2022年度 前期

公開講座「知の市場」の機関別開講科目一覧
新型コロナ・ウィルスの影響により状況が流動的ですので、各科目の詳細な情報や開講に関する最新の情報を、
各開講機関のホームページなどで、必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
No.

科目名

連携機関

副題

愛知・名古屋市立大学（１）最新医学 知の市場 開講機関：名古屋市立大学最新医学講座オープンカレッジ
41

最新医学講座オープンカレッジ
第1期講座 ・ 第2期講座

曜日

名古屋市立大学大学院医学研究科

金

北アルプス・蝶ヶ岳 知の市場 開講機関：名古屋市立大学蝶ヶ岳ボランティア診療所
41

雲上セミナ

東京・幡ヶ谷 知の市場

時間

会場：名古屋市立大学川澄キャンパス(地下鉄桜山駅前)

18:30‐20:00

会場： 名古屋市立大学蝶ヶ岳ボランティア診療所

名古屋市立大学蝶ヶ岳ボランティア診療所

夏季

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)

SE125

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（仮）

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（仮）

木

18:30-20:30

大阪・住之江 知の市場
SK441

製品総合管理特論

東京・茗荷谷 知の市場
VT465c

GR518a

製品評価技術基盤機構

会場：製品評価技術基盤機構製品安全センター

製品安全対策の基礎知識（仮）

金

開講機関：化学工学会SCE・Net

原子力・放射能基礎論c

リモート 知の市場
GR578a

開講機関：製品評価技術基盤機構

化学工学会SCE・Net

Zoomによるリモート開講

原子力と放射線の今、そしてこれから

土集中 13:00-17:10

開講機関：知の市場

Zoomによるリモート開講

持続可能な日本への制度論（１） 新 社会技術革新学会
比較イノベーション論事例研究（１）

18:00-20:00

日本の経済成長の停滞と社会保障制度の係わりを検証しそのあり方を考察する

水集中 19:00-21:00

新 社会技術革新学会

高度成長期イノベーションとＩＴイノベーションの原理を比較検証してイノベーションの活性化を探
る

水集中 19:00-21:00
水集中 21:00-23:00
水集中 21:00-23:00

GR441a

香りの化学（１）

新 化学生物総合管理学会

香りを中心にして関連する化学的・歴史的な知見、調香師の仕事、現代の香料
産業などを解説する

GR591a

持続的経済成長論（1）

新 社会技術革新学会

1980年代以降の日本経済を巡る内外環境の変化と日本企業の対応

エネルギー供給の歴史を環境、効率、セキュリティの視点から検証し地球環境時代
水集中
の将来を展望する

GR582

環境エネルギー史小論

新 化学生物総合管理学会

GR822

被服学基礎論１

新

社会技術革新学会
被服教育研究会

月

家庭科の教員養成で取り上げる衣生活における技術革新

21:00-23:00
19:00-21:00

GR515e

規範科学事例研究5 (論議の輪)

新 化学生物総合管理学会

文理融合の視点をもつ規範科学（ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰ･ｻｲｴﾝｽ）を健康・生活・経済・社
会・環境へのリスクを例に論じる

GR577e

社会技術革新学事例研究5 (論議の輪)

新 社会技術革新学会

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

水集中 19:00-21:00

論議の輪(１)

社会技術革新学会
新
化学生物総合管理学会

参加者が創意工夫によって創りだす自己研鑽のための自由な意見交換の場

水集中 19:00-21:00

GR821a

愛知・名古屋市立大学（２）学びなおし 知の市場
41

名市大医療・保健学びなおし講座
春季講座 3科目

開講機関：名古屋市立大学大学院医学研究科

会場：名古屋市立大学川澄キャンパス(地下鉄桜山駅前)

名古屋市立大学大学院医学研究科

火‐木

〇〇（出張先）知の市場 開講機関：名古屋市立大学大学院医学研究科
41

出張講座

進化型実務家教員養成プログラム
基本コース

東京・明治大学 知の市場
IT443a

通期

開講機関：名古屋市立大学・中京大学

会場：名古屋市立大学山の畑キャンパス・川澄キャンパス(地下鉄桜山駅前)

名古屋市立大学

前期

開講機関：明治大学リバティアカデミー

安全学入門(未定)

明治大学リバティアカデミー

大学の対面での授業方針が出ていないため未定

安全を総合的に、包括的に考える

鳥取・倉吉 知の市場 開講機関：動物臨床医学研究所
ZY222

動物臨床医学事例研究

動物臨床医学研究所

東京・東京駅 知の市場 開講機関：東洋システム
BT519

リチウムイオン二次電池論

18:30‐20:00

会場：出張先未定(全国の複数個所に出張して開講する予定)

新 名古屋市立大学大学院医学研究科

愛知・名古屋市立大学（3）実務教員 知の市場
81

水集中 19:00-21:00

Zoomによるオンライン講座(水曜日)または対面式(日曜日)

臨床現場に有用な症例検討のあり方1

水

21:00-23:30

日

9:30-16:50

会場：アットビジネスセンター東京駅(JR東京駅八重洲口・地下鉄八丁堀駅)

東洋システム

リチウムイオン二次電池開発の歴史に見る技術革新の成否の要因

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。

金

18:00-20:00

2022年度 後期

公開講座「知の市場」の機関別開講科目一覧
新型コロナ・ウィルスの影響により状況が流動的ですので、各科目の詳細な情報や開講に関する最新の情報を、
各開講機関のホームページなどで、必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
No.

科目名

連携機関

愛知・名古屋市立大学（１）健康 知の市場
41

ST441

開講機関：名古屋市立大学最新医学講座オープンカレッジ

最新医学講座オープンカレッジ
第3期講座

東京・幡ヶ谷 知の市場

副題

名古屋市立大学大学院医学研究科

金

開講機関：製品評価技術基盤機構

製品総合管理特論

JK454

時間

会場：名古屋市立大学川澄キャンパス(地下鉄桜山駅前)

18:30‐20:00

会場：製品評価技術基盤機構(京王新線幡ヶ谷駅)

製品評価技術基盤機構

製品安全対策の基礎知識（仮）

大阪・千里山 知の市場 開講機関：日本リスクマネージャーネットワーク・関西大学化学生命工学部
JK131b

曜日

火

18:30-20:30

会場：関西大学千里山キャンパス（阪急千里線関大前駅）

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

持続可能な社会と環境

日本リスクマネジャネットワーク

市民の環境問題入門

土

13:00-16:30

リモート 知の市場

開講機関：知の市場

Zoomによるリモート開講
少子高齢化社会における財源問題を検証しつつ持続可能で豊かな社会を考え
水集中
る

GR578b

持続可能な日本への制度論（２）

GR518b

比較イノベーション論事例研究（２） 新 社会技術革新学会

新 社会技術革新学会

高度成長期イノベーションとＩＴイノベーションの原理を比較検証してイノベーションの活性化を
探る

GR441b

香りの化学（２）

新 化学生物総合管理学会

香り物質を題材にして物質とは何かを考察し、さらに香料つくりに関わる技術につ
水集中
いて解説する

GR591b

持続的経済成長論（２）

新 社会技術革新学会

新企業の勃興による付加価値の増大で持続的成長をめざす

19:00-21:00

水集中 19:00-21:00
21:00-23:00

水集中 21:00-23:00

GR127

職場環境の化学物質リスク管理論１ 新 化学生物総合管理学会

化学物質のばく露から作業者を守るための適切なアセスメントと管理の方法を基
土集中
礎から解説する

GR581

経営史１

新 今給黎歴史研究室

近世から現代までの日本の企業経営

月

13:00-14:30

GR822

被服学基礎論１

社会技術革新学会
新
被服教育研究会

家庭科の教員養成で取り上げる衣生活における技術革新

月

19:00-21:00

GR515e

規範科学事例研究5 (論議の輪)

新 化学生物総合管理学会

文理融合の視点をもつ規範科学（ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰ･ｻｲｴﾝｽ）を健康・生活・経済・
社会・環境へのリスクを例に論じる

水集中 19:00-21:00

GR577e

社会技術革新学事例研究5 (論議の輪)

新 社会技術革新学会

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

水集中 19:00-21:00

論議の輪(２)

社会技術革新学会
新
化学生物総合管理学会

参加者が創意工夫によって創りだす自己研鑽のための自由な意見交換の場

水集中 19:00-21:00

GR821b

愛知・名古屋市立大学（２）学びなおし 知の市場
41

名市大医療・保健学びなおし講座
秋季講座3科目

開講機関：名古屋市立大学大学院医学研究科

会場：名古屋市立大学川澄キャンパス(地下鉄桜山駅前)

名古屋市立大学大学院医学研究科

火‐木

〇〇（出張先）知の市場 開講機関：名古屋市立大学大学院医学研究科
41

出張講座

81
81

進化型実務家教員養成プログラム
経営実務専門コース
減災医療専門コース

愛知・中京大学 知の市場
81
81

スポーツ実務専門コース

東京・明治大学 知の市場
IT443b

通期

開講機関：名古屋市立大学・中京大学

会場：名古屋市立大学山の畑キャンパス・川澄キャンパス(地下鉄桜山駅前)

名古屋市立大学大学院経済学研究科
中京大学経済学部

後期

名古屋市立大学大学院医学研究科

後期

開講機関：中京大学

進化型実務家教員養成プログラム
心理カウンセリング専門コース

会場：中京大学名古屋キャンパス(地下鉄八事駅)・豊田キャンパス(名鉄豊田線浄水駅)

中京大学

後期

中京大学

後期

開講機関：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(未定)

大学の対面での授業方針が出ていないため未定

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

鳥取・倉吉 知の市場 開講機関：動物臨床医学研究所
ZY222

動物臨床医学事例研究

埼玉・狭山元気プラザ 知の市場
YB612a

実践ビリヤード論

18:30‐20:00

会場：出張先未定(全国の複数個所に出張して開講する予定)

新 名古屋市立大学大学院医学研究科

愛知・名古屋市立大学（3）実務教員 知の市場

13:30-17:30

Zoomによるオンライン講座(水曜日)または対面式(日曜日)

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

開講機関：アダムジャパン

水

21:00-23:30

日

9:30-16:50

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)

アダムジャパン・狭山元気プラザ

世界に羽ばたくビリヤードのすべて

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。
y

◆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。

水

16:30-18:30

