
受講生募集
吉備創生カレッジ 検索

全講座ご案内　2017.10.-2018.3.

後援　岡山市教育委員会
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『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6期会長

　片 岡　洋 行（就実大学長）

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 http://www.consortium-okayama.jp/
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広島大学大学院
教育学研究科博
士課程前期修了 
修士（心理学）専
門は教育心理学。

広島大学大学
院教育学研究
科修了  博士
（教育学）専門
は公民教育。

慶応義塾大学大学院・
川崎医療福祉大学大
学院修了 法学修士・博
士（医療福祉学）専門
は法学・医療福祉学。

特任教授
中原 朋生

教授
橋本 勇人

講師
入江 慶太

岡山大学生殖補助医療技術教育研究センターの講師が担当
します。基礎研究や臨床治療に携わる講師陣で生殖補助医療
を多角的に解説します。舟橋弘晃（大学院環境生命科学研究
科 教授）、中塚幹也（大学院保健学研究科 教授）、大月純子（生
殖補助医療技術教育研究センター 准教授） 

教授
中塚 幹也

准教授
大月 純子

教授
舟橋 弘晃

教授
山根  智恵
JICA筑波インターナショ
ナルセンター、ポーランド・
ヤギェウォ大学等で日本

語教育に携わる。ここ数年は、長島愛
生園・邑久光明園入所者の言語調査も
行っている。文学博士（岡山大学）。国際
審判員（卓球）。

教授　田中  節夫
1955年東京生まれ。
桐朋学園大学卒業後、
ドイツ、フランスに留
学。帰国後作陽音楽
大学非常勤講師を務
めた後、2012年より
山陽学園短期大学教
授。

講師
安久津  太一
マンハッタン音楽院大学院
オーケストラ演奏専攻及び
ニューヨーク市立大学大学 

院音楽教育専攻、東京学芸大学大学院連
合学校教育学研究科博士課程修了。元ニ
ューワールド交響楽団ヴァイオリン奏者。
教育学博士。 

講師
工藤  千晶
広島市生まれ。
広島大学大学院教育学研
究科博士課程前期修了。現

在、美作大学生活科学部児童学科講師。
大学では、ピアノ演奏、音楽理論、音楽表
現、音楽科教育に関する科目を担当。

教授
岡部  勝成
1962年福岡県生まれ。
広島大学大学院博士課程
後期修了 博士（マネジメン

ト）、25年間の金融機関勤務（管理職）、税
理士。『簿記概論』、『キャッシュ・フロー会
計情報と企業価値評価』等著書あり。 ■定員：50名　 ■提供：岡山理科大学　 ■講師の専門分野：会計学　 ■受講料：2,270円

■受講者への連絡事項：電卓を使用しますので、毎回持参してください。

■定員：6名　 ■提供：美作大学　 ■講師の専門分野：音楽教育学　 ■受講料：2,270円

■定員：10名　 ■提供：山陽学園短期大学　 ■講師の専門分野：音楽　 ■受講料：2,270円

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

講師
高田  康史
1986年生まれ、広島大
学大学院博士課程後期を
修了、博士（教育学）。

自身の教育・ダンス経験を活かし幼児
から成人までの「運動・ダンス」などに
関わる研修・講習で活躍する。 ■定員：40名　 ■提供：吉備国際大学　 ■講師の専門分野：舞踊教育学、体育科教育　 ■受講料：2,270円

■受講者への連絡事項：体を動かす内容です。運動のできる服装、室内シューズ、水分をお持ちください。 

平成29年11月27日（月）18:30～20:00 教授  舟橋 弘晃
不妊治療技術とは何か
平成29年12月4日（月） 18:30～20:00 教授  中塚 幹也
不妊治療をとりまく社会事情と倫理的課題
平成29年12月11日（月）18:30～20:00 准教授  大月 純子
不妊治療の現状と将来

平成30年2月2日（金） 15:30～17:00
心と体を開放するリラックスストレッチ講座
平成30年2月16日（金）15:30～17:00
アイスブレイク&コミュニケーション講座
平成30年3月2日（金） 15:30～17:00
家庭（子ども・孫）とできる遊び＆ワーク

平成30年2月1日（木） 18:30～20:00 講師  入江 慶太
乳幼児期の子どもの心の教育
平成30年2月15日（木）18:30～20:00 特任教授  中原 朋生
アメリカ合衆国の道徳教育
平成30年3月1日（木） 18:30～20:00 教授  橋本 勇人
高校新教科「公共」で学ぶ社会保障のしくみ

平成29年11月6日（月） 18:30～20:00
簿記・会計入門（1）
平成29年11月13日（月）18:30～20:00
簿記・会計入門（2）
平成29年11月20日（月）18:30～20:00
簿記・会計入門（3）

平成29年10月19日（木）13:00～14:30
ピアノを弾くための準備
平成29年11月2日（木） 13:00～14:30
メロディーを弾いてみよう
平成29年11月16日（木）13:00～14:30
簡単な曲にチャレンジしよう

平成29年11月6日（月） 10:00～11:30
音楽的発達とコミュニケーション
平成29年11月13日（月）10:00～11:30
絶対音感は存在しない？
平成29年11月20日（月）10:00～11:30
アンサンブルの多様性

平成30年2月3日（土） 15:30～17:00
ベートーヴェン交響曲「運命」の分析
平成30年2月17日（土）15:30～17:00
ベートーヴェン交響曲「運命」の動機について考える
平成30年3月3日（土） 15:30～17:00
楽譜についての考察

平成29年10月14日（土）15:30～17:00
台湾に残る日本
平成29年11月11日（土）15:30～17:00
韓国の日本語教育・史跡
平成29年12月9日（土） 15:30～17:00
ポーランドと日本～アイヌ語・浮世絵等～

21人に1人が体外受精によって誕生する現代日本。
急速に身近になりつつある不妊治療の現代・過去・
未来を倫理面・技術面を含め総合的に解説します。

不妊治療技術の現状と将来

本講座では、アイスブレイクやコミュニケーションゲー
ム、ストレッチ、リズムダンス、昔遊びなど、家庭・職
場・研修などで活用可能な様々なワークを紹介しなが
ら講義を進めます。

心と体のリフレッシュワーク

子どもの教育に焦点を当て、乳幼児期の子どもの心、
道徳教育、高校新教科「公共」について、三者三様の
観点から学習していきましょう。

子どもの教育「新時代」

簿記は企業が経営活動をする際、一定のルールにした
がって帳簿に記録・計算・整理する技術です。人・もの・
金・情報の流れを含め、わかりやすく解説します。また、
日商簿記検定試験に繋がる一助になればと思います。

簿記・会計入門

「今まで習ったことはないけれど、ピアノを弾いてみた
い」という方はいらっしゃいませんか？本講座では、一人
一台キーボードを使ってピアノレッスンの体験をしてい
ただきます。簡単な曲にチャレンジしてみましょう。

はじめてのピアノレッスン

バイオリンというと高くて難しいイメージがあるかも
しれません。決してそんなことはありません。本講座
では、バイオリンで遊びます。そして「遊びは学び」と
いう感覚を体験的に学習します。Let’s Play!

バイオリンで遊ぼう

1回目は誰もが知っている、ベートーヴェン交響曲「運命」
の簡単な分析を通してベートーヴェンの音楽の魅力につ
いて語ります。2回目はそれに関連した問題を取り上げま
す。3回目は楽譜についての問題について語ります。

交響曲「運命」の分析

2年滞在したポーランド、ここ10年毎年日本語教育実
習で訪問している韓国、戦前に日本語教育を受けた
高齢者調査で訪れた台湾。これらの国・地域と日本
語・日本文化の関わりについて語ります。

海を越えた日本語・日本文化

■定員：70名　 ■提供：岡山大学　 ■講師の専門分野：生殖補助医療学　 ■受講料：2,270円

■定員：32名　■提供：就実大学　■講師の専門分野：音楽教育学　■受講料：2,270円
■受講者への連絡事項：毎回の授業はワークショップ形式で演習を含みます。リコーダーやウクレレなど、持参可能な楽器
　　　　　　　　　　　 がありましたらお願いできますと幸いです。

■定員：50名　■提供：山陽学園大学　■講師の専門分野：日本語学・日本語教育学　■受講料：2,270円
■受講者への連絡事項：（1）事前に質問したいことがある方は事務局まで。（2）韓国・台湾・ポーランドを訪問された方がいらしたら、
　　　　　　　　　　　 その国・地域の印象等について簡単に話していただければと思います。
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岡山理科大学　情報科学科で、数学、コンピュータを
専門としている教員3人が講義を行います。 

准教授
河野 敏行

教授
椎名 広光

教授
濱谷 義弘

教授
粟屋　剛
九州大学理学部、法学部
ほか卒。岡山大学名誉教
授。現在、岡山商科大学

教授・法学部長・法学研究科長。日本生
命倫理学会理事、アジア生命倫理学会
理事ほか。アメリカ連邦議会で中国死
刑囚移植につき証言、意見陳述。

教授
藤吉  晴美
1989年福岡教育大学修
士課程修了。精神科・母
子保健等で動作法実績

を重ねる。2014年日本臨床動作学会
理事。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。

講師　押木  俊之
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。

准教授
但馬  康宏
電気通信大学卒業後、（株）
IHI、東京農工大学を経て、
岡山県立大学准教授。

計算機の可能性を理論的に考察する理論
計算機科学と知的処理の応用に関する研
究に従事。

教授
波田  善夫
1948年広島市生まれ。
1972年広島大学理学部
生物学科卒。広島大学に赴

任後、学部長、副学長、学長などを歴任。
国、県などの委員、公益財団の理事などに
就任し、環境を中心とした社会貢献を行っ
ている。 

教授
財部  健一
高圧力を用いた物質科学
を進めてきた。ビックリす
るような成果を出したと

は言えないが研究を楽しんでいる。今
は、世界で一番硬いダイヤモンドより硬
い物質が創れないかと探っている。

准教授
高木  秀明
1971年和歌山県生まれ。
2001年3月大阪市立大学
大学院理学研究科後期博

士課程修了、博士（理学）。同年4月から
吉備国際大学に勤務し、文化財の科学分
析などを研究。

文化財の色彩を違った角度から鑑賞できるように光
の活用方法などを紹介します。また、現代話題の発
光や発色などについても紹介します。

光・色を自然科学でみる

普通に生活しているところでは圧力は概ね1気圧で
す。気圧が低くなると台風が生じます。本講座では
圧力がグンと高くなる高圧力下の世界を覗いてみま
しょう。

高圧力下の世界を覗く

初回は将棋を通して人工知能の発展の軌跡を辿り、２回
目はコンピュータ将棋で使われているアルゴリズムの
仕組みを紹介したのち、最後に将棋を通じて人工知能
技術のディープラーニングを中心に概説します。

人工知能と将棋

芽生えた場所で成長していくしかない植物たちも、
様々な戦略で生育場所を改善したり、生育環境を改
変したり、時には移動して脱出したりする。このよう
な植物たちの戦略を学んでいきます。

植物たちの戦略

最近注目を集めている人工知能だが、その歴史は非常
に古くコンピュータの誕生とともに研究が行われてき
た。本講座では計算だけではない、もう一つのコン
ピュータ誕生の歴史と知能処理の歴史を紹介する。

歴史から見る人工知能

ほとんどのプラスチックは触媒を使ってつくられていま
す。誰もが聞いたことのある言葉｢ビニール袋｣、今はあ
まり使われていません。では、コンビニやスーパーでも
らう袋は？簡単な実験をまじえて学習しましょう。

プラスチックをつくる触媒

現代人はストレスだらけとよく言われます。しかしスト
レスの居場所って一体どこ？それは実の所、私たちの身
体なのです。この講座では心と身体のつながりを見つ
め直し、動作法によってストレス解消を目指します。

動作法による心の健康づくり

死は、墓をどうするとか葬儀をどうするとかの問題では
ありません。誰にでも必ず訪れる死は、人生最大の懸案
事項です。この死について、倫理的、法的、社会的視点か
ら、総合的かつ分析的に、海よりも深く考察します。

死生論

■定員：50名　 ■提供：岡山理科大学　 ■講師の専門分野：植物生態学　 ■受講料：2,270円

■定員：50名　 ■提供：岡山県立大学　 ■講師の専門分野：情報工学　 ■受講料：2,270円

■定員：30名　 ■提供：岡山大学　 ■講師の専門分野：触媒化学　 ■受講料：2,270円
■受講者への連絡事項：実験は写真のとおり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。

■定員：70名　 ■提供：岡山商科大学　 ■講師の専門分野：生命倫理学、医事法学　 ■受講料：2,270円
■受講者への連絡事項：愛する人にも嫌いな人にも、あなたにも私にも、必ず訪れる死について、一緒に考えてみませんか。

■定員：30名　 ■提供：岡山理科大学　 ■講師の専門分野：情報科学　 ■受講料：2,270円

平成29年11月8日（水） 18:30～20:00 教授  濱谷 義弘
将棋とコンピュータ
平成29年11月15日（水）18:30～20:00 准教授  河野 敏行
コンピュータ将棋のアルゴリズム
平成29年11月29日（水）18:30～20:00 教授  椎名 広光
コンピュータ将棋の人工知能

平成29年10月5日（木）15:30～17:00
植物たちの戦略－蒔かれた場所で花咲こう－
平成29年10月12日（木）15:30～17:00
植物たちの戦略－動物と植物の助け合う関係－
平成29年10月19日（木）15:30～17:00
植物たちの戦略－移動する植物たち－

■定員：10名　 ■提供：岡山理科大学　 ■講師の専門分野：高圧科学　 ■受講料：2,270円

■定員：50名　 ■提供：吉備国際大学　 ■講師の専門分野：分析化学　 ■受講料：2,270円

平成29年10月10日（火）10:00～11:30
光の性質や色材についての基礎知識
平成29年10月24日（火）10:00～11:30
文化財を色々な光でみた事例紹介
平成29年11月7日（火）10:00～11:30
身近な発光現象や発色機構などの解説

平成29年11月15日（水）15:30～17:00
高圧力下の世界を覗く（1） 
平成29年12月13日（水）15:30～17:00
高圧力下の世界を覗く（2） 
平成29年12月20日（水）15:30～17:00
高圧力下の世界を覗く（3）

平成29年10月26日（木）15:30～17:00
もうひとつのコンピュータ誕生の歴史
平成29年11月2日（木） 15:30～17:00
人工知能の歴史と目指すもの
平成29年11月9日（木） 15:30～17:00
現在の研究と今後の方向性

平成29年11月22日（水）18:30～20:00
石油化学工業と触媒
平成29年12月6日（水） 18:30～20:00
プラスチックと触媒
平成29年12月20日（水）18:30～20:00
触媒を使ってプラスチックをつくる体験実験

平成29年10月18日（水）18:30～20:00
動作法入門：タテに坐る体験
平成29年10月25日（水）18:30～20:00
動作法入門：緊張コントロール体験
平成29年11月1日（水） 18:30～20:00
動作法入門：タテ真っすぐに立つ体験

平成29年10月1日（日） 10:00～11:30
死とは何か -人はなぜ生き、なぜ死ぬか-
平成29年11月19日（日）10:00～11:30
死後の世界はあるか -無縁仏に明日を見る-
平成29年12月3日（日） 10:00～11:30
死の恐怖 -墓の下には一滴の酒もない-

■定員：20名　■提供：吉備国際大学　■講師の専門分野：臨床心理学　■受講料：2,270円
■受講者への連絡事項：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。
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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・年末年始（12/27～1/6）
［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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