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

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。
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April - September

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

『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70科目を開講し、地域に根ざした生涯学

津山市

新見公立大学

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

新見市

が務め、山陽新聞社本社ビルの会場（「さん太キャンパス」）
に、

吉備国際大学

地域づくり、
歴史、文化、教育、医療福祉、社会、生活、科学の領域

就実短期大学
山陽学園短期大学
中国短期大学

高梁市

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。

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

大学コンソーシアム岡山第8期会長

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。

沖

陽 子（岡山県立大学長）

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

桃太郎大通り
●髙島屋

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

県庁通り
●
イオン

市役所筋

［住

柳川筋

吉備創生カレッジ事務局

岡山駅

お問い合わせ ▶▶▶

津山工業高等専門学校

美作大学

習拠点を目指しています。

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

（税込）
クレド
●
●
中央
郵便局

FAX.086 ‒803 ‒ 8117

［受 付 時 間］ 月〜土曜 9
：30 〜19：00
［休 業

日曜 9：30 〜17：00
日］ 祝日・GW（4/29〜5/6）
・お盆 ※変更する場合もあります。

全36科目
１科目につき
1,000 円

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。

ᘏᮇ᪥䠖㻝㻞᭶㻝㻡᪥
医療 介護予防のための老年医学
福祉
フレイルを識って介護予防

川崎医科大学
教授 杉本 研

4/8

1970年大阪生まれ。1996年
に大阪大学医学部卒業。大阪
大学老年・腎臓内科学講師を
経て2020年から現職。老年
医学のトピックであるフレイ
ル、サルコペニアをテーマに
臨床、研究、教育に従事。

超高齢社会を迎えている日本の最大
の課題は要介護者を増やさず、健康
長寿を達成する高齢者を増やすこと
15:30〜 で す。そのためのキーワードとして
17:00 の「フレイル」の現状と課題、予防
定員30名 と治療法について解説します。

ストレスとのおつきあい

生

活

ストレスマネジメント

4/12

人が生きていく上でストレスは、何ら
かの形で関わってきます。本講座では
そんなストレスとの付き合い方を、簡
15:30〜 単な心理テストやエクササイズを使っ
17:00 て、学びたいと思います。
定員35名

医療 傷病・障害と生活
福祉
障害者の「働く」を支える
4/14

働くことを希望する障害者はどのよう
にして就職し、どんな職場で活躍して
いるのでしょうか。この講座は障害者
18:30〜 の就職の現状と、それを支える人たち
20:00 や仕組みについてお話しします。
定員35名

歴

史

コロン交換と
感染症の世界史

4/15

コロン交換は歴史学者クロスビーの造
語。新旧大陸間の交換を指す。ツタン
カーメンやアレキサンダー大王のマラ
10:00〜 リア、奈良大仏建立の天然痘など免疫
11:30 のない新大陸原住民の大半は感染症で
定員35名 歿。コロナ禍対処を歴史に学ぶ。

医療 認知症の最新事情
福祉
認知症予防の基礎知識
4/20

認知症研究の最新事情と認知症の人と
のかかわり方、認知機能低下を遅らせ
る運動プログラムを体験していただき
10:00〜 ます。積極的に認知症予防のノウハウ
11:30 を学びましょう。
定員20名

医療 健康と体力
福祉
4/21

我々が長く健康であり続けるためには
ある程度体力が必要です。極端な低体
力は健康を害する大きな要因となりま
10:00〜 す。本講座では体力低下が及ぼす健康
11:30 への影響について解説します。
定員35名

よくわかる 食品表示

生

活

意外と知らない食品表示

4/22

現在、スーパーなどで食料品を見ると、
「減塩」・「砂糖不使用」・「ノンシュガ
ー」・「カロリーオフ」など様々な表
10:00〜 示が記載されています。それらの表示
11:30 が本当に意味することを実例を使って
定員35名 解説します。

医療 高齢期の食事と介護予防
福祉
こころと身体の元気が続く！食事のひけつ
4/24

高齢者は身体的・精神的・社会的に虚
弱な状態「フレイル」になることが問
題視されています。健康寿命の延伸に
10:00〜 繋がる食事を考えましょう。お気軽に
11:30 参加ください。キーワード：サルコペ
定員20名 ニア・ロコモティブシンドローム

医療 脳卒中の3大疾患を知る！
福祉
4/28

脳卒中は、わが国の寝たきりや要介護
の最大の原因です。脳卒中の3大疾患
であるくも膜下出血、脳内出血、脳梗
10:00〜 塞についてわかりやすく解説します。
11:30 脳卒中を知ることは、健康寿命の延伸
定員35名 につながります。

専門分野 / 老年医学

就実短期大学
准教授 荊木 まき子
専門分野 / 臨床心理学
立命館大学文学部卒、立命館
大学応用人間科学研究科・大
阪教育大学実践教育研究科を
へて兵庫教育連合大学院博士
課程修了。
2016年より、
就実短
期大学着任。学校教育学博士。

川崎医療福祉大学
教授 後藤 祐之
専門分野 / 障害者の就労支援 障害福祉サービス
大学院を修了後、障害者職業
センターや旭川荘で勤務。就
労支援、障害福祉サービスの
運営、高次脳機能障害支援の
仕事に携わり、2020年4月か
ら川崎医療福祉大学医療福祉
学部教授。

山陽学園大学
副学長 谷一 尚
専門分野 / アフロ・ユーラシア考古学
1952年岡山市生まれ、東京大
学文学部考古学科卒、同大学院
文学博士、岡山市立オリエント
美術館長、共立女子大学大学院
比較文化研究科教授、日本学術
会議東洋学委員を経て山陽学園
大学教授、副学長、林原美術館長。

中国短期大学
教授 韓 在都

医療 傷病・障害と生活
福祉
脳の病気やけがと生活
4/28

病気やけがで脳が損傷を受けると、記
憶や注意の低下、人との関わり方の変
化などの症状が現れる場合があり高次
18:30〜 脳機能障害と呼ばれています。高次脳
20:00 機能障害について生活や仕事の観点か
定員35名 ら分かりやすく解説します。

ボサノヴァのハーモニー
文
化
ボサノヴァの演奏と理論

5/9

メロディーは限られた音で作られて
いるのに伴奏のハーモニーによって
オシャレな曲に聞こえるのはなぜ？
10:40〜 その秘密、和音の仕組みをカルテッ
12:10 トの演奏を聴きながらひも解いてい
定員20名 きます。

地域 地図と地名で読み解く岡山
づくり
5/11

地図と地名を手掛かりに、岡山県内
の様々な地域の歴史や現状について
解説します。地域のことを多面的に
15:30〜 理解し、これからの地域の在り方を
17:00 考える出発点になるような講座にし
定員35名 たいと思っています。

ブックコミュニケーション
教
育
ブックコミュニケーションを楽しむ

5/13

ブックコミュニケーションとは、本との
思い出や本をきっかけに考えたこと、気
づいたことなどを自由に語り合うものです。
10:00〜 かたわらにお気に入りの本を置いて、思い
11:30 を語り合いましょう。ブックコミュニケーシ
定員12名 ョンで取り上げたい一冊をご持参ください。

科

学

専門分野 / 健康福祉学
早稲田大学理工学研究科修了。
企業の研究員、多数の大学の
非常勤講師、本年度から本学
の教授に着任。専門分野は、
人間医工学、介護福祉学、健康
運動学。
研究テーマは地域の健康・体力づくり。

吉備国際大学
講師 高原 皓全
専門分野 / 健康科学
1983年大阪府生まれ。
2011年川崎医療福祉大学大
学院医療技術学研究科（博士
課程）修了。2012年人間総合
科学大学人間科学部
（助教）。
2017年吉備国際大学社会科
学部（講師）
。

中国学園大学
教授 波多江 崇
専門分野 / 公衆衛生学
1970年福岡県生まれ。薬剤師
・医学博士。現在、中国学園大
学現代生活学部人間栄養学科教
授・学科長。薬剤師として薬局
・病院での勤務経験をいかして、
薬剤師および市民向けの講演を
多数経験。

岡山学院大学
助教 平野 聡
専門分野 / 臨床栄養学
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、薬局や病院に勤務。笠岡市
の個別ケア会議にアドバイザー
としても参加。「管理栄養士」
「介護支援専門員」「NST専
門療法士」取得。

岡山医療専門職大学
学長 浅利 正二
専門分野 / 脳神経外科学
1970年岡山大学医学部卒業。
脳神経外科学専攻。2009年
岡山大学名誉教授。2018年
倉敷リハビリテーション病院
名誉院長。2020年岡山医療
専門職大学学長。医学博士。
脳神経外科専門医。脳卒中専門医。

よくわかるドローン入門

川崎医療福祉大学
教授 後藤 祐之
専門分野 / 障害者の就労支援 障害福祉サービス
大学院を修了後、障害者職業
センターや旭川荘で勤務。就
労支援、障害福祉サービスの
運営、高次脳機能障害支援の
仕事に携わり、2020年4月か
ら川崎医療福祉大学医療福祉
学部教授。

くらしき作陽大学
准教授 米倉 由起

ドローンを触ったことがない人にドロ
ーンを身近に感じてもらうための講座
です。ドローンとは何なのか、何がで
15:30〜 きるのか、注意点は何か、法規制はど
17:00 うなっているか解説します。さらに将
定員35名 来の展望についても考えます。

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

5/21

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
15:30〜 との歴史からはじめ、暗号資産やデジ
17:00 タル円（CBDC)まで一緒に考えてみ
定員35名 ましょう。

文
化

童謡・唱歌を美しい発音で歌う

5/24

私たちの国には四季折々の美しい日本
の情景を歌った童謡・唱歌がたくさん
あります。美しい日本語を味わいなが
10:00〜 ら、歌い継がれてきた日本の童謡・唱
11:30 歌を口ずさんでみませんか。
定員15名

ᘏᮇ㻦㻣᭶㻝㻞᪥㻔᭶㻕㻝㻜㻦㻜㻜䡚㻝㻝㻦㻟㻜

教 「よい教え方」を考える
育 インストラクショナルデザイン入門
5/25

インストラクショナルデザイン

教師でなくても、先輩が後輩に「教える」こと
はよく行われます。ただ、「よい教え方」を
15:30〜 学ぶ機会はあまりありません。この機会に、
17:00 インストラクショナルデザイン研究の知見
定員20名 から
「よい教え方」について考えましょう。

生

活

影響力の心理学

6/21

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
15:30〜 説します。影響力の大きさは何によっ
17:00 て決まるのか、社会心理学の視点から
定員35名 考えてみましょう。
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超高齢者社会を迎えたわが国では、身
近なものとなった認知症との「共生」
時代が始まりました。認知症の予防法
10:00〜 を紹介し、予防の意味を考え、将来の
11:30 備えについて解説します。皆さんと健
定員35名 やかな人生を考えましょう。

生

活

国立音楽大学大学院修士課程
修了。米国インディアナ大学
大学院留学。岡山国体開会式
歓迎演技「丹頂の舞」作曲。
第25回国民文化祭おかやま
2010岡山県バレエ連盟委嘱
「扇の童女と笛吹」作曲。

岡山商科大学
准教授 大石 貴之

ノートルダム清心女子大学
教授 伊木 洋

色とデジタル画像の関係

学

7/1

デジタル画像は絵の具の混色とは異な
る仕組みで色を表現しています。デジ
タル画像における色表現の仕組みや色
15:30〜 変換の方法など、「色」の観点からデジ
17:00 タル画像について解説します。
定員30名

心身の健康への皮膚刺激効果

生

新たな読書活動としてブックコ
ミュニケーションを提唱してい
る。『はじめよう！ブックコミ
ュニケーション−響きあう教室
へ−』、『中学校国語科学習指
導の創造−学校図書館と学習者
を結んで−』他。

倉敷芸術科学大学
教授 村山 公保

皮膚への優しい刺激による心と体のケア
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「第三の脳」と呼ばれる私達の皮膚が
持っている、驚きの機能が注目され
ています。皮膚への優しいソフトな刺
10:00〜 激で、体の痛みやコリの改善、心のス
11:30 トレスやネガティブ感情の緩和ができ
定員35名 る、効果的な方法をお伝えします。

医療 健口講座
福祉
健口寿命の秘訣

1992年東京学芸大学卒。
2年間のIT企業勤務を経て、
1994年奈良先端科学技術大
学院大学入学。1998年博士
（工学）取得。「マスタリング
TCP/IP入門編」「Cプログ
ラミング入門以前」等著書多数。

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。

ノートルダム清心女子大学
准教授 池田 尚子

7/8

私たちの生活において「食」は原点です。
そこで、自立した豊かな生活を維持し
ていくために必要なオーラルフレイル
15:30〜 について説明します。いつまでも健康
17:00 を保つためにまずは、口の健口をご一
定員20名 緒にしていきましょう。

୰Ṇ

東京大学教育学部卒。
東京大学大学院博士後期課程
修了後、国立スポーツ科学セ
ンター、熊本大学、立命館大
学を経て現職。博士（科学）。

就実短期大学
准教授 鎌田 雅史
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）。

岡山短期大学
教授 鈴木 久子

୰Ṇ

教員を定年退職後博士号を取
得。公認心理師、臨床心理士、
自律訓練法療法士等。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。

岡山理科大学
講師 上田 千晶
1990年福岡県生まれ。
2012年山口大学理学部卒。
山口大学大学院博士後期課程
を2017年に修了し、同年4月
に岡山理科大学工学部に着任。
現在、同大学講師。

吉備国際大学
教授 竹内 研
専門分野 / 運動処方 メンタルトレーニング
1957年津山市生まれ。
筑波大学体育専門学群を卒業、
岡山大学大学院教育学研究科
修了。吉備国際大学社会科学
部スポーツ社会学科教授。最
先端のメンタルケアと身体改
善メソッドを研究。

新見公立大学
教授 栗本 一美
島根県出身。
病院勤務を経験後、教育機関
（現職）に入り在宅看護を担当
しています。
岡山県立大学大学院博士前期
課程修了
（修士:看護学）
。

ᘏᮇ㻦㻤᭶㻞㻜᪥

漢詩をリズムで読む
漢詩を音韻面からも理解する

7/10

普通、訓読で読む漢詩を、本来のリズ
ムで味わってみましょう。その歴史的
変化、日本の古典詩歌との比較も説明
10:00〜 します。中国語を知らなくても全く問
11:30 題ありません。
定員35名

医療 感染予防（看護）を学ぶ
福祉
人を感染から守る感染予防
7/10

新型コロナ感染症の蔓延が岡山県でも
問題となり、感染予防を行うことが重
要です。今回、感染症の基礎から感染
15:30〜 予防について解説および手洗い・環境
17:00 整備の演習を取り入れます。皆様とと
定員30名 もに、感染症を撃退しましょう。

学

7/13

子育ちに関する地域の教育力

教

育

消化管と味覚と健康

皆さんが食事をすると、体の中はどの
ような反応をしているのでしょうか？
舌には味を感じるセンサーがあります。
15:30〜 さらに食物が腸管に到達すると様々な
17:00 ホルモンが分泌されます。これらの働
定員35名 きから健康について考えます。

岡山県立大学
教授 森本 美智子
専門分野 / 感染看護学
津山市生まれ。教育は関東方
面で受け、日本大学病院で勤
務し、サリン事件を経験し救
命に従事。Gonzaga大学卒、
山梨大学大学院で博士号を取
得後、山梨県立大学から准教
授、兵庫県立大学、岡山県立大学で教授。

山陽学園短期大学
講師 大木 淳子
専門分野 / 栄養学
東京農業大学大学院農学研究
科博士後期課程修了（食品栄
養学）。
2020年4月より現職。

島根県出身。
岡山県立大学大学院博士後期
課程修了（博士：看護学）。
専門は老年看護学（高齢者の
看護）。

子どもと共にある大人のあり方

美作大学
准教授 薮田 弘美
専門分野 / 幼児教育学

地域の教育力の向上は、近年、教育政策
における重要なテーマの一つとして位
置づけられています。持続可能な社会
10:00〜 に向けての教育において、私たちが出
11:30 来る地域の共働について提案します。
定員30名

90億人時代の食

科

学

90億人時代の食はどうなるのか？

7/30

2050年には世界の人口が90億人を超
えると予想されています。しかし今で
も、10億人分に相当する食料が不足
18:30〜 しています。果たして90億人時代の
20:00 食の課題はどのように解決できるので
定員35名 しょうか？
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鳥取大学大学院修士課程修了。
鳥取県の公立保育園で30年間
勤務、園長を経て、環太平洋
大学を歴任、2019年度から
美作大学 准教授として勤務。

7/30

岡山大学
教授 豊田 和弘
専門分野 / 植物病理学
1966年三重県生まれ。四日
市高校を経て89年三重大学農
学部卒。同大学院修士課程か
ら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。

医療 靴で元気な脚づくり
福祉

岡山医療専門職大学
講師 増川 武利

8/2

広島県福山市出身。吉備国際大
学大学院保健科学研究科修士
課程修了（理学療法学修士）。
岡山健康医療技術専門学校卒
業後、医療機関に勤務。その
後岡山医療技術専門学校専任
教員を経て2020年より現職。

自分の足に合う靴とは？
靴が原因となって体の不調を引き起
こすことがあります。本講座では靴
10:00〜 が体に与える影響、元気な脚づくり
11:30 のための靴選びをご紹介します。
定員35名

文

化

音楽理論アラカルト

専門分野 / リハビリテーション・理学療法学

くらしき作陽大学
准教授 赤松 英彦
専門分野 / ピアノ、電子オルガン、即興演奏
1961年津山市生まれ。
作陽音楽大学教育音楽学科ピ
アノ専攻卒業。西宮球場での
プロ野球公式試合、大阪駅ビ
ルアクティ大阪での電子オル
ガン演奏など、関西を中心に
演奏活動を行う。
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難しく思われがちな音楽理論ですが、
今回はＪｐｏｐなど身近な曲を題材に、
名曲の秘密、音階やコードネームなど
15:30〜 ベーシックな内容を中心にお話します。
17:00 音楽理論の知識ゼロの方にも、興味を
定員35名 お持ち頂ける内容です。

世界の税金事情

社

会

国際的租税回避

岡山商科大学
准教授 坂巻 綾望
専門分野 / 租税法
大阪府出身。
一橋大学博士（法学・国際関
係）。税理士法人勤務を経て、
現在は岡山商科大学法学部に
おいて租税法の研究をしてい
ます。

8/18 「タックスヘイブン」「租税回避」「デ

ジタル課税」といった用語がニュース
をにぎわせています。GAFAはどのよ
18:30〜 うに税を軽減しているのか、なぜそれ
20:00 らに課税することができないのか、お
定員35名 話しいたします。

芸術の哲学

文

化

専門分野 / 中国文学・文化
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。

専門分野 / 老年看護学

えて、大切にしていることや希望など
について、大切なひと、信頼するひと
15:30〜 と話し合うことです。その「人生会議」
17:00 のきっかけになるように、ご自身のこ
定員30名 とについて考えてみませんか。

専門分野 / 臨床細胞学

岡山理科大学
教授 淺野 純一

新見公立大学
教授 木下 香織

7/15 「人生会議」とは、もしものときに備

専門分野 / 看護学

1956年高梁市備中町東油野
生まれ。
川崎医療短大学臨床検査科卒
業、川崎医科大学病院病院病
理部に24年間勤務。2003年
4月より倉敷芸術科学大学、
2015年4月より生命医科学科教授。

肺がん検診や子宮癌検診が行われてい
ますが、その目的やがんになる前の細
胞やがんになった細胞、がんになった
15:30〜 細胞にも色々な種類があることをお見
17:00 せしたいと思います。
定員35名

科

医療 人生会議 考えてみませんか
福祉
大切なひとに伝えるために

専門分野 / 画像処理
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化

専門分野 / 教育工学・スポーツ科学

1968年鳥取県生まれ。
1992年鳥取大学医学部卒。
2019年4月川崎医科大学認知
症学主任教授に就任。日本認
知症学会専門医。現在、川崎
医科大学総合医療センター・
もの忘れ外来（内科）を担当。

倉敷芸術科学大学
教授 三宅 康之

文

広島県出身。京都市立芸術大
学音楽学部声楽専修卒業。
ドイツ歌曲・日本歌曲を専門
とし国内外で幅広く演奏活動
を続けている。第19回友愛ド
イツ歌曲コンクール第１位、
第21回奏楽堂日本歌曲コンクール第3位受賞。

ᘏᮇ

専門分野 / 認知症

医療 がん細胞を見てみよう
福祉

専門分野 / 声楽

岡山大学
助教 小林 雄志

デジタル画像における色の扱い方

活
ᘏᮇ㻦㻣᭶㻥᪥

専門分野 / 国語教育学

川崎医科大学
教授 和田 健二

専門分野 / 臨床心理学、保育

地域での教育力が低下している今、職
場や家庭で人間関係に悩む人は増加し
ています。コミュ力は訓練すると、ス
10:00〜 キルアップできます。実践力を身につ
11:30 け、より良い人間関係を構築していき
定員30名 ましょう。

科

1983年静岡県浜松市生まれ。
2006年筑波大学自然学類卒、
2013年筑波大学大学院生命
環境科学研究科修了、博士（理
学）。2014年岡山商科大学専
任講師、2018年より現職。

コミュ力のアップを目指そう

6/26

専門分野 / 観光地理学，農業・農村地理学
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日本の四季を歌う

6/23

専門分野 / 音楽（作曲理論）

専門分野 / インターネット工学

5/14

医療 認知症予防の最前線
福祉
正しい理解と認知症への備え

作品を生み出すのは天才か伝統か
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芸術作品は、天才の独創性によって
ゼロから生み出されるのでしょうか。
それとも、伝統の継承・批判によって
18:30〜 のみ発展するのでしょうか。「自由意
20:00 志」をめぐる最新の哲学的議論も踏ま
定員30名 えて考えてみましょう。

地域 岡山市町村住民の健康
づくり
超高齢化社会においての健康モデル作り
8/28

2020年厚生労働省「日本人の食事摂
取基準」では、これまでの生活習慣
病予防及び重症化予防に加え高齢期
18:30〜 の「フレイル予防」が策定の目的に加
20:00 わりました。超高齢化社会での健康管
定員35名 理について講演します。

教

育

教育の心理学

岡山県立大学
准教授 河合 大介
専門分野 / 美学・美術史
1977年三重県生まれ。
成城大学大学院文学研究科博
士後期課程単位取得満期退学。
東京文化財研究所アソシエイ
トフェロー等を経て、2017
年より現職。専門は、近現代
美術史および英米現代美学。

美作大学
准教授 坪内 美穂子
専門分野 / 応用栄養学
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1956年生まれ。岐阜県出身。
管理栄養士として名古屋市小
学校等勤務後、早稲田大学人
間科学部（通信）編入、卒業
後筑波大学大学院修士修了。
2018年より大学非常勤講師
等を経て現在美作大学准教授。

環太平洋大学
講師 髙橋 直樹
専門分野 / 教育心理学

兵庫県神戸市出身。関西学院
教育心理学は「教育とは何か？」という
大学卒業後、神戸大学大学院
問題に対して、心理学的な方法を用い
博士前期課程修了。大阪大学
て取り組み、より良い教育を目指す学
大学院博士後期課程単位取得
15:30〜 問であり、全ての人に役立つ学問です。
満期退学。早稲田大学助手、
17:00 ぜひ一緒に、教育の心理学を学びまし
新潟医療福祉大学講師を経て、
定員35名 ょう。
IPU・環太平洋大学講師（現職）に至る。
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