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「シェアリング・エコノミー」という言葉を最近よく耳にします。名
古屋学院大学は名古屋市熱田区を研究の場として、地域に存在
する有形・無形の資産（ストック）の価値を再発見し、その共有と
活用を通じて地域活性化を目指す事業※を行っています。今年の
名古屋イノベーション講座は、本学の教員チームがその成果を
わかりやすく皆さんにお伝えします。
※文部科学省2018年度私立大学研究ブランディング事業に選定

名古屋イノベーション講座
ストック・シェアリングの時代

名古屋を訪れているのはどのような人達でしょうか？携帯電
話会社の提供する人口統計データをもとに、名古屋城や熱田
神宮など名古屋市内の主な観光地の旅行者の属性、さらに
コロナ禍前後の変化について見ていきます。

山本 真嗣 ｜ 外国語学部教授
講師

オンライン講座

名古屋市および熱田区がもつさまざまな地域資源からコンテ
ンツを創出しているプロジェクト＝“project758”を事例に、産
官学が連携する新しい地域活性化の在り方や地域ブラン
ディングの在り方を考えます。

伊藤 昭浩 ｜ 商学部教授
講師

オンライン講座

水野 晶夫 ｜ 現代社会学部教授
講師

オンライン講座

ブランディング事業のテーマは「場・時・人のストックをシェア
リング（共有）することで、地域価値を再編集して、新世代型
のコミュニティを形成していく」ことにあります。そこで中心的
な役割を担う大学や地域協働のあり方を提示していきます。

井澤 知旦 ｜ 現代社会学部教授
講師

オンライン講座

「支え合いの地域づくりに貢献できる大学」としてのブランド構
築に資するべく、地域の皆さんと取り組む３つのプロジェクトを
事例に、地域の皆さんがもつ知識や経験、地域で活動する団体
や組織といった“地域のチカラ”の活かし方について考えます。

山下 匡将 ｜ 現代社会学部准教授
玉川 貴子 ｜ 現代社会学部准教授
澤田 景子 ｜ 現代社会学部講師

講師

オンライン講座

受講料
無料

各回
申込可

シティカレッジは、名古屋学院大学
が取り組んでいる教育・研究成果
を公開するとともに、地域貢献活動
の一つとして地域の皆様へ生涯教
育の場を提供し、広く社会に貢献
することを目的に行われています。
本学教員が、各分野における研究
成果をわかりやすく講義することで
人気を得ています。

シティカレッジって？
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講座NO.2201 ｜ 全5回

ストックシェアリングの
視点と大学の役割

6月1日［水］　18:00～19：00第1回

名古屋市内の観光地に
おける地域内人口の変化と
訪問者の属性

6月29日［水］　18:00～19：00

コンテンツを活用した
地域ブランディングの実際

7月13日［水］　18:00～19：00

熱田神宮における門前町と
回遊性をめぐって

7月27日［水］　18:00～19：00

コミュニティ・エンパワメント
“地域のチカラ”を
引き出す３つのアプローチ

6月15日［水］　18:00～19：00

名古屋市熱田区とりわけ神宮
界隈では、この10年近くの間に

「あつた朔日市」開催、再開発構想、地下鉄「伝馬町」駅名変
更など、住民主体で大きな変化を起こしています。まちを変え
ようとする人たちは何を目指してどこに進もうとしているのか
を当事者の一人として解説します。

第2回

第3回 第4回 第5回
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土地が「お荷物」になる時代
―所有者不明土地問題と民法―

放置され、持ち主もわからない土地が全国に
数多く存在し、問題となっています。この問題
に対応するため、間もなく、法律のルールが
変わります。この講座では、所有者不明土地
問題のゆくえや、自身が当事者になったらど
うすればよいかを、新しい法律を眺めながらお話しします。

講師

AI時代の英語学習 
―もう英語なんて勉強しなくていい？―

7月2日［土］　10:00～11：30

講師

講義の対象

学生時代には多くの人がかなりの時間を費
やして英語を学習しますが、社会に出てか
らも英語にコンプレックスを抱える人は少
なくないようです。翻訳アプリがかなり精度
の高い翻訳をしてくれるようになったこの
時代において、私たちが英語を学ぶ意義や方法について一
緒に考えましょう。
・グループワークを含みます。

受講料
2,000円

定員
15名

受講料
1,000円

中学校レベルの英語を理解できる方

講義の対象 興味のある方ならどなたでも

定員
15名

オンライン講座 オンライン講座

講座NO.2202 ｜ 全2回 講座NO.2203 ｜ 全1回

所有者不明土地問題の背景とゆくえ―新しい民法から―
6月14日［火］　13:30～15：00

他人事ではない所有者不明土地問題―当事者になったら―
6月21日［火］　13:30～15：00

山岡　航 ｜ 法学部准教授

工藤 泰三 ｜ 国際文化学部准教授

第1回

第2回

お申し込みから受講までの流れ

［個人情報の取り扱いについて］

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。

［受講上のお願い］

・各講座は、中止・変更の可能性がございます。
・キャンセルする場合は、必ずご連絡ください。

［オンライン（Zoom）講座について］

・動画視聴に必要な機材、インターネット環境が必要となりま
すので、ご自身にてご用意をお願いいたします。
・予めZoomの動作環境のチェック及び接続テストを実施し
ていただくことを推奨いたします。また、Zoomは必ず最新版
にアップデートしてください。

［対面講座について］

・感染対策を徹底しての実施となりますので、感染拡大防止に
向けた取り組みにご協力をお願いいたします。

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。※有料講座のみ

2

受講料納入
本学指定の払込期日までに、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。

3

受講案内
お申し込み時のメールアドレスに
お送りいたします。

4

受講開始5

講座申込
WEBページから
お申し込みください。

1
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SDGsをテーマとする

連続講座

検索NGU シティカレッジ

講義の対象 興味のある方ならどなたでも

オンライン講座 オンライン講座

ミュージカル映画
《ウェスト・サイド・ストーリー》
―音楽と背景をめぐって―

講座NO.2204 ｜ 全3回

日本古典文学にみる「SDGs」
―ジェンダー・戦争・文化遺産―

講座NO.2205 ｜ 全3回

「聴く」ということ～「マンボ」／ベネズエラ／ドゥダメル／
エル・システマ／鈴木鎭一～

7月14日［木］　10:00～11：30

《ウエスト・サイド・ストーリー》1961～音楽的な魅力～
7月21日［木］　10:00～11：30

《ウエスト・サイド・ストーリー》とその背景
～《ロミオとジュリエット》などから～

7月28日［木］　10:00～11：30

講師 江田　司 ｜ スポーツ健康学部教授

1961年アカデミー賞10部門受賞、50年後の
2021年、巨匠スピルバーグ監督により再映画
化。バーンスタインによる音楽もさることなが
ら、1950年代後半のニューヨーク、移民や低
所得者、貧困と差別の中で暮らす若者たち
と、現在の私たちの世界をつなぐものは何かを探っていきます。

講義の対象 興味のある方ならどなたでも

日本古典文学にみる女性たちの活動
7月21日［木］　15:30～17：00

日本古典文学に描かれた「宗教」と「戦争」
7月28日［木］　15:30～17：00

「もの」としての日本古典文学―文化遺産の継承と活用―
8月4日［木］　15:30～17：00

講師 末松 美咲 ｜ 商学部講師

「古典文学」というと、現代社会とは関係のな
い、どこか昔のものだと思っていませんか？し
かし、現代とは異なる価値観のなかで生まれ
た文学は、「いま」を生きる私たちの問題にも
様々なヒントを与えてくれます。この講座で
は、日本の古典文学から、ジェンダー、宗教と戦争、文化遺産
の継承といったテーマについて考えます。

受講料
3,000円

定員
15名

受講料
3,000円

定員
15名

第1回

第2回

第3回

第1回

第2回

第3回

運動器障害の予防
―健康長寿のために―

対面講座

講義の対象 興味のある方ならどなたでも

講座NO.2206 ｜ 全3回

講師
SDGsとリハビリテーションとの関り

7月1日［金］　10:00～11：30

日比野 至 ｜ リハビリテーション学部教授

講師
ロコモについて知る

7月8日［金］　10:00～11：30

吉田 行雄 ｜ リハビリテーション学部教授

講師
ロコモと姿勢について

7月22日［金］　10:00～11：30

青木 一治 ｜ リハビリテーション学部教授

ロコモティブシンドローム（略称：ロコモ、和名：運
動器症候群）とは何かご存知でしょうか。運動器
である骨、関節、筋肉や神経などが衰えて、立っ
たり歩いたりすることが困難になることをロコモと
いいます。ロコモを予防し持続可能な（SDGs）健康寿命を手に
入れるためにロコモについて考えてみましょう。

受講料
3,000円

定員
15名

第1回

第2回

第3回
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