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Pick Up!

このマークがついている講座は「プレ金大学」（経済産業省の推進する社会人向け教育プログラム）として実施します。
週末金曜日、常葉大学にちょっと寄り道して、新しい刺激を受け、交流する楽しい学びを体験してみませんか？

講座のご案内

－SDGsを考える―

A

ハンター入門講座
～アクセサリーとジビエから
草
シカ問題を考える～

増えすぎた哺乳類による被害の拡大と狩
猟者の高齢化の現状を伝え、市民に狩猟
への理解と関心を持ってもらうための講
座です。狩猟免許取得を目指す対策と併
せて一般市民の関心喚起のため、ジビエ
料理の試食会等も実施します。

D

「人生100年時代」
生涯現役生活を送るための社会
参加とリハビリテーション 水

生涯現役生活を送るための社会参加のヒン
トとそれに必要なリハビリテーションを実
践方法など交えて紹介します。人生100年
時代における個々の生きがいを再発見し、
自身が持つ意欲や能力を発揮することによ
り、生涯現役生活を実現しましょう。

B

健康寿命を延ばそう‼
草

人生百年時代と言われるほど日本の長寿化
が進んでいます。しかし、日常生活が制限
なく生活できる健康寿命と、平均寿命には
約10年間の開きがあります。これをいかに
短縮するか。本講座では、健康寿命の延伸
を目指し、講座と実践で学んでいきます。

E

現場の勘に頼らない、イキイキ
と働ける職場づくり
浜

経営学の理論や企業の先進事例を学び、イ
キイキと働ける職場づくりのヒントをご提
供します。タイトルの「現場の勘に頼らな
い」には、経営管理論と企業の成功モデル
から職場づくりの確固たるセオリーを構築
しよう、という意味を込めました。

C

地域資源とSDGｓ
草

ミ

身近にありながら見過ごしている地域資源
を捉え直し価値を高めることは、持続可能
なまちづくり等につながり、建築や都市計
画で活用されています。「SDGsな港」を掲
げる清水港を中心とした事例紹介と、ゲー
ムを用いたワークショップで解説します。

F

思春期以降を見据えた
乳幼児期から学齢期に
必要な育児の知識

セ

乳幼児期の育児を、どのように就学に結び
つけるのか、学校に通えないことや思春期
以降の精神的問題などを、どのように受け
とめるのかを解説します。また、そこに深
く関連する発達障害に関しても紹介し、こ
どもの発達を促す手だてを紹介します。

－人生100年時代を迎えて―

G

室内楽の世界
～ヴァイオリン2本とピアノによ
るトリオ作品の魅力～
草

室内楽の歴史や特徴、楽器編成と作品に
ついて知識を深めるとともに、その魅力
に迫る。ピアノとヴァイオリン2本によ
るトリオのために作曲された作品に着目
し、特徴や魅力、作曲家についての解説
と演奏を行います。

H

美術館の楽しみ方
草

他

美術館は、単にそこで開催されている展覧
会を見学するだけではなく、施設の目的、
特徴などを知ると、よりいっそう楽しむこ
とができます。美術館とは何かを講義した
のち、美術館を団体で見学し、美術館の楽
しみ方を学びます。

I

―比べてみると楽しい
英語と日本語

草

日本語には「ウナギ文」や「コンニャク
文」と言われる表現があり、英語にそのま
ま翻訳するとおかしな意味になることがあ
ります。日常生活、映画、文学作品などの
中に見られる英語と日本語の表現を比較し、
ことばの世界のおもしろさを紹介します。

K

文学から知る世界
草

グローバル化を迎えた今日、外国の歴史や
文化を理解することが求められています。
そうした社会の状況を踏まえ、文学に関心
を持つ地域の方々を対象に、国際感覚や教
養を育み、在住外国人との文化交流や相互
理解の一助となる講座を実施します。

L

民法を知って、
令和を賢く生きよう

生活に役立つ教養：
論語と英語

浜

一見して関係なさそうな論語と英語ですが、
どちらもコミュニケーションにおいて大事
なことを気づかせてくれます。
それは、論語では仁といい、英語では
communionといわれていること、つまり
〈我－汝〉の基底にあるものです。

P

経済やビジネスを
やさしく学ぶ

浜

経済やビジネスを取り巻く環境は常に変化
しています。本講座では経済やビジネスに
関する事柄を専門教員がわかりやすく講義
します。注目を集める「一帯一路」構想、
近年トレンドである仮想通貨、ビジネスの
基礎「会計知識」について講義します。

N

常葉短大が拓く
ことばと音楽の世界
（旧シトラスセミナー）

草

瀬

常葉大学短期大学部には様々な学科があり
ます。そのどれもが、人々の感性に新しい
彩りを育んでくれる学問です。
今年度も、地域の方々の心に新しい芸術の
景色をお見せできるような公開講座を４回
シリーズで開催します。

Q

こころとからだの健康講座
浜

「食や養生法」、「ツボを使った健康法」
などの日常で活用できる体験講座、2020年
オリパライヤーを迎えるにあたっての「ス
ポーツや音楽の楽しみ方」についての体験
講座など、こころもからだも「健康」に
なってもらう多様なツールを提供します。

※記号のご案内※ Ａ －講座記号（各講座の一覧は3-4ページを、詳細は5-10ページをご覧ください）

水

民法が分りやすく変わる今、民法を学ぶ
（学び直す）チャンスです。民法の全体像
を分かりやすく学んでいきます。人生100
年を生きていくために、生活の知恵として、
知っておいていただきたいことを重点的に、
具体的な例を示し、説明します。
－令和元年

M

草

「英語多読」という手法で、易しい英文
に触れ「英語の世界の楽しさ」を体験し
ます。日本語では出会ったことのないよ
うな素晴らしい本を通して、異文化体験
してみませんか。

ウナギ文、コンニャク文とは

J

英語多読をとおしてHappy
reading してみませんか？

O

Pick Up! ―

修復的司法 －対話による
犯罪解決を求めて－

水

修復的司法を語る前提として、刑事上・
民事上での活動が異なることを紹介しま
す（法分類上の「修復」の仕方の違い）。
その上で、現在、実際に用いられている
刑事上・民事上の修復的司法の姿と課題
を提供します。

R

人工知能を知る
～AIの基礎知識から
最新の研究まで～ 浜

近年高い関心を集める人工知能
「AI」(Artificial Intelligence）。
このAIとは一体何でしょうか？ どのよ
うな研究がなされているのでしょうか？
AIの基礎知識から最新の研究までをお伝
えします。

草 －会場記号（各講座の会場は2ページをご覧ください）

会場のご案内
草

静岡市駿河区弥生町6-1

草薙キャンパス会場

●JR東海道線
・草薙駅 下車（学園口より徒歩約４分）
●静岡鉄道
・草薙駅 下車（徒歩約7分）

瀬

瀬名キャンパス会場

公共交通機関でお越しいただくか、
近隣の有料駐車場（自己負担）をご利用
ください。駐輪場はご利用いただけます。

静岡市葵区瀬名1-22-1
●しずてつジャストラインバス
JR静岡駅（北口6番のりば 系統番号61もしくは63）
JR草薙駅（北口停留所 草薙瀬名新田線 瀬名新田行）
・西奈中・常葉大学瀬名キャンパス入口 下車

水

公共交通機関でお越しいただくか、
近隣の有料駐車場（自己負担）をご利用
ください。駐輪場はご利用いただけます。

静岡市葵区水落町1-30

水落キャンパス会場

●しずてつジャストラインバス
JR静岡駅（北口 5・6番のりば全路線）
・水落町もくせい会館入口常葉大学水落キャンパス前
下車
公共交通機関でお越し
いただくか、近隣の有
料駐車場（自己負担）
をご利用ください。
駐輪場はご利用いただ
けます。

浜

浜松キャンパス会場

お車での来場も
可能です。

浜松市北区都田町1230
●天竜浜名湖鉄道
・常葉大学前駅下車（徒歩7分）
●遠州鉄道バス
JR浜松駅（北口ターミナル16番のりば 都田線（市
役所経由）都田行）
・常葉大学正門 下車

ミ

清水港倉庫群
ミナトブンカサイ会場

静岡市清水区日の出３
●しずてつジャストライン
JR清水駅か静岡鉄道新清水駅
（三保山の手線）
・波止場フェルケール博物館
下車（徒歩10分）
公共交通機関でお越しいただくか、
近隣の有料駐車場（自己負担）を
ご利用ください。

セ

浜松市地域情報センター会場

浜松市中区中央1-12-7
●遠州鉄道西鹿島線電車
・遠州病院駅 下車（徒歩2分）
●JR東海道線
・浜松駅 下車（徒歩10分）

公共交通機関でお越しいただくか、
近隣の有料駐車場（自己負担）を
ご利用ください。

講座一覧
SDGsを考える〔持続可能な社会への挑戦〕
記
号

講座タイトル

番
号

日

ハンター入門講座
A

～アクセサリーとジビエから
シカ問題を考える～

－

1
B

C

D

E

F

時

講義名

09:30-10:50

鹿革アクセサリー体験教室

11:00-11:30

くくりわな設置体験教室

11:30-13:00

ジビエを知ろう（鹿肉料理試食会）

13:00-14:00

増えすぎたシカ、現状を学ぶ

14:00-15:00

日本の野生動物野外識別法

15:00-16:00

狩猟免許国家試験対策「鳥獣保護管理法の攻略法」

8月20日㊋

9月28日㊏ 09:30-11:00

「人生100年時代」
生涯現役生活を送るための
社会参加とリハビリテー
ション

現場の勘に頼らない、
イキイキと働ける職場づくり

思春期以降を見据えた乳幼
児期から学齢期に必要な育
児の知識

5

セルフストレッチング 入門編

健康寿命を延ばそう‼

地域資源とSDGs

ページ

5
2

10月19日㊏ 09:30-11:00

1

9月21日㊏ 13:00-14:30

2

10月13日㊐ 13:00-14:30

3

11月30日㊏ 15:00-16:30

－

－

－

仲間と繋がる脳活レクリエーション活動
地域資源とは何か ～使い続けられる街と建築
マイナスをプラスに変える
～世界と日本のストック活用

5

ゲームを通した持続可能性と地域資源の教育
Sustainability through games: community resource education

2月 6日㊍ 10:00-11:30

生涯現役で働ける身体作り

2月 13日㊍ 10:00-11:30

仲間と社会と繋がろう（体調を整える）

2月 20日㊍ 10:00-11:30

家庭内役割と家屋環境

11月16日㊏ 10:00-11:30

従業員の意欲を高めよ ～モチベーション向上には
セオリーがあった！

11月23日㊏ 10:00-11:30

職場を活性化せよ
～強い地方企業の人事戦略に迫る！

11月30日㊏ 10:00-11:30

グローバル化に対応せよ
～多様な人材が協働する多国籍企業に迫る！

13:30-14:30

就学を見据えた乳幼児期の子育ての考え方

14:50-15:50

乳幼児期から学齢期における発達障害の理解と対応

10月 6日㊐

6

6

6

人生100年時代を迎えて〔教養を深める〕
記
号

講座タイトル

番
号

G

室内楽の世界 ～ヴァイオリ
ン2本とピアノによるトリオ
作品の魅力～

－

H

I

美術館の楽しみ方

英語多読をとおしてHappy
reading してみませんか？

－

日

時

12月14日㊏ 15:00-16:30

講義名

室内楽とは～その歴史と作品～

1月10日㊎ 18:00-20:00

ヴァイオリン2本とピアノのための知られざる名曲たち

1月11日㊏ 14:00-15:30

美術館とは何か（生涯学習施設について）

1月18日㊏ 10:00-12:00

静岡市美術館の見学

2月 1日㊏

10:00-12:00

静岡県立美術館の見学

2月 8日㊏

14:00-17:00

美術館の楽しみ方

1

10月19日㊏ 13:00-14:30

多読ABC

2

11月16日㊏ 13:00-14:30

読書と脳

3

12月14日㊏ 13:00-14:30

絵本の魅力

4

1月11日㊏ 13:00-14:30

図書館多読

5

2月 8日㊏

オーディオブックの魅力

13:00-14:30

ページ

7

7

7

人生100年時代を迎えて〔教養を深める〕
記
号

講座タイトル

番
号

J

ウナギ文、コンニャク文とは
―比べてみると楽しい
英語と日本語

－

K

L

M

文学から知る世界

民法を知って、
令和を賢く生きよう

生活に役立つ教養：
論語と英語

日

時

2月7日㊎ 18:30-20:00
2月14日㊎ 18:30-20:00

日本語と英語の共通点と相違点

10月 5日㊏ 14:00-15:30

ブラジル文学に描かれたリオデジャネイロの様相

2

10月 19日㊏ 14:00-15:30

『82年生まれ、キム・ジヨン』から見る韓国フェミ
ニズムの今

3

11月 16日㊏ 14:00-15:30

近代都市パリの誕生と芸術界の動向
−絵画の革新と文学−

4

11月 30日㊏ 14:00-15:30

「クレオール」とモーリシャス文学

5

12月 7日㊏ 14:00-15:30

日本人作家がみた中国

1

10月12日㊏ 14:00-16:00

毎日の生活・人生と「民法」

2

11月 9日㊏ 14:00-16:00

契約上のトラブル：消費者の目線。企業の目線。

3

12月14日㊏ 14:00-16:00

一生で一番大きな買い物、不動産取引で気をつける
べきこと

4

1月11日㊏ 14:00-16:00

交通事故に被害者として巻き込まれたら。加害者と
なってしまったら。

5

2月 8日㊏

大切な人が亡くなったら。大切な人にしっかりと残
すには。

－

12月7日㊏

14:00-16:00

常葉短大が拓く
ことばと音楽の世界
（旧シトラスセミナー）

10:00-11:00

自己に問う初級英会話

11:10-12:10

一言にして終生おこなうべきこと

13:00-14:00

仁を問う。子曰く、人を愛す。

10月 9日㊌ 18:30-20:00

作曲家と演奏家
～モーツァルトが愛したクラリ
ネット Vol.2 ①協奏曲

10月30日㊌ 18:30-20:00

作曲家と演奏家
～モーツァルトが愛したクラリ
ネット Vol.2 ②室内楽作品

2

11月26日㊋ 18:30-20:00

3

2月 8日㊏

10:30-12:00

ページ

ウナギ文・コンニャク文とは何か？

1

1
N

講義名

8

8

8

9

9

現代日本の音楽を聴く Vol.8
Kazumi TSUKAMOTO with Friends from Finland

大人が絵本をひらくとき Vol.7

令和元年 Pick Up!
記
号

講座タイトル

O

修復的司法 －対話による
犯罪解決を求めて－

P

経済やビジネスを
やさしく学ぶ

Q

R

こころとからだの健康講座

人工知能を知る
～AIの基礎知識から
最新の研究まで～

番
号

日

時

講義名

1

10月 9日㊌ 15:00-16:30

刑事法からの修復的司法

2

10月11日㊎ 18:30-20:00

民事法からの修復的司法

10月30日㊌ 19:00-20:30

「一帯一路」構想の基本について

11月 6日㊌ 19:00-20:30

ビットコインと仮想通貨のはなし

11月13日㊌ 19:00-20:30

会計情報とは？役に立つ身近な会計

11月 6日㊌ 19:00-20:00

身近にある東洋医学
～季節の食べ物と養生法について～

11月13日㊌ 19:00-20:30

浜松から発信するオリンピック・パラリンピックの
楽しみ方

11月20日㊌ 19:00-20:30

世界の音楽を聴いて、こころとからだをリフレッ
シュ

11月27日㊌ 19:00-20:30

ツボを使って健康になろう ～肩こり・腰痛～

11月27日㊌ 19:00-20:00

AIの基本とコーチング

12月 4日㊌ 19:00-20:00

人工知能と認知科学に関する最新の研究紹介

－

－

－

ページ

9

10

10

10

ハンター入門講座

A

草

～アクセサリーとジビエからシカ問題を考える～

増えすぎた哺乳類の被害の拡大と狩猟者の高齢化の現状を伝え、市民に狩猟への理解と関心を持ってもらうための講座です。
狩猟免許取得を目指している受講者にも対応しつつ、一般市民の関心を喚起するため、アクセサリー作りとジビエ料理の試
食会を実施します。
申込
番号

A

月日

時間

8月20日
㊋

講義名

09:30-10:50

鹿革アクセサリー体験教室

11:00-11:30

くくりわな設置体験教室

11:30-13:00

ジビエを知ろう（鹿肉料理試食会）

13:00-14:00

増えすぎたシカ 現状を学ぶ

14:00-15:00

日本の野生動物野外識別法

15:00-16:00

狩猟免許国家試験対策「鳥
獣保護管理法の攻略法」

講師

内容

森のたね
代表 井戸直樹
社会環境学部・准教授
小杉山 晃一
スタジオ

ジビエ

鹿革・鹿角加工のアクセサリー作り体験
国家試験の実技対応、わなの掛け方
鹿肉のコースメニューの試食
野生動物による被害や実態を講義

社会環境学部・准教授
小杉山 晃一

対象種の野外での識別技術の修得
※受験予定者向けオプション講座（参加任意）
国家試験に出題される法令・制度の理解

●定員…30名 ●受講料…2,000円 ●対象…大学生以上 ●会場…草薙キャンパス ●申込期限…8月1日㊍必着（受付先着順）
※本講座申込者は、原則、実施する講義（1日）すべてを受講してください。

健康寿命を延ばそう!!

B

草

近年、人生百年時代と言われるほど我が国では長寿化が進んでいます。しかし、健康上の問題で日常生活が制限される事無
く生活できる期間とされている健康寿命と、平均寿命には男女とも約10年間のひらきがあります。この期間を出来るだけ短
くすることが非常に大きな課題となっています。そこで、本講座では、健康寿命の延伸を目指し、講座と実践を合わせて学
んでいきます。
申込
番号

月日

時間

B-1

9月28日
㊏

09:30-11:00

セルフストレッチング
入門編

健康科学部・講師
中村 浩一

ストレッチングの種類・目的・方法を講義および
実践を交えて学びます。

B-2

10月19日
㊏

09:30-11:00

仲間と繋がる脳活レクリ
エーション活動

保育学部・准教授
今村 貴幸

健康寿命の延伸を目指し、講座と実践を合わせて
実施します。運動実践を通した仲間づくりができ
るキーパーソンとなる方の育成を目指します。

講義名

講師

内容

●定員…各40名 ●受講料…無料 ●対象…健常な中・高齢者 ●会場…草薙キャンパス
●申込期限…9月20日㊎必着（受付先着順）●服装…軽い運動ができる服装 ●持ち物…上履き・室内運動靴、筆記用具、タオル
※本講座は、B-1、B-2を個別に申し込むことが可能です。

地域資源とSDGｓ

C

草・ミ

身近にありながら見過ごしている地域資源を捉え直し、その価値を高めることで、持続可能なまちづくりや生活観につなげる
ことができます。持続可能性の概念は、建築・都市計画分野では様々に検討されていますが、その根本はストックを有効に活
用し、使い続けることにあります。「SDGsな港」を掲げる清水港を中心とした多様な事例紹介（1,2回目）と、ゲームを使った
ワークショップ（3回目）で構成します。
申込
番号

月日

時間

C-1

9月21日
㊏

13:00-14:30

地域資源とは何か
～使い続けられる街と建築

C-2

10月13日
㊐

13:00-14:30

C-3

11月30日
㊏

15:00-16:30

講義名

講師

内容

造形学部・教授
土屋 和男

身近にありながら価値に気づかず見過ごしている
モノやコトはないでしょうか。街と建築の事例を
挙げながら考えます。

マイナスをプラスに変える
～世界と日本のストック活用

九州大学・准教授
黒瀬 武史

世界各地の倉庫や工場といった産業遺産の活用を
通して、脱工業化時代の都市の持続と再生を考え
ます。

ゲームを通した持続可能性と
地域資源の教育
Sustainability through games:
community resource education

外国語学部・准教授
ﾋﾟｰﾀｰ・ﾊｰﾃﾞｨｹﾝ

※この講義とﾜｰｸｼｮｯﾌﾟは主に英語で行われます。
地域資源に目を向けることの大切さを考える手法とし
てゲームを紹介。そこから教育の現場や地域社会にお
けるSDGs（持続可能性）の概念（考え方）を探ります。

●定員…各40名 ●受講料…無料 ●対象…高校生以上
●会場…（C-1、C-3）草薙キャンパス（C-2）清水港倉庫群ミナトブンカサイ会場（静岡市清水区日の出町3）
※お申込みの方に会場詳細を案内します。C-2は現地集合、現地解散となります。
●申込期限…C-1、C-2 : 9月13日㊎必着、 C-3: 11月22日㊎必着（受付先着順）
※本講座は、C-1～C-3を個別に申し込むことが可能です。C3は主に英語（高校レベル）での実施となります。

「人生100年時代」生涯現役生活を送るための

D

水

社会参加とリハビリテーション

生涯現役生活を送るための社会参加のヒントとそれに必要なリハビリテーションを実践方法など交えて紹介します。これに
より人生100年時代における個々の生きがいを再発見し、自身が持つ意欲や能力を発揮することにより、生涯現役生活を送る
ことを実現することを目的に実施します。
申込
番号

D

月日

時間

講義名

講師

内容

2月6日
㊍

10:00-11:30

生涯現役で働ける身体作り

健康科学部・助教
中野 聡子

現役高齢就業者の情報共有、加齢に伴う心身機能
の管理法（知識と実践方法）

2月13日
㊍

10:00-11:30

仲間と社会と繋がろう
（体調を整える）

健康科学部・教授
青田 安史

仲間づくりとほめられ力、活動を充実させるため
の休息術(良質睡眠の方法)

2月20日
㊍

10:00-11:30

家庭内役割と家屋環境

健康科学部・准教授
内田 全城

家庭内役割作り(夫婦の家事分担)、心身機能の変化
に応じた家屋環境の対応（家庭内転倒の防止策）

●定員…50名 ●受講料…無料 ●対象…高校生以上 ●会場…水落キャンパス
※本講座申込者は、原則、実施する3つの講義すべてを受講してください。

●申込期限… 1月29日㊌必着（受付先着順）

現場の勘に頼らない、イキイキと働ける職場づくり

E

浜

本講座の目的は、経営学の理論や企業の先進事例を学び、イキイキと働ける職場づくりのヒントをご提供することです。講座
名の「現場の勘に頼らない」には、経営管理論と企業の成功モデルから職場づくりの確固たるセオリーを構築しよう、という
意味を込めました。主な対象は、部下を持つ方や人事・総務部の方ですが、広くビジネス・パーソンを意識してお話しします。
申込
番号

E

月日

時間

講義名

11月16日
㊏

10:00-11:30

従業員の意欲を高めよ
～モチベーション向上には
セオリーがあった！

11月23日
㊏

10:00-11:30

職場を活性化せよ
～強い地方企業の人事戦略
に迫る！

11月30日
㊏

10:00-11:30

グローバル化に対応せよ
～多様な人材が協働する
多国籍企業に迫る！

講師

内容

経営学にモチベーション理論という学問領域がありま
す。先人たちが築いた理論を援用して、従業員のやる
気向上のヒントを探りましょう。
経営学部・講師
鈴木 章浩

地方の中小企業が人手不足にあえいでいます。そんな
なか、自分らしくイキイキと働く従業員にあふれる企
業があります。どんな秘訣があるのでしょうか？
外国人労働者が増加しています。彼らとの協働は今後
の課題です。講座では、多国籍企業をモデルに、ダイ
バーシティ・マネジメントや日本的人事管理の改革の
ヒントを得ます。

●定員…50名 ●受講料…無料 ●対象…どなたでも受講可 ●会場…浜松キャンパス（3223教室）
●申込期限…11月8日㊎必着（受付先着順） ※本講座申込者は、原則、実施する3つの講義すべてを受講してください。

思春期以降を見据えた
乳幼児期から学齢期に必要な育児の知識

F

セ

保育所指針や教育要領に挙げられた「資質・能力の3つの柱」を踏まえて、家庭での育児がどのように機能することが必要で
あるかを示します。そこで、乳幼児期の育児を、どのように就学に結びつけるのかを説明し、学校に通えないことや思春期
以降の精神的問題などを、どのように受けとめるのかを解説します。また、そこに深く関連する発達障害に関しても紹介し、
こどもの発達を促す手だてを紹介します。
申込
番号

月日

時間

13:30-14:30

F

10月6日
㊐
14:50-15:50

講義名

講師

就学を見据えた乳幼児期の
子育ての考え方
乳幼児期から学齢期におけ
る発達障害の理解と対応

内容

乳幼児期のこどもを育てる保護者を対象に具体的な
子育ての手だてを示す
保健医療学部・教授
野藤 弘幸

発達障害の特性を踏まえ、二次障害が生まれる背
景とそれを予防して子どもの発達を促す手だてを
示す

●定員…120名 ●受講料…無料 ●対象…どなたでも受講可 ●会場…浜松市地域情報センター
●申込期限…9月27日㊎必着（受付先着順）
※本講座申込者は、原則、実施する2つの講義を受講してください。
※託児スペース有（無料）。託児希望の方は申込の際、託児希望有と記載ください。

室内楽の世界

G

草

～ヴァイオリン2本とピアノによるトリオ作品の魅力～

室内楽の歴史や特徴、楽器編成と作品について知識を深めるとともに、その魅力に迫る。ピアノとヴァイオリン2本によるトリ
オのために作曲された作品に着目し、特徴や魅力、作曲家についての解説と演奏を行います。
申込
番号

G

月日

時間

12月14日
㊏

15:00-16:30

室内楽とは
～その歴史と作品～

18:00-20:00

ヴァイオリン2本とピアノ
のための知られざる名曲た
ち

1月10日
㊎

講義名

講師

教育学部・教授
山﨑 正
教育学部・講師
明和 史佳
ヴァイオリニスト
竹添 みどり
村原 実穂子

●定員…50名 ●受講料…無料 ●対象…中学生以上 ●会場…草薙キャンパス
※本講座申込者は、原則、実施する2つの講義を受講してください。

内容

室内楽の歴史や主要作品についての解説

作品の解説を交えた演奏講演

●申込期限…12月6日㊎必着（受付先着順）

美術館の楽しみ方

H

草・他

美術館は、単にそこで開催されている展覧会を見学するだけではなく、施設の目的、特徴などを知ると、よりいっそう楽しむ
ことができます。美術館とは何かを講義したのち、静岡市美術館および静岡県立美術館を団体で見学します。ワークシートを
用い、その答え合わせをしながら、美術館の楽しみ方を学びます。
申込
番号

H

月日

時間

講義名

1月11日
㊏

14:00-15:30

美術館とは何か
（生涯学習施設について）

1月18日
㊏

10:00-12:00

静岡市美術館の見学

2月1日
㊏

10:00-12:00

静岡県立美術館の見学

2月8日
㊏

14:00-17:00

美術館の楽しみ方

講師

内容

美術館についての概説

教育学部・准教授
常葉美術館長
堀切 正人

ワークシートを解きながらの展示、施設見学

ワークシートを解きながらの展示、施設見学

ワークシートの解説とまとめ

●定員…なし ●受講料…無料（美術館見学にかかる入館料や交通費などは自己負担です。） ●対象…どなたでも受講可
●会場…（1回目と4回目）草薙キャンパス（2回目）静岡市美術館（3回目）静岡県立美術館
※2回目、3回目は現地集合、現地解散となります。
●申込期限…12月20日㊎必着（受付先着順） ※本講座申込者は、原則、実施する4つの講義すべてを受講してください。

英語多読をとおしてHappy reading してみませんか？

I

草

この講座では、「英語多読」という手法で、易しい英文に触れ、「英語の世界の楽しさ」を体験します。英文和訳や文法学習
といった英語学習しかしたことがないと、「英語で読書を楽しむ」経験はこれまでなかったかもしれません。日本語では出
会ったことのないような素晴らしい本を通して、異文化体験してみませんか。
申込
番号

月日

時間

I-1

10月19日
㊏

13:00-14:30

I-2

11月16日
㊏

13:00-14:30

読書と脳

I-3

12月14日
㊏

13:00-14:30

絵本の魅力

外国語学部・准教授
柴田 里実

英語の絵本を多様な視点で紹介します

I-4

1月11日
㊏

13:00-14:30

図書館多読

外国語学部・教授
良知 恵美子

図書館を通して多読を継続しましょう

I-5

2月8日
㊏

13:00-14:30

オーディオブックの魅力

講義名

講師

多読ABC

内容

多読の基本を紹介します
外国語学部・教授
良知 恵美子

読書を通じた脳の活動について説明します

外国語学部・准教授
柴田 里実

朗読音声の魅力と楽しみ方を紹介します

●定員…各20名 ●受講料…無料 ●対象…高校生以上、英語で本を読んでみたい方 ●会場…草薙キャンパス
●申込期限…10月11日㊎必着（受付先着順） ※本講は、 I-1～I-5を個別に申し込むことが可能ですが、シリーズを通して受講
していただくと、より理解が深まります。

ウナギ文、コンニャク文とは
―比べてみると楽しい英語と日本語

J

草

日本語には「ウナギ文」や「コンニャク文」と言われる表現があり、英語にそのまま翻訳するとおかしな意味になることがあ
ります。日常生活、映画、文学作品などの中に見られる英語と日本語の表現を比較し、おもしろさを紹介します。
申込
番号

J

月日

時間

2月7日
㊎

18:30-20:00

ウナギ文・コンニャク文と
は何か？

18:30-20:00

日本語と英語の共通点と相
違点

2月14日
㊎

講義名

講師

内容

ウナギ文・コンニャク文に見られる日本語の特徴
と英語との比較

外国語学部・准教授
新妻 明子

日本語と英語の共通点として比喩を取り上げ比較
しながら、共通点と相違点を学ぶ

●定員…30名 ●受講料…無料 ●対象…高校生以上 ●会場…草薙キャンパス
●その他…英和辞典や和英辞典等をご持参されると、より楽しめます。
※本講座申込者は、原則、実施する2つの講義を受講してください。

●申込期限…1月30日㊍必着（受付先着順）

文学から知る世界

K

草

グローバル化を迎えた今日、外国の歴史や文化を理解することが求められています。そうした社会の状況を踏まえ、文学に関
心を持つ地域の方々を対象に、国際感覚や教養を育み、在住外国人との文化交流や相互理解の一助となる講座を実施します。
申込
番号

月日

時間

講義名

講師

内容

K-1

10月5日
㊏

14:00-15:30

ブラジル文学に描かれたリオ
デジャネイロの様相

外国語学部・准教授
江口 佳子

世界的な観光都市リオデジャネイロの街の歴史と都市化
による社会の変化について、文学作品から探ります。

K-2

10月19日
㊏

14:00-15:30

『82年生まれ、キム・ジヨ
ン』から見る韓国フェミニズ
ムの今

外国語学部・准教授
福島 みのり

日本における韓国文学の位置づけ、韓国フェミニズムの
現在、韓国男性とフェミニズム等多角的な視点から本小
説の背景を見ていきます。

K-3

11月16日
㊏

14:00-15:30

近代都市パリの誕生と芸術界
の動向
−絵画の革新と文学−

経営学部・教授
有富 智世

19世紀後半、近代化が急激に推進されたパリ。新たな表
現を追究した当時の芸術家たちは、いかに生きたのか。
「ことばとイメージ」の表象から読み解きます。

K-4

11月30日
㊏

14:00-15:30

「クレオール」とモーリシャ
ス文学

外国語学部・教授
小池 理恵

独立50周年を迎えたばかりのモーリシャス。無人島で
あったモーリシャスにどのようにして「ことば」が生ま
れ文学に紡がれてきたのでしょうか⁉

K-5

12月7日
㊏

14:00-15:30

日本人作家がみた中国

教育学部・教授
戸塚 麻子

第二次世界大戦中、多くの日本人が中国に渡りました。
文学作品を通じて、彼等の中国体験と、中国や中国人を
どのように描いたのかについて考えていきます。

●定員…各50名 ●受講料…無料 ●対象…高校生以上 ●会場…草薙キャンパス
※本講座は、K-1～K-5を個別に申し込むことが可能です。

●申込期限…9月27日㊎必着（受付先着順）

民法を知って、令和を賢く生きよう

L

水

民法が分りやすく変わる今、民法を学ぶ（学び直す）チャンスです。民法の全体像を分かりやすく学んでいきます。人生100年
を生きていくために、生活の知恵として、知っておいていただきたいことを重点的に、具体的な例を示し、説明します。
申込
番号

月日

時間

L-1

10月12日
㊏

14:00-16:00

毎日の生活・人生と「民法」

現代社会における法律、そして民法の役割。毎日の生
活・人生、またビジネスシーンにおいて、民法はどのよ
うな役割を果たしているのでしょうか。

L-2

11月9日
㊏

14:00-16:00

契約上のトラブル：消費者の
目線。企業の目線。

じつは私たちが毎日経験している契約について、その成
立から終了までのプロセスに従って、あらためて考えて
いただきます。

L-3

12月14日
㊏

14:00-16:00

一生で一番大きな買い物、不
動産取引で気をつけるべきこ
と

L-4

1月11日
㊏

14:00-16:00

交通事故に被害者として巻き
込まれたら。加害者となって
しまったら。

交通事故の被害者（加害者）になってしまったとき、子
供が喧嘩で怪我をした（させてしまった）ときの救済
（法的責任）はどうなるのか。

L-5

2月8日
㊏

14:00-16:00

大切な人が亡くなったら。大
切な人にしっかりと残すには。

親、また夫（妻）が亡くなったときの相続について。
また、残される家族のために自分はどのような準備をし
ておくべきか。

講義名

講師

法学部・教授
大久保 紀彦

内容

一生のなかで、一番大きな買い物は、土地・家の購入で
あり、ローンを組むこともあるでしょう。「不動産」に
関する法的問題について考えていきます。

●定員…なし ●受講料…無料 ●対象…高校生以上（民法の知識ゼロの方、学び直したい方、学生の方も歓迎） ●会場…水落
キャンパス ●申込期限…各講義の8日前まで必着（受付先着順） ※本講座は、L-1～L-5を個別に申し込むことが可能ですが、
シリーズを通して受講していただくと、より理解が深まります。

M

浜

生活に役立つ教養：論語と英語

一見して関係なさそうな論語と英語ですが、どちらもコミュニケーションにおいて大事なことを気づかせてくれます。
それは、論語では仁といい、英語ではcommunionといわれていること、つまり〈我－汝〉の基底にあるものです。
申込
番号

M

月日

12月7日
㊏

時間

講義名

10:00-11:00

自己に問う初級英会話

11:10-12:10

一言にして終生おこなうべ
きこと

13:00-14:00

仁を問う。
子曰く、人を愛す。

講師

健康プロデュース学部
講師 福田 鈴子

内容

英語を楽しむワークショップ

「学」はいわゆるお勉強ではない
経営学部・教授
砂子 岳彦

すでにある愛としての「仁」

●定員…各20名 ●受講料…無料 ●対象…どなたでも受講可 ●会場…浜松キャンパス（3224教室）
●申込期限…11月29日㊎必着（受付先着順） ※本講座申込者は、原則、実施する3つの講義すべてを受講してください。

N

常葉短大が拓く
ことばと音楽の世界 （旧シトラスセミナー）

草・瀬

常葉大学短期大学部には様々な学科があります。そのどれもが、人々の感性に新しい彩りを育んでくれる学問です。今年度も、地域
の方々の心に新しい芸術の景色をお見せできるような公開講座を４回シリーズで開催します。N-1は「作曲家が愛したクラリネット」
シリーズの第２弾として、モーツァルトのクラリネット作品を、生演奏を交えてお届けします。N-2は「現代日本の音楽を聴く」シ
リーズの第８弾として、特別ゲストに Rody van Gemert(ギター)、Eija Kankaanranta(カンテレ)、Assi Karttunen(チェンバロ)をお招きして、
塚本作品や様々な音楽を聴きます。N-3は「大人が絵本をひらくとき」シリーズの第7弾として、様々な経験を重ねた大人だからこそ

味わえる絵本の数々を、アナウンサーとしても活動する講師による朗読も交えて紹介・解説します。
申込
番号

月日

時間

10月9日
㊌

18:30-20:00

10月30日
㊌

18:30-20:00

作曲家と演奏家 ～モー
ツァルトが愛したクラリ
ネット Vol.2 ②室内楽作品

N-2

11月26日
㊋

18:30-20:00

現代日本の音楽を聴くVol.8
Kazumi TSUKAMOTO with
Friends from Finland

N-3

2月8日
㊏

10:30-12:00

大人が絵本をひらくとき
Vol.7

N-1

講義名

作曲家と演奏家 ～モー
ツァルトが愛したクラリ
ネット Vol.2 ①協奏曲

講師

短期大学部
音楽科・准教授
井上 幸子

内容

モーツァルトの作品から、クラリネットの作品
（主に協奏曲）を概説します。
モーツァルトの作品から、クラリネットの作品
（主に室内楽作品）を概説します。

短期大学部
音楽科・准教授
塚本 一実

未だ知られていない現代日本の音楽を紹介しま
す。

短期大学部
日本語日本文学科・講師
宮本 淳子

大人だから味わえる絵本の世界・・・絵本を通
して互いに「語り」合い、多様な 価値観に触れ
る刺激や共感を得る喜びを感じてみませんか？

●定員…各30名 ●受講料…無料 ●対象…高校生以上 ●会場…（N-1、N-3）草薙キャンパス・（N-2）瀬名キャンパス
●申込期限…N1: 10月1日㊋、N2: 11月18日㊊、N3: 1月31日㊎必着（受付先着順）
※N-1、N-2、N-3は個別に申し込むことが可能ですが、 N-1申込者は、原則、実施する2つの講義を受講してください。

O

修復的司法 －対話による犯罪解決を求めて－

水

ある事件が発生すると、刑法的にみれば犯罪であるものが、民法的にみれば不法行為にあたります。両者は別個に処理され
る民刑峻別の考え方からなり、修復的司法では、犯罪「被害者」、「加害者」、「コミュニティ」が関与してそれぞれの修
復・回復をめざすシステムを探求することになります。本講座では、そのための共通の理解や議論の基盤を提供します。
申込
番号

月日

時間

O-1

10月9日
㊌

15:00-16:30

刑事法からの修復的司法

法学部・講師
三和 結佳

刑事法上の修復的司法について紹介し、今後の修
復的司法のあり方について考えてみたい。

O-2

10月11日
㊎

18:30-20:00

民事法からの修復的司法

法学部・助教
知念 晃子

民事法上の修復的司法の事例を紹介し、問題点に
ついて考えてみたい。

講義名

講師

内容

●定員…各30名 ●受講料…無料 ●対象…高校生以上 ●会場…水落キャンパス
●申込期限… …10月1日㊋必着（受付先着順） ※本講座は、O-1、O-2を個別に申し込むことが可能です。

経済やビジネスをやさしく学ぶ

P

浜

経済やビジネスを取り巻く環境は常に大きく変化しています。本講座では、経済やビジネスに関する事柄を専門教員がわかり
やすく講義します。今年度は、世界から注目を集める中国の「一帯一路」構想、近年大きなトレンドとなっている仮想通貨、
ビジネスを読み解く基礎である「会計知識」について講義します。
申込
番号

P

月日

時間

講義名

講師

内容

10月30日
㊌

19:00-20:30

「一帯一路」構想の基本に
ついて

経営学部・教授
白 春騮

「一帯一路」構想の概要を紹介し、ビジネスにお
ける機会と挑戦について考える視点を提供いたし
ます。

11月6日
㊌

19:00-20:30

ビットコインと仮想通貨の
はなし

経営学部・准教授
秋永 利明

ビットコインをはじめとする仮想通貨について、
その基礎をお話しした後、受講者の関心に応じて
発展的な解説を行います。

11月13日
㊌

19:00-20:30

会計情報とは？
役に立つ身近な会計

経緯学部・講師
酒井 大策

身近なビジネスを例にして、価格がどのように決
まるのか、なぜその値段で販売できるのか、など
会計の基礎について講義いたします。

●定員…40名 ●受講料…無料 ●対象…どなたでも受講可 ●会場…浜松キャンパス（3223教室）
●申込期限…10月21日㊊必着（受付先着順） ※本講座申込者は、原則、実施する3つの講義すべてを受講してください

こころとからだの健康講座

Q

浜

本講義では、「食や養生法」、「ツボを使った健康法」などの日常的に活用できる健康についての体験講座、さらに、2020年
オリパライヤーを迎えるにあたっての「スポーツや音楽の楽しみ方」についての体験講座など、こころもからだも「健康」に
なってもらう多様なツールを提供します。
申込
番号

月日

時間

講義名

講師

11月6日
㊌

19:00-20:00

身近にある東洋医学
～季節の食べ物と養生法に
ついて～

健康プロデュース学部
講師 藤田 格

季節や体質にあった養生法として、飲食物や生活
の中の注意点について説明。また、東洋医学的な
体操法や役立つ経穴（ツボ）も紹介。

11月13日
㊌

19:00-20:30

浜松から発信するオリン
ピック・パラリンピックの
楽しみ方

健康プロデュース学部
助教 神力 亮太

TOKYO2020でブラジルのホストタウンとなってい
る浜松市において地域住民としての“おもてなし”
の精神やパラスポーツの体験等を学ぶ。

11月20日
㊌

19:00-20:30

世界の音楽を聴いて、ここ
ろとからだをリフレッシュ

健康プロデュース学部
講師 平松 なをみ

音楽を聴きながら身体を動かす。ブラジルのリズ
ムに心が躍る、コミュニケーションを広げる活動
を体験。

11月27日
㊌

19:00-20:30

ツボを使って健康になろう
～肩こり・腰痛～

健康プロデュース学部
准教授 村上 高康

東洋医学のツボを使って、健康維持に役たててる。
ツボの探し方、症状について、効果などを学ぶ。

Q

内容

●定員…50名 ●受講料…無料 ●対象…どなたでも受講可 ●会場…浜松キャンパス（3号館学生ホール）
●申込期限…10月29日㊋必着（受付先着順） ※本講座申込者は、原則、実施する4つの講義すべてを受講してください。
※11月13日㊌の講義は、軽い運動ができる服装でお越しください。

人工知能を知る

R

浜

～AIの基礎知識から最新の研究まで～

近年、高い関心を集める人工知能AI（Artificial Intelligence）。このAIとは一体何でしょうか？ どのような研究がなされてい
るのでしょうか？ 本講座では、AIの基礎知識から最新の研究までをお伝えします。
第 1 回は、人工知能の基礎と従来の研究成果をお話します。第 2 回は、人工知能・認知科学を専門とする静岡大学情報学部の
先生方をお招きし、ご講演いただく予定です。
申込
番号

月日

時間

11月27日
㊌

19:00-20:00

講義名

AIの基本とコーチング

R
12月4日
㊌

19:00-20:00

人工知能と認知科学に関す
る最新の研究紹介

講師

内容

健康プロデュース学部
講師 山田 雅敏

第1回目は、AIについて基礎からお話いたします。
また、人工知能の研究で注目されるコーチングに
ついて、スポーツを題材にお話したいと思います。

健康プロデュース学部
講師 山田 雅敏
静岡大学 情報学部
教授 竹内 勇剛
助教 遠山紗矢香

第2回目は、静岡大学情報学部の竹内勇剛教授と遠
山紗矢香助教をお招きして、コミュニケーション
のための人工知能アプローチやプログラミング教
育について、それぞれご講演頂きます。

●定員…50名 ●受講料…無料 ●対象…どなたでも受講可 ●会場…浜松キャンパス（3223教室）
●申込期限…11月19日㊋必着（受付先着順） ※本講申込者は、原則、実施する2つの講義を受講してください。

受講にあたって
●講座の形態
講座によって連続講義、各回講義の形態があります。
5～10ページに掲載されている各講座の「申込番号」が、
・アルファベットのみ（例：Aなど）の講座は、連続講義
・アルファベットの後ろに数字の記載があるもの（例：B-1など）の講座は、各回講義
です。
連続講義の講座をお申込みいただく場合は、原則、実施する全ての講義を受講してください。

●受講料
原則、無料で受講いただくことができます。
ただし、一部講座で受講料もしくは施設見学費用の自己負担が発生する場合がありますので、5～10
ページに掲載されている各講座の「受講料」をご確認ください。

●対象者
原則、どなたでも受講することができます。
ただし、講座により受講対象を限定している場合がありますので、5～10ページに掲載されている
各講座の「対象」をご確認ください。

●会場
会場は講座によって異なります。
また、同一講座においても、講義毎に会場が異なる場合がありますので、5～10ページに掲載され
ている各講座の「会場」をご確認ください。
なお、会場への交通案内については、 2ページをご参照ください。

申込み方法
受講を希望される方は、以下のいずれかの方法でお申込みください。
①QRコード

…

申込書、ホームページ等に掲載されているQRコードから所定の申込みフォームに
アクセスし、必要事項を入力してフォーム送信

②F A X 送信 … 所定の申込書に必要事項を記入のうえ、講座開催地区の地域貢献課へFAX送信

注意事項
● 講座ごと、会場・講義数・形態（連続講座、見学等）・申込先・申込期間等が異なります。
● 各講座とも申込順に受付し、定員に達し次第、募集を締め切ります。
● 開催当日の天候（暴風警報または気象に関するすべての特別警報）、交通機関の不通、講師の病気、
その他やむを得ない事情により、講座を中止又は延期する場合があります。
● お申し込み頂いた個人情報は、適切な方法で管理し今回の公開講座に使用する他、今後の公開講座
のご案内に使用させていただく場合があります。
※上記の注意事項をご理解、ご同意のうえ、お申込みください。

--------------------------------------------- 各キャンパス地域貢献課のご案内 -------------------------------------------------静岡キャンパス（草薙/瀬名/水落）TEL：054-297-6142

浜松キャンパス TEL：053-428-6748

[公開講座お問い合わせ先] 常葉大学 地域貢献センター
〒422-8581 静岡市駿河区弥生町6-1 TEL：054-297-6142

