
講座一覧
（すべて土曜日に開講）

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-04

学び直し!! 世界の歴史
～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　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　13：00～14：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 5回
１   10/9　中国史－古代帝国と遊牧民族
２   11/6　イタリア史 －ローマは１日にしてならず
３   12/4　フランス史 －二人の英雄の物語
４     1/8　スペイン史 －アルハンブラ物語
５     2/5　アメリカ史 －独立戦争と西部開拓

今日でも時折マスメディアを騒がすことがある
教育勅語、でも、その意味や歴史について詳し
く理解している人はあまり多くないのでは？
本講座では、歴史学の知見と成果を踏まえ、明治
期における教育勅語の成立とその後の展開、昭
和前期の敗戦による挫折、そして、戦後の日本
社会における行方について易しく解説します。

講座番号
H-05 教育勅語について考える

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　1,500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  11/ 6　教育勅語の成立、その葛藤と妥協
２  12/25　大日本帝国の膨張と破裂
３   1/29　敗戦後の長い残響、あるいは…

ご自身の英語力をチェックしながら目標スコア
を設定して学習計画を立てます。TOEIC受験を
目標に英語の学び直しから始める講座です。

講座番号
H-06

Enjoy TOEIC English!!
～TOEIC受験をとおして英語の
　学び直しにチャレンジしませんか～

講　師　野畑 伸芳（朝日大学経営学部教授）
定　員　25名（興味のある方ならどなたでも）
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　10：30～12：00
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 5回
１  10/23　写真描写問題に挑戦
２  11/13　応答・会話問題に挑戦
３  1/  8　説明文問題に挑戦
４  2/  5　穴埋め問題に挑戦
５   2/26　読解問題に挑戦

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　13：00～14：30

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
がら楽しく生活していきましょう！
（取り扱う内容は各期で異なります。）

講座番号
H-07

ポジティブ心理学入門
～楽しく生活するための心理学～

回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 5回
１  10/23　やる気を出す方法　自律的動機づけ
２  11/13　感情のバランス　ポジティビティ比
３  12/25　夢中になる方法　フローの条件
４   1/29　持続的な幸福を得る方法　意味づけ
５   2/26　組織としての幸福　心理的安全性

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。
この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-01

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　15：00～16：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 2回
1  10/23　グアテマラ、ホンジュラスの歴史と文化
２  12/25　グアテマラ、ホンジュラスの生活と社会

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。豊かな言語活動で英
語による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-02

新しい時代の英語教育
－授業づくりと評価の工夫－ ～改革してみませんか～

講　師　亀谷 みゆき（朝日大学経営学部教授）
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   12/4 新しい英語の授業づくりと評価の工夫

県内に残る民俗芸能の魅力を探る旅をします。
AI時代の到来で人間性の喪失が危惧される中、
古きよき伝統を見直すための講座です。

講座番号
H-03 岐阜県の民俗芸能探訪

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　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   10/9　岐阜県の民俗芸能探訪
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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蔓延防止のため、定員を通常より少なく設定しております。
　また、都合により開講を中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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新型コロナウイルスの感染拡大状況に鑑み､　 全ての講座の会場を朝日大学に変更しました。　　　　　　　（2021.09.13）
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地図は裏面を参照してください。



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-02

「生きる力」を育む
スポーツ指導

講　師　髙橋 幸平（朝日大学健康スポーツ科学科教授）
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 11/13 スポーツの指導で大切にしたいこと
２ 11/20 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-04

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 12/18 クラシック音楽から吹奏楽の誕生
２ 12/25 世界の吹奏楽
３   1/22 日本の吹奏楽

4回の実習で、自分のWebサイトを作り、でき
た作品を世界中に発信しましょう。

講座番号
A-06 実践Webサイト作り

講　師　山本 靖男（朝日大学歯学部講師）
定　員　12名（Wordでローマ字入力ができる方）
受講料　2,000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　　　　　　　　　　　　 4回
１   1/  8 HTMLで作るWebページ
２   1/22 HTMLとCSSで作るWebページ
３   2/  5 HTMLとCSSで作るWebサイト
４   2/19 Webサイトを公開しよう

ビジネスパーソンが身に付けておくべき「基本
知識」として多くの企業から評価される検定を
取得するための演習を行います。

講座番号
A-03

簿記基礎演習
～日商３級へのチャレンジ～

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 10/  2 合計残高試算表に関する演習
２ 10/  9 決算整理に関する演習
３ 10/23 総合問題演習
４ 10/30 総合問題演習
５ 11/13 総合問題演習

カントは「名前は知っているけれども、読んだ
ことはない」と言われる哲学者の代表かもしれ
ません。この機会に哲人カントの人間観、世界
観に触れてみませんか。哲学的視点から「平和」
について一緒に考えたいと思います。

講座番号
A-05 哲学の世界への誘い～カント「永遠平和のために」

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　13：00～14：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 5回
１ 10/23 人間の本性は邪悪である
２ 11/20 共和制と民主制　
３ 12/11 「世界国家」か「平和連合」か
４  1/  8 道徳と政治
５   1/29 法の力

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-01 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。但し辞典は別途必要。
 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。初回から
 持参してください）
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  1/  8 オリエンテーション（古文書解読の作法）
　　　 古文書解読①
２  1/22 古文書解読②
３  2/  5 古文書解読③
４  2/19 古文書解読④
５  3/  5 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

8月12日（木）9時 ～2021年

9月12日（日）17時 必着

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

朝日大学エクステンションカレッジ
市民講座

2021.07


