
社会人公開授業とは
大学の講義室での対面授業、交通アクセスに便利なサテライト会場
での遠隔授業、インターネットを利用して自宅等でｅラーニング、何れ
かご都合の良い方法で受講できます。ネットワーク大学コンソーシア
ム岐阜加盟大学の学生と一緒に受講していただくことができます。
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社会人公開授業の科目
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
機関が提供する下記の授業を社会人や高校生の方に公開して
います。
科目ごとに開講日や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し込みください。
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。

最近の健康に関する情報には目
を覆いたくなるようなものがありま
す。個人個人が好ましい健康観を
身につけるには、子供のころからよ
い生活習慣をつけることが必要で
す。発育・発達に応じて健康に関す
る知識も多様になり、いろいろな情
報に対して正確な知識で対応す
ることが望ましい。質の高い生活を
送るために健康に役立つ知識に
ついて多方面からアプローチし、
それぞれの健康観の構築に役立
てるような講義を目指す。

聴講方法：対面，遠隔
　主会場：岐阜大学
 全学共通教育棟102教室
　サテライト： 岐阜大学
 サテライトキャンパス

岐阜大学　医学部
松岡 敏男　教授ほか
（まつおか　としお）

開講日： 毎週火曜日  14：45 - 16：15

初回講義予定： 10/1

高校生の方は聴講いただけません

生きた健康科学
都市計画に関する基礎から実務
（法律や制度も含む）までの幅広い
知識の学習する科目である。法定
都市計画の概要を修得することを
目的とする。講義の重点は、実際に
計画立案を行う技術の修得と、健
全な市民としての制度に関する知
識の修得という２点におく。また、
環境、景観、防災など、都市に関す
る最近の話題についての知識の
修得も行う。

聴講方法：対面
　　会場：岐阜大学
 サテライトキャンパス

岐阜大学　工学部
出村 嘉史　准教授ほか
（でむら　よしふみ）

開講日： 毎週木曜日　10:30-12:00

初回講義予定： 10/3

高校生の方は聴講いただけません

都市計画概論

都市の景観は、単なる上辺の飾り
ではない。景観デザインとは、われ
われを取り囲む住環境の景観を
望ましい方向へ導いてゆくため
に、大地を含む諸層の物事を総合
的に設計することである。この授業
では、景観という現象を講述し、こ
れを理解した上で、演習を通じて
人間の為の空間構成の実践的な
方法、それを人に伝えるプレゼン
テーションの方法を学ぶ。

聴講方法：対面
　　会場：岐阜大学
 サテライトキャンパス

岐阜大学　工学部
出村 嘉史　准教授
（でむら　よしふみ）

開講日： 毎週木曜日　13:00-16:15

初回講義予定： 10/3

高校生の方は聴講いただけません

景観デザイン

地域社会の発展に不可欠な基盤
の整備・管理を担う社会基盤学に
ついて概説する。特に、近年におけ
る都市化、情報化、多様化、国際化、
さらには自然災害、環境保全など
への関心の深まりに対応した、人
間と社会の関係を踏まえた基盤
整備や管理のあり方について口
述する。

聴講方法：対面、遠隔
　主会場：岐阜大学
 全学共通教育棟102教室
　サテライト： 岐阜大学
 サテライトキャンパス

岐阜大学　工学部
髙木朗義　教授ほか
（たかぎ　あきよし）

開講日： 毎週月曜日　10:30-12:00

初回講義予定： 10/7

現代社会論(社会の基盤)

私たちの身の回りにある様々な生
活課題の解決を目的として、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んでいきます。聴講方法：対面、ｅラーニング

                   （授業翌週の木曜日更新）
　　会場：岐阜経済大学
　　　　  ２号館２３０１教室

岐阜経済大学　経済学部
菊本　舞　准教授ほか
（きくもと　まい）

開講日： 毎週木曜日　16:20-17:50

初回講義予定： 9/26

NPOコミュニティ論 ～安心して暮らし続けるためのまちづくりを考える～

今日の社会変動の基本的な要因
の一つとして、グローバル化を考
え、経済的なグローバル化と生活
的な保守性やローカリズムの相
克の問題として、今日の社会問題
を考える。半期の講義では多くをと
りあげることはできないので、人口
問題、社会階層問題を中心に講義
を行う。

聴講方法：ｅラーニング（木曜日更新）

岐阜経済大学　経営学部
竹内 治彦　教授
（たけうち　はるひこ）

初回講義予定： 9/23

9/23、11/4、12/23は、祝日または振替休日ですが、授業を行います。

社会学

人は長い歴史の間に数多くの薬
を発見してきた。いうまでもなく薬
の発見は病との闘いに必要な武
器のひとつである。薬がどのような
経緯で発見され、また改良されて
使われていったかを知ること、言い
換えるならば、数多くの研究者の
努力・業績を知ることは、薬に関わ
る者にとって重要である。本講義
では古代から現代にわたる薬に
まつわるエピソードを主として化
学を主眼として講義する。

聴講方法：対面
　会場：岐阜薬科大学
　　　  三田洞キャンパス
　　　  第２講義室

岐阜薬科大学　薬用資源学研究室
田中 稔幸　教授
（たなか　としゆき）

開講日： 毎週水曜日　10:40-12:10

初回講義予定： 10/2

薬学史

この授業で所定のレポートについて
合格すると、右記の「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。

「岐阜県コミュニティ診断士」認定試験日程
1/11(土)講義 13:30-17:00
1/25(土)フィールドワーク 13:30-17:00
1/26(日)ワークショップ・試験 10:00-16:00



お申し込み方法

受講料： 社会人公開授業 １科目につき ・社会人  5,000円
           ・高校生  無料　

申込締切　平成25年10月15日(火)　12:00 受付分まで

１9世紀末から20世紀初めのアメ
リカでは、とりわけ労働契約をめぐ
り、この契約自由の原則を守るか、
自由を優先すべきかそれともその
規制を容認するかが、法律上の重
要な争点になりました。
講義では、法の解釈をテーマに、日
本の民法における解釈技法の諸
問題も取り上げながら、アメリカの
この法解釈論争を辿り、法の解釈
とはどのような営みなのかを見て
いきます。

聴講方法：対面
　　会場：朝日大学
                   穂積キャンパス6号館
                   6506講義室

朝日大学　法学部
岡嵜　修　准教授
（おかざき　おさむ）

開講日： 毎週月曜日　13:10-14:40

初回講義予定： 9/30

法思想史Ｂ

高校生の方は聴講いただけません

これまで学校で習う数学ではあま
り取り上げられることのない「実用
的な数学」を様々なトピックに分け
て解説するので、数学が現代社会
に深く根付いていることが認識で
きるようになる。高校の数学の基
礎知識があることが望ましい。聴講方法：対面、遠隔、

　　ｅラーニング（毎週木曜日更新）
　主会場：岐阜大学
 サテライトキャンパス
　サテライト： 岐阜高専

岐阜工業高等専門学校　一般科目
岡田 章三　教授ほか
（おかだ　しょうぞう）

開講日： 毎週木曜日　16:00-17:30

初回講義予定： 10/24

数学アラカルト

10/24、10/31、11/7、11/14、11/21、11/28　計6回 は対面及び遠隔で受講が可能。
その他の回はeラーニングのみで受講

岐阜工業高等専門学校から貸し出しされる、演習用の基板が必要
となります。必ず事前にお問い合わせください。
別途、送料等をご負担いただく場合があります。

日常では体験することができない、
多様な分野の科学実験を、インタ
ーネットを通じて体験的に習うこと
で、偏りのない科学の知識を学ぶ
ことを目的とする。講義では、様々
な領域の基礎的な実験を、１回ご
とに読み切り型に構成された内容
として習う。それぞれが違うトピック
スのため、興味あるテーマだけ選
択して受講することもできる。高校
の科学実験の基礎知識があること
が望ましい。

聴講方法：eラーニング　

岐阜工業高等専門学校　建築学科
小川 信之　教授ほか
（おがわ　のぶゆき）

開講日： 毎週木曜日更新

初回講義予定： 10/24

実験アラカルト

VHDLでcmosカメラやタッチパネ
阜岐（。ぶ学を法方御制のＤＣＬル

高専での専攻科科目と同様の内
容です。）

聴講方法：eラーニング　

岐阜工業高等専門学校　電子制御工学科
福永 哲也　教授
（ふくなが　てつや）

開講日： 毎週金曜日更新

初回講義予定： 10/25

ディジタルシステム応用

地球温暖化の現状をデータとそ
の分析にもとづいて理解する。特
にエネルギー使用と地球温暖化
との関連を中心にし、オゾン層破
壊、酸性雨にも言及する。次に地球
温暖化対策の現状を、環境負荷の
小さい新エネルギーの開発を中
心に検討する。エネルギーが科学、
技術ばかりでなく世界の政治、経
済により深く関わっていることを認
識し、異なる考え方が交錯する総
合的な問題の取り扱い方を理解
する。

聴講方法：対面、eラーニング
　　会場：岐阜聖徳学園大学
                   羽島キャンパス7号館
　　　　  7208教室

岐阜聖徳学園大学　教育学部
内藤　靜雄　教授
（ないとう　しずお）

開講日： 毎週金曜日　10:40-12:10

初回講義予定： 9/27

地球環境

下記4回の講義は、月曜日以外に開講します。
第1回：9/13(金)、第2回：9/25(水)、第5回：10/15(火)、第8回：11/5(火)

野生動物管理学とは「野生動物に
よる農林業被害や環境・植生破壊
の防止」と「地域における野生動物
個体群の健全な存続」との両立を
科学的に追及する「実学」である。
本授業では，主として国内におけ
る野生動物管理上の諸問題(歴史
的・社会的背景を含む)を紹介する
とともに，その解決に貢献し得る保
全生物学的な知識・技術に関わる
基礎事項を講じる。

聴講方法：対面、遠隔
主会場：岐阜大学

全学共通教育棟102教室
　サテライト： 岐阜大学
 サテライトキャンパス

岐阜大学　応用生物科学部
鈴木 正嗣　教授ほか
（すずき　まさつぐ）

開講日： 毎週金曜日　14:45-16:15

初回講義予定：10/4

野生動物管理学入門

デジタルアーカイブにおけるメ
ディア環境を４つの枠組で構成
し、記録保管に対しては、I t em 
Pool,  Item Bank(短期・長期)の概
念を導入し、デジタルアーカイブ
利用上の機能について、デジタル
アーカイブの新しい研究の展開を
考える。

聴講方法：対面、遠隔、ｅラーニング
主会場：岐阜女子大学太郎丸キャンパス
               11号館4階 11402教室
　サテライト： 岐阜大学
 サテライトキャンパス

岐阜女子大学　文化創造学部
井上　透　教授ほか
（いのうえ　とおる）

開講日： 毎週月曜日　13:10-14:40

初回講義予定：9/13

デジタルアーカイブ入門

科目と受講方法をご確認のうえ、ネットワーク大学コンソーシアム岐
阜のホームページから申し込みください。折り返し、受講料の振込方
法などの手続きをご案内いたします。
また、FAXでも申し込みいただけますので、FAX用受講申込書をご利
用ください。
資格等の取得を希望される方は、ネットワーク大学コンソーシアム岐
阜事務室、または該当科目の担当大学に事前に申込み方法等をお問
い合わせください。

サテライト会場のみに変更になりました



授業はいずれかご都合の良い会場又は方法で受講いただけますので、申込時に受講方法を選択してください。

受講方法

主会場

サテライト会場

ｅラーニング

岐阜大学サテライトキャンパス
岐阜高専(数学アラカルトのみ)

自治体によるｅラーニング会場設置

・ｅラーニング高山会場
　高山市役所 市民活動推進課　　0577-35-3412
・ｅラーニング下呂会場
　下呂市教育委員会  社会教育課   0576-52-2900(代表)
・ｅラーニング海津会場
　海津市役所 企画政策課　　　　0584-53-1111(代表)

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提供し
ています。

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

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜の加盟校（22校）

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜事務室
(岐阜大学サテライトキャンパス内)
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/

お申し込み ・ お問い合わせ先

講師との対面授業です。大学生等と同じ教室での受講になります。なお、教室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。

インターネットに接続したパソコン等でご都合よい時に受講できます。質疑応答は電子メールや
掲示板を利用して行います。映像等の配信期間は、各講義の概ね３日後から２月下旬までです。

NPOコミュニティ論を受講する場合のみ、下記自治体にお住まいの方は自治
体が設置する会場でもｅラーニング受講が可能です。ご利用は各自治体まで
お問い合わせください。

主会場の授業を生中継して遠隔授業になります。講師との質疑応答も主会場と同等にできます。 平成
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