
 
 

２０１４年４月１４日 

 ＮＴＴナレッジ・スクウェア株式会社 

一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会 

 

ＭＯＯＣサイト「ｇａｃｃｏ（ガッコ）」本日開講！講座もますます充実 

～武蔵野美術大 通信教育課程の講座追加等が決定～ 
 

 

ＮＴＴナレッジ・スクウェア株式会社（以下ナレッジ・スクウェア）は、株式会社ＮＴＴドコモ（以下ドコモ）と共

同で推進する、 一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会（以下ＪＭＯＯＣ）公認の、日本初の

大規模公開オンライン講座（ＭＯＯＣ※１）提供サイト「ｇａｃｃｏ（ガッコ）」（http://gacco.org/）での講座提供を、本

日４月１４日（月）より開始しました。 

また、武蔵野美術大学 通信教育課程の講座追加が決定し、開講時期は２０１４年秋の予定です。あわせ

て、グロービス経営大学院の講座で提供される「反転学習コース（有料）」受講者の募集、東京大学 本郷和

人教授「日本中世の自由と平等」「反転学習コース（有料）」受講者の追加募集を本日より開始しました。 

「ｇａｃｃｏ」は、大学教授陣による本格的な講義を、誰もがオンラインで無料受講できるサイトです。ドコモ

とナレッジ・スクウェアが共同で提供し、ＪＭＯＯＣが講師の推薦やサポートを行っています。 

 

■東京大学 本郷和人教授「日本中世の自由と平等」 受講者プロフィール、応募状況等 

本日４月１４日（月）より講座が開講したのは、東京大学 本郷和人教授の「日本中世の自由と平等」です。

本郷先生の講座には、４月１４日現在で、１万名を超える受講者が登録しています。受講者は以下の通りで

す。 

図１：東大本郷先生講座 受講者プロフィール 

 

また、同講座では、オンラインで学習した内容をもとに対面で発展的な講義を行う「反転学習コース」の受

講者を募集しましたが、応募総数は定員の１００名を超える約１４０名と、「ｇａｃｃｏ」で提供される新しい学び

体験や、本郷教授の授業に対する関心の高さがうかがわれる結果となりました。特に、高校生については、

当初１０名の無料枠に対し、大学レベルの講座にチャレンジしたいという学習意欲を持つ高校生約６０名か

らの応募があったため、計２４名を全国から無料招待することにしました（東京大学 反転学習社会連携講座

男性(72%) 女性(28%)
～10代 2% 2% 4%

20代 16% 13% 22%

30代 18% 17% 20%
40代 19% 18% 21%
50代 18% 18% 18%
60代 18% 21% 12%

70代 8% 10% 3%

80代 1% 1% 0%

東大本郷講座受講者

http://gacco.org/


(FLIT)にて無料枠を２０名に倍増し、ｇａｃｃｏプロジェクト特別枠として４名を東北エリアから招待）。２４名の居

住地の内訳は以下の通りです。 

図２：東大本郷先生反転学習コースに参加する高校生の居住地 

地域 高校生（人数） 

関東 9 

近畿 7 

東北 4 

東海 2 

九州 1 

信越 1 

総計 24 

 

■講座の追加 

本日、武蔵野美術大学 通信教育課程 白尾 隆太郎 教授、清水 恒平 准教授の講座『形で意味を伝え

る「ピクトグラム」』が、「ｇａｃｃｏ」で開講されることが決定しました。本講座では、標識やスポーツ競技のイメ

ージなどで用いられる「ピクトグラム」と呼ばれる絵文字を、受講者が実際にデザインすることを通じて、人が

図形から何を理解し、どんな意識を形成するのかを学びます。言葉によらない視覚伝達のデザイン原理を探

ることで、グラフィックデザインの基礎を学ぶことが出来ます。本講座は誰でも受講可能ですので、グラフィッ

クデザイナーを目指す方のみならず、あらゆるデザインに関心のある方におすすめしたい講座です。募集開

始は２０１４年夏頃、開講時期は２０１４年秋の予定です。 

 

■グロービス経営大学院「経営（マネジメント）入門」にて「反転学習コース（有料）」の募集開始 

４月３日（木）に受講者の募集を開始しているグロービス経営大学院の講座で提供される「反転学習コ

ース」の受講者を、本日４月１４日（月）より募集開始しました。本コースは東京と大阪の二箇所で開催され、

東京では「クリティカル・シンキング（論理思考）」及び「マーケティング」、大阪では「マーケティング」をテー

マにした対面授業が実施されます。参加条件等の詳細は「ｇａｃｃｏ」ホームページ上にてご確認ください。 

 

■東京大学 本郷和人教授「日本中世の自由と平等」「反転学習コース（有料）」の追加募集 

「反転学習コース（有料）」については、応募締切り後も参加を希望する会員からのお問い合わせを頂いて

おり、ご要望にお応えし、本日４月１４日（月）より２０名の追加募集を開始しました（４月１６日（水）まで、申込

先着順で定員になり次第締め切り）。応募の対象は、東京大学 本郷和人教授「日本中世の自由と平等」「通

常コース（無料）」に受講登録されている会員となります。応募方法は講座の中でご案内申し上げます。 

 

「ｇａｃｃｏ」を提供するドコモ、ナレッジ・スクウェアは、今後もＪＭＯＯＣと連携し、ＭＯＯＣの普及・推進に

取り組んでまいります。 
 

 

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先 

ＮＴＴナレッジ・スクウェア  有本、大谷         ＴＥＬ： ０３－３４５６－８１１１ 

日本オープンオンライン教育推進協議会 事務局   ＴＥＬ： ０３－３２９５－３５５５ 



提供予定講座（２０１４年４月１４日時点） 

開講日 講座名 担当講師 反転学習 

２０１４年４月１４日 

＜募集中＞ 
日本中世の自由と平等 

東京大学 

本郷 和人 教授 
実施 

２０１４年５月１９日 

＜募集中＞ 
インターネット 

慶應義塾大学 

村井 純 教授 
 

２０１４年６月１６日 

＜募集中＞ 
国際安全保障論 

早稲田大学 

栗崎 周平 准教授 
 

２０１４年７月７日 

＜募集中＞ 
オープンエデュケーションと未来の学び 

北海道大学 

重田 勝介 准教授 他 
実施 

２０１４年８月２５日 

＜募集中＞ 
経営（マネジメント）入門 

グロービス経営大学院 

荒木 博行 教授 

村尾 佳子 教授 

嶋田 毅 教授 

田久保 善彦 教授 

実施 

２０１４年９月 ビジネススクール（入門） 

名古屋商科大学 

長沢 雄次 教授 

岩澤 誠一郎 教授 

山田 隆 教授 

小山 龍介 客員教授 

北原 康富 教授 

実施 

２０１４年１１月 インタラクティブティーチング 

東京大学 

栗田 佳代子 特任准教授 

中原 淳 准教授 他 

実施 

２０１４年夏以降 

服飾の歴史と文化 

文化学園 

植木 淑子 教授 

朝日 真 主任 

 

Ｔｈｅ Ｕｎｃｏｍｍｏｎ Ｆｏｌｋ：Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐ

ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ ｉｎ Ｊａｐａｎ 

国際教養大学 

ダレン・アシュモア 准教授 
 

歴史都市京都の文化・景観・伝統工芸 

立命館大学 

矢野 桂司 教授 

木立 雅朗 教授 

 

マンガ・アニメ・ゲーム論 

明治大学 

氷川 竜介 客員教授 

宮本 大人 専任准教授 

森川 嘉一郎 専任准教授 

福地 健太郎 専任准教授 

 

俳句--十七字の世界 
大手前大学 

川本 皓嗣 名誉教授 
 

化学生命工学が作る未来 
関西大学 

吉田 宗弘 教授 他 
 

統計学・データ分析 
大阪大学 

狩野 裕 教授 他 
 

経済物理学 
広島大学 

安武 公一 講師 
 

モチベーション・マネジメント 
東京未来大学 

角山 剛 教授 
 

交流文学研究（仮） 
立教大学 

舛谷 鋭 教授 
 

ブラックホール入門（仮） 
立教大学 

北本 俊二 教授 
 

２０１４年秋 形で意味を伝える「ピクトグラム」 

武蔵野美術大学 通信教育課程 

白尾 隆太郎 教授 

清水 恒平 准教授 

 

未定 未定 
京都大学  

九州大学  
 

※これ以降も順次講座を開講予定です。詳細は「ｇａｃｃｏ」サイトにてご案内します。 



 

※１ ＭＯＯＣ ：Ｍａｓｓｉｖｅ Ｏｐｅｎ Ｏｎｌｉｎｅ Ｃｏｕｒｓｅｓの略。Ｗｅｂ上で誰でも無料で参加可能な、大規模かつオープンな講義を

提供し、修了者に対して修了証を発行する教育サービス。２０１２年より米国を中心として、主要大学および有名

教授によるオープンオンライン講座として公開され、世界中から１０００万人以上が受講している。 

 


