
ネットワーク大学コンソーシアム岐阜  加盟機関

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜（GUC）は、

岐阜県内の大学等、

高等教育機関25校と岐阜県が連携し、

それぞれの魅力を高めるとともに

地域における知的活動の中心拠点として、

高等教育に対する多様なニーズに的確に対応し、

地域社会の発展に寄与します。

岐阜大学

〒501-1193
岐阜市柳戸1-1
TEL：058-230 -1111

岐阜県立看護大学

〒501- 6295
羽島市江吉良町
3047-1
TEL：058-397-2300

岐阜薬科大学

〒501-1196
岐阜市大学西1-25-4

（本部）
TEL：058-230 -8100

岐阜協立大学

〒503-8550
大垣市北方町5-50
TEL：0584-77-3511

岐阜女子大学

〒501-2592
岐阜市太郎丸80
TEL：058-229-2211

朝日大学

〒501-0296
瑞穂市穂積1851
TEL：058-329-1111

岐阜聖徳学園大学

〒501- 6194
岐阜市柳津町高桑西
1-1（羽島キャンパス）
TEL：058-279-0804

東海学院大学

〒504-8511
各務原市那加桐野町
5- 68（東キャンパス）
TEL：058-389-2200

中京学院大学

〒509-9195
中津川市千旦林1-104

（中津川キャンパス）
TEL：0573-66-3121

中部学院大学

〒501-3993
関市桐ヶ丘2-1

（関キャンパス）
TEL：0575-24 -2211

岐阜医療科学大学

〒501-3892
関市市平賀字長峰
795 -1
TEL：0575-22-9401

岐阜保健大学

〒500-8281
岐阜市東鶉2丁目92
TEL：058-274 -5001

岐阜市立女子短期大学

〒501-0192
岐阜市一日市場北町
7 -1
TEL：058-296-3131

岐阜聖徳学園大学短期大学部

〒500-8288
岐阜市中鶉1- 38

（岐阜キャンパス）
TEL：058-278-0711

東海学院大学短期大学部

〒504-8504
各務原市那加桐野町
2- 43（西キャンパス）
TEL：058-382-1148

中部学院大学短期大学部

〒501-3993
関市桐ヶ丘2 -1

（関キャンパス）
TEL：0575-24-2211

大垣女子短期大学

〒503-8554
大垣市西之川町1-109
TEL：0584-81- 6811

中日本自動車短期大学

〒505- 0077
加茂郡坂祝町深萱
1301
TEL：0574-26-7121

高山自動車短期大学

〒506-8577
岐阜県高山市下林町
1155
TEL：0577-32-4440

平成医療短期大学

〒501-1131
岐阜市黒野180
TEL：058-234-3324

中京学院大学短期大学部

〒509- 6192
瑞浪市土岐町2216

（瑞浪キャンパス）
TEL：0572- 68 - 4555

岐阜工業高等専門学校

〒501- 0495
本巣市上真桑2236-2
TEL：058-320-1211

岐阜県立森林文化アカデミー

〒501-3714
岐阜県美濃市曽代88
TEL：0575-35-2525

情報科学芸術大学院大学（IAMAS)

〒503- 0006
大垣市加賀野4丁目
1 番地 7
TEL：0584-75- 6600

放送大学岐阜学習センター
〒500-8384
岐阜市薮田南5 -14-53

（ＯＫＢふれあい会館
第2棟2階）
TEL：058-273-9614

岐阜県

〒500 -8570
岐阜市薮田南2-1-1

（清流の国づくり政策課）
TEL：058-272-1111

岐阜県経営者協会

〒500 -8833
岐阜市神田町2-2
商工会議所ビル3F
TEL：058-266 -1151

賛
助
会
員

　岐阜大学柳戸キャンパス
〒501-1193　岐阜市柳戸 1 番 1
TEL：058-293-2135 / FAX：058-293-3382

　岐阜大学サテライトキャンパス
　（令和5年6月末まで）

〒500-8844　岐阜市吉野町 6 丁目 31 番地
岐阜スカイウイング37（東棟 4階）
TEL：058-212-0393 / FAX：058-212- 0391

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜事務室
（岐阜大学学務部教学企画課内）

URL：https://www.gifu-uc.jp/
e-mail：guc@gifu-u.ac.jp

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜

（2023年3月第1版　10,000）



H I S T O R Y沿革

事業内容

1 教育連携推進事業

単位互換制度
コンソーシアム加盟機関に所属する学生であれば、所属大学以
外の大学等が開講する単位互換授業科目を履修し単位を修得
すると、所属する大学の単位として認定されます。また、認定
された単位のうち所定の要件を満たすものは、卒業要件として
活用することもできます。

大学等の高等教育機関と高等学校が相互に教育や研究内容に
関する情報交換を行い、県内の教育力向上と人づくりへの貢献、
県内の大学等への進学を志す高校生等にとってより良い進路選
択や進路指導が実現することを目指し、大学の入試情報の提供
や高大連携セミナーを企画・開催しています。
令和 2年度からは、従来の大学ガイダンスセミナーに代えて、
高校生が必要としている大学の情報提供を行うため、コンソー
シアムホームページに「岐阜県大学・短期大学等一覧」を掲載
しています。

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜では、県内高等教育機関で締結した包括的単位互換協定に基づき、対面、e-learning等、様々な
開講形式による単位互換授業を実施しています。また、学生や一般の方を対象とした共同プログラムや公開講座も開催しています。

事業内容

2 高大連携・情報発信事業

本事業は加盟機関と市町村や企業との連携を深め、地域貢献
や教育研究活動に資することを目的としています。「学生によ
る地域課題解決提案事業」として、研究室や学生有志による地
域が抱える様々な課題に着目した取り組みに対して活動経費の
一部を助成しています。また、活
動成果を「成果報告会」にて発
表いただき、審査員から評価・講
評を得るとともに、優れた活動
を表彰しています。

事業内容

3 地域連携・産学連携事業

共同プログラム
地域社会及び加盟機関に所属する教職員・学生に対し、加盟
機関との連携協力等により人材育成に寄与できるプログラムを
実施しています。近年は、一般の方向けに「特別な支援を必要
とする児童・生徒・学生への対応」、加盟機関教職員向けに「人
材育成プログラム」を継続して開催しています。一般向けの
共同プログラムは、コンソーシアム加盟機関の学生及び教職員は
無料、一般の方は有料にて参加することができます。

「国際ネットワーク大学コンソーシアム共同授業運営委員会」
設立（10月30日） 

1998（平成10年）

「共同授業」開始
大学と県内5箇所を多地点テレビ会議システムで接続し、遠
隔ライブ授業を実施

1999（平成11年）

名称を「国際ネットワーク大学コンソーシアム」に変更
「共同授業」にeラーニング（オンデマンド授業）を導入

2002（平成14年）

「包括的単位互換制度」の実施（全国に先駆けてeラーニン
グを実施）

2003（平成15年）

県主導の運営から大学の主体的運営に移行する「将来ビジョ
ン」を策定

2007（平成19年）

名称を「ネットワーク大学コンソーシアム岐阜」に変更2008（平成20年）

事務室を県から岐阜大学に移転。文部科学省「大学教育充
実のための戦略的大学連携支援プログラム」採択

2009（平成21年）

新たな事業展開に向けた「将来ビジョン I I 」策定
JR岐阜駅に隣接するアクティブG内に岐阜駅サテライト教室
を開設（2012 <平成 24>年9月まで）

2010（平成22年）

JR岐阜駅前の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開設と同時に事務室も移転（10月）

2012（平成24年）

岐阜大学サテライトキャンパスの閉鎖に伴い、事務室を岐阜
大学内に移転（ 7月）

2023（令和 5 年）

運
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教育連携推進部会

高大連携・情報発信部会

地域連携・産学連携部会

中長期計画策定運用部会事務室

皆さまへお伝えしたいこと…

社会人公開授業
コンソーシアムでは、大学
や短期大学等の授業を
「社会人公開授業」とし
て公開しており、高校生
受講可とされている授業
科目については、高校生
の方も無料で授業に参加できます。授業は、平日に行わ
れるものだけではなく、e-learningにより自宅にいな
がら学べる授業もあります。大学の授業を先取りして
体験できるチャンスです。興味のある方はコンソーシアム
のホームページへアクセスしてみてください。

単位互換制度
コンソーシアムの加盟校では、単位互換制度により、
様々な大学等が開講する興味のある授業を受講し、
単位を修得できます。単位互換授業の中には、対面
授業のみならず、e-learningにより自宅にいながら学
べる授業もあります。

コンソーシアムからの活動経費の助成を得て、地域が
抱える課題の解決にチャレンジすることができます。
興味のある方はコンソーシアムのホームページへアクセ
スしてみてください。

学生による地域課題解決提案事業

高等教育機関教職員のための
「人材育成プログラム」
加盟機関の教職員を対象とした共同プログラム「人材
育成プログラム」を開催し、高等教育を取り巻く様々
な課題や取組に関する研修機会を提供しています。

単位互換授業科目の提供や公開講座の講師、学生によ
る地域課題解決提案事業への応募など、日頃の教育研
究活動をコンソーシアムの事業によりさらに充実させ
ることもできます。コンソーシアム加盟機関が対象です。
未加入の場合は、ぜひ参加をご検討ください。

事業への参加、地域社会への貢献
共同プログラム「特別な支援を必要とする
児童・生徒・学生への対応」
専門家の講演により、ご家庭や学校等での具体的な支
援の在り方や支援の実践事例を学び、特別な支援を必
要とする児童・生徒・学生への向き合い方や支援の取
り組み方を考えていきます。お申込みは、コンソーシアム
のホームページなどをご確認ください。

コンソーシアムでは、社会人公開授業や公開講座など、
大学、短大等の最新の研究成果や岐阜県に関連する教育
研究活動をわかりやすく解説する場を設けています。

社会人公開授業、公開講座

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜より

G I F U  N E T W O R K  U N I V E R S I T Y  C O N S O R T I U M

申込方法は、コンソーシアムのホームページに掲載しています。
または、コンソーシアム事務室までお電話等にてお問い合わせください。

申
込
方
法

コンソーシアムホームページ
URL：https://www.gifu-uc.jp/
（本パンフレット内の「事業内容」もご覧ください。）

社会人公開授業
単位互換授業科目のうち、一部を高校生や社会人に公開して
います。受講方法は、学生と同様に大学に通学する対面授業、
インターネットを用いたe-learning等、各授業科目の特性により
ます。受講料は、1科目につき社会人は5,000円、コンソーシアム
加盟機関教職員及び高校生は無料です。

公開講座
加盟機関の最新の研究成果、岐阜県に関連する教育研究活動に
ついて、地域社会の皆さまにわかりやすく解説している公開講座
を開催しています。また、地域社会のニーズに応じたテーマを
設定しており、古典芸能や子供論に関する講座などを開催して
います。

ORG AN I Z A T I ON組織




