


美術というと絵を描くことを思い浮か
べる人が多いかもしれませんが，こ
こでは美術作品を徹底的に見るこ
とを学びます。その意味で，この講
義は美術史学の入門的な性格を
もっています。 
美術作品は各個人が自由に見て
いいのですが，作品には見方があり
ます。その見方を学ぶことで，美術
作品がいかに多くのことを語りかけて
くるかに気付くに違いありません。 

 
岐阜大学 教育学部  
野村 幸弘（のむら ゆきひろ）教授 
開講日：毎週火曜  8:00－9:30  
初回講義予定：4月11日 
聴講方法：対面又はｅラーニング  
会場：岐阜大学サテライトキャンパス 
 
7月18日（火）は授業が行われ
ません。 

美術論（美術史） ◎   

岐阜県には、日本の縮図とも呼ぶ
べき地質や活断層、水環境がある。
地質では日本最古の石、日本最
古の地層があり、活断層では1891
年濃尾地震のときに動いた根尾谷
断層が世界に紹介され、その後の
地震の理解に大きく貢献した。水
環境では、清流長良川などの源流
から河口までがあり、地下水に恵ま
れた地域でもある。これらの豊かな
自然について理解を深めるとともに、
私たちの身近に潜んでいる問題点
を学ぶ。 

 
岐阜大学 工学部  
大谷 具幸（おおたに ともゆき）教授ほか 

開講日：毎週火曜 14:45-16:15  
初回講義予定：4月11日  
聴講方法：対面  
会場：岐阜大学 
 
7月18日（火）は授業が行われま
せん。 
講義は全11回であり、残りは博物
館実習を行う。講義で紹介する博
物館の中から１ヶ所を選んで、見学
を行い、レポートを作成する。なお、
見学する経費と保険は自己負担。 

岐阜の自然（地質･活断層と水環境） 

現代医療の最先端について各分
野の専門家がわかりやすく講義し，
21世紀の医療の可能性とあるべき
姿を展望する。講義を通じ，自ら
の健康について考え，今後の生活
に役立たせることにも留意する。講
義は個別の先端的医療の紹介が
中心であるが，システムとしての日
本の医療を感じ取り，自ら必要な
情報を得るなどして，現代医療を
担う主体である患者として自覚した
行動がとれることを目指す。 

 
岐阜大学 医学部  
國貞 隆弘（くにさだ たかひろ） 教授 
開講日：毎週水曜 8:45-10:15 
初回講義予定：4月12日 
聴講方法：対面 
会場：岐阜大学 

現代医療の最前線 

地球システム科学，地球史，地
球環境変動の研究における異分
野融合的な研究事例を取り上げ，
研究者の発想法や問題解決の方
法を学ぶ。また，そうした研究で得
られた科学の進歩の内容を理解す
る。また，高校で授業を行う場合，
アクティブラーニングの視点から指導
のあり方を考察する。 
 

この授業では、言語一般に関する
知識を習得するとともに、外国語で
あるアイスランド語を中心とした北欧
諸語を初歩的に学び、外国語と日
本語、地域の方言（主に岐阜）、
自身の方言を客観的な視点で観
察し、その違いや特徴を発見、理
解できることを目指す。そして、外国
語を知ることが、自身の母語や方
言の客観的な理解につながることを
学ぶ。 

 
岐阜大学 地域協学センター  
大宮 康一（おおみや こういち）  
特任准教授 
開講日： 毎週月曜 8:45-10:15  
初回講義予定：4月17日 
聴講方法：対面 
会場：岐阜大学 
 
7月18日（火）も授業が行われ
ます。 
 

フューチャーセンターとは，多様な人
たちが集まり複雑化したテーマ(課
題)について，未来志向・未来の価
値の創造といった視点から議論する
対話の場のことを指す。 
座学とグループワークを軸とし，基
本的な知識や手法，基礎的な素
養を習得して，地域の人たちとの
対話の場を実践する。 
身近にある課題の抽出，解決に
向けた対話の場の活用方法や有
効性について理解を深め，実践力
を身につける。 

 
岐阜大学 地域協学センター  
益川  浩一（ますかわ こういち）教授ほか 

開講日：毎週月曜  16:30-18:00  
初回講義予定：4月17日 
聴講方法：対面 
主会場：岐阜大学 
 
7月18日（火）も授業が行われま
す。 
講義内容(実践)によっては学外で
行うことがあります。実践・演習の実
施状況に応じて変則的に開講する
こともあります。 

フューチャーセンター入門 ◎     

大学に入ったけれど，どうやって勉
強すればいいのか悩んでいる方，
自分で学ぶ力をしっかりと身につけ
たい方を対象とした科目です。 
本の読み方・探し方，レポートの書
き方，そして大学教育の意義とは
何か。イキイキと学ぶために必要な
コツや大学の活用法について，実
際に体験しながら学んでいきます。 
社会人の方にとっても有益なものと
確信しています。皆様の受講を大
歓迎します。 

 
岐阜大学 教育推進・学生支援機構 
廣内 大輔（ひろうち だいすけ） 准教授 

開講日：毎週火曜 8:00‐9:30 
初回講義予定：4月11日 
聴講方法：対面 
会場：岐阜大学サテライトキャンパス 
 
7月18日（火）は授業が行われ
ません。 
下記文献の購入をお勧めします。 
橋本努（2013）『学問の技法』，
筑摩書房。（850円程度） 

ひろがる学び，つながる学び ◎   

近年，テレビや新聞では遺伝子や
生殖医療，安楽死，再生医療な
ど生命倫理に関連した話題に事欠
かない。どれも生老病死の歴史を
通じて誰もが人生のどこかで関わっ
てくる問題である。授業は，基礎
知識編・具体的テーマ編・広範囲
な展開編の概ね３つに区分される。
生老病死に関わるやや生々しい話
題にも触れるが，現代の真実の姿
でもあり，真摯に受け止めてほしい。 

 
岐阜大学 全学共通教育  
木呂子 豊彦（きろこ とよひこ）講師
開講日：毎週火曜 13:00‐14:30  
初回講義予定：4月11日 
聴講方法：対面授業  
会場：岐阜大学 
 
7月18日（火）は授業が行われ
ません。 

倫理学（生命倫理学） 

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜では，加盟する高等教育
機関が提供する授業を社会人（一部は高校生）に公開して
います。  
科目ごとに開講日と用意されている受講方法が異なりますので，
よく確認のうえお申込みください。  
各科目の詳細は，ネットワーク大学コンソーシアム岐阜のホー
ムページをご覧いただくか，事務室までお問い合わせください。  
なお，開講日程および講義内容等は，事情により変更される
場合があります。 

◎は高校生が受講できます。 

  社会人公開授業の科目案内 

外国語と地域の方言 ◎  



薬物療法の出発点でもある薬用
植物学を講述する。薬用植物を他
と区別し理解するために植物形態
学と植物分類学の基礎に続いて，
日本薬局方収載の薬用植物を例
にとって，医療に供する植物の分
類，形態，生産，薬効などについ
て述べる。さらに，代替医療におけ
る薬用植物の寄与について解説す
る。 

 
岐阜薬科大学 薬草園研究室  
酒井 英二（さかい えいじ）教授 
開講日：毎週木曜 9:00-10:30  
初回講義予定：4月13日 
聴講方法：対面  
会場：岐阜薬科大学 
     三田洞キャンパス本館 

薬用植物学 

地球環境問題を抱えるに至った経
緯，過去の環境(公害)問題の歴
史を振り返り，これをどう解決してき
たかを学ぶ。そして現在，我々が抱
えている地球環境問題の成因，
影響，対策等について学ぶ。 

 
岐阜薬科大学 衛生学研究室  
永瀬 久光（ながせ ひさみつ）教授/ 
井戸 章子（いど あきこ）助教 
開講日：毎週火曜 10:40-12:10  
初回講義予定：4月11日 
聴講方法：対面 
会場：岐阜薬科大学 
      三田洞キャンパス本館 

地球環境論     

視聴覚教育におけるメディアの活用に
ついて、教育方法の史的展開からの
位置づけを概観する。さらに、情報メ
ディアの進展と教育での活用について
検討するとともに、学習理論を背景と
して教育的に意味づけられていること
を理解する。 
また、知識基盤社会における情報教
育について検討することで、育成すべ
き能力からの授業を考えるとともに、メ
ディアセンターの考え方を理解する。 
適宜課題を示し、グループワーク等の
活動による学修を求める。 

 
岐阜大学 教育学部 
加藤 直樹（かとう なおき）教授 
開講日：4月23日（日）と7月
30日（日）は13:00-16:15、 
5月27日（土）と6月24日
（土）は8:45-12:00  
初回講義予定：4月23日 
聴講方法：対面+ｅラーニング  
会場：岐阜大学サテライトキャンパス 
 
対面授業を土曜日と日曜日に各 
2回実施。 
その他の回はｅラーニング。 
 
 
 

視聴覚教育メディア ◎ 

毎回レジュメを配布して授業を行う。
初回はガイダンスとレポートの書き方
のみ。 
2回目以降，岐阜の由来とされる
「岐山」と「曲阜」にまつわる古代中
国史（主に春秋戦国時代），仏
教伝来と仏教建築，日本の中近
世の技術史を主に扱う。扱う対象
を日本に移してからは関連する岐
阜の各所を適宜紹介する。 
 

 
岐阜大学 地域協学センター  
塚本  明日香（つかもと あすか）  
特任助教 
開講日：毎週火曜 16:30–18:00  
初回講義予定：4月11日 
聴講方法：対面授業  
会場：岐阜大学 
 
7月18日（火）は授業が行われま
せん。 

岐阜にまつわる東洋史 ◎ 

民法に見られる各種規定も，近代
化へのプロセスの中から19世紀に
生じたものである点に注目すれば，
法思想史は決して過ぎ去った昔話
をするための講座ではありません。
現代の法の規定が，社会の変化
に伴ってどのようにして誕生したのか
を理解するうえで，法思想史の知
識は欠かせないものです。この講座
では，歴史上の変化を政治と経済
面から振り返り，近代化と個人主
義化との間には密接な関係がある
ことを示します。 

 
朝日大学 法学部  
岡嵜 修（おかざき おさむ）教授 
開講日：毎週月曜 10:45-12:15  
初回講義予定：4月10日 
聴講方法：対面  
会場：朝日大学 
 
当初の予定と異なる曜日に授業が
ある場合は，授業開始後にお知ら
せするか，WEB上で受講希望者
に周知します。 

法思想史A 

本講義は、開発途上国全般の貧
困と経済格差、および保健医療問
題などを考察したうえで、ASEAN
諸国を事例に、各国の経済・社会
情勢を眺めていきます。特に各国の
民族や宗教、マクロ経済と産業構
造、労働市場（就業構造）、国
家財政、人口問題のほか、前段で
考察した貧困と経済格差の問題を、
国別にみていきます。なお、時間が
あれば、ASEAN人権宣言に基づ
いた社会保障の整備の問題にもふ
れてみたいと思います。 

 
岐阜経済大学 経営学部 
菅谷 広宣（すがや ひろのぶ）教授 
開講日：毎週木曜 9:10-10:40  
初回講義予定：4月13日 
聴講方法：対面 
会場：岐阜経済大学 
 
菅谷広宣著『ASEAN諸国の社会
保障』（日本評論社、2013年）
をテキストとして使用します。 

開発途上国研究     

生理学は「人間の正常なからだの
働きに関する学問」であり、運動生
理学は「運動によってからだにどのよ
うな変化が生ずるのか、その現象と
しくみを研究する学問」です。 
スポーツ選手・指導者として最低限
必要な知識と理解を深め、体育・
スポーツ活動の現場において活用
できる基礎的能力を養うことを目標
とします。 

 
岐阜経済大学 経営学部 
篠田 知之（しのだ ともゆき）准教授 
開講日：毎週水曜 9:10-10:40  
初回講義予定：4月12日 
聴講方法：対面 
会場：岐阜経済大学 
 
参考図書：勝田茂編著『入門運
動生理学第4版』（杏林書院） 
（必要に応じて資料を配布するの
で、参考図書の購入は必須ではあ
りません） 
 

生理学・運動生理学 

 
岐阜経済大学 経済学部  
菊本 舞（きくもと まい）准教授ほか 
開講日：毎週木曜 14:40-16:10 
初回講義予定：4月13日 
聴講方法：対面又はｅラーニング  
会場：岐阜経済大学 
 
自治体によるｅラーニング会場を設
置する予定。ｅラーニングは毎週金
曜日更新。 

ＮＰＯコミュニティ論 
身の回りにある生活課題の解決の
ため、地域では様々なまちづくりの
実践が見られます。コミュニティ政策
やまちづくりの実践例を通じて、互い
に助け合いながら安心して暮らせる
まちづくりについて学びます。 
この授業で所定のレポートについて
合格し、別途申込みを行うと、「岐
阜県コミュニティ診断士」認定試験
の受験資格が得られます（申込受
付9月、認定試験10～11月を予
定）。 



岐阜大学 

岐阜大学 
サテライト 
キャンパス 

岐阜スカイ 

ウィング37 

JR岐阜駅 名鉄岐阜駅 

岐阜薬科大学 
三田洞キャンパス 

HDLを用いて組込み系ディジタル 
システムを設計するために必要な 
HDLの基礎，HDLを用いた回路
設計の基礎等を学習する。 後学
期開講予定のディジタルシステム応
用を受講するための必須科目です。 

 
岐阜工業高等専門学校 電子制御工学科 

福永 哲也（ふくなが てつや） 教授 
開講日： 毎週更新  
初回配信予定：5月10日 
聴講方法：ｅラーニング  
（平成27・28年度収録コンテンツ
を利用。 岐阜高専のシステムを利
用したｅラーニング科目です。）  
 
岐阜高専から貸出される演習用パ
ソコン基板が必要ですので，必ず
事前にお問合せください 。 

ディジタルシステム基礎 

本講義は諸宗教を概観し，特に
仏教精神を学ぶ。仏教精神は生
命の平等性を示す。聖徳太子の仏
教信仰は，あらゆる生命の平等性
に目覚め，他者の救済を目指すこ
とを志向するものであり，親鸞聖人
の仏教思想は，自らを律し，浄土
往生，即ち生死を超えた理想の心
の実現を目指すものである。これら
を学ぶことは，人類共通の「生命と
は何か」といった命題の答えを探るこ
とにもなるだろう。 

 
岐阜聖徳学園大学 短期大学部 
幼児教育学科 蜷川 祥美 
（にながわ さちよし）教授 
開講日：毎週火曜 9:00–10:30  
初回講義予定：4月11日 
聴講方法：対面 
会場：岐阜聖徳学園大学 
         短期大学部 岐阜キャンパス 

宗教学 ◎     

日常，全く意識することなく使って
いる日本語を，外国人に対する日
本語教育の観点から観察します。
まず，国語教育と日本語教育との
違いを示します。そのうえで，外国
人に日本語を教えるためにはどんな
知識が必要なのか，最も基本的な
事項について考えます。 
 

 
岐阜聖徳学園大学 外国語学部 
大塚 容子（おおつか ようこ） 教授 
開講日：毎週月曜 14:50–16:20 
初回講義予定：4月10日 
聴講方法：対面 
会場：岐阜聖徳学園大学 羽島 
         キャンパス 
 
5月22日(月)は授業がありません。
7月17日(月)は祝日ですが授業が
あります。 

日本語教育学入門 

地球システム科学，地球史，地
球環境変動の研究における異分
野融合的な研究事例を取り上げ，
研究者の発想法や問題解決の方
法を学ぶ。また，そうした研究で得
られた科学の進歩の内容を理解す
る。また，高校で授業を行う場合，
アクティブラーニングの視点から指導
のあり方を考察する。 
 

 
岐阜聖徳学園大学 教育学部    
川上 紳一（かわかみ しんいち） 教授 

開講日：毎週火曜 13:10–14:40  
初回講義予定：4月11日 
聴講方法：対面授業  
会場：岐阜聖徳学園大学 羽島 
         キャンパス 
 
4月18日（火）は学内行事のた
め授業がありません。 
教科書を購入してください。「縞々
学‐リズムから地球史に迫る」川上
紳一（2015）（東京大学出版
会） 

地学Ⅲ 
アクセス地図（概略） 



岐阜聖徳学園大学
羽島キャンパス 

岐阜聖徳学園大学・ 
岐阜聖徳学園大学短期大学部 
岐阜キャンパス 

岐
阜 
高
専 

北方真桑駅 

JR穂積駅 

下記いずれかの受講方法が選択できる科目もあります。
申込時に受講方法を選択してください。 

対面 
講師との対面授業で，大学生等と同じ教室での受講
になります。  
なお，募集の定員を超える場合は先着順になりますの
で，あらかじめご了解願います。 

ｅラーニング 
インターネットに接続したパソコン等で，ご都合のよい時
に受講できます。  
質疑応答は，科目に設けられたフォーラムへの投稿ま
たは電子メール等を利用して行います。  
映像等の配信期間は，各講義日の概ね３日後から
８月下旬までです。授業により異なります。 

受講方法 

JR穂積駅 

■ファミリーマート 

朝
日 
大
学 

穂積中原 

穂積高野 
ガソリンスタンド■ 

■ミニストップ 



岐阜県内の大学・短大・高等専門学校等と岐阜県 
が共同で組織する連合体です。「だれでも・いつでも・どこで 
も」高等教育を受講できる機会を地域のみなさんに提供しています。 

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜は 

 

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜の加盟校（22校） 

 

 
岐阜大学 岐阜県立看護大学 岐阜薬科大学 岐阜経済大学 岐阜女子大学  
朝日大学 岐阜聖徳学園大学 東海学院大学 中京学院大学 中部学院大学  
岐阜医療科学大学 岐阜市立女子短期大学 岐阜聖徳学園大学短期大学部  
東海学院大学短期大学部 中部学院大学短期大学部 大垣女子短期大学 中日本自動車短期大学  
岐阜保健短期大学 高山自動車短期大学 岐阜工業高等専門学校 情報科学芸術大学院大学  
放送大学岐阜学習センター 

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜 

 
 

 

岐阜市吉野町６－３１ 岐阜スカイウイング37東棟４階 
岐阜大学サテライトキャンパス内（場所は見開きのページの地図参照） 
TEL：058-212-0393 FAX：058-212-0391 

      
 
    TEL：058-212-0393 FAX：058-212-0391  
        メールアドレス   info@gifu-uc.jp  
          ホームページ    http://www.gifu-uc.jp/ 
                上記トップページの「社会人公開授業」をクリック 
                  し，開いたページの下方に，申し込みフォー 

                    ムのページへのリンクがあります。  

問合せ先・申し込みページ 

 

 
検索ワード コンソ 岐阜 

申込方法 
科目と受講方法を確認のうえ，ネットワーク大学コンソーシアム岐阜
のホームページにある，申込フォームを利用して申込みください。折り
返し，講義室の場所，受講料の振込方法などの案内を郵送いたし
ます。 
また，FAXでも申込みいただけます。その際はFAX用受講申込書を
ご利用ください。 

申込締切 平成29年4月30日(日) 
受講料：１科目につき    社会人  5,000円   高校生  無料 
 


