
「知の市場」公開講座 2014 年度後期受講者募集中 

 

知の市場は、自立的で解放的な協力関係を形成し

ながら人々が自己研鑽と自己実現のために立場を

越 え て 自 ら 活 動 す る 場  (Voluntary Open 

Network Multiversity)です。そしてプロ人材の育

成と高度な教養教育の接合及び社会人教育と学校

教育の連結という二つの結合を促進する挑戦でも

あります。 

 

2004 年から 10 年にわたり講座を開講し、毎年

3400 名以上の方に受講していただいております。2013 年は全国 38 拠点

で 78 科目を開講し、2014 年度は、全国 37 拠点で 87 科目を開講します。

2014 年度後期の開講科目一覧を次のページに掲載します。2014 年 7 月 1

日から応募申込の受付を開始しますので、ご応募をお待ちしております。 

 

開講科目 2014 年度 機関別開講科目一覧 参照 

対象 
開講する科目に関心のある社会人(学生、大学院生を含み、年齢、

性別を問わない)で、継続して授業に出席できる方 

応募方法 

①受講者登録ページから登録してください 

(http://www.chinoichiba.org/php/register.php?

mode=register) 

②「2014 年度後期 機関別開講科目一覧」を確認し、希望する

科目の開講機関ホームページから応募申込してください 

受講料 
原則無料 

(ただし一部の科目においては資料代など実費程度を徴収する) 

応募期間    7 月 1 日(火)～で、応募終了時期は開講機関が適宜決定する 

 

* 詳細は、知の市場 ホームページをご覧ください。 

 

http://www.chinoichiba.org/_userdata/2014/2014leaflet.pdf
http://www.chinoichiba.org/php/register.php?mode=register
http://www.chinoichiba.org/php/register.php?mode=register
http://www.chinoichiba.org/_userdata/2014/2014-kouki.pdf
http://www.chinoichiba.org/


2014年度  後期

■共催講座
No. 科目名 連携機関 副題 曜日 時間
東京・お茶の水女子大学　知の市場　　開講機関：お茶の水女子大学ライフワールド・ウオッチセンター増田研究室 会場：お茶の水女子大学(地下鉄茗荷谷駅・護国寺駅)
CT574 法学入門 新 社会技術革新学会法制教育研究会 実践的考察を通じたリーガルマインドの涵養 水 18:30-20:30
CT137 化学物質総合経営学事例研究１ 新 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 水 18:30-20:30
東京・お茶の水女子大学　知の市場　　開講機関：知の市場 会場：お茶の水女子大学(地下鉄茗荷谷駅・護国寺駅)
UT135 規範科学基礎論 化学生物総合管理学会化学物質総合経営学基礎教育研究会 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）を健康や環境へのリスクの評価と管理を例題に論じる 水集中 13:20-16:30
UT425 労働衛生管理 新 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 水集中 13:20-16:30
UT551 知的財産権論 プロメテ国際特許事務所 知的財産権制度の基本と各国の特徴 水 18:30-20:30
UT114 化学物質リスク評価 新 花井リスク研究所 必要な情報やデータをどう入手し活用するか 木 18:30-20:30
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)
UT433 食と農薬の安全論 新 化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会 食と農薬の安全を科学的に考え信頼の原点をさぐる 木集中 14:00-18:00
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)
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 新 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 10:00-12:00
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)
ZY222j 動物臨床医学事例研究j 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 09:30-15:10
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
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

東京・日本橋室町　知の市場　　開講機関：三井不動産/お茶の水女子大学ライフワールド・ウオッチセンター増田研究室 会場：三井別館(地下鉄三越前駅・JR新日本橋駅)
GT131a 農薬総合管理 化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会 農薬のベネフィットとリスクの総合管理の実際 水 18:30-20:30
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)
QE444 医薬総合管理 武田薬品工業 医薬品研究開発の戦略とプロセス 土集中 12:00-18:00
京都･京都大学放射線生物研究センター　知の市場　　開講機関：京都大学放射線生物研究センター/ひと・健康・未来研究財団 会場：京都大学放射線生物研究センター(地下鉄・近鉄・JR京都駅からバス)
NC466 放射線生物学 京都大学放射線生物研究センター/ひと・健康・未来研究財団 放射線は生命の謎を解く鍵 金集中 18:00-21:00
東京・西早稲田（２）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・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）

公開講座「知の市場」の機関別開講科目一覧

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）
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・四ツ谷（２）生物研　知の市場　　開講機関：農業生物資源研究所 会場：主婦会館(JR四ッ谷駅前)
AT231 農業生物資源特論 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 木 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

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)
VT532 エネルギーシステム論 NPOブルーアース エネルギーの供給と利用の変革 土集中 10:00-12:00
VT456 環境特論 新 化学工学会SCE・Net 環境問題の実態と先進技術の展開－事例を中心に－ 土集中 13:00-17:10
VT523c 化学工業特論 新 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
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)
教養編 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
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 会場：大分大学(JR豊肥本線大分大学前駅)
教養編 多様性論 社会技術革新学会多様性基礎教育研究会 サウジアラビアとブータンにおける経験をもとに社会の多様性を論じる 集中 未定
教養編 規範科学論 化学生物総合管理学会化学物質総合経営学基礎教育研究会 社会的規範と技術革新の関係を論じる 集中 未定
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 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/明治大学安全学研究所/明治大学大学院理工学研究科新領域創造専攻 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 明治大学大学院理工学研究科新領域創造専攻/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） 木金集中 10:00-17:00
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 16:30-
東京・筑波大学　東京キャンパス知の市場　　開講機関：筑波大学大学院 会場：筑波大学東京キャンパス(茗荷谷駅)
教養編 リスクコミュニケーション入門 新 筑波大学大学院/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 新 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・日本中央競馬会　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（浅草駅）
HT921 実践競走馬学 新 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-

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。

http://www.chinoichiba.org/docs/2014CT574.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014CT137.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014RT422a.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014RT422b.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014RT422c.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014ZY222j.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014JK131b.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014PT211b.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014QE444.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014NC466k.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014ST441.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014JK454.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014GT131a.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014UT433.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014UT812k.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014UT551.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014UT425.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014UT135.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014UT114.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014YB612b.pdf�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/ct.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/ct.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/ct.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/rt.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/yb.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/zy.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/pt.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/gt.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/qe.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/nc.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/sk.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/sk.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/jk.html�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014SE232.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014AT231.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014IT433b.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014VT532.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014VT456.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014VT523c.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014YB612a.pdf�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/TD307.html�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014HT921.pdf�
http://www.chinoichiba.org/docs/2014TD307b.pdf�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/at.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/vt.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/ncuo.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/ncur.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/mij.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/yb.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/oita.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/tkb.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/rt.html�
http://www.chinoichiba.org/kyoten/jra.html/

	20140630「知の市場」公開講座【修正済み】.pdf
	2014-kouki
	前期
	後期



共催講座(前期)　元データ

		2014年度前期 ゼンキ

		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



		連携機関		No.		科目名				副題		曜日		時間

		東京・お茶の水女子大学　知の市場　　開講機関：お茶の水大学ライフワールド・ウオッチセンター(増田研究室)												会場：お茶の水女子大学(地下鉄茗荷谷駅・護国寺駅)

		社会技術革新学会石油サウジアラビア教育研究会		CT534		サウジアラビア特論				 生活の安全保障の視点からサウジアラビア石油の安定供給の日本にとっての意味を考える		水		18:30-20:30

		化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会		CT136		規範科学事例研究１		新		社会の諸々のリスク･マネジメントの実際を検証する		水		18:30-20:30

		東京・お茶の水女子大学　知の市場　　開講機関：知の市場 チ イチバ												会場：お茶の水女子大学(地下鉄茗荷谷駅・護国寺駅)

		化学生物総合管理学会化学物質総合経営学基礎教育研究会 キソ		UT134		化学物質総合経営学基礎論				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		18:00-20:00

		社会技術革新学会社会技術革新学基礎教育研究会 キソ		UT516		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				水集中 スイ シュウチュウ

		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)

		鈴木基之 スズキ モトユキ		UT455		サスティナビリティ学入門		新		環境からみる持続可能性を論じる		木通年		14:00-18:00 
(12月18日は16:00-18:00) ガツ ニチ

		放送大学		UT812		プロフェッショナル論				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 キム 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)

		労働科学研究所		RT421		労働科学 ロウドウ カガク				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		11:00-13:00, 13:40-15:40, 15:50-17:50

		東京・丸の内　知の市場　　開講機関：日本リファイン ニホン												会場：日本リファイン(JR東京駅)

		社会技術革新学会法制教育研究会		ET572		コーポレート・ガバナンス				国際比較の視点からみた株式会社の組織と運営の課題		水 ミズ		18:00-20:00

		化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会		ET133		化学物質総合経営学概論						木 モク		18:00-20:00

		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)

		狭山商工会議所/狭山市 サヤマシ		YB611b		狭山を学ぶ　企業編b						木 モク		18:00-20:00

		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)

		動物臨床医学研究所		ZY222i		動物臨床医学事例研究i				臨床現場に有用な症例検討のあり方１		日集中 ニチ シュウチュウ		9:30ｰ11:00、11:10ｰ12:40、13:40ｰ15:10、15:20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)

		国立感染症研究所		PT211a		感染症総合管理１a				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・日本橋室町　知の市場　　開講機関：三井不動産/お茶の水大学ライフワールド・ウオッチセンター(増田研究室)												会場：三井別館(地下鉄三越前駅・JR新日本橋駅)

		社会技術革新学会社会技術革新学教育研究会		GT712		国際企業特論１				多様化する化学産業における基本技術と事業のグローバル化		水 スイ		18:30-20:30

		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												？

		第二東京弁護士会環境法研究会		QE573		現代環境法入門				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		18:30-20:30

		京都･京都大学放射線生物研究センター　知の市場　　開講機関：京都大学放射線生物研究センター/ひと・健康・未来研究財団 ケンコウ ミライ ケンキュウ ザイダン												？

		京都大学放射線生物研究センター/ひと・健康・未来研究財団		NC466		放射線生物学				放射線は生命の謎を解く鍵		金集中 キム シュウチュウ		18:00-21:00

		東京・大岡山　知の市場　　開講機関：知の市場 チ イチバ												？

		社会技術革新学会社会技術革新学基礎教育研究会 キソ		UE516		社会技術革新学基礎論		新 シン				火集中 カ シュウチュウ

		社会技術革新学会石油サウジアラビア教育研究会		UE535		資源･エネルギー･安全基礎論		新 シン				金集中 キン シュウチュウ		18:00‐21:00

		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)

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

		東京・四ツ谷（１）主婦連　　開講機関：主婦連合会/製品評価技術基盤機構 トウキョウ ヨ ヤ シュフ レン												会場：主婦会館(JR四ッ谷駅前)

		主婦連合会/製品評価技術基盤機構		FT125		化学物質総合管理特論				化学物質に関するリスク評価とリスク管理の基礎知識 カガク ブッシツ カン ヒョウカ カンリ キソ チシキ		火 カ		18:30-20:30

		東京・八重洲　知の市場　　開講機関：東洋システム												？

		社会技術革新学会リチウム電池教育研究会		BT515		社会技術革新学事例研究１				　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		水 スイ		18:30-20:00

		東京・若松河田　知の市場　　開講機関：知の市場												？

		化学生物総合管理学会化学物質総合経営学基礎教育研究会 キソ		UE134		化学物質総合経営学基礎論		新 シン				木集中 モク シュウチュウ



		知の市場ホームページ http://www.chinoichiba.org/には、知の市場開講科目の全てのシラバス(講義内容)が掲載していますが、各開講機関ホームページに掲載されている最新版のシラバスを確認してください。 チ イチバ チ イチバ カイコウ カモク スベ コウギ ナイヨウ ケイサイ カク カイコウ キカン ケイサイ サイシン バン カクニン

		◆問合せ先◆　各開講機関名をクリックし、表示された連絡先までお問合わせください。 トイアワ サキ カク カイコウ キカン メイ ヒョウジ レンラクサキ トイア



http://www.chinoichiba.org/docs/2014UT812.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014UE134.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014UE535.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014UE516.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014NC466.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/201QE573.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014GT712.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014PT211a.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014ZY222i.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014YB611b.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014ET572.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014UT455.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014ET133.pdfhttp://www.chinoichiba.org/hd.htmlhttp://www.chinoichiba.org/rt.htmlhttp://www.chinoichiba.org/ct.htmlhttp://www.chinoichiba.org/ct.htmlhttp://www.chinoichiba.org/et.htmlhttp://www.chinoichiba.org/yb.htmlhttp://www.chinoichiba.org/zy.htmlhttp://www.chinoichiba.org/pt.htmlhttp://www.chinoichiba.org/gt.htmlhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014SK441.pdfhttp://www.chinoichiba.org/qe.htmlhttp://www.chinoichiba.org/nc.htmlhttp://www.chinoichiba.org/ue.htmlhttp://www.chinoichiba.org/sk.htmlhttp://www.chinoichiba.org/ft.htmlhttp://www.chinoichiba.org/bt.htmlhttp://www.chinoichiba.org/ue.htmlhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014FT125pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014CT534.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014CT136.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014UT134.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014UT516.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014RT421.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014BT515.pdf

関連講座(前期)元データ

		2014年度前期 ゼンキ

		公開講座「知の市場」の機関別開講科目一覧　（関連講座） カンレン コウザ



		連携機関		No.		科目名				副題		曜日		時間

		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)

		化学工学会SCE・Net		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		新 シン		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		13:00-15:00, 15:10-17:10

		愛知・名古屋市立大学（１）健康　　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 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)

		名古屋市立大学大学院医学研究科		教養編		第1期講座 ・ 第2期講座						金 キム

		東京・早稲田駅　知の市場　　開講機関：日本獣医師会/早稲田大学規範科学総合研究所/早稲田総研インターナショナル　　　　　　 カイコウ キカン												会場：早稲田総研インターナショナル(地下鉄早稲田駅)

		日本獣医師会		WT221		動物総合管理１				獣医さんが解説する動物の病気と管理		木 モク		18:30‐20:00

		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

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

		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)

		名古屋市立大学学びなおし支援センター		14-101～
14-103		春季講座 シュンキ コウザ						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/明治大学安全学研究所/明治大学大学院理工学研究科新領域創造専攻 カイコウ キカン メイジ ダイガク ダイガクイン リコウガク ケンキュウカ シンリョウイキ ソウゾウ センコウ												会場：明治大学リバティタワー(JR・地下鉄御茶ノ水駅)

		明治大学大学院理工学研究科新領域創造専攻/明治大学リバティアカデミー メイジ ダイガク		IT443a		安全学入門 アンゼン ガク ニュウモン						土集中

		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)

		アダムジャパン/狭山商工会議所/狭山市		YB612a		狭山を学ぶ　ものづくり編a サヤマ ガク ヘン				世界に羽ばたくビリヤードのすべて		水・土 スイ ド		水曜日 16:30～18：30
キャロム実技土曜日　14：00～16：00 スイ ヨウビ ジツギ ドヨウビ



		知の市場ホームページ http://www.chinoichiba.org/には、知の市場開講科目の全てのシラバス(講義内容)が掲載していますが、各開講機関ホームページに掲載されている最新版のシラバスを確認してください。 チ イチバ チ イチバ カイコウ カモク スベ コウギ ナイヨウ ケイサイ カク カイコウ キカン ケイサイ サイシン バン カクニン

		◆問合せ先◆　各開講機関名をクリックし、表示された連絡先までお問合わせください。 トイアワ サキ カク カイコウ キカン メイ ヒョウジ レンラクサキ トイア



http://www.chinoichiba.org/docs/2014VT465a.pdfhttp://www.chinoichiba.org/yb.htmlhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014WT221.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014LE472.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014IT433a.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014YB612a.pdfhttp://www.chinoichiba.org/vt.htmlhttp://www.chinoichiba.org/ncuo.htmlhttp://www.chinoichiba.org/ncur.htmlhttp://www.chinoichiba.org/mij.html

共催講座(後期)未修正・元データ

		2014年度後期

		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



		連携機関		No.		科目名				副題		曜日		時間

		東京・お茶の水女子大学　知の市場　　開講機関：お茶の水大学ライフワールド・ウオッチセンター(増田研究室)												会場：お茶の水女子大学(地下鉄茗荷谷駅・護国寺駅)

		社会技術革新学会法制教育研究会		CT574		法学入門		新		実践的考察を通じたリーガルマインドの涵養		水		18:30-20:30

		化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会		CT137		化学物質総合経営学事例研究１		新		国際的枠組みと企業の自主管理活動を検証		水		18:30-20:30

		社会技術革新学会金融教育研究会		CT541		金融特論２				金融におけるリスクとリターンの正体を探る		水		18:30-20:30

		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)

		放送大学		UT812		プロフェッショナル論				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 シュウチュウ		14:00-18:00

		化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会		UT433		食と農薬の安全論		新		食と農薬の安全を科学的に考え信頼の原点をさぐる		木集中 モク シュウチュウ		14:00-18:00

		化学生物総合管理学会化学物質総合経営学基礎教育研究会 キソ		UT135		規範科学基礎論				文理融合の視点をもつ規範科学（ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰ･ｻｲｾﾝｽ）を健康や環境へのリスクの評価と管理を例題に論じる		木集中 モク 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)

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

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

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

		東京・丸の内　知の市場　　開講機関：日本リファイン ニホン												会場：日本リファイン(JR東京駅)

		プロメテ国際特許事務所		ET551		知的財産権論				知的財産権制度の基本と各国の特徴		水		18:00-20:00

		社会技術革新学会石油サウジアラビア教育研究会		ET533		新国際石油論				石油供給構造の変化がもたらす政治的・経済的意味を検証する		木 モク		18:30-20:30

		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)

		狭山商工会議所/狭山市		YB614a		狭山を学ぶ　教育編a				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

		狭山商工会議所/狭山市/狭山市茶業協会		YB612b		狭山を学ぶ　ものづくり編b		新		ビリヤード台と道具であるキュースティックを使用して、持ち方、構え方、手球・的球の狙い方を体験する
先ずは、白いドットボール（手球）を真っ直ぐ撞く事に挑戦する		水		16:30-18:30

		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)

		動物臨床医学研究所		ZY222j		動物臨床医学事例研究j				臨床現場に有用な症例検討のあり方２		日 ヒ		09:30-15:10

		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）

		日本環境動物昆虫学会		JK131b		防疫薬総合管理				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

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

		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)

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

		東京・日本橋室町　知の市場　　開講機関：三井不動産/お茶の水大学ライフワールド・ウオッチセンター(増田研究室)												会場：三井別館(地下鉄三越前駅・JR新日本橋駅)

		化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会		GT131a		農薬総合管理 ノウヤク ソウゴウ カンリ				多様化する化学産業における基本技術と事業のグローバル化		水 スイ		18:15‐20:15

		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												？

		武田薬品工業		QE444		医薬総合管理						土集中 ド シュウチュウ

		京都･京都大学放射線生物研究センター　知の市場　　開講機関：京都大学放射線生物研究センター/ひと・健康・未来研究財団 ケンコウ ミライ ケンキュウ ザイダン												？

		京都大学放射線生物研究センター/ひと・健康・未来研究財団		NC466		放射線生物学				放射線は生命の謎を解く鍵		金集中 キン シュウチュウ		18:00‐21:00

		東京・西早稲田（２）主婦連　知の市場　　開講機関：主婦連合会/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 シュフ レン シュフ レン ゴウ カイ 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)

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

		東京・幡ヶ谷　知の市場　　開講機関：製品評価技術基盤機構 トウキョウ ハタガヤ												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		SE232		バイオ安全特論				微生物資源の活用とバイオ安全の基礎知識		金 キン		18:30-20:30

		東京・西早稲田（３）食薬　知の市場　　開講機関：食品薬品安全センター/主婦連合会/早稲田大学規範科学研究所 トウキョウ ニシワセダ ショク ヤク ショクヒン ヤクヒン アンゼン シュフ レン ゴウ カイ 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)

		食品薬品安全センター		DT431		食の総合管理特論				 食品の安全確保のための技術と管理		水 スイ		18:30-20:30

		東京・四ツ谷（２）生物研　知の市場　　開講機関：農業生物資源研究所 トウキョウ ヨ ヤ セイブツ ケン チ イチバ ノウギョウ セイブツ シゲン ケンキュウショ												会場：主婦会館(JR四ッ谷駅前)

		農業生物資源研究所		AT231		農業生物資源特論				遺伝子組換え技術により、現在どのような研究が進んでいるか、
農業生物資源研究所で実施している遺伝子組換え技術を利用した様々な研究を中心に紹介する		木 モク		18:30-20:30



		知の市場ホームページ http://www.chinoichiba.org/には、知の市場開講科目の全てのシラバス(講義内容)が掲載していますが、各開講機関ホームページに掲載されている最新版のシラバスを確認してください。 チ イチバ チ イチバ カイコウ カモク スベ コウギ ナイヨウ ケイサイ カク カイコウ キカン ケイサイ サイシン バン カクニン

		◆問合せ先◆　各開講機関名をクリックし、表示された連絡先までお問合わせください。 トイアワ サキ カク カイコウ キカン メイ ヒョウジ レンラクサキ トイア



http://www.chinoichiba.org/docs/2014CT574.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014ET551.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014ET533.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014YB614a.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014YB612b.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014ZY222j.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014JK131b.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014PT211b.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014QE444.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014NC466.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014ST441.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014CT137.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014DT431.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014SE232.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014AT231.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/201JK454.pdfhttp://www.chinoichiba.org/ct.htmlhttp://www.chinoichiba.org/hd.htmlhttp://www.chinoichiba.org/rt.htmlhttp://www.chinoichiba.org/et.htmlhttp://www.chinoichiba.org/yb.htmlhttp://www.chinoichiba.org/zy.htmlhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014CT541.pdfhttp://www.chinoichiba.org/pt.htmlhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014GT131a.pdfhttp://www.chinoichiba.org/gt.htmlhttp://www.chinoichiba.org/qe.htmlhttp://www.chinoichiba.org/nc.htmlhttp://www.chinoichiba.org/st.htmlhttp://www.chinoichiba.org/dt.htmlhttp://www.chinoichiba.org/sk.htmlhttp://www.chinoichiba.org/at.htmlhttp://www.chinoichiba.org/jk.htmlhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014UT433.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014UT812.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014UT135.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014RT422a.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014RT422b.pdfhttp://www.chinoichiba.org/docs/2014RT422c.pdf

前期

				2014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・お茶の水女子大学　知の市場　　開講機関：お茶の水女子大学ライフワールド・ウオッチセンター増田研究室 ジョシ												会場：お茶の水女子大学(地下鉄茗荷谷駅・護国寺駅)

				CT136		規範科学事例研究１		新		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		水		18:30-20:30

				東京・お茶の水女子大学　知の市場　　開講機関：知の市場 チ イチバ												会場：お茶の水女子大学(地下鉄茗荷谷駅・護国寺駅)

				UT134		化学物質総合経営学基礎論				化学生物総合管理学会化学物質総合経営学基礎教育研究会 キソ		健康・環境リスクをめぐる国際的な論議を跡付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 ケンコウ カンキョウ コクサイテキ ロンギ アトヅ カガク ブッシツ カンリ フカ カチ ソウゾウ ツナ ミチ サグ		水集中 スイ シュウチュウ		13:20-16:30

				UT516		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		社会技術革新学会社会技術革新学基礎教育研究会 キソ		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神髄を探る シャカイ ヘンカク ギジュツ カクシン レキシ ケンショウ フカ カチ ウ ダ シンズイ サグ		水集中 スイ シュウチュウ		13:20-16:30

				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)

				UT455		サスティナビリティ学入門		新		鈴木基之 スズキ モトユキ		環境からみる持続可能性を論じる		木通年		14:00-18:00

				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 キム 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

				東京・丸の内　知の市場　　開講機関：日本リファイン ニホン												会場：日本リファイン(JR東京駅)

				ET572		コーポレート・ガバナンス				社会技術革新学会法制教育研究会		国際比較の視点からみた株式会社の組織と運営の課題		水 ミズ		18:00-20:00

				ET133		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 
ー新たに制定すべき包括法の基本的枠組みと付加価値を生み出す次の一手ー		木 モク		18:00-20:00

				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		調整中 チョウセイチュウ

				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)

				ZY222i		動物臨床医学事例研究i				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・日本橋室町　知の市場　　開講機関：三井不動産/お茶の水女子大学ライフワールド・ウオッチセンター増田研究室 ジョシ												会場：三井別館(地下鉄三越前駅・JR新日本橋駅)

				GT712		国際企業特論１				社会技術革新学会社会技術革新学教育研究会		多様化する化学産業における基本技術と事業のグローバル化		水 スイ		18:30-20:30

				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 モク		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		新 シン		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

				京都･京都大学放射線生物研究センター　知の市場　　開講機関：京都大学放射線生物研究センター/ひと・健康・未来研究財団 ケンコウ ミライ ケンキュウ ザイダン												会場：京都大学放射線生物研究センター(地下鉄・近鉄・JR京都駅からバス)

				NC466		放射線生物学				京都大学放射線生物研究センター/ひと・健康・未来研究財団		放射線は生命の謎を解く鍵		金集中 キム シュウチュウ		18:00-21:00

				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・四ツ谷（１）主婦連　　開講機関：主婦連合会/製品評価技術基盤機構 トウキョウ ヨ ヤ シュフ レン												会場：主婦会館(JR四ッ谷駅前)

				FT125		化学物質総合管理特論				主婦連合会/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 カ		18:30-20:30

				東京・八重洲　知の市場　　開講機関：東洋システム												会場：東京駅前カンファレンスセンター(JR東京駅) カイジョウ トウキョウエキ

				BT515		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		水 スイ		18:30-20:00



				■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

				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		新 シン		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

				愛知・名古屋市立大学（１）健康　　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 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)

				教養編		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・早稲田駅　知の市場　　開講機関：日本獣医師会/早稲田大学規範科学総合研究所/早稲田総研インターナショナル　　　　　　 カイコウ キカン												会場：早稲田総研インターナショナル(地下鉄早稲田駅)

				WT221		動物総合管理１				日本獣医師会		獣医さんが解説する動物の病気と管理		木 モク		18:30‐20:00

				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 シャカイ アンゼン ガク		新 シン		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

				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/明治大学安全学研究所/明治大学大学院理工学研究科新領域創造専攻 カイコウ キカン メイジ ダイガク ダイガクイン リコウガク ケンキュウカ シンリョウイキ ソウゾウ センコウ												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				明治大学大学院理工学研究科新領域創造専攻/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

				東京・筑波大学　東京キャンパス知の市場　　開講機関：筑波大学大学院 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 ダイガクイン												会場：筑波大学東京キャンパス(茗荷谷駅) カイジョウ

				教養編		サイエンスコミュニケーション実践論 ジッセン ロン		新 シン		筑波大学大学院/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 ダイガクイン ニホン キョウカイ				月 ゲツ

				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)

				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		新 シン		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 ド

				鹿児島・鹿児島　知の市場　　開講機関：知の市場 カゴシマ カゴシマ チ イチバ カイコウ キカン チ イチバ												会場：鹿児島県鹿児島市 カゴシマケン カゴシマシ

						地域力論a チイキ リョク 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				集中 シュウチュウ

						日本力論a ニホン リョク 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				集中 シュウチュウ

				鹿児島・枕崎　知の市場　　開講機関：知の市場 カゴシマ マクラザキ チ イチバ カイコウ キカン チ イチバ												会場：鹿児島市枕崎市 カゴシマシ マクラザキシ

						地域力論b チイキ リョク 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				集中 シュウチュウ

						日本力論b ニホン リョク 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				集中 シュウチュウ

				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

				BF517		国際競争力論 コクサイ キョウソウリョク 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				通年 ツウネン



				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
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後期

				2014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・お茶の水女子大学　知の市場　　開講機関：お茶の水女子大学ライフワールド・ウオッチセンター増田研究室 ジョシ												会場：お茶の水女子大学(地下鉄茗荷谷駅・護国寺駅)

				CT574		法学入門		新		社会技術革新学会法制教育研究会		実践的考察を通じたリーガルマインドの涵養		水		18:30-20:30

				CT137		化学物質総合経営学事例研究１		新		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		水		18:30-20:30

				東京・お茶の水女子大学　知の市場　　開講機関：知の市場 チ イチバ												会場：お茶の水女子大学(地下鉄茗荷谷駅・護国寺駅)

				UT135		規範科学基礎論 キハン カガク キソ ロン				化学生物総合管理学会化学物質総合経営学基礎教育研究会 キソ		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）を健康や環境へのリスクの評価と管理を例題に論じる		水集中 スイ シュウチュウ		13:20‐16:30

				UT425		労働衛生管理 ロウドウ エイセイ カンリ		新 シン		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		水集中 スイ シュウチュウ		13:20-16:30

				UT551		知的財産権論 チテキ ザイサン ケン ロン				プロメテ国際特許事務所		知的財産権制度の基本と各国の特徴		水 スイ		18:30‐20:30				科目名にリンク貼る カモク メイ ハ

				UT114		化学物質リスク評価 カガク ブッシツ ヒョウカ		新 シン		花井リスク研究所 ハナ イ ケンキュウジョ		必要な情報やデータをどう入手し活用するか		木 モク		18:30-20:30				←　野口様：木曜日開講なので移動しました。 ノグチサマ モクヨウビ カイコウ イドウ

				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)

				UT433		食と農薬の安全論		新		化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会		食と農薬の安全を科学的に考え信頼の原点をさぐる		木集中 モク シュウチュウ		14:00-18:00

				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 シュウチュウ		14:00-18:00				←　野口様：金曜日開講なので移動しました。 ノグチサマ キンヨウビ カイコウ イドウ

				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		新		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 カ		10:00-12:00

				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)

				ZY222j		動物臨床医学事例研究j				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		09:30-15:10

				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

				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

				東京・日本橋室町　知の市場　　開講機関：三井不動産/お茶の水女子大学ライフワールド・ウオッチセンター増田研究室 ジョシ												会場：三井別館(地下鉄三越前駅・JR新日本橋駅)

				GT131a		農薬総合管理 ノウヤク ソウゴウ カンリ				化学生物総合管理学会化学物質総合経営学教育研究会		農薬のベネフィットとリスクの総合管理の実際		水 スイ		18:30‐20:30

				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) カイジョウ チカテツ シタ エキ

				QE444		医薬総合管理				武田薬品工業		医薬品研究開発の戦略とプロセス		土集中 ド シュウチュウ		12:00‐18:00

				京都･京都大学放射線生物研究センター　知の市場　　開講機関：京都大学放射線生物研究センター/ひと・健康・未来研究財団 ケンコウ ミライ ケンキュウ ザイダン												会場：京都大学放射線生物研究センター(地下鉄・近鉄・JR京都駅からバス) カイジョウ チカテツ キンテツ キョウトエキ

				NC466		放射線生物学				京都大学放射線生物研究センター/ひと・健康・未来研究財団		放射線は生命の謎を解く鍵		金集中 キン シュウチュウ		18:00‐21:00

				東京・西早稲田（２）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 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・幡ヶ谷　知の市場　　開講機関：製品評価技術基盤機構 トウキョウ ハタガヤ												会場：製品評価技術基盤機構（京王新線幡ヶ谷駅）

				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		金 キン		18:30-20:30

				東京・四ツ谷（２）生物研　知の市場　　開講機関：農業生物資源研究所 トウキョウ ヨ ヤ セイブツ ケン チ イチバ ノウギョウ セイブツ シゲン ケンキュウショ												会場：主婦会館(JR四ッ谷駅前)

				AT231		農業生物資源特論				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		木 モク		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

				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)

				VT532		エネルギーシステム論				NPOブルーアース		エネルギーの供給と利用の変革		土集中 ツチ シュウチュウ		10:00‐12:00

				VT456		環境特論		新 シン		化学工学会SCE・Net		環境問題の実態と先進技術の展開－事例を中心に－		土集中 ツチ シュウチュウ		13:00‐17:10

				VT523c		化学工業特論		新 シン		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

				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)

				教養編		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

				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 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												会場：大分大学(JR豊肥本線大分大学前駅) カイジョウ オオイタ ダイガク トヨ ヒ ホンセン オオイタ ダイガク マエ エキ

				教養編 キョウヨウ ヘン		多様性論				社会技術革新学会多様性基礎教育研究会 タヨウセイ キソ		サウジアラビアとブータンにおける経験をもとに社会の多様性を論じる ケイケン シャカイ タヨウセイ ロン		集中 シュウチュウ		未定 ミテイ

				教養編 キョウヨウ ヘン		規範科学論				化学生物総合管理学会化学物質総合経営学基礎教育研究会 キソ		社会的規範と技術革新の関係を論じる シャカイテキ キハン ギジュツ カクシン カンケイ ロン		集中 シュウチュウ		未定 ミテイ

				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		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/明治大学安全学研究所/明治大学大学院理工学研究科新領域創造専攻 カイコウ キカン メイジ ダイガク ダイガクイン リコウガク ケンキュウカ シンリョウイキ ソウゾウ センコウ												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				明治大学大学院理工学研究科新領域創造専攻/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）		木金集中 モク キン シュウチュウ		10:00-17:00

				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

				東京・筑波大学　東京キャンパス知の市場　　開講機関：筑波大学大学院 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 ダイガクイン												会場：筑波大学東京キャンパス(茗荷谷駅) カイジョウ トウキョウ ミョウガダニ エキ

				教養編		リスクコミュニケーション入門 ニュウモン		新 シン		筑波大学大学院/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 ダイガクイン 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		新 シン		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・日本中央競馬会　知の市場　　開講機関：日本中央競馬会 トウキョウ ニホン チュウオウ ケイバ カイ 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（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		新 シン		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



				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。
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