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高校生受講可能

大学名

講師 地域協学センター　助教　　塚本　明日香　（つかもと　あすか）

初回予定 2022年10月3日（月）

授業時間 毎週月曜日　4時限目　14時45分～16時15分　　（全15回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　26教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

高校生受講可能

大学名

講師

初回予定 2022年10月4日（火）

授業時間 毎週火曜日　2時限目　10時30分～12時00分　　（全15回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　37教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

現代環境学(ＥＳＤ実践研究)

岐阜大学

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

工学部　教授　　纐纈　守（こうけつ　まもる）

ESD（Education for Sustainable Development）に関連する実践研究の題材を選択し、チームを組んでそこにある課題

について検討を進め、課題の解決や改善に向けた提案をまとめる。実践研究はグループワークが中心となるが、それ以

外に共通の実習を前期に引き続き実施する。

※原則として対面で実施する。

私たちのまわりには「化学」が関わる様々な現象や製品に満ち溢れています。たとえば、ドライクリーニングは、石油

系溶剤で洗うので油汚れや皮脂の汚れに効果的、一方、汗やジュースの汚れは家庭用洗濯機で水洗いが効果的です。お

風呂の洗剤とトイレの洗剤を両方使うともっときれいになるかと思って使ったら塩素ガスが発生して亡くなった主婦の

お話。水のこと、５大栄養素、うまみ成分（昆布、鰹節、干ししいたけから発見）、発酵食品の製法と効能、プラス

チック、エネルギー、電池などみんな「化学」です。こんな卒業後も役立つ「化学」の基礎知識をいっぱい紹介しま

す。身のまわりの様々な現象も「化学」を学習することで初めて理解でき、説明に納得がいき、充実した社会生活、日

常生活を送ることができます。本講義では、少しでも「化学」に親しんでもらうために身近なものや事例をとりあげ

て、ご自身の実体験とともに整理しながら「化学」の重要性を理解していきます。

＊テキスト：『楽しく学ぶ くらしの化学　－生活に生かせる化学の知識－』／ 纐纈　守 ／化学同人／978-4-7598-

2055-3

化学入門（日常生活でよく見る化学現象や化学製品を学ぶ）

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

岐阜大学

　

　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科目を社会人（一部は高校生）に公開

しています。授業科目ごとに開講日と受講方法が異なりますので、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、各大学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ことをご了承願います。
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高校生受講可能

大学名

講師 大学院医学系研究科　教授　　千田 隆夫（せんだ　たかお）　ほか

初回予定 2022年10月4日（火）

授業時間 毎週火曜日　2時限目　10時30分～12時00分　　（全15回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　102教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

高校生受講可能

大学名

講師 工学部　教授　　篠田　成郎（しのだ　せいろう）　ほか

初回予定 2022年10月3日（月）

授業時間 毎週月曜日　2時限目　10時30分～12時00分　　（全15回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　102教室

聴講方法 対面授業またはｅラーニング

科目内容

注意事項

高校生受講可能

大学名

講師

初回予定

授業時間 毎週火曜日　5時限目　16時30分～18時00分　　（全15回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　104教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

岐阜大学

教養の生物学（ヒトのからだ）

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

日本は古来、中国大陸からの影響を受けてきた。学び取った中には当時最先端であった、今でいうところの科学技術も

含まれている。前近代の中国ではどのような科学観を持ってきたのか、どのような技術に支えられてきたのか、を紹介

する。中国史の基本的な概要を押さえながら、内在的な発展と外部からの刺激の両輪で発達していた中国の科学や技術

について、主に建築と天文学の側面から解説する。

2022年10月4日（火）

岐阜大学

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

現代社会論（社会の基盤）

地域協学センター　助教　　塚本　明日香（つかもと　あすか）

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

岐阜大学

中国・朝鮮半島史（中国史）

“ひと”（人、ヒト、人間、人類）を対象とする学問分野がどんどん増えています。“ひと”をどのような切り口でとらえる

にしても、生き物としての“ヒト”の特性を無視しては、“ひと”を正しく理解することはできません。この授業では、“ひ

と”に関係する学問分野を志向する学生を対象に、形ある生き物としての“ヒト”を知っていただきたいと考えています。

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学ぶ。
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大学名

講師 工学部　教授　　櫻田　修（さくらだ　おさむ）　ほか

初回予定 2022年10月3日（月）

授業時間 毎週月曜日　3時限目　13時00分～14時30分　　（全16回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　1C教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

高校生『のみ』受講可能

大学名 岐阜大学

講師 教育学部　准教授　　中田　隼矢（なかた　としや）

初回予定 2022年10月3日（月）

授業時間 対面講義の数日後から視聴可能（全15回）

聴講方法 ｅラーニングのみ　※『高校生のみ』受講可

科目内容

注意事項

高校生受講可能

大学名 岐阜大学

講師 地域協学センター　教授　　益川　浩一（ますかわ　こういち）　ほか

初回予定 2022年10月3日（月）

授業時間 毎週月曜日　5時限目　16時30分～18時00分　　（全16回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　2A教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

岐阜県では，古くから金属を使ったものづくりが盛んに行われている。例えば，現在の関市周辺では鎌倉時代から日本

刀の製作が始まったとされ，現在でも刀剣関連の職人が数多く活動を続けている。これらの知見が基盤となり，現在で

は包丁などの刃物の出荷量が全国一となっている。

本講義では，岐阜県内で行われてきた古今のものづくりについて文理両面から解説する。

岐阜大学

環境マネジメントと環境経営

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

古今のものづくり

現代は、地球温暖化をはじめとする地球規模の環境問題が深刻さを増しています。そのため企業、自治体などの活動に

おいても環境に配慮した経営、運営が求められています。これらの要求の下、企業、自治体などにおける環境マネジメ

ントの取組みと、環境経営の展開が進められており、環境に配慮しながら事業活動を進めるツールとして環境マネジメ

ントシステム（ＥＭＳ）の導入が進んでいます。この講義では、ＥＭＳの枠組みを理解し、環境負荷の分析評価から効

果的な環境経営の手法を理解することをねらいとしています。講義中に、岐阜大学の環境への取り組みを紹介するとと

もに、施設見学会、自治体・銀行・製造業からゲストスピーカーをお招きして、環境マネジメントの取り組みの実際に

ついての話を伺う機会を予定しています。大学教員以外のお話しも伺うことができますし、施設見学にも出かけます。

フューチャーセンター入門

この授業では、実践・グループワークを通して自発的な学びにより、自分たちで多様な人たちが集まる「対話の場」を

作り上げることを目指す。フューチャーセンター（Future Center）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。

授業は、座学とあわせてグループワーク（実践）を軸とした講義形式である。まず、フューチャーセンターに関する基

本的な知識や手法、事例を学び基礎的な素養を習得し、地域の人たちとの対話の場（フューチャーセンター）を実践す

る。そして、地域など身近にある課題の抽出や解決に向けたフューチャーセンターの活用方法や有効性について理解を

深め、地域を志向するための実践的な能力を身につける。
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高校生受講可能

大学名 岐阜大学

講師 流域圏科学研究センター　准教授　　小山　真紀（こやま　まき）　ほか

初回予定 2022年10月3日（月）

授業時間 毎週月曜日　3時限目　13時00分～14時30分　　（全15回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　26教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

高校生受講可能

大学名 岐阜大学

講師

初回予定 2022年10月5日（水）

授業時間 毎週水曜日　2時限目　10時30分～12時00分　　（全15回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　105教室

聴講方法 対面授業またはｅラーニング

科目内容

注意事項

高校生『のみ』受講可能

大学名 岐阜大学

講師

初回予定 2022年7月25日（月）

授業時間 ホームページ内の開催日程をご覧ください

主会場 未定

聴講方法 対面授業　※『高校生のみ』受講可

科目内容

注意事項

諸君は，大学生になろうと努力し，大学生として数年間を過ごし，そして大学卒業者として社会で活躍する。しかしこ

れほど長期に渡って関わる「大学」とは，いったいどのような制度であり，それはどのような歩みを経て今日に至った

のだろうか。

岐阜大学は数年前に創立７０周年を迎えた。源流まで遡れば１４０年以上の歴史がある。岐阜大学に学ぶことは，この

歴史に自らが身を置きそれを引き継ぐことを意味する。本授業では，岐阜大学の歩みを日本の大学制度及びその変遷と

照らし合わせながら講義する。これを通じて高等教育制度や高等教育史を理解し，自己をその連続性の担い手として認

識することを目指す。

高校生のみを対象とします（一般社会人の方は受講できません）

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

地域社会と災害

社会システム経営学環　准教授　　市来嵜　治（いちきざき　おさむ）ほか

教育推進・学生支援機構　　准教授　　廣内　大輔（ひろうち　だいすけ）

この授業は夏期休暇中から始め、チーム毎にゲスト講師と日程調整しながら、地域社会で活動することを基本とする。

前学期「まちづくりリーダー入門」で話を聴いたゲスト講師が提示する活動内容の中から、受講生が希望する活動内容

を選び、受講生数名から編成されるチーム毎に、ゲスト講師とともに活動する。

地域社会での活動を通して、まちづくりリーダーとして必要不可欠な「何事にも主体的に協働する姿勢や態度」を身に

付けることを最大の目標とする。さらに、地域社会における次の挑戦につなげる。

*テキスト：『20代に伝えたい50のこと』／秋元祥治／ダイヤモンド社／978-4478104811

災害を起こすような自然現象（台風や地震など）は、どんなに大きくても、人がいないところで発生した場合には災害

とは呼ばない。つまり、災害とは人間社会を前提とした概念なのである。本講義では「災害」について、自然現象その

ものと、それが人間社会の元に影響をおよぼしたとき何が起きるのかという2つの側面から考える事で、災害の本質に

ついて考える事をねらいとしている。

岐阜大学の歴史と高等教育論

まちづくりリーダー実践
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大学名 岐阜大学

講師

初回予定 2022年10月3日（月）

授業時間 毎週月曜日　2時限目　10時30分～12時00分　　（全15回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　工学部棟　104教室および202PC教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

大学名 岐阜大学

講師 工学部　非常勤講師　皆川 一二（みながわ　かずじ）

初回予定 2022年10月3日（月）

授業時間 毎週月曜日　5時限目　16時30分～18時00分　　（全15回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　工学部棟　106教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

大学名 岐阜大学

講師

初回予定 2022年10月3日（月）

授業時間 毎週月曜日　3時限目　13時00分～14時30分　　（全16回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　工学部棟　104教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

工学部　准教授　　田村　哲嗣（たむら　さとし）

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

多変量解析

制御工学基礎

企業での“品質不具合”は企業の命取りになり、“品質”は企業の最重要課題である。そのために、技術者は「品質力」を

有することが必須である。本『品質工学』では、この一流の企業の一流の技術者に必須である「品質力」とそれを支え

る『１７の品質手法』を学び、身に付けた人材となることを目標としている。具体的には、デンソーで、トヨタ７、ト

ヨタ２０００GTなど自動車用燃料噴射装置を５０年間開発した経験から品質の大切さを説明する。さらに、企業での新

製品開発から量産そして市場における、技術者が身に付けなくてはならなく、かつ即役立つ「品質力」について講義す

る。

＊テキスト：『品質の教科書』／皆川　一二／日経BP社／978-4-296-10705-6

航空宇宙生産技術（品質工学）

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

今日の情報化社会には、多種多様なデータが数多く存在している。データを解析して新たな知見を見出したり、データ

内要素の分類法を応用したアプリケーションを開発したりする能力の醸成は大変重要である。そこで本授業では、多変

量データに対するさまざまな分析手法について講義で取り上げ、続いて演習を行う。

＊テキスト：『意味がわかる多変量解析』／石井 俊全／ベレ出版／4860643984

制御工学は，産業用ロボットなどの作業機械類や化学プラント等の制御対象に所望の動作を行わせるための理論的な枠

組みを提供するものである。制御工学を学ぶ上で基礎となる「古典制御」を中心に講義する。

＊テキスト：『はじめての制御工学　改訂第2版』(佐藤和也/平元和彦/平田研)講談社サイエンティフィク：978-4-06-

513747-5

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

工学部　教授　　伊藤　和晃（いとう　かずあき）
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大学名 岐阜大学

講師 工学部　助教　　深井　英和（ふかい　ひでかず）

初回予定 2022年10月4日（火）

授業時間 毎週火曜日　1・2時限目　8時45分～12時00分　　（全16回）

主会場

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

大学名 岐阜大学

講師 工学部　准教授　　寺田　和憲（てらだ　かずのり）

初回予定 2022年10月4日（火）

授業時間 毎週火曜日　２時限目　10時30分～12時00分　　（全14回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　工学部棟　101教室および203PC教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

大学名 岐阜大学

講師

初回予定 2022年10月4日（火）

授業時間 毎週火曜日　4時限目　14時45分～16時15分　　（全15回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　工学部棟　102教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

人工知能とは、人の持つ知的な能力を機械（主にコンピュータ）によって実現するための学問体系である。人工知能研

究は計算機の進歩とともに変化してきた。本講義では、問題解決や探索などの基礎的なトピックから知識表現、プラン

ニング、推論、機械学習、エージェントアプローチの現代人工知能の基本的項目、さらには最近話題のディープラーニ

ングについて解説を行うとともに、プログラミング演習を通じて理解を深める。

工学部　教授　　山田　貴孝（やまだ　たかよし）

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

ロボット工学

ロボットは、「見る」、「触れる」、「聴く」等の知覚を持ち、動作決定を自ら行い、人間に近い器用さで作業を行う

段階に近づきつつあり、人間社会に大きなインパクトを与えている。これに伴い、ロボティクスという工学分野が形成

されてきた。ロボティクスは機械、情報、電気と幅広い分野をカバーするが、その基礎となるのはロボットの運動学と

動力学のモデリング及びその制御である。本科目「ロボット工学」では、ロボットの基礎知識を習得することを狙い、

ロボットの運動学と動力学のモデリング及びその制御に関する基礎を講義する。

＊テキスト：『ロボット工学の基礎(第3版)』／川﨑 晴久／森北出版／4627913837

岐阜大学柳戸キャンパス　工学部棟　202PC教室

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

プログラミング実践I

プログラミング実践Ｉの講義は、Ｃ言語やPythonでプログラミングの基礎を既に習得した者を対象としています。　新

たに Java 言語を用いたプログラミングを学ぶことにより、将来様々なプログラム言語に対応できる力を身につけます。　

また、Java 言語はオブジェクト指向の代表的言語です。　本講義では、Java 言語を通じてオブジェクト指向プログラミ

ングを学習します。　また、ウィジェットを用いた具体的なアプリケーションの開発を通じてより実践的なプログラミ

ングを学習します。最終課題では、Java を用いて各自が自由な発想のもとオリジナルのアプリケーションを開発し、発

表会を行います。

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

人工知能
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大学名 岐阜大学

講師

初回予定 2022年10月7日（金）

授業時間 毎週金曜日　4時限目　14時45分～16時15分　　（全15回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　工学部棟　202PC教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

大学名 岐阜大学

講師 応用生物科学部　教授　鈴木　正嗣（すずき　まさつぐ）ほか

初回予定 2022年10月7日（金）

授業時間 毎週金曜日　4時限目　14時45分～16時15分　　（全15回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　応用生物科学部棟　101教室

聴講方法

科目内容

注意事項

大学名 岐阜大学

講師

初回予定

授業時間

主会場

聴講方法

科目内容

注意事項

対面授業

対面授業またはｅラーニング

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

コンピュータプログラミングは，パーソナルコンピュータで動作するソフトウェアのみならず，携帯電話や身の回りの

電化製品，自動車などの中にも組込み機器として搭載されており，現代の工業製品の開発には欠くことができない．ま

た，適切に動作するソフトウェアを作成するためには，計算方法や条件判断について，事前に多方面から検討する必要

がある．これは，順序立てた論理的な思考を必要とする．

プログラミングの技術のみ注目すれば，Pythonで十分であると思うかもしれない．サンプルも多くすぐに結果をもとめ

るためにはとてもよい．しかし，それは誰にでもできる．高度な言語の根底には，やはりデータの型やアドレスの理解

が重要となる．C言語は，それの理解を深めるにはとてもよい．つまり，受講者には，技術のみならず，考え方を身に

つけてほしい．そのため，この授業では，プログラミングの基礎を理解するために，Ｃ言語を対象として，プログラム

の基礎と開発手順の概要を理解する．そして，プログラミングを通じて論理的な思考を行い，それをコンピュータで実

装することで，さまざまな分野での開発者として必要なスキルを身に付ける．なお，状況によっては，ハイブリッド形

式やオンライン形式の授業形態となる．そのため，各自のPCにLinuxの仮想環境を構築し，演習室のPCのみならず自分

のPCでもC言語の開発環境を作り，予習と復習に活用すること．

工学部　教授　　原　武史（はら　たけし）

プログラミング基礎

演習室のPCを利用する場合には、自分のPCを持参する必要はない。

ただし、自分のPCにLinux環境をインストールして、自分のPCでもプログラム開発が行えるようにすること。Linux環

境のインストールは、Virtual Boxなどの仮想環境を使って各自実施すること。新型コロナウィルス感染症の状況によ

り、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

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。

工学部　教授　　伊藤　和晃（いとう　かずあき）

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

航空宇宙生産技術（経営工学）

野生動物管理学入門

工学系の技術者や研究者にも、企業や組織で成果をあげるためには経営に関する知識と能力が期待される。本授業で

は、組織に貢献できる技術者・研究者となるため、基礎的な経営知識に加え、簿記会計、コストアカウンティング、

ファイナンス等の経済生産性の向上に関する経営の基礎的な知識を理解するとともに、地域企業の課題やニーズに応え

るべく戦略的思考に基づく意思決定プロセスや、プロジェクト管理手法（プロジェクトマネージメントやPDCAなど）

等を総合的に学ぶ。また、現代社会は急速な環境や技術の変化・進展の中で結果を見通せない不確実性が高まってい

る。経営的・社会的・技術的課題に挑戦する組織は不確実性に挑戦しなければならない。そのような高い不確実性の中

で成果をあげるため、リスクマネジメント及び危機管理についても学修する。
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大学名 岐阜大学

講師

初回予定 2022年10月5日（水）

授業時間 毎週水曜日　1時限目　8時45分～10時15分　　（全15回）

主会場

聴講方法

科目内容

注意事項

高校生受講可能

大学名 岐阜大学

講師 地域科学部　　准教授　　小西　豊（こにし　ゆたか）

初回予定 2022年10月6日（木）

授業時間 毎週木曜日　1時限目　8時45分～10時15分　　（全15回）

主会場

聴講方法

科目内容

注意事項

大学名 岐阜大学

講師

初回予定 2022年10月7日（金）

授業時間 毎週金曜日　1時限目　8時45分～10時15分　　（全15回）

主会場

聴講方法

科目内容

注意事項

サプライチェーンマネジメント論

サプライチェーン・マネジメント（SCM）は、原料調達から最終消費に至る生産・流通・販売の供給連鎖を全体管理す

ることであり、ロジスティクスの概念が基本となる。本授業の講義ではSCMの基礎理論と応用的技法、さらにはすべて

の工程の同期化とITを活用した物流および情報管理について学習する。特に、品質低下が速くて商品管理が困難な食品

を中心に、物流、商流、情報流の全体管理を総合的に学び、ロジスティクス概念の徹底理解を目指す。

*テキスト：『流通システムとサプライチェーンマネジメント』／遠藤雄一／同文館出版／978-4-495-64971-5

自分の将来を考えるとき，何等かの意義のある生き方を模索して方向づけた人生に向かって進んでいくように，企業と

いう組織も自社の目的を定め，その達成のために日々の活動を行っている。人でいえば生き方の方向づけ，組織でいえ

ば目的志向的な組織の方向付けや未来づくりが「戦略」である。戦略という言葉は非常によく使われる言葉であり，

「戦略を語る人の数だけ戦略の定義がある」とも言われている。それくらい戦略という言葉は多様性と多義性を有して

いるため曖昧だが，人や組織の長期的な未来づくりを担っている。故に組織（人）の未来は戦略次第ともいえる。本講

義では，最初に経営学の基礎を復習し，企業を取り巻く内外の環境や組織構造，組織文化を踏まえ，企業の事業戦略，

企業戦略の基本を修得し，最後はゲスト講師を招いてリアルな戦略について講演いただく。また各回の後半は数人でグ

ループディスカッションを行い，講義での気づきを確認する。

*テキスト：『1からの経営学　第3版』／加護野忠男・吉村典久編著／碩学舎／ISBN978-4-502-37521-7 

『1からの戦略論　第2版』／嶋口充輝・内田和成・黒岩健一郎編著／碩学舎／ISBN978-4-502-16741-6

対面授業

社会システム経営学環　特任教授　前澤　重禮（まえざわ　しげのり）

グローバリゼーション、地球環境問題、人権と民主主義、格差社会の出現といったように、現代社会は情報化やネオリ

ベラリズムの影響を受けて大きく変化しており、現代企業もまた社会の変貌に呼応する形で存在している。企業、特に

経営者の社会的責任が強く社会から問いただされている今日、「不祥事を繰り返す企業は、市場からの退場を迫られる

ことになっている。

20世紀の最後の10年には、体制の異なるシステムが崩壊し、市場経済システムとネオリベラル思想が世界全体を覆い尽

くしている。しかし、それぞれの国・地域、歴史、文化の影響を受けて、資本主義システムは多様な市場、企業像を見

せている。企業社会は変貌するグローバル経済のなかで、どのように変容しているのか、米・欧・市場経済移行諸国の

国際比較を行い、多様なビジネスシステムの特徴を考察し、類型化していく。

経営戦略論

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

岐阜大学柳戸キャンパス　地域科学部棟　101教室

社会システム経営学環　　准教授　　柴田　仁夫（しばた　きみお）

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

対面授業

対面授業

岐阜大学柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　コモンズ1Aおよびコモンズ1B教室

岐阜大学柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　第4セミナー室

経営学
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大学名 岐阜大学

講師 社会システム経営学環　教授　出村　嘉史（でむら　よしふみ）

初回予定 2022年10月7日（金）

授業時間 毎週金曜日　2時限目　10時30分～12時00分　　（全15回）

主会場

聴講方法

科目内容

注意事項

高校生受講可能

大学名 岐阜大学

講師 地域科学部　教授　内田　勝（うちだ　まさる）

初回予定 2022年10月7日（金）

授業時間 毎週金曜日　2時限目　10時30分～12時00分　　（全15回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　地域科学部棟　21教室

聴講方法

科目内容

注意事項

高校生受講可能

大学名 岐阜大学

講師

初回予定 2022年10月4日（火）

授業時間 毎週火曜日　5時限目　16時30分～18時00分　　（全15回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　応用生物科学部棟　101教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

応用生物科学部　准教授　　楠田　哲士（くすだ　さとし）

動物園学（博物館概論）

学年暦より、1月10日は火曜日ですが、月曜の講義を実施します。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

都市はその開発されたエリア単体で成り立っているものではなく、地域的あるいはグローバルな経済活動の拠点として

存在しつづけてきた。本講義では、古代から現代にいたり、都市がいかにして成立し、機能を発達させてきたのかにつ

いて、基盤施設や都市デザインとそれが支えた産業に着目し、その成立の必然について議論し、今後の都市経営のあり

方を考えるための素養を身に付けることを目的とする。

動物園（水族館も含む）は、生きた動物、主に野生動物を収集・飼育し、種の保存を図りながら展示や研究等を行う博

物館の一形態である。動物園は、レクリエーション、教育、種の保存、調査・研究がその中心的な役割とされ、また昨

今注目される生物多様性の保全にも大きく貢献し、現代社会に必要不可欠な場所になっている。動物園は単なるレ

ジャーランドではない。動物園の存在意義と機能について、歴史的背景から紹介し、動物園とは何か、動物園学とは何

かを概説する。

都市形成史

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

ヨーロッパ文化論

私が担当するこの講義では、原則として毎回１編ずつヨーロッパ文学の古典的名作をつまみ食いすることで、それらの

作品を生み出したヨーロッパ文化への理解を深めることを目指します。小レポート執筆時間を除く80分間で毎回1つの

作品を扱うという、まさに「つまみ食い」しかできない状況で、私に何が伝えられるかを試行錯誤してみます。ところ

で私自身の専門はイギリス文学なので、「ヨーロッパ文化論」とは言いつつイギリス関連の作品が多くなってしまう

点、また「文学の名作」と言いつつ映画や漫画を取り上げる回もある点を、あらかじめご了承ください。授業で扱う作

品を前もって読んでいただく必要はありません。むしろこの講義が、そうした作品に触れるきっかけになってくれれば

嬉しいです。

eラーニングに変更される可能性あり、その場合は学生専用のシステムを利用するため受講いただけません。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

対面授業

岐阜大学柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　コモンズ1Aおよびコモンズ1B教室

対面授業
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高校生受講可能

大学名 岐阜大学

講師

初回予定 2022年10月6日（木）

授業時間 毎週木曜日　2時限目　10時30分～12時00分　　（全8回）

主会場 岐阜大学柳戸キャンパス　応用生物科学部棟　11教室

聴講方法 対面授業・遠隔授業の混在

科目内容

注意事項

大学名 朝日大学

講師 経営学部経営学科　教授　土井 義夫　（どい　よしお）

初回予定 2022年９月２６日（月）

授業時間

主会場 朝日大学穂積キャンパス  ６号館　６５０６講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

本科目は、半期8回の講義となります。

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

流通システムは、生産から消費までの一連の過程において構成されるサプライ･チェーンの要素全体を指す。これまで

管理のための合理化・標準化が求められつづけてきた。業務革新を通じて、従来型の取引慣行を踏まえ、製造から消費

までのサプライ・チェーンの全てに渡るトータル業務が進展している。

本講義では、研究員としての物流企業勤務時の経験も交えながら、小売業の変革、新しい情報技術、業界の再編成など

トピックを踏まえて流通システムを概説する。

・高校生は受講できません。

・新型コロナウィルス感染症対策に係る後学期の授業対応によっては、本学学生以外の受講をお断りすることがありま

す。

・10月10日は、授業実施日です。10月17日は、振替休業日です。

・12月29日から翌年1月5日までは、冬季休業期間です。

・自動車による通学は禁止です。(どうしても必要な場合は、民間駐車場を借りてください。)

テキスト：満薗勇『商店街はいま必要なのか「日本型流通」の近現代史』

　　　　　講談社現代新書、2015、4062883252 

　参考書： 小川進『ＱＲコードの奇跡—モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ』

　　　　　 東洋経済新報社、2020、4492534199

　　　　　ドネラ・H・メドウズ『 世界はシステムで動く — いま起きていることの本質をつかむ考え方 』 英治出

　　　　　版、2015、4862761801

　　　　　石原武政・竹村正明 『1からの流通論<第2版>』 碩学舎、2018、4502283614

　　　　　崔相鐵・岸本徹也 『1からの流通システム』 碩学舎、2018、4502261912

　　　　　林周二 『流通革命—製品・経路および消費者』 中公新書、1962、 4121000048

毎週月曜日３時限目13:10-14:40（全15回）

近年、ペットフードの改良や動物医療の進歩によって家庭動物の寿命は著しく延び、社会における位置づけも変化して

きた。こうした背景をふまえ、本講義では、イヌ・ネコ・トリやエキゾチックペット等の生理学・栄養学・遺伝学・管

理学・疾病学などについて総合的に講ずるとともに、社会における家庭動物の役割についてグループ討論を行う。

応用生物科学部　教授　　岩澤　淳（いわさわ　あつし）　ほか

流通システム論

家庭動物学
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大学名 朝日大学

講師

初回予定 2022年９月２８日（水）

授業時間

主会場

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 教育学部　准教授　吉田　琢哉（よしだ　たくや）

初回予定

授業時間

主会場
聴講方法

科目内容

注意事項

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 教育学部　准教授　煙山　千尋（けむりやま　ちひろ）

初回予定 2022年9月30日(金)

授業時間

主会場

聴講方法

科目内容

注意事項

2022年9月30日(金)

運動・スポーツ心理学の基礎から応用までの幅広い分野について、身近な例を取り上げながら、日常の生活場面で見ら

れる具体的な例を取りあげて説明し、受講者が運動・スポーツ心理学の諸テーマを自分の身近な問題として考え、理解

を深められるよう促す。

※新型コロナウイルス感染症の状況により日程に変更が生じる場合がございます。

社会・集団・家族心理学

毎週金曜日　１時限目（9:00-10:30）（全１５回）

岐阜聖徳学園大学　羽島キャンパス　7206講義室
対面授業

対面授業

保健医療学部健康スポーツ科学科　准教授　庄司　直人　（しょうじ　なおと）

体育学基礎Ⅱ（心理）

毎週金曜日　１時限目（9:00-10:30）（全１５回）

岐阜聖徳学園大学　羽島キャンパス　7204講義室

自己の内的世界で起きる認知や思考の様式、他者とのコミュニケーションによる態度の変容、他者に対する好意の源

泉、他者が存在することによるパフォーマンスへの影響、集団のダイナミックス、多様な家族の形とそのリスク要因等

について学ぶ。

教科書は無し。適宜配付。

※新型コロナウイルス感染症の状況により日程に変更が生じる場合がございます。

リーダーシップ論

毎週水曜日4時限目14:55-16:25（全15回）

朝日大学穂積キャンパス  ５号館１階　５１４講義室

適応・変革志向のリーダーシップ理論を中心に学ぶ。変化に富む現代において、組織を素早く適応・変革することので

きる人材、または社会に変化を生み出すことのできる人材になるために必要なリーダーシップ理論を学習する。

・高校生は受講できません。

・新型コロナウィルス感染症対策に係る後学期の授業対応によっては、本学学生以外の受講をお断りすることがありま

す。

・11月23日は、祝日(勤労感謝の日)のため、授業はありません

・12月29日から翌年1月5日までは、冬季休業期間です。

・自動車による通学は禁止です。(どうしても必要な場合は、民間駐車場を借りてください。)

テキスト： その都度教材を作成し配付する。　

参考書： ロナルド・A・ハイフェッツ、マーティ・リンスキー

［新訳］『最前線のリーダーシップ　何が生死を分けるのか』英治出版　ISBN:978-4-86276-256-6
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大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 外国語学部　専任講師　四戸　慶介（しのへ　けいすけ）

初回予定 2022年9月30日(金)

授業時間

主会場

聴講方法

科目内容

注意事項

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 外国語学部　准教授　横久保　義洋（よこくぼ　よしひろ）

初回予定 2022年9月30日(金)

授業時間

主会場

聴講方法

科目内容

注意事項

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 経済情報学部　教授　河野　公洋（こうの　きみひろ）

初回予定 2022年9月22日（木）

授業時間

主会場

聴講方法

科目内容

注意事項

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 経済情報学部　教授　河野　公洋（こうの　きみひろ）

初回予定 2022年9月20日（火）

授業時間

主会場

聴講方法

科目内容

注意事項

Eコマース論Ⅱ

毎週火曜日  ３時限目 　13:10-14:40（全15回）

岐阜聖徳学園大学　岐阜キャンパス　教室未定（初回授業時にお知らせします）

Ｅ-ビジネス導入によって様々な業界で、様々な成功事例がある。大企業・中小企業、製造業・流通業、第一次・第二

次・第三次産業、企業間・企業消費者間などその形は様々である。 本講義では、ビジネスの様々な側面での電子化、Ｉ

Ｔ化、Ｅコマース化を題材に、成功の方策を検証していきます。 電子環境下でのビジネスに関する成功事例研究です。

※新型コロナウイルス感染症の状況により日程に変更が生じる場合がございます。

※12/6は大学祭のため休講となります。

グローバルマネジメント

毎週木曜日  ３時限目 　13:10-14:40（全15回）

岐阜聖徳学園大学　岐阜キャンパス　教室未定（初回授業時にお知らせします）

企業は、大競争時代を迎えたと言われて久しいが、経営のグローバル化に伴い、経営面でどのような問題に直面し、国

際的に適応しているのか。 歴史的な経緯を踏まえて、アジア、欧米主要国の経営風土・組識と経営システムを国際比較

しながら、基本課題につき企業行動や経営戦略を具体的に分かりやすく解説します。また、中国の世界工場化と世界の

市場化、日本産業の空洞化、アジア地域での産業協力と棲み分け、リストラ、国際戦略提携とM&A、IT革命と日本的シ

ステムの変革、知識創造マネジメントと知の国際移転など重要な課題にも具体的に最近の企業事例で概説します。

毎週金曜日　2時限目（10:40-12:10）（全１５回）

岐阜聖徳学園大学　羽島キャンパス　6204講義室

東アジア地域の多様な風土と民族とに着目しつつ、その暮らしの中ではぐくまれてきた文学作品、特に漢詩を味読し、

その世界に対して関心を抱き初歩的な理解をする。また、濃飛地方を中心とした日本の生活文化と比較することによ

り、郷土意識を養うとともに日本文明の独自性と異文化との関わり方についても考察する。

イギリス研究Ⅰ

毎週金曜日　２時限目（10:40-12:10）（全１５回）

岐阜聖徳学園大学　羽島キャンパス　6301講義室

「イギリス」とは何か、という基本的な知識の整理に始まり、イギリスの歴史と文化、現代の姿を理解するためにテキ

ストの各項目に沿って講義を進めていく。最終回に行われる理解度確認テストのほかに、毎回小テストを行い、授業内

容を自分でまとめた小レポートの提出をする。コースの最後に任意の項目についてのレポートを課すので学生は自主的

にテキストを読み、情報を整理し分析を試みることが求められる。

教科書「Let's Check Out the UK!」McVay, Paul Chris/Kawada, Nobumichi／Kinseido／

ISBN：9784764740006

※新型コロナウイルス感染症の状況により日程に変更が生じる場合がございます。

※新型コロナウイルス感染症の状況により日程に変更が生じる場合がございます。

対面授業

対面授業

対面授業

対面授業

※新型コロナウイルス感染症の状況により日程に変更が生じる場合がございます。

中国研究Ⅱ
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大学名 岐阜聖徳学園大学短期大学部

講師 教授　蜷川　祥美（にながわ　さちよし）

初回予定 2022年9月22日（木）

授業時間

主会場

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

高校生受講可能

大学名 岐阜工業高等専門学校

講師 一般科目　教授　中島　泉（なかしま　いずみ）　他

初回予定 2022年10月25日（火）　初回のみ火曜日となります

授業時間

主会場

聴講方法 対面授業、テレビ会議授業、eラーニング

科目内容

注意事項

高校生受講可能

大学名 岐阜工業高等専門学校

講師 建築学科　教授　小川　信之（おがわ　のぶゆき）　他

初回予定 2022年10月20日（木）

授業時間

聴講方法

科目内容

注意事項

加盟機関

毎週木曜日配信（全15回）

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。

ｅラーニング授業では、国立高等専門学校機構のＬＭＳでの授業が受講できます。

日付は学内の行事等の都合で変更となる場合もあります。

コンテンツ作成年度：令和４年度

先端数学入門

毎週木曜日（15:30-17:00）

１～　６回：対面・遠隔配信授業・eラーニング授業

７～１６回：eラーニング授業のみ

岐阜大学サテライトキャンパス、遠隔教室　岐阜高専　６号館４階　大講義室

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。

すべての授業をｅラーニングで受講することもできますが、１～６回の授業は対面授業、遠隔配信授業でも受講できま

す。ｅラーニング授業用アカウント発行前でも対面・遠隔での受講ができます。ｅラーニング授業では、国立高等専門

学校機構のＬＭＳでの授業が受講できます。アカウント発行前に対面授業の受講が可能です。日付は学内の行事等の都

合で変更となる場合もあります。

コンテンツ作成年度：令和４年度

ｅラーニング

仏教の生命観

毎週木曜日　3時限目　13:10-14:40（全15回）

岐阜キャンパス　2号館4階　246講義室

※参考資料『岐阜聖徳学園大学宗教学ノート』、蜷川祥美・河智義邦著、丸善雄松堂、ISBN:978-4-8419-4002-2

※初回講義は他の教養基礎科目との合同オリエンテーションになる場合があります。

※新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や聴講方法に変更が生じる場合があります。

先端実験入門

古来より人類が探求してきた「生命とは何か」というテーマについて、諸宗教や科学思想などを概観することより始

め、特に仏教思想における生命観を中心に考察します。

岐阜大学
岐阜県立看護大学
岐阜薬科大学
岐阜協立大学
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
岐阜保健大学

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

高山自動車短期大学
平成医療短期大学
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
岐阜県立森林文化アカデミー
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下記の通り、令和4年度後学期 社会人公開授業に受講申込みします。 　  下記記入欄の該当する箇所に☑印を入れてください

お名前 フリガナ

電話番号

eメール 　

連絡先住所

年齢 性別 □男性　　　　　□女性

ご職業

◆社会人公開授業 　※受講料は１科目につき　　社会人：５，０００円(コンソ加盟機関教職員は無料)　高校生：無料

備考欄

高校生受講可能

高校生受講可能

高校生受講可能

高校生受講可能

高校生受講可能

□eラーニング　※『高校生のみ』受講可能 『高校生のみ』受講可能

高校生受講可能

高校生受講可能

高校生受講可能

□ 岐阜大学　　  ※『高校生のみ』受講可能 『高校生のみ』受講可能

高校生受講可能

高校生受講可能

高校生受講可能

高校生受講可能

高校生受講可能

高校生受講可能

受講場所、受講方法の選択　☑印を入れてください

□eラーニング

□ 対面授業とeラーニング　　□eラーニングのみ

□ 岐阜大学

□ 岐阜大学

□ 岐阜大学　　□eラーニング

□ 岐阜大学

□ 岐阜大学

□ 岐阜大学

□ 岐阜大学

まちづくりリーダー実践

多変量解析

岐阜大学の歴史と高等教育論

リーダーシップ論

経営学

体育学基礎Ⅱ（心理）

社会・集団・家族心理学

航空宇宙生産技術（品質工学）

航空宇宙生産技術（経営工学）

制御工学基礎

プログラミング基礎

野生動物管理学入門

動物園学（博物館概論）

家庭動物学

流通システム論

サプライチェーンマネジメント論

〒　　　　　　　-

　　　　□　同意する　　　　　　　　□　同意しない

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜から他の講義や講座情報等をご案内するために、お名前、住所等を利用させていただいてもよろしいでしょうか。

※@gifu-uc.jp からのメールを受信可能な設定にしてください

イギリス研究Ⅰ

□ 岐阜大学

□ 岐阜大学

□ 岐阜聖徳学園大学

□ 岐阜聖徳学園大学

□ 朝日大学

プログラミング実践I

人工知能

ロボット工学

地域社会と災害

古今のものづくり

フューチャーセンター入門

□ 岐阜大学

仏教の生命観

先端数学入門

先端実験入門

□ 岐阜大学

□ 岐阜大学　　□eラーニング

□ 岐阜大学

□ 岐阜聖徳学園大学短期大学部

□ 岐阜聖徳学園大学

□ 岐阜聖徳学園大学

中国研究Ⅱ

グローバルマネジメント

Eコマース論Ⅱ

経営戦略論

ヨーロッパ文化論

都市形成史

□ 岐阜大学

□ 岐阜大学

□ 岐阜聖徳学園大学

□ 岐阜聖徳学園大学

□ 岐阜大学

□ 岐阜大学

□ 岐阜大学

□ 朝日大学

□ 岐阜大学

□ 岐阜大学

□ 岐阜大学　　□eラーニング

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜　事務室行　　

※１：ネットワーク大学コンソーシアム岐阜の加盟校及びその附属校職員の方は学校名も記入してください。

※２：高校生の方は学校名及び学年を記入してください。

□ 岐阜大学

□ 岐阜大学

□ 岐阜大学

環境マネジメントと環境経営

科目名

教養の生物学（ヒトのからだ）

化学入門（日常生活でよく見る化学現象や化学製品を学ぶ）

中国・朝鮮半島史（中国史）

現代社会論（社会の基盤）

現代環境学(ＥＳＤ実践研究)

個人情報の利用

FAX用 受講申込書　　　FAX送付先番号 058-212-0391

□10代　　□20　　□30代　　□40代　　□50代　　□60以上

□ 岐阜大学

キ

リ

ト

リ

線


