入学と受講のご案内
学生の資格
どなたでも性別、年齢にかかわりなく学生になれ
ます。
入学の手続き
⑴まずは、お電話でお問い合わせください。
⑵お申し込み科目の仮予約をします。
⑶事務局にて所定の申込書に必要事項を記入し、
入学金550円（税込）
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550円（税込）
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。
科 目
○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1回（90分）
を原則とします。
○5科目の受講で１単位取得とします。
○8分野の科目の中から合計で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

地変などのため、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。
受講料
○受講料は１科目1,000円（税込）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。
くわしくは吉備創生カレ
ッジ事務局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、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550円（税込）を申し受け
ます。
受講上の注意
○受講の際は受付にて学生証で出席をお取りします。
出席がない場合は単位の取得ができません。学生
証をお忘れの場合は受付にお申し出ください。
○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

『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

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。
学生の特典
○学生は学生証により山陽新聞社が行う各種展
覧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3,300円（税込）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。
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。

2021.10-2022.3
October - March

全42 科目
１科目につき
1,000 円

大学コンソーシアム岡山を構成する
県内18大学・県内5短大等

（税込）

吉備創生カレッジに関する
情報ページはこちらから→→→

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70科目を開講し、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、科学の領域
で、各大学の特色を活かした多彩な科目を用意しています。

津山市

新見市

吉備国際大学
就実短期大学
山陽学園短期大学
中国短期大学

高梁市

岡山県立大学
総社市

『大学コンソーシアム岡山』とは？

倉敷市立短期大学

岡山市

倉敷市

岡山大学・岡山商科大学
岡山理科大学・環太平洋大学
山陽学園大学・就実大学
中国学園大学
ノートルダム清心女子大学
岡山医療専門職大学

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。県内の大学、一部短大など計23の高等教

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

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
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。

沖

陽 子（岡山県立大学長）

目に見えない小さな病原体が引き起こ
す感染症は人類にとっての大きな脅威
である。感染症の基礎的な知識と、感
10:00〜 染症対策の最前線として、講師らのチ
11:30 ームが行っている新しい取り組みを紹
定員35名 介する。

URL https://www.consortium-okayama.jp/

桃太郎大通り
●髙島屋

山陽新聞社本社ビル6階

TEL. 086 ‒ 803 ‒ 8018

県庁通り
●
イオン

市役所筋

岡山市北区柳町2-1-1

柳川筋

吉備創生カレッジ事務局

山陽新聞社本社ビル

吉備創生カレッジ
さん太キャンパス

●
中央
郵便局

［休 業 日］ 年末年始（12/27〜1/6）

日曜 9：30 〜17：00

岡山市役所
● 岡山市役所

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。

ケイ素を利用して低炭素社会を目指そう

10/4 ケイ素という元素が岩石という形で地
球上に無尽蔵に存在していることや、
現在の社会においてかかせない元素で
15:30〜 あることを解説します。科学の立場か
17:00 らSDGsの話も盛り込みます。
定員15名
樹脂はどのようにできるか？

科
クレド
●

FAX.086 ‒803 ‒ 8117

［受 付 時 間］ 月〜土曜 9
：30 〜19：00

魔法の砂〜ケイ素〜の話

学

〒700-0005 岡山市北区理大町1−1 TEL/FAX.086−256−9771

岡山駅

所］ 〒700-8634

10/4

科

事務局： 岡 山 理 科 大 学 内

http : //www.consortium-okayama.jp/kibi-sousei.html
［住

医療 感染症の基礎と対策
福祉
感染症の基礎と新しい対策

就実大学
講師 山田 陽一

実は味方の活性酸素

科

学

専門分野 / 微生物学
1979年倉敷市生まれ。倉敷
天城高を経て2000年岡山大学
薬学部卒。岡山大学大学院
博士課程から、米国オクラホ
マ大学博士研究員、立命館大
薬学部助教、就実大薬学部助
教を経て現在に至る。

「敵を味方に」生命の したたかな 一面

川崎医科大学
助教 宮野 佳
専門分野 / 生化学
愛媛県出身。美容と健康の敵
である活性酸素を実は「味方
ですよ」と弁護のために20年
来孤軍奮闘・研究の日々を過
ごしています。

10/7

本講座では、人が健康に生きていく上
で、「悪玉」イメージの活性酸素を実
は「味方」として利用していることに
10:00〜 ついて解説します。生命の したたか
11:30 さ に触れていただければと思います。
定員35名

大学コンソーシアム岡山第8期会長

携組織です。

お問い合わせ ▶▶▶

津山工業高等専門学校

美作大学
新見公立大学

学

プラスチックと樹脂の違いは？

マイクロプラスチックという言葉をよく聞
きます。そもそもプラスチックとはなんの
ことでしょうか？ビニール袋、コンビニや
18:30〜 スーパーで有料化された袋の正体は？簡単
20:00 な実験をまじえて学習しましょう。

10/4

定員10名

※子供もできる簡単な実験です。実験用の持ち物の準備は
不要です。

倉敷芸術科学大学
教授 仲 章伸
専門分野 / 有機ケイ素化学
1969年和歌山県田辺市生ま
れ。1995年広島大学大学院
工学研究科博士課程後期修了
博士(工学)取得。第10回ケイ
素化学協会奨励賞、平成29年
度ウエスコ財団優秀研究者賞
などを受賞。

岡山大学
講師 押木 俊之
専門分野 / 触媒化学
博士
（理学）
。1967年新潟県小
千谷市生まれ。三菱化成(株)横
浜総合研究所を経て、大阪大
学基礎工学研究科博士課程修
了。2006年
（公社）
日本化学会
技術進歩賞受賞。（公社）石油
学会中四国支部幹事。

医療 医療領域における社会福祉
福祉
もしものときの医療福祉の基礎知識
10/7 突然の病気やケガで、心身のことだけ
でなく、家族や今後の生活等で不安で
いっぱいになることがあります。もし
15:30〜 もの時に役立つよう医療機能のことか
17:00 ら、生活や経済を支える制度等、基本
定員20名 的な知識をお話します。
生

活

10/8

エッセンシャルコードで
心の健康と解放
心が楽に、現状改善、エッセンシャルコード

日々のストレスから解放され、快適な楽
しみを感じる生活を手に入れるには、自
15:30〜 分の本質と繋がると良いのです。誰もが
17:00 できる最新の行動心理メソッドであるエ
定員35名 ッセンシャルコードをお伝えします。

美作大学
准教授 新谷 芳子
専門分野 / 社会福祉学
笠岡市出身。日本福祉大学院社
会福祉学研究科修士課程修了。
一般病院の医療ソーシャルワー
カー、公益財団法人エイズ予防
財団エイズ対策研究推進事業の
リサーチレジデントを経て、
2015年に現職。社会福祉士。

吉備国際大学
教授 竹内 研
専門分野 / メンタルコーチング
津山市出身。筑波大学体育専門学
群卒業。岡山大学大学院修了。身体
的トレーニングの探求に始まり、
心理的なメソッドへと至った。ト
ップアスリートを始めとして、多
くの人々の問題解決や目標達成を
サポートする。
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䛾ᘏᮇ䞉୰Ṇ⛉┠
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感情の心理学

科

学

感情心理学が提供する日常生活のヒント

山陽学園大学
准教授 松浦 美晴
岡山大学大学院自然科学研究
科修了。博士
（学術）。
2000年度より山陽学園大学
に勤務。2009年より現職。
専門は感情心理学。現在は、
潜在保育士問題の研究に取り
組んでいる。

10/13

人の感情について考えることは、人間
関係を良好にし、ストレスから身を守
り、日常生活をスムーズに送ることに
10:00〜 関わってきます。この講座では、心理
11:30 学における感情のさまざまな理論を取
定員35名 り上げ、解説してゆきます。

医療 国際保健
福祉
インドの感染症事情とその対策

吉備国際大学
教授 服部 俊夫
専門分野 / 保健福祉
1949年静岡市生まれ、静岡高
校を経て、1974年京都大学医
学部卒、
1981年大学院卒、
米国
国立衛生研究所、熊本大学、京
都大学を経て、1998年東北大
学教授、2016年より吉備国際
大学に勤務。

10/13

新型コロナウイルスの最大の流行地で
あるインドのマハラシュトラ州で感染
症疾患（エイズ・結核）の重症化因子
15:30〜 （マトリセルラー蛋白）の応用を行っ
17:00 ているJICA草の根事業についてご紹
定員30名 介します。

知的・発達障害者の生涯学習

社

会

知的・発達障害者の高等学校卒業後の学習

新見公立大学
准教授 井上 信次
1977年京都市生まれ。
2019年より新見公立大学健康
科学部地域福祉学科准教授。
副学科長。修士（社会学）・博
士（医療福祉学）

文部科学省は、「障害者の生涯学習の
推進」に向けた取り組みをはじめてい
ます。今回は社会福祉施設職員及び一
10:00〜 般市民を対象にした調査から、彼ら／
11:30 彼女らへの生涯学習への意識と課題を
定員35名 一緒に考えたいと思います。

中国学園大学
教授 井之川 仁
専門分野 / 神経科学・運動生理学・時間生物学
1967年生まれ。順天堂大学卒
業、京都府立医科大学大学院
博士課程単位取得満期退学。
博士（医学）。2020年10月より
現職。健康運動指導士。趣味
はウルトラマラソン（100km）
やトレイルランニング。

10/21

食事、睡眠そして運動、これらの生活
習慣は健康の維持増進にとても重要で
す。何気なくやっていることが、積も
10:00〜 り積もると思わぬ健康障害につながる
11:30 ことも。そこで、本講座では健康力を
定員35名 高める生活習慣を解説します。

超高齢社会を元気に生き抜く

生

活

超高齢社会を元気に生き抜く体づくり

岡山理科大学
健康運動指導士 赤繁 邦昭
専門分野 / 保健体育
日本体育大学卒。健康運動指
導士。英数学館小学校、岡山
理科大学附属中学・高等学校
等を経て、現在、岡山理科大
学健康管理課勤務。

10/22

超高齢化社会を元気に生き抜くため必要な
のは、加齢とともに落ちていく筋肉をつける
こと。転倒・骨折予防、骨強度増強にもつな
15:30〜 がります。
「いつでも」
「どこでも」できる簡
17:00 単な運動で筋肉をつけましょう。※実際に体を
定員30名 動かします。運動ができる服装・靴で参加してください。

医療 健康でより良い人生を生きる
福祉
生活習慣病「心不全」

山陽学園大学
教授 山本 真弓
専門分野 / ライフサイエンス/成人看護学/看護倫理学
山口大学医療短大卒、日本大学
哲学専攻卒（文学士）、日本大学
大学院総合科学研究科修了（生
命科学博士）。国際医療福祉大
学大学院・大学准教授。日本移
植・再生医療看護学会理事、評
議委員。2020年教授就任。

10/29 健康日本21、健康増進法、COVID-19、
SDGｓ、より良い人生を生きるために何
が必要か？、セルフケア、生活習慣病と
15:30〜 の向き合い方について、
「心不全」を中心
17:00 に、皆さんと一緒に考えてみたいと思い
定員35名 ます。
医療 がんと遺伝について学ぼう！
福祉
Genetic Cafe® 遺伝を知ろう
11/4

「遺伝」や「ゲノム」の基本から遺伝
性のがんについてお話します。身近な
ことから関心を持ち、私たち自身の体
10:00〜 と健康について一緒に考えてみましょ
11:30 う。
定員35名

貨幣の使い方、使われ方

社

会

私たちは貨幣をどう捉えてきたのか

11/4

暮らしと密接な関係がある「お金」。しか
し、私たちはお金をどれくらい理解して
いるでしょうか。日本人とお金との歴史
15:30〜 からはじめ、暗号資産やデジタル円
17:00 （CBDC）
まで一緒に考えてみましょう。
定員35名

動作法による心の健康づくり

生

活

11/5
15:30〜
17:00
定員20名

動作法入門：緊張コントロール体験
ストレスで心が疲れている時は、からだの
点検をしてみてください。肩こりや腰痛に
よってからだが悲鳴をあげていませんか。
これらを解消する方法のひとつとして動作
法があります。一度体験してみませんか。
※床に座って実習を行いますので、動きやすいラフな服装で
ご参加ください。スカートは不可とさせていただきます。受
講者の年齢等を考慮してテーマを変更する場合があります。

活

岡山大学
認定遺伝カウンセラー 十川 麗美
専門分野 / 遺伝カウンセリング、遺伝医学
2019年3月 京都大学大学院
医学研究科 社会健康医学系専
攻 修了。
2019年4月 岡山大学病院
臨床遺伝子診療科 現職。

環太平洋大学
講師 歌代 哲也
専門分野 / 金融論
1976年新潟県生まれ。金融機関
勤務を経てから、立正大学大学
院経済学研究科博士課程修了、
博士
（経済学）
。専門は金融論、
主に地域通貨や小銭、並行通貨
について研究しています。

吉備国際大学
教授 藤吉 晴美
専門分野 / 臨床心理学
長年、精神科病院臨床心理士と
してカウンセリングを担当。精
神的不調への動作法による心理
援助の効果に関する研究を重ね
る。2016年吉備国際大学博士
後期課程修了。2017年4月吉
備国際大学心理学部教授。

関係性の中で決まる説得力

11/８

日常生活をより豊かなものにするため
に、心理学を学びましょう。講座では、
説得的コミュニケーションについて概説
18:30〜 します。影響力の大きさは何によって決
20:00 まるのか、社会心理学の視点から考えて
定員35名 みましょう。

医療 コロナ禍でのこころの健康１
福祉
コロナ禍におけるメンタルヘルス
11/10

新型コロナウイルス感染症が人々にもたらしているストレスは何か、
そのストレスの特徴を紹介します。なぜ疲れているのか、何にイラ
イラしているのかを一緒に考えたいと思います。新型コロナウイル
10:00〜 スの蔓延が人々にもたらすメンタルヘルスを学ぶことで、こころの
11:30 健康を維持しましょう。精神看護学を担当している教員3名がここ
定員35名 ろの健康を保つためにできることをご一緒に考えたいと思います。

損益分岐点を知る

社

会

専門分野 / 社会学

10/18

医療 健康力を高める生活習慣
福祉
生活習慣を見直して未病を防ぐ

影響力の心理学

生

専門分野 / 感情心理学

企業赤字回避のために

11/11

企業経営において損益分岐点（採算
点）を知ることは、赤字を回避する
ために重要なことです。損益分岐点
18:30〜 とは何か、それを知ることの意味、
20:00 その分析法、赤字回避のためにすべ
定員35名 きこと等について講義します。

身体的コミュニケーション

科

学

心が通う身体的コミュニケーション

11/13

人は言葉だけでなく、うなずきや身振り
など、互いに引き込むことでコミュニケ
ーションをしています。この身体的コミ
15:30〜 ュニケーションの本質とは何か、心をつ
17:00 なぐビデオ通話の極意とは、一緒に探り
定員30名 ましょう。

医療 健康体力づくり
福祉
最新のデータから理解する転倒予防
11/19

40歳代から始まるフレイル、ロコモなど
に関係する「最新のデータからみた転倒
予防」を自身の研究なども踏まえて解説
15:30〜 します。
17:00 簡単な体力テストを行いますが、普段着
定員20名 の服装で結構です。

医療 コロナ禍でのこころの健康２
福祉
笑いと健康について
11/24 日常にありふれている「笑い」についてのお話です。
「笑い」がもたらすメンタルヘルスへの効果を学び、こ
ころの健康を維持していきましょう。また新型コロナウ
10:00〜 イルスの蔓延が人々にもたらすメンタルヘルスを学び、
11:30 精神看護学を担当している教員3名がこころの健康を保
定員35名 つためにできることをご一緒に考えたいと思います。
医療 コロナ禍でのこころの健康３
福祉
こころの健康を保つためのストレス対処法
12/1

私達の生活の中でストレスは避けて通れません。原因を探る
のではなく解決に向けてどう取り組むと良いのかご一緒に考
えていきたいと思います。新型コロナウイルスの蔓延が人々
10:00〜 にもたらすメンタルヘルスを学ぶことで、こころの健康を維
11:30 持しましょう。精神看護学を担当している教員3名がこころの
定員35名 健康を保つためにできることをご一緒に考えたいと思います。

医療 健康寿命を延ばす！介護予防
福祉
健康寿命を延ばす！介護予防での最新の知見
12/2
15:30〜
17:00
定員35名

外出自粛による活動不足によって心身への影
響が中高年でも懸念されています。ウィズコ
ロナでの新たな取り組みや遠隔での介護予防
活動など健康寿命を延ばすための介護予防に
関する最新の知見についてお話します。
※その場でできるような軽い運動も行う予定ですので、
動きやすい服装でお越しください。

ホロコーストと日本人
文
化
ユダヤ人と日本人の関わり

12/6
10:00〜
11:30
定員35名

ホロコーストでユダヤ人救助に尽力し
た二人の日本人、杉原千畝と小辻節三
を考える。

就実短期大学
准教授 鎌田 雅史

ᩍ⫱ 䛂ᩍ⫱䛾ᚰ⌮Ꮫ䛃䚷䚷⎔ኴᖹὒᏛ ㅮᖌ 㧗ᶫ ┤ᶞ䠄2᭶19᪥䠄᪥䠅15䠖30䡚17䠖00䚷ᐃဨ35ྡ䠅
䈜୰Ṇ
『若草物語』の教育論

教

育

専門分野 / 教育心理学
岡山大学教育学部卒、岡山大
学教育学研究科を経て、兵庫
教育大学大学院連合学校教育
学研究科を修了。
2011年より、就実短期大学に
着任。博士（学術）。

川崎医療福祉大学
教授 塚原 貴子

岡山商科大学
教授 浜田 和樹
専門分野 / 会計学（管理会計）
備前市生まれ。1973年関西学院
大学卒。筑波大学大学院博士課程
から西南学院大学、関西学院大学
教授を経て、岡山商科大学教授。日
本管理会計学会副会長、日本組織
会計学会会長を歴任。『管理会計
の基礎と応用』等、著書多数。

岡山県立大学
特任教授 渡辺 富夫

災害時の食の備え

生

活

環太平洋大学
教授 飯出 一秀

川崎医療福祉大学
講師 藤原 由泰

川崎医療福祉大学
准教授 石田 実知子
専門分野 / 精神看護学
岡山県出身。博士（保健看護学）。
2017年より川崎医療福祉大学
勤務。専門は精神看護学。主に
思春期・青年期にある人々を対
象としたメンタルヘルスに関す
る研究に取り組んでいます。

岡山医療専門職大学
助教 小島 一範
専門分野 / 地域理学療法学
1975年岡山市生まれ。岡山芳泉高
を経て大阪大学理学部卒。帝人株
式会社に勤務後、理学療法士国家
資格また博士号を取得。対象者の
自宅で行う訪問リハビリテーショ
ン業務に10年間携わり2020年4
月より現職。

ノートルダム清心女子大学
教授 広瀬 佳司
専門分野 / ユダヤ文化・文学・ホロコーストの歴史
1954年栃木県生まれ。ワシン
トン大学大学院比較文学科、
オックスフォード大学院修了、
清心女子大学教授。日本ユダ
ヤ系作家研究会会長。1991年
関西文学賞受賞、1998年日本
マラマッド協会賞受賞。

1968年生まれ。平成4年から
岡山県職員として、岡山県庁
や県内保健所、厚生労働省等
に勤務し、令和3年4月から現
職。平成28〜令和元年まで全
国保健所管理栄養士会会長を
歴任。

川崎医科大学
教授 栗林 太

17:00

ナッジ
ひと工夫で後押しを

岡山商科大学
講師 佐々木 昭洋
2011年3月に同志社大学経済
学部を卒業。2017年3月に神
戸大学経済学研究科博士課程
後期課程を修了し、博士（経
済学）を取得。4月より岡山
商科大学経済学部 講師。

ナッジとは命令や罰則を科すのではな
く、それとなく行動変容を促すことで
す。ダイエットや禁煙といった個人の
18:30〜 問題との関連性が知られている他、行
20:00 政課題に対しても応用が広がりつつあ
定員35名 ります。

1/14

中国古典文学の世界と人間

化

2022

鑑賞

中国古代思想書の文章

倉敷芸術科学大学
准教授 橋元 純也

語』
『礼記』
『老子』といった思想書の文
15:30〜 章を観賞し、その世界観・人間観にふ
17:00 れる契機とします。若者世代の受けと
定員35名 めも紹介します。

子ども時代にみる国際比較

教

育

日本とハンガリーの育児事情

美作大学短期大学部
講師 カルマール 良子

英国エマーソンカレッジ卒業。
兵庫教育大学大学院修士課程修
了。幼稚園教諭・保育士として
勤務後、2019年より現職。乳児
の主体性に関心があり、現在は
乳児の「はいはいの獲得過程」
について研究しています。

ハンガリーの乳幼児教育は我が国へも
1/22 影響を及ぼしつつあり、諸外国の多く
の専門家達が注目し研究対象としてい
10:00〜 ます。日本とハンガリーの育児事情に
11:30 ついて、子ども時代にみる両文化の国
定員20名 際比較を探ります。

教育格差を哲学する

教

育

メリトクラシーの根拠と妥当性をめぐって

環太平洋大学
講師 酒井 健太朗
専門分野 / 哲学・倫理学
1987年長崎県長崎市生まれ。
博士（文学、九州大学）。
著書に『アリストテレスの知識
論――『分析論後書』の統一的
解釈の試み』
（九州大学出版会、
2020）がある。

2022

格差や不平等に関する哲学者たちの議
1/22 論を参照しつつ、現代社会における教
育格差の問題に哲学的に切り込んでい
15:30〜 きます。

17:00
定員25名

医療 薬剤師の仕事とは何か
福祉
薬局で薬が出るのが遅い理由・背景とは何か

就実大学 䈜ㅮᖌ䛿䜸䞁䝷䜲䞁
助教 吉井 圭佑
専門分野 / 医療薬学

2022

1987年大阪府豊中市生まれ。
履正社高校を経て2012年就
実大学薬学部卒。卒業後は、
岡山県北部の津山中央病院薬
剤部へ入局。2019年就実大
学大学院医療薬学研究科博士
課程卒、2020年より現職。

薬剤師の仕事を本当に理解している方
はどれだけいるのでしょうか。薬剤師
の仕事は薬の袋詰めだけであると思っ
10:00〜 ている方は間違いです。医療に触れて
11:30 いない初学者にも薬剤師の仕事につい
定員35名 て丁寧に解説したいと思います。

1/27

医療 難聴を改善して人生を豊かに
福祉
難聴を改善して人生を豊かに生きよう
2022

難聴は子供の成長・発達に支障をきた
します。また、高齢者の難聴は認知症
の原因になります。難聴の原因となる
10:00〜 疾患やその治療法を解説します。難聴
11:30 の改善を通じて、豊かな生活を取り戻
定員35名 しましょう。

2/2

岡山大学

子育て・子育ちのために食事からできること

3᭶16᪥䛻ᘏᮇ

准教授 假谷 伸
専門分野 / 耳鼻咽喉科
1968年岡山市生まれ。岡山
操山高校を経て岡山大学医
学部卒。日本耳鼻咽喉科学
会専門医。日本耳鼻咽喉科
学会補聴器相談医。

作業療法士。博士（医学）。金沢
大学・京都大学医学部作業療
法学科の教授を歴任し現職に
至る。著書には「標準作業療法
学 専門分野 作業療法概論」
等、著書
「作業療法技術ガイド」
多数。

専門分野 / 栄養教育、食育
1982年岡山市生まれ。2005年
にくらしき作陽大学食文化学部を
卒業し、岡山県立大学大学院修士
課程を経て大学教員となる。今は
食育大好きで地域で食育活動を行
っているが、大学院終了までは暗
いタイプだった。

岡山学院大学
講師 内田 雅子

岡山市生まれ。ノートルダム清
心女子大学家政学部卒業。管理
栄養士として市役所に勤務後、
2020年4月より現職。

健康維持のために、食事や運動、日々
の生活に気を配っている人も多いので
は？腸内環境を整える「腸活」に着目
10:00〜 して、さらなる健康と若さを手に入れ
11:30 る方法（食事を中心に）についてお話
定員35名 します。

2/16

2022

本講座では、放射性廃棄物の種類や処
分概念などについて紹介すると共に、
その中でも、高レベル放射性廃棄物の
18:30〜 地層処分について概説します。受講生
20:00 の皆さんと共に放射性廃棄物の問題に
定員35名 ついて考えたいと思います。

2/25

3᭶9᪥䛻ᘏᮇ

専門分野 / 栄養教育論

2022

放射性廃棄物の処分方法は様々である

୰Ṇ

くらしき作陽大学
講師 藤澤 克彦

子どもの食や生活に対する考え方は時
代と共に変化しています。誰もが子ど
もに元気に育ってほしいと願ってして
10:00〜 いるのに、うまくいかないことも多い
11:30 です。そんなときにちょっと役に立つ
定員35名 話をできたらと思います。

放射性廃棄物処分のはなし

୰Ṇ

専門分野 / リハビリテーション科学

2/15

岡山大学

䈜ㅮᖌ䛿䜸䞁䝷䜲䞁

准教授 佐藤 治夫
専門分野 / 放射性廃棄物処分、環境動態、放射線安全
千葉県出身、1989年秋田大
鉱山学部を経て動燃事業団
（現原子力機構）にて放射性
廃棄物処分の研究に従事。
1997年同大大学院博士後
期課程修了（博士（工学））、2011年から福島の
環境動態研究にも従事。

唐代伝奇（唐の時代の奇妙な話） 岡山理科大学 䈜ㅮᖌ䛿䜸䞁䝷䜲䞁

文

化

専門分野 / 乳児保育

2022

岡山医療専門職大学
教授 二木 淑子

2022

学

୰Ṇ

1986年徳島市生まれ。
2011年兵庫教育大学学校
教育研究科幼年教育コー
ス修了。姫路市公立保育
士を経て2021年より現職。
全国のおやじの会に会員と交流を図りなが
ら、自身も子育てを楽しんでいる。

訪問リハや病院で出会った印象深い患
者さんたちのエピソードを通じて「リハ
ビリテーションとは何か」をお伝えし
15:30〜 たいです。様々な患者さんたちが（リ
17:00 ハビリ＝再び生きること）の意味を教
定員35名 えてくださいました。

食を通じて子どもと関わる

3᭶12᪥䛻ᘏᮇ

専門分野 / 幼児教育 子育て支援（おやじの会）

2/14

科

広島大学大学院文学研究科博
士課程後期修了
（2001年）
、博
士（文学）。広島国際学院大学
などを経て2020年から倉敷芸
術科学大学。2021年から同大
学教育開発センター教養教育
領域長。

日本でも親しまれてきた中国古典文学

中国短期大学
講師 清水 憲志

2022

専門分野 / 中国古代思想史

1/21 （文章・詩歌）のなかから、とくに『論

※グループワークや手遊び、ふれあい遊びを行います。

医療 知ってる？若さの源「腸活」
福祉
腸内環境を整える食事

専門分野 / 産業組織論

2022

文

定員25名

活

定員35名

会

大人が 本気 で遊ぶ姿を子ども達に伝えま
せんか？子育て・孫育てを楽しんでいる方、
仕事や家事で楽しむ余裕がなかった方、お家
10:00〜 時間が増えた今こそ、それぞれの地域、家庭
11:30 で子育て・孫育てを楽しみましょう。

2/12

生

九州の片田舎から岡山に出て
きてはや12年。あまりの居心
地の良さに根っこが生えてお
ります。皆様末長くよろしく
お願いいたします。

体内に吸収された食物が細胞内外で
どうなるのかを解説します。
受講生皆さんと代謝マップを書きな
15:30〜 がら議論する講座にしましょう。

社

2022

専門分野 / 生物化学

12/25

全力で楽しむ大人の姿から

医療 リハビリってな〜に？
福祉
患者さんたちのエピソードを通じて

専門分野 / 公衆栄養

※東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨での被災
地支援活動から見えた課題をお伝えします。

医療 食べ物の体内移動
福祉
食べ物の体内移動と分解合成

専門分野 / 精神看護学
広島県出身。
川崎医療福祉大学卒業。広島
大学大学院修了。博士（保健
学）。2020年より現職。

ノートルダム清心女子大学
准教授 焔硝岩 政樹

全国各地で地震や豪雨などの自然災害が頻発
していますが、他人事になっていませんか。
また被災しても、行政が食事を提供してくれ
15:30〜 ると思っていませんか。過去の災害から災害
17:00 時の食事について一緒に考えましょう。
定員35名

育

1971年生、広島県育ち。早稲田
大学教育学部卒。早稲田大学大
学院博士課程から2004年九州看
護福祉大学（熊本県）専任講師、
准教授。2019年4月岡山県立大
学保健福祉学部教授として着任。
博士（教育学）
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専門分野 / スポーツ医学（アスレティックリハビリテーション）
筑波大学大学院体育研究科修士
課程修了、中村学園大学大学院
栄養科学研究科博士課程修了。
日本オリンピック委員会空手道
医科学スタッフ、全日本空手道
連盟医科学委員等を兼務。

あなたの食事は大丈夫？

地域で子育てを楽しもう

教

専門分野 / 教育学

19世紀アメリカの少女文学として知
られる『若草物語』（Little Women）
の作者であるルイザ・オルコットの父
10:00〜 ブロンソンの思想から今日の教育（子
11:30 育て）へのヒントを得たいと思います。
定員35名

専門分野 / 人間情報工学
1955年三原市生まれ。1983年
東京大学大学院博士課程修了。
工学博士。日本機械学会設計工
学・システム部門業績賞・功績
賞等受賞。JST CREST研究代表
者、ヒューマンインタフェース
学会会長など歴任。

岡山県立大学
教授 山本 孝司
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専門分野 / 精神看護学
1978年に川崎医療短期大学卒業、
臨床看護師、看護教員として勤
務。2003年川崎医療福祉大学大
学院博士後期課程（医療福祉学）
修了、川崎医療福祉大学保健看護
学科で精神看護学を担当。

現代に生きるオルコットの思想

『杜子春伝』
漢詩を音韻面からも理解する

2022

芥川龍之介の短編小説で有名な「杜子春」です
が、その元になった唐の時代に書かれた伝奇小
説を紹介します。小説のネタとなったインドの
15:30〜 説話、背景にある国際都市長安、おどろおどろ
17:00 しい怪奇の世界、「愛」とはなんだったか。現
定員35名 代人が知らない世界を覗いて見ます。
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地域 岡山県総社市の地域づくり
づくり
総社市デニムマスクのPR事例
2022

岡山県総社市の地域活性化に取り組ん
3/2 だ事例を紹介。市役所と岡山県立大学
が起点となり市民や企業、お店などを
10:00〜 巻き込んだ総社デニムマスクのPR活
11:30 動を詳細に解説します。
定員35名

食と健康について

生

活

2022

3/5
15:30〜
17:00

食による健康維持
食と健康とのかかわりについて、これ
までに携わってきた研究結果を例に挙
げながらわかりやすく解説します。

教授 淺野 純一
専門分野 / 中国文学・文化、中国語

1958年矢掛町生まれ。矢掛
高校を経て京都大学、同大学
院終了。金沢大学、追手門学
院大学を経て、2017年から
岡山理科大学教授。中国語、
中国文学の授業を担当。
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岡山県立大学
准教授 髙橋 俊臣
専門分野 / 広告
1976年愛知県弥富市生まれ。
愛知県立津島高校を経て2000
年金沢美術工芸大学美術工芸学
部卒。その後株式会社大広を
20年間勤務のち岡山県立大学
デザイン学部准教授。佐治敬三
賞ほか国内外の広告賞多数。

くらしき作陽大学
講師 大桑 浩孝
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専門分野 / 食品機能学
1974年和歌山県に生まれる。
大阪府立大学大学院理学系研
究科博士後期課程修了。
2019年4月より現職。

定員35名

地域 高齢者にやさしいまちづくり
づくり
社会環境と健康について考える
2022

まちの環境の違いが人々の行動や健康
に「格差」を及ぼしていることが様々
な研究で明らかにされています。本講
15:30〜 座では社会環境を考慮した高齢者にや
17:00 さしいまちづくりなどについて紹介し
定員30名 ます。
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新見公立大学
准教授 鄭 丞媛
専門分野 / 社会疫学、医療福祉マネジメント
韓国出身。
国立長寿医療研究センターな
どで医療福祉政策研究や社会
疫学研究等に従事した後、現
在、新見公立大学地域福祉学
科准教授。

