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今、大学で学ぶ人が増えています。
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？
ドリンクを飲みながら、気軽に受講いただける講座を開講！

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。

■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 確認事項をご記入の上、送信してください。

・キャンセルする場合は、必ずご連絡ください。
・いずれの講座も特定日のみの受講申込はできません。
・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。

お申し込みから受講までの流れ

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　　　　　　　

受講結果通知・振込依頼 「受講結果」と「払込票」を郵送いたします。

受講開始 講座初回日に受付にて受講票をご提示ください。

本学指定の払込期日までに、最寄りのゆうちょ
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。
※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。

受講料納入

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。

受講票送付
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3

4 確認事項

9月以降の講座は
新キャンパスで
開講を予定！

新しいシティカレッ
ジにご期待ください

！

名古屋まちなか
カフェ講座

名古屋学院大学シティカレッジ

2018 Spring

新規受講生 募集開始！



本講座ではヴィクトリア時代（1837-1901）の雑誌や書籍の挿絵を取り上げ、そ
こに描かれた物語世界や風刺の内容、時代背景などについて講義していきます。

イラストで見る
ヴィクトリア朝文化・文学

1 7/5 ヴィクトリア朝社会と文化について

2 7/12 『パンチ』の挿絵に見る女性使用人

3 7/19 挿絵から読むヴィクトリア朝小説

回数 開講日 テーマ

全3回木曜日開講 15：30～17：00
講座NO.

1810

俳句とは何か、技量を上達させるには具体的に何をすればいいのか。今まで
の俳句上達法とは一線を画した講師独自の考え方を、実例を交えてお話しま
す。この講座でお話しするのは、清水独自の方法です。皆さんの作句の信条
や所属結社の理念に反することもあろうかと思います。そこをご理解の上、
受講してください。

常識破りの俳句上達法

1 6/4 常識を破る、俳句上達のカギはここにあった

2 6/11 具体的にまず、第一歩をどうするか

回数 開講日 テーマ

全2回月曜日開講 13：30～15：00
講座NO.

1806

迷信的な考え方の根強い江戸時代の日本に、観測と実験による実証を重視し
た天文学者がいた。彼は、生涯にわたって日食や月食を観測し、また犬などの
解剖実験を行って、大宇宙（マクロ・コスモス）と小宇宙（ミクロ・コスモス）
の謎を解明しようとした。日本の近代科学の先駆者とも言えるその男：麻田
剛立の功績をたどりながら、江戸時代の天文科学の実態を紹介します。

クレーター・アサダと
　　江戸の天文学

1 7/5 江戸時代の天文学とは？

2 7/12 日本最古の月面観測図を解読！

3 7/19 麻田剛立の功績

回数 開講日 テーマ

全3回木曜日開講 10：00～11：30
講座NO.

1809

相続については、民法でいろいろなルールが定められています。そして人は生
きている限り、「相続」と無縁ではいられません。……そうすれば、ルールを知
っておいた方がいいに決まっています！この講座では、そんな相続のルール
を、予備知識がない方にもわかりやすく（かつ、時には学問的に）、説明します。

知っておくと得をする！？
　　—相続のルール—

1 5/11 相続の基本的なルール：誰が？どれだけ？どうやって？

2 5/18 遺言に関係するルール：遺言、どうする？どうなる？

3 5/25 そもそも「相続」って？：変わる相続法

回数 開講日 テーマ

全3回金曜日開講 10：00～11：30
講座NO.

1805

激動する現代の社会の中で、子どもたちが生き生きと社会生活が営めるよう
に成長すること、これを実現可能にするために私たち大人はどのようにかか
わり、理解し、見護っていけばよいのでしょう…。
今、多くの大人が子どもたちへの理解やかかわり方に戸惑っています。
そこで、子どもたちの心の発達への基本的な知識や理解をもとに、目の前の
子どもたちにどのように理解し、かかわっていけばよいのかをともに考えて
いきたいと思います。

“子どもたちの心を育てる”
 大人の力とは

6/1 金曜日開講 10：00～11：30

楽器なしでどんな音楽ができるのでしょう？親子で身体いっぱいリズムにの
って遊んだり、歌ったり、音を身体で表す遊びをします。最後には皆でミュ
ージックベルを使って素敵な曲を演奏してみます。

音楽するものよっといで～♪

7/25 水曜日開講 10：00～11：30

本講座では、子どもと一緒に英語を学びたいと考えられているみなさんを対
象に、家庭で楽しみながら簡単に始められる方法を紹介します。歌や絵本を
使った学習がどのようにお子さんの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。

親子で楽しむ、家庭で始める
「子ども英語」講座 

7/23 月曜日開講 10：00～11：30

犬に餌を与えるときにベルの音を聞かせていると、やがて犬はベルの音を聞
いただけでヨダレを流すようになるという「パブロフの犬」の話は非常に有
名ですが、一体何のためにこんな実験が行われたのでしょうか？この講座で
は、動物実験を通じて明らかにされた人間の行動原理について分かりやすく
解説します。

なぜ心理学者は動物で実験するのか？
―動物の研究から見えてくる人間の行動原理―

1 7/3 「パブロフの犬」が教えてくれること

2 7/10 ネズミの行動原理とヒトの行動原理

3 7/17 ヒトの問題行動を修正する方法

回数 開講日 テーマ

全3回火曜日開講 15：30～17：00
講座NO.

1808

ヨーロッパには、印欧語と呼ばれる言語がたくさん存在しています：ギリ
シャ語、ラテン語、イタリア語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、英語、オ
ランダ語など。本講座では、（この印欧語に属する）ヨーロッパ北部で話され
ている北欧語（特にデンマーク語とアイスランド語）について、その特徴を
お話し、ことばの魅力に触れていただければと考えています。北欧「ことば」
旅行をお楽しみ下さい。　

ことばの不思議　
　　――北欧語のはなし

1 5/9 デンマーク語
　―　童話作家アンデルセンが使っていた言語

2 5/16 アイスランド語
　―　火山と温泉で有名な国の言語

回数 開講日 テーマ

全2回水曜日開講 10：00～11：30
講座NO.

1804

アベノミクスが開始されてから既に4年が経ちました。この講座では、経済
学を学んだことがない方を対象に、アベノミクスとはどういったものか、な
ぜ行われているのかといった基本的な内容を中心にできるだけ分かりやすく
説明します。この講座が、日本経済についての理解を深め、経済学を身近に
感じていただくきっかけになれば幸いです。

アベノミクスと日本経済

1 6/13 戦後日本経済とアベノミクス

2 6/20 アベノミクスの評価と今後

回数 開講日 テーマ

全2回水曜日開講 10：00～11：30
講座NO.

1807

講座NO.

1802

講座NO.

1803

講座NO.

1801

カフェマークの講座は
ドリンク付きです。

学びの連続講座お気軽1日講座

名古屋まちなか
カフェ講座

名古屋学院大学シティカレッジ

2018 Spring

新規受講生 募集開始！

9 月以降の講座は新キャンパス（名古屋市熱田区大宝地区）での開講を予定しています。

講　師 ｜ 小林　由美子

対　象 ｜ 興味のある方ならどなたでも
定　員 ｜ 20名　　　
受講料 ｜ 500円

名古屋学院大学スポーツ健康学部准教授。心理学
博士、臨床心理士。
専門は学校臨床心理学、担当科目は、生徒指導・
進路指導など。
公立小学校・中学校の教員経験がある。
研究テーマは、学校組織や教師の心理危機。
学校への緊急支援や若いスクールカウンセラーへ
の指導・助言も行っています。

講　師 ｜ 横井　志保

対　象 ｜ 年長児～2年生と保護者
定　員 ｜ 10組　　　
受講料 ｜ 1組500円

名古屋学院大学スポーツ健康学部講師。専門は保
育内容「表現」。子どもの音楽的な表現をどう捉え
るかを研究テーマに、現在音楽表現評定尺度の開
発に取り組んでいます。

講　師 ｜ トム・ファロン

対　象 ｜ ５歳～小学３年生と保護者
定　員 ｜ 10組　　　
受講料 ｜ 1組500円

名古屋学院大学外国語学部講師。専門は英語習
得、言語学（言語習得、心理言語学）。担当科目は英
会話、ライティング、リーディング。

講　師 ｜ 中野奈央
名古屋学院大学商学部講師。専門は英語教授法、
言語学（言語習得、心理言語学）。担当科目は英会
話、基礎英語など。元米国ミシガン州立大学講師
（日本語、言語学入門）。

名古屋学院大学外国語学部准教授。専門は北欧語学。担当科目は「ことばの世
界」「ヨーロッパ研究」など。時間の流れに沿って言語はどのように変化するか、
に興味を持っています。

講　師 ｜ 八亀　五三男 ｜
対　象 ｜ ことばに興味がある方なら、講義がより楽しいものになります。
定　員 ｜ 20名 受講料 ｜ 2,000円

名古屋学院大学経済学部教授。博士（経済学）。
理論経済学専攻。神戸大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。

講　師 ｜ 阿部　太郎
 ｜
対　象 ｜ 経済学を学んだことがない方
定　員 ｜ 20名 受講料 ｜ 2,000円

名古屋学院大学国際文化学部准教授。専門は、ヒトと動物の性質や行動を比較
する「比較認知科学」。以前はニホンザルの研究をしていました。動物の研究を
通じて、人間らしさとは何かを追求しています。

講　師 ｜ 柴崎　全弘 ｜
対　象 ｜ 興味のある方ならどなたでも
定　員 ｜ 20名 受講料 ｜ 3,000円

名古屋学院大学国際文化学部教授。専門は日本中・近世史。『月のえくぼを見た
男 麻田剛立』（くもん出版、第４回福田清人賞）、『月に名前を残した男 江戸の天
文学者麻田剛立』（角川ソフィア文庫）、『アジアのなかの戦国大名』（吉川弘文館）、
『大航海時代のアジアと大友宗麟』（海鳥社）などの著書がある。

講　師 ｜ 鹿毛　敏夫
 ｜ ｜
対　象 ｜ 興味のある方ならどなたでも
定　員 ｜ 20名 受講料 ｜ 3,000円

名古屋学院大学外国語学部教授。専門はヴィクトリア朝文化・文学。担当科目は
英米文学概論１, 英米文学講義１・２など。女性使用人の表象を中心に研究を進め
てきましたが、現在は救貧院や「堕ちた女」の問題なども研究しています。

講　師 ｜ 西村　美保 ｜
対　象 ｜ 興味のある方ならどなたでも
定　員 ｜ 20名 受講料 ｜ 3,000円

名古屋学院大学法学部講師。
専門は民法。担当科目は、契約法、親族法、相続法など。

講　師 ｜ 山岡　航
 ｜
対　象 ｜ 興味のある方ならどなたでも
定　員 ｜ 20名 受講料 ｜ 3,000円

名古屋学院大学商学部教授。１９９１年東京コピーライターズクラブ新人賞。２０
１３年角川俳句賞。コピーライターとして培ったノウハウで、真に新しい俳句、本
当に面白い俳句づくりをめざす。

講　師 ｜ 清水　良郎 ｜
対　象 ｜ 俳句初心者～中級クラスまでの方
定　員 ｜ 20名 受講料 ｜ 2,000円
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