
もっと知りたい
カラダのコト！

あなたの「学びたい」は何ですか？

大 高 中 小 専一

※本講座に参加するにあたり①スポーツ安全協会が取り扱う「スポーツ安全保険」(1,850円(64歳以下)、
1,200円(65歳以上))に加入すること（参加者の自己負担、手続きは本学で取りまとめ行う)、②本講座により得られる
データ(体力・健康チェック結果)を本学薬学部学生の卒業研究に活用することを承諾できる方に限る

知
識
を
深
め
、教
養
を
高
め
る
！

大 大学生、大学院生一 一般市民、保護者 高 高校生 中 中学生 小 小学生 当該専門家専受講対象者の見方

LET’S ENJOY LEARNING !!
MEIJO UNIVERSITY.

1.四季を彩る葉っぱのひみつ　赤、黄、み どり、色いろ見える！？
2.入浴剤を作ってみよう～お風呂は酸性？アルカリ性？～
3.いろいろな葉っぱの大きさや形を比べてみよう
4.クリスマスツリーを見て考える針葉樹と広葉樹のかたちの違い

くすりと健康
1. ヒトの健康と微生物
　 ～感染症を予防するために知っておくべきこと～
2. 薬との上手なつきあい方

大 高 中 小 専一

健康づくりのための健康実践教室※

本講座は、本学周辺に在住する地域住民の方の生活習慣病の予防、改善及
び健康づくりを支援するために実施します。また、週1回、1時間程度の健康
運動実施の効果を体力医学、健康科学の観点から科学的に検証します。

要申込

要申込

要申込

一
薬学部　梅田孝 教授 / 梅田洋子 学外招へい講師講師

八事キャンパス 体育館会場 30人定員対象

お問合せ：薬学部事務室　TEL：052-839-2616
受講申込み方法：電話・メール：eimamura@ccmails.meijo-u.ac.jp
締切日：9月27日（金）

薬学部 八事キャンパス 計12回
10/4~12/27 毎週金曜 14:00  ~ 15:00
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笑いの世界
人はなぜ笑うのか？お笑いの「ネタ」とはどう作られるのか？「お笑
い芸人」になるためには？人を笑わせるコツは？現役活躍中のお
笑い芸人が知っているようで良く知らない「笑いの世界」を解説し
ます。講義は2部制で、1部では現役お笑い芸人の「リアル」な笑い
の世界の話と、笑いのテクニックを解説。2部では実際にお笑いに
挑戦していただきます。

一 大 高

㈱ワタナベエンターテイメント 所属タレント 大前亮将氏講師

ナゴヤドーム前キャンパス南館1階 DS101教室（DSホール）会場

300人定員対象

お問合せ：人間学部事務室　TEL：052-768-6402

人間学部 ナゴヤドーム前キャンパス

10/5  土曜  14:00  ~ 16:00
開場 13:00

「健康・スポーツ」シリーズ第６回

健康づくりのための健康サポート体操
今年3月、梅田孝教授が企画・監修し、NHKの番組『おかあさんと
いっしょ』10代目たいそうのおにいさんの佐藤弘道さんが考案・指
導したDVD教材『トータル・ヘルスプロモーションのための「健康
サポート体操」』が完成しました。
この健康サポート体操をベースとして、健康づくりのために必要な
運動の理論の説明とその実践を行います。

一 大 高 専

薬学部　梅田孝 教授講師

八事キャンパス 体育館３階会場

50人定員対象

申込方法：10月上旬に大学ホームページに公開
お問合せ：学術研究支援センター　TEL：052-838-2034

総合研究所 八事キャンパス

11/9  土曜  13:30  ~ 15:00

1. ランドスケープ・デザインと文化財整備について
2. 野生生物保全のためのランドスケープ・エコロジー
3. 緑のまちづくり -公園緑地行政の歩みと今後の展望-

一 大 高 専

1.農学部 丸山宏 教授　2.農学部 橋本啓史 准教授　3.岐阜県立国際園芸アカデミー学長 今西良共 氏講師

天白キャンパス共通講義棟南1階S101会場 400人定員対象

お問合せ：農学部事務室　TEL：052-838-2054

農学部 天白キャンパス

11/23  土曜  13:30  ~ 15:30 ※

見せない法と見せる刑罰
―江戸時代の刑法思想―
江戸幕府では刑法典は非公開、反対に刑罰、特に死刑の多く
は公開で行われていました。現代とは異なる江戸時代の刑法
制度は、どのような意識、目的に基づいてなされていたのか? 
その思想的背景を論じながら、現代の刑法思想についても考
えてみましょう。

一 大

法学部 代田清嗣 准教授講師

天白キャンパス共通講義棟北1階 N103会場

100人定員対象

お問合せ：法学部事務室　TEL：052-838-2050

法学部 天白キャンパス

10/12  土曜  14:00  ~ 15:30

NPOとまちづくり
まちづくりは市民・行政はもちろん、会社・企業など様々な構成要因で形作られており、NPOもまちづくり
の一端を担う重要な存在ですが、まだまだ理解されていないのではないでしょうか。この地域でNPO・ま
ちづくり活動をサポートする中間支援団体として活躍するNPO法人ボランタリーネイバーズの大西様か
ら、NPOがまちづくりにどのように関わっているのか実例を紹介していただきつつ、これからのまちづくり
の在り方を提案していただきます。

NPO法人ボランタリーネイバーズ　理事長　大西光夫 氏講師

ナゴヤドーム前キャンパス南館1階DS101教室（DSホール）会場

200人定員対象

お問合せ：都市情報学部事務室　TEL：052-768-6409

都市情報学部 ナゴヤドーム前キャンパス

11/2  土曜  13:10  ~ 14:40

家族と学ぼう！
薬の正しい飲み方教室
みんなの生活に役立つ「薬」。でも、どんなふうにできているのか、どうやったら安
全安心に薬とつきあえるのか知ってるかな？名城大学の先生や大学生のお兄さ
んお姉さんと一緒に、薬の実験をしながら、薬のヒミツを解き明かそう！

要申込

一 小 中

薬学部 野田幸裕 教授　 間宮隆吉 准教授講師

協力 名城大学Eプロ おくすり110番
八事キャンパス 新３号館会場 なし定員対象

お問合せ：薬学部事務室　TEL：052-839-2616

薬学部 八事キャンパス

11/2  土曜 10:00～（11:30受付終了）
13:00～（14:30受付終了）

こども
自由研究

農学部生物環境科学科の研究で特徴的な自由研究題材となる工作や実験を体験
してもらい、科学の面白さを実感し、将来性豊かな「理科好き」な人を育てます。

要申込

農学部　 1. 船隈透 教授／近藤歩 准教授　2. 大浦健 教授
               3. 丸山宏 教授／橋本啓史 准教授　4. 長田典之 准教授

講師

天白キャンパス 共通講義棟北 地下1階 実験室会場

20組（4テーマ×5組：子ども1名、保護者1名：計40名）小学生、保護者 定員対象

お問合せ：農学部事務室　TEL：052-838-2054
申込開始：10月下旬より　申込方法：大学ホームページに公開　定員になり次第締切

農学部 天白キャンパス

12/22  日曜  13:00  ~ 15:30

薬やワクチンについて、正しい知識を持っていますか？健康づくりの味方である薬剤師をうまく
活用していますか？生活環境や医療体制の変化、薬の進化に伴って、家庭で必要な医療・薬の
知識も、薬剤師の役割も変化しています。家族や自分自身の健康管理にもっと主体的に関わる
ために必要な最新の知識を身につけましょう。

薬学部 1：小森由美子 准教授　2：黒野俊介 教授講師

八事キャンパス 新3号館101教室会場 250人定員対象

お問合せ：薬学部事務室　TEL：052-839-2616

薬学部 八事キャンパス

10/19  土曜  13:30  ~ 15:30

オール名城OB・OG
 －花開く名城スピリット、光り輝く未来へ－

大 高一

実際に起業された方、あるいは現在企業経営者として活
躍されている方々を講師にお迎えし、直接お話を伺うこと
によって実践的な企業経営の理念や方法を学ぶ。

天白キャンパス共通講義棟北1階 N101 名城ホール会場 50人定員対象 お問合せ：学務センター（経済学部）　TEL: 052-838-2558

経営学部・経済学部　天白キャンパス ＜起業講座＞ 毎週水曜日 6限目 18:10～19:40

実務家から学ぶ　起業講座
全13回

人としての人生、市民としての人生、
経営者としての人生
株式会社  ギフ加藤製作所
代表取締役社長　加藤  真一  氏

企業の中での起業について
河村電器産業株式会社
代表取締役会長　河村  幸俊  氏

地域ブランディングとコミュニティデザイン-その事例 -

株式会社  神谷デザイン事務所
代表取締役社長　神谷  利徳  氏

飲食店繁盛請負業を目指して
株式会社  マルト水谷
代表取締役社長  梶田  知  氏

恋愛から学ぶ仕事理念
株式会社  本草閣薬局
代表取締役　秋山  あかね  氏

専門商社とは？（特に繊維について）
信友株式会社
代表取締役社長　加藤  三男  氏

超高齢社会におけるトータルヘルスケア戦略
スギホールディングス株式会社（スギ薬局）
代表取締役社長　榊原  栄一  氏

人生は目標であり挑戦である
菊水化学工業株式会社
代表取締役社長　山口　均  氏

今想う、我が人生、運
株式会社  ヤマミ醸造
代表取締役　竹内  三之  氏

「何か おもろいことないか」
～発想のマーチャンダイジング～
株式会社  新東通信
代表取締役会長兼社長　谷  喜久郎  氏

起業の勧め
-ペンキ屋がソフトウェア会社を起こす-

株式会社  インターリンク
代表取締役　中尾  明一郎  氏

「起業家」という人生の選択
～行動することで後悔しない人生を送る～
株式会社  プライオリティ
代表取締役　岡棟  建二郎  氏

さぁ起業しよう。そしてその問題点
（私の経験から）。
株式会社 流行発信ホールディングス
代表取締役　小堀　誠  氏

POINT

健康づくりを
科学的に学ぶ

POINT

理論＆実践で健康体を目指す

POINT

NP Oとは？
まちづくりとは？

POINT

ランドスケープ・
デザインってナニ?

POINT

ネタ作りの裏側教えます！
POINT

江戸時代から未来を考える

POINT

実験して学ぶ、薬の
ヒミツ

人と動植物が共存し、快適な環境を創造するには、どのような視点が必要なのか。今注目のラ
ンドスケープ・デザイン学について、文化、環境、行政の面からアプローチして、その全体像に
迫ります。聴講後はまちや公園、史跡の見方が18 0度変わってくるかも?

POINT

元気なときが
学びどき！

要申込

生物・人・自然の調和を考える
「ランドスケープ・デザインの世界」

※講演会の前に生物環境科学科1年生が、実習の成果をポスター発表します。
こちらも、是非、ご来聴ください。時間：12：30～13：30　場所：講演会場前（共通講義棟南1階S101前）

子
ど
も
と
一
緒
に
学
べ
る
講
座



公開講座の情報は特設HPで！ https://www.meijo-u.ac.jp/social/contribution/

〒468-8502  名古屋市天白区塩釡口一丁目501番地　TEL：052-832-1151（代）
公開講座のお問合わせ／社会連携センター

名城大学  公開講座 検 索

M E I J O U N I V.  O P E N L E A R N I N G
E N J OY L E A R N I N G FO R L I F E

天白キャンパス
〒468-8502 名古屋市天白区塩釡口一丁目501番地
TEL：052-832-1151（代）
地下鉄鶴舞線 「塩釡口／名城大学前」駅下車、①番出口徒歩約4分。
※車でのご来場はご遠慮ください。

ナゴヤドーム前キャンパス
〒461-8534 名古屋市東区矢田南四丁目102番9
TEL：052-832-1151（代）

JR中央本線・名鉄瀬戸線「大曽根」駅下車、徒歩約10分。
地下鉄名城線 「ナゴヤドーム前矢田」駅下車、①・②番出口徒歩約3分。　※車でのご来場はご遠慮ください。

八事キャンパス
〒468-8503 名古屋市天白区八事山150番地
TEL：052-832-1151（代）
地下鉄鶴舞線・名城線 「八事」駅下車、⑥番出口徒歩約6分。
※車でのご来場はご遠慮ください。

あなたの「学びたい」は何ですか？

大 高一

名城大学 公開講座  2019

申込不要
受講無料

※一部講座を除く

名城大学では地域の皆様に受講していただける公開講座を開講しています。

めまぐるしく動く社会情勢、急速に進化する科学技術、関心の高まる健康などの

テーマについて、専門性を生かした学びの場を提供します。

仕事や日常生活における発想を豊かにする、新たな切り口や知識、情報を

手に入れる機会になればと思います。どなたでもご参加をお待ちしています。

LET’S ENJOY LEARNING !!

要申込 プレエントリーはこちら

70人（名古屋市内に在住・在勤・在学） 定員対象

要申込

住民目線から見る、
地域を取り巻く問題と社会的関わり

11/28（木） 講座1. 人口減少と社会的インフラの維持更新費問題
  12/5（木）  講座2. グローバル化と地域住民 ～多文化共生社会を考える～
12/12（木） 講座3. 少子高齢化と行財政 -2025年問題、2040年問題、2060年問題にどう立ち向かうか？－

公共機関が行う経済活動・政務活動は、広く自身も含まれているにも関
わらず、意識しないと生活に埋没しがちです。財政・行政分野の研究者か
ら、インフラの老朽化・多文化共生・少子高齢化について国や行政はど
のように対応しているのか、そして我々はどう関わっていけばよいか3回に
分けて解説していきます。

現在名城大学は、「生涯学びを楽しむ」という価値観を掲げ、学生が様々な人たちとの出会いや経験を通
じて成長する学びのコミュニティをキャンパス内外で創出することを目指しています。今回は、ビジネスパー
ソンから評判の「資料作成講座」や「人生を豊かにする選択力講座」を東京にて展開するルバートと連携
し、予測不可能な時代に柔軟にキャリアを切り拓く力を身に付ける講座を名古屋で初めて開催します。

パーソルキャリア勤務。自社
の組織開発に従事しながら、
社外ではキャリアコーチング、
法人・個人研修を行うパラレ
ルワーカー。

都市情報学部　講座1.赤木博文教授／講座2.手嶋正章教授／講座3.昇　秀樹教授講師

ナゴヤドーム前キャンパス西館2階ＤＷ207会場

名古屋市電子申請サービスホームページから申込　http://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/
お問合せ：東生涯学習センター　TEL: 052-932-4881

名城大学 在学生：無料　社会人：23,000円（スペシャルプライス）
※名古屋初・名城大学連携特別価格（通常価格43,000円）

費用

学生：名城大学在学生30人　社会人：30人対象

ナゴヤドーム前キャンパス 西館2階DW207会場

都市情報学部×東区　ドーム前キャンパス 11/28,12/5,12/12  木曜  14:00  ~ 15:30

70人
刈谷市、知立市、高浜市、東浦町に在住・在勤・在学の高校生以上

定員 3回 900円受講料

対象

要申込

ポップカルチャーから
読み解く現代社会

11/30（土） 講座1. 英雄になる夢　　12/7（土） 講座2. プリンセスという希望
12/14（土） 講座3. 子どもたちの未来

女の子の夢がプリンセスなら、男の子の憧れはヒーロー？
人気のアニメや映画を読み解きながら、一緒に考えます。

人間学部　加藤昌弘准教授講師 刈谷市総合文化センター会場

9月1日（日）～15日（日）の間に、あいち電子申請・届出システムで、申込
お問合せ：刈谷市　TEL:  0566-21-7430

名城大学×刈谷市 11/30,12/7,12/14  土曜  10:00  ~ 12:00

地
域
と
の
連
携
講
座

ネタ作りの裏側
教えます！

NPOとは？
まちづくりとは？

江戸時代から
未来を考える

もっと知りたい
カラダのコト！

知識を深め、
教養を高める！

地域との
連携講座

誰でも学べる
公開講座

実務家から学ぶ
起業講座

実験して学ぶ、
薬のヒミツ

健康づくりを
科学的に学ぶ

子どもと一緒に
学べる講座

元気なときが
学びどき！

理論＆実践で
健康体を目指す

ランドスケープ・
デザインってナニ?

学生と社会人が共に学びあう機会　プレエントリー受付中

本講座に興味のある社会人の方は、プレエントリーをお願いします。プレエントリーを
行って頂いた方に、正式な申込み開始のご案内をさせて頂きます。
※12月にPLAT特設サイト（https://plat.meijo-u.ac.jp/）にて申込み受付開始予定 
※在学生は学内ポータルサイト等にて別途参加申込みを受け付けます。

1.自身の価値観の発見　2.実行する力の習得　3.伝える力の習得
講師 志賀文香 氏

ソニー（株）にて21年間勤務
後、独立。現在は、キャリアコー
チとして30代のキャリア支援
や法人、大学向けの研修講師
として活動中。

講師 小泉暁子 氏
（株）Rubato代表。外資コンサ
ル会社で戦略策定、NGOでア
フリカプロジェクトに従事。現
在は研修を行う。著書『人を動
かす資料のつくりかた』

講師 柗上純一郎 氏

株式会社ルバート×名城大学キャリアセンター・社会連携センターPLAT
＜開催予告  2020年2月＞

Light up my way.
～人生100年時代の選択力・表現力・行動力を高めるプログラム～

DAY1. 2/8  土曜　DAY2. 2/9  日曜　DAY3. 2/29  土曜 10:00~17:00

http://urx.red/BVrJ

要申込

要申込


