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後援　岡山市教育委員会

吉備創生カレッジ
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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7期会長

　槇 野　博 史（岡山大学長）

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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環境政策、持続可能
な地域づくり　博士
（工学）

教授
白井 信雄

政策研究　自治
体論、地方法務、
地域財政

准教授
澤 俊晴

地域経済学、地域
産業論 博士（経済
学）

講師
建井 順子

平成31年1月17日（木） 15:30～17:00
岡山の人口推移から読み取れること
平成31年2月14日（木） 15:30～17:00
岡山の社会経済に及ぼすインパクト
平成31年3月14日（木） 15:30～17:00
岡山の社会福祉に及ぼすインパクト

少子高齢化とともに人口減少は大きなインパクトを
地域に及ぼしています。生活全般、社会経済、医療
福祉の分野にどのような影響を与えるのか、またそ
の対応策をわかりやすく説明します。

■定員：50名　 ■提供：川崎医療福祉大学　 ■講師の専門分野：医療マーケティング論　 ■受講料：2,270円

2040年の岡山はどうなる 教授
渡辺  裕一
1957年東京都生まれ。
広島大学大学院博士後
期課程単位取得満期退
学。2007年より川崎

医療福祉大学医療福祉マネジメント学部
教授。

平成31年2月1日（金） 15:30～17:00
プロジェクトの伝統的評価方法
平成31年2月15日（金）15:30～17:00
費用便益分析の有効性と限界
平成31年3月1日（金） 15:30～17:00
最近の評価方法の紹介

地域活性化対策として様々なプロジェクトが実施され
ている。これらのプロジェクトはどのように評価され、
実施されたのであろうか。伝統的な評価方法や最近の
評価方法を検討し、プロジェクトの評価方法を学ぶ。

■定員：50名　 ■提供：中国学園大学　 ■講師の専門分野：地域創生研究学　 ■受講料：2,270円

地域プロジェクトの評価方法 教授
梅原  嘉介
関西大学大学院経済研
究科博士課程卒、中国学
園大学国際教養学部の
教授。全国アルゴリズム

教育協会の会長。著書にゲーム理論中心
に「国民所得の基礎理論」、「進化ゲーム理
論と遺伝的アルゴリズム」等著書多数。

平成30年10月1日（月） 18:30～20:00
子ども食堂の歴史的・社会的背景
平成30年11月12日（月）18:30～20:00
子ども食堂の活動
平成30年11月26日（月）18:30～20:00
子ども食堂から福祉食堂へ

全国の民間レベルで広がっている子ども食堂は、子ど
もの居場所づくりや孤食を防ぐためだけでなく、子ども
の社会性を育む場として取り組むべきではないでしょ
うか。皆様と共に考えていきたいと思います。

■定員：20名　 ■提供：中国短期大学　 ■講師の専門分野：地域創生学　 ■受講料：2,270円

地域の子ども食堂 講師
佐藤  由美子
関西学院大学専門職大
学院経営戦略科修了（Ｍ
ＢＡ取得）。

平成30年11月13日（火）10:00～11:30
考古学の成果に見る古代吉備の姿
平成30年11月27日（火）10:00～11:30
記紀に消された吉備
平成30年12月11日（火）10:00～11:30
吉備聖霊

考古学の成果に見る古代吉備の姿と記紀の吉備とで
は大きなギャップを感じます。しかし、考古資料、金
印や魏志倭人伝といった中国の史料、そして記紀の
記事がみな整合のとれる解釈はあると思います。

■定員：70名　 ■提供：岡山理科大学　 ■講師の専門分野：古代日中韓交流史　 ■受講料：2,270円

隠された古代吉備 教授
志野  敏夫
1957年大阪生まれ。
中・高は奈良の生駒に
居りました。
2015～2017年に総合

情報学部長として、理科大学の中の文系
学部である「経営学部」の創設に関わり
ました。

平成30年10月4日（木） 18:30～20:00 教授  白井 信雄
豪雨等の気候災害と地球温暖化、対策を考える
平成30年10月11日（木）18:30～20:00 講師  建井 順子
災害とジェンダー
平成30年11月9日（金） 18:30～20:00 准教授  澤 俊晴
都市法制のこれまでと今後

平成30年10月2日（火） 15:30～17:00
若者の地域貢献活動と地方創生：事例
平成30年10月16日（火）15:30～17:00
若者の被災地支援活動と地方創生：事例
平成30年10月30日（火）15:30～17:00
若者のボランティア活動と地方創生：考察 

若者のボランティア活動が幅広い世代を繋ぐ事例を
検討。また、ボランティアは見返りを求めない活動で
はなく、学びや成長を見返りとする活動とし、その先
に期待できる魅力的な町づくりについて考える。

■定員：20名　 ■提供：新見公立短期大学　 ■講師の専門分野：社会福祉学　 ■受講料：2,270円

ボランティアと地方創生 准教授
八尋  茂樹
早稲田大学卒業。茨城大
学大学院教育学研究科修
了。研究分野は児童家庭
福祉、教育福祉で、子ども

や若者とその家庭のサポートの仕方によっ
ては地域活性化に繋げられることを実践的
に掘り下げていく努力をしています。

山陽学園大がこれから進めていく「地域マネジメン
ト」について紹介します。

■定員：20名　 ■提供：山陽学園大学　 ■講師の専門分野：地域マネジメント　 ■受講料：2,270円

地域マネジメントと岡山２

副学長・教授
谷一  尚
1952年岡山市生まれ。
大安寺高校を経て東京
大学文学部考古学科卒
業。同大学院文学博士。

日本ガラス工芸学会会長、日本学術会議東
洋学委員、共立女子大学大学院教授、岡山
市立オリエント美術館長を経て現職。

平成30年10月4日（木） 10:00～11:30
ツタンカーメン王墓の発掘
平成30年10月25日（木）10:00～11:30
ツタンカーメン王墓とエジプト王墓
平成30年11月1日（木） 10:00～11:30
ツタンカーメン王墓出土品の特質

20世紀最大の発見といわれたエジプト・ツタンカー
メン王墓発掘の経緯と最新の研究成果について、画
像を中心にわかりやすく講義する。

■定員：70名　 ■提供：山陽学園大学　 ■講師の専門分野：考古学・古代美術　 ■受講料：2,270円

ツタンカーメン王墓の秘密

平成31年2月10日（日）15:30～17:00
解題～方谷の漢詩文について～
平成31年2月17日（日）15:30～17:00
方谷の詩を読む
平成31年2月24日（日）15:30～17:00
方谷の散文を読む

山田方谷の漢詩文を原文で読み解き、その言葉や内
容を味わいます。現代日本語訳ではなく原文（漢
文）で読むことで、その作品の本来の魅力を探ってみ
ましょう。

■定員：20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、理解の助けになります。

山田方谷漢詩文講読 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。
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ジャズは、19世紀末～20世紀前半にかけてアメリカ南
部を中心に広まった音楽スタイルです。西洋音楽とアフ
リカ系リズム感覚とが結びついて生まれました。歴史を
通して分かりやすく、演奏を取り入れて説明します。

■定員：20名　 ■提供：山陽学園短期大学　 ■講師の専門分野：音楽（サクソフォン演奏）　 ■受講料：2,270円

ジャズの歴史 平成30年11月11日（日）10:30～12:00
ジャズの始まり（演奏と解説）
平成30年12月9日（日）10:30～12:00
ジャズ第一期黄金時代（演奏と解説）
平成31年2月10日（日）10:30～12:00
ジャズ第二期黄金時代（演奏と解説）

教授
米倉  孝
昭和58年国立音楽大学
器楽科サクソフォン専攻
を卒業。平成元年米国イ
ンディアナ州立大学大学

院修士課程修了。サクソフォンをユージン
ルソー、ジャズをデビッドベイカーに師事。
現代曲、ジャズ等で幅広く活動。

平成30年10月12日（金）10:00～11:30
日本語の語彙
平成30年10月26日（金）10:00～11:30
日本語の文法
平成30年11月9日（金） 10:00～11:30
「なる」言語と「する」言語

学校で習うのとは少し違った視点から日本語を眺め
てみます。日本語を通して私たちがどのように世界
を見ているのかについて受講生の皆さんと一緒に考
えていきたいと思っています。

■定員：40名　 ■提供：環太平洋大学　 ■講師の専門分野：言語学　 ■受講料：2,270円

言語学の視点から見た日本語 講師
森下  裕三
神戸大学大学院博士課程
後期課程（言語学）修了。
博士（学術）。

神戸大学大学院研究員を経て、現職。

平成30年10月17日（水）18:30～20:00
どうしたら人の話を正確に受け取れるのか
平成30年10月24日（水）18:30～20:00
不適切な聴き方と上手な聴き方
平成30年10月31日（水）18:30～20:00
思い出話を上手に聴く練習

カウンセリングは人を理解し、支援していく援助方
法です。この講座では、毎回カウンセリングの演習と
講義を通して、人の話を上手に聴くスキルを身につ
けていくことができます。

■定員：40名　 ■提供：吉備国際大学　 ■講師の専門分野：カウンセリング　 ■受講料：2,270円

人の話を上手に聴く方法 教授
加藤  博仁
立教大学を卒業後、東京
の病院と研究所でカウン
セラーとソーシャルワー
カーを20年間兼務。働

きながら、大正大学大学院にて修士を取得
し、2001年より吉備国際大学へ。著書多
数。カウンセラー歴は約40年。

平成30年10月4日（木） 15:30～17:00
A Balanced Curriculum
平成30年10月11日（木）15:30～17:00
Vocabulary building
平成30年10月18日（木）15:30～17:00
Reading Practice

本講座では、外国語の学習方法を理解できるように
英語で解説します。

■定員：30名　 ■提供：ノートルダム清心女子大学　 ■講師の専門分野：Linguistics　 ■受講料：2,270円
■受講者への連絡事項：This class will look at the most important factors when learning a foreign language. The class will be in English.

外国語の学習方法 教授
WARING Robert
1957年イギリス生まれ。
ウェスタン・オーストラリ
ア大学卒業。テンプル大
学にて修士号、ウェール

ズ大学にて博士号を取得。国際多読教育
学会理事。

平成31年2月6日（水） 18:30～20:00
子どもの療養環境の現状と課題
平成31年2月20日（水）18:30～20:00
子ども目線の療養環境とは？
平成31年3月6日（水） 18:30～20:00
病気とたたかう子どもの空間を考える

病気とたたかう子どもや、それを支える家族にはどうい
う空間が必要でしょうか。小児療養環境の現状と課題
を理解したうえで、あるべき姿について受講生の皆さ
んとともに考え議論する場にしたいと考えています。

■定員：30名　 ■提供：岡山県立大学　 ■講師の専門分野：建築計画・建築設計　 ■受講料：2,270円

病気とたたかう子どもの空間 助教
畠  和宏
1987年宮城県生まれ。
宮城大学卒、筑波大学
大学院修了後、建築設
計事務所での実務を経

て2017年より現職。医療・福祉分野を
中心とした建築計画・設計が専門。

平成31年2月7日（木） 15:30～17:00
考えるための道具もっていますか？
平成31年2月21日（木）15:30～17:00
スポーツとデータ
平成31年2月28日（木）15:30～17:00
サッカーと地域貢献

スポーツを例に問題解決や意思決定論を紹介します。
見方を変えることで、違った発見もできるかもしれま
せん。専門的な話ではなく初心者向けの話です。

■定員：20名　 ■提供：中国短期大学　 ■講師の専門分野：意思決定・スポーツOR　 ■受講料：2,270円

スポーツ・データ分析 講師
藤本  宏美
工学（博士）。
専門は、意思決定・スポ
ーツOR・システム工学
で、『サッカーの地域貢

献の研究』などを行っている。

平成31年2月2日（土） 10:00～11:30
自己受容の体験と認知の変容
平成31年2月9日（土） 10:00～11:30
自己受容の体験と感情の変容
平成31年2月16日（土）10:00～11:30
自己受容の体験と行動の変容

「あるがままの自分を受容する」体験学習を通してグ
ループの力で生きる力の源である自己肯定感を育て
ていきましょう。

■定員：30名　 ■提供：岡山短期大学　 ■講師の専門分野：心理学、保育　 ■受講料：2,270円

自己肯定感を高めよう！！ 講師
鈴木  久子
教員を定年退職後、博士
号を取得。臨床心理士、
自律訓練法療法士、上級
教育カウンセラー。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。

平成30年10月15日（月）15:30～17:00
日本の工芸と建築ー幕末から明治へ
平成30年11月12日（月）15:30～17:00
近代の手仕事と複製技術の芸術
平成30年11月19日（月）15:30～17:00
グラフィック・アートの誕生とその行方

日本近代の美術のなかから、西洋との本格的な出会
いによって開花した工芸をはじめ、新たな分野とし
て誕生したデザインについて、グラフィック・アート
を中心に紹介します。

■定員：70名　 ■提供：倉敷芸術科学大学　 ■講師の専門分野：美術史・博物館学　 ■受講料：2,270円

日本近代の工芸・デザイン 教授
松岡  智子
1983年東京大学文学
部美術史学科卒。パリの
ルーヴル学院留学後、東
京大学大学院人文社会

系研究科博士課程修了、同大学文学博士。
専門は美術史・博物館学。著書『児島虎次
郎研究』、訳書『美術館とは何か』他。
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就実大学薬学部の分
野を異にする教員3
名がそれぞれの立場
からテーマを絞って
お話しします。

看護歴+教育歴＝20年以上の看護に関するベテランの
吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科の教員3名で
す。看護教育の場面でも活用している、知っているよう
で知らないポイントをお伝えしたいと思っています。

准教授
掛谷 益子

教授
遠藤 明美

教授
竹﨑 和子

平成30年10月13日（土）10:00～11:30 教授  森 秀治
AGEsを知ってアンチエイジング
平成30年10月14日（日）10:00～11:30 教授  柴田 隆司
高齢者における薬の体内での動き
平成31年2月7日（木） 10:00～11:30 講師  佐々木 寛朗
生薬を食事に取り入れる

自然物質から生理活性物質を探求するだけでなく、生体
の機構を理解することから生理活性物質を探求できま
す。これらの成果の活かし方が問われています。また、生
体内に入った薬物はどのように体をめぐるのでしょう。

■定員：70名　 ■提供：就実大学　 ■講師の専門分野：臨床薬学　 ■受講料：2,270円

医薬品探求と成果

平成30年10月25日（木）15:30～17:00
食育の歴史と子どもの食育
平成30年11月22日（木）15:30～17:00
生活習慣病予防のための食育
平成30年12月20日（木）15:30～17:00
低栄養予防のための食育

食育はすべての年代に必要ですが、ライフステージ
に応じて重点となるものが異なります。受講生の皆
様と一緒に食育や健康づくりにどのように取り組ん
だらよいか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：公衆栄養学　 ■受講料：2,270円

食育と健康づくり 教授
徳広  千惠
1957年高知県生まれ。
高知県立大学大学院健
康生活科学研究科博士
後期課程修了、博士（生

活科学）。高知県内の保健所、県庁の健康
づくり担当課、教育委員会等で勤務。研究
テーマは食育、栄養指導の評価。

平成31年1月15日（火）15:30～17:00 准教授  掛谷 益子
感染予防：手洗いチェック
平成31年2月5日（火） 15:30～17:00 教授  遠藤 明美
血栓予防：血栓予防運動チェック
平成31年2月19日（火）15:30～17:00 教授  竹﨑 和子
ストレス予防：ストレス度チェック

感染予防：あなたの手洗い大丈夫？手洗いチェックしてみましょう！
血栓予防：予防運動できますか？筋活動チェックしてみましょう！
ストレス予防：ストレス溜めてませんか？ストレス度チェックし
てみましょう！

■定員：20名　 ■提供：吉備国際大学　 ■講師の専門分野： 看護学　 ■受講料：2,270円

健康を守る看護ワンポイント

平成30年11月29日（木）10:00～11:30
世界保健機関が示す健康の捉え方とは
平成30年12月6日（木） 10:00～11:30
日本人の高齢化と健康状態の変化とは
平成30年12月20日（木）10:00～11:30
これから必要となる健康観とは

高齢化社会をより良く生きるために活用できる新し
い健康の捉え方を３つの側面（精神的・身体的・社
会的）から考えてみたいと思います。

■定員：70名　 ■提供：川崎医療福祉大学　 ■講師の専門分野：健康・障害情報学　 ■受講料：2,270円

高齢化社会に必要な健康観 講師
三田  岳彦
1974年岐阜県多治見市
生まれ。
東洋大学文学部卒。川崎
医療福祉大学院博士課

程修了（博士（医療情報学）。
主な研究テーマは「障害児・者の地域生活
実態調査」、「健康・障害の概念整理」。

平成31年1月16日（水）15:30～17:00
働く人の健康を守る
平成31年1月30日（水）15:30～17:00
公害から学ぶ ～追悼・石牟礼道子氏～
平成31年2月13日（水）15:30～17:00
改めて「生活習慣」～健康増進

予防医学領域で、環境保健、労働衛生（産業保健）、
そして生活習慣病のトレンドをお伝えいたします。

■定員：50名　 ■提供：川崎医科大学　 ■講師の専門分野：衛生学　 ■受講料：2,270円
■受講者への連絡事項：これまでも幾度か、科目提供していますが、また新たな視点で予防医学を紹介します。

予防医学　アップデート 教授
大槻  剛巳
1981年川崎医大を卒業、
血液内科の診療研究に
従事、1996年から衛生
学領域で研究と教育を行

っています。環境医学の研究が主体の日本
衛生学会の理事長も務めております。わか
りやすく内容をお伝えします。

平成31年2月13日（水）18:30～20:00
キャリア・デザインとは？
平成31年2月27日（水）18:30～20:00
エンプロイアビリティーとは？
平成31年3月13日（水）18:30～20:00
EQを活用したキャリア開発のヒントを学ぶ

企業(社会）から求められるキャリアをどのように構築
すべきか？エンプロイアビリティーという視点でキャリ
ア形成の「軸」を伝授。またそのヒントとしてのＥＱ＝心
の知能指数などについても共に学びましょう。

■定員：17名　 ■提供：岡山大学　 ■講師の専門分野：経営学（人的資源管理）　 ■受講料：2,270円
■受講者への連絡事項：グループワーク・ペアワークなどの参加型講座です。筆記用具をご持参下さい。

キャリア・デザインとＥＱ 准教授
町田  尚史
株式会社リクルート勤務
を経て、起業。20年間の
企業経営の後、2012年
度より国立大学法人静岡

大学特任教授。2014年4月より現職。博
士(経営学）。

平成30年11月1日（木） 18:30～20:00
正しい社会調査の読み方
平成30年11月15日（木）18:30～20:00
量的調査とは？
平成30年11月29日（木）18:30～20:00
質的調査とは？

アンケートやインタビューは、私たちの社会や人々の
考えを理解する方法の1つです。本講座では、社会調
査の基礎を学び、実際に調査手法を体験します。私た
ちが生活する「社会」の当たり前を捉えなおしましょう。

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

はじめての社会調査入門 講師
都島  梨紗
1988年愛知県生まれ。
名古屋大学教育発達科
学研究科にて博士(教育
学)を取得。2018年より

岡山県立大学保健福祉学部にて主に教育
学を担当している。専門は質的調査をベー
スとする青少年問題研究。

平成30年10月15日（月）18:30～20:00
想定外の未来があなたの息子、娘を襲う
平成30年10月22日（月）18:30～20:00
著名経営者が求める「使える人材」とは
平成30年10月29日（月）18:30～20:00
大学から「保護者」が消える日

人口減少、ＡＩの普及、終身雇用の崩壊、新興国の台頭
など、ビジネス環境は激変している。あなた、そして、息
子、娘は、厳しい時代を生き残れるか。講師が対話して
きた著名経営者の本音を披露しながら解説する。

■定員：70名　 ■提供：岡山商科大学　 ■講師の専門分野：経営学、経営者論　 ■受講料：2,270円

要る社員、要らない社員 教授
長田  貴仁
ビジネス誌首位の「プレ
ジデント」編集部を経て、
神戸大学大学院を皮切り
に大学の世界へ。現在、

岡山商科大学で教授（経営学部長）を務め
る。日本を代表する多くの経営者と対話し
てきた。博士（経営学）神戸大学。
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宮本 拓…1974年岡山大学大学院農学研究科修士課程
修了。1988年農学博士（東北大学）。2015年岡山大学
名誉教授、くらしき作陽大学教授・学部長。乳酸菌の研究
で日本酪農科学会賞。日本酪農科学会副会長など歴任。

教授
宮本 拓

教授
額田 眞喜子

教授
坂本 八千代

平成31年1月21日（月）15:30～17:00
移植と法の歴史的展開
平成31年2月4日（月） 15:30～17:00
移植に関する話題・事件
平成31年2月18日（月）15:30～17:00
移植と法・倫理のこれから

移植技術は飛躍的に進歩を遂げ、最近ではペニスや子
宮の移植まで可能となってきています。こうした移植と
法（そして倫理）を巡る諸問題について、受講生のみな
さんとともに考える講座にしたいと思います。

■定員：60名　 ■提供：岡山商科大学　 ■講師の専門分野：憲法・医事法　 ■受講料：2,270円

人体と法との関係を考える 教授
宍戸  圭介
1978年鳥取県生まれ。
岡山大学法学部卒。同大
学大学院修了。博士（法
学）。名古屋経済大学教

授を経て2018年より現職。臓器移植や生
殖補助医療の問題を中心に研究活動を行
なっている。

平成30年10月5日（金） 10:00～11:30
日本の金融事情（金融政策）
平成30年10月19日（金）10:00～11:30
日本の金融事情（新しい金融）
平成30年11月2日（金） 10:00～11:30
岡山県の金融事情

『量的・質的金融緩和政策』や『仮想通貨』、『Fintech』
などをはじめとして、近年、私たちの生活を取り巻く金
融環境は急激に変化してきている。本講義では、その
一端を扱います。

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

日本の金融事情 准教授
井尻  裕之
2011年3月に関西学院
大学経済学部を卒業。
2016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 講師を経
て、2018年4月より准教授。

平成30年10月11日（木）10:00～11:30
組織とは何か
平成30年11月15日（木）10:00～11:30
人を動かす「権限」の作用
平成30年12月13日（木）10:00～11:30
組織の中のリーダー

「組織の中のリーダー」について、「組織とは何か」、
「人を動かす権限の作用」、「リーダー行動」の３つ
の観点から解説します。

■定員：20名　 ■提供：川崎医療福祉大学　 ■講師の専門分野：組織行動学　 ■受講料：2,270円

入門・組織行動論 教授
今林  宏典
鹿児島県生まれ。
松山商科大学（現 松山大
学）大学院経営学研究科
博士課程単位取得満期

退学。2004年より川崎医療福祉大学医
療福祉マネジメント学部教授。

平成30年11月16日（金）10:00～11:30
倫理学の知識についての基礎的理解
平成30年11月30日（金）10:00～11:30
生む権利と生まれる権利（生命倫理学領域）
平成30年12月14日（金）10:00～11:30
未来への責任を考える（世代間倫理領域）

現代社会では、これまでの理解を超えた問題への対応
が求められています。そのうち、「いのち」の問題と「未
来に対する責任」に焦点を当て、どのように向き合えば
良いのか、受講生の皆さんとともに考えます。

■定員：30名　 ■提供：吉備国際大学　 ■講師の専門分野：福祉倫理学　 ■受講料：2,270円

現代社会と倫理的諸問題 准教授
岡崎  幸友
川崎医療福祉大学大学院
博士後期課程を修了し、
2000年に吉備国際大
学に着任、2012年から

同大学の准教授。対人支援関係が専門。
2011年から4年間、岡山県社会福祉士
会の事務局長を務める。

平成31年2月9日（土） 18:30～20:00
食品と医薬品の相性・飲み合わせ
平成31年2月23日（土）18:30～20:00
食品と医薬品が腸内細菌叢に及ぼす影響
平成31年3月9日（土） 18:30～20:00
食品と医薬品が腸管免疫に及ぼす影響

体にいいと思って食べているものでも、なかには薬と
の相性が悪い場合があります。食べ物と薬の相性・飲み
合わせについて理解を深め、腸内細菌叢や腸管免疫に
及ぼす影響などについても一緒に学んでみましょう。

■定員：30名　 ■提供：岡山学院大学　 ■講師の専門分野：感染制御学　 ■受講料：2,270円

食と薬の相互作用 教授
狩山  玲子
倉敷市生まれ。岡山大学
医学部薬学科卒。岡山大
学医学部、米国テンプル
大学医学部、岡山大学大

学院医歯薬学総合研究科にて、感染制御
学の集大成を目指して研究活動に従事し
た。現在は教育活動を主に行っている。

平成30年10月13日（土）15:30～17:00
動作法入門：タテに坐る体験
平成30年10月20日（土）15:30～17:00
動作法入門：緊張コントロール体験
平成30年11月10日（土）15:30～17:00
動作法入門：タテ真っすぐに立つ体験

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 教授
藤吉  晴美
福岡教育大学修士課程
修了後、精神科臨床や母
子保健等で動作法による
心理援助を重ねる。

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。

平成31年2月9日（土）15:30～17:00 教授  宮本　拓
乳酸菌は元気の源－健康なからだをつくろう
平成31年2月16日（土）15:30～17:00 教授  額田 眞喜子
キノコと健康－美味で優れた機能をもつ食材
平成31年2月23日（土）15:30～17:00 教授  坂本 八千代
食事であなたの健康寿命をのばそう！ 

食の健康へ与える影響の観点から、①「乳酸菌は元気
の源－健康なからだをつくろう－」②「キノコと健康－
美味で優れた機能をもつ食材－」③「食事であなたの
健康寿命をのばそう！」、に関して易しく解説します。

■定員：50名　 ■提供：くらしき作陽大学　 ■講師の専門分野：発酵食品学　 ■受講料：2,270円

食と健康

平成30年10月5日（金） 15:30～17:00
表現の自由、知る権利、信頼度、中立
平成30年10月12日（金）15:30～17:00
権力者 vs 草の根活動
平成30年10月19日（金）15:30～17:00
日本人（大和民族）の心とインターネット

最近の若者は「テレビも新聞も見ません」と言って
驚く人向けのお話です。インターネット世代が感じた
り考えている世界観、倫理観、哲学等を、インター
ネットで得られる情報を元にしてお話しします。
■定員：70名　 ■提供：倉敷芸術科学大学　 ■講師の専門分野：インターネット工学　 ■受講料：2,270円
■受講者への連絡事項：毎日インターネットにアクセスしている人にとっては知っている話ばかりかもしれませんのでご注意ください。インターネット
　で入手できる情報（戦争、政治、宗教、哲学）を包み隠さずお話します。不快に感じる方がいらっしゃるかもしれませんので、ご注意ください。

■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。

インターネットよもやま話 教授
村山  公保
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。
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岡山理科大学教
授（理学博士）、
専門は解析学。

3名の講師ともそれぞれの講座内容が専門分野であり、
丸山は主として航空工学に関係する流体数値解析、桑
木は粉体・流体混合物の物理特性研究、近藤は自動車用
エンジン改良のための実験研究を行っています。

教授
濱谷 義弘

岡山理科大学講
師（理学博士）、
専門は代数学。

講師
加瀨 遼一

岡山理科大学講
師（理学博士）、
専門は幾何学。

講師
川島 正行

教授
丸山 祐一

教授
桑木 賢也

講師
近藤 千尋

兵庫県生まれ。
大阪大学工学部卒業。同大学院工学研
究科博士前期課程修了、工学博士(大阪
大学)。三菱電機㈱勤務を経て2010年
より現職。専門は、光・量子エレクトロニ
クス、半導体デバイス、光物性。

教授　徳田 安紀

鹿児島県生まれ。慶應義塾大学理工学
部卒業。同大学院理工学研究科博士後
期課程修了、博士(工学)。2009年より
現職。専門は、光エレクトロニクス、音響
メタマテリアル。

助教　坂口 浩一郎

平成31年2月8日（金） 10:00～11:30
パステルアートでこころ豊かになろう
平成31年2月15日（金）10:00～11:30
こころって測れるの？
平成31年2月22日（金）10:00～11:30
サーモグラフィでこころを測ってみよう

本講座では、「こころ豊かに生きる」をキーワードとし
て、生活学、心理学、行動科学を基に、パステルアート
や、サーモグラフィを使った心の測定を体験し、皆さん
と一緒に、答えを探していきたいと思います。

■定員：30名　 ■提供：山陽学園大学　 ■講師の専門分野：生活行動学　 ■受講料：2,270円

こころ豊かに生きてみよう 教授
隈元  美貴子
こころ豊かな生活を実現
するためにはという想い
から、生活学、心理学、行
動科学を学び、現在、山

陽学園大学総合人間学部生活心理学科学
科長。歯学博士（行動科学）。中四国家政学
会常任幹事。岡山心理学会理事。

平成31年2月8日（金） 15:30～17:00
細菌を利用した食品
平成31年2月22日（金）15:30～17:00
酵母を利用した食品
平成31年3月8日（金） 15:30～17:00
カビを利用した食品

微生物（細菌、酵母、カビ）を利用した食品はたくさんあ
り、その健康効果も明らかになっています。それぞれの
食品における微生物の関わり、健康への効果、食品の
美味しさ等について、できるだけ平易に紹介します。

■定員：30名　 ■提供：中国学園大学　 ■講師の専門分野：食品学、応用微生物学　 ■受講料：2,270円

食品と微生物 教授
河野  勇人
食品の製造に関係する微
生物の単離、育種、微生
物利用食品の研究開発、
食品の試験分析等の業

務に長年携わってきました。現在もこれら
の蓄積を生かし、機能性を始めとする特徴
ある食品の研究開発に取り組んでいます。

平成30年11月5日（月） 18:30～20:00
放射線の基礎
平成30年11月19日（月）18:30～20:00
環境中の放射線
平成30年12月3日（月） 18:30～20:00
放射線を測る

放射線（電離放射線）は、実は身近な環境中に多数
存在し、私たちはそれらに囲まれて生きています。こ
の講座では、放射線に関する基礎知識を学び、身近
な素材を使った放射線測定までを体験します。

■定員：20名　 ■提供：岡山大学　 ■講師の専門分野：放射線生物学　 ■受講料：2,270円

身の回りの放射線 教授
寺東  宏明
1964年生まれ。
広島大学助教、テキサス
大学客員研究員、佐賀大
学准教授を経て、今年度

より現職。専門は放射線生物学、環境生化
学で、主に、DNA損傷から生体傷害を概観
しようと試みる研究を行っています。

平成30年11月1日（木） 15:30～17:00 教授  徳田 安紀
レーザー光とはどのような光なのか？
平成30年11月8日（木） 15:30～17:00 教授  徳田 安紀
レーザー光の利用と現代社会
平成30年11月15日（木）15:30～17:00 助教  坂口 浩一郎
レーザー光を用いた生体計測

レーザー光は人類が生み出した特殊な光です。しかし、今
や非常に身近な光になっています。レーザー光とはどの
ような光なのかを分かり易く解説し、身近な分野から最
先端科学技術までの様々な利用について紹介します。

■定員：20名　 ■提供：岡山県立大学　 ■講師の専門分野：光・量子エレクトロニクス、半導体デバイス　
■受講料：2,270円

レーザー光が拓く現代社会

平成30年10月15日（月）10:00～11:30
地球と環境を知ろう
平成30年10月22日（月）10:00～11:30
地球環境と生物進化
平成30年10月29日（月）10:00～11:30
地球環境と人間

地球温暖化が指摘されていますが、過去に地球は
もっと激烈な環境変化にさらされてきました。それ
らを地球誕生から46億年後の今日まで振り返り、
環境の変化について考えてみましょう。

■定員：50名　 ■提供：岡山理科大学　 ■講師の専門分野：同位体を使った岩石年代学　 ■受講料：2,270円

地球環境史と人間 教授
兵藤  博信
1955年福岡県生まれ。
東京都立駒場高校を経
て東京教育大学理学部
卒。東京工業大学大学院

をへて1989年カナダトロント大学で
Ph.D.学位取得。2006年から岡山理科大
学自然科学研究所教授。

平成30年11月7日（水） 18:30～20:00 教授  濱谷 義弘
血液占いより当たる？恋愛の数理モデル
平成30年11月21日（水）18:30～20:00 講師  加瀨 遼一
石取りゲームを数学で解こう
平成30年11月28日（水）18:30～20:00 講師  川島 正行
音楽の形を数学をつかってみてみよう

「堅苦しくて抽象的」そんな側面もある一方で身近に
は楽しい数学がたくさん隠れています。この講座では
「恋愛・ゲーム・音楽」をテーマに、楽しい数学を皆
さんと共有したいと思います。

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

楽しい身近な数学

平成30年11月7日（水）15:30～17:00 教授  丸山 祐一
航空機・各種飛翔体・新幹線などの空気力学
平成30年11月14日（水）15:30～17:00 教授  桑木 賢也
放射性物質を含む廃棄物の焼却処理
平成30年11月21日（水）15:30～17:00 講師  近藤 千尋
ゴミからつくるバイオ燃料について

流体力学や燃焼の現象は、私たちの暮らしと密接に関係し
ています。本講座では、航空機や新幹線で問題となる衝撃
波の現象、放射性物質を含む一般廃棄物の焼却処理、環境
にやさしい自動車用燃料の開発などについて講義します。

■定員：50名　 ■提供：岡山理科大学　 ■講師の専門分野：流体力学、熱工学　 ■受講料：2,270円

暮らしの中の流体と燃焼

平成30年10月5日（金） 18:30～20:00
岡山県の化学工業と触媒
平成30年10月19日（金）18:30～20:00
樹脂と触媒の関係
平成30年11月2日（金） 18:30～20:00
触媒を使って樹脂をつくる体験実験

ほとんどの樹脂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。

■定員：20名　 ■提供：岡山大学　 ■講師の専門分野：工業化学　 ■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。

優れた樹脂をつくる触媒 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。
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◎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。

①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。

②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。

③講　座
○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。

④受講料
○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。くわしくは下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。

⑤受講上の注意
○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。

⑥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。

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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科
学
講
座 愛知県出身。

東大院農博、海
洋機構などを経
て現職。

教授
長濱 統彦

大阪府出身。
京大院農博、東
京農大などを経
て現職。

教授
小林 謙一

岡山市出身。
愛大院農博、高
知大などを経て
現職。

准教授
吉金 優

平成31年1月29日（火）15:30～17:00 教授  長濱 統彦
食品と微生物の関わり
平成31年2月12日（火）15:30～17:00 教授  小林 謙一
疲労と栄養　～疲れたあなたに栄養を～
平成31年2月26日（火）15:30～17:00 准教授  吉金 優
食品の美味しさ（味）の見える化

食品、栄養、微生物の関わりについて科学的に見て
いきます。本講座では、「食品と微生物の関わり」、
「疲労と栄養」、「食品の美味しさの見える化」につ
いて紹介します。

■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：食品学、栄養学　 ■受講料：2,270円

食品と栄養のミクロな科学




