
講座一覧
（すべて土曜日に開講）

地域のスポーツクラブや少年団の監督・コーチ、学校運
動部活動の部活顧問・指導員のみなさんに、子どもたち
の「生きる力」を育むために大切にしたい指導のポイン
トやトラブルの解決策などをわかりやすく解説します。

講座番号
A-03

「生きる力」を育む
スポーツ指導

講　師　髙橋 幸平（朝日大学教職課程センター教授）
定　員　20名
受講料　1,000円（テキスト代含む）
場　所　朝日大学　5号館
時　間　15：00～16：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 2回
１  5/22 スポーツの指導で大切にしたいこと
２  5/29 指導上のトラブル解決策あれこれ

今日の日本の吹奏楽は、そのレベルの高さや楽器経
験者・愛好家の数など世界一であると共に、日本独
自の発展を遂げた「ブラバン大国」となっています。
その吹奏楽を歴史から紐解き今日に至るまで、より
楽しめる秘訣と秘密を吹奏楽の指導歴30年のベテ
ランディレクターが３回に亘って解き明かします。

講座番号
A-02

吹奏楽の楽しみ
～「ブラバン大国－日本」～

講　師　和田 隆明（朝日大学教職課程センター講師）
定　員　20名
受講料　1,500円（テキスト代含む）
場　所　朝日大学　５号館
時　間　13：00～14：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 3回
１  5/15 クラシック音楽から吹奏楽の誕生
２  5/22 世界の吹奏楽
３  5/29 日本の吹奏楽

Webページを初めて作ってみようと思う人を対
象にした講座です。Webページを作るために必
要なソフトや言語（HTML）について説明します。
HTMLやCSSでWebページを作りましょう。

講座番号
A-05

自分のWebページを作ろう
～簡単なホームページ作り～

講　師　山本 靖男（朝日大学歯学部講師）
定　員　12名
受講料　1,500円（テキスト代含む）
場　所　朝日大学　5号館　2F
時　間　13：00～14：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 3回
１   5/  8 WebページとHTML
２   5/15 HTMLとCSS
３   5/29 実践的なWebページ作り

個人商店の会計処理から株式会社を意識した会計
処理へと発展します。この講座内容は日商初級簿記
から日商３級簿記レベルへとステップアップします。

講座番号
A-01

簿記基礎
～個人商店から株式会社へ～

講　師　服部 哲明（朝日大学教職課程センター教授）
定　員　12名　　　
受講料　2,500円（テキスト代含む）　　
場　所　朝日大学　5号館
時　間　13：00～14：30

回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 5回
１  5/  8 各種論点整理（日商初級から３級へ）
２  5/22 各種論点整理（日商初級から３級へ）
３  6/  5 決算整理事項の仕訳
４  6/19 精算表の作成
５  7/  3 損益計算書・貸借対照表の作成

「♫デカンショー デカンショーで半年暮らす、
後の半年寝て暮らす」の懐かしき学生歌。この
現代にあらためて近代哲学の知の世界に挑戦
しませんか。肩の力を抜いて、3人の哲学者に向
き合いたいと思います。

講座番号
A-06 哲学の世界への誘い～デカンショに挑戦！～

いざな

講　師　巽 成生（朝日大学非常勤講師）
定　員　20名
受講料　2,500円（テキスト代含む）
場　所　朝日大学　5号館
時　間　10：30～12：00
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 5回
１  5/  8 「我思う  ゆえに  我あり」を思う
２  5/22 「一切は虚構である」とは困ったものだ！
３  6/  5 コペルニクス的転回
４  6/19 わが上なる星ちりばめる空とわが内なる道徳律
５  7/  3 生きんとする盲目の意志と力への意志

くずし字の基礎基本を学び、古文書の解読に親しむ
ことが目的です。版本等で仮名・頻出漢字・定型文
を学び、証文等の解読につなげます。取り扱う古文
書は毎期で違うため、繰り返しの受講も可能です。

講座番号
A-04 古文書講座

講　師　山下 廉太郎（朝日大学教職課程センター准教授）
定　員　25名
受講料　2,500円（資料代含む。ただし辞典は別途必要。
 具体的には児玉幸多編『くずし字用例辞典
 普及版』（東京堂出版）を使用します）
場　所　朝日大学　5号館
時　間　15：00～16：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 5回
１  7/  3 オリエンテーション（古文書解読の作法）
　　　 古文書解読①
２  7/24 古文書解読②
３  8/  7 古文書解読③
４  9/  4 古文書解読④
５  9/18 古文書解読⑤

お申込みから受講当日までの流れ

4. 受講日当日
開講日に会場へお越しいただき、「受講票」をご提示ください。

2. 受講料納入
受付期間終了後、受講の可否及び受講料のお支払いについてのご案内を送付しますので、期日内
に本大学指定の金融機関へ受講料をお振込みください。
※本大学において入金確認ができた時点で、お手続き完了となります。
※振込手数料は受講者様においてご負担ください。
※合計金額が1,000円未満の場合については別途ご連絡します。
※期日までにご入金いただけない場合は、キャンセル扱いとさせていただきます。また、いったん入金された受講
料は、講座の開講が中止となった場合を除き、原則返金はできません。

※定員超過等で受講いただけない場合には、その旨をご連絡します。

3. 受講票送付
お申込み手続きを完了された方へ順次、「受講票」を送付します。
※お振込み後、2週間を経過しても郵送物が届かない場合は係までお問い合わせください。

1. 受講申込み
受付期間中に下記の方法でお申込みください。 各講座とも先着順で受付します。

※受付期間終了後、2週間を経過しても朝日大学から連絡がない場合は、係までお問い
合わせください。

Web
受講申込み専用フォームをご利用ください。
インターネットで「朝日大学」を検索
➡朝日大学ホームページ「地域・社会連携」、
　または、右記QRコードからアクセスできます。

https://asahi-u-extension.jp/

お申込み
受付期間

3月1日（月）9時 ～2021年

3月25日（木）17時 必着

朝日大学
エクステンション・カレッジ 市民

講座

2021年度前期 受講生募集

瑞穂市役所

穂積高野

かっぱ寿司

AOKI R21R21

至大垣 至岐阜

至岐阜至大垣

穂積駅
JR東海道本線

瑞穂市図書館

マクドナルド

市民センター

GS
ドン・キホーテドン・キホーテ

瑞穂市総合センター瑞穂市総合センター
穂積中原

朝日大学

朝日大学穂積キャンパス
〒501-0296 瑞穂市穂積1851

講座番号 A-01～A-06
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いよいよ新学習指導要領を具現化した授業づく
りがスタートしています。豊かな言語活動で発
信力を育てる授業と評価をデザインしませんか。

講座番号
H-04

新しい英語の授業づくり
～授業改革してみませんか～

講　師　亀谷 みゆき（朝日大学経営学部准教授）
定　員　20名
受講料　500円（テキスト代含む）
場　所　ハートフルスクエアーG　研修室50（2F）
時　間　10：30～12：00
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 1回
１   7/17  新しい英語の授業づくり

グアテマラ、ホンジュラスと聞くと、何を思い浮
かべるでしょう？コーヒー、陽気な音楽、マヤ文
明、スパイシーな食事…そのどれもが正解で
す。ラテンアメリカは古くから多様な人種や文
化が入り混じって、ありとあらゆる面で創造的
です。本講座では、そんなラテンアメリカの人々
の社会的営みに迫ります。

講座番号
H-02

ラテンアメリカ文化を知ろう
～中米グアテマラと
　ホンジュラスの人々の生活と社会～

講　師　新井 克之（朝日大学留学生別科講師）
定　員　25名
受講料　1,000円（テキスト代含む）
場　所　ハートフルスクエアーG　研修室50（2F）
時　間　13：00～14：30

１   5/29 グアテマラ、ホンジュラスの歴史と文化
２   6/26 グアテマラ、ホンジュラスの生活と社会

回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 2回

それぞれのテーマに添って1つの国の歴史を概観
します。観光スポットなども紹介しますので、そ
の国を旅している気分になれる講座です。

講座番号
H-07

学び直し!! 世界の歴史《午前の部》
～海外旅行に行きたい人に最適～

講　師　虫賀 文人（朝日大学教職課程センター教授）
定　員　25名（興味のある方ならどなたでも）
受講料　1,500円（テキスト代含む）
場　所　ハートフルスクエアーG　研修室50（2F）
時　間　10：30～12：00
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 3回
１   5/8 中国史－歴代王朝と英雄たち
２   6/5 エジプト史－ピラミッドの謎
３   7/3 ギリシア史－古代エーゲ海文明探訪

それぞれのテーマに添って1つの国の歴史を概観
します。観光スポットなども紹介しますので、そ
の国を旅している気分になれる講座です。

講座番号
H-08

学び直し!! 世界の歴史《午後の部》
～海外旅行に行きたい人に最適～

講　師　虫賀 文人（朝日大学教職課程センター教授）
定　員　25名（興味のある方ならどなたでも）
受講料　1,500円（テキスト代含む）
場　所　ハートフルスクエアーG　研修室50（2F）
時　間　13：00～14：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 3回
１   5/8 中国史－歴代王朝と英雄たち
２   6/5 エジプト史－ピラミッドの謎
３   7/3 ギリシア史－古代エーゲ海文明探訪

ポジティブ心理学は、「幸せ」や「よい生き方」を
考える科学です。ポジティブ心理学で提唱され
た考え方を学び、日常に活かす方法を実践しな
がら身に付けていきましょう！

講座番号
H-01

ポジティブ心理学入門
～幸せになるための心理学～

講　師　亀田 研（朝日大学教職課程センター講師）
定　員　25名
受講料　2,500円（テキスト代含む）
場　所　ハートフルスクエアーG　研修室50（2F）
時　間　15：00～16：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 5回
１   5/  8 逆境からの回復力　レジリエンス
２   6/  5 内観する力　マインドフルネス
３   7/  3 自分を許す力　セルフコンパッション
４   8/  7 幸福とは何か PERMA図式
５   8/21 自己肯定感の高め方　講義のまとめ

寺子屋、戦前戦後の小学校で子どもは楽しく学ん
だか。絵図等豊富な実例を使う講座で、「学ぶ」こと
は本当に楽しいのだという発見をしてみましょう。

講座番号
H-05

学び舎の歴史
～学ぶって本当は楽しい～

講　師　豊田 ひさき（朝日大学教職課程センター教授）
定　員　25名（学校時代勉強が苦手だった人もぜひ）
受講料　1,500円（テキスト代含む）
場　所　ハートフルスクエアーG　研修室50（2F）
時　間　10：30～12：00
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 3回
１   5/29 寺子屋は世界のトップクラス
２   6/26 戦前小学校の学び
３   8/  7 日本のすばらしい教師達

今日でも時折メディアを騒がす教育勅語、でも、
その意味や歴史を知る人はあまり多くないので
は？本講座では、歴史学の成果を踏まえ、教
育勅語の成立と展開、そして終焉に至る物語に
ついて易しく解説します。

講座番号
H-06

教育勅語について考える
～その成立と展開、挫折の物語～

講　師　足立 淳（朝日大学教職課程センター准教授）
定　員　25名（歴史が苦手な人こそ大歓迎）
受講料　1,000円（テキスト代含む）
場　所　ハートフルスクエアーG　研修室50（2F）
時　間　13：00～14：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 2回
１   7/17 教育勅語の成立をめぐる葛藤と妥協
２   8/  7 教育勅語と帝国の展開、そして挫折日本貨幣史を専門とする講師が、過去に実施し

た海外での貨幣調査の事例を紹介しながら、出
土銭調査の実態や海外の博物館事情などにつ
いてお話しします。

講座番号
H-03

海外における貨幣調査
～出土貨幣や博物館所蔵日本貨幣～

講　師　櫻木 晋一（朝日大学経営学部教授）
定　員　25名
受講料　1,500円（テキスト代含む）
場　所　ハートフルスクエアーG　研修室50（2F）
時　間　15：00～16：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 3回
１   5/29 ベトナムにおける出土銭調査
２   6/26 大英博物館所蔵の日本貨幣調査
３   7/17 デンマーク国立博物館所蔵の日本貨幣調査
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講座番号 H-01～H-08

朝日大学エクステンションカレッジ
市民講座

お
問
い
合
わ
せ
先

朝日大学  エクステンション・カレッジ係
〒501-0296  岐阜県瑞穂市穂積1851

TEL：058-329-1078　FAX：058-329-1253
Mail：gakuji2@alice.asahi-u.ac.jp
（受付時間：平日9時から17時、土曜9時から13時）

後援／岐阜市・瑞穂市・岐阜県教育委員会・岐阜市教育委員会・
　　　瑞穂市教育委員会・各務原市教育委員会・大垣市教育委員会

●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定員を通常より少なく設定しております。
　また、都合により閉講する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2021.02


