
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　13：00～14：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 2回
1  10/ 8    スポーツの指導で大切にしたいこと
2 10/22   指導上のトラブル解決策あれこれ

4回の実習で、自分のWebサイトを作りましょ
う、完成した作品は世界中に発信することもで
きます。

講座番号
A-04

簡単にできる
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　10：00～11：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 4回
１　1/ 7　 HTMLで作るWebページ
２　1/21　HTMLとCSSで作るWebページ
３　2/ 4　 HTMLとCSSで作るWebサイト
４　2/18 Webサイトの公開方法

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。具体的には仮名・頻出漢
字・定型文を学び、古文書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-05 古文書講座

講　師　山下 廉太郎（朝日大学教職課程センター教授）
定　員　30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/ 7 　オリエンテーション（古文書解読の作法）
　　　　 古文書解読①
２　1/21   古文書解読②
３　2/ 4    古文書解読③
４　2/18   古文書解読④
５　3/ 4    古文書解読⑤

色々な分野で色々な観点からSDGsが取り上げら
れています。この講座では、SDGsが法とどのよう
にかかわりあっているのか、環境問題に関する法分
野（環境法）においてはSDGs概念が具体的にどの
ように用いられているのかについて学びます。

講座番号
A-01

環境法からみた
SDGs概念を知ろう

講　師　二見 絵里子（朝日大学法学部講師）
定　員　20名
受講料　500円（テキスト代含む）
場　所　朝日大学　5号館
時　間　10：00～11：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 1回
1 10/22　SDGs・法・環境問題

カントの「永遠平和のために」を基にして、日本国
憲法及び現代の国際情勢について一緒に考えた
いと思います。戦争と平和について哲学的に考
え、現代に生きる「永遠平和のために」を読み解
いていきます。初めての方も歓迎です。

講座番号
A-02

哲学の世界への誘い
いざな

～カント「永遠平和のために」と現代世界

講　師　巽 成生（朝日大学非常勤講師）
定　員　20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　朝日大学　5号館
土曜日　13：00～14：30
回　開講日　テーマ　　　　　　　　　　　　 5回
１ 10/22　カントの生きた時代と現代
２ 11/19 「永遠平和のために」と日本国憲法前文
３ 12/17 「永遠平和のために」と日本国憲法9条
４　1/21　「永遠平和のために」と現代世界 
５　2/25　「世界市民」を考える

朝日大学
エクステンション・カレッジ 市民

講座

2022年度後期 受講生募集
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講座番号 A-01～A-05

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・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まん延防止のため、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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講座番号 H-01～H-05

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、健康に生活するための方法を楽
しく実践しながら学びましょう！（取り扱う内
容は各期で異なります。）

講座番号
H-02

ポジティブ心理学入門
～健康に生活するための心理学～

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  10/ 8   混沌に耐える力　ネガティブケイパビリティ
2  10/22  チャンスを見つける力　セレンディピティ
3  11/ 5   自分を客観視する力　ユーモア
4  11/19 限界状況を生き抜く力　フランクルの心理学
5  12/ 3  まとめ　自らの方法を編み出す

今日でも時折メディアを騒がす教育勅語。で
も、その経緯に詳しい人はあまり多くないので
は？　この講座では、歴史学の成果を踏まえ、
教育勅語の成立と展開、挫折と現代へと至る物
語について優しく解説します。

講座番号
H-03 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　　　
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  10/22 教育勅語の成立をめぐる葛藤と妥協
２  11/ 5　 大日本帝国の膨張と破裂
３  12/17　敗戦後の長い残響、あるいは…

今回はロマン溢れるエジプト史、三国時代から
清滅亡までの中国史、そして現代の世界情勢を
考える上で押さえておきたい米ソ対立の歴史
についてわかりやすく解説します。

講座番号
H-04 学び直し!!世界の歴史

講　師　虫賀 文人（朝日大学教職課程センター教授）
定　員　30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  10/ 8　エジプト史－古代エジプトの魅力
２  11/19 中国史－中華帝国の発展と崩壊
３  12/ 3 現代史－東西冷戦と核兵器開発競争

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10日（水）9時～2022年

9月12日（月）17時 必着
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ご自分の英語レベルをチェックしながら英語
学習を進めます。TOEICや実用英検を教材に楽
しく英語の学び直しから始める講座です。

講座番号
H-05

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/ 8　写真描写・応答問題に挑戦
２  11/ 5　会話問題に挑戦
３  11/19 説明文問題に挑戦
４  12/ 3　穴埋め問題に挑戦 
５  12/17 読解問題に挑戦

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

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な
か、古きよき伝統を見直すための講座です。

講座番号
H-01

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  10/22 岐阜県の民俗芸能探訪

岐阜県の民俗芸能探訪


