
平成29年度岐阜大学サテライトキャンパス市民講座 
アカデミッククラブ受講者募集要項(１０月～２月の開講) 

岐阜大学サテライトキャンパス 
500-8844 岐阜市吉野町６丁目３１番地 
        岐阜スカイウイング３７ 東棟４階 

講座名 講師名 初日 曜 時間 回 対象 詳細 

相対性理論と人間アインシュタイン 若松 謙一 10/2 月 15時 5 一般 1 

日本の西欧化と文明開化－その光と影
の検証 

西澤 康夫 10/2 月 15時 10 一般 1 

農業・食料の基盤と文化－地域創生を
考える 

杉山 道雄 10/3 火 15時 5 一般 2 

詩歌療法－セルフ・ケアのために－ 小山田 隆明 10/3 火 13時 5 一般 2 

情報と医療における光技術 山家 光男 10/10 火 13時 5 一般 3 

日本人にとっての英文解釈の秘訣 後藤 正紘 10/4 水 10時30分 5 一般 3 

古写本の読み方 弓削 繁 10/4 水 10時30分 5 一般 4 

農薬：農業における役割と安全性 利部 伸三 1/9 18時 1 高校・
一般 
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高校生は冬休み可 

受講料無料 

申込方法 受付は、平成２９年６月１５日（木）から開始します。 

手段 方法 

FAX 別紙の受講申込書に必要事項を記入のうえ、送信してください。 

FAX:０５８－２１２－０３９１ 

Mail(添付） 別紙の受講申込書に必要事項を記入のうえ、PDF添付ファイルとして送
信してください。 

E-mail:gifu_sc@gifu-u.ac.jp 

Mail(本文） ①受講希望の講座名称、②お名前、③ふりがな、④性別、⑤携帯等電話
番号、⑥郵便番号、⑦ご住所、⑧個人情報の同意の有無を次のアドレス
まで送信してください。 

E-mail:gifu_sc@gifu-u.ac.jp 

はがき ①受講希望の講座名称、②お名前、③ふりがな、④性別、⑤携帯等電話
番号、⑥郵便番号、⑦ご住所、⑧個人情報の同意の有無を明記のうえ、
次の宛先まで郵送してください。 

〒５００－８８４４ 岐阜市吉野町６丁目３１番地 

  岐阜スカイウイング３７ 東棟４階 

  岐阜大学サテライトキャンパス 

会  場  岐阜市吉野町６丁目３１番地 
   岐阜スカイウイング３７ 東棟４階 
   岐阜大学サテライトキャンパス 



 

 

講師 若松 謙一（わかまつ けんいち） 

略歴 元岐阜大学教授（工学部） 
    岐阜大学名誉教授（平成２０年） 

①名誉教授称号付与後の履歴 

    岐阜大学非常勤講師（平成２０年４月～  ） 

②専門：銀河団の構造、観測的宇宙論 

③自己PR 定年退職後も、引き続き研究、講義、講
演活動を行っている。３年前は大学内の１１㍍電波望
遠鏡によるブラックホールの観測を、また、現在は世
界最大の望遠鏡での銀河団の光学観測とその解析を
フランス、イタリアの天文学者と共同研究などに邁進
中である。 

相対性理論と人間アインシュタイン 
定員 

 

3０名 

開催時間／回数 

月曜日 １５時～１６時３０分／５回 

開催日 

第1回 10月2日（月）相対性理論の夜明け前、 

             アインシュタインの恋文 

第2回 10月16日（月）同時性と時間の相対性、 

              矛盾を克服するアインシュタイン 

第3回 10月23日（月）時計の遅れと空間の収縮、 

              アインシュタインの日本訪問記 

第4回 10月30日（月）ブラックホール、 

              アインシュタインとフロイト交流 

第5回 11月 6日（月）一般相対性理論と宇宙論、 

             人間アインシュタイン 

日本の西欧化と文明開化ーその光と影の検証 
定員 

 

３０名 

相対性理論とは、時間や空間が伸びたり縮んだ
り、ブラック・ホールが出現したりの摩訶不思議
な世界である。これらについてわかりやすく解説
すると共に創始者のアインシュタインの文章を
読み、博士の人となりに触れてみたい。 

講師 西澤 康夫（にしざわ やすお）3 

略歴 元岐阜大学教授（教育学部） 
    岐阜大学名誉教授（平成１９年） 

①名誉教授称号付与後の履歴 

   平成１９年４月 岐阜大学非常勤講師 

   平成２１年４月～平成２３年３月 平成医療 

    短期大学教授 

   平成２３年４月～ 平成医療短期大学非常勤 

     講師 

②専門分野：東西比較演劇、異文化コミュニケーション 

③出版物： 
    著書 『シェークスピアの芸術－分析と鑑賞 

        の試み』近代文芸社（1993） 
    共著 『シェークスピア再入門』風媒社 ほか 

 

現代の日本を取り巻く状況は、どこか戦前にも似て、
先行き不透明で不安に満ちている。私たちはこれから、
何をするべきなのか、あるいは何をしてはいけないの
か？羅針盤のない航海にも似た日本の行く末に思い
を馳せるとき、これまでの日本の動きや対応に問題が
なかったのか、ことに西洋に対する対応をどう評価す
るのか、具体例に照らして功罪を論じておく必要があ
る。視野を広く保ち、先人や同時代人の知見を参照し
つつ、私たちの生き延びる道を探ってみたい。 

開催時間／回数 

月曜日 １５時～１６時３０分／１０回 

開催日 

第1回 10月2日（月）日本における西欧化と文明開化 

第2回 10月16日（月）文明批評家夏目漱石の憂鬱 

第3回 10月23日（月）西欧に評価された日本の美術 

第4回 10月30日（月）近代文学の誕生と近代日本人の創造 

第5回 11月6日（月）日本文化とキリスト教 

第6回 11月13日（月）能とシェイクスピアを比較する 

第7回 11月20日（月）日本映画の隆盛と意義 

第8回 11月27日（月）日本人の生き方の原点 

第9回 12月4日（月）文化と文明のはざま 

第10回12月11日（月）日本の取るべき針路とは １ 



 

 

農業・食料の基盤と文化ー地域創生を考える 
定員 

 

2０名 

講師 杉山 道雄（すぎやま みちお） 

略歴 元岐阜大学教授（農学部） 
    岐阜大学名誉教授（平成１１年） 
     岐阜市立女子短期大学名誉教授 

平成１１年４月 岐阜市立女子短期大学学長（平成１７年３月まで） 
平成１８年４月 東海女子短期大学学長（平成１９年３月まで） 
平成１９年４月 東海学院大学学長（平成２４年３月まで） 
平成２４年４月 東海学院大学国際教育センター長（平成２５年３月
まで） 

専門：食料経済学及び国際家禽経済学 
 
自己PR:昨年６月以来、県産食材から美食を目ざした食の会、 
      『燦餐の会』を毎月、メディアコスモスなどで開催し 
      ています。 
 
出版物：１．ケヴィン・モルガン／ロバ－タ・ソンニーノ共著 
       『学校給食改革－公共食と持続可能な開発への 
       挑戦』杉山道雄・大島俊三・堀田康雄・野澤義 
       則・下内 充共訳、筑波書房２０１４ 
     ２．杉山道雄著「スローフードと地産地消－岐阜の食 
       文化形成」岐阜新聞社出版センター、２００９ 
     ３．斉藤忠夫・根岸晴夫・八田 一編『畜産物利用 
       学』－改訂版、文永堂、２０１５ 
       「卵の生産・消費及び流通」の項 ほか多数。 
 

工業発展と食料自給率が併進していない国は
先進自立国と言えない。世界の飢餓人口は１０
億人に達し、肥満人口と同数である。食料の
基盤を失い、大規模な難民人口は６５３０万人
に達している。 

我が国の豊かな食材生産基盤を食卓まで結
びつける食文化を育てたい。それを地域創生
の方策として提案したい。 

開催時間／開講回数 

火曜日 １５時～１６時３０分／５回 

開催日 

第1回 10月3日（火）食料自給率から自給力へ 

第2回 10月17日（火）食物と呼ばれた時代から食 

              品への変化と意味 

第3回 10月31日（火）農業の６次産業化とインテグ 

              レーション 

第4回 11月14日（火）スローフードとその経済理論 

第5回 11月28日（火）岐阜県産食材と美食の発信 

詩歌療法ーセルフ・ケアのためにー 
定員 

 

２0名 

講師 小山田 隆明（おやまだ たかあき） 

略歴 元岐阜大学教授（教育学部） 
    岐阜大学名誉教授（平成１３年） 

①名誉教授称号付与後の履歴 
  平成１３年１０月 岐阜県青少年SOS・被害青少年支援セン 
             ター顧問（平成１５年３月まで） 
  平成１４年１月  岐阜市生涯学習拠点施設ハートフル・スク 
             エアーG館長（平成１６年３月まで） 
  平成１５年４月  放送大学客員教授（平成２０年３月まで） 
  平成１６年４月  （独）労働者健康福祉機構岐阜産業保健 
             センター相談員（平成２５年３月まで） 
  平成１６年１１月 美濃加茂市教育委員会委員（平成１９年１１    
             月まで） 
  平成１７年４月  岐阜女子大学教授（平成２８年３月まで） 

②専門分野：心理学（行動の意識的統御の研究、認知・学習、 
        詩歌療法） 

③自己ＰＲ：長い間、行動の意識的統御（セルフ・コントロール） 
        に関する研究を行ってきました。詩歌療法がセル 
                  フ・ケアに役立つことを知って欲しいと思い、この講 
                 座を開講しました。 

④出版物： 
  単著：詩歌療法（新曜社）、詩歌に救われた人びと（風詠社） 
  編著：青年心理学要説（福村出版）、教育心理学要説（福村 
      出版） 
  分担執筆：人間関係の心理学（北望社）、青年期の心理（新 
      曜社）、刺激のない世界（新曜社）、乳幼児理解の心 
      理学（協同出版）など多数。 

開催時間／開催回数 

火曜日 １３時～１４時３０分／５回 

開催日 

第1回 10月3日（火）詩歌療法とはどんな心理療法か 

第2回 10月10日（火）短歌を詠むことの心理治療的 

              な効果 

第3回 10月17日（火）短歌を詠むことで救われた人 

              の事例 

第4回 10月31日（火）詩の行を「付け合う」ことの心 

                                  理治療的な効果 

第5回 11月7日（火）「付け合う」詩型による詩作の 

                               実際と心理的効果 

人は誰でも、あるとき、一篇の詩歌に出会い、心を強く揺
り動かされた経験があるはずです。詩歌は、なぜ人の心
に大きな影響を与えるのでしょうか。 

初めに、心理学の立場から詩歌療法の理論と臨床への
適用例を紹介し、悩める心を癒やすセルフ・ケアとしての
詩歌をどのように用いたらよいかお話しします。 

次に詩歌療法の実際をワークショップのような形で体験
できればと考えています。 
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講師 山家 光男（やまが みつお） 

略歴 元岐阜大学教授（工学部） 
    岐阜大学名誉教授（平成２７年） 

①名誉教授称号付与後の履歴 

       平成２６年４月 放送大学岐阜学習センター 

                 客員教授 

②専門分野：応用物理学主に太陽光エネルギーの 

         有効利用に関する研究 

③自己ＰＲ： 私たちが身の回りで経験する光の不思議
は物理法則で説明される。物理法則で明らかにされた
光の特性を利用した光技術の情報・医療への応用に関
してわかりやすくお話しします。 

情報と医療における光技術 
定員 

 

２０名 

開催時間／回数 

火曜日 １３時～１４時３０分／５回 

開催日／各回のテーマ 

第1回 10月10日（火）電磁波の分類（電波、赤 

     外線、可視光線、紫外線、エックス線、 

     ガンマー線） 

第2回 11月14日（火）赤外線と光ファイバー通信 

第3回 12月12日（火）可視光線と光メモリー 

第4回 1月9日（火）ガンマー線とPET診断装置 

第5回 2月13日（火）電波（ラジオ波）とMRI診 

     断装置 

日本人にとっての英文解釈の秘訣 
定員 

 

2０名 

第１回「日本人にとっての英文解釈の秘
訣」、第２回「河口域英語とシングリッシュの
台頭」、第３回「英文解釈の諸問題」、第４
回「曖昧性と英文解釈」、第５回「袋小路現
象」について講義します。 

3 

電磁波はエネルギーが高い順に、ガン
マー線、エックス線、紫外線、可視光線、
赤外線、マイクロ波、テレビ波、ラジオ波
等に分類される。分類された電磁波が情
報（光ファイバ通信、光ディスク）や医療
（MRI、X線CT、PET）にどのように応用
されているかを講義します。 

講師 後藤 正紘（ごとう まさひろ） 

略歴 元岐阜大学教授（教育学部） 
    岐阜大学名誉教授（平成２０年） 

①名誉教授称号付与後の履歴 

    平成２０年４月 放送大学岐阜学習センター 

              客員教授（～平成２４年３月） 
    平成２４年４月 放送大学岐阜学習センター 

              非常勤講師（～現在） 

②専門分野：英語学 

③自己ＰＲ：実例を用いて丁寧に分かりやすく講義しま
す。 

④出版物 

  単著 『曖昧文の諸相』（１９９６）蒼洋出版 

      『曖昧性をめぐって』（２０００）英宝社 

      『曖昧性と関連諸問題』（２００６）英宝社 

  共著 『現代英語の語法と文法』（１９９８）大修館書店 

      『片平五十周年記念論文集』（２０１５）金星堂 

開催時間／回数 

水曜日 １０時３０分～１１時３０分／５回 

開催日 

第1回 10月4日（水）日本人にとっての英文 

     解釈の秘訣 

第2回 10月11日（水）河口域英語とシング 

     リッシュの台頭 

第3回 10月18日（水）英文解釈の諸問題 

第4回 11月1日（水）曖昧性と英文解釈 

第5回 11月8日（水）袋小路現象 



 

 

講師 弓削 繁（ゆげ しげる） 

略歴 元岐阜大学教授（教育学部） 
    岐阜大学名誉教授（平成２４年） 

①名誉教授称号付与後の履歴 
     平成医療短期大学・大垣女子短期大学で非常
勤講師 
     NHK文化センター・中日文化センター・岐阜新
聞カルチャーアカデミーの講師 

②専門分野：中世日本文学（軍記物語、中世歴史論書
など） 

③自己ＰＲ：古典文学の本文を、歴史的、文化的状況
の中で、如何に生き生きと具体的に読み解くかというこ
とを課題にしています。 

④出版物 『平家物語相模女子大学本（上・中・下）』
（古典文庫）1997～1998年 
『六代勝事記・五代帝王物語』三弥井書店 2000年 
『六代勝事記の成立と展開』風間書房 2003年 
『月庵酔醒記（上・中・下）』三弥井書店 2007～2010年 
『中世＜知＞の再生』三弥井書店 2012年 
 

古写本の読み方 
定員 

 

3０名 

皆さん、箸袋や公園の歌碑などで変体仮
名を見かけたことがありますよね。実は殆ど
の古典文学のテキストはそのような文字で
書かれているのです。この講座ではそれら
が読めるように道案内をします。 

開催時間 

水曜日 １０時３０分～１２時 

開催回数 

５ 回 

開催日 

第1回 10月4日（水）変体仮名の種類 

第2回 10月11日（水）和歌資料を読む 

第3回 10月18日（水）更級日記の冒頭を読む 

第4回 10月25日（水）平家物語の序文を読む 

第5回 11月1日（水）六代勝事記の序文を読む 

農薬：農業における役割と安全性 
定員 

 

3０名 

開催時間 

１月９日（火） １８時～１９時３０分 

４ 

講師 利部 伸三（かがぶ しんぞう） 

略歴 元岐阜大学教授（教育学部） 
    岐阜大学名誉教授（平成２４年） 

①名誉教授称号付与後の履歴 
    平成２４年４月～平成２９年３月  
    岐阜大学教育学部特任教授 

②専門分野：有機化学・農薬科学 

③自己PR：私自身は永年に亘って農薬の薬理学的研究 
        や新農薬探索研究に携わってきました。本講 
        座では，農薬を食糧生産産業である農業の一 
                  資材であるという観点からまとめてみました。 

④出版物：本講座の内容に関連した文献を挙げます。２は 
       アメリカ化学会賞国際賞の受賞論文です。３は， 
       私が合成した殺虫剤の物質名と化学構造式が 
       記載されました文部科学省検定済高校化学の 
       教科書です。 
   １．殺虫剤イミダクロプリドおよび殺菌剤カルプロパミ 
     ドの発見に至る道:創製研究者の回想,有機合成 
      化学協会誌,2000,58,606-610. 
       ２．Discovery of Imidacloprid and Further  
           Developments from Strategic Molecular  
           Designs, Journal of Agricultural and Food  
           Chemistry, 2011,59,2887-2896. 
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作物保護資材として、新農薬はどのように
探索され、新農薬が市場に出るための条
件である登録制度について述べる。そして、
市場での農薬の人や環境に対する影響に
ついて実情を知り、作物保護における農薬
の役割を皆で考える。 
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 高校生・学校教諭・一般 


