
遺伝子を学ぼう

生物が持つ設計図である遺伝子について学び、どのように遺伝子が作用しているのかその仕組みを講義します。さらに、遺伝子
からわかってきた人の体質、さらには、新型コロナウイルスのPCR検査など、最近話題になっている事柄を遺伝子から解説します。

J

開催日 時　間 講　義　名 講　師 内　　　容

●回次…全2回（原則、すべての講義をご受講ください）　●対象…どなたでも
●会場…浜松市地域情報センター　●申込期限…10月7日㈮ 受付先着順

10月15日
㊏

13:30～15:00

15:10～16:40

遺伝子って何？

遺伝子ってすごい！

保健医療学部・教授
太田　力

どのように遺伝子から人や新型コロナウイルスが作り出さ
れているのかその仕組みについて講義します。

遺伝子からわかってきた、人の体質、さらには、新型コロナ
ウイルスのPCR検査・ワクチン作成の利用方法など、最近
話題になっている事柄を遺伝子から説明します。

人の移動から知る世界

感染症の世界的拡大により「人の移動」に注目が集まっています。本講座は中国、韓国、ブラジル、スペインで起こった/起こっ
ている興味深い「人の移動」について、４人の講師がオムニバス形式で紹介します。

K
開催日 時　間 講　義　名 講　師 内　　　容

●回次…全4回（原則、すべての講義をご受講ください）　●対象…どなたでも　●会場…草薙キャンパス
●申込期限…10月21日㈮ 受付先着順

10月29日
㊏

11月19日
㊏

14:00～15:30

14:00～15:30

移住と開発からみた中国史
―人口大国・中国の履歴書

「追放」という名の移動
―モリスコ問題からみる近世スペ

イン社会

外国語学部・教授
戸田裕司

外国語学部・教授
増井実子

辺境の開発と移住に注目しながら、16世紀以降の中国社
会の変動と、その周辺地域や現代中国への影響を解説し
ます。

17世紀初頭の30万人に及ぶモリスコ（イスラムから改宗
した新キリスト教徒）追放が当時の社会に与えた影響を考
えます。

11月26日
㊏

14:00～15:30
外国人移民とブラジル文学
―短篇小説から見るブラジルの多

様性

外国語学部・准教授
江口佳子

人・知・物の流れに支えられてきた日韓関係｢交流｣の歴史
を見つめ、新しい時代を見据えた関係づくりを考えます。

12月3日
㊏

14:00～15:30
「人流」・「知流」・「物流」から考える
日韓関係
―新しい関係づくりに向けて

外国語学部・准教授
崔　慶原

世界各地からの外国人移民が、現代の多彩なブラジル文化
を形成しました。移民が登場する作品や、ウクライナ出身
の作家を紹介します。

Pick up テーマ 人生100年時代の教養を深める

人口減少・少子高齢化時代における
地方自治体の取組みと今後のまちづくり

現在、人口減少や少子高齢化が進む中、各地域で行われている独自の取組と静岡市における関連政策の検討状況を紹介します。
併せて、令和４年度に策定される第４次静岡市総合計画から今後のまちづくりについて考えます。

L
開催日 時　間 講　義　名 講　師 内　　　容

●回次…全2回（原則、すべての講義をご受講ください）　●対象…大学生以上　●会場…水落キャンパス　●申込期限…11月22日㈫ 受付先着順

11月30日
㊌

12月21日
㊌

15:30～17:00

15:30～17:00

人口減少・少子高齢化に対する地
方自治体の政策

人口減少・少子高齢化が進む中で
の今後のまちづくり

法学部・特任教授
望月　久

法学部・准教授
杉村豪一

法学部・講師
植田　達

人口減少や少子高齢化が進む中、各地域で行われている
独自の取組と静岡市における関連政策の検討状況を地域
の方に紹介します。

第１回目の講義の内容を踏まえ、令和４年度に策定される
第４次静岡市総合計画から今後のまちづくりについて考
えます。

浜松市
地域情報センター 水落キャンパス

申込記号

申込記号

申込記号

草薙キャンパス

定員

80
名

定員

30
名

定員

20
名

ことばと文化：英語のセンスを磨いて、
英語文化を深く味わう

わたしたちが身近に接している英語文化―音楽、詩、映画、文学―を取り上げ、日本語・日本文化と比較しながらその背景や構
造をわかりやすく解説してゆき、英語・英語圏文化の特質について理解を深めます。

I
開催日 時　間 講　義　名 講　師 内　　　容

●回次…全4回（原則、すべての講義をご受講ください）　●対象…どなたでも　●会場…草薙キャンパス　●申込期限…9月27日㈫ 受付先着順

10月4日
㊋

10月11日
㊋

10月18日
㊋

18:30～20:00

18:30～20:00

18:30～20:00

英語の韻律を学んで
リズム感を磨く

ヒット曲から学ぶ英語の発音
― 発音＆リスニング力アップのコツ ―

映画『となりのトトロ』の
英語字幕から英語を学ぶ

外国語学部・特任教授
戸田　勉

外国語学部・准教授
新妻明子

外国語学部・教授
山田昌史

英語のヒット曲を歌いながら、音声学の知識と発音につい
て楽しく学びましょう。

英語のリズム構造を学んで、キャッチフレーズや歌詞（詩）
のリズムを分析し、朗読力や歌唱力をアップします。

『となりのトトロ』の日本語セリフが英語字幕ではどのよう
に表現されているかをみながら、英語の特徴を考えます。

10月25日
㊋

18:30～20:00 小泉八雲の怪談『十六桜』を読む
外国語学部・助教

那須野絢子
作品の原典となった愛媛の伝承や八雲の怪談執筆にまつ
わる解説と共にお楽しみください。

草薙キャンパス
申込記号

定員

30
名
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大人が絵本をひらくとき  Vol.9

様々な経験を積み重ねてきた大人だからこそ味わえる、奥深い絵本の世界を紹介します。ベストセラーと呼ばれる不朽の名作に
ついて絵本学の視点で解説し、心豊かな人生を送るヒントとしての絵本のメッセージを紹介。今回で９回目を迎えるシリーズ講座
のため、初受講者向けの回（第2回目）も設け、広く絵本の魅力をご紹介します。

N

開催日 時　間 講　義　名 講　師 内　　　容

●回次…全3回（原則、すべての講義をご受講ください）　●対象…どなたでも
●会場…草薙キャンパス　●申込期限…11月17日㈭ 受付先着順

11月24日
㊍

12月1日
㊍

12月8日
㊍

18:30～20:00

18:30～20:00

18:30～20:00

ベストセラー絵本の秘密

大人こそ、絵本に親しもう！

今、読みたい絵本！

静岡県立大学・准教授
田村敏広

日本語日本文学科・准教授
宮本淳子

日本語日本文学科・准教授
宮本淳子

名作絵本について、絵本学の視点で解説していきます。

過去の講義から厳選作品をご紹介します。大人と絵本の関
係に興味のある【初受講者向け】の内容です。

様々な気づきや癒しをもらえる絵本の世界で、心のリフ
レッシュを！お勧めの絵本を紹介し、多様な解釈の面白さ
をお伝えします。

宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を今読むこと

「銀河鉄道の夜」における主人公ジョバンニとカンパネルラが辿る経験やその場面には、壮大な宇宙的な規模での理念と、私たち
の身近な足もとにある倫理（観）とが、区別なく同じ水準で描かれています。そこに賢治が求めた理想や希望を見ていきます。

O

開催日 時　間 講　義　名 講　師 内　　　容

●回次…全2回（原則、すべての講義をご受講ください）　●対象…どなたでも　●会場…草薙キャンパス　●申込期限…11月18日㈮ 受付先着順

11月25日
㊎

12月2日
㊎

18:30～20:00

18:30～20:00

地上の経験／銀河鉄道の経験

「ほんたう」のことの描かれ方

日本語日本文学科・教授
小野田貴夫

主人公ジョバンニが、銀河鉄道で経験したことを確認しな
がら、彼が得たものについて考えていきます。

宮沢賢治が「ほんたう」（ほんとう）という言葉の意味に
込めたものは何か、それぞれのシーンの描かれ方から考
えていきます。

人生100年時代　～心豊かに長生き応援シリーズ～

音楽との生き方のすすめ
音楽には様々なジャンルがあり、好きな音楽から性格もわかる？とも言われています。第１回目では、生演奏を含む様々な音楽ジャ
ンルに触れ、自分の好きな音楽ジャンルを発見し、第2回目では、勇気を出して発信する側の視野も経験してみましょう。チャレ
ンジしてみたい人の演奏動画作成をサポートします。

P

開催日 時　間 講　義　名 講　師 内　　　容

●回次…全2回（原則、すべての講義をご受講ください）　●対象…どなたでも　●会場…草薙キャンパス　●申込期限…11月28日㈪ 受付先着順

12月5日
㊊

12月12日
㊊

18:30～20:00

18:30～20:00

色々な音楽のジャンルを知ろう

発信する楽しみを知ろう

音楽科・教授
井上幸子

録音エンジニア
柴田康善

生演奏を含む様々な音楽ジャンルに触れ、自分の好きな音
楽ジャンルを発見してみましょう（演奏の様子は、ライブ
配信または収録したものを後日配信となります。）。

音楽を鑑賞するだけではなく、勇気を出して発信する側の
視野も経験してみましょう。演奏動画作成のサポートもし
ます。

申込記号

申込記号

申込記号

草薙キャンパス

草薙キャンパス

草薙キャンパス

定員

20
名定員

30
名

定員

40
名

個人でもできる冊子資料のデジタル化：
木宮泰彦関係資料をサンプルとして

第1回では、本学教員が創立者・木宮泰彦の関係資料などをサンプルにしてデジタル化の長短を紹介し、第2回では、専門家が
デジタル化の方法、さらにデジタル・データの保存や公開についてレクチャーします。なお、本講座は会場参加またはオンライ
ン参加のハイブリッド形式にて開催します。（ただし、オンラインでは充分に情報を送受信できない可能性があります。）

M

開催日 時　間 講　義　名 講　師 内　　　容

●回次…全3回（原則、すべての講義をご受講ください）　●対象…パソコン操作ができる方
●会場…草薙キャンパス　●オンライン…Zoom （予定）　●申込期限…10月14日㈮ 受付先着順

10月28日
㊎

10月21日
㊎

18:00～20:00

18:00～19:00

19:00～20:00

冊子資料のデジタル化と保管

木宮泰彦資料のデジタル化の現状

資料のデジタル化によって
見えなくなるもの

㈱カロワークス
村松　桂

外国語学部・准教授
若松大祐

日本語日本文学科・講師
中野直樹

冊子資料（紙媒体）をカメラやスキャナでデジタル化する
仕組みについて学びます。また、講義はデジタル・データの
保管や公開にも及びます。実際に機器を操作してデジタル
化する様子がご覧になれます。

2021年度から木宮泰彦氏の資料の一部を試験的にデジ
タル化し始めました。その現状を紹介しながら、デジタル
化の利点に言及します。

紙媒体の資料をデジタル化する際に見えなくなる情報に
ついて説明します。

申込記号

草薙キャンパス
〈オンライン併用〉

定員

会場
30
名

オンライン
100
名

Pick up テーマ 人生100年時代の教養を深める
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大人が絵本をひらくとき  Vol.9

様々な経験を積み重ねてきた大人だからこそ味わえる、奥深い絵本の世界を紹介します。ベストセラーと呼ばれる不朽の名作に
ついて絵本学の視点で解説し、心豊かな人生を送るヒントとしての絵本のメッセージを紹介。今回で９回目を迎えるシリーズ講座
のため、初受講者向けの回（第2回目）も設け、広く絵本の魅力をご紹介します。

N

開催日 時　間 講　義　名 講　師 内　　　容

●回次…全3回（原則、すべての講義をご受講ください）　●対象…どなたでも
●会場…草薙キャンパス　●申込期限…11月17日㈭ 受付先着順

11月24日
㊍

12月1日
㊍

12月8日
㊍

18:30～20:00

18:30～20:00

18:30～20:00

ベストセラー絵本の秘密

大人こそ、絵本に親しもう！

今、読みたい絵本！

静岡県立大学・准教授
田村敏広

日本語日本文学科・准教授
宮本淳子

日本語日本文学科・准教授
宮本淳子

名作絵本について、絵本学の視点で解説していきます。

過去の講義から厳選作品をご紹介します。大人と絵本の関
係に興味のある【初受講者向け】の内容です。

様々な気づきや癒しをもらえる絵本の世界で、心のリフ
レッシュを！お勧めの絵本を紹介し、多様な解釈の面白さ
をお伝えします。

宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を今読むこと

「銀河鉄道の夜」における主人公ジョバンニとカンパネルラが辿る経験やその場面には、壮大な宇宙的な規模での理念と、私たち
の身近な足もとにある倫理（観）とが、区別なく同じ水準で描かれています。そこに賢治が求めた理想や希望を見ていきます。

O

開催日 時　間 講　義　名 講　師 内　　　容

●回次…全2回（原則、すべての講義をご受講ください）　●対象…どなたでも　●会場…草薙キャンパス　●申込期限…11月18日㈮ 受付先着順

11月25日
㊎

12月2日
㊎

18:30～20:00

18:30～20:00

地上の経験／銀河鉄道の経験

「ほんたう」のことの描かれ方

日本語日本文学科・教授
小野田貴夫

主人公ジョバンニが、銀河鉄道で経験したことを確認しな
がら、彼が得たものについて考えていきます。

宮沢賢治が「ほんたう」（ほんとう）という言葉の意味に
込めたものは何か、それぞれのシーンの描かれ方から考
えていきます。

人生100年時代　～心豊かに長生き応援シリーズ～

音楽との生き方のすすめ
音楽には様々なジャンルがあり、好きな音楽から性格もわかる？とも言われています。第１回目では、生演奏を含む様々な音楽ジャ
ンルに触れ、自分の好きな音楽ジャンルを発見し、第2回目では、勇気を出して発信する側の視野も経験してみましょう。チャレ
ンジしてみたい人の演奏動画作成をサポートします。

P

開催日 時　間 講　義　名 講　師 内　　　容

●回次…全2回（原則、すべての講義をご受講ください）　●対象…どなたでも　●会場…草薙キャンパス　●申込期限…11月28日㈪ 受付先着順

12月5日
㊊

12月12日
㊊

18:30～20:00

18:30～20:00

色々な音楽のジャンルを知ろう

発信する楽しみを知ろう

音楽科・教授
井上幸子

録音エンジニア
柴田康善

生演奏を含む様々な音楽ジャンルに触れ、自分の好きな音
楽ジャンルを発見してみましょう（演奏の様子は、ライブ
配信または収録したものを後日配信となります。）。

音楽を鑑賞するだけではなく、勇気を出して発信する側の
視野も経験してみましょう。演奏動画作成のサポートもし
ます。

申込記号

申込記号

申込記号

草薙キャンパス

草薙キャンパス

草薙キャンパス

定員

20
名定員

30
名

定員

40
名

個人でもできる冊子資料のデジタル化：
木宮泰彦関係資料をサンプルとして

第1回では、本学教員が創立者・木宮泰彦の関係資料などをサンプルにしてデジタル化の長短を紹介し、第2回では、専門家が
デジタル化の方法、さらにデジタル・データの保存や公開についてレクチャーします。なお、本講座は会場参加またはオンライ
ン参加のハイブリッド形式にて開催します。（ただし、オンラインでは充分に情報を送受信できない可能性があります。）

M

開催日 時　間 講　義　名 講　師 内　　　容

●回次…全3回（原則、すべての講義をご受講ください）　●対象…パソコン操作ができる方
●会場…草薙キャンパス　●オンライン…Zoom （予定）　●申込期限…10月14日㈮ 受付先着順

10月28日
㊎

10月21日
㊎

18:00～20:00

18:00～19:00

19:00～20:00

冊子資料のデジタル化と保管

木宮泰彦資料のデジタル化の現状

資料のデジタル化によって
見えなくなるもの

㈱カロワークス
村松　桂

外国語学部・准教授
若松大祐

日本語日本文学科・講師
中野直樹

冊子資料（紙媒体）をカメラやスキャナでデジタル化する
仕組みについて学びます。また、講義はデジタル・データの
保管や公開にも及びます。実際に機器を操作してデジタル
化する様子がご覧になれます。

2021年度から木宮泰彦氏の資料の一部を試験的にデジ
タル化し始めました。その現状を紹介しながら、デジタル
化の利点に言及します。

紙媒体の資料をデジタル化する際に見えなくなる情報に
ついて説明します。

申込記号

草薙キャンパス
〈オンライン併用〉

定員

会場
30
名

オンライン
100
名

Pick up テーマ 人生100年時代の教養を深める
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