
Courses 

applicable

for 

credit transfer

単位互換
履修生
募集

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜 令和５年度 前学期

自分の大学・短大等の授業科目以外にも、

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜に加盟

する大学等の特色ある授業科目を履修するこ

とができます。また、そこで取得した単位は、

自分の大学・短大等の単位として取り扱うこ

とができます。

ホームページの申込フォームから受講申込し

てください。ご不明な点は、所属機関の学務

担当窓口までお問い合わせください。

受講予約後にメールにて配信される受講申込

書を印刷し、出願期間内に所属機関の担当窓

口までご提出ください。

申込・受講方法

注意事項

科目の開設期間ごとに申込期間が異なります。

受講予約後一時間経っても自動配信メールが届かない場合は、下記問い合わせ先まで

ご連絡ください。

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜 岐阜市柳戸1-1 岐阜大学学務部教学企画課内
(TEL)  058-293-2135 (FAX)  058-293-3382 (HP)  https://www.gifu-uc.jp

単位互換制度とは

お申し込みはこちらから →

※岐阜大学サテライトキャンパスは、令和5年 (2023年) 6月末をもって閉鎖することとなりました。



●教養科目（講義形態に【対面】と書かれた科目は、科目開設大学等へ出向く授業） 

●専門科目（講義形態に【対面】と書かれた科目は、科目開設大学等へ出向く授業） 
講義形態 科目開設大学等 科目名  定員 曜日  時限  

対面 

岐阜大学 

言語学 10名 木曜日 1時限 

人間発達概論 10名 金曜日 3時限 

社会言語学 10名 金曜日 3時限 

線形代数Ⅰ 5名 金曜日 3時限 

化学Ⅰ 5名 金曜日 2時限 

パターン認識 5名 月曜日 2時限 

プログラミング応用 5名 月曜日 4時限 

プログラミング実践II 5名 水曜日 1・2時限 

画像処理 5名 月曜日 3時限 

確率統計応用 5名 木曜日 1時限 

計測工学 5名 木曜日 2時限 

生産システム学 5名 火曜日 2時限 

知能機械工学演習 5名 木曜日 2・3時限 

航空宇宙生産技術（生産管理工学） 5名 木曜日 1時限 

岐阜薬科大学 
地球環境論 10名 火曜日 2時限 

薬用植物学 10名 木曜日 5時限 

朝日大学 

国際法Ａ 10名 木曜日 2時限 

地域表象論 10名 火曜日 4時限 

発育発達と老化 10名 金曜日 2時限 

レクリエーション論 10名 月曜日 2時限 

岐阜聖徳学園大学 

物理学Ⅲ 10名 月曜日 2時限 

経済学概論Ⅰ 10名 木曜日 2時限 

国文学特講Ⅰ 10名 金曜日 3時限 

American StudiesⅠ 10名 火曜日 4時限 

American StudiesⅡ 10名 水曜日 1時限 

American StudiesⅢ 10名 木曜日 3時限 

中国語文法Ⅰ 10名 木曜日 3時限 

現代医療論 10名 火曜日 2時限 

マーケティング論 10名 月曜日 2時限 

金融論Ⅰ 10名 火曜日 1時限 

Eコマース論Ⅰ 10名 木曜日 2時限 

情報と社会 10名 木曜日 4時限 

東海学院大学 心理学概論 5名 火曜日 2時限 

中京学院大学 経営統計学 5名 木曜日 3時限 

岐阜市立女子短期大学 
イギリス文学史 5名 木曜日 4時限 

日本文化論 5名 木曜日 3時限 

岐阜聖徳学園大学短期大学部 社会的養護Ｂ 10名 木曜日 3時限 

東海学院大学短期大学部 保育教材の研究 5名 月曜日 2時限 

対面 / eラーニング 岐阜協立大学 NPOコミュニティ論 20名 木曜日 4時限 

講義形態 科目開設大学等 科目名  定員  曜日 時限  

対面 

岐阜大学 

言語学（北欧のことばと地域の方言） 20名 月曜日 3時限 

安全科学（交通安全の科学） 10名 火曜日 5時限 

社会総合（環境、CSR(企業の社会的責任）とマネジメント） 5名 集中 集中 

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） 10名 月曜日 2時限 

教養の宇宙地球科学(ＥＳＤ入門) 5名 火曜日 3時限 

教養の環境学（里山と水辺の環境学） 10名 火曜日 2時限 

現代医学（現代医療の最前線） 30名 水曜日 1時限 

環境マネジメントと環境経営 5名 月曜日 2時限 

人と自然との関わりから見た岐阜 5名 月曜日 2時限 

地域産業と企業戦略入門：岐阜の企業を知る 20名 月曜日 2時限 

フューチャーセンター入門 10名 月曜日 5時限 

岐阜大学の歴史と高等教育論 30名 火曜日 3時限 

岐阜の自然（地質・活断層と水環境） 10名 火曜日 4時限 

岐阜にまつわる東洋史 10名 火曜日 5時限 

現代社会とボランティア・地域活動 10名 水曜日 3時限 

地域防災リーダー基礎 5名 集中 集中 

地域防災リーダー実践Ⅰ 20名 集中 集中 

地域防災リーダー実践Ⅱ 20名 集中 集中 

地域系インターンシップⅠ 5名 集中 集中 

産業系インターンシップⅠ 5名 集中 集中 

東海学院大学 体育講義 5名 月曜日 1時限 

岐阜医療科学大学 
心理学 5名 月曜日 1時限 

倫理学 5名 金曜日 3時限 

大垣女子短期大学 
音楽療法入門 5名 水曜日 1時限 

音楽療法入門 5名 金曜日 2時限 

対面 / eラーニング 岐阜大学 

美術論（美術史） 上限なし 火曜日 1時限 

古今のものづくり 20名 月曜日 3時限 

まちづくりリーダー入門 50名 火曜日 4時限 

現代生物学(実践生物化学)  10名 月曜日 4時限 

現代環境学(生物多様性を支える森林と動物たち) 40名 水曜日 1時限 

eラーニング 岐阜大学 岐阜県の環境教育と科学・技術 20名 火曜日 4時限 


