
2015年度  前期

■共催講座
No. 科目名 連携機関 副題 曜日 時間
東京・放送大学文京学習センター 知の市場　　開講機関：知の市場/放送大学（協賛） 会場：放送大学東京文京学習センター(地下鉄茗荷谷駅)
UT136 規範科学事例研究１ 化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会 社会の諸々のリスク･マネジメントの実際を検証する 火集中 13:00-17:00
UT137 化学物質総合計学事例研究１ 化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会 国際的枠組みと企業の自主管理活動を検証 火集中 13:00-17:00
UT133 化学物質総合経営学概論 化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会 化学物質総合管理を目指す国際協調活動に学ぶ 水集中 13:00-17:00
UT115a 化学物質リスク評価（演習１） 新 花井リスク総合研究所 必要な情報やデータをどう入手し活用するか 木集中 13:30-17:30
UT425 労働衛生管理 武田労働衛生コンサルタント事務所 職場における労働衛生の基本を実践的に語る 金集中 13:20-16:30
UT812 プロフェッショナル論 放送大学 楽しく豊かな人生を創造するプロフェショナルの心得 金集中 14:00-18:00
東京・西早稲田（１）労研　知の市場　　開講機関：労働科学研究所/早稲田大学規範科学総合研究所 会場：早稲田大学西早稲田キャンパス(地下鉄西早稲田駅前)
RT421 労働科学 労働科学研究所 産業保健の基礎：労働科学の歴史と展開 土集中 11:00-17:50
埼玉・狭山　知の市場　　開講機関：狭山商工会議所/狭山市 会場：狭山市産業労働センター(西武新宿線狭山市駅前)
YB611b 狭山を学ぶ　企業編b 狭山商工会議所/狭山市 狭山を彩るものづくり企業シリーズb　－狭山工業団地エリア編－ 木 18:30-20:30
鳥取・倉吉　知の市場　　開講機関：動物臨床医学研究所 会場：動物臨床医学研究所又は伯耆しあわせの郷(JR倉吉駅)
ZY222k 動物臨床医学事例研究k 動物臨床医学研究所 臨床現場に有用な症例検討のあり方１ 日 9:30ｰ16:50
東京・戸山　知の市場　　開講機関：国立感染症研究所 会場：国立感染症研究所(地下鉄早稲田駅・若松河田駅)
PT211a 感染症総合管理１a 国立感染症研究所 感染症との闘いー現在問題となっている感染症ー 火 18:30-20:30
東京・大岡山　知の市場　　開講機関：知の市場 会場：東京工業大学大岡山キャンパス(東急大井町線・目黒線大岡山駅)
UE535 資源･エネルギー･安全基礎論 社会技術革新学会石油サウジアラビア教育研究会 技術革新と社会変革に深く係る資源・エネルギーとリスク管理のための社会的規範を巡る世界の動向を語る 金集中 13:20-18:10
愛知・名古屋　知の市場　　開講機関：東洋システム 会場：名古屋トヨタ産業技術記念館(名鉄名古屋本線栄生駅)
BA515 社会技術革新学事例研究１ 社会技術革新学会リチウム電池教育研究会 リチウムイオン２次電池開発の歴史に見る技術革新と経営革新の成否の要因 金 13:00-17:30

■関連講座 (大学・大学院編を除く)
No. 科目名 連携機関 副題 曜日 時間
愛知・名古屋市立大学（１）最新医学　　開講機関：名古屋市立大学健康科学講座オープンカレッジ 会場：名古屋市立大学川澄キャンパス(地下鉄桜山駅前)
41 第1期講座 ・ 第2期講座 名古屋市立大学大学院医学研究科 金 18:30-20:00

東京・茗荷谷　知の市場　　開講機関：化学工学会SCE・Net 会場：お茶の水女子大学(地下鉄茗荷谷駅・護国寺駅)
VT465a 原子力・放射能基礎論 化学工学会SCE・Net 原子力と放射能の基礎から応用までを学ぶ 土集中 13:00-17:10
東京・幡ヶ谷　知の市場　　開講機関：製品評価技術基盤機構 会場：製品評価技術基盤機構(京王新線幡ヶ谷駅)
FT125 化学物質総合管理特論 製品評価技術基盤機構 化学物質に関するリスク評価とリスク管理の基礎知識 火 18:30-20:30
SE232 バイオ安全特論 製品評価技術基盤機構 微生物資源の活用とバイオ安全の基礎知識 木 18:30-20:30
東京・筑波大学　東京キャンパス知の市場　　開講機関：筑波大学 会場：筑波大学東京キャンパス(茗荷谷駅)

公開講座「知の市場」の機関別開講科目一覧　

( )
305 サイエンスコミュニケーション実践論 筑波大学/日本サイエンスコミュニケーション協会 月 18:30-20:00
千葉・千葉　知の市場　　開講機関：千葉市科学館 会場：Qiball 13階 ビジネス支援センター(JR千葉駅、京成千葉中央駅)
TD307a サイエンスコミュニケーション実践論a 千葉市科学館 サイエンスコミュニケーションの理論と実践 土 13:30-15:30
大分・大分大学　知の市場　開講機関：大分大学教育福祉科学部・都甲研究室 会場：サテライトキャンパスおおいた(JR大分駅)
FU821 家庭科力基礎論1 新 大分大学教育福祉科学部・都甲研究室/ふないまちなか大学 衣食住について学び合う家庭科カフェ 水通期 15:00-18:00
FU516 社会技術革新学基礎論 新 社会技術革新学会社会技術学新学基礎教育研究会 社会変革と技術革新の歴史を検証し付加価値を生み出すイノベーションの真髄を探る 土集中 9:00-17:30
大阪・関西大学高槻　知の市場　　開講機関：製品評価技術基盤機構/関西大学社会安全学部/関西消費者連合会 会場：関西大学高槻ミューズキャンパス(JR高槻駅)
SK441 製品総合管理特論 製品評価技術基盤機構 製品安全対策の基礎知識 金 18:00-20:00
東京・関西大学東京センター 知の市場　　開講機関：関西大学社会安全学部 会場：関西大学東京センター（JR東京駅・地下鉄大手町駅)
LE472 社会安全学b 関西大学社会安全学部 安全・安心社会と社会安全学 木 18:00-20:00
東京・九段　知の市場　　開講機関：早稲田リーガルコモンズ法律事務所 会場：早稲田リーガルコモンズ法律事務所(地下鉄九段下駅)
QE573 現代環境法入門 第二東京弁護士会環境法研究会 環境法制の生成・発展と公害・環境訴訟から環境法制のあり方を考える 木 18:30-20:00
東京・大東文化大学板橋キャンパス 知の市場　　開講機関：生協総合研究所/大東文化大学 会場：大東文化大学板橋キャンパス(東武東上線東武練馬駅・都営三田線西台駅)
KT542 生協社会論 大東文化大学/生協総合研究所 水 15:30-16:30
大分・大分知の市場　開講機関：ふないまちなか大学 会場：サテライトキャンパスおおいた(JR大分駅)
71 アラブ・イスラム基礎論 新 ふないまちなか大学 通期 19:00

東京・神田神保町知の市場　開講機関：六大学狂言研究会連絡協議会 会場：共立女子大学 共立講堂(東京メトロ神保町駅、竹橋駅、九段下駅)
ET912 狂言論 新 六大学狂言研究会連絡協議会 狂言の実演を通して古典芸能を学ぶ 前期集中 11:00-16:00
東京・放送大学文京学習センター 知の市場　　開講機関：知の市場/放送大学（協賛） 会場：放送大学東京文京学習センター(地下鉄茗荷谷駅)
UT457 サスティナビリティ学（演習） 新 鈴木基之 「持続可能性」を論じられるように 木 14:00-17:00
愛知・名古屋市立大学（２）学びなおし　知の市場　　開講機関：名古屋市立大学学びなおし支援センター 会場：名古屋市立大学川澄キャンパス(地下鉄桜山駅前)

 14-101～14-103 春季講座 名古屋市立大学学びなおし支援センター 火-木 18:30-20:00
東京・明治大学　知の市場　　開講機関：明治大学リバティアカデミー 会場：明治大学リバティタワー(JR・地下鉄御茶ノ水駅)
IT443a 安全学入門 明治大学リバティアカデミー 安全を総合的に、包括的に考える 土集中 13:00-16:10
福島・いわき　知の市場　　開講機関：東洋システム 会場：東洋システム(JR湯本駅)
BF138 化学物質総合経営学基礎論 新 社会技術革新学会社会技術学新学教育研究会 健康・環境リスクを巡る国際的な論議を跡づけながら化学物質管理を付加価値の創造に繋げ水通期 15:30-17:30

知の市場ホームページ http://www.chinoichiba.org/に、シラバス(講義内容)を掲載していますが、最新版のシラバスは各開講機関ホームページから確認してください。
◆問合せ◆　各開講機関までお問合わせください。問合せ先は、本リーフレットリンク先もしくは知の市場ホームページからご確認ください。



2015年度  後期

■共催講座
No. 科目名 連携機関 副題 曜日 時間
東京・西早稲田（１）労研　知の市場　　開講機関：労働科学研究所/早稲田大学規範科学総合研究所 会場：早稲田大学西早稲田キャンパス(地下鉄西早稲田駅前)
RT422a 労働科学特論a 労働科学研究所 産業安全保健エキスパート養成コース（安全） 木金土集中 9:30-18:30
RT422b 労働科学特論b 労働科学研究所 産業安全保健エキスパート養成コース（健康） 木金土集中 9:30-18:30
RT422c 労働科学特論c 労働科学研究所 産業安全保健エキスパート養成コース（職場環境） 木金土集中 9:30-18:30
埼玉・狭山　知の市場　　開講機関：狭山商工会議所/狭山市 会場：狭山市産業労働センター(西武新宿線狭山市駅前)
YB614a 狭山を学ぶ　教育編a 狭山商工会議所/狭山市 中学生における経済キャリア教育１（対象：狭山市内中学生・公募） 土集中 13:00-17:00
YB612b 狭山を学ぶ　ものづくり編b 狭山商工会議所/狭山市/狭山市茶業協会 グローバルブランドを目指す狭山茶の全てを学ぶ 火土 10:00-12:00

13:00-17:00

大阪・千里山　知の市場　　開講機関：日本リスクマネジャネットワーク 会場：関西大学千里山キャンパス（阪急電鉄関大前駅）
JK131b 防疫薬総合管理 日本環境動物昆虫学会 身近な生活・環境害虫防除ー世界をリードする防疫薬と害虫防除技術ー 月 18:15-20:15
JK454 環境基礎論 日本リスクマネジャネットワーク 市民の環境問題入門 火 18:15-20:15
鳥取・倉吉　知の市場　　開講機関：動物臨床医学研究所 会場：動物臨床医学研究所又は伯耆しあわせの郷(JR倉吉駅)
ZY222l 動物臨床医学事例研究l 動物臨床医学研究所 臨床現場に有用な症例検討のあり方２ 日 9:30-15:10
東京・戸山　知の市場　　開講機関：国立感染症研究所 会場：国立感染症研究所(地下鉄早稲田駅・若松河田駅)
PT211b 感染症総合管理１b 国立感染症研究所 感染症対策ーワクチンを中心にー 火 18:30-20:30

■関連講座 (大学・大学院編を除く)
No. 科目名 連携機関 副題 曜日 時間

愛知・名古屋市立大学（１）健康　知の市場　　開講機関：名古屋市立大学健康科学講座オープンカレッジ 会場：名古屋市立大学川澄キャンパス(地下鉄桜山駅前)
41 第3期講座 名古屋市立大学大学院医学研究科 金 18:30-20:00

東京・茗荷谷　知の市場　　開講機関：化学工学会SCE・Net 会場：お茶の水女子大学(地下鉄茗荷谷駅・護国寺駅)
VT523c 化学工業特論 化学工学会SCE・Net 社会を支える化学工業とその製品群 土集中 13:00-15:00
東京・筑波大学　東京キャンパス知の市場　　開講機関：筑波大学 会場：筑波大学東京キャンパス(地下鉄茗荷谷駅)
306 リスクコミュニケーション入門 筑波大学/日本サイエンスコミュニケーション協会 月 18:30-20:30
千葉・千葉　知の市場　　開講機関：千葉市科学館 会場：千葉市科学館(京成千葉中央駅)
TD307b サイエンスコミュニケーション実践論b 千葉市科学館 サイエンスコミュニケーションの理論と実践 土 13:30-15:30
東京・西早稲田（２）製評機構　知の市場　　開講機関：製品評価技術基盤機構/早稲田大学規範科学研究所 会場：早稲田大学西早稲田キャンパス(地下鉄西早稲田駅前)
ST441 製品総合管理特論 製品評価技術基盤機構 製品安全対策の基礎知識 火 18:30-20:30
東京・浅草　知の市場　　開講機関：日本中央競馬会 会場：東京・浅草パークホール（つくばエクスプレス浅草駅）
HT921 実践競走馬学 日本中央競馬会 馬はどのような生き物か、競馬とサラブレッドの魅力を語る 木 18:15-20:15
茨城・つくば　知の市場　開講機関：農業生物資源研究所 会場：つくばサイエンス・インフォメーションセンター(つくばエクスプレスつくば駅)
AI233 農業生物資源論1 農業生物資源研究所 バイオテクノロジーで拓く食料、医療などへの農業生物資源の利用と未来 水 18:00-19:30

公開講座「知の市場」の機関別開講科目一覧

愛知・名古屋市立大学（２）学びなおし　知の市場　　開講機関：名古屋市立大学学びなおし支援センター 会場：名古屋市立大学川澄キャンパス(地下鉄桜山駅前)
14-201～203 秋季講座 名古屋市立大学学びなおし支援センター 火-木
東京・明治大学　知の市場　　開講機関：明治大学リバティアカデミー 会場：明治大学リバティタワー(JR・地下鉄御茶ノ水駅)
IT443b 製品機械安全特論 明治大学リバティアカデミー 製品と機械のリスクアセスメントについて考える 土集中 13:00-16:10
神奈川・川崎宮前区　知の市場　　開講機関：労働科学研究所 会場：労働科学研究所(小田急向ヶ丘公園駅・横浜市営地下鉄あざみ野駅からバス)
RS422d 労働科学特論実習１ 労働科学研究所 産業安全保健エキスパート養成最終コース（現場実習） 月火水金

集中 10:00-17:00
東京・放送大学文京学習センター 知の市場　　開講機関：知の市場/放送大学（協賛） 会場：放送大学東京文京学習センター(地下鉄茗荷谷駅)
UT116 実践化学物質総合管理（演習）1 新 林浩次 SDS作成とGHS分類の実務を学ぶ 水 15:00-17:00
香川・海音寺　知の市場　開講機関：ユニチャーム
13 化学物質総合経営論c 化学物質総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会 集中
71 国際競争力論b 社会技術革新学会社会技術革新学教育研究会 集中
56 国際標準化論 新 化学物質総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会 集中

茨城・つくば山　知の市場　開講機関：住友化学
58 企業進化論 新 社会技術革新学会社会技術革新学教育研究会

埼玉・狭山元気プラザ　知の市場　　開講機関：アダムジャパン/狭山商工会議所/狭山市 会場：狭山元気プラザ又はアダムジャパン(西武新宿線狭山市駅からバス)
YB612a 狭山を学ぶ　ものづくり編a アダムジャパン/狭山商工会議所/狭山市 世界に羽ばたくビリヤードのすべて  水土 16:30-18:30

14:00-16:00

香川・海音寺　知の市場　開講機関：ユニチャーム
81 人材論b 社会技術革新学会社会技術革新学教育研究会 集中

知の市場ホームページ http://www.chinoichiba.org/に、シラバス(講義内容)を掲載していますが、最新版のシラバスは各開講機関ホームページから確認してください。
◆問合せ◆　各開講機関までお問合わせください。問合せ先は、本リーフレットリンク先もしくは知の市場ホームページからご確認ください。


	前期
	後期


前期



		2015年度  前期

		公開講座「知の市場」の機関別開講科目一覧　

		■共催講座

		No.		科目名				連携機関		副題		曜日		時間

		東京・放送大学文京学習センター 知の市場　　開講機関：知の市場/放送大学（協賛） チ イチバ												会場：放送大学東京文京学習センター(地下鉄茗荷谷駅)

		UT136		規範科学事例研究１				化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会		社会の諸々のリスク･マネジメントの実際を検証する		火集中 ヒ シュウチュウ		13:00-17:00

		UT137		化学物質総合計学事例研究１ カガク ブッシツ ソウゴウ ケイ ガク ジレイ ケンキュウ				化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会		国際的枠組みと企業の自主管理活動を検証		火集中 ヒ シュウチュウ		13:00-17:00

		UT133		化学物質総合経営学概論 カガク ブッシツ ソウゴウ ケイエイ ガク ガイロン				化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会		化学物質総合管理を目指す国際協調活動に学ぶ 		水集中 スイ シュウチュウ		13:00-17:00

		UT115a		化学物質リスク評価（演習１） カガク ブッシツ ヒョウカ エンシュウ		新 シン		花井リスク総合研究所 ハナイ ソウゴウ ケンキュウショ		必要な情報やデータをどう入手し活用するか		木集中 モク シュウチュウ		13:30-17:30

		UT425		労働衛生管理 ロウドウ エイセイ カンリ				武田労働衛生コンサルタント事務所 タケダ ロウドウ エイセイ ジム ショ		職場における労働衛生の基本を実践的に語る		金集中 キン シュウチュウ		13:20-16:30

		UT812		プロフェッショナル論 ロン				放送大学		楽しく豊かな人生を創造するプロフェショナルの心得		金集中 キン シュウチュウ		14:00-18:00

		東京・西早稲田（１）労研　知の市場　　開講機関：労働科学研究所/早稲田大学規範科学総合研究所												会場：早稲田大学西早稲田キャンパス(地下鉄西早稲田駅前)

		RT421		労働科学 ロウドウ カガク				労働科学研究所		産業保健の基礎：労働科学の歴史と展開		土集中 ツチ シュウチュウ		11:00-17:50

		埼玉・狭山　知の市場　　開講機関：狭山商工会議所/狭山市 サヤマシ												会場：狭山市産業労働センター(西武新宿線狭山市駅前)

		YB611b		狭山を学ぶ　企業編b				狭山商工会議所/狭山市 サヤマシ		狭山を彩るものづくり企業シリーズb　－狭山工業団地エリア編－		木 モク		18:30-20:30

		鳥取・倉吉　知の市場　　開講機関：動物臨床医学研究所 ドウブツ リンショウ イガク ケンキュウショ												会場：動物臨床医学研究所又は伯耆しあわせの郷(JR倉吉駅)

		ZY222k		動物臨床医学事例研究k				動物臨床医学研究所		臨床現場に有用な症例検討のあり方１		日 ニチ		9:30ｰ16:50

		東京・戸山　知の市場　　開講機関：国立感染症研究所												会場：国立感染症研究所(地下鉄早稲田駅・若松河田駅)

		PT211a		感染症総合管理１a				国立感染症研究所		感染症との闘いー現在問題となっている感染症ー		火 カ		18:30-20:30

		東京・大岡山　知の市場　　開講機関：知の市場 チ イチバ												会場：東京工業大学大岡山キャンパス(東急大井町線・目黒線大岡山駅) カイジョウ トウキョウ コウギョウ ダイガク オオオカヤマ トウキュウ オオイマチ セン メグロ セン オオオカヤマエキ

		UE535		資源･エネルギー･安全基礎論				社会技術革新学会石油サウジアラビア教育研究会		技術革新と社会変革に深く係る資源・エネルギーとリスク管理のための社会的規範を巡る世界の動向を語る シャカイ テキ キハン		金集中 キン シュウチュウ		13:20-18:10

		愛知・名古屋　知の市場　　開講機関：東洋システム アイチ ナゴヤ												会場：名古屋トヨタ産業技術記念館(名鉄名古屋本線栄生駅) カイジョウ ナゴヤ サンギョウ ギジュツ キネン カン メイテツ ナゴヤ ホンセン サカエ イ エキ

		BA515		社会技術革新学事例研究１				社会技術革新学会リチウム電池教育研究会		リチウムイオン２次電池開発の歴史に見る技術革新と経営革新の成否の要因		金 キン		13:00-17:30



		■関連講座 カンレン コウザ												(大学・大学院編を除く) ダイガク ダイガクイン ヘン ノゾ

		No.		科目名				連携機関		副題		曜日		時間

		愛知・名古屋市立大学（１）最新医学　　開講機関：名古屋市立大学健康科学講座オープンカレッジ												会場：名古屋市立大学川澄キャンパス(地下鉄桜山駅前)

		41		第1期講座 ・ 第2期講座				名古屋市立大学大学院医学研究科				金 キム		18:30‐20:00

		東京・茗荷谷　知の市場　　開講機関：化学工学会SCE・Net カイコウ キカン カガク コウ ガッカイ												会場：お茶の水女子大学(地下鉄茗荷谷駅・護国寺駅)

		VT465a		原子力・放射能基礎論 ゲンシリョク ホウシャ ノウ キソ ロン				化学工学会SCE・Net		原子力と放射能の基礎から応用までを学ぶ		土集中 ツチ シュウチュウ		13:00-17:10

		東京・幡ヶ谷　知の市場　　開講機関：製品評価技術基盤機構 ハタガヤ セイヒン ヒョウカ ギジュツ キバン キコウ												会場：製品評価技術基盤機構(京王新線幡ヶ谷駅) セイヒンヒョウカギジュツキバンキコウ ケイオウ シンセン ハタガヤエキ

		FT125		化学物質総合管理特論				製品評価技術基盤機構 セイヒン ヒョウカ ギジュツ キバン キコウ		化学物質に関するリスク評価とリスク管理の基礎知識		火 ヒ		18:30-20:30

		SE232		バイオ安全特論 アンゼン トク ロン				製品評価技術基盤機構 セイヒン ヒョウカ ギジュツ キバン キコウ		微生物資源の活用とバイオ安全の基礎知識		木 モク		18:30-20:30

		東京・筑波大学　東京キャンパス知の市場　　開講機関：筑波大学 トウキョウ ツクバ ダイガク トウキョウ チ イチバ カイコウ キカン ツクバ ダイガク												会場：筑波大学東京キャンパス(茗荷谷駅) カイジョウ

		305		サイエンスコミュニケーション実践論 ジッセン ロン				筑波大学/日本サイエンスコミュニケーション協会 ツクバ ダイガク ニホン キョウカイ				月 ゲツ		18:30-20:00

		千葉・千葉　知の市場　　開講機関：千葉市科学館 チバ チバ チ イチバ カイコウ キカン チバシ カガクカン												会場：Qiball 13階 ビジネス支援センター(JR千葉駅、京成千葉中央駅) カイ シエン チバエキ

		TD307a		サイエンスコミュニケーション実践論a ジッセン ロン				千葉市科学館 チバシ カガクカン		サイエンスコミュニケーションの理論と実践		土 ツチ		13:30-15:30

		大分・大分大学　知の市場　開講機関：大分大学教育福祉科学部・都甲研究室 オオイタ オオイタ ダイガク チ イチバ カイコウ キカン オオイタ ダイガク キョウイク フクシ カガクブ トコウ ケンキュウシツ												会場：サテライトキャンパスおおいた(JR大分駅) オオイタエキ

		FU821		家庭科力基礎論1 カテイカ チカラ キソ ロン		新 シン		大分大学教育福祉科学部・都甲研究室/ふないまちなか大学 オオイタ ダイガク キョウイク フクシ カガクブ トコウ ケンキュウシツ ダイガク		衣食住について学び合う家庭科カフェ イショクジュウ マナ ア カテイカ		水通期 ミズ ツウキ		15:00-18:00

		FU516		社会技術革新学基礎論 シャカイ ギジュツ カクシン ガク キソ ロン		新 シン		社会技術革新学会社会技術学新学基礎教育研究会 シャカイ ギジュツ カクシン ガッカイ シャカイ ギジュツ ガク シン ガク キソ キョウイク ケンキュウカイ		社会変革と技術革新の歴史を検証し付加価値を生み出すイノベーションの真髄を探る		土集中 シュウチュウ		9:00-17:30

		大阪・関西大学高槻　知の市場　　開講機関：製品評価技術基盤機構/関西大学社会安全学部/関西消費者連合会												会場：関西大学高槻ミューズキャンパス(JR高槻駅)

		SK441		製品総合管理特論				製品評価技術基盤機構		製品安全対策の基礎知識		金 キム		18:00-20:00

		東京・関西大学東京センター 知の市場　　開講機関：関西大学社会安全学部 チ イチバ カイコウ キカン												会場：関西大学東京センター（JR東京駅・地下鉄大手町駅) チカテツ

		LE472		社会安全学b シャカイ アンゼン ガク				関西大学社会安全学部		安全・安心社会と社会安全学 		木 モク		18:00‐20:00

		東京・九段　知の市場　　開講機関：早稲田リーガルコモンズ法律事務所												会場：早稲田リーガルコモンズ法律事務所(地下鉄九段下駅)

		QE573		現代環境法入門 ゲンダイ カンキョウホウ ニュウモン				第二東京弁護士会環境法研究会 ダイニ トウキョウ ベンゴ シ カイ カンキョウホウ ケンキュウカイ		環境法制の生成・発展と公害・環境訴訟から環境法制のあり方を考える		木 モク		18:30-20:00

		東京・大東文化大学板橋キャンパス 知の市場　　開講機関：生協総合研究所/大東文化大学 ダイトウ ブンカ ダイガク イタバシ チ イチバ カイコウ キカン												会場：大東文化大学板橋キャンパス(東武東上線東武練馬駅・都営三田線西台駅) ダイトウ ブンカ ダイガク イタバシ トウブ トウジョウセン トウブ ネリマエキ トエイ ミタセン ニシダイ エキ

		KT542		生協社会論 セイキョウ シャカイ ロン				大東文化大学/生協総合研究所 ダイトウ ブンカ ダイガク セイキョウ ソウゴウ ケンキュウショ				水 ミズ		15:30-16:30

		大分・大分知の市場　開講機関：ふないまちなか大学 オオイタ オオイタ チ イチバ カイコウ キカン ダイガク												会場：サテライトキャンパスおおいた(JR大分駅) オオイタエキ

		71		アラブ・イスラム基礎論 キソ ロン		新 シン		ふないまちなか大学 ダイガク				通期 ツウキ		19:00

		東京・神田神保町知の市場　開講機関：六大学狂言研究会連絡協議会 トウキョウ カンダ ジンボウチョウ チ イチバ カイコウ キカン ロクダイガク キョウゲン ケンキュウカイ レンラク キョウギカイ												会場：共立女子大学 共立講堂(東京メトロ神保町駅、竹橋駅、九段下駅) カイジョウ コウドウ

		ET912		狂言論 キョウゲン ロン		新 シン		六大学狂言研究会連絡協議会 ロクダイガク キョウゲン ケンキュウカイ レンラク キョウギカイ		狂言の実演を通して古典芸能を学ぶ		前期集中 ゼンキ シュウチュウ		11:00-16:00

		東京・放送大学文京学習センター 知の市場　　開講機関：知の市場/放送大学（協賛） トウキョウ ホウソウ ダイガク ブンキョウ ガクシュウ チ イチバ カイコウ キカン チ イチバ ホウソウ ダイガク キョウサン												会場：放送大学東京文京学習センター(地下鉄茗荷谷駅)

		UT457		サスティナビリティ学（演習） ガク エンシュウ		新 シン		鈴木基之 スズキ モトユキ		「持続可能性」を論じられるように ジゾク カノウセイ ロン		木 モク		14:00-17:00

		愛知・名古屋市立大学（２）学びなおし　知の市場　　開講機関：名古屋市立大学学びなおし支援センター カイコウ キカン												会場：名古屋市立大学川澄キャンパス(地下鉄桜山駅前)

		14-101～
14-103		春季講座 シュンキ コウザ				名古屋市立大学学びなおし支援センター				火-木 カ モク		18:30‐20:00

		東京・明治大学　知の市場　　開講機関：明治大学リバティアカデミー カイコウ キカン												会場：明治大学リバティタワー(JR・地下鉄御茶ノ水駅)

		IT443a		安全学入門 アンゼン ガク ニュウモン				明治大学リバティアカデミー メイジ ダイガク		安全を総合的に、包括的に考える		土集中		13:00‐16:10

		福島・いわき　知の市場　　開講機関：東洋システム フクシマ チ イチバ カイコウ キカン トウヨウ												会場：東洋システム(JR湯本駅) トウヨウ ユモトエキ

		BF138		化学物質総合経営学基礎論 カガク ブッシツ ソウゴウ ケイエイガク キソ ロン		新 シン		社会技術革新学会社会技術学新学教育研究会 シャカイ ギジュツ カクシン ガッカイ シャカイ ギジュツ ガク シン ガク キョウイク ケンキュウカイ		健康・環境リスクを巡る国際的な論議を跡づけながら化学物質管理を付加価値の創造に繋げる道を探る		水通期 ミズ ツウキ		15:30-17:30



		知の市場ホームページ http://www.chinoichiba.org/に、シラバス(講義内容)を掲載していますが、最新版のシラバスは各開講機関ホームページから確認してください。 チ イチバ コウギ ナイヨウ ケイサイ サイシン バン カクニン

		◆問合せ◆　各開講機関までお問合わせください。問合せ先は、本リーフレットリンク先もしくは知の市場ホームページからご確認ください。 トイアワ カク カイコウ キカン トイア トイアワ サキ ホン サキ チ イチバ カクニン







後期





				2015年度  後期 コウキ

				公開講座「知の市場」の機関別開講科目一覧

				■共催講座 キョウサイ コウザ

				No.		科目名				連携機関		副題		曜日		時間

				東京・西早稲田（１）労研　知の市場　　開講機関：労働科学研究所/早稲田大学規範科学総合研究所												会場：早稲田大学西早稲田キャンパス(地下鉄西早稲田駅前)

				RT422a		労働科学特論a				労働科学研究所		産業安全保健エキスパート養成コース（安全）		木金土集中 モク キン ツチ シュウチュウ		9:30-18:30

				RT422b		労働科学特論b				労働科学研究所		産業安全保健エキスパート養成コース（健康）		木金土集中 モク キン ツチ		9:30-18:30

				RT422c		労働科学特論c				労働科学研究所		産業安全保健エキスパート養成コース（職場環境）		木金土集中 モク キン ツチ		9:30-18:30

				埼玉・狭山　知の市場　　開講機関：狭山商工会議所/狭山市 サヤマシ												会場：狭山市産業労働センター(西武新宿線狭山市駅前)

				YB614a		狭山を学ぶ　教育編a				狭山商工会議所/狭山市		中学生における経済キャリア教育１（対象：狭山市内中学生・公募）		土集中 ツチ シュウチュウ		13:00-17:00

				YB612b		狭山を学ぶ　ものづくり編b				狭山商工会議所/狭山市/狭山市茶業協会 サヤマシ チャ ギョウ キョウカイ		グローバルブランドを目指す狭山茶の全てを学ぶ		火土 ヒ ツチ		10:00-12:00
13:00-17:00

				大阪・千里山　知の市場　　開講機関：日本リスクマネジャネットワーク オオサカ センリヤマ チ イチバ カイコウ キカン												会場：関西大学千里山キャンパス（阪急電鉄関大前駅）

				JK131b		防疫薬総合管理				日本環境動物昆虫学会		身近な生活・環境害虫防除ー世界をリードする防疫薬と害虫防除技術ー		月 ゲツ		18:15‐20:15

				JK454		環境基礎論				日本リスクマネジャネットワーク		市民の環境問題入門		火 カ		18:15‐20:15

				鳥取・倉吉　知の市場　　開講機関：動物臨床医学研究所 ドウブツ リンショウ イガク ケンキュウショ												会場：動物臨床医学研究所又は伯耆しあわせの郷(JR倉吉駅)

				ZY222l		動物臨床医学事例研究l				動物臨床医学研究所		臨床現場に有用な症例検討のあり方２		日 ヒ		9:30-15:10

				東京・戸山　知の市場　　開講機関：国立感染症研究所												会場：国立感染症研究所(地下鉄早稲田駅・若松河田駅)

				PT211b		感染症総合管理１b				国立感染症研究所		感染症対策ーワクチンを中心にー		火 カ		18:30-20:30



				■関連講座 カンレン コウザ												(大学・大学院編を除く) ダイガク ダイガクイン ヘン ノゾ

				No.		科目名				連携機関		副題		曜日		時間

				愛知・名古屋市立大学（１）健康　知の市場　　開講機関：名古屋市立大学健康科学講座オープンカレッジ チ イチバ カイコウ キカン ナゴヤイチリツ ダイガク ケンコウ カガク コウザ												会場：名古屋市立大学川澄キャンパス(地下鉄桜山駅前)

				41		第3期講座				名古屋市立大学大学院医学研究科				金 キム		18:30‐20:00

				東京・茗荷谷　知の市場　　開講機関：化学工学会SCE・Net カイコウ キカン カガク コウ ガッカイ												会場：お茶の水女子大学(地下鉄茗荷谷駅・護国寺駅)

				VT523c		化学工業特論				化学工学会SCE・Net		社会を支える化学工業とその製品群		土集中 ツチ シュウチュウ		13:00‐15:00

				東京・筑波大学　東京キャンパス知の市場　　開講機関：筑波大学 トウキョウ ツクバ ダイガク トウキョウ チ イチバ カイコウ キカン ツクバ ダイガク												会場：筑波大学東京キャンパス(地下鉄茗荷谷駅) カイジョウ トウキョウ チカテツ ミョウガダニ エキ

				306		リスクコミュニケーション入門 ニュウモン				筑波大学/日本サイエンスコミュニケーション協会 ツクバ ダイガク ニホン キョウカイ				月 ゲツ		18:30‐20:30

				千葉・千葉　知の市場　　開講機関：千葉市科学館 チバ チバ チ イチバ カイコウ キカン チバシ カガクカン												会場：千葉市科学館(京成千葉中央駅) チバシ カガクカン

				TD307b		サイエンスコミュニケーション実践論b ジッセン ロン				千葉市科学館 チバシ カガクカン		サイエンスコミュニケーションの理論と実践		土 ツチ		13:30-15:30

				東京・西早稲田（２）製評機構　知の市場　　開講機関：製品評価技術基盤機構/早稲田大学規範科学研究所 トウキョウ ニシワセダ セイ ヒョウ キコウ チ ワセダ ダイガク キハン カガク ケンキュウショ												会場：早稲田大学西早稲田キャンパス(地下鉄西早稲田駅前)

				ST441		製品総合管理特論				製品評価技術基盤機構		製品安全対策の基礎知識		火 カ		18:30-20:30

				東京・浅草　知の市場　　開講機関：日本中央競馬会 トウキョウ アサクサ チ イチバ カイコウ キカン ニホン チュウオウ ケイバ カイ												会場：東京・浅草パークホール（つくばエクスプレス浅草駅） トウキョウ アサクサ

				HT921		実践競走馬学 ジッセン キョウソウバ ガク				日本中央競馬会		馬はどのような生き物か、競馬とサラブレッドの魅力を語る		木 モク		18:15-20:15

				茨城・つくば　知の市場　開講機関：農業生物資源研究所 イバラキ チ イチバ カイコウ キカン ノウギョウ セイブツ シゲン ケンキュウショ												会場：つくばサイエンス・インフォメーションセンター(つくばエクスプレスつくば駅) カイジョウ

				AI233		農業生物資源論1 ノウギョウ セイブツ シゲン ロン				農業生物資源研究所 ノウギョウ セイブツ シゲン ケンキュウショ		バイオテクノロジーで拓く食料、医療などへの農業生物資源の利用と未来		水 スイ		18:00-19:30

				愛知・名古屋市立大学（２）学びなおし　知の市場　　開講機関：名古屋市立大学学びなおし支援センター カイコウ キカン												会場：名古屋市立大学川澄キャンパス(地下鉄桜山駅前)

				14-201～203		秋季講座 シュウキ コウザ				名古屋市立大学学びなおし支援センター				火-木 カ モク

				東京・明治大学　知の市場　　開講機関：明治大学リバティアカデミー カイコウ キカン												会場：明治大学リバティタワー(JR・地下鉄御茶ノ水駅)

				IT443b		製品機械安全特論				明治大学リバティアカデミー メイジ ダイガク		製品と機械のリスクアセスメントについて考える		土集中		13:00‐16:10

				神奈川・川崎宮前区　知の市場　　開講機関：労働科学研究所 カナガワ カワサキ ミヤ マエ ク												会場：労働科学研究所(小田急向ヶ丘公園駅・横浜市営地下鉄あざみ野駅からバス)

				RS422d		労働科学特論実習１				労働科学研究所		産業安全保健エキスパート養成最終コース（現場実習）		月火水金
集中 ゲツ ヒ ミズ キン シュウチュウ		10:00-17:00

				東京・放送大学文京学習センター 知の市場　　開講機関：知の市場/放送大学（協賛） トウキョウ ホウソウ ダイガク ブンキョウ ガクシュウ チ イチバ カイコウ キカン チ イチバ ホウソウ ダイガク キョウサン												会場：放送大学東京文京学習センター(地下鉄茗荷谷駅)

				UT116		実践化学物質総合管理（演習）1 ジッセン カガク ブッシツ ソウゴウ カンリ エンシュウ		新 シン		林浩次 ハヤシ ヒロシ ツギ		SDS作成とGHS分類の実務を学ぶ サクセイ ブンルイ ジツム マナ		水 スイ		15:00-17:00

				香川・海音寺　知の市場　開講機関：ユニチャーム カガワ カイオンジ チ イチバ カイコウ キカン

				13		化学物質総合経営論c カガク ブッシツ ソウゴウ ケイエイ ロン				化学物質総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会 カガク ブッシツ ソウゴウ カンリ ガッカイ カガク ブッシツ ソウゴウ ケイエイガク キョウイク ケンキュウカイ				集中 シュウチュウ

				71		国際競争力論b コクサイ キョウソウリョク ロン				社会技術革新学会社会技術革新学教育研究会				集中 シュウチュウ

				56		国際標準化論 コクサイ ヒョウジュンカ ロン		新 シン		化学物質総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会				集中 シュウチュウ

				茨城・つくば山　知の市場　開講機関：住友化学 イバラキ ヤマ チ イチバ カイコウ キカン スミトモ カガク

				58		企業進化論 キギョウ シンカ ロン		新 シン		社会技術革新学会社会技術革新学教育研究会

				埼玉・狭山元気プラザ　知の市場　　開講機関：アダムジャパン/狭山商工会議所/狭山市 カイコウ キカン												会場：狭山元気プラザ又はアダムジャパン(西武新宿線狭山市駅からバス)

				YB612a		狭山を学ぶ　ものづくり編a サヤマ ガク ヘン				アダムジャパン/狭山商工会議所/狭山市		世界に羽ばたくビリヤードのすべて		水
土 スイ ド		16:30-18:30
14:00-16:00

				香川・海音寺　知の市場　開講機関：ユニチャーム カガワ カイオンジ チ イチバ カイコウ キカン

				81		人材論b ジンザイ ロン				社会技術革新学会社会技術革新学教育研究会 シャカイ ギジュツ カクシン ガッカイ シャカイ ギジュツ カクシン ガク キョウイク ケンキュウカイ				集中 シュウチュウ



				知の市場ホームページ http://www.chinoichiba.org/に、シラバス(講義内容)を掲載していますが、最新版のシラバスは各開講機関ホームページから確認してください。 チ イチバ コウギ ナイヨウ ケイサイ サイシン バン カクニン

				◆問合せ◆　各開講機関までお問合わせください。問合せ先は、本リーフレットリンク先もしくは知の市場ホームページからご確認ください。







