
社会人
公開授業
受講生募集

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜では

大学の授業を社会人の方や高校生の方に公

開し、対面授業やインターネットを利用し

た自宅で受講できる授業を開講しています

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

講師との対面授業であり、大学生等と同

じ教室での受講となります

なお、募集の定員を超える場合は先着順

となります

インターネットに接続したパソコンで

ご都合の良い時間に受講できます

配信期間は授業により異なります

●対面受講

●オンデマンド受講

申込期間 令和５年３月24日(金)～４月21日(金)

受講料

１科目につき 社会人： 5,000円

コンソ加盟教育機関教職員・高校生：無料
（一部の科目は中学生も受講可能【無料】）

申込方法

ホームページの申込フォーム（推奨）
またはFAX（293-3382）

お申し込みはこちらから →



Flow of a procedure
－手続きの流れ－

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

申し込み

案内郵送

振り込み

受講

ホームページの申込フォームまたはFAX
にてお申し込みをしていただきます。

申込確認後、当事務室から登録された
住所へ受講のための案内をお送りします。

案内に記載されている口座へお振込み
をお願いいたします。

ご入金を確認後、ｅラーニング受講の
場合は受講できるようにシステムへ登録
いたします。

時間割に合わせてご受講ください。



1. ［高校生受講可能］

大学名

講師 地域協学センター　大宮 康一（おおみや こういち）　准教授

初回予定日 令和5年4月17日（月）

授業時間 毎週月曜日　3時限目　　13時00分 ～ 14時30分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　視聴覚教室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

2. ［高校生受講可能］

大学名

講師 教育学部　野村 幸弘（のむら ゆきひろ）　教授

初回予定日 令和5年4月11日（火）

授業時間 毎週火曜日　1時限目　　8時45分 ～ 10時15分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　講義室未定

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

3. ［高校生受講可能］

大学名

講師 工学部　纐纈 守（こうけつ まもる）　教授

初回予定日 令和5年4月17日（月）

授業時間 毎週月曜日　2時限目　　10時30分 ～ 12時00分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　105講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

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、7月18日は火曜日ですが、月曜の講義を実施しますので、本講義を行います。

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、7月18日は火曜日ですが、月曜の講義が実施されますので、本講義は行いません。

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。

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づくにちがいありません。美術作品は、たんなる趣味や楽しみだけで

なく、じつは、宗教や思想、経済、社会状況、情緒・感情などと密接な関係にあり、人間が世界をいかに認識しているかを示しています。で

すから、美術作品の「見方」を学ぶことは、人間や世界を知ることにつながるのです。そのような考え方で、次の項目に沿いながら、美術作品

の面白さと重要性を理解できるよう、平易に講義します。

美術論（美術史）

岐阜大学

言語学（北欧のことばと地域の方言）

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します。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びます。

学年暦より、7月18日は火曜日ですが、月曜の講義を実施しますので、本講義を実施します。

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。

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。

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。

岐阜大学



4. ［高校生受講可能］

大学名

講師 地域協学センター　塚本 明日香（つかもと あすか）　准教授

初回予定日 令和5年4月11日（火）

授業時間 毎週火曜日　3時限目　　13時00分 ～ 14時30分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　31講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

5. ［高校生受講可能］

大学名

講師 地域協学センター　伊藤 浩二（いとう こうじ）　助教

初回予定日 令和5年4月11日（火）

授業時間 毎週火曜日　2時限目　　10時30分 ～ 12時00分

主会場 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講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

6.

大学名

講師 医学部　末次 淳（すえつぐ あつし）　准教授　ほか

初回予定日 令和5年4月12日（水）

授業時間 毎週水曜日　1時限目　　8時45分 ～ 10時15分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　105講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

7. ［中学生・高校生のみ受講可能］

大学名

講師 教育学部　中田 隼矢（なかた としや）　准教授

初回予定日 令和5年4月17日（月）

授業時間 毎週月曜日　3時限目　　13時00分 ～ 14時30分

主会場

聴講方法 ｅラーニング

科目内容

注意事項

岐阜大学

教養の宇宙地球科学(ＥＳＤ入門)

現代医学（現代医療の最前線）

医療・医学は、先人たちの試行錯誤の繰り返しによって少しずつ進歩し、現在も進歩を続けている。本講義では、医療現場の現状・将来を

学ぶ場として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、今後の医療の可能性とあるべき姿を展望する。講義を通

じ、自らの健康状態について考え今後の生活に生かせることにも留意する。講義は各分野の先端的医療の紹介が中心であるが、現在の

日本の医療を感じ取り、講義を契機に自ら必要な情報を得るなどして、医師を志す者も含めて患者こそが現代医療を担う主体であると自

覚することを目指す。

岐阜大学

学年暦より、7月18日は火曜日ですが、月曜の講義を実施しますので、本講義を行います。

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

岐阜大学

教養の環境学（里山と水辺の環境学）

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

ESD（Education for Sustainable Development）に関連する活動事例やその背景を紹介し、同時にそこで題材とされている現象

が地球史においてどういった位置づけにあるのかを示す。

共通の題材に対して、現代社会における持続可能性を考える視点と、地球規模の歴史としてとらえる視点を対比することで、自分自身がど

のように物事を考えていくかを見直す機会としたい。

なお、フィールドワークを3回実施する他、講義中にグループワークによる学生同士の意見交換も実施する。

学年暦より、7月18日は火曜日ですが、月曜の講義が実施されますので、本講義は行いません。

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。

私たちにとって身近な自然である里山や水辺は、長い歴史の中で人間の干渉を受けながら形づくられてきた自然生態系です。その成り立ち

と人間活動による影響、社会的効用を理解することは、21世紀における人と自然のよりよい関係を構築する上での基本的なリテラシーとな

ります。本講義では人と自然の関わりに着目しながら、日本の身近な自然の環境について理解し、将来に引き継ぐために必要な方策につい

て思考を深めることをねらいとします。

学年暦より、7月18日は火曜日ですが、月曜の講義が実施されますので、本講義は行いません。

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。

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。また，飛騨地方の神岡鉱山では，金属材料の原料となる鉱石の採掘が奈良時代頃から始まったとされ，2001年まで亜鉛

や鉛を含む鉱石を大規模に採掘していた。

本講義では，主に金属工学の観点（金属の製錬，金属の物性，金属の組織制御，金属の加工方法など）から岐阜県内で行われて

きた古今のものづくりについて初学者向けに解説し，その歴史などについて理解を深める。また，県外で行われてきた関連する事例も紹介

し，広い視野での理解を目指す。



8. ［高校生受講可能］

大学名

講師 社会システム経営学環　髙木 朗義（たかぎ あきよし）　教授

初回予定日 令和5年4月11日（火）

授業時間 毎週火曜日　4時限目　　14時45分 ～ 16時15分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　102講義室

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

9. ［高校生受講可能］

大学名

講師 地域協学センター　益川 浩一（ますかわ こういち）　教授　ほか

初回予定日 令和5年4月17日（月）

授業時間 毎週月曜日　5時限目　　16時30分 ～ 18時00分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　1Ｃ講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

10. ［高校生受講可能］

大学名

講師 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

初回予定日 令和5年4月11日（火）

授業時間 毎週火曜日　3時限目　　13時00分 ～ 14時30分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　103講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

まちづくりとは、私達の暮らし、すなわち社会をより良くする取り組みすべてのことを言う。道路や建物をつくることや行政だけがやればいいという

ものではない。ひとり一人できることがあり、誰でもでき、協力すれば、まちはもっと良くなる。

この授業は、(1)社会的課題解決に挑戦する先駆者、(2)まちづくりを支援する専門家、(3)地域社会に貢献する起業家等をまちづくり

リーダーのロールモデルとし、地域社会で活躍するゲスト講師の講話から、その行動や想いを理解する。これにより、自分が何に興味があり何

が好きで何に共感するのか、何ができて何ができないのか、強みや弱みは何か等に気付き、自分らしいまちづくりリーダーになるにはどうすれば

いいかを考える。また、希望者は週末や水曜日午後を利用して、ゲスト講師が活動する地域に出掛け、まち歩きや活動などを行う。

以上のことを通して、まちづくりリーダーとして必要不可欠な「何事にも主体的で様々な人達と協働できる姿勢や態度」の重要性に気付き、

地域社会で活動する切っ掛けにすることを狙いとする。

なお、希望者は、後学期「まちづくりリーダー実践」（ゲスト講師と地域社会で活動する集中講義形式の授業）を履修できる。

学年暦より、7月18日は火曜日ですが、月曜の講義が実施されますので、本講義は行いません。

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。

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。

講義内容(実践)によっては学外で行うことがある。

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るので、授業参加後に先生に確認してください。

【参考文献】フューチャーセンターをつくろう　野村恭彦  プレジデント社　2012

学年暦より、7月18日は火曜日ですが、月曜の講義を実施しますので、本講義を行います。

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。

この授業では，①高等教育に関する現代的課題についてのディスカッション，②日本の高等教育制度の歴史，③岐阜大学の歴史を扱

います。　①については毎回，授業生同士で議論を行います。積極的な情報収集と発言が求められます。②と③については両者を関連付

けて講義します。　全15回の内訳は，①が50％，②と③とを合わせて50％となるよう計画します。

　ディスカッションにおいて，社会人受講生からのご発言は，一般学生にとって大いに刺激になるものと思っています。よって，社会人の方の

受講を大歓迎します。

岐阜大学の歴史と高等教育論

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

まちづくりリーダー入門

フューチャーセンター入門

学年暦より、7月18日は火曜日ですが、月曜の講義を実施しますので、本講義は行いません。

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。



11.

大学名

講師

初回予定日 令和5年4月11日（火）

授業時間 毎週火曜日　4時限目　　14時45分 ～ 16時15分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　104講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

12. ［高校生受講可能］

大学名

講師 地域協学センター　塚本 明日香（つかもと あすか）　准教授

初回予定日 令和5年4月11日（火）

授業時間 毎週火曜日　5時限目　　16時30分 ～ 18時00分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　全学共通教育講義棟　103講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

13. ［高校生受講可能］

大学名

講師 地域科学部　牧 秀樹（まき ひでき）　教授

初回予定日 令和5年4月13日（木）

授業時間 毎週木曜日　1時限目　　8時45分 ～ 10時15分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　地域科学部棟　31講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

14.

大学名

講師 地域科学部　橋本 永貢子（はしもと えくこ）　教授

初回予定日 令和5年4月14日（金）

授業時間 毎週金曜日　3時限目　　13時00分 ～ 14時30分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　地域科学部棟　31講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

言語学

言語学の基礎を、統語論を中心に習得する。数回に渡り、その内容の理解を深めるために、練習問題に取り組む。

自分でどんどん勉強したい方は、授業と関係なく、以下を読み進めていってください。最初の3冊は、岐阜大学図書館に入っています。4冊目

は、入る予定です。5冊目は、オンライン版で、図書館に入っていません。

1. 牧秀樹 (2019)　『誰でも言語学』 2. 牧秀樹 (2021) 『これでも言語学 -中国の中の「日本語」-』　3. 牧秀樹 (2022) 『それでも

言語学 -ヒトの言葉の意外な約束-』 4. 牧秀樹 (2023) 『象の鼻から言語学 -主語・目的語カメレオン説-』 5. 牧秀樹 (2023) 『10

分でわかる！ことばの仕組み』

教科書と宿題は、電子メールを通して、私が作成したプリントを配布する。電子メールで教材と宿題が受信でき、それを印刷できるようにして

おくこと。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。

社会言語学

本講義では、言語を社会との関わりという観点から考えていきます。

 同じ言語の話し手であっても、ある人の言語体系と別のある人のそれは必ずしも同じではありません。使う語彙が異なったり、発音が異なっ

たり、文法が異なったりすることさえあります。それは実際の言語運用が、具体的な人と人との関わりの中で、あるいは具体的な場の状況に

応じて用いられる、つまり “社会”的な要因に影響されるためです。

こうした観点から本講義では、次のような学習目標を設定し授業を進めていきます。

①日本語を中心とした言語のバリエーションを提示し、それが地域や年齢、性別などの様々な社会的要因とどのように関わっているかを理解

する。②ある言語現象についてそれに関わる社会的要因を分析できるような能力を磨く

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、7月18日は火曜日ですが、月曜の講義が実施されるため、本講義は行いません。

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。

岐阜の自然（地質・活断層と水環境）

工学部　大谷 具幸（おおたに ともゆき）　教授，篠田 成郎（しのだ　せいろう）　教授，神谷 浩二（かみや　こうじ）　教授

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜にまつわる東洋史

岐阜県には、日本の縮図と呼ぶべき地質や活断層、水環境がある。地質では、20億年前の岩石、日本最古の化石があり、種類も多様

である。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、また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、ふ

だんは意識をすることの少ない地質や活断層、水環境について知ることにより私たちの身近に潜んでいる問題点を学ぶことが、本授業のねら

いである。

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。高校生は受講できません。

【参考文献】みのひだ地質99選／小井土 由光　　岐阜新聞社　2011　　978-4877971670

ひだ・みの活断層を訪ねて／岐阜県活断層研究会 岐阜新聞社　2008　　978-4877971267

濃尾平野の地盤―沖積層を中心に (ジオテクノート)／地盤工学会「濃尾平野の地盤―沖積層を中心に」編集委員会 地盤工学会

2006　978-4886442154

学年暦より、7月18日は火曜日ですが、月曜の講義が実施されますので、本講義は行いません。

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。

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

世の建築史・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。



15. ［高校生受講可能］

大学名

講師 地域科学部　和佐田 裕昭（わさだ ひろあき）　教授

初回予定日 令和5年4月14日（金）

授業時間 毎週金曜日　3時限目　　13時00分 ～ 14時30分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　地域科学部H棟4Ｆ　語学演習室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

16.

大学名

講師

初回予定日 令和5年4月17日（月）

授業時間 毎週月曜日　2時限目　　10時30分 ～ 12時00分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　工学部棟　201講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

17.

大学名

講師

初回予定日 令和5年4月13日（木）

授業時間 毎週木曜日　2時限目　　10時30分 ～ 12時00分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　工学部棟　102講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

18.

大学名

講師 工学部　山本 秀彦（やまもと ひでひこ）　特任教授

初回予定日 令和5年4月11日（火）

授業時間 毎週火曜日　2時限目　　10時30分 ～ 12時00分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　工学部棟　106講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

大学以降の数学は、微分積分学と線形代数学のふたつの分野が基礎をなします。

この授業によって、線形代数学分野について解説し、その後のさまざまな専門分野で必要となる数学的な基礎知識を習得します。

　この授業で取り上げる主な項目を以下に示します。

1、行列の積と和，２、行列と連立一次方程式の関係，３、行列式，４、逆行列，５、連立一次方程式の解法と性質

教科書を購入してください。

『改訂版 すぐわかる線形代数』   石村園子   東京図書   2012   9784489021381

授業に際して、教科書とは別に解説を配布します。

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。

線形代数１

高校生は受講できません。

学年暦より、7月18日は火曜日ですが、月曜の講義を実施しますので、本授業を行います。

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

本講義では、パターン認識の基礎理論の習得、さらには最新の深層学習の理論と応用事例について学びます。

人間の脳ではパターンの特徴化と、認識・理解に知能がついやされています。本講義では、このような人間の知的な処理をコンピューターで

実現するためのパターン認識技術を、実例を通じて学びます。

岐阜大学

岐阜大学

生産システム学

岐阜大学

パターン認識

計測工学

計測とは，何らかの目的をもって事物を量的に捉え，その結果を目的のために利用することであり，工学技術の発展において重要な役割

を担っています。

本講義では，単位と標準，誤差，各物理量の測定原理，計測データ処理や計測器の基礎を習得します。

教科書購入が必須（計測システム工学の基礎　第4版　松田康広，西原主計著　森北出版，ISBN 978-4-627-66444-9）。

高校生は受講できません。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。

生産技術と生産管理についての技術紹介．特に工場や工作機械の自動化，カンバン生産などについて講義します。

モノづくり企業に入ってからしか見聞きしない生産技術の内容を，本講義でマスターすることで，生産技術に関するソフトとハードの両技術を

獲得することを目標とします。

教科書は，共立出版　「生産技術と知能化」　著者　山本秀彦。

学年暦より、7月18日は火曜日ですが、月曜の講義が実施されますので、本授業は行いません。

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。

工学部　古屋 耕平（ふるや こうへい）　准教授　/　上木 諭（うえき さとし）　准教授

工学部　加藤 邦人（かとう くにひと）　教授



19.

大学名

講師 工学部　伊藤 聡（いとう さとし）　教授

初回予定日 ① 令和5年4月13日（木）　　② 2023年6月8日（木）

授業時間 毎週木曜日　2・3時限目　　10時30分 ～ 14時30分

主会場 岐阜大学　柳戸キャンパス　工学部棟　111番講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

20.

大学名

工学部　荒川 雅裕（あらかわ まさひろ）　非常勤講師　【名古屋工業大学大学院　社会工学専攻　経営システム分野　教授】

コーディネーター：工学部　伊藤 和晃（いとう かずあき）　教授

初回予定日 令和5年4月13日（木）

授業時間 毎週木曜日　1時限目　　8時45分 ～ 10時15分

主会場

聴講方法 ｅラーニング

科目内容

注意事項

21.

大学名 岐阜薬科大学

講師 衛生学研究室　松丸 大輔（まつまる だいすけ）　准教授

初回予定日 令和5年4月11日（火）

授業時間

主会場 岐阜薬科大学　三田洞キャンパス本館1階　第2講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

22.

大学名 岐阜薬科大学

講師 薬草園研究室　酒井 英二（さかい えいじ）　教授

初回予定日 令和5年4月13日（木）

授業時間

主会場 岐阜薬科大学　三田洞キャンパス本館1階　第2講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

航空宇宙生産技術（生産管理工学）

毎週火曜日　2時限目　　10時40分 ～ 12時10分　（全13回）

地球環境論

岐阜大学

岐阜大学

知能機械工学演習

2時限連続で開講します。（演習の進捗状況により延長もあり）、第13，14回は第11,12回に連続して実施します。

受講希望の場合は,申込み時に、知能機械工学演習①（４月から5月）または知能機械工学演習②（6月から7月）のどちらかを選

択してください。

高校生は受講できません。パソコンの操作と初歩的なプログラミングはできること。

随時資料を配布します

新型コロナウィルス感染症の状況により、日程や会場・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。

高度で複雑な動きをする機械製品にはマイクロコンピュータが搭載されている。本演習では、実際にワンチップマイコンボードを利用し、簡単

なロボットを製作する。その過程でマイコンボードによる使用方法、プログラミング、モータ・センサー・機械部品の利用方法などを実践的に学

習する。演習最後の発表会・競技会では、プレゼン技能、資料作成能力、表現力などを養う機会を提供する。

生産管理は製造業やサービス業に現れる意思決定や効率的な運用法や管理技法に関する考え方や実践活動である。本講義では生

産・製造活動に焦点を当て，生産業務に関する最適な設計・運用・管理の技術，および，その意思決定に必要な技法や方法論を論

理的かつ数理的な視点から説明する。また，近年のICTやIoTによる適用例や問題解決の方策について説明する。

薬用植物学

毎週木曜日　5時限目　　16時20分 ～ 17時50分　（全13回）

薬物療法の出発点でもある薬用植物学を講述する。薬用植物を他の植物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を

解説し、日本薬局方収載の薬用植物を例に、医療に利用される植物の分類、形態、生産、薬効などについて述べる。さらに民間薬・漢方

薬などの代替医療についても解説する。

教科書：「薬用植物学 改訂第7版」（南江堂）

高校生は受講できません。

公開授業の実施については、今後、変更となる可能性があります。

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、我々の

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。

教科書：適宜プリントを配布します。

高校生は受講できません。

公開授業の実施については、今後、変更となる可能性があります。

講師



23.

大学名 岐阜協立大学

講師 経済学部　菊本 舞（きくもと まい）　准教授　ほか

初回予定日 令和5年4月13日（木）

授業時間

主会場 岐阜協立大学　教室未定

聴講方法 対面授業 または ｅラーニング（毎週金曜日更新）

科目内容

注意事項

24.

大学名 朝日大学

講師 経営学部経営学科　畦地 真太郎（あぜち しんたろう）　教授

初回予定日 令和5年4月11日（火）

授業時間

主会場 朝日大学　穂積キャンパス  5号館　513講義室

聴講方法 対面授業　【グループワーク、ディスカッションにより授業を行う】

科目内容

注意事項

25.

大学名 朝日大学

講師 保健医療学部健康スポーツ科学科　竹島 伸生（たけしま のぶお）　教授

初回予定日 令和5年4月7日（金）

授業時間

主会場 朝日大学　穂積キャンパス　6号館2階　6201講義室

聴講方法 対面授業

科目内容

注意事項

26.

大学名 朝日大学

講師 保健医療学部健康スポーツ科学科　簗瀬 歩（やなせ あゆむ）　教授

初回予定日 令和5年4月10日（月）

授業時間

主会場 朝日大学　穂積キャンパス　5号館1階　514講義室

聴講方法 対面授業　【グループワークも取り入れ授業を行う】

科目内容

注意事項

身の回りにある生活課題の解決のため、地域では様々な実践が見られます。地域社会に関わる政策や実践例を通じて、互いに助け合い

ながら安心して暮らせる地域づくり・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）。

高校生は受講できません。都合上、各回のテーマが前後する可能性があります。変更が生じる際には事前に連絡します。

本講義はレクリエーション活動とその提供・支援に関して学修することを主目的とする。本科目は講義を中心として展開されるが、双方向で

の議論や考察を意識した形での学習活動を目指す。

レクリエーション活動は様々な場面で使用されるようになった。まず、レクリエーション運動の歴史や現状を把握しレクリエーション活動の使命・

役割・教育的機能について学ぶ。次にレクリエーション活動に関わる指導者として活動支援に関する知識と技能の修得をめざす。そして、レ

クリエーション活動の支援に当たるインストラクターとその支援内容について理解を深める。

これらの学習活動を通して、レクリエーションについての知識を持ち、実践者に対して最適なレクリエーション活動を提供し支援できる基礎的

能力を養うことを目標とする。

毎週金曜日　2時限目　10時45分開始　12時15分終了（全15回）

地域表象論

毎週火曜日　4時限目　14時55分 ～ 16時25分　（全15回）

レクリエーション論

地域はアイデンティティの大きな源の一つであり、育った／居住する地域の特性は人格形成に大きな影響を与えている。一方で、多くの人は

自分自身を知らないのと同様に、自分の地域の本当の姿を知らない。

本講義では、“自分”と“自分の地域”の関わりを解き明かす方法を身につけ、実際に地域表象の理解を深めていくことにより、他地域との相

互尊重を行うことのできる知識と態度を涵養する。それにもとづいて、地域資源の発掘、交流人口の増大、人口減少社会におけるコミュニ

ティの持続など、現代的な地域経営の問題に対応するための基礎的な議論を行う。

高校生は受講できません。

第1回授業に必ず参加のうえ、授業進行や成績評価などについて、担当教員の指導を受けること。

テキスト：授業に用いるスライド・資料類と、詳細なシラバス・諸連絡等を、朝日大学Moodle上に掲示する。

加齢とは、生まれてから死に至るまでの徐々にかつ自然に変化していく様を意味する。

生まれてから成長するまでの期間は発達成長するというプラスの要素、また成長期以後死に至るまでの期間は身体全ての臓器において機

能が低下や減退をするというマイナスの要素として示される。人のエイジングを正しく理解し、健全な発達成長と老化について理解できるよう

にする。子どもから成人へと成長する過程における身体の発育や身体諸機能の発達を理解することは、スポーツや運動に関わる者にとって

極めて重要なことである 。また、成長期を経て高齢期に至る過程をどのように過ごすかについて考えることは、超高齢社会に突入する現代

社会において生き方を模索する上で大変有意義である。

本講義では、体育・スポーツの指導者という観点から誕生から成長期、さらに高齢期に到るまでのライフステージに沿って学修する。

高校生は受講できません。

履修者は将来子供や高齢者など幅広い層の人たちに運動指導などを行いたいと考えている人に受講して欲しい内容となっている。

テキスト：ナップ「ウエルビクス運動のすすめ」（竹島伸生編著、 2017）ISBN978-4-905168-51-5

高校生は受講できません。

テキスト：講義の中で指示する。

参 考 書：薗田碩哉他　『レクリエーション概論』　ヘルス・システム研究所　2013

毎週月曜日　2時限目　　10時45分 ～ 12時15分（全15回）

発育発達と老化

ＮＰＯコミュニティ論

毎週木曜日　4時限目　　14時40分 ～ 16時10分



27.

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 教育学部　梶山 裕二（かじやま ゆうじ）　准教授

初回予定日 令和5年4月10日（月）

授業時間

主会場 岐阜聖徳学園大学　羽島キャンパス　7号館5階　7503講義室

聴講方法 対面授業（新型コロナウイルス感染症の状況により遠隔授業へ変更の場合有）

科目内容

注意事項

28.

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 教育学部　宮川 典之（みやがわ のりゆき）　教授

初回予定日 令和5年4月13日（木）

授業時間

主会場 岐阜聖徳学園大学　羽島キャンパス　7号館1階　7106講義室

聴講方法 対面授業（新型コロナウイルス感染症の状況により遠隔授業へ変更の場合有）

科目内容

注意事項

29.

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 外国語学部　トンプソン アラン（とんぷそん あらん）　准教授

初回予定日 令和5年4月11日（火）

授業時間

主会場 岐阜聖徳学園大学　羽島キャンパス　6号館3階　6301講義室

聴講方法 対面授業（新型コロナウイルス感染症の状況により遠隔授業へ変更の場合有）

科目内容

注意事項

30.

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 外国語学部　トンプソン アラン（とんぷそん あらん）　准教授

初回予定日 令和5年4月12日（水）

授業時間

主会場 岐阜聖徳学園大学　羽島キャンパス　6号館2階　6201講義室

聴講方法 対面授業（新型コロナウイルス感染症の状況により遠隔授業へ変更の場合有）

科目内容

注意事項

In this course, we will use English to learn about the Americas and about the United States of America (USA).

You will gain a broad knowledge of this topic from the time of the first Americans to the present. The main

materials are the textbook (Journey to America Today) and excerpts from poems, songs, speeches, and

films). Students will either make a presentation (on a task or small research project) or a recitation (of a

speech, poem, or song.)

特になし

American StudiesⅡ

毎週水曜日　1時限目　　9時00分 ～ 10時30分　（全15回）

毎週火曜日　4時限目　　14時50分 ～ 16時20分　（全15回）

経済学概論Ⅰ

毎週木曜日　2時限目　　10時40分 ～ 12時10分　（全15回）

自然に対して興味や関心を高め、自然の事物や現象に対して物理学的に探求する能力と態度を養います。小中高等学校学習指導要

領に準じた内容のうち、特に力学・量子論などが関連する現象についての概念や原理、法則を理解し、さらにそれらを系統的に理解し科学

的自然観を育成することを目指します。

毎回の課題やレポート課題があります。また、資料を配付します。

7月17日（月）は祝日ですが授業があります。

現代社会について経済はどのように機能しているかについて、経済学の入門レヴェルから入ります。とくにミクロ経済学の視角を多種多様な経

済主体の眼を通して考えます。典型的には与えられた予算制約の下で効用を最大化しようとする合理的な消費者の視点、および与えられ

た技術制約の下で利潤を最大化しようとする合理的な企業者の視点、および市場経済だけでは解決できない部分をどのようにあつかうのか

についての合理的な政府の視点などを順次考察します。なお授業の導入部において、内外の経済に関する時事問題について、および話題

を集めている書籍について紹介と解説をするように心がけます。

※第8回の授業開講日については、6/8(木)が休講となり、6/10(土)に開催します。

Each week, some students will be assigned to give short oral reports summarising and reflecting on the

assigned reading, or to recite selectedauthentic texts. This is followed by a short lecture and discussion. The

course connects history to current issues - e.g. the Bill of Rights and themodern questions of free speech and

gun ownership, and the history of immigration and diversity today. IMPORTANT: The level of English

isintermediate, so students should have already successfully completed American Studies I or British Studies I

in English if they hope to do well in thiscourse.

特になし

物理学Ⅲ

毎週月曜日　2時限目　　10時40分 ～ 12時10分　（全15回）

American StudiesⅠ



31.

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 外国語学部　トンプソン アラン（とんぷそん あらん）　准教授

初回予定日 令和5年4月13日（木）

授業時間

主会場 岐阜聖徳学園大学　羽島キャンパス　6号館2階　6201講義室

聴講方法 対面授業（新型コロナウイルス感染症の状況により遠隔授業へ変更の場合有）

科目内容

注意事項

32.

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 外国語学部　矢野 賀子（やの のりこ）　教授

初回予定日 令和5年4月13日（木）

授業時間

主会場 岐阜聖徳学園大学　羽島キャンパス　6号館3階　6304講義室

聴講方法 対面授業（新型コロナウイルス感染症の状況により遠隔授業へ変更の場合有）

科目内容

注意事項

33.

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 看護学部　中塚 晶博（なかつか まさひろ）　教授

初回予定日 令和5年4月11日（火）

授業時間

主会場 岐阜聖徳学園大学　羽島キャンパス　9号館1階　9101講義室

聴講方法 対面授業（新型コロナウイルス感染症の状況により遠隔授業へ変更の場合有）

科目内容

注意事項

34.

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 経済情報学部　村松 潤一（むらまつ じゅんいち）　教授

初回予定日 令和5年4月10日（月）

授業時間

主会場 岐阜聖徳学園大学　岐阜キャンパス　3号館1階　310講義室

聴講方法 対面授業（新型コロナウイルス感染症の状況により遠隔授業へ変更の場合有）

科目内容

注意事項

毎週木曜日　3時限目　　13時10分 ～ 14時40分　（全15回）

中国語文法Ⅰ

Students study an academic subject (American Studies)—learning, summarising, and thinking critically about

the content—all while using English.The course topics connect history to current issues - e.g. the history of

immigration and diversity today. We will look at popular stories, poems, songs,movies, news, and advertising,

to get a deeper understanding of life in the USA and the Americas. IMPORTANT: The level of English is

intermediate,so students should have already successfully completed American Studies I or British Studies I in

English if they hope to do well in this course.

※第5回の授業開講日については、学内行事のため休講となり、別日での開催を予定しています。

テキストは15課（後期を含む）で構成され、女子学生王華の日常を題材にした100字あまりの短い文章を読みながら、中国語の基本文

型を学んでいきます。授業計画に従って前期は第７課まで学びます。テキストの他に練習問題、資料を学内学務システム（Universal

Passport）にアップしておきますので事前にダウンロードしておいてください。テキストで学んだ表現を使った作文の課題があります。

特になし

医学の発達の歴史と医療技術の変遷、社会における医療の役割など、現代医療をめぐる様々なテーマに沿って基本的な知識を学習す

る。医療政策、医療経済、医療者の職業倫理、患者の権利（自己決定権をめぐる諸問題）、生や死をめぐる倫理問題、先端医療にお

ける倫理問題などの学習を通して医療職としての役割と自身のあるべき姿について考える。

マーケティングは様々な行為者の総意であり、企業においては全社的に取り組むべきものである。本講義では、ミドルマネジメント、トップマネ

ジメントの両レベルでのマーケティングを明らかにします。また、近年、注目されているプロセスとしてのサービス概念の観点から、価値共創マー

ケティングについても言及し、企業と顧客との価値共創についても述べます。

この講義はテキストが必要です。書名：『コーポレート・マーケティング－市場創造と企業システムの構築』、著者：村松潤一、

出版社：舘出版、ISBN：13：978-4495642518

7月17日（月）は祝日ですが授業があります。

初回以降の授業のお知らせは学内の掲示板・メールで行います。

自家用車による通学可。事前にメールでご相談ください。駐車場許可証を発行いたします。

マーケティング論

毎週月曜日　2時限目　　10時40分 ～ 12時10分　（全15回）

現代医療論

毎週火曜日　2時限目　　10時40分 ～ 12時10分　（全8回）

※第6回～第8回については、授業の開催日程が異なりますのでご注意ください。

American StudiesⅢ

毎週木曜日　3時限目　　13時10分 ～ 14時40分　（全15回）



35.

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 経済情報学部　加納 正二（かのう まさじ）　教授

初回予定日 令和5年4月11日（火）

授業時間

主会場 岐阜聖徳学園大学　岐阜キャンパス　講義室未定（初回授業時にお知らせします）

聴講方法 対面授業（新型コロナウイルス感染症の状況により遠隔授業へ変更の場合有）

科目内容

注意事項

36.

大学名 岐阜聖徳学園大学

講師 経済情報学部　河野 公洋（こうの きみひろ）　教授

初回予定日 令和5年4月13日（木）

授業時間

主会場 岐阜聖徳学園大学　岐阜キャンパス　講義室未定（初回授業時にお知らせします）

聴講方法 対面授業（新型コロナウイルス感染症の状況により遠隔授業へ変更の場合有）

科目内容

注意事項

37.

大学名 岐阜聖徳学園大学短期大学部
講師 藤田 哲也（ふじた てつや）　専任講師

初回予定日 令和5年4月13日（木）
授業時間
主会場 岐阜聖徳学園大学　岐阜キャンパス　2号館4階　245講義室

聴講方法 対面授業（新型コロナウイルス感染症の状況により遠隔授業へ変更の場合有）

科目内容

注意事項

児童福祉施設現場の実態や課題をふまえ事例を提供し、具体的な支援について学生同士が主体的に考えられるような講義です。

この講義はテキストが必要です。

書名：みらい×子どもの福祉ブックス 社会的養護Ⅱ　著書：喜多一憲・堀場純矢　出版社：みらい

ISBN：9784860154677C3036

初回以降の授業のお知らせは学内の掲示板・メールで行います。

自家用車による通学可。事前にメールでご相談ください。駐車場許可証を発行いたします。

Eコマース論Ⅰ

毎週木曜日　2時限目　　10時40分 ～ 12時10分　（全15回）

金融論Ⅰ

毎週火曜日　1時限目　　9時00分 ～ 10時30分　（全15回）

社会的養護B

毎週木曜日　3時限目　　13時10分 ～ 14時40分　（全15回）

金融の基礎、銀行の機能、地域金融の理論、フィンテックや地域金融の諸問題を学びます。

教科書にもとづき講義を行います。教科書は『地域密着型金融の限界とフィンテック』加納正二著、（三恵社）です。

初回以降の授業のお知らせは学内の掲示板・メールで行います。

自家用車による通学可。事前にメールでご相談ください。駐車場許可証を発行いたします。

インターネットの発達により国内はもちろん国際的にも商取引の形態がダイナミックに変貌した。これまでは、商社や大企業を中心としたビジ

ネスが大半を占めていたが、最近はメーカーや流通業の商取引で企業間電子商取引が急速に普及・拡大している。本講義はこうした電子

商取引の仕組みや現状、そのメリットや問題点などをテーマとしたものである。企業間のEコマースをＥＤＩ、ＣＡＬＳなどを通して学び、さ

らに諸主体間の関係性の特質や問題点をＳＣＭ（ロジスティクス）、流通のDX化の動向などを通して学びます。

初回以降の授業のお知らせは学内の掲示板・メールで行います。

自家用車による通学可。事前にメールでご相談ください。駐車場許可証を発行いたします。



Access

岐阜薬科大学(三田洞キャンパス)
〒502-8585
岐阜市三田洞東5丁目6-1

岐阜大学
〒501-1193
岐阜市柳戸1番1

朝日大学
〒501-0296
瑞穂市穂積1851

岐阜協立大学
〒503-8550
大垣市北方町5-50

岐阜聖徳学園大学短期大学部
〒500-8288
岐阜市中鶉1-38

岐阜聖徳学園大学
〒501-6194
岐阜市柳津町高桑西1-1



Contact

Members

岐阜薬科大学
(三田洞キャンパス)
058-237-3931

岐阜大学
058-293-2135

連絡先

朝日大学
058-329-1111(代）

岐阜協立大学
0584-77-3511(代）

岐阜聖徳学園大学短期大学部
058-278-0711(代）

岐阜聖徳学園大学
058-279-0804(代）

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

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

中京学院大学短期大学部

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

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

加盟大学一覧

※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。


