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中国学園大学
ノートルダム清心女子大学岡山学院大学・川崎医科大学

川崎医療福祉大学・倉敷芸術科学大学
くらしき作陽大学

吉備国際大学

新見公立大学

就実短期大学
山陽学園短期大学
中国短期大学

津山工業高等専門学校

新見公立短期大学

倉敷市立短期大学

『吉備創生カレッジ』とは？
　吉備創生カレッジは、大学コンソーシアム岡山と山陽新聞社が2007（平成19）年４月から共催方

式で開講している生涯学習講座です。

　4月から9月までを前期、10月から3月までを後期として年間約80講座を開講し、地域に根ざした

生涯学習拠点を目指しています。

　講師は主として大学コンソーシアム岡山加盟校の大学教員が務め、山陽新聞社本社ビルの会

場（「さん太キャンパス」）に、地域づくり、歴史、文化、教育、医療福祉、社会、生活、科学などの

領域で、各大学の特色を活かした多彩な講座を用意しています。

『大学コンソーシアム岡山』とは？
　“岡山の優れた環境・歴史・文化をベースにして、望ましい地域創生を目指す”ことを設立理念

に2006（平成18）年４月に発足しました。

　岡山県内の大学、一部短大など計23の高等教育機関及び岡山県、岡山経済同友会などから成る産

学官の連携組織です。

　大学教育事業部、社会人教育事業部、産学官連携事業部を擁し、教育・研究力と地域力の一層の

向上を目指す事業展開に向かって鋭意取り組みを進めています。

大学コンソーシアム岡山を構成する
県内17大学・県内短大等

大学コンソーシアム岡山第7期会長

　槇 野　博 史（岡山大学長）
※平成30年4月1日付就任予定

事務局：岡山理科大学内
〒700-0005 岡山市北区理大町1－1
 TEL/FAX.086－256－9771
URL http://www.consortium-okayama.jp/
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平成30年4月13日（金）10:00～11:30
城下町勝山の町並みと伝統的建築物
平成30年4月20日（金）10:00～11:30
高校生が街の人との交流で触れた素顔の勝山
平成30年4月27日（金）10:00～11:30
真庭市の中での城下町勝山のこれから

文科省COC+事業として勝山高校生徒と城下町を紹介
するビデオを作成した。内容は勝山の歴史的町並みの
紹介と、高校生による町の人へのインタビュー・まとめと
発表である。この映像を使って勝山の魅力を紹介する。

■定員：50名　 ■提供：山陽学園大学　 ■講師の専門分野：建築歴史・市街地景観　 ■受講料：2,270円

高校生と調べた城下町勝山

平成30年5月9日（水） 18:30～20:00
笑い学概論
平成30年5月16日（水）18:30～20:00
笑い学の最前線
平成30年5月23日（水）18:30～20:00
笑い学の今後（自身の研究も踏まえて）

1994年7月9日（泣く）に大阪で日本笑い学会が誕生
し笑い研究は益々発展しました（会員約千名。岡山支
部有り）。理事の立場から学会の研究成果を紹介し（皆
さんと笑いながら）笑いを議論できたらと思います。

■定員：20名　 ■提供：岡山理科大学　 ■講師の専門分野：国語科教育学・方言学・法教育学・笑い学
■受講料：2,270円

笑い学　概論

平成30年5月25日（金）18:30～20:00
『砂の器』を読む
平成30年6月8日（金） 18:30～20:00
『黒い福音』と『聖獣配列』を読む
平成30年6月22日（金）18:30～20:00
松本清張の新興宗教観

社会派ミステリー作家として有名な松本清張である
が、彼の真意はミステリー、サスペンスさらにはノン
フィクションを通して日本社会を告発することにあっ
た。代表作等を通してその告発を見ていきたい。

■定員：70名　 ■提供：ノートルダム清心女子大学　 ■講師の専門分野：日本近代文学　 ■受講料：2,270円

松本清張と日本社会

平成30年6月30日（土）15:30～17:00
導入～漢詩の読み方／方谷詩講読①
平成30年7月7日（土） 15:30～17:00
方谷詩講読②
平成30年7月14日（土）15:30～17:00
方谷詩講読③

山田方谷の漢詩を読みます。中国古典詩（＝漢詩）
の専門的な読み方をまじえながら、方谷詩の世界を
一緒に読み解いていきましょう。

■定員：30名　 ■提供：岡山理科大学　 ■講師の専門分野：中国古典文学　 ■受講料：2,270円
■受講者への連絡事項：漢和辞典があると、字句を調べながら講座を聴くことができます。

山田方谷漢詩講読

平成30年6月18日（月）18:30～20:00
国際姉妹都市交流の歴史
平成30年7月9日（月） 18:30～20:00
さまざまな国際姉妹都市交流
平成30年7月23日（月）18:30～20:00
岡山県内の自治体の国際姉妹都市交流

「姉妹都市」という言葉を聞いたことがあると思いま
す。では、その姉妹都市の交流とはどのようなもので
しょうか。この講座では、国際姉妹都市交流の意義
や交流内容について理解したいと思います。

■定員：30名　 ■提供：新見公立大学　 ■講師の専門分野：国際交流　 ■受講料：2,270円
■受講者への連絡事項：可能でしたらお住まいの自治体の姉妹都市交流について調べたうえで受講されることをおすすめします。

国際姉妹都市交流を知る

平成30年6月6日（水） 18:30～20:00
栄養と運動の現状チェック
平成30年6月20日（水）18:30～20:00
栄養と運動の問題点と改善策
平成30年7月4日（水） 18:30～20:00
運動を実施するための栄養学

健康増進のためには食事、運動、休養のバランスが
大切です。本講座では、自身の栄養や運動の状況を
チェックし振り返るとともに、運動の実施に必要な
栄養学に関する知識を解説します。

■定員：50名　 ■提供：環太平洋大学　 ■講師の専門分野：スポーツ栄養学　 ■受講料：2,270円

健康増進のための栄養学

平成30年6月4日（月） 18:30～20:00
社会保障と税の一体改革の動向
平成30年6月21日（木）18:30～20:00
同改革の年金、医療、介護の政策内容
平成30年7月11日（水） 18:30～20:00
子ども、子育て支援制度とは

2012年6月に当時の自民党、公明党、民主党の３党
が合意をしました。この講座では、３党合意の消費税の
引き上げやその財源による年金、医療、介護、子育て等
の改革についてわかりやすく解説いたします。

■定員：50名　 ■提供：中国短期大学　 ■講師の専門分野：社会福祉政策　 ■受講料：2,270円
■受講者への連絡事項：社会保障についてのテレビのニュ－ス、新聞記事を毎日見てください。

社会保障と税の一体改革とは

講師
保科  圭汰
北海道生まれ。修士（食
品栄養科学）。酪農学園
大学卒業後、管理栄養
士免許を取得。専門は、

スポーツ栄養学でトップアスリートから
運動愛好家まで幅広く指導している。

教授
山内  圭
1965年静岡県生まれ。
新見公立大学で英語と
国際交流を担当。1998
年から地元の姉妹都市交

流に関わるとともに姉妹都市交流につい
て研究を始める。2012年国際姉妹都市
協会年次大会シンポジウム登壇。

平成30年4月12日（木）18:30～20:00
伝え方のデザイン
平成30年4月26日（木）18:30～20:00
使い方のデザイン
平成30年5月10日（木）18:30～20:00
体験のデザイン、まとめ

美しさや使いやすさなど、さまざまなモノやコトは
デザインされています。それを支える技術や仕組み
を解説・観察しながら、生活の中にあるデザインに
ついて講義を進めます。

■定員：20名　 ■提供：岡山県立大学　 ■講師の専門分野：情報デザイン　 ■受講料：2,270円

生活の中のデザイン 講師
尾崎  洋
京都工芸繊維大学卒。
デザイン事務所勤務、
京都大学総合情報メデ
ィアセンター（現学術

情報メディアセンター）勤務を経て、
2006年9月から現職。

講師
奥野  新太郎
1983年福岡県生まれ。
九州大学文学部卒、同
大学院人文科学府博士
後期課程単位取得後退

学。博士（文学）。九州大学大学院人文
科学研究院助教を経て、現在は岡山理
科大学教育学部中等教育学科講師。

教授
綾目  広治
日本近代文学、中でも
大正から平成の今日に

いたる文学を研究対象にしている。

准教授
札埜  和男
1962年大阪府生まれ。
慶應義塾大学法学部卒
業。博士（文学・大阪大
学）。京都教育大学附属

高校国語科教諭を経て2017年岡山に
赴任。著書に『大阪弁「ほんまもん」講座』
（新潮新書）など。日本笑い学会理事。

教授
澁谷  俊彦
和気郡生まれ。
岡山大学を経て神戸大
学大学院（修士）修了。
山陽学園大学教授。岡

山県環境審議会景観部会長・倉敷市
伝統的建造物群等保存審議会会長。
著書は「日本の町並み」山川出版等

教授
松井  圭三
国の社会保障（年金、医
療、介護、子育て等）政
策の決定過程を研究し
ています。また、ＮＩＥ（教

育に新聞を）教育も実践しています。

consortium
線

consortium
テキストボックス
7月7日の振替日：７月21日(土)15:30～17:00 
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平成30年5月11日（金）18:30～20:00
ストレッチで骨を使う～身体は硬くない～
平成30年5月18日（金）18:30～20:00
身体から「あそび」をとる～意外な力が～
平成30年5月19日（土）18:30～20:00
ナンバで走る、ナンバで介護

現在介護をしている方（自宅・仕事を問いません）と
マラソンをやりたい方やもっとタイムを縮めたい方
を対象に、楽に介護することと、楽に走ることの共
通点を実体験で学びます。

■定員：30名　 ■提供：吉備国際大学　 ■講師の専門分野：社会福祉学　 ■受講料：2,270円
■受講者への連絡事項：動きやすい服装でお越しください。

楽々介護もフルマラソンも！

平成30年6月14日（木）18:30～20:00
がんの成り立ちとがん予防
平成30年6月28日（木）18:30～20:00
最新のがん治療（1）
平成30年7月12日（木）18:30～20:00
最新のがん治療（2）

『がん』に関する情報が氾濫する今、実際にがん治療に
携わる立場から、がんの成り立ち、がん予防、最新のが
ん治療について解説します。そして『がん』になっても
幸せに生活できる方法を一緒に考えたいと思います。

■定員：70名　 ■提供：岡山大学　 ■講師の専門分野：血液・腫瘍内科学　 ■受講料：2,270円

『がん』を正しく知ろう

平成30年5月17日（木）18:30～20:00
むし歯の原因と予防 講師  仲 周平
平成30年5月24日（木）18:30～20:00
歯周病の原因と予防 准教授  稲葉 裕明
平成30年5月31日（木）18:30～20:00
口腔細菌と全身疾患 教授  仲野 道代

むし歯と歯周病は歯科における二大疾患といわれて
います。むし歯や歯周病の原因と予防についてのお
話や、口腔内細菌がからだの健康に及ぼす影響につ
いてお話しします。

■定員：70名　 ■提供：岡山大学　 ■講師の専門分野：齲蝕および歯周病に対する基礎的・臨床的研究
■受講料：2,270円

口腔細菌とからだの健康

平成30年6月23日（土）10:00～11:30
自律訓練法で心身のリフレッシュ
平成30年6月30日（土）10:00～11:30
自律訓練法と認知の変容
平成30年7月7日（土） 10:00～11:30
自律訓練法とイメージ遊び

自己肯定感を高める自律訓練法などの演習を通して
心身ともにすっきりさせるストレスマネジメント法を
身に付けていきます。至福の時を過ごしましょう。

■定員：30名　 ■提供：岡山学院大学・岡山短期大学　 ■講師の専門分野：イメージトレーニング
■受講料：2,270円

自己肯定感を高めるために

平成30年4月21日（土）10:00～11:30
メタボリックシンドロームと食事
平成30年5月19日（土）10:00～11:30
骨粗鬆症の予防と食事
平成30年6月16日（土）10:00～11:30
ロコモティブシンドロームと食事

健康チェックや骨密度測定を含めた参加型の食事管
理の講座です。受講生の気持ちが晴れ晴れになるよ
うに一生懸命に務めます。
キーワード：介護予防・健康活き活き

■定員：20名　 ■提供：岡山学院大学・岡山短期大学　 ■講師の専門分野：臨床栄養学　 ■受講料：2,270円

『出張！！栄養長寿教室』

平成30年8月17日（金）15:30～17:00
高齢者に多い歩行障害とその予防体操
平成30年8月31日（金）15:30～17:00
健康寿命を延ばすウォーキングの紹介
平成30年9月14日（金）15:30～17:00
杖や道具を使ったウォーキングの紹介

高齢者に多い歩行障害や運動障害について話をさせ
ていただきます。足・腰の障害を防ぐ効果的な運動や
ウォーキングを紹介させていただき、ウォーキングをす
ることによって健康寿命が延びることを紹介します。

■定員：70名　 ■提供：川崎医療福祉大学　 ■講師の専門分野：リハビリテーション、理学療法
■受講料：2,270円

健康づくりのウォーキング 准教授
吉村  洋輔
岐阜県生まれ。
川崎医療福祉大リハビ
リ学科卒。理学療法士、

博士（リハビリテーション学）、介護支援
専門員。藤田保健衛生大学病院リハ部、
大阪電通大リハ工学研究室研究員を経
て、現在、川崎医療福祉大学准教授。

助教
平野  聡
1986年浅口郡里庄町
生まれ。
岡山学院大学人間生活

学部卒業後、薬局や病院勤務において
約1000人の食事相談をおこなってい
る。「管理栄養士」「介護支援専門員」
「NST専門療法士」取得。

講師
鈴木  久子
臨床心理士、ガイダンス
カウンセラー、自律訓練
療法士、上級教育カウン

セラー、産業カウンセラー。岡山県教育
カウンセラー協会会長。日本教育カウ
ンセリング学会理事。著書「すっきり体
操を始めませんか」等。

助教
西森  久和
2001年岡山大学医学
部卒業。呉共済病院、が
ん研有明病院での研修

を経て現職。2014年、岡山県がんの教
育推進協議会委員就任をきっかけに、
岡山県の中・高等学校で「がん教育」の
出前授業をおこなっている。

准教授
松原  浩一郎
吉備国際大学陸上競技
部部長、吉備高原マラ
ソン愛好会主宰、古の

日本人の身体操作（ナンバ）を研究し
ながら、マラソンや介護に活用する方
法を実践している。

平成30年4月13日（金）15:30～17:00
介護保険の基本的な仕組み
平成30年4月20日（金）15:30～17:00
介護保険の改正動向と地域包括ケアシステム
平成30年4月27日（金）15:30～17:00
高齢者福祉と地域福祉

介護保険制度は幾度の改正を経て、地域包括ケアシス
テムの具現化を目指しつつあります。今回の講座では、
基本的な介護保険制度の仕組みを学んだ上で、地域づ
くりとしての地域包括ケアシステムについて考えます。

■定員：50名　 ■提供：岡山県立大学　 ■講師の専門分野：社会保障論　 ■受講料：2,270円

介護保険と地域づくり 准教授
岩満  賢次
1978年岡山市生まれ。
岡山県立岡山城東高校
を経て、岡山県立大学

保健福祉学部卒。現在は、岡山県立大
学保健福祉学部において社会保障論、
公的扶助論、社会福祉政策論などを担
当している。

准教授
稲葉 裕明

教授
仲野 道代

講師
仲 周平

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　
小児歯科学分野の３人の教員が講義し
ます。

consortium
線

consortium
テキストボックス
7月7日の振替日：７月28日(土)10:00～11:30
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平成30年7月5日（木） 15:30～17:00
「がん」の原因と予防
平成30年7月19日（木）15:30～17:00
「がん」の最新の診断
平成30年8月2日（木） 15:30～17:00
「がん」の最新の治療

2012年に『「がん」についての考察』として科目提
供しましたが、その後の「がん」に関連する最先端の
話題を提供します。予防・診断・治療などについてわ
かりやすく説明いたします。

■定員：50名　 ■提供：川崎医科大学　 ■講師の専門分野：衛生学・血液学・腫瘍学　 ■受講料：2,270円

「がん」について　シーズン2

平成30年7月5日（木） 18:30～20:00
先端医療を支える臨床工学技士 准教授  小野 淳一
平成30年7月19日（木）18:30～20:00
電磁波が医療機器や人体へ与える影響
 副学科長・准教授  茅野 功
平成30年7月26日（木）18:30～20:00
人工透析のしくみ 学科長・教授  望月 精一

さまざまな医療機器を使って現代医療を支え、安全・
安心の医療を提供している臨床工学技士の仕事を紹
介しながら、電磁波の医療機器や人体に与える影響や
人工透析など、最新医療の一端を紹介します。

■定員：50名　 ■提供：川崎医療福祉大学　 ■講師の専門分野：生体医工学　 ■受講料：2,270円

医療機器が支える先端医療

病院や診療所へ行くと、「じゃあ検査しましょう」とよ
く言われませんか? また検査ばかりとうんざりすること
もあるのでは? なぜそんなに検査が大事なのでしょう? 
検査を専門にする立場からお話しいたします。

■定員：70名　 ■提供：川崎医療福祉大学　 ■講師の専門分野：臨床検査　 ■受講料：2,270円

身体を守る臨床検査

平成30年4月12日（木）15:30～17:00
認知症を理解しよう
平成30年4月19日（木）15:30～17:00
認知症予防－生活の観点から－
平成30年4月26日（木）15:30～17:00
認知症の看護介護について

平成30年5月16日（水）15:30～17:00
臨床検査は健康の番人 学科長・特任教授  通山 薫

平成30年6月6日（水） 15:30～17:00
採血から検査結果が出るまで 特任講師  野田 幸代

平成30年6月20日（水）15:30～17:00
微生物検査はなぜ必要？ 特任教授  山田 作夫

認知症に関する情報はたくさんあります。その中か
ら認知症にならないための生活の工夫や、看護介護
の実際をご紹介しながら一緒に学んでいきたいと思
います。

■定員：40名　 ■提供：山陽学園大学　 ■講師の専門分野：医療福祉　 ■受講料：2,270円

認知症予防と介護のコツ

平成30年4月21日（土）15:30～17:00
日韓関係論１（過去）
平成30年5月12日（土）15:30～17:00
日韓関係論２（現在）
平成30年5月26日（土）15:30～17:00
日韓関係論３（未来）

なぜ日本は近代化に成功し、朝鮮は失敗したのか？いま
両国は、互いに抱える諸問題を如何に克服し、今後反目
を超えた提携をどのように取るべきなのか？これらの課
題について、受講生皆さんと共に考えて議論します。

■定員：50名　 ■提供：吉備国際大学　 ■講師の専門分野：国際学（現代アジア論）　 ■受講料：2,270円

日韓関係の過去と現在、未来

平成30年5月28日（月）18:30～20:00
少年非行とその対応
平成30年6月11日（月）18:30～20:00
少年非行をめぐる昨今の状況
平成30年6月25日（月）18:30～20:00
少年非行と社会・家庭の責任

「少年法」の理念に立ち返りながら、少年非行への対
応の在り方を検討します。また、少年法の適用年齢
の問題にも触れながら、われわれが少年非行にどう
向き合うべきかを考えていきたいと思います。

■定員：50名　■提供：岡山商科大学　■講師の専門分野：刑事法学　■受講料：2,270円
■受講者への連絡事項：講義中にアンケートを行います。結果をできるだけ講義内容に反映させたいと考えていますので、 
　　　　　　　　　　　 ご協力いただけると幸いです。（当然、秘密は厳守します。） 

少年非行を考える

平成30年5月29日（火）15:30～17:00
個人情報のお値段は？－個人情報流通と保護
平成30年6月12日（火）15:30～17:00
顔と名前は誰のもの？－個人情報の哲学
平成30年6月26日（火）15:30～17:00
個人情報の未来－人工知能と IoT

個人情報の「値段」はいくら？ネット通販や検索は個人
情報のおかげで便利？スナップ写真は肖像権の侵害？
顔と名前は誰のもの？私たちの暮らしと個人情報のか
かわりを、哲学や倫理学の観点から考えます。

■定員：40名　 ■提供：吉備国際大学　 ■講師の専門分野：情報倫理学・科学技術史　 ■受講料：2,270円

個人情報と私たちの暮らし

講師
上野  瑞子
2006年岡山県立大学
大学院保健福祉学研
究科看護学専攻修了。

看護師として30年精神看護領域で多
くの認知症高齢者と関わり、2012年か
ら認定看護管理者として看護の発展に
寄与すべく活動を実践しています。

教授
李  分一
1958年韓国生まれ、
韓国慶熙大卒業。上智
大学大学院（博士・国

際関係論）、上智大学国際関係所研究
所助手。1994年より吉備国際大学講
師、助教授、教授。現代韓国と民主主
義、東アジア国際変動論等著書多数。

准教授
白井  諭
1977年愛知県生まれ。
東北大学大学院法学研
究科博士課程後期退学。

修士（法学）。大阪経済法科大学法学
部専任講師などを経て2015年より
現職。専門は刑事法学（とくに刑事訴
訟法学）。

准教授
大谷  卓史
1967年千葉県生まれ。
著書に、『情報倫理』（み
すず書房）、『情報倫理

入門』（編著、土屋俊監修。アイ・ケイ
コーポレーション）、ソロブ『プライバ
シーの新理論』（訳、みすず書房）など。
文学修士。 

教授
大槻  剛巳
1981年、川崎医科大学
卒業。1996年まで血液
内科医として研究・診療

に従事。その後、衛生学に転じ、日本衛
生学会副理事長、社会医学系専門医協
会理事を務める。繊維状粒子状物質の
免疫影響が主要研究テーマ。

川崎医大病院
の中央検査部
長を兼務して
おります。

川崎医大中央
検査部で血液
検査を担当し
ていました。

微生物学を
専門として
40年以上
たちます。

特任講師
野田 幸代

特任教授
山田 作夫

学科長・特任教授
通山 薫

人工臓器に関す
る研究と医療機
器開発、修士（文
化科学）

環境電磁工学と
医療機器の安全
性に関する研究、
博士（工学）

人工臓器と血
管機能に関す
る研究、博士
（化学工学）

副学科長・准教授
茅野 功

学科長・教授
望月 精一

准教授
小野 淳一

※野田幸代：特任講師（H30年4月1日  本学就任予定）
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平成30年5月14日（月）15:30～17:00
今から始めるリタイアメントプランニング
平成30年5月28日（月）15:30～17:00
自分らしく暮らすために
平成30年6月11日（月）15:30～17:00
エンディングに向けて

長寿社会を迎え、30年間のセカンドライフを生き抜く
ために必要となるファイナンシャルプランニング（目標
設定や資金計画など）を分かりやすく解説します。ご一
緒に「これからの生き方」について考えてみましょう。

■定員：50名　 ■提供：岡山商科大学　 ■講師の専門分野：ファイナンシャルプランニング
■受講料：2,270円

自分らしく生きる

平成30年7月6日（金） 10:00～11:30
タッピングであなたの心と体が健康に。
平成30年7月20日（金）10:00～11:30
タッピングで良くなるあなたの人間関係。
平成30年8月3日（金） 10:00～11:30
タッピングで高まるあなたの能力。

科学は、ストレスが健康を蝕む仕組みを解明し、人
間関係も自分の能力も、心を整えると良くなると明
らかにしています。誰でもが手軽に行えるタッピン
グは、これらに大変効果的な手法です。

■定員：40名　 ■提供：吉備国際大学　 ■講師の専門分野：メンタルトレーニング　 ■受講料：2,270円

タッピングで健康と快適生活

平成30年5月21日（月）15:30～17:00
性格検査で自分の性格を診断する
平成30年6月4日（月） 15:30～17:00
場に合わせる人と自分の信念で動く人
平成30年6月25日（月）15:30～17:00
自己解決型の人と他者依存型の人

性格は、人の行動や考え方を決定し、ひいては人の対
人関係、心身の健康、幸福感などに影響を及ぼします。
最新の性格心理学の知見を通して、自分の意外な側面
を知り、幸福でポジティブな生き方を探究しましょう。

■定員：70名　 ■提供：岡山商科大学　 ■講師の専門分野：心理学　 ■受講料：2,270円

性格と幸福な生き方

平成30年4月11日（水）15:30～17:00
食生活と健康①　食事と健康の関係
平成30年4月25日（水）15:30～17:00
食生活と健康②　食事と健康の最新情報
平成30年5月9日（水） 15:30～17:00
食習慣を変えるアプローチ

体に悪いと思いながら、ついつい変えられない習慣
は、どなたにもあると思います。食生活と健康の関
連を押さえながら、どのようにすれば食習慣を変え
られるか一緒に考えてみたいと思います。

■定員：30名　 ■提供：美作大学　 ■講師の専門分野：栄養教育 　 ■受講料：2,270円

食生活と健康

平成30年5月11日（金）15:30～17:00
運動とカラダ～進化の過程から～
平成30年5月25日（金）15:30～17:00
運動と肥満～なぜヒトは太るのか？～
平成30年6月8日（金） 15:30～17:00
運動と脳～運動で頭が良くなるの？～

運動は、私たちのカラダだけでなく脳の健康に重要な役
割を果たしています。どんな運動が私たちの健康に効く
運動なのでしょうか。身体と運動の不思議を紐解きながら
運動の役割や意義について学び実践してみましょう。

講師
森村  和浩
博士（スポーツ健康科
学）福岡大学スポーツ
科学部・助教を経て、

就実大学教育学部講師。体力改善、メ
タボ、生活習慣病や認知症に関する
運動処方研究や体力・身体活動と脳
に関する研究に携わる。

准教授
土海  一美
鳥取県生まれ。
美作大学 生活科学部 
食物学科卒業。香川

大学大学院 医学系研究科 社会環境
病態医学専攻修了 　博士（医学）。管
理栄養士。大学では栄養教育論を担
当している。

平成30年4月20日（金）18:30～20:00
仕入の見直し
平成30年6月15日（金）18:30～20:00
商品管理、売上総利益（粗利益）の見直し
平成30年6月29日（金）18:30～20:00
在庫管理

仕入がなければ売上はない。実は仕入がスタートで
す。仕入にはセンスも必要です。売れない商品は、在庫
を発生させます。在庫は、全て売れるとは限りません。
売上を生み出す仕入・在庫について学びませんか。

■定員：30名　 ■提供：中国学園大学　 ■講師の専門分野：会計学・租税法　 ■受講料：2,270円

仕入・在庫管理について学ぶ 講師
大城  隼人
名古屋経済大学大学院
会計学研究科、同法学
研究科、税理士事務所

等を経て、現職。会計・税務主に国際租
税法を専門とし、著書多数。修士（会計
学）、博士（法学）、日本公認会計士協会
「学術賞」受賞。

准教授
海宝  賢一郎
1966年千葉県生まれ。
1991年中央大学商学
部卒。不動産会社を経

て、2000年よりファイナンシャルプラ
ンナーとして個人向けコンサルティング
業務に携わる。2012年より岡山商科大
学にて教鞭を執る。

教授
前田  健一
1949年佐賀県生まれ。
奈良県で小学校から大
学まで過ごす。広島大

学大学院、琉球大学助手、愛媛大学教
授、広島大学教授を歴任し、2013年4
月から現職。子どもの発達や教育に関
する心理学の論文・著書多数。

教授
竹内  研
1957年岡山県津山市
出身。筑波大学卒業、
岡山大学大学院修士

課程教育学専攻終了。筋力トレーニン
グの専門家を経て、日本代表選手等色
々な種目のトップアスリートを指導。現
在、メンタルコーチとして指導を行う。

■定員：50名　 ■提供：就実大学　 ■講師の専門分野：スポーツ健康科学、運動生理学　 ■受講料：2,270円

カラダと脳に効く運動の科学

平成30年8月8日（水） 10:00～11:30
自分の身体を見直そう 助教  國本 あゆみ
平成30年8月29日（水）10:00～11:30
食事バランスガイドを活用してみよう
 教授  向井 潤子
平成30年9月12日（水）10:00～11:30
健康で長生きするために 助教  松井 佳津子

社会の高齢化が加速するなか、寿命の延長よりも健
康寿命を延ばすことが重要とされています。簡単な
健康チェックを取り入れます。自分の身体や食習慣
を見つめなおすきっかけを作りませんか？

■定員：30名　 ■提供：山陽学園短期大学　 ■講師の専門分野：給食の運営　 ■受講料：2,270円

食と健康

教授
向井 潤子

助教
松井 佳津子

助教
國本 あゆみ

山陽学園短期大学食物栄養学科の3人の
教員が講義します。

博士（栄養学）、
栄養学

教育学修士、
栄養指導

修士（学術）、
給食経営管理
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教授
豊田  和弘
1966年生まれ。
四日市高校を卒業後、
三重大学農学部、同

大学院修士課程を経て、岡山大学博士
課程へ進学・修了。日本学術振興会特別
研究員、岩手生物工学研究センター研
究員を経て、現在に至る。

准教授
柳原  衞
岡山大学大学院理学
研究科修士課程修了、
医学博士、岡山大学医

学部併任講師、岡山県立大学短期大
学部助教授、ハーバード大学客員准
教授を経る。

教授
大平  進
1951年広島市生まれ。
私立修道中・高を経て広
島大学、大学院博士課

程を修了。オレゴン州立大学博士研究
員の後、岡山理科大学講師、現在岡山
理科大学生物化学科「天然物合成化学
研究室」教授。

教授
石原  金由
1977年早稲田大学第
1文学部心理学専攻を
卒業後、1983年関西

学院大学大学院博士課程後期課程心理
学専攻を単位取得退学。東京都神経科
学総合研究所を経て、1986年からノ
ートルダム清心女子大学。

講師
林  昭次
博士（理学）。1981年、
大阪府生まれ。
北海道大学大学院で

博士号を取得。その後、ドイツ・ボン大
学ポスドク研究員、大阪市立自然史博
物館学芸員を経て、現職に至る。専門
は恐竜を中心とした古脊椎動物学。

平成30年7月6日（金） 15:30～17:00
魚のひみつ！ 講師  山野 ひとみ
平成30年7月20日（金）15:30～17:00
食べ物のひみつ！ 准教授  大杉 忠則
平成30年8月3日（金） 15:30～17:00
香りのひみつ！ 教授  岡 憲明

生物はなぜそのような行動をとるのか? 何のために
そのような物質を作るのか? 生物の不思議を3人の
専門家が解き明かします! 生物の謎を覗いてみませ
んか!!

■定員：50名　 ■提供：倉敷芸術科学大学　 ■講師の専門分野：農芸化学（天然物化学）　 ■受講料：2,270円

面白生物学講座

平成30年4月9日（月） 15:30～17:00
液晶と有機ＥＬ 教授  折田 明浩
平成30年4月23日（月）15:30～17:00
フッ素化合物が支える技術 助教  奥田 靖浩
平成30年5月7日（月） 15:30～17:00
創薬：毒と薬 教授  折田 明浩

現代社会は、液晶、テフロン、薬など、多くの有用物
質によって支えられている。これらの有用物質を化
学者が石油からどうやって作るのか、また有用物質
がどのような原理で作用するのか、を一緒に学ぶ。

■定員：25名　 ■提供：岡山理科大学　 ■講師の専門分野：有機合成化学　 ■受講料：2,270円

化学が支える現代社会

平成30年7月13日（金）18:30～20:00
植物の伝染病と私たちの生活
平成30年7月27日（金）18:30～20:00
植物の自然免疫と適応免疫
平成30年8月10日（金）18:30～20:00
植物と病原体の共進化から考える食料戦略

農作物の伝染病による年間損失額は全生産額の15％
を占める。本講座では、H29開講の「農作物の病気と
化学農薬」に続き、植物が備える「免疫」とそれを回避
する病原体の「感染戦略」について解説します。

■定員：70名　 ■提供：岡山大学　 ■講師の専門分野：植物病理学、分子植物病理学　 ■受講料：2,270円

人類と農作物の伝染病

平成30年5月24日（木）15:30～17:00
かたちからわかること
平成30年6月14日（木）15:30～17:00
神経から脳へ
平成30年6月28日（木）15:30～17:00
脳の地図

脳の外見や断面を見たり、顕微鏡で観察をおこなっ
ても、脳の構造がわかったとは言えない。脳は神経
が連絡し合って機能している。その機能を支える構
造、すなわち脳の神経路について説明します。

■定員：50名　 ■提供：岡山県立大学　 ■講師の専門分野：神経解剖学　 ■受講料：2,270円

脳を解剖するとは

平成30年4月10日（火）15:30～17:00
エネルギー源としての炭素化合物
平成30年4月17日（火）15:30～17:00
多様な生理活性物質：医薬や農薬
平成30年4月24日（火）15:30～17:00
人工機能性分子や新素材

食物や薬品、さらにエネルギーや新素材など、有機
化合物は私達の暮らしの中で大活躍しています。こ
れらの働きを深く理解できるよう、分子レベルから
お話をします。

■定員：50名　 ■提供：岡山理科大学　 ■講師の専門分野：天然物合成化学　 ■受講料：2,270円

暮らしの中の有機化学

平成30年4月23日（月）18:30～20:00
眠りとリズムの基礎知識
平成30年5月7日（月） 18:30～20:00
睡眠習慣の変化と問題点
平成30年5月21日（月）18:30～20:00
睡眠と健康

誰もが毎日経験している睡眠について、その基礎知
識、睡眠習慣の変化、睡眠と健康、睡眠障害につい
て解説します。質問は随時可とします。

■定員：40名　 ■提供：ノートルダム清心女子大学　 ■講師の専門分野：心理学　 ■受講料：2,270円

眠りとリズムの科学

平成30年4月11日（水）18:30～20:00
恐竜学（1）
平成30年4月18日（水）18:30～20:00
恐竜学（2）
平成30年4月25日（水）18:30～20:00
恐竜学（3）

恐竜の進化と生態について、最新の知見を踏まえて
お話しします。

■定員：20名　 ■提供：岡山理科大学　 ■講師の専門分野：古生物学　 ■受講料：2,270円

恐竜学

近畿大学大学
院修了。博士
（農学）。専門
は魚類学。

倉敷芸術科学大
学大学院修了。博
士（工学）。専門は
食品機能学。

岐阜大学大学
院修了。博士
（農学）。専門は
天然物化学。

准教授
大杉 忠則

教授
岡 憲明

講師
山野 ひとみ

教授　折田  明浩
1966年広島生まれ。岡山白陵高校
を経て大阪大学・大学院で有機化学を
専攻。博士（工学）。東京大学助手を経
て、現在は岡山理科大学教授。ビタミ
ンＡをはじめ、液晶、有機発光体、太陽

電池用色素の合成を研究中。

助教　奥田  靖浩
1988年鳥取生まれ、岡山大学大学
院にて有機化学を専攻、博士（理学）。
その後日本学術振興会特別研究員（ス
ペイン カタルーニャ化学研究所(ICIQ)
にて渡航研究）を経て現職に至る。

遷移金属触媒を用いる有機合成を専門とする。

consortium
線

consortium
テキストボックス
「面白生物学講座」7月6日の振替日：７月27日(金)15:30～17:00

consortium
テキストボックス
「人類と農作物の伝染病」7月27日の振替日：8月24日(金)18:30～20:00

consortium
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どなたでも性別、年齢にかかわりなく学生になれます。

学生の資格
○講座の録音・写真撮影はお断りします。
○教室内での飲食・喫煙は禁止します。飲食は各階ロビー、
喫煙は６階休憩室をご利用ください。
○講師や他の受講者に著しく迷惑な行為があった場合は、
受講をお断りします。
○貴重品は必ずお手元に置いて、盗難には十分お気をつ
けてください。盗難、その他物的事故については損害賠
償の責めは負いません。
○お子様を連れての受講はできません。
○からだの具合の悪いときの講座へのご参加は事前に医
師の健康チェックをお受けください。（教室内での事故等
につきましては責任を負いかねます。）
○住所等変更の場合はすみやかに受付までお届けくださ
い。
○お車でのご来場の場合、さん太キャンパス周辺の有料駐
車場しかございません。

受講上の注意

⑴まずは、お電話でお問い合わせください。
⑵お申し込み講座の仮予約をします。
⑶事務局にて所定の申込書に必要事項を記入し、入学金
2,160円に受講料を添えてお申し込みください。
　学生証（次年度以降も継続して有効）をお渡しします。
○学生証はいつもお持ちになって下さい。また学生の特典
利用の際には必ずご提示ください。
○学生証は他人に貸したり、譲渡することはできません。
○学生証をなくした場合はすぐ受付へお申し出ください。
手数料は540円で再交付します。
○入学金はどのような場合でもお返しいたしません。

入学の手続き

○お好きな科目を何科目でも受講できます。定員になり次
第締め切りますので早目にお申し込みください。
○１科目は全３回（１回９０分）を原則としますが、全６回の
科目もあります（途中入学可）。
○２科目の受講（3回×2科目）で１単位取得とします（全６
回の科目は１科目で１単位）。
○8分野の講座の中から合計で20単位以上取得された方
には「認定証」を授与します。
○講師の病気や、受講者が一定員に達しない場合などに講
座を延期または中止することがあります。
○講師の病気、事故、交通機関のストライキや天災地変の
ため、やむをえず休講することがあります。その場合には
補講できないこともあります。
○講師・テーマ・日程等が変更になることもあります。 
○吉備創生カレッジ開講科目は全て「岡山県生涯学習大
学」の「連携講座」に該当します。

講　座
○学生は学生証により山陽新聞社が行う各種展示会など
の文化催しに優待します（但し一部を除きます）。
○山陽新聞旅行社のツアーには原則として特別優待割引
があります。
○山陽新聞カルチャープラザに入会される場合、入会金
(3,150円)は免除となります。 ただし、カレッジの受講が
１年以上無い場合、カルチャープラザの入会金は必要と
なります。

学生の特典

○受講料は１科目2,270円（全6回の科目は1科目4,540
円）です。
○受講料の支払い方法は前納制で、いずれも受講前にお
納めください。くわしくは右記にお問い合わせください。
○受講料には、とくに明示した場合を除いて、教材費、テキ
スト代、コピー代などは含まれていません。
○納入後の受講料は原則として返金いたしません。ただし
転勤や病気などやむを得ない事情に限り証明書、診断書
などの提示があれば、開講後は未受講分について、払い
戻すことがあります。その際、受講取り消し手数料として
一律540円を申し受けます。

受講料

◎一部の講座を除き途中入学できます

個人情報の取り扱いについて
受講をお申し込みいただく際、氏名、住所、電話番
号などをうかがい、休講連絡や各種案内など吉備
創生カレッジからのお知らせや、会員管理上必要な
内部資料として利用させていただきます。機密保持
には万全を期し、お客様の承諾を得た場合や法令
で許された範囲を除き、第三者に情報は提供いた
しませんので、御協力をお願いいたします。

お問い合わせ▶▶▶吉備創生カレッジ事務局
［住　 　 所］　〒700-8634　岡山市北区柳町2-1-1　山陽新聞社本社ビル6階
　　 　　　　TEL.086-803-8018　FAX.086-803-8117
　　 　　　　http://www.consortium-okayama.jp/kibi-sousei.html
［受付時間］　月～土曜9：30～19：00　日曜9：30～17：30
［休 業 日］　祝日・GW（4/29～5/6）・8/5・お盆（8/11～16）
［交通のご案内］　ＪＲ岡山駅から　・徒歩15分　・路線バス5分、山陽新聞社前下車
駐車場はございませんので、公共の交通機関をご利用ください。
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