 ケンコ		健康と医療 ケンコ						藤田 聡 他		-		Ⅲ		gacco		10		1		新 シン		ー		○		43,344		2018年度 d		下 シタイ		11/14/18		1/15/19		3/5/19

		288		1799-291								大		会員 カイイn						南九州大学 ミナミキュウシュウ		レッツ・エンジョイ・昆虫学		自然科学 シゼンガ						新谷 喜紀		-		Ⅲ		gacco				1		新 シン		済 スミ		○		43,374		2018年度 d		下 シタイ		10/17/18		12/4/18		2/25/19

		289		1800-292								その他		非会員 ヒカイイn						一般社団法人文字起こし活用推進協議会		これからの柔軟な働き方 ～文字起こしスキルを身につけよう～		資格・試験対策 シカk						宮田志保／山岸里美 他		-		Ⅲ		gacco				1		新 シン		ー		○		43,374		2018年度 d		下 シタイ		11/1/18		1/17/19		2/28/19

		290		1801−293								大		会員 カイイn						東京未来大学		心理学スパイラルアップ―多角的な視点からの接近 パ		人文科学						出口 保行 他		-		Ⅰ		gacco		2		1		新 シン		対象 タイsy		○		43,374		2018年度 d		下 シタイ		11/20/18		1/23/19		3/26/19

		291		1802−294								その他 タ		会員 カイイン						一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		誰でも教えられる ! プログラミング授業		コンピュータ科学		教育と学習 キョウイクガクシュウ				斎藤正武（中央大学） チュウオウダイガク		-		Ⅲ		Fisdom		1		3		再 サイ		-		-		43,374		2018年度 ネンド		下 シモ		10/29/18		11/26/18		2/1/19

		292		1803−295								大		会員 カイイン						岐阜大学 ギフダイガク		事例に学ぶ災害対策		教育と学習 キョウイクガクシュウ		自然科学 シゼンカガク				小山 真紀		-		Ⅲ		Fisdom		1		2		再 サイ		-		-		43,374		2018年度 ネンド		下 シタ		11/6/18		12/3/18		2/12/18																		PF変更あり（g→F） ヘn

		293		1804−296								大		非会員 ヒカイイn		招待 ショウt				滋賀大学 シガダ		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）		統計・数学						竹村　彰通　他		-		Ⅲ		gacco		1		2		再 サイ				-		43,344		2018年度		下 シタ		9/14/18		10/15/18		11/27/18

		294		1805−297								その他 タ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				株式会社Findアクティブラーナー		アクティブで深い学びのデザイン		人文科学 ジンブンカｇクカガク						山内祐平　木原 俊行 他（大阪教育大学大学院）		○		Ⅲ		gacco		1		2		再 サイ		-		未 イｍ		43,374		2018年度		下 シタ		10/10/18		11/20/18		2/5/19

		295		1806−298								大 ダイ		会員						大阪産業大学 オオサカサンギョウダイガク		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために ジョウホウマナガクセイセイト		コンピュータ科学						高根 慎也　他 ホカ		-		Ⅲ		gacco		1		7		再		対象予定 タイショ		初回○ ショカイ				2018年度		下 シタ		11/14/18		2/13/19		4/11/19

		296		1807−299								大 ダイ		会員						筑波大学 ツクバダイガク		嘉納治五郎とオリンピック・ムーブメント		人文科学 ジンブンカｇクカガク						真田　久　他 ホk		-		Ⅰ		gacco		1		2		再		対象予定 タイショ		初回○ ショカイ		43,435		2018年度		下 シタ		12/6/18		1/22/19

		297		1808-300								企 キギョウ		会員 カイイン						一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		誰でも教えられる ! プログラミング授業 【応用編】		コンピュータ科学						斎藤正武（中央大学） チュウオウダイガク		-		Ⅲ		Fisdom		3		1		新 シン		-		○		43,435		2018年度 ネンド		下 シモ		12/25/18		2/4/19		3/29/19

		298		1809-301								企 キギョウ		会員 カイイン						一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		教育機関のICT化を考える キョウイk		教育と学習 キョウイクガクシュウ						渡邉純一 ワタナベ		-		Ⅲ		Fisdom		4		1		新 シン		-		○		43,435		2018年度 ネンド		下 シモ		12/25/18		2/4/19		3/29/19

		299		1810-302								大 ダイ		会員 カイイン						北海道大学 ホッカイドウダイガク		戦争倫理学		社会科学 シャカイカガク						眞嶋　俊造		-		Ⅰ		gacco		2		2		再		対象予定 タイショ		○		43,435		2018年度		下 シタ		12/21/18		2/21/19

		300		1811-303								大 ダイ		会員 カイイン						大阪市立大学 オオサカイチリツダイガク		都市史研究の最前線　―大阪を中心に―		人文科学 ジンブンカｇクカガク						佐賀　朝　他 ホk		-		Ⅲ		gacco		3		2		再		対象予定 タイショ		○		43,435		2018年度		下 シタ		1/16/19		2/15/19		4/5/19

		301		1815-307						1901		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		電気回路 2019		工学 kougaku		理工系基礎科目				東京工業高等専門学校  西村 亮		-		Ⅱ ⑵		Fisdom				3		再 サイカ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		305		1816-308						1902		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		制御工学 2019		工学 kougaku		理工系基礎科目				函館工業高等専門学校  浜 克己		-		Ⅱ ⑵		Fisdom				3		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		306		1817-309						1903		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		品質管理 2019		工学 kougaku		理工系基礎科目				函館工業高等専門学校  小林 淳哉		-		Ⅱ ⑵		Fisdom				3		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		307		1818-310						1904		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		金属材料学 2019		工学 kougaku		理工系基礎科目				鈴鹿工業高等専門学校  黒田 大介		-		Ⅱ ⑵		Fisdom				3		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		308		1819-311						1905		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		機械力学 2019		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  田浦 裕生		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				3		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		309		1820-312						1906		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		流体力学 2019		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  山崎 渉		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				3		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		310		1821-313						1907		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		機構学 2019		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  磯部 浩巳		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				3		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		311		1822-314						1908		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		工業力学 2019		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学 上村 靖司		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				3		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		312		1823-315						1909		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		電子回路 2019		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  圓道 知博		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				3		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		313		1824-316						1910		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		電磁気学 2019		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  木村 宗弘		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				3		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		314		1825-317						1911		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		統計学入門2019		統計・数学		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  北島 宗雄		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				3		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		315		1826-318						1912		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		微積分 2019		統計・数学		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  高橋 弘毅		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				3		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		316		1812-304						1913		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		コンピュータのしくみ 2019		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目				東京工科大学  松下 宗一郎		-		Ⅲ		Fisdom				2		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				設問差し替え セツモン

		302		1814-306						1914		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		線形代数 2019 センケイダイスウ		統計・数学 トウケイ		理工系基礎科目				明治大学  阿原 一志		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				設問差し替え セツモン

		304		1813-305						1915		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		安全学入門 2019 シンジン		ビジネスと経営		社会科学 シャカイカガク		理工系基礎科目		明治大学  向殿 政男		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		303		1827-319						1916		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		コンピュータのしくみI「論理回路編」 2019		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目				放送大学　岡部 洋一 ホウソウダイガク		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再 サイ		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		317		1828-320						1917		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		コンピュータのしくみⅡ「コンピュータの構造編」 2019		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目				放送大学　岡部 洋一 ホウソウダイガク		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再		-				43,435		2019年度				3/21/19		4/17/19		3/31/20				無 ナ

		318		1829-321						1918		学会 ガッk		会員 カイイン						公益社団法人土木学会		土木情報学入門		コンピュータ科学 カガク		工学 kougaku				蒔苗 耕司		-		Ⅱ		OLJ		1		1		新 シン		-		○		43,466		2019年度				2/1/19		5/7/19

		319		1830-322						1919		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		Webで学ぶJavascript 2019		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目				名古屋市立大学　金子 格 ナゴy		-		Ⅲ		Fisdom				1		新 シン		-				43,466		2019年度				3/21/19		4/17/19

		320		1831-323						1920		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		Pythonで学ぶビジネスデータ分析入門 2019		コンピュータ科学 カガク		統計・数学 トウケイ		理工系基礎科目		ちゅらデータ　真嘉比 愛 マガヒ		-		Ⅲ		Fisdom				1		新 シン		-				43,466		2019年度				3/21/19		4/17/19

		321		1832-324						1921		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		未経験者のためのPHPとMySQLを用いたWebデータシステム入門 2019 ミケイケn		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目				法政大学　髙田 美樹 ホウセ		-		Ⅰ		Fisdom				1		新 シン		-				43,466		2019年度				3/21/19		4/17/19

		322		1833-325						1922		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		要求工学概論 2019 ヨウキュ		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目				名古屋大学大学院　山本 修一郎 ナゴy		-		Ⅰ		Fisdom				1		新 シン		-				43,466		2019年度				3/21/19		4/17/19

		323		1834-326						1923		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		インターネットセキュリティ基礎 2019		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目				アライドテレシスアカデミー　小林　忍		-		Ⅲ		Fisdom				1		新 シン		-				43,466		2019年度				3/21/19		4/17/19

		324		1835-327						1924		官 カン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス演習 2019		統計・数学						會田 雅人　他		-		Ⅲ		gacco		2		3		再 sai		対象外 タイショウガイ		対象外 タイショウガイ		2019月1月 ガt		2019年度		上 ウエ		2/19/19		5/14/19

		325		1836–328						1925		学会 ガッk								ドラッカー学会 ガッカ		教養としてのドラッカー		ビジネスと経営 ケ						阪井和男/井坂康志 サk		-		Ⅲ		Fisdom		1		1		新 シン		対象外 タイショウガイ		未 ミ		43,525		2019年度				3/11/19		4/8/19

		326		1837–329						1926		学会 ガッk		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		統計・数学						竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		1		6		再 サイカイコウ		-		-		43,525		2019年度				3/6/19		4/17/19

		327		1838-330						1927		大 ダイ		会員 カイイn						早稲田大学		スマートIoTシステム・ビジネス入門		ビジネスと経営		コンピュータ科学				鷲崎 弘宜		-		Ⅲ		gacco		3		2		再 サイカイコウ				-		43,525		2019年度				3/7/19		5/8/19

		328		1339-331						1928		大 ダ		会員 カイイn						早稲田大学 ワセd		アーキテクチャ・品質エンジニアリング		コンピュータ科学 コンピューターカガk						鄭 顕志他 ホk		-		Ⅲ		gacco		5		2		再 サイカイコウ		-		-		43,525		2019年度				3/7/19		5/8/19		7/24/19

		329		1340–332						1929		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		Python入門 2019 デ		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目				寺田学		-		Ⅲ		Fisdom				1		新 シン		-		-		43,525		2019年度				3/21/19		4/17/19

		330		1341-333						1930		その他		非会員 ヒカイイn						一般社団法人文字起こし活用推進協議会		これからの柔軟な働き方 ～文字起こしスキルを身につけよう～		資格・試験対策 シカk						宮田志保／山岸里美 他		-		Ⅲ		gacco		1		2		再 サイ		ー		初回○		43,525		2019年度		上 ウ		3/27/19		4/24/19		6/26/19

		331		1342-334						1931		大 ダイ		会員 カイイン						千葉工業大学 チバコウギョウダイガク		宇宙開発を通してみる私たちの社会		自然科学						和田　豊他 ワダユタホカ		-		Ⅲ		gacco		1		2		再 サイ		-		初回○		43,525		2019年度		上 ウエ		4/9/19		6/6/19		8/1/19

		332		1343-335						1932		学会 ガッk		会員 カイイン						公益社団法人土木学会		比較自然災害学（水災害編）		工学 コウガk		社会科学 k				中央大学　有川 太郎 チュ		-		Ⅱ		Fisdom		2		1		新 シン		-				43,525		2019年度		上 ウエ		4/15/19		6/17/19

		333		1344-336		1805−297		その他 タ		1933		その他 タ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				株式会社Findアクティブラーナー		アクティブで深い学びのデザイン		人文科学 ジンブンカｇクカガク						山内祐平　木原 俊行 他（大阪教育大学大学院）		○		Ⅲ		gacco		1		3		再 サイ		-		未 イｍ		43,556		2019年度		上 ウエ		6/11/19		6/11/19

		334		1345-337						1934		企 キギョ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				株式会社東京証券取引所		『いざ！資産形成』～余裕を持って、余裕を増やす～		ビジネスと経営						森元 憲介、井上　直樹、森本　加那子、斎藤　史貴		-		Ⅲ		gacco		1		2		再		-		未 ミ		43,556		2019年度		上 ウエ		4/25/19		4/25/19

		335		1346-338		大 ダイ		会員		1935		大 ダイ		会員 カイイン						大阪産業大学 オオサカサンギョウダイガク		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために ジョウホウマナガクセイセイト		コンピュータ科学						高根 慎也　他 ホカ		-		Ⅲ		Fisdom		1		8		再				初回○ ショカイ		43,556		2019年度		上 ウエ		5/7/19		8/28/19																				PF変更 ヘn

		336		1347-339		大 ダイ		会員		1936		大 ダイ		会員						東北大学 トウホクダイガク		東北大学サイエンスシリーズ｢解明：オーロラの謎｣		自然科学 シゼンカガク						小原 隆博		○		Ⅲ		gacco		1		4		再		-		初回○ ショカイ		43,556		2019年度		上 ウエ		4/25/19		6/19/19

		337		1348-340		大 ダイ		会員		1937		大 ダイ		会員						東北大学 トウホクダイガク		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ｢memento mori -死を想え-｣		人文科学 ジンブンカガク						鈴木 岩弓		○		Ⅲ		gacco		2		4		再 サイ		-		初回○ ショカイ		43,556		2019年度		上 ウエ		4/25/19		8/28/19

		338		1349-341						1938		大 ダイ		会員						東北大学 トウホクダイガク		東北大学サイエンスシリーズ「銀河考古学入門～銀河の形成と進化を辿る～」		自然科学 シゼンカガク						千葉 チb		-		Ⅰ		gacco		7		1		新 シン		未（総会後） ミ		○ マル		43,556		2019年度		上 ウエ		4/25/19		7/17/19

		339		1350-342						1939		大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		クラウド基盤構築演習		コンピュータ科学 コンピューターカガk						中島 倫明他 シン		-		Ⅲ		gacco		4		2		再 サイ		-		○ マル		43,556		2019年度		上 ウエ		3/26/19		6/5/19

		340		1351-343						1940		大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		IoTとシステムズアプローチ ズ		コンピュータ科学 コンピューターカガk						新谷 勝利 他		-		Ⅲ		gacco		7		2		再 サイ		-		-		43,556		2019年度		上 ウエ		3/26/19		6/5/19

		341		1352-344						1941		大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		組込み・リアルタイムシステム クミコm		コンピュータ科学 コンピューターカガk						戸川 望　他 ホk		-		Ⅲ		gacco		6		2		再		-		○		43,556		2019年度		上 ウエ		5/8/19		7/10/19

		342		1353-345						1942		大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		ビッグデータマネジメント・アナリティクス		コンピュータ科学 コンピューターカガk						山名 早人 他		-		Ⅲ		gacco		8		2		再 サイ		-		○		43,556		2019年度		上 ウエ		5/8/19		7/10/19

		343		1354-346						1943		大 ダイ		非会員		招待 ショウt				滋賀大学 シガダ		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）		統計・数学						竹村　彰通　他		-		Ⅲ		gacco		1		3		再 サイ				-		43,556		2019年度		上 ウエ		5/9/19		5/27/19

		344		1355-347						1944		大 ダイ		会員						九州大学		豪雨災害とその対策―平成29年7月九州北部豪雨災害を例に―		社会科学		工学 コウガk		自然科学		三谷 泰浩		○		Ⅲ		OLJ				1		新 シン				○		43,556		2019年度		上 ウエ		2019/5/下 シン		7/25/19

		345		1356-348						1945		大 ダイ		会員						法政大学 ホウセ		SDGs（持続可能な開発目標）入門		社会科学						川久保　俊 シュン		-		Ⅲ		gacco		5		1		新 シン		保留 ホリュ				43,586		2019年度 ネンド		上 ウエ		8/20/19		10/1/19

		346		1357-349		大 ダイ		会員		1946		大 ダイ		会員						東北大学 トウホクダイガク		東北大学サイエンスシリーズ
「東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ
—災害科学の役割」		自然科学 シゼンカガク						今村 文彦　他 ホk		-		Ⅲ		gacco		4		3		再		保留 ホリュ		初回○ ショカイ		43,252		2018年度 d		上 ウエ		6/22/18		9/26/18		11/21/18

		347		1358-350		大		会員 カイイn		1947		大 ダイ		会員						東北大学 トウホk		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「家族と民法」		社会科学 シャカ						水野 紀子		-		Ⅰ		gacco		6		2		再		-		○		43,313		2018年度 d		下 シタイ		11/1/18		1/16/19		3/13/19

		348		1359-351						1948		大 ダイ		会員						北海道大学 ホッカイドウ		放射線・放射能の科学 ・		工学 コウガク		自然科学 シゼンカガk		健康と医療		小林 和也 コバヤs		-		Ⅰ		gacco		4		1		新 シン		Ⅰ対象 タ				43,647		2019年度 ネn		上 📃		9/10/19		11/20/19

		349		1360-352						1949		大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		推論・知識処理・自然言語処理 スイロn		コンピュータ科学 コンピュータカガk						鷲崎 弘宜 ワシザk		-		Ⅲ		gacco		12		1		新 シン		-		○		43,647		2019年度		上 ウエ		7/3/19		9/3/19

		350		1361-353						1950		大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		セキュリティ・プライバシ・法令 オ		コンピュータ科学 コンピュータカガk						鷲崎 弘宜 ワシザk		-		Ⅲ		gacco		13		1		新 シン		-		○		43,647		2019年度		上 ウエ		7/3/19		9/3/19

		351		1362-354						1951		大 ダイ		会員						立命館大学		SDGs表現論ープロジェクト・プラグマティズム・ジブンゴトー ヒョ		人文科学		社会科学 シャカ		自然科学 シゼンカガk		山中 司 ヤm		-		Ⅰ		gacco		11		1		新 シン		Ⅰ対象 タ				43,647		2019年度		下 シタイ		11/13/19		1/14/20		3/10/20

		352		1363-355						1952		大 ダイ		会員						立命館大学		教養としての言語論: 言語は私たちをまやかし生きにくくさせる		人文科学 ジンブn		社会科学 シャカ		教育と学習 キョウイk		山中 司		-		Ⅰ		gacco		7		2		再 サイ		再対象 サイ				43,647		2019年度		上 ウ		7/11/19		8/29/19		11/5/19

		353		1364-356						1953		大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		無線通信・IoT通信・センサネットワーク		コンピュータ科学						甲藤 二郎 他		-		Ⅲ		gacco		11		2		再		ー		ー		43,586		2019年度		上 ウエ		6/4/19		8/1/19		10/17/19

		354		1365-357						1954		大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		クラウドサービス・分散システム		コンピュータ科学						高橋 竜一 他		-		Ⅲ		gacco		10		2		再		ー		ー		43,586		2019年度		上 ウエ		6/4/19		8/1/19		10/17/19

		355		1366-358						1955		大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		機械学習 キカ		コンピュータ科学						鷲崎 弘宜 ワシザk		-		Ⅲ		gacco		14		1		新 シン		ー		○		43,647		2019年度		下 シタイ		8/1/19		10/2/19		12/16/19

		356		1367-359						1956		官		非会員		特別				総務省統計局		データサイエンス・オンライン講座
「社会人のためのデータサイエンス入門」		統計・数学						西内　啓　他		-		Ⅲ		gacco		1		5		再		-		-		43,647		2019年度		下 シタイ		7/23/19		10/8/19		11/28/19

		357		1368-360						1957		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		プロジェクトマネジメント入門　2019		ビジネスと経営 ビジネスト		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目 リコウケ		産業技術大学院大学　酒森 潔		-		Ⅰ		Fisdom		1		1		新 シン				○		43,647		2019年度		下 シタイ		9/18/19		10/16/19		3/31/20

		358		1369-361						1958		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		情報法 デジタル・ネットワークがもたらす法的問題　2019		社会科学		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目 リコウケ		日本大学　小向太郎		-		Ⅰ		Fisdom		1		1		新 シン				○		43,647		2019年度		下 シタイ		9/18/19		10/16/19		3/31/20

		359		1370-362						1959		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		ブロックチェーン入門～分散台帳と暗号資産の仕組み～　2019		ビジネスと経営 ビジネスト		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目 リコウケ		早稲田大学 松山泰男		-		Ⅲ		Fisdom		1		1		新 シン				○		43,647		2019年度		下 シタイ		9/18/19		10/16/19		3/31/20

		360		1371-363						1960		大 ダイ		会員						立教大学 リッキョ		消費社会のこれまでとこれから：歴史と理論から考える		社会科学						貞包　英之		-		Ⅰ		gacco		7		1		新 シン		Ⅰ対象 タ				43,647		2019年度		下 シタイ		11/14/19		1/16/20

		361		1371-364						1961		大 ダイ		会員						東京未来大学		心理学スパイラルアップ―多角的な視点からの接近 パ		人文科学						出口 保行 他		-		Ⅰ		gacco		2		2		再		再対象 サイタイsy		ー		43,647		2019年度		下 シタイ		9/18/19		11/19/19		2/18/20

		362		1372-365						1962		学会 ガッカイ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅱ:推測統計の方法		統計・数学						竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		2		5		再		対象外 タイショウガイ		なし		43,647		2019年度		下 シタイ		8/28/19		10/9/19		12/4/19

		363		1373-366						1963		大 ダイ		会員						東京工科大学		３か月速習中国Ⅰ ソk		教育と学習 キョ						陳　淑梅 チン		-		Ⅰ		Fisdom		1		1		新 シン		対象だが申請なし タイsy		○		43,678		2019年度		下 シタイ		9/3/19		10/1/19

		364		1374-367						1964		その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		オペレーティングシステム　2019		コンピュータ科学 コンピュータカガk		理工系基礎科目 リコウケ				新井　利明 アラ		-		Ⅲ		Fisdom		1		1		新 シン		ー		○		43,678		2019年度		下 シタイ		9/18/19		10/16/19		3/31/20

		365		1375-368						1965		大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		深層学習		コンピュータ科学 コンピュータカガk						中井 悦司 他		-		Ⅲ		gacco		15		1		新 シン		ー		重根様確認中 シゲ		43,678		2019年度		下 シタイ		9/4/19		11/6/19		1/27/20

		366		1376-369						1966		大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		センサ		コンピュータ科学 コンピュータカガk						木村 啓二 他		-		Ⅲ		gacco		16		1		新 シン		ー		重根様確認中 シゲ		43,678		2019年度		下 シタ		9/4/19		11/6/20		1/27/20

		367		1377-370						1967		大 ダイ		会員						立命館大学		京都からおくる日本史研究の最前線 キョウトカr		人文科学 ジンブn						美川 圭 他		-		Ⅲ		gacco		8		2		再		ー		ー		43,586		2019年度		上 ウエ		8/8/19		9/26/19		11/29/19

		368		1378-371						1968		大 ダイ		会員						立命館大学		健康づくりのための運動と栄養摂取の実践 ケンコ		健康と医療 ケンコ						藤田 聡 他		-		Ⅲ		gacco		10		2		再 サイ		ー				43,647		2019年度		下 シタイ		2019/9/5		10/24/19		1/24/20

		369		1969-372						1969		大 ダイ		会員						東北大学		東北大学サイエンスシリーズ「進化発生学入門〜恐竜が鳥に進化した仕組み〜」 トウホk		自然科学						田村 宏治		-		Ⅰ		gacco		8		1		新 シン		ー		○		43,709		2019年度		下 シタイ		10/23/19		1/22/20		3/17/20

		370		1970-373						1970		その他 タ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウt				一般社団法人北前船交流拡大機構 キタマ		学べばわかる北前船　一攫千金の夢とロマン、人・モノ・文化の交流 キタマ		人文科学 ジンブn						高野　宏康		-		Ⅲ		gacco		1		1		新 シン		ー		○		43,709		2019年度		下 シタイ		9/12/19		11/1/19		3/31/20

		371		1971-374						1971		大 ダイ		非会員		招待 ショウt				滋賀大学 シガダ		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）		統計・数学						竹村　彰通　他		-		Ⅲ		gacco		1		4		再 サイ		ー		-		43,709		2019年度		下 シタイ		10/4/19		10/16/19		2/15/20

		372		1972−375						1972		大 ダイ		会員 カイイン						東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「男と女の文化史」 トウホクダイガクデマナブコウドキョウヨウオトコオンナノブンカシ		人文科学 ジンブンカｇクカガク						高橋 章則 他		-		Ⅰ		gacco		5		3		再		ー		ー		43,739		2019年度		下 シタイ		10/15/19		1/15/20		3/11/20

		373		1973−376						1973		大 ダイ		会員 カイイン						東北大学 ダイガク		東北大学サイエンスシリーズ「銀河考古学入門～銀河の形成と進化を辿る～」		自然科学 シゼンカガク						千葉 柾司 他		-		Ⅰ		gacco		7		2		再 サイ		ー		ー		43,739		2019年度		下 シタ		10/15/19		1/15/20		2/26/20

		374		1974−377						1974		官 カン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				総務省統計局		誰でも使える統計オープンデータ		統計・数学						西内 啓　他 ホk		-		Ⅲ		gacco		2		3		再 サイ		-		ー サイ		43,739		2019年度 d		下 シタ		10/29/19		1/14/20		3/5/20

		375		1975−378						1975		企 キギョウ		会員 カイイン						株式会社ジェック		仕事を通じて成長する　実践 ビジネス入門		ビジネスと経営		社会科学				福井夏子 フクイナツコ		○		Ⅲ		gacco		6		1		新 シン		ー		○		43,739		2019年度 ネンド		下 シタ		11/6/19		1/15/20		3/11/20

		376		1976−379						1976		大 ダイ		会員 カイイン						立命館大学 リツメイカンダイガク		【経営学】事例から学ぶデジタル・トランスフォーメーション		ビジネスと経営		社会科学		コンピュータ科学		依田 祐一		-		Ⅰ		gacco		13		1		新 シン				○		43,770		2019年度 ネンド		下 シタ		1/16/20		3/26/20

		377		1977−380						1977		大 ダイ		会員 カイイン						大阪産業大学 オオサカサンギョウダイガク		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために ジョウホウマナガクセイセイト		コンピュータ科学						高根 慎也　他 ホカ		-		Ⅲ		Fisdom		1		9		再		対象予定 タイショウ		初回○ ショカイ		43,770		2019年度		下 シタ		11/13/19		1/29/20

		378		1978−381						1978		大 ダイ		会員 カイイン						東京工科大学 トウキョウコウカダイガク		３か月速習中国Ⅱ ソk		教育と学習 キョ						陳　淑梅 チン		-		Ⅰ		Fisdom		1		1		新 シン		初回 ショカイ				43,770		2019年度		下 シタ		12/3/19		1/8/20

		379		1979−382						1979		学会 ガッカイ		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅲ:多変量データ解析法		統計・数学						岩崎学　他 イワサキマナホカ		○		Ⅲ		gacco		3		3		再 サイ		-		対象外 タイsy		43,770		2019年度 ネンド		下 シタ		11/27/19		1/15/20		3/11/20

		380		1980-383						1980		大 ダイ		会員 カイイン						東京大学 トウキョウダイガク		学びのゲーミフィケーション：ゲームフルな学習デザイン方法論		教育と学習 キョウイク						藤本　徹 フジモト		-		Ⅲ		gacco		3		1		新 シn		-		〇		43,770		2019年度 ネンド		下 シタ		12/3/19		1/8/20		3/4/20

		381		1981-384						1981		大 ダイ		会員 カイイン						立命館大学 リツメイカンダイガdク		現代に生きる子どもの心理学 イキル		人文科学 カガク		社会科学 シャカイカガク		教育と学習 キョウイクトガクシュウ		矢藤　優子 ヤフジ		-		Ⅲ		gacco		14		1		新 シン		ー		〇		43,800		2019年度 ネンド		下 シタ		12/25/19		2/28/20		5/31/20

		382		1982-385						1982		大 ダイ		会員 カイイン						国際教養大学 コクサイキョウヨウダイガク		Introduction to Jomon Studies（縄文考古学入門） ジョウモンコウコガクニュウモン		人文科学 ジンブンカガク						根岸　洋 ネギシヒロシ		-		Ⅰ		OLJ		1		1		新		初回 ショカイ		○		43,770		2019年度 ネンド		下 シタ		12/23/19		3/2/20		4/6/20

		383		2001-386								大 ダイ		会員 カイイン						早稲田大学		スマートIoTシステム・ビジネス入門		ビジネスと経営		コンピュータ科学				鷲崎 弘宜		-		Ⅲ		gacco		3		3		再 サイカイコウ				-		43,831		2020年度 ネンド				1/28/20		4/15/20		6/30/20

		384		2002-387								大 ダイ		会員 カイイン						早稲田大学 ワセd		アーキテクチャ・品質エンジニアリング		コンピュータ科学 コンピューターカガk						鄭 顕志他 ホk		-		Ⅲ		gacco		5		3		再 サイカイコウ		-		-		43,831		2020年度				2/5/20		4/22/20		7/8/20

		385		2003-388								大 ダイ		会員 カイイン						早稲田大学 ワセd		クラウド基盤構築演習		コンピュータ科学 コンピューターカガk						中島 倫明他 シン		-		Ⅲ		gacco		4		3		再 サイ		-		○ マル		43,831		2020年度		上 ウエ		2/5/19		4/22/20		7/8/20

		386		2004-389								官		非会員		特別				総務省統計局		データサイエンス・オンライン講座
「社会人のためのデータサイエンス入門」		統計・数学						西内　啓　他		-		Ⅲ		gacco		1		6		再		-		-		43,831		2020年度 ネンド		上 ウエ		2/18/20		5/19/20		7/8/20

		387		2005-390								学会 ガッk		会員 カイイン						公益社団法人土木学会		土木情報学入門		コンピュータ科学 カガク		工学 kougaku				蒔苗 耕司		-		Ⅱ		OLJ		1		2		再 サイ		-		-		43,862		2020年度 ネンド		上 ウエ		3/1/20		5/7/20

		388		2006-391								学会 ガッk		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		統計・数学						竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		1		7		再 サイカイコウ		-		-		43,862		2020年度 ネンド		上 ウエ		2/20/20		4/16/20		6/10/20

		389		2007-392								大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		推論・知識処理・自然言語処理 スイロn		コンピュータ科学 コンピュータカガk						鷲崎 弘宜 ワシザk		-		Ⅲ		gacco		12		2		再 サイ		-		-		43,880		2020年度 ネンド		上 ウエ		3/11/20		6/10/20		8/25/20

		390		2008-393								大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		IoTとシステムズアプローチ ズ		コンピュータ科学 コンピューターカガk						新谷 勝利 他		-		Ⅲ		gacco		7		3		再 サイ		-		-		43,880		2020年度		上 ウエ		3/4/20		6/3/20		8/18/20

		391		2009-394								大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		組込み・リアルタイムシステム クミコm		コンピュータ科学 コンピューターカガk						戸川 望　他 ホk		-		Ⅲ		gacco		6		3		再		-		-		43,880		2020年度		上 ウエ		3/11/19		6/10/20		8/25/20

		392		2010-395								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		電気回路2020		工学 kougaku		理工系基礎科目				東京工業高等専門学校  西村 亮		-		Ⅱ ⑵		Fisdom				4		再 サイカ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				シラバス（講師情報等） コウシジョウホウトウ

		393		2011-396								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		制御工学2020		工学 kougaku		理工系基礎科目				函館工業高等専門学校  浜 克己		-		Ⅱ ⑵		Fisdom				4		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		394		2012-397								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		品質管理2020		工学 kougaku		理工系基礎科目				函館工業高等専門学校  小林 淳哉		-		Ⅱ ⑵		Fisdom				4		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				シラバス（学習内容等） ガクシュウナイヨウトウ

		395		2013-398								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		金属材料学2020		工学 kougaku		理工系基礎科目				鈴鹿工業高等専門学校  黒田 大介		-		Ⅱ ⑵		Fisdom				4		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		396		2014-399								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		機械力学2020		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  田浦 裕生		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				4		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		397		2015-400								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		流体力学2020		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  山崎 渉		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				4		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		398		2016-401								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		機構学2020		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  磯部 浩巳		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				4		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		399		2017-402								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		工業力学2020		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学 上村 靖司		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				4		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				シラバス（単元タイトル） タンゲン

		400		2018-403								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		電子回路2020		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  圓道 知博		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				4		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		401		2019-404								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		電磁気学2020		工学 kougaku		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  木村 宗弘		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				4		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		402		2020-405								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		統計学入門2020		統計・数学		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  北島 宗雄		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				4		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		403		2021-406								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		微積分2020		統計・数学		理工系基礎科目				長岡技術科学大学  高橋 弘毅		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				4		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		404		2022-407								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		コンピュータのしくみ　2020		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目				東京工科大学  松下 宗一郎		-		Ⅲ		Fisdom				3		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		405		2023-408								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		線形代数　2020 センケイダイスウ		統計・数学 トウケイ		理工系基礎科目				明治大学  阿原 一志		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				3		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		406		2024-409								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		安全学入門　2020 シンジン		ビジネスと経営		社会科学 シャカイカガク		理工系基礎科目		明治大学  向殿 政男		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				3		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		407		2025-410		329		1340–332				その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		Python入門 2020 デ		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目				寺田学		-		Ⅲ		Fisdom				1		新 シン		-		-		43,891		2020年度 ネンド				4/1/20		4/15/20		3/31/21

		408		2026-411								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		Webで学ぶ JavaScript　2020		情報工学 ジョウホウコウガク		理工系基礎科目				名古屋市立大学　金子格 ナゴヤイチリツダイガクカネコカク		-		Ⅲ		Fisdom				2		再		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				シラバス、動画、WEB教材 ドウガキョウザイ

		409		2027-412								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		Webデータベースシステム入門　2020		情報工学 ジョウホウコウガク		理工系基礎科目				法政大学　髙田美樹 ホウセイダイガク		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				シラバス（講義タイトル等） コウギトウ

		410		2028-413								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		要求工学概論　2020		情報工学 ジョウホウコウガク		理工系基礎科目				株式会社　ビジネスコミュニケーション社　要求工学研究所　山本修一郎		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				シラバス（講師所属等） コウシショゾクトウ

		411		2029-414								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		Pythonで学ぶビジネスデータ分析入門 2020		コンピュータ科学		統計・数学		理工系基礎科目		ちゅらデータ株式会社　真嘉比 愛		-		Ⅲ		Fisdom				2		再		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		412		2030-415								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		コンピュータのしくみI「論理回路編」2020		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目				放送大学　岡部 洋一 ホウソウダイガク		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				3		再 サイ		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		413		2031-416								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		コンピュータのしくみⅡ「コンピュータの構造編」2020		コンピュータ科学 カガク		理工系基礎科目				放送大学　岡部 洋一 ホウソウダイガク		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				3		再		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		414		2032-417								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		ブロックチェーン入門　2020		情報工学 ジョウホウコウガク		理工系基礎科目				早稲田大学　松山泰男 ワセダダイガク		-		Ⅲ		Fisdom				2		再		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				講義資料 コウギシリョウ

		415		2033-418								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		情報法　2020		情報工学 ジョウホウコウガク		理工系基礎科目				中央大学　小向太郎 チュウオウダイガク		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				シラバス（講師所属等） コウシショゾクトウ

		416		2034-419								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		オペレーティングシステム 2020		情報工学 ジョウホウコウガク		理工系基礎科目				新井利明		-		Ⅲ		Fisdom				2		再		-				43,891		2020年度		上 ウエ		4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		417		2035-420								その他 タ		会員 カイイン						JMOOC		プロジェクトマネジメント入門　2020		情報工学 ジョウホウコウガク		理工系基礎科目				産業技術大学院大学　酒森潔		-		Ⅰ ⑴		Fisdom				2		再		-				43,891		2020年度				4/1/20		4/15/20		3/31/21				無 ナ

		418		2036-421								大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		クラウドサービス・分散システム		コンピュータ科学						高橋 竜一 他		-		Ⅲ		gacco		10		3		再		ー		ー		43,891		2020年度		上 ウエ		4/8/20		7/8/20		9/17/20

		419		2037-422								大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		機械学習 キカ		コンピュータ科学						鷲崎 弘宜 ワシザk		-		Ⅲ		gacco		14		2		再 サイ		ー		○		43,891		2020年度		上 ウエ		4/8/20		7/8/20		9/17/20

		420		2038-423								大 ダイ		非会員		招待 ショウt				滋賀大学 シガダ		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）		統計・数学						竹村　彰通　他		-		Ⅲ		gacco		1		5		再 サイ		ー		-		43,891		2020年度		上 ウエ		4/3/20		5/11/20		9/9/20

		421		2039-424								大 ダイ		会員						東北大学 トウホクダイガク		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ｢memento mori -死を想え-｣		人文科学 ジンブンカガク		教育と学習				鈴木 岩弓		○		Ⅲ		gacco		2		5		再 サイ		申請中 シンセイチュウ		初回○ ショカイ		43,922		2020年度		上 ウエ		4/22/19		7/15/19		9/2/20

		422		2040-425								大 ダイ		会員						東北大学 トウホクダイガク		東北大学サイエンスシリーズ｢解明：オーロラの謎｣		自然科学 シゼンカガク						小原 隆博		-		Ⅲ		gacco		1		5		再		-		初回○ ショカイ		43,922		2020年度		上 ウエ		4/22/20		6/24/20		8/5/20

		423		2041-426								企 キギョ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				株式会社東京証券取引所		『いざ！資産形成』～余裕を持って、余裕を増やす～		ビジネスと経営						森元 憲介、井上　直樹、森本　加那子、斎藤　史貴		-		Ⅲ		gacco		1		3		再		-		未 ミ		43,922		2020年度		上 ウエ		5/1/20		5/1/20		3/31/21

		424		2042-427								大 ダイ		会員						法政大学 ホウセ		SDGs（持続可能な開発目標）入門		社会科学						川久保　俊 シュン		-		Ⅲ		gacco		5		2		再 サイ		申請中 シンセイチュウ				43,556		2020年度 ネンド		上 ウエ		4/22/20		6/1/20		6/29/20

		425		2043-428								大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		センサ		コンピュータ科学 コンピュータカガk						木村 啓二 他		-		Ⅲ		gacco		16		2		再 サイ		ー				43,922		2020年度		上 ウエ		5/13/20		8/5/20		10/21/20

		426		2044-429								大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		深層学習		コンピュータ科学 コンピュータカガk						中井 悦司 他		-		Ⅲ		gacco		15		2		再 サイ		ー				43,922		2020年度		上 ウエ		5/13/20		8/5/20		10/21/20

		427		2045-430								その他		会員 カイイン						JMOOC		避けたい英語　2020		ビジネスと経営 ケイエイ		人文科学 ジンブンカガク		教育と学習 キョウイクガクシュウ		篠田義明		-		Ⅲ		Fisdom				1		新		-				43,952		2020年度				5/20/20		6/17/20		3/31/21

		428		2046-431								その他		会員 カイイン						JMOOC		材料力学　2020 ザイリョウリキガク		工学 コウガク		理工系基礎科目 リコウケ				山川 宏		-		Ⅲ		Fisdom				1		新		-				43,952		2020年度				6/10/20		6/17/20		3/31/21

		429		2047-432								その他 タ		非会員 ヒカイイン		招待 ショウタイ				株式会社Findアクティブラーナー		アクティブで深い学びのデザイン		人文科学 ジンブンカｇクカガク						山内祐平　木原 俊行 他（大阪教育大学大学院）		-		Ⅲ		gacco		1		4		再 サイ		-		未 イｍ		43,952		2020年度		上 ウエ		5/22/20		5/22/20		12/28/20

		430		2048-433								大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		ビッグデータマネジメント・アナリティクス		コンピュータ科学 コンピューターカガk						山名 早人 他		-		Ⅲ		gacco		8		3		再 サイ		-		○		43,952		2020年度		上 ウエ		7/9/20		10/7/10		12/18/20

		431		2049-434								大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		無線通信・IoT通信・センサネットワーク		コンピュータ科学						甲藤 二郎 他		-		Ⅲ		gacco		11		3		再		ー		ー		43,952		2020年度		上 ウエ		7/16/20		10/14/20

		432		2050-435								大 ダイ		会員						早稲田大学 ワセd		セキュリティ・プライバシ・法令 オ		コンピュータ科学 コンピュータカガk						鷲崎 弘宜 ワシザk		-		Ⅲ		gacco		13		2		再 サイ		-		○		43,952		2020年度		上 ウエ		7/16/20		10/14/20

		433		2051-436								大 ダイ		会員 カイイン						大阪産業大学 オオサカサンギョウダイガク		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために ジョウホウマナガクセイセイト		コンピュータ科学						高根 慎也　他 ホカ		-		Ⅲ		Fisdom		1		10		再		対象予定 タイショウ		初回○ ショカイ		43,952		2020年度 ネンド		上 ウエ		6/1/20		7/1/20

		434		2052-437								大 ダイ		会員 カイイン						東北大学 トウホクダイガク		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「社会の中のAI ～人工知能の技術と人間社会の未来展望～」 トウホクダイガクデマナブコウドキョウヨウシャカイナカジンコウチノウギジュツニンゲンシャカイミライテンボウ		人文科学 ジンブンカガク		コンピュータ科学 カガク		工学、教育と学習 コウガクキョウイクガクシュウ		金子　俊郎 カネコトシロウ		-		Ⅰ		gacco		9		1		新 シン		対象予定 タイショウヨテイ		〇		43,952		2020年度 ネンド		上 ウエ		6/24/20		9/9/20		11/11/20

		435		2053-438								大 ダイ		会員						東北大学 トウホクダイガク		東北大学サイエンスシリーズ
「東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ
—災害科学の役割」		自然科学 シゼンカガク						今村 文彦　他 ホk		-		Ⅲ		gacco		4		4		再				初回○ ショカイ		43,983		2020年度 d		上 ウエ		6/17/20		8/19/18

		436		2054-439								大 ダイ		会員 カイイン						東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「男と女の文化史」 トウホクダイガクデマナブコウドキョウヨウオトコオンナノブンカシ		人文科学 ジンブンカｇクカガク						高橋 章則 他		-		Ⅰ		gacco		5		3		再		ー		ー		43,983		2020年度		上 ウエ		6/24/20		9/23/20

		437																		一般社団法人Asuka Academy イッパンシャダンホウジン		[MIT] ビジネスプラン入門														OLJ

		438																		一般社団法人Asuka Academy イッパンシャダンホウジン		[Yale] 心理学入門 Part 1														OLJ

		439																		一般社団法人Asuka Academy イッパンシャダンホウジン		[UCI] ミクロ経済学 基礎 Part 1														OLJ

		440																		一般社団法人Asuka Academy イッパンシャダンホウジン		[MIT+K12] MITに聞いてみよう！														OLJ

		441																		一般社団法人Asuka Academy イッパンシャダンホウジン		[MIT+K12] Science Out Loud														OLJ

		442																		一般社団法人Asuka Academy イッパンシャダンホウジン		[MIT+K12] Science Out Loud 2														OLJ

		443										官 カン		非会員 ヒカイイン		特別 トクベツ				総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス演習		統計・数学						會田 雅人　他		-		Ⅲ		gacco		2		4		再 sai		対象外 タイショウガイ		対象外 タイショウガイ		43,983		2020年度 ネn		上 ウエ		6/30/20		9/29/20		11/30/20
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										U_OUJ		U_OUJ								18		79		177		360		550		734		874		1113		1303		1381		1662		2003		2159		2277		2277		2277		2277		2597		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635

										U_OLJ		U_OLJ																				273		811		1319		1540		2005		2230		2497		3489		4477		5360		7206		7664		7842		7926		8089		8366		8590		8760		9162		9385		9397		9596		10098		11277		11542		11685		11832		12190		12327		12467		12650		12778		12911		12911		12911		12911		13707		15062		15929		16438		16814		17305		17632		17853		18336		18531		18859		19153		19810		21286		21783		22057		22247		22465		22709		23359		23772		24402		25068		25504		25671		25892		26123		26123		26123		26682		26956		27187		27739		29925		32244		33052

										U_Fisdom		U_Fisdom																																																												272		458		503		892		1620		2210		2458		2797		3049		3393		3790		4095		4428		5176		5533		5987		6683		7110		7646		8224		8,652		9260		9964		10679		11323		11874		12904		14583		16096		17327		18892		19888		20561		20561		22084		22745		23639		25451		27327		28,758		29,497		30,127		31,208		32063		32851		33,529		34,356		35,348		36,309		42,340		46,396		48,712

										U_Total		U_Total		1700		6215		15715		19317		34679		51391		57144		63002		66009		68876		74886		79798		85902		99158		106741		111934		120488		127801		132886.5		141044		146530		150018		153119		158988		170923.5		176651		180157		190370		202762		206303		228695		234882		242500		251175		255234		258990		270884		274748		279352		332726		343719		354321		361516		371255		379,442		386,957		396,412		402,287		410,291		415,549		420,933		428,644		433,489		442,477		452,799		462,311		473,592		483,501		493,339		499,475		506,895		511,657		523,640		565,510		588,360		594,819		647,887		660,948		668,704		677,901		684,439		693,846		702,088		710,212		717,784		727,491		735,943		748,765		777,600		808,736		821,146

										T_gacco		T_gacco		1530		5375		9735		14128		29735		49129		61379		71383		79686		95090		116666		138872		155030		195835		221736		242034		270328		297256		309636		329989		348513		370192		391900		413197		431407		449010		465206		480464		500775		521437		546654		566576		581301		592829		602198		611679		623351		632901		646025		656910		665104		678862		687017		696266		703100		707661		715710		722676		733112		740737		748972		756458		766974		780185		789952		805741		820708		834498		843938		850650		869759		883282		896132		914361		922826		931765		941603		951295		959578		967285		975553		988391		1000314		1011936		1021953		1032906		1041691		1054048		1071784		1106206		1117966

										T_OUJ		T_OUJ		0		0		0		18		79		177		360		550		734		874		1113		1303		1381		1662		2003		2159		2277		2277		2277		2277		2597		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635

										T_OLJ		T_OLJ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		195		683		1279		1539		1791		2012		2473		3990		5432		6656		9044		9849		10217		10308		10722		11330		11947		12249		13367		13768		13774		14342		15274		16313		16940		17429		17738		18613		18961		19233		19461		19587		19599		19599		19599		19599		20155		21241		22480		23298		24070		24531		25307		25442		25442		25442		25442		26028		26814		28239		28751		29009		29009		29009		29009		29587		29788		30165		30662		31329		31404		31625		31625		31625		31625		31883		31955		32011		32518		32749		36544		37253

										T_Fisdom		T_Fisdom		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		215		308		308		308		308		308		308		511		679		1075		1469		1570		1953		3032		3425		3836		4653		5070		5451		5655		6180		6595		7418		8129		8729		9819		11167		13059		14467		15882		17163		17659		18854		19659		20362		21014		21991		25077		27677		29797		30983		32025		33494		34822		36170		37292		38535		40020		41328		51416		58486		62313

										T_Total		T_Total		1530		5375		9735		14146		29814		49306		61739		71933		80420		96159		118462		141454		157950		199288		225751		246666		276595		304965		318569		341310		360959		383044		404843		426554		445372		463592		480090		496466		517178		538061		563939		584793		600557		612712		622570		632360		645110		655176		668968		680475		688896		703049		712283		721925		729170		735104		744656		753242		764700		773622		782733		791818		803180		816991		827848		844985		862430		878414		890694		899199		919062		933780		947435		966367		976062		986179		999480		1012269		1023339		1032307		1041838		1,056,145		1,069,396		1,082,366		1,093,763		1,106,031		1,116,357		1,130,529		1,158,584		1,203,871		1,220,167

		1		g0001		大		東京大学		日本中世の自由と平等		gacco		500		1917		3869		5323		11195		18606		20050		20050		20050		20050		20050		20050		20050		20050		20050		20050		20050		20050		20050		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153		20153

		2		ou0001		大		放送大学		にほんごにゅうもん　		OUJ								18		79		177		360		550		734		874		1113		1303		1381		1662		2003		2159		2277		2277		2277		2277		2597		2635		2635		2635		2635		2635		2635		2635		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487		487

		3		ou0002		大		放送大学		コンピュータのしくみ		OUJ																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		4		g0002		大		慶應義塾大学		インターネット		gacco		660		2176		3762		5245		8220		12110		16560		18323		18323		18323		18323		18323		18323		18323		18323		18323		18323		18323		18323		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364		18364

		5		g0003		大		早稲田大学		国際安全保障論		gacco		370		1282		2104		2866		4675		6769		8548		11376		12067		12067		12067		12067		12067		12067		12067		12067		12067		12067		12067		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080		12080

		6		g0004		大		北海道大学		オープンエデュケーションと未来の学び		gacco								245		1635		3273		4489		5877		7529		7912		7912		7912		7912		7912		7912		7912		7912		7912		7912		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152		8152

		7		g0005		大		グロービス経営大学院		経営（マネージメント）入門		gacco								449		4010		8371		10538		12704		14279		16140		18457		18874		18874		18874		18874		18874		18874		18874		18874		18896		18896		18897		18896		18896		18896		18896		18896		18896		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897		18897

		8		g0006		大		大手前大学		俳句　−十七字の世界−		gacco														1194		3053		4190		5447		6798		6993		6993		6993		6993		6993		6993		6993		6993		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041		7041

		9		nl0001		大		九州大学		Global Social Archaeology		OLJ																				195		601		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800

		10		g0007		大		名古屋商科大学		ビジネススクール（入門）		gacco																		2169		3905		6003		7858		8504		8822		8822		8822		8822		8822		8822		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831		8831

		11		g0008		大		首都大学東京		デジタルアーカイブのつくり方 ～ビッグデータ・オープンデータを紡いで社会につなぐ～		gacco																		1079		2001		3060		4068		4356		4405		4405		4405		4405		4405		4405		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445		4445

		12		g0009		大		東京未来大学		モチベーション・マネジメント		gacco																				2630		4701		6834		7875		8457		8457		8457		8457		8457		8457		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467		8467

		13		g0010		大		関西大学		化学生命工学が作る未来		gacco																				1165		1791		2558		2869		3686		3686		3686		3686		3686		3686		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690		3690

		14		g0011		大		立命館大学		歴史都市京都の文化・景観・伝統工芸		gacco																				1696		2743		4183		4658		6510		6510		6510		6510		6510		6510		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514		6514

		15		g0012		大		立教大学		交流文学研究 ～東南アジアへの旅～		gacco																				1077		1732		2432		2797		3930		3930		3930		3930		3930		3930		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935		3935

		16		g0013		学会		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		gacco																				2433		5250		7693		9988		14121		14933		14933		14933		14933		14933		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956		14956

		17		nl0002		大		同志社大学		アメリカ映画と政治		OLJ																						82		479		739		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991		991

		18		g0018		大		武蔵野美術大学		カタチで意味を伝える ピクトグラム		gacco																				244		1995		2888		3564		5567		5845		5845		5845		5845		5845		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850		5850

		19		g0019		大		東京大学		インタラクティブ・ティーチング		gacco																						2800		4224		6284		8150		9215.5		9557		9557		9557		9557		9563		9563		9563		9563		9563		9563		9563		9563		9563		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564		9564

		20		g0014		大		芝浦工業大学		イノベーション入門		gacco																						1634		2626		3552		6607		7258.5		7261		7261		7261		7261		7267		7267		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269		7269

		21		g0020		大		大阪大学		人とロボットが共生する未来社会		gacco																						529		1756		2230		3565		4136.5		4358		4358		4358		4358		4393		4393		4393		4393		4393		4393		4393		4393		4393		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394		4394

		22		g0017		大		明治大学		マンガ・アニメ・ゲーム論		gacco																								1331		1928		3668		5096.5		5804		6073		6074		6074		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077

		23		ou0001		大		放送大学		にほんご　にゅうもんA1（英語版）CLASS1-5		OUJ																																																										1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925		1925

		24		ou0003		大		帝塚山大学		はじめての情報ネットワークⅠ		OUJ																																																										223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223		223

		25		g0021		研		京都大学iPS細胞研究所		よくわかる！iPS細胞		gacco																						821		2898		3609		5938		8630.5		9609		9860		9861		9861		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864		9864

		26		g0022		大		立教大学		ブラックホール入門		gacco																								1995		2638		4777		6395		7127		7265		7265		7265		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311		7311

		27		g0030		個		慶應義塾大学（夏野先生）		《特別講座》 ネットワーク産業論		gacco																												2436		4734		5776		6780		6784		6784		6784		6784		6784		6784		6784		6784		6784		6784		6784		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785		6785

		28		g0028		大		慶應義塾大学		3Dプリンタとデジタルファブリケーション		gacco																										549		1993		3210.5		4511		5228		5230		5230		5230		5230		5230		5230		5230		5230		5230		5230		5230		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234		5234

		29		g0032		企		北星学園大学（監修）＋朝日新聞社		メディアリテラシー－情報の収集と発信－		gacco																												1043		2652.5		4356		5410		5811		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812		5812

		30		g0023		個		茂木 健一郎		脳と創造性		gacco																								1010		2493		4928		6758		9621		11307		11748		11748		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762		11762

		31		nl0003		大		東海大学		海から考えるこの星の未来
：海洋学への誘い		OLJ																														221		435		604		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639		639

		32		g0031		大		京都造形芸術大学		デザインへのまなざし － 豊かに生きるための思考術		gacco																												1139		2331		3664		4967		5579		5579		5579		5579		5579		5579		5579		5579		5579		5579		5579		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581		5581

		33		g0026		大		東北大学		東日本大震災を科学する　―被害実態と今後の減災への取組―		gacco																								299		831		1525		1913		2405		2956		3188		3188		3188		3188		3188		3188		3188		3188		3188		3188		3188		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189		3189

		34		g0029		大		慶應義塾大学		ポップパワー		gacco																										436		1508		2050.5		2626		3444		4196		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197		4197

		35		g0025		大		武蔵野美術大学		物理法則プログラム入門  　― オモシロイ動き、作ってみよう ―		gacco																												1950		2859		3813		5217		5935		5936		5936		5936		5936		5936		5936		5936		5936		5936		5936		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937		5937

		36		g0033		官		総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス入門		gacco																												1676		6258.5		8814		13059		15423		15435		15435		15435		15435		15435		15435		15435		15435		15435		15435		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438		15438

		37		nl0005		大		京都情報大学院大学		応用情報学への招待		OLJ																																103		259		374		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379

		38		g0024		大		上智大学		大航海時代の日本：日欧文化交流の歴史(ヒストリア)		gacco																												1830		2595		3350		4672		5653		6010		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190		6190

		39		nl0006		大		産業能率大学		グローバルマネジメント（入門）		OLJ																																144		397		732		911		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968		968

		40		g0034		大		日本大学		日芸がおくる実践型動画制作入門講座
〜オンデマンドで行う動画表現のためのワークショップ〜		gacco																														511.5		1200		1897		3818		4354.5		4761		4761		4761		4761		4761		4761		4761		4761		4761		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762		4762

		41		g0038		企		TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級		gacco																																883		3620		6570		8049		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240		9240

		42		g0037		学会		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		gacco																																		3577		5822		8106.5		10137		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724		10724

		43		g0027		大		情報セキュリティ大学院大学		情報セキュリティ『超』入門		gacco																										1650		3385		4323		5104		6055		7116		8954		10903		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192		11192

		44		nl0010		大		早稲田大学		しあわせに生きるための心理学
〜アドラー心理学入門〜		OLJ																																		939		1572		2098		3351		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529		3529

		45		g0043		企		TAC		《実務・資格講座》憲法で拓(ひら)く、若き「士-SAMURAI」への窓 －行政書士 憲法入門－		gacco																																				1525		2259.5		3255		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740		3740

		46		nl0007		大		東日本国際大学		エジプト学への招待		OLJ																																				119		385		699		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766		766

		47		nl0011		大		順天堂大学		医学・医療の昔・今・これから
-生命進化と疾病ー		OLJ																																				205		369		776		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849

		48		g0035		官		日本政策金融公庫		ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学）		gacco																																456		2431		3770		4668		6075		6714		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944		6944

		49		g0042		大		東京大学		インタラクティブ・ティーチング		gacco																																				1501		2182		4021		5158		5752		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014		6014

		50		g0036		大		中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール）		MBA戦略経営		gacco																																932		3130		4387		5126		6586		7666		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961		7961

		51		ou0005		大		帝塚山大学		アジアの文化交流		OUJ																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		52		ou0004		大		放送大学		にほんご　にゅうもんA1CLASS6		OUJ																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		53		g0041		大		立命館大学		ランニングのスポーツ健康科学		gacco																																				1828		2415		3406		4507		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705		4705

		54		g0044		企		TAC		《実務・資格講座》民法で拓(ひら)く、若き「士-SAMURAI」への窓 －宅建士 民法入門－		gacco																																				1393		1929.5		2740		3748		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946		3946

		55		nl0009		大		創価大学		グローバルに生きる学生・生徒のための大学論		OLJ																																						84		295		456		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491

		56		g0039		大		大阪工業大学		知的財産とビジネス		gacco																																		1397		2120		2526		3157		4126		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486		4486

		57		nl0012		大		金沢工業大学		世界を変えた書物-原著で辿る科学の潮流-		OLJ																																								146		472		604		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624		624

		-		g0050		大		上智大学		大航海時代の日本：日欧文化交流の歴史（ヒストリア）高校生向け特別版		gacco																																								104		602		875		995		1141		1252		1349		1479		1603		1799		1,864		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044		2,044

		58		g0045		大		グロービス経営大学院		経営（マネジメント）入門		gacco																																				1438		2390.5		3469		4564		6085		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734		6734

		59		g0046		企		TAC		《実務・資格講座》いまさらのITの基本～基本情報技術者へのいざない～		gacco																																								3209		4811		6768		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555		7555

		60		g0049		官		日本政策金融公庫		高校生対象夏休み特別開講《特別講座》ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学）		gacco																																										424		935		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168		1168

		61		ou0007		大		放送大学		コンピュータのしくみⅡ　「コンピュータの構造編」		OUJ																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		62		g0047		大		明治大学		会計プロフェッショナル入門		gacco																																										3140		4191		5168		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527		5527

		63		g0040		個		平田　竹男		スポーツビジネス入門		gacco																																				1238		1573.5		1954		2345		2725		3237		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438		3438

		64		g0048		大		東京大学		日本中世の自由と平等		gacco																																								1010		2046		2793		3713		4712		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838		4838

		65		g0051		企		TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級		gacco																																										661		1539		2482		3610		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084		4084

		66		g0058		企		TAC		《実務・資格講座》ビジネスパーソンのための会計入門～はじめてのビジネス会計検定試験®3級～		gacco																																												1681		2594		3817		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189		4189

		67		nl0015		大		東海大学		海から考えるこの星の未来：海洋学への誘い		OLJ																																																188		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232		232

		68		g0052		大		日本大学		究極のナノマシンを作る／ナノ物質の不思議な世界		gacco																																										1084		1672		1970		2571		2822		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988		2988

		69		g0055		大		情報セキュリティ大学院大学		情報セキュリティ「初級」		gacco																																												905		2767		4514		5302.5		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788		5788

		70		g0062		大		桜美林大学		観光・レジャー産業のマネジメント －業界イノベーションの種をさぐる－		gacco																																												604		1120		1878		2192		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432		2432

		71		g0060		学会		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅱ:推測統計の方法		gacco																																												1939		3037		4560		5383		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905		5905

		72		g0054		大		大阪工業大学		土木・建築構造に関する最近の研究		gacco																																										661		1256		1566		2036		2258.5		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398		2398

		73		g0056		大		芝浦工業大学		イノベーション入門		gacco																																												905		1348		2008		2517.5		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831		2831

		74		g0061		企		TAC		《実務・資格講座》ビジネスパーソンのための法律入門 ～はじめてのビジネス実務法務検定試験®3級～		gacco																																												1032		1662		2518		3058.5		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125		3125

		75		g0053		大		慶應義塾大学		3Dプリンタとデジタルファブリケーション（キャンパス編）		gacco																																										637		1055		1190		1428		1737.5		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853		1853

		76		g0057		大		帝京平成大学		大人のたしなみ栄養学		gacco																																												2650		3703		4902		6440.5		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031		7031

		77		g0059		企		東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ		Jポップ・デジタル作曲法		gacco																																												1166		1573		2002		3022.5		3421		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782		3782

		78		nl0014		大		学習院女子大学		日本のきもの　ー歴史と今ー		OLJ																																																150		452		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564		564

		79		nl0013		大		九州大学		個人と組織のための最先端サイバーセキュリティ入門		OLJ																																												201		272		348		494		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589		589

		80		ou0008		大		放送大学＋国際交流基金プロジェクトチーム		にほんごにゅうもん　A1 CLASS7		OUJ																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		81		g0063		官		総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス入門		gacco																																														1888		3184		5354.5		7292		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349		8349

		82		g0065		大		立教大学		グローバリゼーション下の日本経済と日本企業		gacco																																														887		1516		2084		2654		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066		3066

		83		g0070		大		東京大学		インタラクティブ・ティーチング		gacco																																														217		942		2237		3398		3944		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433		4433

		84		g0067		企		TAC		《実務・資格講座》はじめてのFP FPで学ぶお金の知識		gacco																																														1637		2927		3951		5219		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077		6077

		86		g0069		大		駒澤大学		歌舞伎の経済学		gacco																																																1882		2434		3000		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430		3430

		87		nl0004		大		東京外国語大学		新タイ経済発展論		OLJ																																																		89		166		205		360		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363		363

		88		nl0017		大		九州大学		Global Social Archaeology: expanded edition
（グローバル社会考古学：増強版）		OLJ																																																		27		116		168		375		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392

		89		g0079		企		TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級		gacco																																																				685		1921		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241		3241

		90		g0064		大		大手前大学		ひとと動物の心理学		gacco																																														1041		1538		2040		2376		2908		3490		3490		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835		3835

		91		nl0016		企		シンクタンク未来教育ビジョン		さあ！プロジェクト学習とポートフォリオを始めよう！		OLJ																																																				123		230		518		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603		603

		92		nl0018		大		杏林大学		社会のしくみ　ー規制を学際的に考えるー		OLJ																																																				72		124		237		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248

		93		g0066		大		法政大学		江戸文化入門		gacco																																														2117		2905		3412.5		3839		4556		5649		5649		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074		6074

		94		g0071		大		文化学園大学		服飾の歴史と文化－公家の装束から現代のファッションまで－		gacco																																																526		982.5		1333		1620		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155		2155

		95		g0076		企		TAC		《実務・資格講座》ビジネスパーソンのためのファイナンス戦略の基礎		gacco																																																		885.5		2030		3136		4745		4745		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816		4816

		96		g0075		大		SBI大学院大学		中国古典に見る指導者の条件		gacco																																																		692		1473		2092		2777		2777		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494		3,494

		97		g0074		大		東京未来大学		モチベーション・マネジメント		gacco																																																		454.5		1226		2100		3304		3304		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787		4,787

		98		nl0019		大		京都情報大学院大学		応用情報学への招待		OLJ																																																				49		101		254		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325		325

		99		g0078		大		京都造形芸術大学		デザインへのまなざし － 豊かに生きるための思考術		gacco																																																				707		1211		1883		1883		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938		2,938

		100		g0081		大		産業能率大学		グローバルマネジメント（入門）		gacco																																																				641		1317		1995		1995		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059		3,059

		101		g0068		企		サイコム・ブレインズ		《実務・資格講座》新規事業開発スキル		gacco																																														854		1498		2029		2437		2982		3720		4642		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816		4,816

		102		g0080		大		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		gacco																																																				534		1080		1560		1560		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532		2,532

		103		g0072		大		大阪工業大学		Javaによるオブジェクト指向プログラミング入門		gacco																																																483		1654		2342		3202		4353		6295		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580		6,580

		104		g0082		個		茂木 健一郎		脳と創造性		gacco																																																				581		2288		3256		3256		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595		5,595

		105		g0083		大		名古屋商科大学		ビジネススクール（入門）		gacco																																																						1013		1918		1918		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692		3,692

		106		g0084		企		株式会社幼児教育実践研究所		「幼児教育に新しい風を」－KUNOメソッドによる幼児のための「考える力」教育		gacco																																																						549		1708		1708		3,196		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858		3,858

		107		g0077		大		大阪大学		人とロボットが共生する未来社会		gacco																																																				912		1436		1893		1893		2,942		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532		3,532

		108		g0085		自治		いよココロザシ大学		えひめ南予通信大学		gacco																																																						107		516		856		1,234		1,775		2,086		2,219		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477		2,477

		109		nl0020		大		同志社大学		アメリカ映画と政治		OLJ																																																								202		416		422		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430		430

		110		g0087		企		株式会社NTTドコモ
( IMPACT Foundation Japan)		まちづくりの経済学 ～起業家が集う町・女川～		gacco																																																										1,060		1,268		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760		1,760

		111		g0086		官		総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス演習		gacco																																																										8440		8,935		11,965		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331		13,331

		112		g0073		大		大妻女子大学		今だからこその江戸美術 Edo Visual Culture As We Really Should Know It		gacco																																																										572		1,244		2,030		3,270		4,218		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624		4,624

		113		g0070		大		東京大学		インタラクティブ・ティーチング		gacco																																																										1160		1,561		3,191		4,898		5,404		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768		5,768

		114		F00000001		大		金沢大学		自然と共生する生き方：日本と世界の里山・里海		Fisdom																																																										0		215		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308		308

		115		g0094		企		株式会社オデッセイコミュニケーションズ		基礎から学ぶITリテラシー　インターネットとセキュリティ		gacco																																																										529		1,083		2,068		3,058		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016		4,016

		116		g0088		大		明治大学		会計プロフェッショナル入門		gacco																																																										935		1,163		1,847		2,712		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791		3,791

		117		g0090		企		株式会社イーオン		新出題形式対応　TOEIC®テスト600点突破		gacco																																																										1868		3,350		5,586		7,425		9,270		11,175		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179		12,179

		118		nl0021		大		早稲田大学		しあわせに生きるための心理学 ～アドラー心理学入門～		OLJ																																																										0				560		1128		1408		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427		1427

		119		g0091		学会		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		gacco																																																										949		1,478		3,456		5,796		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908		6,908

		120		g0095		企		TEAMLAB BODY株式会社		人体ソムリエへの道		gacco																																																										907		2,083		4,213		6,162		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011		8,011

		121		g0092		企		TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級		gacco																																																										472		855		2,329		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406		3,406

		122		g0093		企		TAC		《実務・資格講座》ビジネスパーソンのための会計入門～はじめてのビジネス会計検定試験®3級～		gacco																																																										3		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853		853

		123		1601-126		G1601-95		日本政策金融公庫		ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学）		gacco																																																										0				778		1,896		2,836		3,373		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925		3,925

		124		nl0022		大		創価大学		生活習慣の改善でがんを防ぐ		OLJ																																																																364		1,123		1,464		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497		1,497

		-		0		大		東日本国際大学		相談援助による支援（仮）		OLJ

		125		g0097		企		京都大学iPS細胞研究所		よくわかる！iPS細胞		gacco																																																														58		968		1,652		2,114		2,542		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171		3,171

		126		ga031		官		総務省統計局		特別開講：データサイエンス入門		gacco																																																														6,983		8,805		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007		10,007

		127		g0098		企		国立情報学研究所		はじめてのＰ		gacco																																																																1,771		3,426		4,791		6,310		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175		7,175

		128		g0099		大		上智大学		アンコール･ワット研究 ―「人間」を考える総合学問としての新地平―		gacco																																																																617		1,120		1,571		2,207		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804		2,804

		129		g0100		大		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		gacco																																																																		293		588		963		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251		1,251

		130		g0102		大		東京大学		日本中世の自由と平等		gacco																																																																		709		1,809		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324		2,324

		131		g0103		大		桜美林大学		観光・レジャー産業のマネジメント －業界イノベーションの種をさぐる－		gacco																																																																		309		790		1,155		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509		1,509

		132		nl0023		大		九州大学		味と匂いの科学技術(Science and Technology of Taste and Oder)		OLJ																																																																				267		410		491		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698

		133		ou0008		大		放送大学＋国際交流基金プロジェクトチーム		にほんご　にゅうもん A1 CLASS 8		OUJ

		134		g0104		企		株式会社ジェック		信頼関係を深める 実践コミュニケーション講座		gacco																																																																				1,361		2,327		3,628		5,118		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895		5,895

		135		nl0025		大		金沢工業大学		世界を変えた書物 -原著で辿る科学知の潮流-		OLJ																																																																						67		188		289		392		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423		423

		136		nl0024		大		学習院女子大学		味わい教育　〜感じるとおいしくなる魔法〜		OLJ																																																																						246		353		611		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631		631

		137		g0107		学会		一般社団法人 日本統計学会		統計学II : 推測統計の方法		gacco																																																																				994		1,762		2,743		4,050		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606		4,606

		-		認定外		0		文化学園大学		服飾の歴史と文化(文化学園)江戸ｳｨｰｸ　動画のみ		gacco																																																																										＜1,381＞		＜1,381＞		＜1,381＞

		-		認定外		0		駒澤大学		歌舞伎の経済学(再開講：動画配信のみ)		gacco																																																																										＜1,457＞		＜1,457＞		＜1,457＞

		138		g0105		大		大手前大学		俳句－十七字の世界－		gacco																																																																				817		1,399		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714		1,714

		139		g0106		企		TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級		gacco																																																																				732		1,570		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517		2,517

		140		g0113		企		公益社団法人　日本医療社会福祉協会		交通事故被害者生活支援教育		gacco																																																																										386		704		917		1,332		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636		1,636

		141		g0116		大		法政大学		政治哲学入門		gacco																																																																												1,194		1,787		2,499		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906		2,906

		-		認定外		0		観光庁 観光産業課		観光庁オンライン講座「宿泊、運輸、小売等の先進事例による「サービス労働生産性」とは」
～労働生産性の革新に基づく成長産業への道しるべ～		gacco																																																																								＜2,068＞		＜3,069＞		＜3,460＞		＜3,460＞

		-		0		大		公立大学法人首都大学東京　産業技術大学院大学		システムエンジニアリング入門		？

		142		g0112		大		立教大学		世界に日本語を広めよう！～”そうだったのか”の日本語教育学		gacco																																																																										1,690		2,410		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072		3,072

		143		g0109		大		大阪工業大学		知的財産とビジネス		gacco																																																																						654		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318		1,318

		144		g0108		自治		いよココロザシ大学		えひめ南予通信大学		gacco																																																																						167		273		376		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640		640

		145		nl0026		大		東京農工大学		農学がよみとく「いのち」と「生活」
〜持続発展可能な社会へ〜		OLJ																																																																										178		280		409		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420		420

		146		g0115		大		日本大学		文化翻訳入門－日本と世界の文化コミュニケーション－		gacco																																																																										911		1,462		1,895		2,551		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838		2,838

		147		g0120		大		SBI大学院大学		中国古典に見る指導者の条件		gacco																																																																														653		1,040		1,695		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054		2,054

		148		g0110		大		学習院大学		ビジネスエコノミクス		gacco																																																																								1,819		3,477		4,693		5,800		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514		6,514

		149		g0114		大		桜美林大学		高齢者のからだとこころのアセスメント		gacco																																																																										1,286		1,858		2,480		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768		2,768

		150		g0111		官		総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス入門		gacco																																																																								615		3,456		4,912		7,029		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192		8,192

		151		F00000004		大		放送大学		コンピュータのしくみI「論理回路編」		Fisdom																																																																										99		187		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248		248

		152		F00000005		大		放送大学		コンピュータのしくみⅡ「コンピュータの構造編」		Fisdom																																																																										60		108		155		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205		205

		153				大		放送大学		にほんごにゅうもん　A1 CLASS9		Fisdom																																																																										44		76		147		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191

		154				大		東北大学		解明:オーロラの謎		gacco																																																																														933		1,615		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302		2,302

		155				大		東北大学		memento mori-死を想え-		gacco																																																																														1,284		2,342		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427		3,427

		156				大		杏林大学		社会のしくみ－社会保障を学際的に考える－		OLJ																																																																										131		201		246		330		433		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445		445

		157				大		大阪工業大学		Javaによるオブジェクト指向プログラミング入門		gacco																																																																												865		1,763		2,650		3,070		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680		3,680

		158				大		杏林大学		社会のしくみ－規制を学際的に考える－		OLJ																																																																												53		120		253		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276

		159				大		大阪市立大学		都市の災害リスクとその備え		gacco																																																																												121		833		1,160		1,446		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704		1,704

		160				大		東京未来大学		モチベーション・マネジメント		gacco																																																																												940		1,913		2,935		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457		3,457

		161				その他		JMOOC		金属材料学		Fisdom																																																																														52		121		147		180		214		229		253		253		320		334		344		364		381		397		417		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441		441

		162				その他		JMOOC		制御工学		Fisdom																																																																														53		117		118		150		176		186		210		295		264		283		292		308		327		350		371		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382		382

		163				その他		JMOOC		電気回路		Fisdom																																																																														60		153		199		214		282		293		331		395		439		468		481		500		525		547		569		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588		588

		164				その他		JMOOC		品質管理		Fisdom																																																																														52		126		154		191		243		254		278		326		362		387		401		421		452		478		504		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521		521

		165				大		京都造形大学		デザインへのまなざし － 豊かに生きるための思考術		gacco																																																																														483		1,011		1,519		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952		1,952

		166				大		大阪市立大学		アートの力とマネジメント		gacco																																																																														489		870		1,349		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648		1,648

		167				その他		国立情報学研究所		はじめてのＰ		gacco																																																																														952		1,877		2,435		4,358		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201		5,201

		168				大		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		gacco																																																																																200		519		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858

		169				企		株式会社幼児教育実践研究所		「幼児教育に新しい風を」－KUNOメソッドによる幼児のための「考える力」教育		gacco																																																																																		549		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130		1,130

		170				大		北海道大学		戦争倫理学		gacco																																																																																540		1,243		2,299		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990		2,990

		171				大		放送大学		コンピュータのしくみI「論理回路編」		OUJ

		172				大		放送大学		ICT-enhanced GNH Society in Bhutan		OUJ

		173				大		明治大学		安全の共通理念を学ぶ　向殿安全学入門		Fisdom																																																																																				91		272		325		365		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374		374

		174				企		公益社団法人　日本医療社会福祉協会		交通事故被害者生活支援教育		gacco																																																																																		54		319		600		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730		730

		175				学会		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		gacco																																																																																		371		2,818		5,117		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849		6,849

		176				企		子どもの発達研究所/株式会社すららネット		子どもの発達を科学する		gacco																																																																																				1,630		2,465		2,983		3,387		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768		3,768

		177				学会		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅲ:多変量データ解析法		gacco																																																																																				2,173		3,009		3,997		5,022		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427		5,427

		178				その他		JMOOC		流体力学		Fisdom																																																																																				22		103		138		150		193		219		242		256		271		291		321		339		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349		349

		179				その他		JMOOC		微積分		Fisdom																																																																																				25		144		201		244		298		333		371		394		439		477		522		566		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584		584

		180				その他		JMOOC		統計学入門		Fisdom																																																																																				33		204		270		332		415		489		565		603		702		761		868		984		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039		1039

		181				その他		JMOOC		電磁気学		Fisdom																																																																																				21		103		132		179		221		258		284		296		318		342		364		391		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400

		182				その他		JMOOC		電子回路		Fisdom																																																																																				20		105		143		206		283		323		355		364		389		412		437		463		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483		483

		183				その他		JMOOC		工業力学		Fisdom																																																																																				16		84		110		124		152		170		223		232		248		257		328		345		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356

		184				その他		JMOOC		機構学		Fisdom																																																																																				19		76		95		103		122		134		148		157		169		183		207		218		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225

		185				その他		JMOOC		機械力学		Fisdom																																																																																				19		74		97		109		136		145		165		176		188		201		253		267		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273		273

		ー				0		金沢大学		行動経済学と金融リテラシー		Fisdom

		186				官		総務省統計局		誰でも使える統計オープンデータ		gacco																																																																																				1,385		2,694		5,447		7,318		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881		7,881

		187				官		日本政策金融公庫		ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学）		gacco																																																																																						1,061		2,011		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568		2,568

		188				大		千葉工業大学		宇宙開発を通してみる私たちの社会		gacco																																																																																								1,980		3,203		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089		4,089

		189				企		公益社団法人　日本医療社会福祉協会		交通事故被害者生活支援教育		gacco																																																																																								89		261		422		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595		595

		190				企		公益社団法人　日本医療社会福祉協会		交通事故被害者生活支援教育		gacco																																																																																														63		138		270		337		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379		379

		191				企		公益社団法人　日本医療社会福祉協会		交通事故被害者生活支援教育		gacco																																																																																																				40		108		237		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339		339

		192				企		株式会社ジェック		企業で働くリーダーのための実践マネジメント基礎講座		gacco																																																																																										1,321		1,950		2,759		3,345		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940		3,940

		193				大		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		gacco																																																																																								109		370		541		843		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051		1051

		194				大		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		gacco																																																																																																				91		274		548		1,072		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409		1,409

		195				大		創価大学		楽観主義の心理学　– ポジティブライフのすすめ –		OLJ																																																																																												556		1642		2528		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972		2972

		196				その他		一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		誰でも教えられる ! プログラミング授業		Fisdom																																																																																												238		288		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300

		197				学会		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅱ:推測統計の方法		gacco																																																																																												462		1,606		2,002		2,912		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328		3,328

		198				大		東北大学		解明:オーロラの謎		gacco																																																																																												94		749		977		1387		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779		1779

		199				大		東北大学		memento mori-死を想え-		gacco																																																																																												134		1,149		1,525		2,138		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442		2,442

		200				企		株式会社ジェック		上司を活かし組織を動かす実践フォロワーシップ講座		gacco																																																																																														725		1172		2050		2537		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904		2904

		201				大		大阪市立大学		都市の災害リスクとその備え		gacco																																																																																														437		588		976		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138		1138

		202				大		大阪工業大学		知的財産とビジネス		gacco																																																																																												96		595		839		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294		1294

		203				大		大阪工業大学		土木・建築構造に関する最近の研究		gacco																																																																																												100		792		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981		981

		204				大		大阪工業大学		プログラミング入門　〜Javaによるオブジェクト指向プログラミング〜		gacco																																																																																												121		878		1260		2114		2679		3106		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675		3675

		205				大		法政大学		観測的宇宙論入門		gacco																																																																																																				893		1918		2703		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619		3619

		206				大		学校法人岩崎学園		情報セキュリティ基礎		gacco																																																																																																2433		3511		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541		4541

		207				企		国立情報学研究所		オープンサイエンス時代の研究データ管理		gacco																																																																																														778		1132		1498		1893		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178		2178

		208				官		日本政策金融公庫		『高校生対象夏休み特別開講』ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学）		gacco																																																																																												358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358		358

		209				大		東京農工大学		正確かつ精確に英語を読むにはどうしたらいいか		OLJ																																																																																																				522		894		1512		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613		1613

		210				大		学習院女子大学		妖怪の世界を探る～その伝承とビジュアルテキスト～		OLJ																																																																																																353		523		670		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698		698

		211				大		立教大学		グローバリゼーション時代の国際政治～市民のつくる平和と豊かさ～		gacco																																																																																																		573		1142		1535		2277		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607		2607

		212				大		東北大学		東北大学サイエンスシリーズ
「東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ
—災害科学の役割」		gacco																																																																																																				94		708		1160		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530		1530

		213				大		岐阜大学		事例に学ぶ災害対策		gacco																																																																																																		767		990		1159		1345		1543		1,940		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235		2,235

		214				官		総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス演習		gacco																																																																																																897		2885		3976		6017		7164		7164		7164		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221		7221

		215				大		国立大学法人九州大学		個人と組織のための最先端サイバーセキュリティ入門		OLJ																																																																																																		204		307		368		526		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560		560

		216				大		立命館大学		白川文字学への招待―漢字と東洋の歴史文化		gacco																																																																																																										1434		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105		2105

		217				大		立命館大学		SOFIX科学有機農業入門講座		gacco																																																																																																						35		989		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722		1722

		218				大		立命館大学		運動と健康の理論・実践		gacco																																																																																																						48		1737		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009		3009

		219				大		立命館大学		法心理・司法臨床：法学と心理学の学融		gacco																																																																																																										1523		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304		2304

		220				その他		一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		誰でも教えられる ! プログラミング授業		Fisdom																																																																																																		33		130		213		287		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356		356

		221				その他		一般社団法人　子供教育創造機構		子ども達が最高の選択肢を掴むために
～「主体的・対話的で深い学び」を社会で実現する～		gacco																																																																																																		429		1235		2136		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712		2712

		222				大		明治大学		安全学		Fisdom																																																																																																				107		147		189		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215		215

		223				大		北海道大学		ようこそ、科学技術コミュニケーション		gacco																																																																																																						385		1084		1625		2326		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747

		224				大		桜美林大学		大学というものを考える―その課題とは何か		Fisdom																																																																																																								113		263		322		352		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355		355

		225				大		文化学園大学		健康心理学入門		Fisdom																																																																																																								131		235		319		385		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390		390

		0				企		株式会社チェンジ		総務省　ICTスキル総合習得プログラム（eラーニング編）		gacco																																																																																																						1252

		226				企		一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		MOOC制作時の著作権等の権利処理ガイドライン		Fisdom																																																																																																														28		90		146		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152		152

		227				大		東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「男と女の文化史」		gacco																																																																																																												1362		2354		3433		4633		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245		5245

		228				大		筑波大学		嘉納治五郎とオリンピック・ムーブメント		gacco																																																																																																										330		536		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773		773

		229						大阪市立大学		都市史研究の最前線　―大阪を中心に―		gacco																																																																																																										548		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121		1121

		230						大阪市立大学		アートの力とマネジメント		gacco																																																																																																										363		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845		845

		231						東京未来大学		モチベーション・マネジメント		gacco																																																																																																								536		1868		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629		2629

		232						総務省統計局		データサイエンス・オンライン講座
「社会人のためのデータサイエンス入門」		gacco																																																																																																												4239		4239		10358		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319		14319

		233						一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		gacco																																																																																																												1614		4354		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918		5918

		234						株式会社Findアクティブラーナー		アクティブで深い学びのデザイン		gacco																																																																																																												1087		1964		3763		4501		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873		4873

		-						日本政策金融公庫		ビジネスプランをつくってみよう		gacco																																																																																																																		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43		43

		235						大手前大学		パズルで情報活用		gacco																																																																																																																								651		1559		2098		2409		2736		2736		2736		2736		2736		2736		2736		2736		2736		2736		2736		2736		2736		2736		2736		2736		2736		2736

		236						JMOOC		コンピュータのしくみ		Fisdom																																																																																																												20		169		374		721		1020		1306		1615		1685		1835		1922		1977		2022		2065		2065		2065		2065		2065		2065		2065		2065		2065		2065		2065		2065		2065		2065		2065		2065

		237						JMOOC		安全学入門		Fisdom																																																																																																												12		71		139		387		542		671		843		882		1071		1176		1204		1227		1250		1250		1250		1250		1250		1250		1250		1250		1250		1250		1250		1250		1250		1250		1250		1250

		238						JMOOC		線形代数		Fisdom																																																																																																												31		162		238		331		406		483		526		540		596		647		734		770		811		811		811		811		811		811		811		811		811		811		811		811		811		811		811		811

		239						JMOOC		新人SEのための確率と統計基礎		Fisdom																																																																																																												25		117		184		244		309		368		442		463		463		463		463		463		463		463		463		463		463		463		463		463		463		463		463		463		463		463		463		463

		240						株式会社ナガセ		先生のための一生モノの学びを得られる授業づくり ～高校化学を通じて主体的・協働的な学びを考える～		gacco																																																																																																																				598		1292		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591		1591

		241						株式会社ジェック		知ると営業が楽しくなる実践営業スキル基礎講座		gacco																																																																																																																		864		1613		2268		2703		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235		3235

		242						株式会社東京証券取引所		『いざ！資産形成』～余裕を持って、余裕を増やす～		gacco																																																																																																														1778		3633		6137		7909		9094		9808		10833		11488		11978		13339		13339		13339		13339		13339		13339		13339		13339		13339		13339		13339		13339		13339		13339		13339		13339		13339		13339

		243						早稲田大学		スマートIoTシステム・ビジネス入門		gacco																																																																																																														1850		2796		3754		4682		5364		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749		5749

		244						一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム		知識ゼロから始めるデジタルサイネージ入門		gacco																																																																																																														520		1267		2124		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600		2600

		245						JMOOC		電気回路2018		Fisdom																																																																																																												11		61		118		276		393		528		622		650		725		772		796		825		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858		858

		246						JMOOC		制御工学2018		Fisdom																																																																																																												10		52		94		185		251		303		340		358		405		428		443		468		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491		491

		247						JMOOC		品質管理2018		Fisdom																																																																																																												11		64		124		263		358		445		535		602		702		772		802		834		877		877		877		877		877		877		877		877		877		877		877		877		877		877		877		877

		248						JMOOC		金属材料学2018		Fisdom																																																																																																												11		53		127		252		327		388		453		466		514		543		562		587		607		607		607		607		607		607		607		607		607		607		607		607		607		607		607		607

		249						JMOOC		機械力学2018		Fisdom																																																																																																												14		29		55		98		143		216		260		270		300		317		329		350		365		365		365		365		365		365		365		365		365		365		365		365		365		365		365		365

		250						JMOOC		流体力学2018		Fisdom																																																																																																												13		56		103		190		257		344		391		408		454		475		497		525		548		548		548		548		548		548		548		548		548		548		548		548		548		548		548		548

		251						JMOOC		機構学2018		Fisdom																																																																																																												7		26		90		129		156		191		207		218		248		265		278		311		335		335		335		335		335		335		335		335		335		335		335		335		335		335		335		335

		252						JMOOC		工業力学2018		Fisdom																																																																																																												7		37		168		207		233		274		321		377		428		459		482		509		555		555		555		555		555		555		555		555		555		555		555		555		555		555		555		555

		253						JMOOC		電子回路2018		Fisdom																																																																																																												16		54		92		190		258		332		389		425		489		519		540		558		583		583		583		583		583		583		583		583		583		583		583		583		583		583		583		583

		254						JMOOC		電磁気学2018		Fisdom																																																																																																												11		52		83		139		168		204		228		249		288		321		338		368		391		391		391		391		391		391		391		391		391		391		391		391		391		391		391		391

		255						JMOOC		統計学入門2018		Fisdom																																																																																																												29		170		274		407		529		632		732		778		879		945		1006		1082		1134		1134		1134		1134		1134		1134		1134		1134		1134		1134		1134		1134		1134		1134		1134		1134

		256						JMOOC		微積分2018		Fisdom																																																																																																												22		43		231		311		382		462		524		553		625		670		714		753		799		799		799		799		799		799		799		799		799		799		799		799		799		799		799		799

		257						九州大学		昆虫学入門 -多様性を探る-: Exploring Insect Biodiversity		OLJ																																																																																																																		586		1014		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606		1606

		258						滋賀大学		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）		gacco																																																																																																																1680		3351		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003		4003

		259						日本政策金融公庫		ビジネスプランを作ってみよう<実践編>		gacco																																																																																																																				915		1404		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802		1802

		260						一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅲ:多変量データ解析法		gacco																																																																																																																		1376		2472		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986		2986

		261						株式会社ジェック		共創する商談！実践コンサルティング営業講座		gacco																																																																																																																				313		750		1030		1603		1857		1857		1857		1857		1857		1857		1857		1857		1857		1857		1857		1857		1857		1857		1857		1857		1857		1857		1857		1857

		262						大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		gacco																																																																																																																		249		484		848		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217		1217

		263						大阪工業大学		知的財産とビジネス		gacco																																																																																																																		206		619		1010		1439		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886		1886

		264						大阪工業大学		土木・建築構造に関する最近の研究		gacco																																																																																																																		312		844		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075		1075

		265						法政大学		The Modern Macroeconomy		gacco																																																																																																																												647		1111		1919		2285		2285		2285		2285		2285		2285		2285		2285		2285		2285		2285		2285		2285		2285		2285		2285		2285

		266						東北大学		東北大学サイエンスシリーズ
「東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ
—災害科学の役割」		gacco																																																																																																																		11		627		1082		1549		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332		2332

		267						東北大学		東北大学サイエンスシリーズ｢解明：オーロラの謎｣		gacco																																																																																																																		9		586		932		1203		1696		2237		2237		2237		2237		2237		2237		2237		2237		2237		2237		2237		2237		2237		2237		2237		2237		2237		2237		2237		2237

		268						東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ｢memento mori -死を想え-｣		gacco																																																																																																																		8		778		1188		1551		2245		2616		2616		2616		2616		2616		2616		2616		2616		2616		2616		2616		2616		2616		2616		2616		2616		2616		2616		2616		2616

		269						大阪工業大学		Javaによるオブジェクト指向プログラミング		gacco																																																																																																																						562		880		1521		1971		2250		2570		2570		2570		2570		2570		2570		2570		2570		2570		2570		2570		2570		2570		2570		2570		2570		2570		2570

		270						早稲田大学		クラウド基盤構築演習		gacco																																																																																																																				908		1290		1543		2225		2495		2495		2495		2495		2495		2495		2495		2495		2495		2495		2495		2495		2495		2495		2495		2495		2495		2495		2495		2495

		271						早稲田大学		アーキテクチャ・品質エンジニアリング		gacco																																																																																																																				505		829		993		1404		1595		1595		1595		1595		1595		1595		1595		1595		1595		1595		1595		1595		1595		1595		1595		1595		1595		1595		1595		1595

		272						創価大学		世界文学への招待		OLJ																																																																																																																				358		1191		1703		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961		1961

		273						早稲田大学		組込み・リアルタイムシステム		gacco																																																																																																																						332		529		919		1793		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003		2003

		274						早稲田大学		IoTとシステムズアプローチ		gacco																																																																																																																						382		651		1168		1615		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836

		275						一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅱ:推測統計の方法		gacco																																																																																																																				751		1356		1806		2584		2919		2919		2919		2919		2919		2919		2919		2919		2919		2919		2919		2919		2919		2919		2919		2919		2919		2919		2919		2919

		276						総務省統計局		誰でも使える統計オープンデータ		gacco																																																																																																																										2030		2650		4470		5197		5197		5197		5197		5197		5197		5197		5197		5197		5197		5197		5197		5197		5197		5197		5197		5197		5197

		277						早稲田大学		ビッグデータマネジメント・アナリティクス		gacco																																																																																																																										1403		1878		2517		2978		2978		2978		2978		2978		2978		2978		2978		2978		2978		2978		2978		2978		2978		2978		2978		2978		2978

		278						早稲田大学		機械学習・深層学習		gacco																																																																																																																										1546		2122		2992		3589		3589		3589		3589		3589		3589		3589		3589		3589		3589		3589		3589		3589		3589		3589		3589		3589		3589

		279						東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「男と女の文化史」		gacco																																																																																																																												468		811		1578		1908		1908		1908		1908		1908		1908		1908		1908		1908		1908		1908		1908		1908		1908		1908		1908		1908

		280						東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「家族と民法」		gacco																																																																																																																												839		1208		1923		2199		2199		2199		2199		2199		2199		2199		2199		2199		2199		2199		2199		2199		2199		2199		2199		2199

		281						立命館大学		教養としての言語論: 言語は私たちをまやかし生きにくくさせる		gacco																																																																																																																																1205		2253		3237		3237		3237		3237		3237		3237		3237		3237		3237		3237		3237		3237		3237		3237		3237		3237

		282						立教大学		勝利の方程式　スポーツと栄養		gacco																																																																																																																										1219		1782		2315		2863		2863		2863		2863		2863		2863		2863		2863		2863		2863		2863		2863		2863		2863		2863		2863		2863		2863

		283						早稲田大学		クラウドサービス・分散システム		gacco																																																																																																																										421		690		1030		1445		1664		1664		1664		1664		1664		1664		1664		1664		1664		1664		1664		1664		1664		1664		1664		1664		1664

		284						早稲田大学		無線通信・IoT通信・センサネットワーク		gacco																																																																																																																										598		910		1286		1995		2344		2344		2344		2344		2344		2344		2344		2344		2344		2344		2344		2344		2344		2344		2344		2344		2344

		285						立命館大学		京都からおくる日本史研究の最前線		gacco																																																																																																																														552		2032		3071		3539		3539		3539		3539		3539		3539		3539		3539		3539		3539		3539		3539		3539		3539		3539		3539

		286						立命館大学		生存学の企て　病い、老い、障害と共に		gacco																																																																																																																												327		786		1438		1662		1662		1662		1662		1662		1662		1662		1662		1662		1662		1662		1662		1662		1662		1662		1662		1662

		287						立命館大学		健康づくりのための運動と栄養摂取の実践		gacco																																																																																																																												715		1323		2322		2684		2684		2684		2684		2684		2684		2684		2684		2684		2684		2684		2684		2684		2684		2684		2684		2684

		288						南九州大学		レッツ・エンジョイ・昆虫学		gacco																																																																																																																										689		1147		1556		1916		2077		2077		2077		2077		2077		2077		2077		2077		2077		2077		2077		2077		2077		2077		2077		2077		2077

		289						一般社団法人文字起こし活用推進協議会		これからの柔軟な働き方 ～文字起こしスキルを身につけよう～		gacco																																																																																																																												1094		1671		2850		3369		3369		3369		3369		3369		3369		3369		3369		3369		3369		3369		3369		3369		3369		3369		3369		3369

		290						東京未来大学		心理学スパイラルアップ―多角的な視点からの接近		gacco																																																																																																																												260		1946		4725		6000		6883		6883		6883		6883		6883		6883		6883		6883		6883		6883		6883		6883		6883		6883		6883		6883

		291						一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		誰でも教えられる ! プログラミング授業		Fisdom																																																																																																																												66		154		262		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276		276

		292						岐阜大学		事例に学ぶ災害対策		Fisdom																																																																																																																												31		76		98		123		126		126		126		126		126		126		126		126		126		126		126		126		126		126		126		126

		293						滋賀大学		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）		gacco																																																																																																																										1957		2518		2518		2518		2518		2518		2518		2518		2518		2518		2518		2518		2518		2518		2518		2518		2518		2518		2518		2518		2518

		294						株式会社Findアクティブラーナー		アクティブで深い学びのデザイン		gacco																																																																																																																										372		716		1770		2084		2084		2084		2084		2084		2084		2084		2084		2084		2084		2084		2084		2084		2084		2084		2084		2084		2084

		295						大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		gacco																																																																																																																												68		218		440		840		1149		1149		1149		1149		1149		1149		1149		1149		1149		1149		1149		1149		1149		1149		1149		1149

		296						筑波大学		嘉納治五郎とオリンピック・ムーブメント		gacco																																																																																																																														90		365		499		569		569		569		569		569		569		569		569		569		569		569		569		569		569		569		569

		297						一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		誰でも教えられる ! プログラミング授業 【応用編】		Fisdom																																																																																																																																55		122		182		182		182		182		182		182		182		182		182		182		182		182		182		182		182		182

		298						一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		教育機関のICT化を考える		Fisdom																																																																																																																																47		106		154		165		165		165		165		165		165		165		165		165		165		165		165		165		165		165

		299						北海道大学		戦争倫理学		gacco																																																																																																																																756		1216		1588		1588		1588		1588		1588		1588		1588		1588		1588		1588		1588		1588		1588		1588		1588		1588

		300						大阪市立大学		都市史研究の最前線　―大阪を中心に―		gacco																																																																																																																																253		742		1007		1007		1007		1007		1007		1007		1007		1007		1007		1007		1007		1007		1007		1007		1007		1007

		301						JMOOC		電気回路 2019		Fisdom																																																																																																																																				10		99		169		219		245		267		315		341		383		409		435		470		494		501		501		501

		305						JMOOC		制御工学 2019		Fisdom																																																																																																																																				11		84		147		209		240		269		290		306		325		339		360		387		411		417		417		417

		306						JMOOC		品質管理 2019		Fisdom																																																																																																																																				6		105		185		229		257		283		312		358		393		426		454		496		544		559		559		559

		307						JMOOC		金属材料学 2019		Fisdom																																																																																																																																				7		80		143		195		222		245		273		302		331		346		364		394		421		427		427		427

		308						JMOOC		機械力学 2019		Fisdom																																																																																																																																				8		52		108		132		152		171		192		208		228		240		257		274		287		290		290		290

		309						JMOOC		流体力学 2019		Fisdom																																																																																																																																				7		64		110		148		179		204		241		265		300		319		347		374		395		397		397		397

		310						JMOOC		機構学 2019		Fisdom																																																																																																																																				8		46		188		205		218		231		255		272		282		288		302		328		371		374		374		374

		311						JMOOC		工業力学 2019		Fisdom																																																																																																																																				9		62		115		136		158		173		190		232		269		290		314		336		371		381		381		381

		312						JMOOC		電子回路 2019		Fisdom																																																																																																																																				9		81		136		176		215		240		275		293		318		343		372		405		439		445		445		445

		313						JMOOC		電磁気学 2019		Fisdom																																																																																																																																				14		72		126		165		190		219		252		269		294		308		332		358		382		385		385		385

		314						JMOOC		統計学入門2019		Fisdom																																																																																																																																				17		243		402		615		699		777		880		964		1037		1111		1198		1285		1355		1367		1367		1367

		315						JMOOC		微積分 2019		Fisdom																																																																																																																																				15		136		245		322		370		416		475		524		583		629		685		749		792		799		799		799

		316						JMOOC		コンピュータのしくみ 2019		Fisdom																																																																																																																																				13		136		248		404		443		489		537		581		630		669		710		764		816		822		822		822

		302						JMOOC		線形代数 2019		Fisdom																																																																																																																																				19		155		260		331		377		430		493		532		575		621		656		701		750		754		754		754

		304		1826-318		0		JMOOC		安全学入門 2019		Fisdom																																																																																																																																				6		81		131		171		215		245		271		284		307		326		345		366		385		391		391		391

		303		1827-319		0		JMOOC		コンピュータのしくみI「論理回路編」 2019		Fisdom																																																																																																																																				11		144		233		306		371		419		446		480		516		552		590		621		657		664		664		664

		317						JMOOC		コンピュータのしくみⅡ「コンピュータの構造編」 2019		Fisdom																																																																																																																																				15		110		172		198		220		253		286		306		329		350		374		397		425		429		429		429

		318						公益社団法人土木学会		土木情報学入門		OLJ																																																																																																																																		578		779		1156		1653		1882		1882		1882		1882		1882		1882		1882		1882		1882		1882		1882		1882		1882

		319						JMOOC		Webで学ぶJavascript 2019		Fisdom																																																																																																																																				20		183		289		348		384		427		477		508		549		590		640		695		740		746		746		746

		320						JMOOC		Pythonで学ぶビジネスデータ分析入門 2019		Fisdom																																																																																																																																				24		266		420		525		593		685		795		878		981		1040		1103		1185		1256		1266		1266		1266

		321						JMOOC		未経験者のためのPHPとMySQLを用いたWebデータシステム入門 2019		Fisdom																																																																																																																																				17		178		264		314		354		386		426		457		499		536		583		641		679		686		686		686

		322						JMOOC		要求工学概論 2019		Fisdom																																																																																																																																				8		74		110		146		161		180		195		202		212		224		245		260		275		279		279		279

		323						JMOOC		インターネットセキュリティ基礎 2019		Fisdom																																																																																																																																				15		173		296		504		550		598		642		674		705		751		796		833		867		879		879		879

		324						総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス演習 2019		gacco																																																																																																																																		814		3829		5671		7238		8135		8135		8135		8135		8135		8135		8135		8135		8135		8135		8135		8135		8135

		325						ドラッカー学会		教養としてのドラッカー		Fisdom																																																																																																																																				85		335		419		496		527		570		624		661		703		730		771		812		812		812		812		812

		326						一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		gacco																																																																																																																																				1566		4265		5462		5462		5462		5462		5462		5462		5462		5462		5462		5462		5462		5462		5462		5462

		327						早稲田大学		スマートIoTシステム・ビジネス入門		gacco																																																																																																																																				672		1741		2450		2877		2877		2877		2877		2877		2877		2877		2877		2877		2877		2877		2877		2877

		328						早稲田大学		アーキテクチャ・品質エンジニアリング		gacco																																																																																																																																				335		848		1139		1327		1327		1327		1327		1327		1327		1327		1327		1327		1327		1327		1327		1327

		329						JMOOC		Python入門 2019		Fisdom																																																																																																																																				32		358		626		818		959		1100		1273		1424		1563		1672		1806		1972		2093		2120		2120		2120

		330						一般社団法人文字起こし活用推進協議会		これからの柔軟な働き方 ～文字起こしスキルを身につけよう～		gacco																																																																																																																																						1333		1953		1953		1953		1953		1953		1953		1953		1953		1953		1953		1953		1953		1953		1953

		331						千葉工業大学		宇宙開発を通してみる私たちの社会		gacco																																																																																																																																						939		1357		1850		2033		2033		2033		2033		2033		2033		2033		2033		2033		2033		2033		2033

		332						公益社団法人土木学会		比較自然災害学（水災害編）		Fisdom																																																																																																																																						144		498		813		987		1032		1032		1032		1032		1032		1032		1032		1032		1032		1032		1032

		333						株式会社Findアクティブラーナー		アクティブで深い学びのデザイン		gacco																																																																																																																																										274		623		845		1144		1327		1544		1827		1834		1834		1835		1835		1835		1835

		334						株式会社東京証券取引所		『いざ！資産形成』～余裕を持って、余裕を増やす～		gacco																																																																																																																																								67		1564		2162		2539		3247		3767		4474		5066		5524		5524		6417		6417		6417		6417

		335						大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		Fisdom																																																																																																																																								21		56		81		100		156		173		173		173		173		173		173		173		173		173

		336						東北大学		東北大学サイエンスシリーズ｢解明：オーロラの謎｣		gacco																																																																																																																																						26		487		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849		849

		337						東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ｢memento mori -死を想え-｣		gacco																																																																																																																																						28		562		908		1265		1560		1974		1974		1974		1974		1974		1974		1974		1974		1974		1974

		338						東北大学		東北大学サイエンスシリーズ「銀河考古学入門～銀河の形成と進化を辿る～」		gacco																																																																																																																																						94		1469		1969		2516		2870		2870		2870		2870		2870		2870		2870		2870		2870		2870		2870

		339						早稲田大学		クラウド基盤構築演習		gacco																																																																																																																																						788		1211		1610		1844		1844		1844		1844		1844		1844		1844		1844		1844		1844		1844		1844

		340						早稲田大学		IoTとシステムズアプローチ		gacco																																																																																																																																						507		769		1065		1226		1226		1226		1226		1226		1226		1226		1226		1226		1226		1226		1226

		341						早稲田大学		組込み・リアルタイムシステム		gacco																																																																																																																																								260		472		710		832		832		832		832		832		832		832		832		832		832		832

		342						早稲田大学		ビッグデータマネジメント・アナリティクス		gacco																																																																																																																																								566		1164		1730		2022		2022		2022		2022		2022		2022		2022		2022		2022		2022		2022

		343						滋賀大学		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）		gacco																																																																																																																																								942		2085		2085		2784		2784		2784		2784		2784		2784		2784		2784		2784		2784		2784

		344						九州大学		豪雨災害とその対策―平成29年7月九州北部豪雨災害を例に―		OLJ																																																																																																																																										438		513		734		734		734		734		734		734		734		734		734		734		734

		345						法政大学		SDGs（持続可能な開発目標）入門		gacco																																																																																																																																														520		1795		2817		2817		3973		3973		3973		3973		3973		3973		3973

		346						東北大学		東北大学サイエンスシリーズ
「東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ
—災害科学の役割」		gacco																																																																																																																																										28		281		500		792		1073		1073		1073		1073		1073		1073		1073		1073		1073

		347						東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「家族と民法」		gacco																																																																																																																																										45		406		695		989		1358		1627		1627		1627		1627		1627		1627		1627		1627

		348						北海道大学		放射線・放射能の科学		gacco																																																																																																																																																								81		1001		1686		2303		2303		2303

		349						早稲田大学		推論・知識処理・自然言語処理		gacco																																																																																																																																												568		903		1483		1715		1715		1715		1715		1715		1715		1715		1715		1715

		350						早稲田大学		セキュリティ・プライバシ・法令		gacco																																																																																																																																												467		757		1190		1369		1369		1369		1369		1369		1369		1369		1369		1369

		351						立命館大学		SDGs表現論ープロジェクト・プラグマティズム・ジブンゴトー		gacco																																																																																																																																																				109		109		2157		2890		3649		4738		4738		4738

		352						立命館大学		教養としての言語論: 言語は私たちをまやかし生きにくくさせる		gacco																																																																																																																																												399		1020		1756		2075		2075		2075		2075		2075		2075		2075		2075		2075

		353						早稲田大学		無線通信・IoT通信・センサネットワーク		gacco																																																																																																																																										324		607		934		1353		1353		1353		1353		1353		1353		1353		1353		1353		1353

		354						早稲田大学		クラウドサービス・分散システム		gacco																																																																																																																																										254		475		681		973		973		973		973		973		973		973		973		973		973

		355						早稲田大学		機械学習		gacco																																																																																																																																														678		1613		2250		3010		3010		3010		3010		3010		3010		3010		3010

		356						総務省統計局		データサイエンス・オンライン講座
「社会人のためのデータサイエンス入門」		gacco																																																																																																																																												1922		3937		5578		8201		9406		9406		9406		9406		9406		9406		9406		9406

		357						JMOOC		プロジェクトマネジメント入門　2019		Fisdom																																																																																																																																																51		140		224		279		350		419		483		508		508		508

		358						JMOOC		情報法 デジタル・ネットワークがもたらす法的問題　2019		Fisdom																																																																																																																																																28		72		110		146		171		218		274		284		284		284

		359						JMOOC		ブロックチェーン入門～分散台帳と暗号資産の仕組み～　2019		Fisdom																																																																																																																																																45		150		250		309		368		443		483		542		542		542

		360						立教大学		消費社会のこれまでとこれから：歴史と理論から考える		gacco																																																																																																																																																				289		849		1334		1593		1593		1593		1593		1593

		361						東京未来大学		心理学スパイラルアップ―多角的な視点からの接近		gacco																																																																																																																																																529		1524		2546		3421		4011		4011		4011		4011		4011		4011

		362						一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅱ:推測統計の方法		gacco																																																																																																																																																806		1356		1768		1768		1768		1768		1768		1768		1768		1768

		363						東京工科大学		３か月速習中国Ⅰ		Fisdom																																																																																																																																																126		249		323		377		377		377		377		377		377		377

		364						JMOOC		オペレーティングシステム　2019		Fisdom																																																																																																																																																25		69		116		153		193		242		286		290		290		290

		365						早稲田大学		深層学習		gacco																																																																																																																																																833		1330		2112		2747		2747		2747		2747		2747		2747		2747

		366						早稲田大学		センサ		gacco																																																																																																																																																449		695		1102		1412		1621		1621		1621		1621		1621		1621

		367						立命館大学		京都からおくる日本史研究の最前線		gacco																																																																																																																																														407		1502		2010		2381		2381		2381		2381		2381		2381		2381		2381

		368						立命館大学		健康づくりのための運動と栄養摂取の実践		gacco																																																																																																																																																808		1358		2021		2419		2419		2419		2419		2419		2419		2419

		369						東北大学		東北大学サイエンスシリーズ「進化発生学入門〜恐竜が鳥に進化した仕組み〜」		gacco																																																																																																																																																		166		970		1431		2122		2963		2963		2963		2963		2963

		370						一般社団法人北前船交流拡大機構		学べばわかる北前船　一攫千金の夢とロマン、人・モノ・文化の交流		gacco																																																																																																																																																		861		1481		1779		1962		2131		2230		2230		2230		2230

		371						滋賀大学		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）		gacco																																																																																																																																																		767		1367		1570		2006		2006		2006		2006		2006		2006

		372						東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「男と女の文化史」		gacco																																																																																																																																																		227		563		937		1399		2059		2059		2059		2059		2059

		373						東北大学		東北大学サイエンスシリーズ「銀河考古学入門～銀河の形成と進化を辿る～」		gacco																																																																																																																																																		191		630		1013		1490		1490		1490		1490		1490		1490

		374						総務省統計局		誰でも使える統計オープンデータ		gacco																																																																																																																																																				1279		2415		4048		4608		4608		4608		4608		4608

		375						株式会社ジェック		仕事を通じて成長する　実践 ビジネス入門		gacco																																																																																																																																																				331		704		1043		1296		1549		1549		1549		1549

		376						立命館大学		【経営学】事例から学ぶデジタル・トランスフォーメーション		gacco																																																																																																																																																										809		2074		4525		6433		7,142

		377						大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		Fisdom																																																																																																																																																				14		31		52		140		266		420		441		441

		378						東京工科大学		３か月速習中国Ⅱ		Fisdom																																																																																																																																																						67		164		257		321		337		337		337

		379						一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅲ:多変量データ解析法		gacco																																																																																																																																																						761		1342		1666		1666		1666		1666		1666

		380						東京大学		学びのゲーミフィケーション：ゲームフルな学習デザイン方法論		gacco																																																																																																																																																						1076		2081		2469		2469		2469		2469		2469

		381						立命館大学		現代に生きる子どもの心理学		gacco																																																																																																																																																						143		1312		1870		2860		4163		5713		5713

		382						国際教養大学		Introduction to Jomon Studies（縄文考古学入門）		OLJ																																																																																																																																																						258		330		386		713		758		758		758

		383						早稲田大学		スマートIoTシステム・ビジネス入門		gacco																																																																																																																																																								99		596		1184		2404		3531		3,928

		384						早稲田大学		アーキテクチャ・品質エンジニアリング		gacco																																																																																																																																																										257		496		906		1403		1,593

		385						早稲田大学		クラウド基盤構築演習		gacco																																																																																																																																																										385		803		1526		2485		2,778

		386						総務省統計局		データサイエンス・オンライン講座
「社会人のためのデータサイエンス入門」		gacco																																																																																																																																																										732		4706		7183		18085		21,308

		387						公益社団法人土木学会		土木情報学入門		OLJ																																																																																																																																																												180		366		930		1031

		388						一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		gacco																																																																																																																																																										440		1908		5773		9655		9655

		389						早稲田大学		推論・知識処理・自然言語処理		gacco																																																																																																																																																												285		763		1335		1,816

		390						早稲田大学		IoTとシステムズアプローチ		gacco																																																																																																																																																												236		501		925		1,243

		391						早稲田大学		組込み・リアルタイムシステム		gacco																																																																																																																																																												204		482		830		1,179

		392						JMOOC		電気回路2020		Fisdom																																																																																																																																																														374		588		692

		393						JMOOC		制御工学2020		Fisdom																																																																																																																																																														240		427		535

		394						JMOOC		品質管理2020		Fisdom																																																																																																																																																														229		415		499

		395						JMOOC		金属材料学2020		Fisdom																																																																																																																																																														234		613		750

		396						JMOOC		機械力学2020		Fisdom																																																																																																																																																														198		418		516

		397						JMOOC		流体力学2020		Fisdom																																																																																																																																																														259		481		583

		398						JMOOC		機構学2020		Fisdom																																																																																																																																																														129		361		418

		399						JMOOC		工業力学2020		Fisdom																																																																																																																																																														185		365		451

		400						JMOOC		電子回路2020		Fisdom																																																																																																																																																														392		631		738

		401						JMOOC		電磁気学2020		Fisdom																																																																																																																																																														360		546		620

		402						JMOOC		統計学入門2020		Fisdom																																																																																																																																																														704		1163		1420

		403						JMOOC		微積分2020		Fisdom																																																																																																																																																														464		755		923

		404						JMOOC		コンピュータのしくみ　2020		Fisdom																																																																																																																																																														678		1018		1280

		405						JMOOC		線形代数　2020		Fisdom																																																																																																																																																														508		777		906

		406						JMOOC		安全学入門　2020		Fisdom																																																																																																																																																														133		306		371

		407						JMOOC		Python入門 2020		Fisdom																																																																																																																																																														1151		2035		2471

		408						JMOOC		Webで学ぶ JavaScript　2020		Fisdom																																																																																																																																																														417		656		778

		409						JMOOC		Webデータベースシステム入門　2020		Fisdom																																																																																																																																																														483		753		864

		410						JMOOC		要求工学概論　2020		Fisdom																																																																																																																																																														125		204		241

		411						JMOOC		Pythonで学ぶビジネスデータ分析入門 2020		Fisdom																																																																																																																																																														815		1329		1580

		412						JMOOC		コンピュータのしくみI「論理回路編」2020		Fisdom																																																																																																																																																														305		582		684

		413						JMOOC		コンピュータのしくみⅡ「コンピュータの構造編」2020		Fisdom																																																																																																																																																														236		390		447

		414						JMOOC		ブロックチェーン入門　2020		Fisdom																																																																																																																																																														329		554		650

		415						JMOOC		情報法　2020		Fisdom																																																																																																																																																														133		249		312

		416						JMOOC		オペレーティングシステム 2020		Fisdom																																																																																																																																																														172		305		371

		417						JMOOC		プロジェクトマネジメント入門　2020		Fisdom																																																																																																																																																														394		713		898

		418						早稲田大学		クラウドサービス・分散システム		gacco																																																																																																																																																														293		691		942

		419						早稲田大学		機械学習		gacco																																																																																																																																																														696		1701		2,355

		420						滋賀大学		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）		gacco																																																																																																																																																														1189		3921		4,789

		421						東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ｢memento mori -死を想え-｣		gacco																																																																																																																																																														100		1372		1,939

		422						東北大学		東北大学サイエンスシリーズ｢解明：オーロラの謎｣		gacco																																																																																																																																																														81		996		1,509

		423						株式会社東京証券取引所		『いざ！資産形成』～余裕を持って、余裕を増やす～		gacco																																																																																																																																																																2434		3,305

		424						法政大学		SDGs（持続可能な開発目標）入門		gacco																																																																																																																																																														201		2593		2593

		425						早稲田大学		センサ		gacco																																																																																																																																																																272		508

		426						早稲田大学		深層学習		gacco																																																																																																																																																																513		1,089

		427						JMOOC		避けたい英語　2020		Fisdom																																																																																																																																																																62		427

		428						JMOOC		材料力学　2020		Fisdom																																																																																																																																																																		92

		429						株式会社Findアクティブラーナー		アクティブで深い学びのデザイン		gacco																																																																																																																																																																320		811

		431						早稲田大学		無線通信・IoT通信・センサネットワーク		gacco

		432						早稲田大学		セキュリティ・プライバシ・法令		gacco

		430						早稲田大学		ビッグデータマネジメント・アナリティクス		gacco

		433						大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		Fisdom																																																																																																																																																																		6

		434						東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「社会の中のAI ～人工知能の技術と人間社会の未来展望～」		gacco																																																																																																																																																																		366

		435						東北大学		東北大学サイエンスシリーズ
「東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ
—災害科学の役割」		gacco																																																																																																																																																																		278

		436						東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「男と女の文化史」		gacco																																																																																																																																																																		129

		437						一般社団法人Asuka Academy		[MIT] ビジネスプラン入門		OLJ																																																																																																																																																																1057		1190

		438						一般社団法人Asuka Academy		[Yale] 心理学入門 Part 1		OLJ																																																																																																																																																																1549		1756

		439						一般社団法人Asuka Academy		[UCI] ミクロ経済学 基礎 Part 1		OLJ																																																																																																																																																																625		711

		440						一般社団法人Asuka Academy		[MIT+K12] MITに聞いてみよう！		OLJ																																																																																																																																																																		41

		441						一般社団法人Asuka Academy		[MIT+K12] Science Out Loud		OLJ																																																																																																																																																																		99

		442						一般社団法人Asuka Academy		[MIT+K12] Science Out Loud 2		OLJ																																																																																																																																																																		42

		443						総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス演習		gacco

		444						0		0		0

		445						0		0		0

		446						0		0		0

		447						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0

		0						0		0		0
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学習者推移グラフ

		

		JMOOC公認プラットフォーム コウニン		OUJ-MOOC
(放送大学） ホウソウダイガク		gacco
(NTTドコモgacco)		OpenLearning,Japan
(NetLearning)		Fisdom
(富士通) フジツウ

		開講中 カイコウチュウ		0		11		6		28				gacco計算方法＝開講中の差と新規開講数を終了に足す。
新規開講は、メルマガの前月から比較確認するのが早い ケイサンホウホウカイコウチュウサシンキカイコウスウシュウリョウタシンキカイコウゼンゲツヒカクカクニンハヤ

		募集中 ボシュウチュウ		0		9		0		0

		終了 シュウリョウ		12		259		37		75

		合計 ゴウケイ		12		279		43		103

								総計
(2020.7.3時点) ソウケイジテン		437

										7

				開講中		社会人のための

				５・２１		スマートIOT

						アーキテクチャ・品質エンジニアリング ヒn

						文字起こし		❎

						統計学１		❎

						いざ、				6

				開講中		オーロラの謎 ナz		新規 シンk

				43,647		アクティブで深い フカ		新規 シンk

						宇宙開発を ウチュ		新規 シンk

						クラウド基盤構築演習 キバn		新規 シンk

						IoTとシステムズアプローチ		新規 シンk

						大学生のための		新規 シンk		8

						いざ、		スライド

						社会人のための		スライド

						スマートIOT		スライド

						アーキテクチャ・品質エンジニアリング ヒn		スライド

				43,675		銀河考古学入門		新規 シンk

				開講中 「		組込み・リアルタイムシステム コm		新規 シンk

						ビッグデータマネジメント・アナリティクス to		新規 シンk

						アクティブで深い		スライド

						宇宙開発を通じてみる私たちの社会 ウチュ		スライド

						クラウド基盤構築演習 キバn		スライド

						IoTとシステムズアプローチ ズ		スライド

						いざ、資産形成・・・・ シサn		スライド				8

				43,703		無線通信・IoT通信・センサネットワーク		新規 SINNK

				開講中 「		クラウドサービス・分散システム		新規 SINNK

						銀河考古学入門		スライド

						組込み・リアルタイムシステム コm		スライド

						ビッグデータマネジメント・アナリティクス to		スライド

						アクティブで深い		スライド

						大学生のためのデータサイエンス		新規 シンk

						いざ、資産形成・・・・ シサn		スライド

				43,739		京都からおくる日本史研究の最前線		新規 シンキ

				開講中 「		東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ		新規 シンキ

						セキュリティ・プライバシ・法令		新規 シンキ

						推論・知識処理・自然言語処理		新規 シンキ

						教養としての言語論：言語は私たちをまやかし生きにくくさせる		新規 シンキ

						memento mori-死を想え-		新規 シンキ

						無線通信・IoT通信・センサネットワーク		スライド

						組込み・リアルタイムシステム コm		スライド

						アクティブで深い		スライド

						いざ、資産形成・・・・ シサn		スライド
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ID 産官学 機関名 U_Total U_Total

ID 産官学 機関名 T_Total T_Total

1700

1530

6215

5375

15715

9735

19317

14146

34679

29814

51391

49306

57144

61739

63002

71933

66009

80420

68876

96159

74886

118462

79798

141454

85902

157950

99158

199288

106741

225751

111934

246666

120488

276595

127801

304965

132886.5

318569

141044

341310

146530

360959

150018

383044

153119

404843

158988

426554

170923.5

445372

176651

463592

180157

480090

190370

496466

202762

517178

206303

538061

228695

563939

234882

584793

242500

600557

251175

612712

255234

622570

258990

632360

270884

645110

274748

655176

279352

668968

332726

680475

343719

688896

354321

703049

361516

712283

371255

721925

379442

729170

386957

735104

396412

744656

402287

753242

410291

764700

415549

773622

420933

782733

428644

791818

433489

803180

442477

816991

452799

827848

462311

844985

473592

862430

483501

878414

493339

890694

499475

899199

506895

919062

511657

933780

523640

947435

565510

966367

588360

976062

594819

986179

647887

999480

660948

1012269

668704

1023339

677901

1032307

684439

1041838

693846

1056145

702088

1069396

710212

1082366

717784

1093763

727491

1106031

735943

1116357

748765

1130529

777600

1158584

808736

1203871

821146

1220167



講座情報（配布用）

		講座情報一覧（2019.3.20時点） コウザジョウホウイチランジテン

		0		機関名		講座名		ジャンル		ジャンル		ジャンル		担当教員		対面学習		カテゴリ		PF		新/再 shiンンサイ		開講日

		1		東京大学		日本中世の自由と平等		人文科学		0		12/31/99		本郷 和人		○		12/31/99		gacco		新		4/14/14		大

		2		放送大学		にほんごにゅうもん　		社会科学		0		0		山田 恒夫　他		-		12/31/99		OUJ		新		4/14/14		大

		3		放送大学		コンピュータのしくみ		コンピュータ科学		0		0		岡部 洋一		-		12/31/99		OUJ		新		2014/4		大

		4		慶應義塾大学		インターネット		コンピュータ科学		0		0		村井 純		-		12/31/99		gacco		新		5/19/14		大

		5		早稲田大学		国際安全保障論		社会科学		0		0		栗崎 周平		-		12/31/99		gacco		新		6/16/14		大

		6		北海道大学		オープンエデュケーションと未来の学び		教育と学習		0		0		重田 勝介		○		12/31/99		gacco		新		7/7/14		大

		7		グロービス経営大学院		経営（マネージメント）入門		ビジネスと経営		0		0		荒木 博之　他		○		12/31/99		gacco		新		8/25/14		大

		8		大手前大学		俳句　−十七字の世界−		人文科学		0		0		川本 皓嗣		○		12/31/99		gacco		新		8/25/14		大

		9		九州大学		Global Social Archaeology		社会科学		0		0		溝口 孝司		-		12/31/99		OLJ		新		9/25/14		大

		10		名古屋商科大学		ビジネススクール（入門）		ビジネスと経営		0		0		長沢 雄次　他		○		12/31/99		gacco		新		10/8/14		大

		11		首都大学東京		デジタルアーカイブのつくり方 ～ビッグデータ・オープンデータを紡いで社会につなぐ～		コンピュータ科学		0		0		渡邊 英徳		-		12/31/99		gacco		新		10/10/14		大

		12		東京未来大学		モチベーション・マネジメント		社会科学		0		0		角山 剛		-		12/31/99		gacco		新		10/22/14		大

		13		関西大学		化学生命工学が作る未来		工学		0		0		吉田 宗弘　他		○		12/31/99		gacco		新		10/23/14		大

		14		立命館大学		歴史都市京都の文化・景観・伝統工芸		人文科学		0		0		矢野 桂司　他		-		12/31/99		gacco		新		10/28/14		大

		15		立教大学		交流文学研究 ～東南アジアへの旅～		人文科学		0		0		舛谷 鋭		○		12/31/99		gacco		新		10/30/14		大

		16		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		統計・数学		0		0		竹村 彰通　他		○		12/31/99		gacco		新		11/12/14		学会

		17		同志社大学		アメリカ映画と政治		社会科学		0		0		村田 晃嗣		○		12/31/99		OLJ		新		11/17/14		大

		18		武蔵野美術大学		カタチで意味を伝える ピクトグラム		アート・デザイン		0		0		白尾 隆太等		-		12/31/99		gacco		新		11/18/14		大

		19		東京大学		インタラクティブ・ティーチング		教育と学習		0		0		栗田 佳代子　他		○		12/31/99		gacco		新		11/19/14		大

		20		芝浦工業大学		イノベーション入門		ビジネスと経営		0		0		田中 秀穂　他		○		12/31/99		gacco		新		11/26/14		大

		21		大阪大学		人とロボットが共生する未来社会		工学		0		0		石黒 浩		○		12/31/99		gacco		新		12/11/14		大

		22		明治大学		マンガ・アニメ・ゲーム論		人文科学		0		0		森川 嘉一郎　他		-		12/31/99		gacco		新		1/7/15		大

		23		放送大学		にほんご　にゅうもんA1（英語版）CLASS1-5		社会科学		0		0		山田 恒夫		-		12/31/99		OUJ		再		1/12/15		大

		24		帝塚山大学		はじめての情報ネットワークⅠ		コンピュータ科学		0		0		日置 慎治		-		12/31/99		OUJ		新		1/13/15		大

		25		京都大学iPS細胞研究所		よくわかる！iPS細胞		健康と医療		0		0		京都大学iPS細胞研究所		-		12/31/99		gacco		新		1/14/15		研

		26		立教大学		ブラックホール入門		自然科学		0		0		北本 俊二		-		12/31/99		gacco		新		1/15/15		大

		27		慶應義塾大学（夏野先生）		《特別講座》 ネットワーク産業論		ビジネスと経営		0		0		夏野 剛		-		12/31/99		gacco		新		1/20/15		個

		28		慶應義塾大学		3Dプリンタとデジタルファブリケーション		コンピュータ科学		0		0		田中 浩也		○		12/31/99		gacco		新		2/10/15		大

		29		北星学園大学（監修）＋朝日新聞社		メディアリテラシー－情報の収集と発信－		コンピュータ科学		0		0		朝日新聞社		○		12/31/99		gacco		新		2/12/15		企

		30		茂木 健一郎		脳と創造性		自然科学		0		0		茂木 健一郎		-		12/31/99		gacco		新		2/18/15		個

		31		東海大学		海から考えるこの星の未来
：海洋学への誘い		自然科学		0		0		千賀 康弘　他		-		12/31/99		OLJ		新		2/23/15		大

		32		京都造形芸術大学		デザインへのまなざし － 豊かに生きるための思考術		アート・デザイン		0		0		早川 克美		○		12/31/99		gacco		新		2/24/15		大

		33		東北大学		東日本大震災を科学する　―被害実態と今後の減災への取組―		社会科学		0		0		今村 文彦　他		○		12/31/99		gacco		新		2/25/15		大

		34		慶應義塾大学		ポップパワー		社会科学		0		0		中村 伊知哉		-		12/31/99		gacco		新		3/3/15		大

		35		武蔵野美術大学		物理法則プログラム入門  　― オモシロイ動き、作ってみよう ―		コンピュータ科学		0		0		古堅 真彦		-		12/31/99		gacco		新		3/5/15		大

		36		総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス入門		統計・数学		0		0		土屋 隆裕他		-		12/31/99		gacco		新		3/17/15		官

		37		京都情報大学院大学		応用情報学への招待		コンピュータ科学		0		0		茨木 俊秀他		-		12/31/99		OLJ		新		3/23/15		大

		38		上智大学		大航海時代の日本：日欧文化交流の歴史(ヒストリア)		人文科学		0		0		川村信三他		-		12/31/99		gacco		新		3/24/15		大

		39		産業能率大学		グローバルマネジメント（入門）		ビジネスと経営		0		0		平田　譲二他		○		12/31/99		OLJ		新		4/16/15		大

		40		日本大学		日芸がおくる実践型動画制作入門講座
〜オンデマンドで行う動画表現のためのワークショップ〜		アート・デザイン		0		0		鳥山 正晴他		-		12/31/99		gacco		新		4/16/15		大

		41		TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級		ビジネスと経営		0		0		湊 純子		-		12/31/99		gacco		新		4/23/15		企

		42		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		統計・数学		0		0		総務省統計局他		○		12/31/99		gacco		再		5/12/15		学会

		43		情報セキュリティ大学院大学		情報セキュリティ『超』入門		コンピュータ科学		0		0		後藤　厚宏他		-		12/31/99		gacco		新		5/13/15		大

		44		早稲田大学		しあわせに生きるための心理学
〜アドラー心理学入門〜		人文科学		0		0		向後 千春		○		12/31/99		OLJ		新		5/25/15		大

		45		TAC		《実務・資格講座》憲法で拓(ひら)く、若き「士-SAMURAI」への窓 －行政書士 憲法入門－		ビジネスと経営		0		0		小池 昌三		-		12/31/99		gacco		新		5/26/15		企

		46		東日本国際大学		エジプト学への招待		社会科学		0		0		吉村 作治		-		Ⅰ		OLJ		新		6/1/15		大

		47		順天堂大学		医学・医療の昔・今・これから
-生命進化と疾病ー		健康と医療		0		0		佐藤 信紘　他		○		Ⅲ		OLJ		新		6/1/15		大

		48		日本政策金融公庫		ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学）		ビジネスと経営		0		0		高橋 徳行		-		Ⅲ		gacco		新		6/2/15		官

		49		東京大学		インタラクティブ・ティーチング		教育と学習		0		0		栗田 佳代子　他		○		12/31/99		gacco		再		6/10/15		大

		50		中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール）		MBA戦略経営		ビジネスと経営		0		0		遠山 亮子　他		○		12/31/99		gacco		新		6/11/15		大

		51		帝塚山大学		アジアの文化交流		社会科学		0		0		宇野 隆夫		-		Ⅰ		OUJ		新		6/11/15		大

		52		放送大学		にほんご　にゅうもんA1CLASS6		社会科学		0		0		山田 恒夫		-		Ⅲ		OUJ		再		6/11/15		大

		53		立命館大学		ランニングのスポーツ健康科学		健康と医療		0		0		橋本 健志　他		-		12/31/99		gacco		新		6/16/15		大

		54		TAC		《実務・資格講座》民法で拓(ひら)く、若き「士-SAMURAI」への窓 －宅建士 民法入門－		ビジネスと経営		0		0		川村 龍太郎		-		12/31/99		gacco		新		6/24/15		企

		55		創価大学		グローバルに生きる学生・生徒のための大学論		教育と学習		0		0		小山内　優		○		Ⅰ		OLJ		新		6/30/15		大

		56		大阪工業大学		知的財産とビジネス		ビジネスと経営		0		0		林 茂樹他		-		12/31/99		gacco		新		6/30/15		大

		57		金沢工業大学		世界を変えた書物-原著で辿る科学の潮流-		人文科学		0		0		竺 覚暁		○		Ⅲ		OLJ		新		7/17/15		大

		-		上智大学		大航海時代の日本：日欧文化交流の歴史（ヒストリア）高校生向け特別版		人文科学		0		0		川村 信三　他		○		Ⅲ		gacco		新		未定		なし

		58		グロービス経営大学院		経営（マネジメント）入門		ビジネスと経営		0		0		荒木 博行　他		○		Ⅲ		gacco		再		7/30/15		大

		59		TAC		《実務・資格講座》いまさらのITの基本～基本情報技術者へのいざない～		ビジネスと経営		0		0		遠藤 金作		-		Ⅲ		gacco		新		7/30/15		企

		60		日本政策金融公庫		高校生対象夏休み特別開講《特別講座》ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学）		ビジネスと経営		0		0		高橋　徳行		-		Ⅲ		gacco		再		8/4/15		官

		61		放送大学		コンピュータのしくみⅡ　「コンピュータの構造編」		コンピュータ科学		0		0		岡部 洋一		-		Ⅰ		OUJ		新		2015/8/20		大

		62		明治大学		会計プロフェッショナル入門		ビジネスと経営		0		0		梅原　秀継		○		Ⅰ		gacco		新		8/26/15		大

		63		平田　竹男		スポーツビジネス入門		ビジネスと経営		0		0		平田　竹男		-		12/31/99		gacco		新		9/2/15		個

		64		東京大学		日本中世の自由と平等		人文科学		0		0		本郷 和人		○		Ⅲ		gacco		再		9/8/15		大

		65		TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級		ビジネスと経営		0		0		湊 純子		-		Ⅲ		gacco		再		9/15/15		企

		66		TAC		《実務・資格講座》ビジネスパーソンのための会計入門～はじめてのビジネス会計検定試験®3級～		ビジネスと経営		0		0		下仮屋 貴志		-		Ⅲ		gacco		新		9/29/15		企

		67		東海大学		海から考えるこの星の未来：海洋学への誘い		社会科学		0		0		千賀 康弘　他		-		Ⅲ		OLJ		再		10/1/15		大

		68		日本大学		究極のナノマシンを作る／ナノ物質の不思議な世界		自然科学		0		0		大月 穣		-		Ⅲ		gacco		新		10/7/15		大

		69		情報セキュリティ大学院大学		情報セキュリティ「初級」		コンピュータ科学		0		0		後藤　厚宏　他		-		Ⅲ		gacco		新		10/8/15		大

		70		桜美林大学		観光・レジャー産業のマネジメント －業界イノベーションの種をさぐる－		ビジネスと経営		0		0		山口 有次　他		○		Ⅰ		gacco		新		10/8/15		大

		71		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅱ:推測統計の方法		統計・数学		0		0		竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		新		10/13/15		学会

		72		大阪工業大学		土木・建築構造に関する最近の研究		工学		0		0		井上 晋　他		-		Ⅲ		gacco		新		10/14/15		大

		73		芝浦工業大学		イノベーション入門		ビジネスと経営		0		0		田中 秀穂　他		○		Ⅲ		gacco		再		10/15/15		大

		74		TAC		《実務・資格講座》ビジネスパーソンのための法律入門 ～はじめてのビジネス実務法務検定試験®3級～		ビジネスと経営		0		0		大槻 卓司		○		Ⅲ		gacco		新		10/15/15		企

		75		慶應義塾大学		3Dプリンタとデジタルファブリケーション（キャンパス編）		コンピュータ科学		0		0		田中　浩　也		○		Ⅲ		gacco		再		10/20/15		大

		76		帝京平成大学		大人のたしなみ栄養学		自然科学		0		0		野口 律奈		○		Ⅲ		gacco		新		10/28/15		大

		77		東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ		Jポップ・デジタル作曲法		アート・デザイン		0		0		山口 哲一　他		○		Ⅲ		gacco		新		11/4/15		企

		78		学習院女子大学		日本のきもの　ー歴史と今ー		人文科学		0		0		福島　雅子		-		Ⅰ		OLJ		新		11/4/15		大

		79		九州大学		個人と組織のための最先端サイバーセキュリティ入門		コンピュータ科学		0		0		岡村 耕二		○		Ⅲ		OLJ		新		11/10/15		大

		80		放送大学＋国際交流基金プロジェクトチーム		にほんごにゅうもん　A1 CLASS7		社会科学		0		0		山田恒夫 他		-		Ⅰ		OUJ		再		11/9/15		大

		81		総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス入門		統計・数学		0		0		土屋　隆裕　他		-		Ⅲ		gacco		再		11/17/15		官

		82		立教大学		グローバリゼーション下の日本経済と日本企業		ビジネスと経営		0		0		郭 洋春　他		○		Ⅲ		gacco		新		11/17/15		大

		83		東京大学		インタラクティブ・ティーチング		教育と学習		0		0		栗田 佳代子　他		○		Ⅰ		gacco		再		11/18/15		大

		84		TAC		《実務・資格講座》はじめてのFP FPで学ぶお金の知識		ビジネスと経営		0		0		高鷲 佐織		-		Ⅲ		gacco		新		11/26/15		企

		85		放送大学		コンピュータのしくみI　「論理回路編」		コンピュータ科学		0		0		岡部 洋一		-		Ⅰ		OUJ		新		6/11/15		大

		86		駒澤大学		歌舞伎の経済学		人文科学		0		0		代田 純		○		Ⅲ		gacco		新		12/1/15		大

		87		東京外国語大学		新タイ経済発展論		社会科学		0		0		宮田　敏之		-		Ⅰ		OLJ		新		1/12/16		大

		88		九州大学		Global Social Archaeology: expanded edition
（グローバル社会考古学：増強版）		人文科学		0		0		溝口孝司　他		○		Ⅰ		OLJ		新		1/12/16		大

		89		TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級		ビジネスと経営		0		0		湊 純子		-		Ⅲ		gacco		再		1/12/16		企

		90		大手前大学		ひとと動物の心理学		人文科学		0		0		中島 由佳　他		○		Ⅲ		gacco		新		1/13/16		大

		91		シンクタンク未来教育ビジョン		さあ！プロジェクト学習とポートフォリオを始めよう！		教育と学習		0		0		鈴木　敏恵		-		Ⅲ		OLJ		新		1/18/16		企

		92		杏林大学		社会のしくみ　ー規制を学際的に考えるー		社会科学		0		0		木暮　健太郎　他		○		Ⅲ		OLJ		新		1/18/16		大

		93		法政大学		江戸文化入門		人文科学		0		0		田中　優子		-		Ⅰ		gacco		新		1/19/16		大

		94		文化学園大学		服飾の歴史と文化－公家の装束から現代のファッションまで－		人文科学		0		0		福田 博美　他		-		Ⅲ		gacco		新		1/21/16		大

		95		TAC		《実務・資格講座》ビジネスパーソンのためのファイナンス戦略の基礎		ビジネスと経営		0		0		駒沢 寿		-		Ⅲ		gacco		新		1/28/16		企

		96		SBI大学院大学		中国古典に見る指導者の条件		ビジネスと経営		0		0		守屋 洋		-		Ⅰ		gacco		新		2/4/16		大

		97		東京未来大学		モチベーション・マネジメント		人文科学		0		0		角山 剛		-		Ⅰ		gacco		再		2/4/16		大

		98		京都情報大学院大学		応用情報学への招待		コンピュータ科学		0		0		茨木 俊秀他		-		Ⅲ		OLJ		再		2/8/16		大

		99		京都造形芸術大学		デザインへのまなざし － 豊かに生きるための思考術		アート・デザイン		0		0		早川 克美		○		Ⅰ		gacco		再		2/9/16		大

		100		産業能率大学		グローバルマネジメント（入門）		ビジネスと経営		0		0		平田 譲二　他		○		Ⅲ		gacco		再		2/9/16		大

		101		サイコム・ブレインズ		《実務・資格講座》新規事業開発スキル		ビジネスと経営		0		0		寺石 雅英		○		Ⅲ		gacco		新		2/10/16		企

		102		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		コンピュータ科学		0		0		高根 慎也　他		-		Ⅲ		gacco		新		2/16/16		大

		103		大阪工業大学		Javaによるオブジェクト指向プログラミング入門		コンピュータ科学		0		0		鈴木 基之　他		-		Ⅲ		gacco		新		2/17/16		大

		104		茂木 健一郎		脳と創造性		自然科学		0		0		茂木 健一郎		-		Ⅲ		gacco		再		2/23/16		個

		105		名古屋商科大学		ビジネススクール（入門）		ビジネスと経営		0		0		長沢 雄次　他		○		Ⅰ		gacco		再		3/1/16		大

		106		株式会社幼児教育実践研究所		「幼児教育に新しい風を」－KUNOメソッドによる幼児のための「考える力」教育		教育と学習		0		0		久野 泰可		-		Ⅲ		gacco		新		3/9/16		企

		107		大阪大学		人とロボットが共生する未来社会		自然科学		0		0		石黒 浩		-		Ⅲ		gacco		再		3/15/16		大

		108		いよココロザシ大学		えひめ南予通信大学		人文科学		0		0		松原 孝博　他		-		Ⅲ		gacco		新		4/20/16		自治

		109		同志社大学		アメリカ映画と政治		社会科学		0		0		村田　晃嗣		-		Ⅲ		OLJ		再		2/25/16		大

		110		株式会社NTTドコモ
( IMPACT Foundation Japan)		まちづくりの経済学 ～起業家が集う町・女川～		社会科学		0		0		竹川　隆司 他		-		Ⅲ		gacco		新		3/23/16		企

		111		総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス演習		統計・数学		0		0		會田 雅人　他		-		Ⅲ		gacco		新		4/19/16		官

		112		大妻女子大学		今だからこその江戸美術 Edo Visual Culture As We Really Should Know It		人文科学		0		0		高山 宏		-		Ⅲ		gacco		新		6/9/16		大

		113		東京大学		インタラクティブ・ティーチング		教育と学習		0		0		栗田 佳代子　他		○		Ⅰ		gacco		再		4/27/16		大

		114		金沢大学		自然と共生する生き方：日本と世界の里山・里海		人文科学		0		0		宇野文夫, 中村浩二, 小路晋作		-		Ⅲ		Fisdom		新		3/24/16		大

		115		株式会社オデッセイコミュニケーションズ		基礎から学ぶITリテラシー　インターネットとセキュリティ		コンピュータ科学		0		0		滝口 直樹		-		Ⅲ		gacco		新		6/8/16		企

		116		明治大学		会計プロフェッショナル入門		ビジネスと経営		0		0		梅原　秀継		-		Ⅰ		gacco		再		5/31/16		大

		117		株式会社イーオン		新出題形式対応　TOEIC®テスト600点突破		社会科学		0		0		箱田 勝良　他		○		Ⅲ		gacco		新		7/13/16		企

		118		早稲田大学		しあわせに生きるための心理学 ～アドラー心理学入門～		人文科学		0		0		向後 千春		○		Ⅰ		OLJ		再		5/16/16		大

		119		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		統計・数学		0		0		竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		再		5/11/16		学会

		120		TEAMLAB BODY株式会社		人体ソムリエへの道		健康と医療		0		0		菅本 一臣		-		Ⅲ		gacco		新		6/1/16		企

		121		TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級		ビジネスと経営		0		0		湊 純子		-		Ⅲ		gacco		再		4/26/16		企

		122		TAC		《実務・資格講座》ビジネスパーソンのための会計入門～はじめてのビジネス会計検定試験®3級～		ビジネスと経営		0		0		下仮屋 貴志		-		Ⅲ		gacco		再		4/26/16		企

		123		日本政策金融公庫		ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学）		ビジネスと経営		0		0		高橋 徳行		-		Ⅲ		gacco		再		6/7/16		官

		124		創価大学		生活習慣の改善でがんを防ぐ		健康と医療		0		0		中泉　明彦		-		Ⅲ		OLJ		新		6/28/16		大

		-		東日本国際大学		相談援助による支援（仮）		12/31/99		0		0		12/31/99		12/31/99		12/31/99		OLJ		新		未定		認定外

		125		京都大学iPS細胞研究所		よくわかる！iPS細胞		健康と医療		0		0		京都大学iPS細胞研究所 国際広報室		-		Ⅲ		gacco		再		9/7/16		企

		126		総務省統計局		特別開講：データサイエンス入門		統計・数学		0		0		土屋 隆裕他		-		Ⅲ		gacco		再		3/1/16		官

		127		国立情報学研究所		はじめてのＰ		コンピュータ科学		0		0		秋葉 拓哉　他		-		Ⅲ		gacco		新		8/9/16		企

		128		上智大学		アンコール･ワット研究 ―「人間」を考える総合学問としての新地平―		人文科学		0		0		石澤 良昭　他		-		Ⅰ		gacco		新		9/1/16		大

		129		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		コンピュータ科学		0		0		高根 慎也　他		-		Ⅲ		gacco		再		8/24/16		大

		130		東京大学		日本中世の自由と平等		人文科学		0		0		本郷 和人		-		Ⅲ		gacco		再		7/14/16		大

		131		桜美林大学		観光・レジャー産業のマネジメント －業界イノベーションの種をさぐる－		ビジネスと経営		0		0		山口 有次　他		-		Ⅰ		gacco		再		8/25/16		大

		132		九州大学		味と匂いの科学技術(Science and Technology of Taste and Oder)		健康と医療		0		0		都甲 潔		-		Ⅲ		OLJ		新		9/23/16		大

		133		放送大学＋国際交流基金プロジェクトチーム		にほんご　にゅうもん A1 CLASS 8		社会科学		0		0		放送大学・山田恒夫		-		Ⅲ		OUJ		再		6/20/16		大

		134		株式会社ジェック		信頼関係を深める 実践コミュニケーション講座		社会科学		0		0		松島 光彦、引野 由衣子		○		Ⅲ		gacco		新		10/19/16		企

		135		金沢工業大学		世界を変えた書物 -原著で辿る科学知の潮流-		人文科学		0		0		竺 覚暁		-		Ⅲ		OLJ		再		11/7/16		大

		136		学習院女子大学		味わい教育　〜感じるとおいしくなる魔法〜		健康と医療		0		0		品川 明		○		Ⅰ		OLJ		新		10/11/16		大

		137		一般社団法人 日本統計学会		統計学II : 推測統計の方法		統計・数学		0		0		竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		再		10/12/16		学会

		-		文化学園大学		服飾の歴史と文化(文化学園)江戸ｳｨｰｸ　動画のみ		人文科学		0		0		福田 博美　他		-		Ⅲ		gacco		12/31/99		12/31/99		認定外 ニンテ

		-		駒澤大学		歌舞伎の経済学(再開講：動画配信のみ)		人文科学		0		0		代田 純		-		Ⅲ		gacco		12/31/99		12/31/99		認定外 ニンテ

		138		大手前大学		俳句－十七字の世界－		人文科学		0		0		川本 皓嗣		-		Ⅲ		gacco		再		8/2/16		大

		139		TAC		《実務・資格講座》はじめての簿記　スッキリわかる日商簿記3級		ビジネスと経営		0		0		湊 純子		-		Ⅲ		gacco		再		8/30/16		企

		140		公益社団法人　日本医療社会福祉協会		交通事故被害者生活支援教育		社会科学		0		0		村上　信		-		Ⅲ		gacco		新		1/17/17		企

		141		法政大学		政治哲学入門		人文科学		0		0		杉田　敦		-		Ⅰ		gacco		新		1/24/17		大

		-		観光庁 観光産業課		観光庁オンライン講座「宿泊、運輸、小売等の先進事例による「サービス労働生産性」とは」
～労働生産性の革新に基づく成長産業への道しるべ～		12/31/99		0		0		12/31/99		12/31/99		Ⅲ		gacco		12/31/99		12/31/99		認定外 ニンテ

		-		公立大学法人首都大学東京　産業技術大学院大学		システムエンジニアリング入門		コンピュータ科学		0		0		12/31/99		12/31/99		Ⅲ		？		新		未定		認定外 ニンテ

		142		立教大学		世界に日本語を広めよう！～”そうだったのか”の日本語教育学		教育と学習		0		0		池田 伸子		-		Ⅲ		gacco		新		12/1/16		大

		143		大阪工業大学		知的財産とビジネス		ビジネスと経営		0		0		林 茂樹他		-		Ⅲ		gacco		再		9/6/16		大

		144		いよココロザシ大学		えひめ南予通信大学		人文科学		0		0		松原 孝博　他		○		Ⅲ		gacco		再		8/24/16		自治

		145		東京農工大学		農学がよみとく「いのち」と「生活」
〜持続発展可能な社会へ〜		自然科学		0		0		横山　正
野村　義宏
高田　秀重
武田　庄平		-		Ⅲ		OLJ		新		12/1/16		大

		146		日本大学		文化翻訳入門－日本と世界の文化コミュニケーション－		人文科学		0		0		松岡　直美		-		Ⅲ		gacco		新		1/11/17		大

		147		SBI大学院大学		中国古典に見る指導者の条件		ビジネスと経営		0		0		守屋 洋		-		Ⅰ		gacco		再		2/7/17		大

		148		学習院大学		ビジネスエコノミクス		ビジネスと経営		0		0		伊藤　元重		-		Ⅲ		gacco		新		11/16/16		大

		149		桜美林大学		高齢者のからだとこころのアセスメント		健康と医療		0		0		渡辺　修一郎		○		Ⅰ		gacco		新		12/7/16		大

		150		総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス入門		統計・数学		0		0		土屋 隆裕他		-		Ⅲ		gacco		再		12/13/16		官

		151		放送大学		コンピュータのしくみI「論理回路編」		コンピュータ科学		0		0		岡部 洋一		-		Ⅰ		Fisdom		新		11/7/16		大

		152		放送大学		コンピュータのしくみⅡ「コンピュータの構造編」		コンピュータ科学		0		0		岡部 洋一		-		Ⅰ		Fisdom		新		12/5/16		大

		153		放送大学		にほんごにゅうもん　A1 CLASS9		社会科学		0		0		山田 恒夫　他		-		Ⅲ		Fisdom		再		12/5/16		大

		154		東北大学		解明:オーロラの謎		自然科学		0		0		小原 隆博		-		Ⅲ		gacco		新		2/1/17		大

		155		東北大学		memento mori-死を想え-		人文科学		0		0		鈴木 岩弓		-		Ⅲ		gacco		新		2/1/17		大

		156		杏林大学		社会のしくみ－社会保障を学際的に考える－		社会科学		0		0		木暮健太郎		○		Ⅲ		OLJ		新		2/7/17		大

		157		大阪工業大学		Javaによるオブジェクト指向プログラミング入門		コンピュータ科学		0		0		鈴木 基之　他		-		Ⅲ		gacco		再		1/12/17		大

		158		杏林大学		社会のしくみ－規制を学際的に考える－		社会科学		0		0		木暮健太郎		-		Ⅲ		OLJ		再		1/10/17		大

		159		大阪市立大学		都市の災害リスクとその備え		社会科学		0		0		三田村宗樹		-		Ⅲ		gacco		新		2/14/17		大

		160		東京未来大学		モチベーション・マネジメント		社会科学		0		0		角山 剛		-		Ⅰ		gacco		再		1/18/17		大

		161		JMOOC		金属材料学		工学		理工系基礎科目		0		鈴鹿工業高等専門学校　黒田 大介		-		Ⅱ		Fisdom		新		1/17/17		その他

		162		JMOOC		制御工学		工学		理工系基礎科目		0		函館工業高等専門学校　浜 克己		-		Ⅱ		Fisdom		新		1/17/17		その他

		163		JMOOC		電気回路		工学		理工系基礎科目		0		東京工業高等専門学校　西村 亮		-		Ⅱ		Fisdom		新		1/17/17		その他

		164		JMOOC		品質管理		工学		理工系基礎科目		0		函館工業高等専門学校　小林 淳哉		-		Ⅱ		Fisdom		新		1/17/17		その他

		165		京都造形大学		デザインへのまなざし － 豊かに生きるための思考術		アート・デザイン		0		0		早川 克美		○		Ⅰ		gacco		再		2/7/17		大

		166		大阪市立大学		アートの力とマネジメント		アート・デザイン		0		0		中川　眞		-		Ⅲ		gacco		新		2/14/17		大

		167		国立情報学研究所		はじめてのＰ		コンピュータ科学		0		0		秋葉 拓哉　他		-		Ⅲ		gacco		再		3/15/17		その他

		168		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		コンピュータ科学		0		0		高根 慎也　他		-		Ⅲ		gacco		再		2/15/17		大

		169		株式会社幼児教育実践研究所		「幼児教育に新しい風を」－KUNOメソッドによる幼児のための「考える力」教育		教育と学習		0		0		久野 泰可		-		Ⅲ		gacco		再		1/31/17		企

		170		北海道大学		戦争倫理学		社会科学		0		0		眞嶋　俊造		○		Ⅰ		gacco		新		3/22/17		大

		171		放送大学		コンピュータのしくみI「論理回路編」		コンピュータ科学		0		0		岡部 洋一		-		Ⅰ		OUJ		再		2/13/17		大

		172		放送大学		ICT-enhanced GNH Society in Bhutan		社会科学		コンピュータ科学		0		河合明宣ほか		-		Ⅲ		OUJ		新		2/20/17		大

		173		明治大学		安全の共通理念を学ぶ　向殿安全学入門		ビジネスと経営		社会科学		工学		向殿政男		-		Ⅰ		Fisdom		新		4/1/17		大

		174		公益社団法人　日本医療社会福祉協会		交通事故被害者生活支援教育		社会科学		0		0		村上　信		-		Ⅲ		gacco		再		4/17/17		企

		175		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		統計・数学		0		0		竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		再		4/20/17		学会

		176		子どもの発達研究所/株式会社すららネット		子どもの発達を科学する		社会科学		教育と学習		0		和久田　学		-		Ⅲ		gacco		新		3/28/17		企

		177		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅲ:多変量データ解析法		統計・数学		0		0		岩崎学　他		○		Ⅲ		gacco		新		6/6/17		学会

		178		JMOOC		流体力学		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学		-		Ⅰ		Fisdom		新		4/18/17		その他

		179		JMOOC		微積分		統計・数学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学		-		Ⅰ		Fisdom		新		4/18/17		その他

		180		JMOOC		統計学入門		統計・数学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学		-		Ⅰ		Fisdom		新		4/18/17		その他

		181		JMOOC		電磁気学		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学		-		Ⅰ		Fisdom		新		4/18/17		その他

		182		JMOOC		電子回路		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学		-		Ⅰ		Fisdom		新		4/18/17		その他

		183		JMOOC		工業力学		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学		-		Ⅰ		Fisdom		新		4/18/17		その他

		184		JMOOC		機構学		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学		-		Ⅰ		Fisdom		新		4/18/17		その他

		185		JMOOC		機械力学		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学		-		Ⅰ		Fisdom		新		4/18/17		その他

		ー		金沢大学		行動経済学と金融リテラシー		ビジネスと経営		社会科学		0		12/31/99		12/31/99		12/31/99		Fisdom		12/31/99		12/31/99		認定外 ガイド

		186		総務省統計局		誰でも使える統計オープンデータ		統計・数学		0		0		西内 啓　他		-		Ⅲ		gacco		新		6/6/17		官

		187		日本政策金融公庫		ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学）		ビジネスと経営		0		0		高橋 徳行		-		Ⅲ		gacco		再		5/9/17		官

		188		千葉工業大学		宇宙開発を通してみる私たちの社会		自然科学		0		0		和田　豊他		○		Ⅲ		gacco		新		7/4/17		大

		189		公益社団法人　日本医療社会福祉協会		交通事故被害者生活支援教育		社会科学		0		0		村上　信		-		Ⅲ		gacco		再		7/18/17		企

		190		公益社団法人　日本医療社会福祉協会		交通事故被害者生活支援教育		社会科学		0		0		村上　信		-		Ⅲ		gacco		再		10/17/17		企

		191		公益社団法人　日本医療社会福祉協会		交通事故被害者生活支援教育		社会科学		0		0		村上　信		-		Ⅲ		gacco		再		1/16/18		企

		192		株式会社ジェック		企業で働くリーダーのための実践マネジメント基礎講座		ビジネスと経営		社会科学		0		近藤美由紀
他		○		Ⅲ		gacco		新		9/13/17		企

		193		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		コンピュータ科学		0		0		高根 慎也　他		-		Ⅲ		gacco		再		8/23/17		大

		194		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		コンピュータ科学		0		0		高根 慎也　他		-		Ⅲ		gacco		再		2/14/18		大

		195		創価大学		楽観主義の心理学　– ポジティブライフのすすめ –		人文科学		0		0		鈎　治雄		-		Ⅲ		OLJ		新		9/19/17		大

		196		一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		誰でも教えられる ! プログラミング授業		コンピュータ科学		教育と学習		0		斎藤正武（中央大学）		○		Ⅲ		Fisdom		新		7/3/17		その他

		197		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅱ:推測統計の方法		統計・数学		0		0		竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		再		10/11/17		学会

		198		東北大学		解明:オーロラの謎		自然科学		0		0		小原 隆博		-		Ⅲ		gacco		再		11/1/17		大

		199		東北大学		memento mori-死を想え-		人文科学		0		0		鈴木 岩弓		○		Ⅲ		gacco		再		10/3/17		大

		200		株式会社ジェック		上司を活かし組織を動かす実践フォロワーシップ講座		ビジネスと経営		社会科学		0		福井夏子		○		Ⅲ		gacco		新		11/1/17		企

		201		大阪市立大学		都市の災害リスクとその備え		社会科学		0		0		三田村宗樹		-		Ⅲ		gacco		再		8/26/18		大

		202		大阪工業大学		知的財産とビジネス		ビジネスと経営		0		0		林 茂樹他		-		Ⅲ		gacco		再		10/3/17		大

		203		大阪工業大学		土木・建築構造に関する最近の研究		工学		0		0		井上 晋　他		-		Ⅲ		gacco		再		8/23/17		大

		204		大阪工業大学		プログラミング入門　〜Javaによるオブジェクト指向プログラミング〜		コンピュータ科学		0		0		鈴木 基之　他		-		Ⅲ		gacco		再		11/14/17		大

		205		法政大学		観測的宇宙論入門		自然科学		0		0		岡村定矩		-		Ⅰ		gacco		新		1/24/18		大

		206		学校法人岩崎学園		情報セキュリティ基礎		コンピュータ科学		0		0		長谷川長一		-		Ⅲ		gacco		新		11/7/17		大

		207		国立情報学研究所		オープンサイエンス時代の研究データ管理		コンピュータ科学		0		0		山地 一禎 他		-		Ⅲ		gacco		新		11/15/17		企

		208		日本政策金融公庫		『高校生対象夏休み特別開講』ビジネスプランをつくってみよう（武蔵大学）		ビジネスと経営		0		0		高橋 徳行		-		Ⅲ		gacco		再		7/25/17		官

		209		東京農工大学		正確かつ精確に英語を読むにはどうしたらいいか		教育と学習		0		0		畠山雄二		-		Ⅰ		OLJ		新		1/10/18		大

		210		学習院女子大学		妖怪の世界を探る～その伝承とビジュアルテキスト～		人文科学		0		0		中石万莉		-		Ⅰ		OLJ		新		11/1/17		大

		211		立教大学		グローバリゼーション時代の国際政治～市民のつくる平和と豊かさ～		社会科学		0		0		竹中 千春		-		Ⅰ		gacco		新		1/16/18		大

		212		東北大学		東北大学サイエンスシリーズ
「東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ
—災害科学の役割」		自然科学		0		0		今村 文彦　他		-		Ⅲ		gacco		新		1/25/18		大

		213		岐阜大学		事例に学ぶ災害対策		教育と学習		自然科学		0		小山 真紀		-		Ⅲ		gacco		新		12/5/17		大

		214		総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス演習		統計・数学		0		0		會田 雅人　他		-		Ⅲ		gacco		再		11/28/17		官

		215		国立大学法人九州大学		個人と組織のための最先端サイバーセキュリティ入門		コンピュータ科学		0		0		岡村 耕二		-		Ⅲ		OLJ		再		1/10/18		大

		216		立命館大学		白川文字学への招待―漢字と東洋の歴史文化		人文科学		0		0		杉橋　隆夫		-		Ⅲ		gacco		新		3/1/18		大

		217		立命館大学		SOFIX科学有機農業入門講座		自然科学		0		0		久保　幹		-		Ⅲ		gacco		新		2/1/18		大

		218		立命館大学		運動と健康の理論・実践		健康と医療		0		0		真田　樹義		-		Ⅲ		gacco		新		2/1/18		大

		219		立命館大学		法心理・司法臨床：法学と心理学の学融		人文科学		0		0		若林　宏輔		-		Ⅲ		gacco		新		3/1/18		大

		220		一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		誰でも教えられる ! プログラミング授業		コンピュータ科学		教育と学習		0		斎藤正武（中央大学）		-		Ⅲ		Fisdom		再		11/20/17		その他

		221		一般社団法人　子供教育創造機構		子ども達が最高の選択肢を掴むために
～「主体的・対話的で深い学び」を社会で実現する～		教育と学習		0		0		赤井　友美
ほか		-		Ⅲ		gacco		新		12/13/17		その他

		222		明治大学		安全学		ビジネスと経営		社会科学		工学		向殿政男		-		Ⅰ		Fisdom		再		11/16/17		大

		223		北海道大学		ようこそ、科学技術コミュニケーション		社会科学		教育と学習		アート・デザイン		奥本素子		-		Ⅰ		gacco		新		3/7/18		大

		224		桜美林大学		大学というものを考える―その課題とは何か		教育と学習		0		0		山本　眞一		○		Ⅰ		Fisdom		新		2/1/18		大

		225		文化学園大学		健康心理学入門		人文科学		健康と医療		0		野口  京子		-		Ⅲ		Fisdom		新		1/31/18		大

		0		株式会社チェンジ		総務省　ICTスキル総合習得プログラム（eラーニング編）		12/31/99		0		0		齋藤　経史		-		Ⅲ		gacco		新		12/31/99		企

		226		一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		MOOC制作時の著作権等の権利処理ガイドライン		教育と学習		0		0		我妻 潤子		12/31/99		Ⅲ		Fisdom		新		5/7/18		企

		227		東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「男と女の文化史」		人文科学		0		0		高橋　章則　他		-		Ⅰ		gacco		新		5/23/18		大

		228		筑波大学		嘉納治五郎とオリンピック・ムーブメント		人文科学		0		0		真田　久　他		-		Ⅰ		gacco		新		3/29/18		大

		229		大阪市立大学		都市史研究の最前線　―大阪を中心に―		人文科学		0		0		佐賀　朝		-		Ⅲ		gacco		新		3/6/18		大

		230		大阪市立大学		アートの力とマネジメント		アート・デザイン		0		0		中川　眞		-		Ⅲ		gacco		再		3/6/18		大

		231		東京未来大学		モチベーション・マネジメント		社会科学		0		0		角山 剛		-		Ⅰ		gacco		再		2/14/18		大

		232		総務省統計局		データサイエンス・オンライン講座
「社会人のためのデータサイエンス入門」		統計・数学		0		0		西内　啓　他		-		Ⅲ		gacco		再		5/29/18		官

		233		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		統計・数学		0		0		竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		再		4/18/18		学会

		234		株式会社Findアクティブラーナー		アクティブで深い学びのデザイン		人文科学		0		0		山内祐平
木原 俊行 他（大阪教育大学大学院）		○		Ⅲ		gacco		新		5/23/18		その他

		-		日本政策金融公庫		ビジネスプランをつくってみよう		ビジネスと経営		0		0		高橋 徳行		-		Ⅲ		gacco		新		12/31/99		認定取り消し ニンテイト

		235		大手前大学		パズルで情報活用		コンピュータ科学		0		0		本田直也		○		Ⅰ		gacco		新		11/6/18		大

		236		JMOOC		コンピュータのしくみ		コンピュータ科学		理工系基礎科目		0		東京工科大学  松下 宗一郎		-		Ⅲ		Fisdom		新		4/17/18		その他

		237		JMOOC		安全学入門		ビジネスと経営		社会科学		理工系基礎科目		明治大学  向殿 政男		-		Ⅰ		Fisdom		新		4/17/18		その他

		238		JMOOC		線形代数		統計・数学		理工系基礎科目		0		明治大学  阿原 一志		-		Ⅰ		Fisdom		新		4/17/18		その他

		239		JMOOC		新人SEのための確率と統計基礎		統計・数学		理工系基礎科目		0		東京工科大学  亀田 弘之		-		Ⅲ		Fisdom		新		未定		その他

		240		株式会社ナガセ		先生のための一生モノの学びを得られる授業づくり ～高校化学を通じて主体的・協働的な学びを考える～		教育と学習		0		0		開成高校　小松寛		-		Ⅲ		gacco		新		7/19/18		企

		241		株式会社ジェック		知ると営業が楽しくなる実践営業スキル基礎講座		ビジネスと経営		社会科学		0		松島光彦		○		Ⅲ		gacco		新		8/8/18		企

		242		株式会社東京証券取引所		『いざ！資産形成』～余裕を持って、余裕を増やす～		ビジネスと経営		0		0		森元 憲介、井上　直樹、森本　加那子、斎藤　史貴		-		Ⅲ		gacco		新		4/20/18		企

		243		早稲田大学		スマートIoTシステム・ビジネス入門		ビジネスと経営		コンピュータ科学		0		鷲崎 弘宜		-		Ⅲ		gacco		新		7/25/18		大

		244		一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム		知識ゼロから始めるデジタルサイネージ入門		ビジネスと経営		コンピュータ科学		0		中村　伊知哉　他		-		Ⅲ		gacco		新		6/13/18		その他

		245		JMOOC		電気回路2018		工学		理工系基礎科目		0		東京工業高等専門学校  西村 亮		-		Ⅱ		Fisdom		再		4/17/18		その他

		246		JMOOC		制御工学2018		工学		理工系基礎科目		0		函館工業高等専門学校  浜 克己		-		Ⅱ		Fisdom		再		4/17/18		その他

		247		JMOOC		品質管理2018		工学		理工系基礎科目		0		函館工業高等専門学校  小林 淳哉		-		Ⅱ		Fisdom		再		4/17/18		その他

		248		JMOOC		金属材料学2018		工学		理工系基礎科目		0		鈴鹿工業高等専門学校  黒田 大介		-		Ⅱ		Fisdom		再		4/17/18		その他

		249		JMOOC		機械力学2018		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  田浦 裕生		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/18		その他

		250		JMOOC		流体力学2018		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  山崎 渉		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/18		その他

		251		JMOOC		機構学2018		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  磯部 浩巳		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/18		その他

		252		JMOOC		工業力学2018		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学 上村 靖司		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/18		その他

		253		JMOOC		電子回路2018		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  圓道 知博		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/18		その他

		254		JMOOC		電磁気学2018		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  木村 宗弘		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/18		その他

		255		JMOOC		統計学入門2018		統計・数学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  北島 宗雄		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/18		その他

		256		JMOOC		微積分2018		統計・数学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  高橋 弘毅		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/18		その他

		257		九州大学		昆虫学入門 -多様性を探る-: Exploring Insect Biodiversity		自然科学		0		0		丸山　宗利		-		Ⅲ		OLJ		新		7/23/18		大

		258		滋賀大学		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）		統計・数学		0		0		竹村　彰通　他		-		Ⅲ		gacco		新		6/11/18		大

		259		日本政策金融公庫		ビジネスプランを作ってみよう<実践編>		ビジネスと経営		0		0		高橋 徳行		-		Ⅲ		gacco		新		7/24/18		官

		260		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅲ:多変量データ解析法		統計・数学		0		0		岩崎学　他		○		Ⅲ		gacco		再		7/25/18		学会

		261		株式会社ジェック		共創する商談！実践コンサルティング営業講座		ビジネスと経営		社会科学		0		松井 達則		○		Ⅲ		gacco		新		10/10/18		企

		262		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		コンピュータ科学		0		0		高根 慎也　他		-		Ⅲ		gacco		再		8/29/18		大

		263		大阪工業大学		知的財産とビジネス		ビジネスと経営		0		0		林 茂樹他		-		Ⅲ		gacco		再		9/12/18		大

		264		大阪工業大学		土木・建築構造に関する最近の研究		工学		0		0		井上 晋　他		-		Ⅲ		gacco		再		7/17/18		大

		265		法政大学		The Modern Macroeconomy		ビジネスと経営		0		0		ジェス　ダイヤモンド		-		Ⅰ		gacco		新		1/22/19		大

		266		東北大学		東北大学サイエンスシリーズ
「東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ
—災害科学の役割」		自然科学		0		0		今村 文彦　他		-		Ⅲ		gacco		再		9/26/18		大

		267		東北大学		東北大学サイエンスシリーズ｢解明：オーロラの謎｣		自然科学		0		0		小原 隆博		○		Ⅲ		gacco		再		10/31/18		大

		268		東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ｢memento mori -死を想え-｣		人文科学		0		0		鈴木 岩弓		○		Ⅲ		gacco		再		10/3/18		大

		269		大阪工業大学		Javaによるオブジェクト指向プログラミング		コンピュータ科学		教育と学習		0		鈴木 基之　他		-		Ⅲ		gacco		再		11/8/18		大

		270		早稲田大学		クラウド基盤構築演習		コンピュータ科学		0		0		中島 倫明他		-		Ⅲ		gacco		新		9/27/18		大

		271		早稲田大学		アーキテクチャ・品質エンジニアリング		コンピュータ科学		0		0		鄭 顕志他		-		Ⅲ		gacco		新		9/27/18		大

		272		創価大学		世界文学への招待		人文科学		0		0		浅山　龍一　他		-		Ⅲ		OLJ		新		9/18/18		大

		273		早稲田大学		組込み・リアルタイムシステム		コンピュータ科学		0		0		戸川 望　他		-		Ⅲ		gacco		新		10/31/18		大

		274		早稲田大学		IoTとシステムズアプローチ		コンピュータ科学		0		0		新谷 勝利 他		-		Ⅲ		gacco		新		10/31/18		大

		275		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅱ:推測統計の方法		統計・数学		0		0		竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		再		10/10/18		学会

		276		総務省統計局		誰でも使える統計オープンデータ		統計・数学		0		0		西内 啓　他		-		Ⅲ		gacco		再		12/4/18		官

		277		早稲田大学		ビッグデータマネジメント・アナリティクス		コンピュータ科学		0		0		山名 早人 他		-		Ⅲ		gacco		新		11/29/18		大

		278		早稲田大学		機械学習・深層学習		コンピュータ科学		0		0		清 雄一 他		-		Ⅲ		gacco		新		11/29/18		大

		279		東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「男と女の文化史」		人文科学		0		0		高橋 章則 他		-		Ⅰ		gacco		再		1/16/19		大

		280		東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「家族と民法」		社会科学		0		0		水野 紀子		-		Ⅰ		gacco		新		1/16/19		大

		281		立命館大学		教養としての言語論: 言語は私たちをまやかし生きにくくさせる		人文科学		社会科学		教育と学習		山中 司		-		Ⅰ		gacco		新		2/28/19		大

		282		立教大学		勝利の方程式　スポーツと栄養		健康と医療		0		0		杉浦　克己		-		Ⅰ		gacco		新		12/4/18		大

		283		早稲田大学		クラウドサービス・分散システム		コンピュータ科学		0		0		高橋 竜一 他		-		Ⅲ		gacco		新		12/25/18		大

		284		早稲田大学		無線通信・IoT通信・センサネットワーク		コンピュータ科学		0		0		甲藤 二郎 他		-		Ⅲ		gacco		新		12/25/18		大

		285		立命館大学		京都からおくる日本史研究の最前線		人文科学		0		0		美川圭 他		-		Ⅲ		gacco		新		2/14/19		大

		286		立命館大学		生存学の企て　病い、老い、障害と共に		社会科学		健康と医療		0		立岩 真也 他		-		Ⅲ		gacco		新		1/15/19		大

		287		立命館大学		健康づくりのための運動と栄養摂取の実践		健康と医療		0		0		藤田 聡 他		-		Ⅲ		gacco		新		1/15/19		大

		288		南九州大学		レッツ・エンジョイ・昆虫学		自然科学		0		0		新谷 喜紀		-		Ⅲ		gacco		新		12/4/18		大

		289		一般社団法人文字起こし活用推進協議会		これからの柔軟な働き方 ～文字起こしスキルを身につけよう～		資格・試験対策		0		0		宮田志保／山岸里美 他		-		Ⅲ		gacco		新		1/17/19		その他

		290		東京未来大学		心理学スパイラルアップ―多角的な視点からの接近		人文科学		0		0		出口 保行 他		-		Ⅰ		gacco		新		1/23/19		大

		291		一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		誰でも教えられる ! プログラミング授業		コンピュータ科学		教育と学習		0		斎藤正武（中央大学）		-		Ⅲ		Fisdom		再		11/26/18		その他

		292		岐阜大学		事例に学ぶ災害対策		教育と学習		自然科学		0		小山 真紀		-		Ⅲ		Fisdom		再		12/3/18		大

		293		滋賀大学		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）		統計・数学		0		0		竹村　彰通　他		-		Ⅲ		gacco		再		10/15/18		大

		294		株式会社Findアクティブラーナー		アクティブで深い学びのデザイン		人文科学		0		0		山内祐平　木原 俊行 他（大阪教育大学大学院）		○		Ⅲ		gacco		再		11/20/18		その他

		295		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		コンピュータ科学		0		0		高根 慎也　他		-		Ⅲ		gacco		再		2/13/19		大

		296		筑波大学		嘉納治五郎とオリンピック・ムーブメント		人文科学		0		0		真田　久　他		-		Ⅰ		gacco		再		1/22/19		大

		297		一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		誰でも教えられる ! プログラミング授業 【応用編】		コンピュータ科学		0		0		斎藤正武（中央大学）		-		Ⅲ		Fisdom		新		2/4/19		企

		298		一般社団法人教育機関の情報環境構築と人財育成協議会		教育機関のICT化を考える		教育と学習		0		0		渡邉純一		-		Ⅲ		Fisdom		新		2/4/19		企

		299		北海道大学		戦争倫理学		社会科学		0		0		眞嶋　俊造		-		Ⅰ		gacco		再		2/21/19		大

		300		大阪市立大学		都市史研究の最前線　―大阪を中心に―		人文科学		0		0		佐賀　朝　他		-		Ⅲ		gacco		再		2/15/19		大

		301		JMOOC		電気回路 2019		工学		理工系基礎科目		0		東京工業高等専門学校  西村 亮		-		Ⅱ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		305		JMOOC		制御工学 2019		工学		理工系基礎科目		0		函館工業高等専門学校  浜 克己		-		Ⅱ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		306		JMOOC		品質管理 2019		工学		理工系基礎科目		0		函館工業高等専門学校  小林 淳哉		-		Ⅱ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		307		JMOOC		金属材料学 2019		工学		理工系基礎科目		0		鈴鹿工業高等専門学校  黒田 大介		-		Ⅱ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		308		JMOOC		機械力学 2019		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  田浦 裕生		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		309		JMOOC		流体力学 2019		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  山崎 渉		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		310		JMOOC		機構学 2019		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  磯部 浩巳		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		311		JMOOC		工業力学 2019		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学 上村 靖司		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		312		JMOOC		電子回路 2019		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  圓道 知博		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		313		JMOOC		電磁気学 2019		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  木村 宗弘		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		314		JMOOC		統計学入門2019		統計・数学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  北島 宗雄		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		315		JMOOC		微積分 2019		統計・数学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  高橋 弘毅		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		316		JMOOC		コンピュータのしくみ 2019		コンピュータ科学		理工系基礎科目		0		東京工科大学  松下 宗一郎		-		Ⅲ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		302		JMOOC		線形代数 2019		統計・数学		理工系基礎科目		0		明治大学  阿原 一志		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		304		JMOOC		安全学入門 2019		ビジネスと経営		社会科学		理工系基礎科目		明治大学  向殿 政男		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		303		JMOOC		コンピュータのしくみI「論理回路編」 2019		コンピュータ科学		理工系基礎科目		0		放送大学　岡部 洋一		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		317		JMOOC		コンピュータのしくみⅡ「コンピュータの構造編」 2019		コンピュータ科学		理工系基礎科目		0		放送大学　岡部 洋一		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/17/19		その他

		318		公益社団法人土木学会		土木情報学入門		コンピュータ科学		工学		0		蒔苗 耕司		-		Ⅱ		OLJ		新		5/7/19		学会

		319		JMOOC		Webで学ぶJavascript 2019		コンピュータ科学		理工系基礎科目		0		名古屋市立大学　金子 格		-		Ⅲ		Fisdom		新		4/17/19		その他

		320		JMOOC		Pythonで学ぶビジネスデータ分析入門 2019		コンピュータ科学		統計・数学		理工系基礎科目		ちゅらデータ　真嘉比 愛		-		Ⅲ		Fisdom		新		4/17/19		その他

		321		JMOOC		未経験者のためのPHPとMySQLを用いたWebデータシステム入門 2019		コンピュータ科学		理工系基礎科目		0		法政大学　髙田 美樹		-		Ⅰ		Fisdom		新		4/17/19		その他

		322		JMOOC		要求工学概論 2019		コンピュータ科学		理工系基礎科目		0		名古屋大学大学院　山本 修一郎		-		Ⅰ		Fisdom		新		4/17/19		その他

		323		JMOOC		インターネットセキュリティ基礎 2019		コンピュータ科学		理工系基礎科目		0		アライドテレシスアカデミー　小林　忍		-		Ⅲ		Fisdom		新		4/17/19		その他

		324		総務省統計局		社会人のためのデータサイエンス演習 2019		統計・数学		0		0		會田 雅人　他		-		Ⅲ		gacco		再		5/14/19		官

		325		ドラッカー学会		教養としてのドラッカー		ビジネスと経営		0		0		阪井和男/井坂康志		-		Ⅲ		Fisdom		新		4/8/19		学会

		326		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		統計・数学		0		0		竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		再		4/17/19		学会

		327		早稲田大学		スマートIoTシステム・ビジネス入門		ビジネスと経営		コンピュータ科学		0		鷲崎 弘宜		-		Ⅲ		gacco		再		5/8/19		大

		328		早稲田大学		アーキテクチャ・品質エンジニアリング		コンピュータ科学		0		0		鄭 顕志他		-		Ⅲ		gacco		再		5/8/19		大

		329		JMOOC		Python入門 2019		コンピュータ科学		理工系基礎科目		0		寺田学		-		Ⅲ		Fisdom		新		4/17/19		その他

		330		一般社団法人文字起こし活用推進協議会		これからの柔軟な働き方 ～文字起こしスキルを身につけよう～		資格・試験対策		0		0		宮田志保／山岸里美 他		-		Ⅲ		gacco		再		4/24/19		その他

		331		千葉工業大学		宇宙開発を通してみる私たちの社会		自然科学		0		0		和田　豊他		-		Ⅲ		gacco		再		6/6/19		大

		332		公益社団法人土木学会		比較自然災害学（水災害編）		工学		社会科学		0		中央大学　有川 太郎		-		Ⅱ		Fisdom		新		6/17/19		学会

		333		株式会社Findアクティブラーナー		アクティブで深い学びのデザイン		人文科学		0		0		山内祐平　木原 俊行 他（大阪教育大学大学院）		○		Ⅲ		gacco		再		6/11/19		その他

		334		株式会社東京証券取引所		『いざ！資産形成』～余裕を持って、余裕を増やす～		ビジネスと経営		0		0		森元 憲介、井上　直樹、森本　加那子、斎藤　史貴		-		Ⅲ		gacco		再		4/25/19		企

		335		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		コンピュータ科学		0		0		高根 慎也　他		-		Ⅲ		Fisdom		再		8/28/19		大

		336		東北大学		東北大学サイエンスシリーズ｢解明：オーロラの謎｣		自然科学		0		0		小原 隆博		○		Ⅲ		gacco		再		6/19/19		大

		337		東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ｢memento mori -死を想え-｣		人文科学		0		0		鈴木 岩弓		○		Ⅲ		gacco		再		8/28/19		大

		338		東北大学		東北大学サイエンスシリーズ「銀河考古学入門～銀河の形成と進化を辿る～」		自然科学		0		0		千葉		-		Ⅰ		gacco		新		7/17/19		大

		339		早稲田大学		クラウド基盤構築演習		コンピュータ科学		0		0		中島 倫明他		-		Ⅲ		gacco		再		6/5/19		大

		340		早稲田大学		IoTとシステムズアプローチ		コンピュータ科学		0		0		新谷 勝利 他		-		Ⅲ		gacco		再		6/5/19		大

		341		早稲田大学		組込み・リアルタイムシステム		コンピュータ科学		0		0		戸川 望　他		-		Ⅲ		gacco		再		7/10/19		大

		342		早稲田大学		ビッグデータマネジメント・アナリティクス		コンピュータ科学		0		0		山名 早人 他		-		Ⅲ		gacco		再		7/10/19		大

		343		滋賀大学		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）		統計・数学		0		0		竹村　彰通　他		-		Ⅲ		gacco		再		5/27/19		大

		344		九州大学		豪雨災害とその対策―平成29年7月九州北部豪雨災害を例に―		社会科学		工学		自然科学		三谷 泰浩		○		Ⅲ		OLJ		新		7/25/19		大

		345		法政大学		SDGs（持続可能な開発目標）入門		社会科学		0		0		川久保　俊		-		Ⅲ		gacco		新		10/1/19

		346		自然科学		東北大学サイエンスシリーズ
「東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ
—災害科学の役割」		自然科学		0		0		今村 文彦　他		-		Ⅲ		gacco		再		9/26/18		大

		347		社会科学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「家族と民法」		社会科学		0		0		水野 紀子		-		Ⅰ		gacco		再		1/16/19		大

		348		北海道大学		放射線・放射能の科学		工学		自然科学		健康と医療		小林 和也		-		Ⅰ		gacco		新		11/20/19		大

		349		早稲田大学		推論・知識処理・自然言語処理		コンピュータ科学		0		0		鷲崎 弘宜		-		Ⅲ		gacco		新		9/3/19		大

		350		早稲田大学		セキュリティ・プライバシ・法令		コンピュータ科学		0		0		鷲崎 弘宜		-		Ⅲ		gacco		新		9/3/19		大

		351		立命館大学		SDGs表現論ープロジェクト・プラグマティズム・ジブンゴトー		人文科学		社会科学		自然科学		山中 司		-		Ⅰ		gacco		新		1/14/20		大

		352		立命館大学		教養としての言語論: 言語は私たちをまやかし生きにくくさせる		人文科学		社会科学		教育と学習		山中 司		-		Ⅰ		gacco		再		8/29/19		大

		353		早稲田大学		無線通信・IoT通信・センサネットワーク		コンピュータ科学		0		0		甲藤 二郎 他		-		Ⅲ		gacco		再		8/1/19		大

		354		早稲田大学		クラウドサービス・分散システム		コンピュータ科学		0		0		高橋 竜一 他		-		Ⅲ		gacco		再		8/1/19		大

		355		早稲田大学		機械学習		コンピュータ科学		0		0		鷲崎 弘宜		-		Ⅲ		gacco		新		10/2/19		大

		356		総務省統計局		データサイエンス・オンライン講座
「社会人のためのデータサイエンス入門」		統計・数学		0		0		西内　啓　他		-		Ⅲ		gacco		再		10/8/19		官

		357		JMOOC		プロジェクトマネジメント入門　2019		ビジネスと経営		コンピュータ科学		理工系基礎科目		産業技術大学院大学　酒森 潔		-		Ⅰ		Fisdom		新		10/16/19		その他

		358		JMOOC		情報法 デジタル・ネットワークがもたらす法的問題　2019		社会科学		コンピュータ科学		理工系基礎科目		日本大学　小向太郎		-		Ⅰ		Fisdom		新		10/16/19		その他

		359		JMOOC		ブロックチェーン入門～分散台帳と暗号資産の仕組み～　2019		ビジネスと経営		コンピュータ科学		理工系基礎科目		早稲田大学 松山泰男		-		Ⅲ		Fisdom		新		10/16/19		その他

		360		立教大学		消費社会のこれまでとこれから：歴史と理論から考える		社会科学		0		0		貞包　英之		-		Ⅰ		gacco		新		1/16/20		大

		361		東京未来大学		心理学スパイラルアップ―多角的な視点からの接近		人文科学		0		0		出口 保行 他		-		Ⅰ		gacco		再		11/19/19		大

		362		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅱ:推測統計の方法		統計・数学		0		0		竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		再		10/9/19		学会

		363		東京工科大学		３か月速習中国Ⅰ		教育と学習		0		0		陳　淑梅		-		Ⅰ		Fisdom		新		10/1/19		大

		364		JMOOC		オペレーティングシステム　2019		コンピュータ科学		理工系基礎科目		0		新井　利明		-		Ⅲ		Fisdom		新		10/16/19		その他

		365		早稲田大学		深層学習		コンピュータ科学		0		0		中井 悦司 他		-		Ⅲ		gacco		新		11/6/19		大

		366		早稲田大学		センサ		コンピュータ科学		0		0		木村 啓二 他		-		Ⅲ		gacco		新		11/6/20		大

		367		立命館大学		京都からおくる日本史研究の最前線		人文科学		0		0		美川 圭 他		-		Ⅲ		gacco		再		9/26/19		大

		368		立命館大学		健康づくりのための運動と栄養摂取の実践		健康と医療		0		0		藤田 聡 他		-		Ⅲ		gacco		再		10/24/19		大

		369		東北大学		東北大学サイエンスシリーズ「進化発生学入門〜恐竜が鳥に進化した仕組み〜」		自然科学		0		0		田村 宏治		-		Ⅰ		gacco		新		1/22/20		大

		370		一般社団法人北前船交流拡大機構		学べばわかる北前船　一攫千金の夢とロマン、人・モノ・文化の交流		人文科学		0		0		高野　宏康		-		Ⅲ		gacco		新		11/1/19		その他

		371		滋賀大学		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）		統計・数学		0		0		竹村　彰通　他		-		Ⅲ		gacco		再		10/16/19		大

		372		東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「男と女の文化史」		人文科学		0		0		高橋 章則 他		-		Ⅰ		gacco		再		1/15/20		大

		373		東北大学		東北大学サイエンスシリーズ「銀河考古学入門～銀河の形成と進化を辿る～」		自然科学		0		0		千葉 柾司 他		-		Ⅰ		gacco		再		1/15/20		大

		374		総務省統計局		誰でも使える統計オープンデータ		統計・数学		0		0		西内 啓　他		-		Ⅲ		gacco		再		1/14/20		官

		375		株式会社ジェック		仕事を通じて成長する　実践 ビジネス入門		ビジネスと経営		社会科学		0		福井夏子		○		Ⅲ		gacco		新		1/15/20		企

		376		立命館大学		【経営学】事例から学ぶデジタル・トランスフォーメーション		ビジネスと経営		社会科学		コンピュータ科学		依田 祐一		-		Ⅰ		gacco		新		3/26/20		大

		377		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		コンピュータ科学		0		0		高根 慎也　他		-		Ⅲ		Fisdom		再		1/29/20		大

		378		東京工科大学		３か月速習中国Ⅱ		教育と学習		0		0		陳　淑梅		-		Ⅰ		Fisdom		新		1/8/20		大

		379		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅲ:多変量データ解析法		統計・数学		0		0		岩崎学　他		○		Ⅲ		gacco		再		1/15/20		学会

		380		東京大学		学びのゲーミフィケーション：ゲームフルな学習デザイン方法論		教育と学習		0		0		藤本　徹		-		Ⅲ		gacco		新		1/8/20		大

		381		立命館大学		現代に生きる子どもの心理学		人文科学		社会科学		教育と学習		矢藤　優子		-		Ⅲ		gacco		新		2/28/20		大

		382		国際教養大学		Introduction to Jomon Studies（縄文考古学入門）		人文科学		0		0		根岸　洋		-		Ⅰ		OLJ		新		3/2/20		大

		383		早稲田大学		スマートIoTシステム・ビジネス入門		ビジネスと経営		コンピュータ科学		0		鷲崎 弘宜		-		Ⅲ		gacco		再		4/15/20		大

		384		早稲田大学		アーキテクチャ・品質エンジニアリング		コンピュータ科学		0		0		鄭 顕志他		-		Ⅲ		gacco		再		4/22/20		大

		385		早稲田大学		クラウド基盤構築演習		コンピュータ科学		0		0		中島 倫明他		-		Ⅲ		gacco		再		4/22/20		大

		386		総務省統計局		データサイエンス・オンライン講座
「社会人のためのデータサイエンス入門」		統計・数学		0		0		西内　啓　他		-		Ⅲ		gacco		再		5/19/20		官

		387		公益社団法人土木学会		土木情報学入門		コンピュータ科学		工学		0		蒔苗 耕司		-		Ⅱ		OLJ		再		5/7/20		学会

		388		一般社団法人 日本統計学会		統計学Ⅰ：データ分析の基礎		統計・数学		0		0		竹村 彰通　他		○		Ⅲ		gacco		再		4/16/20		学会

		389		早稲田大学		推論・知識処理・自然言語処理		コンピュータ科学		0		0		鷲崎 弘宜		-		Ⅲ		gacco		再		6/10/20		大

		390		早稲田大学		IoTとシステムズアプローチ		コンピュータ科学		0		0		新谷 勝利 他		-		Ⅲ		gacco		再		6/3/20		大

		391		早稲田大学		組込み・リアルタイムシステム		コンピュータ科学		0		0		戸川 望　他		-		Ⅲ		gacco		再		6/10/20		大

		392		JMOOC		電気回路2020		工学		理工系基礎科目		0		東京工業高等専門学校  西村 亮		-		Ⅱ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		393		JMOOC		制御工学2020		工学		理工系基礎科目		0		函館工業高等専門学校  浜 克己		-		Ⅱ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		394		JMOOC		品質管理2020		工学		理工系基礎科目		0		函館工業高等専門学校  小林 淳哉		-		Ⅱ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		395		JMOOC		金属材料学2020		工学		理工系基礎科目		0		鈴鹿工業高等専門学校  黒田 大介		-		Ⅱ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		396		JMOOC		機械力学2020		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  田浦 裕生		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		397		JMOOC		流体力学2020		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  山崎 渉		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		398		JMOOC		機構学2020		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  磯部 浩巳		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		399		JMOOC		工業力学2020		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学 上村 靖司		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		400		JMOOC		電子回路2020		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  圓道 知博		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		401		JMOOC		電磁気学2020		工学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  木村 宗弘		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		402		JMOOC		統計学入門2020		統計・数学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  北島 宗雄		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		403		JMOOC		微積分2020		統計・数学		理工系基礎科目		0		長岡技術科学大学  高橋 弘毅		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		404		JMOOC		コンピュータのしくみ　2020		コンピュータ科学		理工系基礎科目		0		東京工科大学  松下 宗一郎		-		Ⅲ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		405		JMOOC		線形代数　2020		統計・数学		理工系基礎科目		0		明治大学  阿原 一志		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		406		JMOOC		安全学入門　2020		ビジネスと経営		社会科学		理工系基礎科目		明治大学  向殿 政男		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		407		JMOOC		Python入門 2020		コンピュータ科学		理工系基礎科目		0		寺田学		-		Ⅲ		Fisdom		新		4/15/20		その他

		408		JMOOC		Webで学ぶ JavaScript　2020		情報工学		理工系基礎科目		0		名古屋市立大学　金子格		-		Ⅲ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		409		JMOOC		Webデータベースシステム入門　2020		情報工学		理工系基礎科目		0		法政大学　髙田美樹		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		410		JMOOC		要求工学概論　2020		情報工学		理工系基礎科目		0		株式会社　ビジネスコミュニケーション社　要求工学研究所　山本修一郎		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		411		JMOOC		Pythonで学ぶビジネスデータ分析入門 2020		コンピュータ科学		統計・数学		理工系基礎科目		ちゅらデータ株式会社　真嘉比 愛		-		Ⅲ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		412		JMOOC		コンピュータのしくみI「論理回路編」2020		コンピュータ科学		理工系基礎科目		0		放送大学　岡部 洋一		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		413		JMOOC		コンピュータのしくみⅡ「コンピュータの構造編」2020		コンピュータ科学		理工系基礎科目		0		放送大学　岡部 洋一		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		414		JMOOC		ブロックチェーン入門　2020		情報工学		理工系基礎科目		0		早稲田大学　松山泰男		-		Ⅲ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		415		JMOOC		情報法　2020		情報工学		理工系基礎科目		0		中央大学　小向太郎		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		416		JMOOC		オペレーティングシステム 2020		情報工学		理工系基礎科目		0		新井利明		-		Ⅲ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		417		JMOOC		プロジェクトマネジメント入門　2020		情報工学		理工系基礎科目		0		産業技術大学院大学　酒森潔		-		Ⅰ		Fisdom		再		4/15/20		その他

		418		早稲田大学		クラウドサービス・分散システム		コンピュータ科学		0		0		高橋 竜一 他		-		Ⅲ		gacco		再		7/8/20		大

		419		早稲田大学		機械学習		コンピュータ科学		0		0		鷲崎 弘宜		-		Ⅲ		gacco		再		7/8/20		大

		420		滋賀大学		大学生のためのデータサイエンス（Ⅰ）		統計・数学		0		0		竹村　彰通　他		-		Ⅲ		gacco		再		5/11/20		大

		421		東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ｢memento mori -死を想え-｣		人文科学		教育と学習		0		鈴木 岩弓		○		Ⅲ		gacco		再		7/15/19		大

		422		東北大学		東北大学サイエンスシリーズ｢解明：オーロラの謎｣		自然科学		0		0		小原 隆博		-		Ⅲ		gacco		再		6/24/20		大

		423		株式会社東京証券取引所		『いざ！資産形成』～余裕を持って、余裕を増やす～		ビジネスと経営		0		0		森元 憲介、井上　直樹、森本　加那子、斎藤　史貴		-		Ⅲ		gacco		再		5/1/20		企

		424		法政大学		SDGs（持続可能な開発目標）入門		社会科学		0		0		川久保　俊		-		Ⅲ		gacco		再		6/1/20		大

		425		早稲田大学		センサ		コンピュータ科学		0		0		木村 啓二 他		-		Ⅲ		gacco		再		8/5/20		大

		426		早稲田大学		深層学習		コンピュータ科学		0		0		中井 悦司 他		-		Ⅲ		gacco		再		8/5/20		大

		427		JMOOC		避けたい英語　2020		ビジネスと経営		人文科学		教育と学習		篠田義明		-		Ⅲ		Fisdom		新		6/17/20		その他

		428		JMOOC		材料力学　2020		工学		理工系基礎科目		0		山川 宏		-		Ⅲ		Fisdom		新		6/17/20		その他

		429		株式会社Findアクティブラーナー		アクティブで深い学びのデザイン		人文科学		0		0		山内祐平　木原 俊行 他（大阪教育大学大学院）		-		Ⅲ		gacco		再		5/22/20		その他

		430		早稲田大学		ビッグデータマネジメント・アナリティクス		コンピュータ科学		0		0		山名 早人 他		-		Ⅲ		gacco		再		10/7/10		大

		431		早稲田大学		無線通信・IoT通信・センサネットワーク		コンピュータ科学		0		0		甲藤 二郎 他		-		Ⅲ		gacco		再		10/14/20		大

		432		早稲田大学		セキュリティ・プライバシ・法令		コンピュータ科学		0		0		鷲崎 弘宜		-		Ⅲ		gacco		再		10/14/20		大

		433		大阪産業大学		はじめて情報システムを学ぶ学生・生徒のために		コンピュータ科学		12/31/99		12/31/99		高根 慎也　他		-		Ⅲ		Fisdom		再		7/1/20		大

		434		東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「社会の中のAI ～人工知能の技術と人間社会の未来展望～」		人文科学		コンピュータ科学		工学、教育と学習		金子　俊郎		-		Ⅰ		gacco		新		9/9/20		大

		435		東北大学		東北大学サイエンスシリーズ
「東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ
—災害科学の役割」		自然科学		12/31/99		12/31/99		今村 文彦　他		-		Ⅲ		gacco		再		8/19/18		大

		436		東北大学		東北大学で学ぶ高度教養シリーズ「男と女の文化史」		人文科学		12/31/99		12/31/99		高橋 章則 他		-		Ⅰ		gacco		再		9/23/20		大

		437		一般社団法人Asuka Academy		[MIT] ビジネスプラン入門		12/31/99		12/31/99		12/31/99		12/31/99		12/31/99		12/31/99		OLJ		12/31/99		12/31/99		12/31/99

		438		一般社団法人Asuka Academy		[Yale] 心理学入門 Part 1		12/31/99		12/31/99		12/31/99		12/31/99		12/31/99		12/31/99		OLJ		12/31/99		12/31/99		12/31/99

		439		一般社団法人Asuka Academy		[UCI] ミクロ経済学 基礎 Part 1		12/31/99		12/31/99		12/31/99		12/31/99		12/31/99		12/31/99		OLJ		12/31/99		12/31/99		12/31/99

		440		一般社団法人Asuka Academy		[MIT+K12] MITに聞いてみよう！		12/31/99		12/31/99		12/31/99		12/31/99		12/31/99		12/31/99		OLJ		12/31/99		12/31/99		12/31/99
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