
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(７月～8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 時間 回 対象 詳細 

食料確保と環境保全を考える「集約的
栽培法」の展開 

堀内 孝次 7/19 10時30分 5 中学・高
校他 

１ 

水素化アモルファス・シリコン半導体 
a-Si:H 

仁田 昌二 7/19 18時 5 高校・一
般 

１ 

英詩を読む 西澤 康夫 7/19 18時 5 高校・一
般 

２ 

自然と人体に関わる水の総合科学 惠良 聖一 7/25 18時 2 高校・一
般 

２ 

トポロジー入門 竹内 茂 7/31 10時30分 5 中学・高
校他 

３ 

脳の不思議 木内 一壽 7/28 16時30分 3 高校・一
般 

３ 

自然や身の回りのものをヒントにした発
明・発見 

利部 伸三 7/31 18時 1 高校・一
般 

４ 

物質と生命：分子生理学から学ぶ 惠良 聖一 8/4 18時 2 高校・一
般 

４ 

中・高校生夏休み限定版 

受講料無料 

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 

申込方法 開催日の前日まで受け付けます。 

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 

問合せ先 
岐阜大学サテライトキャンパス市民講座に関するお問い合わせは、平日９時から１７時まで。 

電話番号 ０８０－８２６４－０６８４ 

受講許可通知 はがきで通知いたします。 



食料確保と環境保全を考える「集約的栽培法」の展開 
定員 

 

２０名 

開催時間／回数 

水曜日 １０時３０分～１１時３０分／５回 

開催日／各回のテーマ 

第1回 7月19日（水）小さな耕地で安定生産 

第2回 7月26日（水）集約的栽培技術法にみる多様性 

第3回 8月 9日（水）標高・緯度・地形からみた栽培技術    
             の地域性 

第4回 8月16日（水）植物の生育と気候変動の関係 

第5回 8月30日（水）伝統農法の科学的合理性と環境保全 

１ 

【受講対象者】 
 中学生・高校生・学校教諭 

人は人と繋がりあって生きていて、植物はその人々
の生命を根底から支えている。従って、植物が存在
しなければ人は生きていけない。これまでに幾多の
災害を乗り越え、限られた耕地で必死に食糧を得
てきた人々の叡智と工夫の集約的栽培法について、
これまでに実施した国内外の現地事例調査結果を
紹介する。集約的栽培法には環境に優しい有機農
法的栽培に加えて植物工場のような企業的植物栽
培も考える。 

水素化アモルファス・シリコン半導体  -SI:H a 
定員 

 

３０名 

半導体について、特徴から応用までお話しを
します。 

開催時間 

水曜日 １８時～１９時 

開催回数 

５ 回 

開催日 

第1回 7月19日（水）アモルファス水素化シリコンとは 

第2回 7月26日（水）他の半導体との違い、特徴 

第3回 8月 9日（水）応用：太陽電池、TFT、コピー機 

第4回 8月16日（水）基礎と応用の関係 

第5回 8月23日（水）考え方の分子生物学への応用 

【受講対象者】 
 高校生・一般 

講師 仁田 昌二（にった しょうじ） 

略歴 元岐阜大学教授（工学部） 
    岐阜大学名誉教授（平成１５年） 

①名誉教授称号付与後の履歴 

    ２００３－２００４年 英国大学客員教授 

      ・Univ. of Surrey 

              ・Univ. of Cambridge   

②専門分野：半導体 

③自己PR：アモルファス半導体が専門です。 

④出版物：Properties of Amorphous Silicon, 2nd   

       edition（共著）,Institute of Electronics  

       Engineering ほか多数   

講師 堀内 孝次（ほりうち たかつぐ） 

略歴 元岐阜大学教授（応用生物科学部） 
    岐阜大学名誉教授（平成２１年） 

①名誉教授称号付与後の履歴 

    2011年3月迄 （現職時から）財団法人岐阜県公衆衛 

       生検査センターISO審査認証部運営委員会委員 

    2014年７月迄 （現職時から）岐阜県環境審議会委員 

    2015年1月29日 岐阜県知事感謝状 

        「岐阜県環境審議会委員として岐阜県の環境 

        保全活動の推進」 

②専門分野：植物生理学・環境保全学 

③自己ＰＲ：伝統農法と山間山地農業などの現地調査を２５ 

    年間にわたって継続。協定大学間の留学生国際交流 

    事業に長期間関わる。岐阜県の環境問題で公害委員 

    会等各種委員会の委員を歴任。ボランティア活動とし 

    て１９９１年に「岐阜県青年海外協力隊を育てる会」を 

    設立、初代会長を務める。 

④出版物：分担執筆多数、よみがえる地下水（各務原地下
水研究会）など 



英詩を読む 
定員 

 

３０名 

開催時間 

水曜日 １８時～１９時 

開催回数 

５ 回 

開催日 

第1回 7月19日（水） 第4回 8月16日（水） 

第2回 7月26日（水） 第5回 8月23日（水） 

第3回 8月 9日（水） 

２ 

【受講対象者】 
 高校生・一般 

シェークスピアのソネットを中心に英
詩をいくつか取り挙げ、詩の楽しみ
方を学びます。 

講師 西澤 康夫（にしざわ やすお） 

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自己ＰＲ： 

④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 

自然と人体に関わる水の総合科学 
定員 

 

３０名 

「水」はわたしたちのまわりにあまり
にも普遍的に存在しているのであま
り意識しませんが、「水」は生物に
とって不可欠な存在です。そのよう
な「水」と自然あるいは人体との関わ
りを総合的に考えてみたいと思いま
す。 

開催時間 

 １８時～１９時３０分 

開催回数 

２ 回 

開催日 

第1回 7月25日（火） 第2回 7月28日（金） 

【受講対象者】 
 高校生・一般 

講師 惠良 聖一（えら せいいち） 

略歴 元岐阜大学教授（医学部） 
    岐阜大学名誉教授（平成２８年） 

①名誉教授称号付与後の履歴 

    平成２８年４月～ 岐阜赤十字病院検査部嘱託 

      医師。岐阜聖徳学園大学看護学部、岐阜市 

      立看護専門学校、大垣市医師会看護専門 

      学校、岐阜市立女子短期大学の非常勤講 

      師（生理学、病態病理学） 

②専門分野：分子生理学、磁気共鳴医学、生物物理学 

③自己PR：臨床医学の基礎は「内科学」。「内科学」の
基礎は「生理学」です。本講座では、分子レベルから個
体レベルにいたる「人体生理学」を平易に解説します。 

④出版物： 『マルチ機能タンパク質：血清アルブミン』 
        （共立出版、１９９６年）  

        『アルブミンハンドブック』（トッパンメディカ 

        ルコミュニケーションズ、２００９年） 



トポロジー入門 
定員 

 

３０名 

開催時間 

 １０時３０分～１１時３０分 

開催回数 

５ 回 

開催日とテーマ 

第1回 7月31日（月）トポロジー、その歴史 

第2回 8月 1日（火）曲面のトポロジー 

第3回 8月 4日（金）向き付け（不）可能曲面 

第4回 8月 7日（月）プラトンの正多面体 

第5回 8月 8日（火）高次元への展望 

3 

【受講対象者】 
 中学生・高校生・教員 

２０世紀になって登場、発展したトポロジー
（位相幾何学）の考え方とその応用例を演
習も組み入れながら、空間図形を中心に
考えて行く。 

脳の不思議 
定員 

 

５０名 

ヒトで高度に発達した脳について、細胞レベ
ルや分子レベルで学習する機会は中々あり
ません。この講義では、脳の機能として近年
まで不明であった前頭葉について、前頭葉
の機能に影響を及ぼす神経伝達物質カテ
コールアミンについて、網膜から入った映像
はどの様に処理されて前頭葉まで届くかに
ついて、脳と心の観点から考えてみたいと思
います。 

開催時間／回数 

金曜日 １６時３０分～１８時／３回 

開催日とテーマ 

第1回 7月28日（金）：ヒト脳で進化した前頭葉とは 

第２回 8月4日（金）：脳を操るカテコールアミン三兄弟 

第３回 8月18日（金）：錯視、我々は脳でものを見てい 

              る 

【受講対象者】 
 高校生・一般 

講師 木内 一壽（きうち かずとし） 

略歴 元岐阜大学教授（工学部） 
    岐阜大学名誉教授（平成２８年） 

①名誉教授称号付与後の履歴 

    平成２８年４月～ 岐阜大学生命科学総合研究 

                支援センター特任教授 

②専門分野：生化学、分子生物学、神経科学 

③自己PR：工学部では生体情報工学講座にて、パ 

        ーキンソン病やアルツハイマー病に関連 

        する、細胞レベルでの基礎研究をして 

        きました。本講座では、大学の公開講座 

        や高校への出前講義で話した内容を 

        「脳と心」に焦点を当ててまとめてみました。 

④出版物： 生物学概論—生命と科学—（仮称） 
        培風館（平成29年度中に発刊予定）  

講師 竹内 茂（たけうち 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２２年） 

①名誉教授称号付与後の履歴 

    岐阜大学工学部での非常勤講師、その他の講師、数学 

    会等各分野での研究グループへの参加 

②専門分野：複素解析幾何学 

③自己ＰＲ：数学の他分野への応用にも関心を持っています。 

       また、趣味としての囲碁、定年退職後６０の手習い 

       でピアノや短歌を少々。 

④出版物 共訳として「数学者の断想」（森北出版）、分担執筆 

       「数学英和小事典」（講談社サイエンティフィク）など 



自然や身の回りのものをヒントにした発明・発見 

開催時間 

月曜日 １８時～１９時３０分 

開催回数 

１ 回 

4 

【受講対象者】 
 高校生・学校教諭・一般 

開催日 ７月３１日（月） 

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：岐阜大学教育学部において、理科教育を 

        担当し、自身は農薬科学の研究に携わって 

                  きた。これまでの教育・研究を通して、先人 

                 達はどのような思考過程を経て、新現象や 

                 新技術の発見・発明をなしたかに興味をも 

                  ち、この度、自然や身近な現象をヒントにし 

                  た発明や創作に焦点を当ててまとめてみた。 

④出版物： 
 

自然の生きものや身の回りの現象をヒント
にして生まれた発明、発見や理論の例を
いくつかあげ、それがどのようにして考え
だされたかを話す。そして新しい技術や理
論を創り出すためには、学ぶことがいかに
重要であるかを皆で考えてみたい。 

定員 
 

３０名 

物質と生命：分子生理学から学ぶ 
定員 

 

３０名 

単細胞から多細胞生物に至るまで、すべ
てメンデレーエフの周期表にある元素一
個一個から構成されています。細胞が営
む生命現象を原子・分子レベルで考察し、
諸物質と生命との関わりを考えてみたいと
思います。 

開催時間 

 １８時～１９時３０分 

開催回数 

２ 回 

開催日 

第1回 8月4日（金） 第2回 8月8日（火） 

【受講対象者】 
 高校生・一般 

講師 惠良 聖一（えら せいいち） 

略歴／名誉教授称号付与後の履歴／専門分野／自
己PR／出版物は前掲（２ページを参照ください） 
 


