
名古屋学院大学は、2018年9月に新しいキャンパス
『名古屋キャンパスたいほう“GLOBAL LINKS”』を新設。
地域連携事業や国際教育に、ますます力を入れていきます。

ご期待ください！

名古屋学院大学
シティカレッジ

2018 Autumn

新規受講生 募集開始！

名古屋イノベーション講座

無料

無料

Tリーグ開幕
－卓球を通じた社会、地域貢献－

松下　浩二氏 （元卓球五輪日本代表選手、一般社団法人Tリーグ代表理事）

社会連携センター
〒456-0062 愛知県名古屋市熱田区大宝二丁目 4番 45号
Tel. 052-678-4085 

「地域イノベーション」をコンセプトとした連続講座！！
〝名古屋”の新たな可能性を一緒に考えませんか！

18：00～19：00開講!!名古屋キャンパス
たいほう

GLOBAL LINKS
オープン記念
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有料
学びの連続講座
2018年 秋の講座がスタート!!

公開講演会



名古屋イノベーション講座
受講料

無料

受講料

有料
学びの連続講座

音楽はいつからはじまったのでしょうか？実は音楽と宗教は、古代からとて
も深い関係にあります。キリスト教はそのルーツであるユダヤ教と同じよう
に神を賛美し、歌うことを大切にしてきました。この講座では古代音楽のは
じまりからバロック時代を概観し、ヨーロッパの音楽史とキリスト教文化と
の関わりを紹介します。

キリスト教文化と
音楽の関わり

10/1 古代音楽とグレゴリオ聖歌

10/8 ルネサンス音楽と宗教からの自由

10/15 バロック音楽とキリスト教文化

10/1●月 ～10/15●月 月曜日開講｜13:30～15:00

1

2

3

講座NO.

1812
全3回

黒柳　志仁　国際文化学部准教授講　師

興味のある方ならどなたでも対　象 20名定　員 3,000円受講料

パソコンの使い方を実際のＰＣを利用して学びます。
教職課程にいる本学学生が、テーマごとにマンツーマンでサポートします。
初級者の方に合わせた、わかりやすい授業を展開します。

ＩＴ講習会

10/1 Ｗｏｒｄ初級編

10/8 Ｗｏｒｄ中級編

10/15 Ｅｘｃｅｌ初級編

10/1●月 ～11/5●月 月曜日開講｜15:30～17:00

1

2

3

10/22 Ｅｘｃｅｌ中級編4

10/29 タブレット活用　基礎編5

11/5 タブレット活用　応用編6

講座NO.

1813
全6回

伊藤　昭浩　商学部教授
地域活性化支援組織 LiNKS＋（リンクス　プラス）

講　師

興味のある方ならどなたでも

※受講希望者が定員を上回った場合には、初めての方を優先させていただきます。
※IT講習会のみ「名古屋キャンパスしろとり」が会場となります。

対　象 30名定　員 3,000円受講料

英語学習を始めたいと思っていても、「英語ネイティブの先生の授業はちょっと心配･･･」という方を対象に、まずは日
本語で安心して、また楽しみながら簡単に始められる英語講座です。どのような学習方法が英語力アップにつながるか解
説を交えながら、具体的な方法を実際に体験していきます。

テーマで学ぶ初級英語講座

10/5 なぜ「英語」を学ぶのか考えてみよう ―すぐに始められる英語スピーキングの基礎（新多）

10/12 自分のことを英語で書いてみよう ―すぐに始められる英語ライティングの基礎（新多）

10/19 使える英語再入門 ―海外編（市川）

10/5●金 ～11/9●金 金曜日開講｜13:30～15:00

1

2

3

10/26 使える英語再入門 ―国内編（市川）4

11/2 「行く」は“go”か“come”か ―日本語と英語の語彙①（有薗）5

11/9 からだの言葉をくらべてみよう ―日本語と英語の語彙②（有薗）　6

講座NO.

1814
全6回

新多　  了 　外国語学部教授
市川　新剛　外国語学部准教授
有薗　智美　外国語学部准教授

講　師

20名定　員 6,000円受講料興味のある方ならどなたでも対　象

外国と相互依存する世界の状況を、日本から離れた視点（英国）から眺めて
みると、新しい景色が見えてきます。

英国から見た国際経済

10/9 Brexit：ビフォー＆アフター

10/16 EUの移民の状況から学べること

10/23 いま日本に必要なこと

10/9●火 ～10/23●火 火曜日開講｜10:00～11:30
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2

3

講座NO.

1815
全3回

黒田　知宏 経済学部准教授講　師

初学者対　象 20名定　員 3,000円受講料

東海地域は、古くから陶磁器の産地が広がっています。中でも、六古窯と呼ば
れる古い窯に、瀬戸や常滑があります。また、近代になると名古屋でも輸出陶磁
器産業が活発になります。こうした産地の産業としての現状を知るとともに、消
費者との交流の中からこれからの活路を見出そうとする取り組みも盛んです。
本講座では、ものづくりの場へと誘う各産地の取組を紹介するとともに、産業、
文化、観光などの幅広い視点から陶磁器について考えてみたいと思います。

東海地域の
陶磁器産地を巡る旅

10/10 やきもの散歩道とまちづくり ―常滑を巡る旅

10/17 伝統と技をつなぐ ―瀬戸のやきものを巡る旅

10/24 未来に向けた技の伝承 ―名古屋陶磁を巡る旅

10/10●水 ～10/24●水 水曜日開講｜10:00～11:30
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3

講座NO.

1816
全3回

古池　嘉和　現代社会学部教授講　師

10/10 器と暮らしの道具morrina代表 杉江　寿文氏 （常滑市）
10/17 有限会社　美山＜美山陶房＞ 寺田　鉄平氏 （瀬戸市）
10/24 なごや凸盛り隊　 杉山　ひとみ氏 （名古屋市）

ゲスト

やきものや陶磁器産地に興味関心があれば大丈夫です。対　象

20名定　員 3,000円受講料

インド北端のヒマラヤ地域に位置するラダック地方は厳しくも美しい独特の
自然環境で知られます。この講座では、ラダックの魅力を紹介しながら、そ
こに暮らすチベット仏教徒によるナショナリズムおよびムスリムとの宗教対
立について、次いで「宗教」の違いを超えて信仰される豊かな民俗信仰につ
いて考えていきます。

インド北端、
ラダックに息づく宗教世界

10/15 ラダックの自然と人々の暮らし

10/22 チベット仏教ナショナリズムと宗教対立

10/29 シャーマンによる治病儀礼と民俗信仰

10/15●月 ～10/29●月 月曜日開講｜10:00～11:30
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2

3

講座NO.

1817
全3回

宮坂　清　国際文化学部准教授講　師

興味のある方ならどなたでも対　象 20名定　員 3,000円受講料

初回に「民法って何？」というテーマで、映像教材を使って法律を知らない
方を対象にお話しします。その後、第2回目からは昨年成立した「債権法改
正」という大改正の裏話をお話しします。（私は、誘われて最初のうちは
「債権法改正」作業を法務省と一緒にしていたのですが、裏にある「官庁の
野望」に途中で気づき、法務省とは袂をわかって反対派に転じました。）

「民法って何？」「債権法改正って何？
―官庁の野望と法改正」

11/2 「民法って、何？」「民法って、どうしてできたの？」

11/9 八方一両損に終わってしまった「目玉なき債権法改正」

11/16 違法と虚言に支えられた債権法改正―法務省立法手続の適正化を求めて

11/2●金 ～11/16●金 金曜日開講｜10:00～11:30
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講座NO.

1818
全3回

加藤　雅信　法学部教授講　師

興味のある方ならどなたでも対　象 20名定　員 3,000円受講料

近頃、子育て・孫育て×親の介護、親の介護×義親の介護など一人の人が２
つのケアを同時期に担う〝ダブルケア″が新たな社会的リスクとして注目さ
れています。「ダブルケア問題」を通して、これからの地域（福祉）の在り
方について考えてみませんか？

わが家もいつか
ダブルケア！？

11/12 いまなぜダブルケアが注目されるのか？

11/19 あなたの知らないダブルケアの世界

11/26 ダブルケアラーを支える地域を目指して

11/12●月 ～11/26●月 月曜日開講｜10:00～11:30
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3

講座NO.

1819
全3回

澤田　景子 経済学部講師講　師

興味のある方ならどなたでも対　象 20名定　員 3,000円受講料

国際連合〈国連〉を知っていますか？聞いたことはありますよね。国連って本当に役に立つのでしょうか？頼りになるの
でしょうか？どのような国連組織があるのでしょうか、何をしているのでしょうか？ユネスコ、ユニセフ、安全保障理事会
など？最近の世界動向を見る限り、少し変だと思いませんか？欧米、アジアにおいても孤立主義や国粋主義的な傾向に
向いています。北朝鮮問題は？このような時代にこそ、国連のマルチラテラリズムが必要なのです。国連について一緒
に学び正しく理解し、世界平和、人権、貧困と格差の削減について考えてみませんか？予備知識はなくても学べます。

国際問題と国連
 ートランプ大統領の米国の今、なぜ国連が必要なのか？

11/20 国連機構と国連改革の必要性

11/27 国連の役割　―平和維持と安全保障 

12/4 国連の役割　―持続可能な開発と貧困の削減

11/20●火 ～12/4●火 火曜日開講｜10:00～11:30
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2

3

講座NO.

1820
全3回

長田　こずえ　国際文化学部教授講　師

国際協力に興味のある方ならどなたでも。簡単な日本語の分かる人を対象。
英語での説明も付け加えることも可能です。外国人の方も歓迎です。

対　象

20名定　員 3,000円受講料

私たちの日常は，安定的なエネルギー供給を前提に成り立っています。とこ
ろが，日本のエネルギーの9割以上は海外に依存しており、不安定な国際情
勢と無関係ではありません。さらに気候変動への対応は、今世紀最大の人類
の課題です。この講座ではエネルギーを取り巻く諸問題を整理し、将来のエ
ネルギー選択を考えます。

気候変動とエネルギーの
問題を考えてみませんか

11/30 エネルギーを取巻く諸問題

12/7 地球温暖化とエネルギー環境政策

12/14 電力ガスの自由化・原子力・再生可能エネルギー

11/30●金 ～12/14●金 金曜日開講｜13:30～15:00

1

2

3

講座NO.

1821
全3回

木船　久雄 経済学部教授講　師

興味のある方ならどなたでも対　象 20名定　員 3,000円受講料

日々の暮らしをより豊かにするために、大学で学んでみませんか？
いつでも、いつまでも、どなたでも、その「学ぶ気持ち」を大切にします。

会　場 名古屋キャンパスたいほう恵館1階メアリーホール
時　間 18：00～19：00

会　場 名古屋キャンパスたいほう言館2階 AL3 ※特定日のみの受講申込はできません。

定　員 100名

名古屋都市論
－名古屋発展の５つのエポック10/17●水 

現代社会学部長・教授　
井澤　知旦

第1回

リニア・インパクト
－リニアで名古屋はどう変わる？10/24●水 

現代社会学部教授　
江口　忍

第2回

愛知・熱田の企業史
－軍工廠・愛知時計電機を中心に10/31●水 

現代社会学部教授　
笠井　雅直

第3回

名古屋人の消費者行動
－名古屋人気質は変化している？11/14●水 

商学部長・教授　
岡本　純

第4回

多文化共生都市
　　　・名古屋の可能性11/21●水 

国際文化学部准教授　
人見　泰弘

第5回

地域イノベーションとは
－身近なモノで課題解決11/28●水 

商学部 准教授　
杉浦　礼子

第6回

電動自動車時代がやってくる！
－名古屋の新時代へ12/5●水 

社会連携センター長
経済学部教授　
家本　博一

第7回

名古屋キャンパスたいほうのオープンを記念し、「地域イノベーション」をコンセプトとした連続講座を企画！
「地域イノベーション」とは、新たな技術、アイデア、構想等から社会的意義を有する新たな価値を創造し、社会や地
域に大きな変革の波をもたらす幅広い動きのこと。これまでも、そしてこれからも社会や地域の発展にとっては不可欠
な動きです。 
この講座では、名古屋学院大学の誇る教員陣が「地域イノベーション」を広く語ることで、本学の構想する名古屋圏
での「地域イノベーション」の全体像と形態とを明らかにできればと考えています。   

オープン記念

名古屋キャンパスたいほう
GLOBAL LINKS

社会人の方も大歓迎

2018 Autumn

名古屋発展のエポックは何か？江戸時代から今日まで、ものづくり（技術・人材・
情報）と都市基盤整備（碁盤割と区画整理）の観点から、エポックを画する５つの
発展時期に整理し、名古屋の将来を描く視点を提供します。

リニア開業まで９年。東京と40分で結ばれることで名古屋はどのように変わるので
しょう。今回はリニアができることによる名古屋のメリットとデメリットについ
て、身近なことを中心にわかりやすくお話したいと思います。

今は住宅都市として穏やかな熱田区ですが、かつて空襲が激しかったように、産業
都市名古屋の、またまた中心の一つが熱田でした。陸軍の熱田兵器製造所、時計か
らついには飛行機を作っていた愛知時計電機、さらに日本車両製造、大同製鋼の工
場もありました。熱田神宮を挟んで巨大工場があったことも興味深いですね。

「名古屋人気質と購買行動」調査や「関西人気質と購買行動」調査を基に、名古屋
人の過去と現在、あるいは関西人との比較から現代の名古屋人特有の消費者行動に
ついて皆さんと共に考えてみたいと思います。

名古屋市には、多くの外国籍住民が暮らしています。エスニック・レストランや雑
貨店、外国語で情報を発信するエスニック・メディアなどもあります。ヒトのグロ
ーバルな移動が広まるなか、名古屋はどう変わっていくのでしょう。多文化共生都
市・名古屋の可能性について考えます。

イノベーションって難しい？イノベーションの捉え方をわかりやすくお話ししま
す。そして、身近にある地域資源を活かして、地域の課題解決や活性化に取り組ん
でいる事例をいくつか紹介します。一緒に学び、考えましょう。

燃費規制の強化によって、世界の主要自動車メーカーはこぞって電動・電気自動車の開
発・製造競争に注力しています。また、電動化、ＥＶシフトで最も重要な燃料電池の開発・
製造に関しても、中部地方の企業が大きな役割を果たしています。電動化、ＥＶシフトに
よって名古屋がどのように変貌していくのか、皆さんと共に考えてみたいと思います。

講座NO.

1811
全7回

※各回毎の申込可

18:00～19:00



オープン記念

名古屋キャンパスたいほう
GLOBAL LINKS

【確認事項】
①講座NO・講座名　②氏名・年齢　③住所・TEL　
④FAXまたは E-mail（受講票返信用）　
⑤チラシの入手方法

学びの
連続講座

アクセス

名古屋キャンパスたいほう
〒456-0062名古屋市熱田区大宝二丁目4番45号 

開催場所

名古屋市営地下鉄名港線「日比野」駅から
徒歩 約5分

NGU シティカレッジ

■インターネット
受講申込フォームからお申し込みください。
https://www.ngu.jp/education/open-lecture/citycollege/

■FAX 052-682-6813

ご 注 意
・キャンセルする場合は、必ずご連絡ください。
・皆様の個人情報は、資料等の発送及び今後のご案内、
ならびに申込者・受講生の管理の目的以外には使用
いたしません。

JR5分 

地下鉄4分

地下鉄2分

徒歩5分

地下鉄7分

名古屋

日比野

金山

栄

ヤマナカ

コジマ
大宝4

大宝3

大宝小
ネッツトヨタ
中京冷蔵

日比野中

日比野 国際会議場北 旗屋橋

白鳥公園

名古屋国際会議場
センチュリーホール

名古屋キャンパス
ひびの

名古屋キャンパス
たいほう

名古屋キャンパス
しろとり

地下鉄名港線
日比野駅

会場 名古屋学院大学　
名古屋キャンパスたいほう恵館1階メアリーホール

定員 先着100 名
（入場無料／要事前申込）

日時
2018 年 9 月15 日(土) 
13：30～15：00（13：00開場）

　今やメジャースポーツとして注目され、世界2位となり、王座に
迫る日本の卓球。
2018年秋、日本で新しいリーグ「Tリーグ」が10月に開幕します。
2020年東京オリンピック以降の卓球界の底上げのためにも、選手が
日本国内で世界と対等に戦えるレベルのリーグを作り、卓球を生涯
楽しめるスポーツとして浸透させ、日本スポーツ界の更なる活性化
と日本の地域社会、健康社会に貢献していきます。設立までの軌跡
とこれからの日本卓球界の発展をお話しします。

愛知県豊橋市出身。日本人初のプロ卓球選手として、国内外で活
躍。4大会連続で五輪出場を果たす。現役を引退した現在も、卓球
をさらにメジャーな競技にするためにさまざまな活動を展開中。
2018年10月に卓球新リーグである『Tリーグ』が開幕する予定
で、松下氏はチェアマンを務めている。卓球界のパイオニアの挑
戦は終わらない。

松下　浩二氏
元卓球五輪日本代表選手　一般社団法人Tリーグ代表理事

Tリーグ開幕
―卓球を通じた社会、地域貢献―

Step2
受講結果通知
振込依頼

Step3
受講料納入

Step4
受講票送付

Step5
受講開始

Step1
講座申込

講座初回日に受付にて受講票をご提示ください。

名古屋
イノベーション
講座 講演会

本学指定の払込期日までに、最寄のゆうちょ銀行にてご
入金をお願いいたします。本学で入金確認ができた時点
で申込受付完了となります。
※期日内に入金が確認できない場合は、キャンセル扱いとさせていただきます。
※一旦納入された受講料は、講座の開講が中止になった場合を除き、原則返金
できません。

確認事項を記載いただき、インターネットまたは FAXでお
申し込みください。

受講日が近づいてきましたら、FAXまたはE-mailにて受
講票をお送りいたします。
※講座初回1週間前の時点で受講者が8名未満の場合には、講座を中止する
場合がございます。

有料講座…「受講結果」と「払込票」を郵送いたします。

9/15●土 
13：30～
（13：00開場）

2018.

お申し込みから受講までの流れ

公開講演会


