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星城大学 連携講座とは 
 

地域の皆さまに、生涯学習の機会を提供させていただくこと

で、より一層の地域社会との連携を深めることを目的に、地域の

皆さまが開催される講座に、本学教員を講師として派遣いたしま

す。 

 

申込方法 
 

１．本誌の講座テーマをご覧いただき、巻末の『講師派遣申込

書』にてご依頼ください。 

↓ 

２．申込のあった講座の講師の先生と日程を確認し、お返事させ

ていただきます。 

↓ 

３．講師の先生と調整がつきましたら、『講師依頼文書』を２通

（学長宛、講師宛）作成していただきます。 

↓ 

４．その後、講座の詳細につきましては、講師の先生と直接ご連

絡していただきます。 

 

※また、本誌に掲載された内容以外のテーマについてもご相談く

ださい。 
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こども・暮らし 

おかねのしくみをまなぶ（対象年齢 幼稚園～小学校低学年） 

お金や商売のしくみを児童向けの図書を使いながらやさしく説明します。ス

トーリーを楽しみながら、経済やお金の仕組みに触れることを目的とした講

座です。 

使用図書 
「ぎんぎらぎんこうものがたり」（童心社 1985） 

「からすのやおやさん」（偕成社 2013） 

経営学部 教授 鈴木 愛一郎 

 

子育てを楽しもう：実習を交えて 

乳幼児期の子育てはとても大変です。焦ったり、孤独になったり、自分を責め

たり、周囲の大切な人達に不満を抱いたり…。折角の「子育て」を楽しむ方法

を共に考えていきましょう。 

その他のテーマ 
反抗期の子供との付き合い方、学童期・思春期の理解と対応：実

習を交えて、子供の心に寄り添うために：実習を交えて 

経営学部 教授 赤岡 美津子 
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こども・暮らし 

 

改めて「特別支援教育」とは 

平成 19年４月１日に文部科学省から「特別支援教育の推進について」の通達があり、あ

れから、今年で 15 年目となりました。今、改めて、何が変わったのか、何が変わらなか

ったのかということを、「ハテナソン」というワークを通して考えていきたいと思います。 

 

その他のテーマ 
インクルーシブ教育システム、ユニバーサルデザイン、合理的配

慮、知的障害特別支援学校学習指導要領、文部科学省著作本 

経営学部 教授 小川 純子 

 

 

子供の困りごとを解決したい！ 

発達障害や ADHD（注意欠陥多動）などの心の不自由さがある子ども、脳性

麻痺やダウン症などの体の不自由さがある子ども等がいます。子どもが自分

のできる事を増やし、自分を表現できるようになるために、どのような支援が

できるのかを一緒に考えたいと思います。子どもの実態を教えていただけれ

ば、個々に合った解決方法を一緒に考えることもできます。 

 

その他のテーマ 子どもの作業療法、特別支援教育、特別支援学校の教員との連携 

リハビリテーション学部 講師 林原 千夏 

 

 

｢乗馬療法｣を知っていますか？ 

乗馬療法、ホースセラピーとは何か？どんなことをしているのか。どんな効果

があるのか。こうした疑問にお答えします。日本で初めて乗馬クラブでの放課

後等児童デイサービスをおこなった経験を活かして、お話しできると思いま

す。 

その他のテーマ 
乗馬療法、ホースセラピー、子どもの作業療法、発達障害、ADHD

（注意欠陥多動障害）、脳性麻痺 

リハビリテーション学部 講師 林原 千夏 
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こども・暮らし 

 

「プログラミングで遊ぼう」（小学生向け） 

わたしたちの身の回りにあるスマートフォンやパソコン、家電などの製品は、

すべてプログラムで動いています。人工知能やアプリ、ゲームなども、動かす

ためにはプログラミングが必要です。 

こども向けのプログラミングアプリを使って、楽しくプログラミングを勉強

しましょう（受講にはインターネットに接続できるスマートフォンやタブレ

ット、パソコンが必要です）。 

その他のテーマ プログラミング教育方法（保護者向け）、IoT、ビッグデータ 

経営学部 教授 野村 淳一 
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健康・長寿 

 

 

長く動ける身体を作ろう ―加齢に伴う骨・筋肉の変化― 

「歳はとりたくないねえ」こんな声をよく耳にします。世の中にはいろんな不

平等な事がありますが、必ずヒトは 1 年にひとつずつ歳をとる。これはなぜ

か平等にやってくるのです。ヒトは加齢によって骨はもろくなり、筋力は低下

します。でも、この仕組みを知ることで、この変化を緩やかにして長く身体機

能を維持することが出来ます。まずは敵を知ることから始めましょう。 

その他のテーマ 
高校生向けであれば，スポーツ時の膝の痛みのメカニズムなども

あります。 

リハビリテーション学部 教授 古川 公宣 

 

 

いつまでも続く腰の痛み ―年齢と身体の変化から考えよう― 

腰痛はほとんどのヒトが人生の中で一度は経験する痛みです。しかし，それ

がゆえに軽視されていることは否めません。それは，年代によって腰痛の原因

が異なっているからです．自分の症状と年齢から導かれる原因は何か？そし

て対策は？ 

今一度自分の腰痛について考えてみましょう。 

その他のテーマ 各年代に合わせた腰痛症の解説を行います。 

リハビリテーション学部 教授 古川 公宣 

 

 

 

 

健康と運動 ―いつまでも生き生きとした毎日を送るーために― 

健康を維持するために運動は大切です。そんなことは分かっているけど、何を

すれば良いのか、どんなことに心掛ければ良いのか？ 

本講座では、いつまでも生き生きとした毎日を送るための日々の生活のあり

かたについてお話ししたいと思います。 

その他のテーマ 転倒予防 

リハビリテーション学部 教授 山田 和政 
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健康・長寿 

膝の痛みを防ぐには 

50 歳以上の男性では 2 人に 1 人、女性では 3 人に 2 人の方が、変形性膝関

節症と言われています。そして、日本ではその多くは O 脚、つまり、がに股

になります。中年・前期高齢者のうちにこの変形性膝関節症を予防すること

が、その後の日常生活の維持、自分のことは自分でできる、につながると言わ

れています。さて、どのように予防をしていくのが良いでしょうか。薬や注射

に頼らず、それらと変わらない効果が運動にはあります。そんな運動を紹介し

ます。 

その他のテーマ 姿勢改善、歩行、スポーツ傷害予防 

リハビリテーション学部 教授 太田 進 

 

 

 

 

 

進化医学って何だろう 

人類は進化の過程で二足歩行から手が自由に使えるようになり脳も発達した

という利点がある一方で、腰痛や痔などの四足動物にはないデメリットも生

じました。生物進化学から見た医学的所見を進化医学、またはダーウィン医学

といいます。何故そのような病気があるのかを進化を通して考えようという

新しい発想を紹介します。 

その他のテーマ  

リハビリテーション学部 准教授 長谷川 義美 

からだの中の細胞の働きを知ってもっと健康に 

私達のからだは、37 兆個の細胞が毎日せっせと働くことで健康な生活を送る

ことが出来ています。からだの中にはいろんな種類の細胞がいて、目的に応じ

て集まって組織を作って働いたり、体の外からやってきた敵をやっつけたり、

いろんな働きをしています。もっと元気に毎日が過ごせるように、からだの中

の細胞の働きを詳しく知りましょう。 

その他のテーマ 
メタボリックシンドローム、運動の継続、みのまわりのライフサ

イエンス 

リハビリテーション学部 准教授 中谷 直史 
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健康・長寿 

 

 

 

転ばぬ先の運動習慣 

高齢になって体力が衰えると転びやすくなります。転倒による骨折などの傷

害を防ぐためには毎日の運動習慣が大切です。誰もが日ごろ行っている移動

（歩行、階段、自転車、電車）をちょっとした工夫で転倒予防エクササイズに

してしまう方法を紹介します。 

その他のテーマ 転倒、高齢者、トレーニング、歩行、バランス 

リハビリテーション学部 准教授 越智 亮 

 

 

筋肉は柔らかくなるの？  

ストレッチをすると身体の柔軟性が向上して筋肉が柔らかくなると思ってい

る人は多いと思います。確かに、ストレッチの後に関節の動く範囲が大きくな

りますが、実際に筋肉が柔らかくなっているかどうかは分かりません。この講

座ではストレッチの科学について紹介します。 

その他のテーマ 筋肉、ストレッチ、トレーニング、筋力、敏捷性、柔軟性 

リハビリテーション学部 准教授 越智 亮 

 

 

 

 

筋肉はすごい ～骨格筋のいろいろな働きを知ろう～ 

私達のからだにある筋肉は運動するときに必要です。でも実は、筋肉は運動の

他にもすごい働きをたくさん持っています。壊れたときにすぐに元にもどる

再生能力や、寒さに負けないようなカイロの役割や、無駄なエネルギーを処理

する働きなどいろいろな働きがあります。私達の筋肉をもっと詳しく知りま

しょう。 

その他のテーマ 
メタボリックシンドローム、運動の継続、みのまわりのライフサ

イエンス 

リハビリテーション学部 准教授 中谷 直史 
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健康・長寿 

 

筋肉を保つ生活習慣  

筋肉には、外からの刺激によって大きさが変化するという特徴があります。た

とえば、運動は筋肉を大きくするなどの良い効果をもたらすことがわかって

います。そして、筋肉を保つことは健康長寿につながります。この講座では、

筋肉を保つための生活習慣（運動、食事など）についてお話します。 

その他のテーマ 筋肉、運動、加齢 

リハビリテーション学部 准教授 大野 善隆 

 

 

地域での健康づくり 

ご承知のとおり、年を重ねれば筋力やバランス能力が低下しますが、それを予

防できることも明らかとなっています。 

これまでの地域での運動教室での取り組みや効果も含め、地域や家庭ででき

る運動方法を紹介します。 

その他のテーマ 高齢者、介護予防 

リハビリテーション学部 講師 冨山 直輝 

 

栄養の大切さ 

近年、栄養の大切さについての話を聞く機会が増えてきました。実際に栄養は

健康と関連していることが分かっています。そこで、なぜ栄養が大切なのか、

栄養が不足しているとどのようなことが起こるのか、といったことについて

お話ししたいと思います。 

その他のテーマ 認知症、抑うつ、高齢者 

リハビリテーション学部 助教 窪 優太 

 

手の動きをよくする 

日常生活には、箸を使用したり、裁縫をするなど細かな手の動きを必要とする

活動が多くありますが、高齢になると手の動きは悪くなると言われています。 

しかし、手のトレーニングをすることで手の動きを良くすることは可能です。 

その他のテーマ 高齢者、トレーニング、手の動き 

リハビリテーション学部 准教授 林 浩之 
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健康・長寿 

 

若さを保つ秘訣は筋肉にある！ 

筋肉は、単なる運動器官ではなく収縮することによってホルモンを分泌する

内分泌器官であることが近年明らかになりました。運動するとなぜ糖尿病や

高脂血症が改善するのか？運動している人はなぜ若く見られるのか？それら

を研究結果を踏まえ運動の効果、方法を分かりやすくお伝えし、実際に簡単な

運動も実践したいと思います。 

その他のテーマ 運動、筋肉、健康 

リハビリテーション学部 助教 大古 拓史 

 

 

良いリハビリテーションとは何なのか？ 

病気やけが、加齢によって寝たきりになってしまい自分や身内がリハビリテ

ーションを受ける機会があるかもしれません。リハビリテーションを行うと

対象者は元気になります。元気になるリハビリテーションとはどのようなこ

とを行えばよいのか？そのポイントを分かりやすく説明いたします。 

その他のテーマ リハビリテーション、理学療法 

リハビリテーション学部 助教 大古 拓史 

 

 

新しいスポーツ種目にチャレンジ～ニュースポーツの体験～ 

学校体育科目などの既存のスポーツ種目には、多くの人々が実践経験を積ま

れていると思います。しかし現在では、あらゆる人々に対応可能な新たなスポ

ーツ種目が存在します。この「ニュースポーツ」を知ることによって、運動・

スポーツに対する見方や実践方法の新境地に入っていけるお手伝いをしま

す。 

経営学部 教授 横井 康博 
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健康・長寿 

骨の健康 

骨粗鬆症は、骨に貯蔵しているカルシウム量（骨密度）がある一定量より減少

してしまうものであり、骨折の危険性が高くなるため日常生活に困難を生じ

てしまうこともあります。本講では、骨密度を成長期に最大限に増加させるこ

とや加齢に伴う減少を極力低下させることを運動および栄養面より考えてい

きます。 

その他のテーマ 
スイスイ水泳教室、貯筋アップ教室、脂肪燃焼教室、ストレッチ

教室 

経営学部 講師 長澤 省吾 

 

「こころの健康」を考える 

こころの健康の問題について、日本の現状を解説し、精神に障害がある方との

関わりを通して感じたことを話し、日々の生活の中での「こころの健康」を参

加者の皆様と一緒に考えます。 

その他のテーマ 自殺予防、健康とスポーツ 

リハビリテーション学部 教授 坂井 一也 

 

うつ病と依存症について 

現在、ストレス疾患が増えています。その中心となっているうつ病と依存症に

ついて解説し、ストレスに対処する方法を参加者の皆様と一緒に考えます。 

その他のテーマ 自殺予防、健康とスポーツ 

リハビリテーション学部 教授 坂井 一也 

 

病院との付き合い方 

どんなときにどこを受診したらよいかご存知ですか? 

大学病院なら安心だと思っていませんか? 

大学病院をはじめとするさまざまな医療機関の役割や機能について学びなが

ら、医療機関との上手な付き合い方を一緒に考えていきましょう。 

その他のテーマ 公衆衛生（難病、障害領域）、コミュニケーション 

リハビリテーション学部 教授  筒井 秀代 
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健康・長寿 

 

医療との上手な付き合い方 

診察場面で、十分に話ができなかった、話をきいてもらえなかった…という経

験のある方は多いのではないでしょうか? しかし、医療にかかわっているの

は医師だけではありません。看護師、薬剤師、栄養士、医療ソーシャルワーカ

ーなどさまざまな職種がいます。よりよい治療を受けるための医療従事者と

の付き合い方を学びます。 

その他のテーマ 公衆衛生 (難病、障害領域)、コミュニケーション 

リハビリテーション学部 教授  筒井 秀代 

 

 

認知症になったらどのように支援したらよいの？ 
～IT 機器を用いた支援を含めて～ 

認知症の方は、その進行とともに趣味活動や外出、家事活動において徐々に介

助が必要になります。認知症の初期段階においての生活支援、家族支援におい

て、その対応で気をつけて頂きたいことは何か、さらには最近の IoT 機器を

含めた生活支援方法についてご説明いたします。 

その他のテーマ 高次脳機能障害、家事活動、対人交流、家族支援 

リハビリテーション学部 教授 藤田 高史 

 

 

独居高齢者の方の IT 機器を利用した介護予防 

超高齢社会と少子化の日本では、独居高齢者が増加しています．独居者は、食

生活の偏りや外出の機会の減少により認知症のリスクが増加するといわれて

います．本講座では IT 機器を用い，楽しみながらの対人交流や食生活の改善

活動や介護予防活動についてお話します。 

その他のテーマ 認知症予防、介護予防、生活支援、IT機器 

リハビリテーション学部 教授 藤田 高史 
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健康・長寿 

 

認知症になっても健康で長生きする秘けつ 

超高齢化社会の日本では、健康長寿促進に向けて認知症に対する対策がひと

つの課題となっています。 

認知症にならずに健康で長生きすることはとても大切ですが、認知症になっ

ても健康で長生きするということもまた大切です。そして、「認知症への備

え」、それは「認知症予防」にも繋がるかもしれません。 

その他のテーマ 高齢者、認知症、作業療法、QOL 

リハビリテーション学部 講師 萬屋 京典 

 

 

認知症の心理とケア 

2025 年には高齢者の 5 人に 1 人が認知症になると言われています。誰にと

っても「認知症は他人事ではない」と言える今、家族として地域として、どの

ように理解し支援をするべきか、心理学的視点から考えます。 

その他のテーマ 認知症、高齢者、心理 

リハビリテーション学部 准教授 牧野 多恵子  

 

 

ストレスと上手に付き合うために 

慢性的なストレス状況は、時に、こころだけでなく身体の不調をも引き起こし

ます。ストレスの危険サイン・効果的なストレス解消の仕方を学び、自らのス

トレスと上手に付き合うための方法を考えます。 

その他のテーマ 認知症、高齢者、心理 

リハビリテーション学部 准教授 牧野 多恵子 
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健康・長寿 

呼吸・心臓のはなし 

日本人の死亡原因として、「悪性新生物」「心疾患」に続き、3 位に肺炎とな

り、2010 年までの「脳血管疾患」を超えました。高齢者の肺炎は、70％以

上が誤嚥(食べ物や飲み物、胃液などが誤って気管に入ること）に関係してい

ると言われており、高齢になるほど死亡率はあがります。また、生活習慣病に

は呼吸器の病気のうち COPD(慢性閉塞性肺疾患)が、心臓の病気の中では心

筋梗塞、狭心症、高血圧が含まれます。肺炎を含め、これらの病気は発症を予

防し、進行を阻止することができる病気です。さて、これらの病気はどのよう

な症状で、どのような兆候がみられたら発見につながるのか、さらにどのよう

に予防をしていくのが良いでしょうか。わかりやすく紹介します。 

その他のテーマ ロコモティブシンドローム 

リハビリテーション学部 助教 藤田 玲美 

 

市民のための病院・診療所の選び方・かかり方 

市民の皆さんが、安全・安心で質の高い医療提供を受けるためにはどのように

医療機関を選ぶべきか、どのようにかかれば良いのかについてわかりやすく

説明したいと思います。また、市民のための健康増進普及活動や、第三者評価

機関である公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価認定など、市

民の皆さんが活用できる新たな手法を伝授させて頂きます。 

その他のテーマ 地域コミュニティ・デザイン構築、組織力アップ、質と安全、健

康増進普及活動、防災教育など 

経営学部 教授 北野 達也 

 

みんなで考えよう！知多半島における地域医療とまちづくり 

地域医療は、地方自治体や医療機関だけで成立しているわけではありません。

そこに居住する住民が存在してはじめて地域医療システムが成立します。今

後、地方自治体、医療機関だけに依存するのではなく、地域住民が協同行動を

図りつつ、住民の一人一人が住民力（＝住民の自治能力）を養うことが重要で

す。これらについてわかり易く説明させて頂きます。 

その他のテーマ 地域コミュニティ・デザイン構築、組織力アップ、質と安全、健

康増進普及活動、防災教育など 

経営学部 教授 北野 達也 
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健康・長寿 

 

みんなで考えよう！ -地域医療イノベーション- 

「COVID-19（SARS-CoV-2）感染拡大防止対策を捉え直す！」 

地域医療は、地方自治体や医療機関だけで成立しているわけではありませ

ん。そこに居住する住民が存在してはじめて地域医療システムが成立しま

す。国政や医療機関だけに捉われるのではなく、地域住民が協同行動を図り

つつ、住民の一人一人が住民力（住民の自治能力）を養うことが重要です。

今回、経験則を踏まえたうえで COVID-19（SARS-CoV-2）感染拡大防

止対策について捉え直すべく、新たな方法論についてわかり易く説明させて

頂きます。 
 

その他のテーマ クライシス・マネジメント（危機管理）、住民力の向上、地域コ

ミュニティ・デザイン構築、質と安全、健康増進普及活動 など 

経営学部 教授 北野 達也 

 

 

転倒予防における社会参加の重要性 

介護予防において社会参加をすることは重要なのでしょうか？介護予防の中

でも、最も多くの自治体で取り組まれている転倒予防に着目し、転倒予防にお

ける社会参加の重要性を具体的なデータを示しながらお話しします。 

その他のテーマ 転倒予防、フレイル、サルコペニア 

リハビリテーション学部 講師 林 尊弘  

 

 

体力トレーニングのすゝめ～競技パフォーマンス向上編～ 

自らの競技パフォーマンスを向上させたいという強い気持ちで体力トレーニ

ングに励んではいるものの、競技記録がずっと伸び悩んでいたりしません

か？競技記録が伸び悩んでいる生徒・学生や社会人アスリートの皆様に対し

て、本講座が体力トレーニングの実施方法を見直すきっかけとなれば幸いで

す。 

その他のテーマ 呼吸筋トレーニング 

経営学部 講師 北田 友治 
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健康・長寿 

 

 

体力トレーニングのすゝめ～健康維持・増進編～ 

孫や子どもから「健康で長生きしてね！」などと言葉をかけられており、それ

に応えるために身体を動かせば良いことは知っているものの、具体的にどの

ように運動すれば良いのかがわからず悩んでいたりしませんか？健康維持・

増進のための運動・トレーニング方法を基礎的な内容からわかりやすくご説

明致します。 

その他のテーマ フレイル、ロコモティブシンドローム、メタボリックシンドロー

ム 

経営学部 講師 北田 友治 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

文化・国際 
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文化・国際 

アメリカ（人）の文化と習慣 

アメリカ人の祝祭日のお祝いの仕方・過ごし方、好む食べ物、好むエンターテ

インメント、お金を支払っても楽しく観るスポーツ、相手に対する行動様式・

マナー、学校、教会および政府に関する事柄などの幅広い視点からアメリカへ

の理解を深めます。 

経営学部 教授 マーティン・スナイダー 

 

こんなにも違う日米のコマーシャル、それは日米文化の違い！ 

コマーシャルの歴史を振り返りながら、現代のアメリカのビール、住宅、食べ

物などのコマーシャルを紹介します。日本のコマーシャルとの違いに驚くこ

とでしょう。日本とはマーケティングの方法が違う為、ライバル会社を落とし

たり、日本ではコマーシャルしない物品も登場します。この講座は、英語と日

本語とを織り交ぜながら、わかりやすくお話しします。 

経営学部 教授 マーティン・スナイダー 

 

“ゴスペル”って何？～あなたが知らないアメリカ文化～ 

この講座では、“ゴスペル”をキーワードとして、“アメリカの良心”ともいう

べき、徳を重んじる文化、および、その文化の形成に聖書が影響を与えている

ようすを概観します。徳を重んじる文化がなければ、国は堕落・崩壊の一途を

たどることでしょう。日本のメディアが伝えないアメリカの文化事情をお話

しします。 

経営学部 教授 神野 真寿美 

 

日本を発信する英語 

国境を意識しないグローバルな時代と言われますが、国家は依然として重要

な単位です。グローバル時代だからこそ自国について理解を深め、グローバル

時代ゆえに自国について国外に発信する必要がある所以です。事実上国際語

である英語を用いて日本を発信することについて、具体例を挙げながら考え

ていきたいと思います。 

経営学部 教授 加藤 知子 
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文化・国際 

多数派と少数派の共生・協働 

多数派と少数派の関係は、しばしば後者が前者の抑圧を打破するという形で

語られますが、現実はそのように単純ではないでしょう。例えば日本語は世界

的には少数派ですが日本国内では多数派です。ｷﾘｽﾄ教は世界的には多数派で

すが日本国内では少数派です。多数派・少数派間の複雑な緊張解決として共

生・協働を提案します。 

経営学部 教授 加藤 知子 

 

遊牧民のくらしを覗く ―モンゴルでの考古学調査から― 

大相撲でのモンゴル人力士の活躍もあって、日本とモンゴルとの関係は次第

に親密度を増しています。最近ではレア・メタルやレア・アースといった貴重

な資源の輸入先にもなりつつあります。 

モンゴルの遊牧民の伝統的な暮らしを垣間見てみませんか。発掘調査を通じ

て知ったモンゴルの人々の暮らし、ものの見方、価値観などを紹介します。 

経営学部 教授 松原 隆治 

 

漢字からみた中華文化圏の経済、社会と文化 

世界中使われている漢字は３種類があります。それは日本語の常用漢字の他、

主に中国大陸で使われている簡体字と台湾・香港などで使われている繁体字

です。三者の違いの分析を通じて、中華文化圏における経済、社会と文化の諸

現象も覗いてみましょう。 

その他のテーマ 企業文化、ベンチャービジネス、中国進出、華人経済圏 

経営学部 教授 盧 聰明 

 

中国語って、どんな言語？ 

中国語は漢字を使っているので日本人にとって学習しやすいと思われがちで

すが、同じ単語でも全く意味の違うもの、一部の意味が同じものがあります。

また、単なる挨拶表現にも中国語話者のものの考え方、捉え方が現れていま

す。簡単な表現を学びながら、中国という国を「言葉」の視点からみていきま

しょう。 

その他のテーマ 入門中国語、初級中国語 

経営学部 講師 日下部 直美 
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文化・国際 

「やさしい日本語」を学ぼう 

日本で生活する外国人や訪日外国人の増加に伴い、行政、医療、サービス等、

様々な分野で「やさしい日本語」が求められています。外国人だけでなく日本

人の高齢者、障がい者等、多くの人にとって理解しやすい日本語で、コミュニ

ケーションを取ってみませんか。「やさしい日本語」とは何かを考え、実際に

「やさしい日本語」に言い換えてみましょう。コツをつかむと、様々なところ

で活用できます。 

経営学部 准教授 伊藤 春子 

 

「異文化コミュニケーション」を学ぼう 

2020 年 12 月現在、日本で生活する外国人は約 289 万人となり、愛知県は

在留外国人数が多い都道府県の第２位となっています。日本社会は急速に国

際化しており、企業における外国人社員の採用も進んでいます。日常生活で異

文化に接することが増えている今、文化の特徴、コミュニケーションスタイル

の違い、異文化適応過程等を学び、「異文化」に対する理解を深めましょう。 

その他のテーマ 「異文化理解力を高めよう」 

経営学部 准教授 伊藤 春子 

 

知多の算額 

わが国には、数学の問題を記した絵馬を神社や仏閣に奉納する風習がありま

した。「算額」といい、いわば「文化としての数学」です。江戸時代に盛んで

した。ここ知多に現存する算額のいくつかを紹介します。 

経営学部 教授 田中 信幸 

 

マンボを保存しよう 

マンボとは、ため池に伴う地下の導水路のことで、その起源は、遠く西アジア

（イラン）のカナートではないか、と言われています。 

知多半島には大きな川がないので、農業用灌漑用水の不足に悩まされていま

した。その対応策が、ため池とマンボです。愛知用水が完成してからは、ため

池もマンボも用無しとなり次第に姿を消していますが、農業土木遺産として

保存すべきものではないでしょうか。 

経営学部 教授 松原 隆治 
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文化・国際 

哲学って何？ 

日々の生活の中でみなさんが「哲学」という言葉を口にすることはまず無いと

思います。せいぜい、テレビや本などを通じてたまに見聞きするぐらいのもの

でしょう。そこで、本講座では、「そもそも哲学とは何なのか」について、わ

かりやすく解きほぐしていきたいと思います。 

その他のテーマ 哲学 

リハビリテーション学部 教授 岸 貴介 

 

西中国山地の伝統産業と民俗芸能 

アニメ「もののけ姫」の舞台ともなった西中国山地（広島県・島根県・山口県）

における伝統産業と民俗芸能の変容過程を紹介します。 

経営学部 講師 髙崎 義幸 

 

英語力 0 からのアメリカ留学 

「留学したいけど英語に自信がない」「海外旅行は英語が話せないから不安」

私もそんな典型的な日本人の一人でした。35 歳まで英語と無縁ながらも、ア

メリカ大学院卒業し、リハビリテーションの国家資格も得ました。英語の高い

壁を作っているのは、私達自身なのです。世界中の人が、拙い英語を使います。

私の経験と英語力から、踏み出す勇気が得られます。 

その他のテーマ 留学、語学学習 

リハビリテーション学部 助教 竹内 佳子 

 

多文化共生とは  

～身近なことから多文化共生をめざそう～ 
愛知県には、約 27 万人という多くの外国人の方が「生活者」として地域に住

んでいます。みなさんのご近所でも、最近外国人の方をよく見かけるのではな

いでしょうか。地域に住む外国人の方と共に生きる「多文化共生」が今後求め

られている中、この講座で「多文化共生」とは何か、また、私たちが実践でき

る「多文化共生」について一緒に考えてみましょう。 

その他のテーマ 多文化共生のまちづくり、多文化共生の実践 

営学部 講師 松本 美紀 
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文化・国際 

私たちの地域の「日本語教室」を考えよう 

地域に住む外国人が増加している中、日本語教室の学習者の背景も多様化し

ています。また、それらを支援する多くが、日本語教育の専門家ではなく同じ

地域に住む人々〈ボランティア〉です。ボランティアである「私たち」が多様

化する地域日本語教室や学習者にできることは何かを考え、私たちの地域で

求められている地域に即した日本語教室のあり方を地域日本語教育の視点で

学びます。 

その他のテーマ 地域日本語教育、私たちの地域で求められる日本語教室、 

日本語支援をとおした多文化共生 

経営学部 講師 松本 美紀 

 

 

日本人の知らない日本語 

「日本語は難しい」こんなことばを聞いたことがありませんか？でも、日本語

の何が難しいのでしょうか？この講座では外国人に日本語を教えるための日

本語教育の知見から、日本のみなさんが知らない日本語をお伝えします。日本

語を客観的に見られると、英語や中国語の勉強にも役に立ちますよ。 

その他のテーマ 日本語、日本語教育、外国語学習 

留学生別科 講師 林 エミ 

 

 

「となりの外国人」に日本語を教えるなら？ 

日本で働き学ぶ「外国人」が増えています。それに伴い、急に職場の同僚に日

本語を教えることになったり、近所の外国人に「日本語を教えて」と頼まれた

りして困っている方も増えていると聞きます。そんなお悩み解決します。あな

たにもできる身近な国際協力！できる範囲で日本語を教えてみましょう！ 

その他のテーマ 日本語教育、多文化共生 

留学生別科 講師 林 エミ 
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文化・国際 

学びなおしの英語 

「英語を学びたいけれど、何をどのようにしたらいいのだろう。」そんな思い

はありませんか。英語を基礎から学びなおしたい人に、中学校で学習する程度

の文法の解説を中心に、「読む」「聞く」「話す」「書く」といった４技能の学習

方法を紹介します。 

その他のテーマ  

経営学部 教授 小島 伸之 

 

 

高校野球よもやま話 

今や国民的スポーツとなった高校野球。はつらつと白球を追い求める姿は

人々の感動を誘います。長い歴史の中でルールが変化し、道具も著しい進化を

遂げてきました。丸坊主というスタイルへの考え方なども変わってきました。

数々のエピソードを交えて、高校野球の歴史と変遷を紹介します。 

その他のテーマ  

経営学部 教授 小島 伸之 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ビジネス 
・ 

キャリア 
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ビジネス・キャリア 

エネルギー入門 

2011 年 3 月の福島第 1 発電所の事故後、日本のエネルギー政策が注目され

ています。本講座では、現在の日本のエネルギーミックスと政策、欧州の取り

組みについて紹介し、参加者全員で、今後の日本のエネルギーについて考えて

いきます。 

経営学部 教授 秋山 健太郎 

 

 

経営学入門 ―株式会社の発展― 

企業の歴史的発展（10 世紀のイタリアにおける有限責任出資者の出現、17

世紀初頭のオランダ東インド会社、20 世紀のアメリカ自動車企業等）と現在

のアメリカ、ドイツ、日本の株式会社の仕組みについて紹介し、参加者全員で、

今後の日本の株式会社について考えていきます。 

経営学部 教授 秋山 健太郎 

 

 

自然言語処理入門 

私たちが日常使っている日本語や英語などのような言葉を自然言語と呼びま

す。この自然言語をコンピュータで処理することが自然言語処理です。 

本テーマでは、こうした自然言語処理の考え方や身近な存在である仮名漢字

変換の仕組みなどを紹介します。 

その他のテーマ 自然言語、仮名漢字変換、翻訳 

経営学部 教授 加藤 省三 

 

 

クラウド・コンピューティングとは 

最近、企業や自治体などにおいて、情報システムの構築や運用のコスト低減に

向け、クラウド・コンピューティングのサービスが注目されています。 

本テーマでは、本格的なクラウド・コンピューティング時代を迎えるに当た

り、その動向や活用事例などを紹介します。 

その他のテーマ クラウド、インターネット、IT サービス 

経営学部 教授 加藤 省三 
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ビジネス・キャリア 

    ゲームで考える健康とビジネス健康とビジネス 

2015 年は日本初の家庭用テレビゲーム機が出て 40 年目にあたります。こ

の間に若者を中心に、娯楽としてもテレビゲームは文化として定着してきま

した。近年では、このテレビゲームを娯楽だけでなく、様々な用途に用いるた

めの研究が進められています。 

この講座では、健康維持やリハビリテーションのため、ビジネスのため、学校

教育のためといった様々な「ゲーム」を紹介します。 

その他のテーマ ゲーム、パチンコ、娯楽 

経営学部 教授 天野 圭二 

 

 

    e スポーツと地域活性化健康とビジネス 

e スポーツは産業としても興行としても最も注目されています。そして、e ス

ポーツが単純にスポーツと言うだけでなく、地域の活性化に非常に相性が良

いことがわかってきました。今や多くの地域で e スポーツを活用した地域活

性化の活動がされています。地方の活用事例を元に考察していきます。 

その他のテーマ e スポーツ、マーケティング、地方創生、地域活性化 

経営学部 講師 堀川 宣和 

 

 

    貿易ゲームで学ぶフェアトレード康とビジネス 

貿易とは本来輸出する側、輸入する側の双方に利益をもたらすものですが、実

際には先進国に有利で不公平な貿易が行われています。貿易ゲームを通じて

先進国と途上国の差や、フェアトレード（Fair Trade）の必要性およびメリ

ット・デメリットを学習しましょう。 

その他のテーマ  

経営学部 准教授 中岡 伊織 
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ビジネス・キャリア 

安心・安全なインターネット活用術 

スマートフォンの普及により、いつでもどこでも最新の情報をインターネッ

トから得られるようになりました。一方で情報機器の操作が苦手な方や、情報

の取捨選択能力が身についていない子供など、社会的な対応が求められる事

柄も生まれてきています。 

私たちの暮らしを豊かにするために、インターネットとどう付き合っていけ

ばよいのか。安心・安全をキーワードにお話しします。 

その他のテーマ 情報モラル、情報セキュリティ、デジタルアイデンティティ 

経営学部 教授 野村 淳一 

 

 

スポーツ指導者を育てるには 

本学のスポーツマネジメントコースに所属する学生たちのこれまでの取り組

みを事例に紹介します。地域貢献への寄与やスポーツイベントの補助、青少年

スポーツ指導など、指導者専門的知識から組織をまとめるマネジメントのこ

とまで大学生が指導者として育つ過程を紹介し、今後の地域のスポーツ指導

者育成の布石とします。 

経営学部 教授 横井 康博 

 

 

キャリア意識の形成のために 

～未来像を描ける子供に育てるには～：実習を交えて 

子ども達が自己の未来像を思い描けなくなっています。「進路指導」というと、

成績進学相談だと思っている中高校生が多くいます。どのように接していけ

ば、彼等は自己の人生を愛おしみつつ、未来を設計していけるのでしょうか。

共に考えてみましょう。 

その他のテーマ 「コミュニケーションスキルを身につけよう：実習を交えて」 

キャリア形成、保護者の役割、グループエンカウンター、爽やか

な自己主張、傾聴 

経営学部 教授 赤岡 美津子 
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ビジネス・キャリア 

渋沢栄一と理念経営（ビジョナリー経営） 

ビジョナリー経営と呼ばれる理念を共有浸透している組織（企業）は強いとさ

れています。また、渋沢栄一は「右手に算盤、左手に論語」と 100 年以上前

に「道徳経済合一説」を唱えています。これらを基にした組織のあり方につい

て解説します。 

「日本でいちばん大切にしたい会社」に選ばれた企業の事例などを基に、理念

経営（ビジョナリー経営）についての講座を実施します。 

その他のテーマ ソーシャルビジネス、人を大切にする経営、素材ブランディン

グ 

経営学部 准教授 松原 茂仁 

 

 

企業の農業参入 

農業の担い手の減少や高齢化により、耕作放棄地などの農地の問題や、持続可

能な食料供給など、農業の分野には課題が山積しています。そんな中、第 2 次

産業や第 3 次産業の企業による農業参入の事例が増えてきています。具体的

な事例を基に、農業参入を考える企業様や、最新の情報を知ってより良い消費

者になるためなど、企業向けや市民向けなど対象者に合わせた内容にアレン

ジした講座を実施したいと思います。 

その他のテーマ 酒米山田錦の村米制度、酒米生産地と新連携・新流通、植物工

場の現状と課題 

経営学部 准教授 松原 茂仁 

 

 

社会調査の方法 

社会問題を調べようとする際、よく用いられる方法に社会調査があります。本

講座ではアンケートやインタビューなどの量的・質的社会調査を行う際に注

意すべき点や設問票の作り方、集計、分析方法などを紹介します。 

経営学部 講師 髙崎 義幸 
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ビジネス・キャリア 

NPO と我々 

勤労者 OB・OG となって、一日中、自宅にこもって過ごすことは、本人にと

っても社会にとっても、決して望ましいことではない。その際の選択肢の 1 つ

が、NPO と関わっておこなう社会参加である。話の順序は次の通りである。

まず最初に、「NPO とはいかなる組織か」を説明する。次に、われわれ勤労者

OB・OG は、NPO といかに関わっていったらよいかについて話す。そして最

後に、「結び」を述べる。 

経営学部 教授 小島 廣光  

 

 

気づきから理解へ、理解から責任ある行動へ。 
「Project Wild」「Project Wet」エデュケーター講座 

プロジェクト･ワイルドとは、「自然や環境のために行動できる人」を育てる環

境教育プログラム。プロジェクト・ウェットは体験学習法にもとづき、水に対

する「気づき」を促し、学びを深め、「責任感」と 「社会参加意識」を高めま

す。エデュケーターを取得することで学校の授業やイベント、企業活動など

様々な場面で活用できます。 

その他のテーマ SDGｓ、アクティブ・ラーニング、環境教育プログラム、環境

配慮行動 

経営学部 准教授 谷口 庄一 

 

 

まちづくりワークショップ・ファシリテーター入門講座 

まちづくりワークショップの企画・運営手法から、まちづくりワークショップ

のファシリテーターとして活躍するためのファシリテーションの基本を学び

ます。 

その他のテーマ まちづくり、ワークショップ、ファシリテーター 

経営学部 准教授 谷口 庄一 
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ビジネス・キャリア 

古典から学ぶ経営学 

この講座では、会社の中で働いている人についてどのような見方をしている

のか（人間観）に焦点をあて、経営学部でまず学ぶことになる「古典」といわ

れる理論についての理解を深めます。さらに、その理論が現代、様々な会社に

おいてどのように応用されているかについて解説します。 

その他のテーマ  

経営学部 准教授 杉浦 優子 

 

 

人材多様化時代における組織での良好な人間関係の保ち方 

40 歳近くも年の離れている人同士が働く会社組織。年齢のみならず価値観や状況（育児

や介護が必要）、リモートワークが一般化する等、就業環境までもが多様化している昨今

のビジネス社会では、価値観の違いによって様々な軋轢が発生しています。そこで各人が

良好な人間関係を保ちつつ、パフォーマンスを発揮できる組織となるための意識や行動、

コミュニケーション法について解説した後、グループ内で共有や実践を行うことで体得

します。 

その他のテーマ 人的資源管理、キャリア、採用、人材育成、コミュニケーショ

ン、メンタルヘルス、リーダーシップ、モチベーション、組織

社会化等 

経営学部 准教授 高濱 優子 



 

 

 

 

 

  

第1希望

第2希望

第3希望

第1希望

第2希望

第3希望

 TEL : 052-221-9884

 E-mail : koryu@seijoh-u.ac.jp

講演タイトル 講師名

講演タイトル 講師名

:　　　　　　～　　　　　　:

:　　　　　　～　　　　　　:

講演日時

※以降、2講座を申し込みされる場合はご記入ください。 1講座での申し込みの場合、記入の必要はありません。

:　　　　　　～　　　　　　:年　　　月　　　日 （　　　）

年　　　月　　　日 （　　　）

年　　　月　　　日 （　　　）

 メッセージ欄

※特記事項がございましたら、ご記入ください。

（大学開放支援室）

講演日時

:　　　　　　～　　　　　　:

:　　　　　　～　　　　　　:

年　　　月　　　日 （　　　）

年　　　月　　　日 （　　　）

年　　　月　　　日 （　　　） :　　　　　　～　　　　　　:

星城大学　地域センター

郵便番号

 〒　　　　-

住所

星城大学　講師派遣申込書

担当者名 （フリガナ）申込団体名 （フリガナ）

申込希望の方は下記項目にご記入後、FAX（052-601-6010）又は電子メール（koryu@seijoh-u.ac.jp）へ送信ください

申込日              年　　　月　　　日

電話番号 FAX番号 E-mail

 〒　　　　-

講演会場（予定） 聴講者数（予定）

名

郵便番号 住所

講師料※

円

交通費※

円

※講師料、交通費等ご負担いただける費用については、貴団体

の規定に準じます。（講師料・交通費の有無、金額設定等）
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自治体や民間の企業が主催する講座に講師を派遣いたします。 

講座のテーマの一覧をご覧いただき、お問合わせください。 

また、本誌に掲載された内容以外のテーマについてもご相談ください。 

 

■お問合わせ先 

星城大学 地域センター（大学開放支援室） 

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-4-10 

TEL：052-221-9884 

E-mail：koryu@seijoh-u.ac.jp 


