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無料

特　別　講　演

伝わる日本語とコミュニケーション演題

佐藤　栄治　氏

佐藤　栄治

講師

2019年11月2日土　　13:30～15:00日時

場所 富山国際学園 サテライト・オフィス（富山駅前CiCビル3階）

北日本放送　報道制作部　アナウンサー

出身地 愛知県
アナウンサー歴 30年目
星座 蠍座
血液型 Ａ型
担当番組 ＫＮＢモ～ニングすくらんぶる、でるラジゴールデン
性格 「瞬間湯沸かし器」と言われている
趣味・特技 大学認定睡眠改善インストラクター
 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者
 水泳上級指導員
 中学・高校社会科　教員免許
 電話級アマチュア無線従事者免許

　さ とう　えい じ

講師プロフィール

　同じ内容を伝えるにしても、伝え方の順番によって、変わってしまう日本語。また、分かっ
ているようで、どうも分かっていない日本語。難しそうに見えるけど、実は面白い日本語。
　そんな、身近な日本語の不思議な世界に当日はご招待したいと思います。
　そのほか、放送中でのいろいろなハプニング話など・・・。当日は、みなさんと楽しくコミュ
ニケーションしながら、進めてみたいと思っております。
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サテライト市民講座１ 時間 13:30 ～ 15:00 無料講座

金子　泰子
（体育科教育、　　
　スポーツコーチング論）

人生100年時代を迎えた今、人の手を借りず、自分の力で生活することができる期間=「健康寿命」
を伸ばすことが大切であると言われています。健康寿命を伸ばすには、筋力トレーニングがカギ
を握ります。この講座では、講師が日頃から取り組んでいるスポーツ選手のトレーニング指導の
経験から得たノウハウを生かして、毎日の生活の中で気軽に実践できるトレーニングを、参加者
の方と一緒に実践しながら紹介していきます。

7/6土

「トレーニングで健康な毎日を！～競技スポーツのノウハウを生涯健康に生かす～」（高齢者向け講座）

一緒に絵を描きましょう。大学からもパステル、絵の具、ペンなど色々な材料を持っていきます。
お好きな材料、技法で静物、風景、抽象など、描いてみませんか？そして交流しましょう。

5/18土 佐部利典彦
（美術教育、　　　
　アートワークショップ）

「絵画研究会」

サテライト市民講座２ 時間 13:30 ～ 15:00 無料講座

少子化と人口減少が進む日本社会では、求人倍率は高いとされる一方、３年未満で職場を辞める
若者の早期離職率も高くなっています。人手不足を補うため、外国人労働者の参入やＡＩの導入
も増えていますが、現在、労働シーンではどのような問題が指摘できるでしょうか。人権にかか
わる裁判例を基に、これからの働き方について考えてみましょう。

9/14土 彼谷　　環
（憲法学、ジェンダー法学）

「最近の労働問題を考えてみよう　～「人権」の視点からとらえ直す～」

7/27土 大平　泰子
（臨床心理学、発達心理学）

「リラクセーション法を体験しよう」

尾畑　納子
（生活環境学、洗浄科学）

1858年４月飛越地震によって大鳶、小鳶山が崩れ、立山カルデラ内に土砂が堆積しました。こ
の土砂が大雨ごとに常願寺川に大洪水を起こし、流域住民を苦しめました。当時の御雇外国人の
一人デ・レーケは「これは川ではない、滝だ。」といった話は有名です。昭和に入り、崩壊や流出
を防止するため、白岩砂防堰堤などが、現在も災害発生を防いでいます。この歴史的価値をもつ
防災施設を、今、富山県の二番目の世界遺産として登録を目指しています。

10/12土

「立山砂防－目指せ世界遺産－」

ストレスがたまると、心身の不調につながります。リラックス健康法で心とからだの調子を整え
ましょう。今回は、筋弛緩法と自律訓練法という技法を体験していただきたいと思います。

2015年、パリ協定において日本は2030年までに再生可能エネルギー比率を26%削減する約束をした。しかし
電力における再エネ比率は、大型水力発電を含めても14.7%、水力の豊富な北陸電力でさえ15.3%に過ぎない。
一方、2017年のヨーロッパの再エネ比率がドイツで30%を超えた。イギリスも間もなく30%に到達しようとし
ている。圧倒的に再エネ比率が高いのはデンマークで、2017年には実に74%に達した。日本は今後どのような
方針で世界のスピードについて行くのか？本講義では欧州の再エネ事情をご紹介し、日本のこれからを考える。

2018年７月現在、世界中で1092件の物件が世界遺産として登録されています。この講座では、
①世界遺産の登録の仕組みや動向、②日本では、21件の世界遺産が登録されていますが、その世
界遺産の問題点や活用の仕方、③ラテンアメリカの世界遺産、特に私が調査に参加しているメキシ
コのテオティワカン遺跡を事例に。世界遺産の価値の更新がどのように行われているのかについ
てお話しします。世界遺産やラテアメリカの古代文明に興味のある方は聴きに来てください。

10/5土 佐藤　悦夫
（新大陸考古学、世界遺産学）

「世界遺産の現状と課題」

地域活性化において、NPOや社会的企業の活動が重要な役割を担っています。これらの組織がど
のような取組を行っているか、どのような課題が存在しているかについて考えます。また、ソーシャ
ルキャピタルの視点から、地域の繋がりを強化するためにはどうすればよいか、受講者の皆さん
と意見交換をしたいと思います。

伊藤　　葵
（組織論、非営利組織論）

「地域活性化に向けた非営利組織の取組と課題」

11/9土

11/16土

上坂　博亨
（地域エネルギー学、　
　　　　　環境情報学）

「欧州の再生可能エネルギー比率が30%を超えた！」
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2019年度　エクステンション・カレッジ語学講座一覧表

実用中国語（前期）

旅行とおもてなしのためのタイ文化とタイ語１

Let’s enjoy talking to each other in 

English. （初～中級）

実用中国語（後期）

旅行とおもてなしのためのタイ文化とタイ語２

Let’s enjoy disucssing things in 

English. （中～上級）

湯　　麗敏

伊藤　雄馬

福島美枝子

湯　　麗敏

伊藤　雄馬

福島美枝子

水

水

土

水

水

土

東黒牧

CiC

CiC

東黒牧

CiC

CiC

10

5

8

10

5

8

6,000円

3,000円

4,000円

6,000円

3,000円

4,000円

5/8,15,22,29

6/12,19,26

7/3,10,17

6/5,12,19,26

7/3

5/11, 18, 25

6/1, 8,22,29

7/13

10/2,9,16,23,30

11/6,13,20,27

12/4

11/20,27

12/4,11,18

10/5, 12, 26

11/2, 9,16, 30

12/7

曜日講　　座　　名 回数教　員 受講料
（税込）

15

5

10

15

5

10

県民カレッジ
単位数場　所開　講　日時　間　帯

1

2

3

4

5

6

10:40～ 12:10

18:30～ 20:00

10:30～ 12:00

9:00～ 10:30

18:30～ 20:00

10:30～ 12:00

No

湯　　麗敏 たん　りみん講師氏名

・上海復旦大学国際政治学部　専任講師
・富山市民国際交流協会外国人相談員
・富山国際大学国際教養学部准教授経て現職 

対 象 層備
考

中国語学習歴1年ぐらいある
方ならどなたも参加自由

定　　員
受 講 料

15名程度
6,000円

講
師
か
ら
一
言

本教室は、前期10回と後期10回通年の形で講義を進める予
定です。中国語のヒアリング、会話、読解、作文、という四
つの技能を身につけられるような学習環境を受講生に提供で
きることを心がけて頑張りたいと思います。自由自在に中国
人と楽しくコミュニケーションが取れるように、一人でも中
国での旅を楽しめることを目指して、使える中国語をマスター
しましょう。

曜日・時間No.1 実用中国語（前期） 水曜日　10:40～ 12:10
会　場 東黒牧キャンパス

富山国際大学現代社会学部　教授

略歴

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5/8

5/15

5/22

5/29

6/12

6/19

6/26

7/3

7/10

7/17

伊藤　雄馬 いとう　ゆうま講師氏名

・京都大学博士後期課程退学
・富山国際大学 現代社会学部 客員准教授
・日本学術振興会特別研究員（PD）

対 象 層備
考 どなたでも自由参加

定　　員
受 講 料

10名程度
3,000円

講
師
か
ら
一
言

富山とタイが最近どんどん「近く」なっていることにお気づ
きですか？本講座はタイ旅行をより楽みたい人に向けたもの
ですが、日本に来られるタイ人と気持ちよく付き合うための
講座でもあります。講師自身のタイでの体験を交えながら、
タイ文化とタイ語のいろはを学びます。

曜日・時間No.2 旅行とおもてなしのためのタイ文化とタイ語１ 水曜日　18:30～ 20:00

富山国際大学　現代社会学部　講師

略歴

1

2

3

4

5

6/5

6/12

6/19

6/26

7/3

タイ文化とタイ語を知ろう

挨拶とマナー

レストランでの注文とタイ料理

タイの交通機関と乗り方

タイの観光地バーチャル巡り

自分・家族　（本文・単語・ポイント）

ポイント：　叫、是･･･的、給、練習、会話

家　（本文、単語、ポイント）

ポイント：従、離、可以、会、能、練習、会話

好きなこと　（本文、単語、ポイント）

ポイント：　了、除了･･･以外、又～又、練習、会話

ＳＮＳ　（本文・単語・ポイント）

ポイント：比較表現、否定の強調、練習、会話

休日　（本文、単語、ポイント）

ポイント：先、再、仮定の表現、練習、会話
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湯　　麗敏 たん　りみん講師氏名

・上海復旦大学国際政治学部　専任講師
・富山市民国際交流協会外国人相談員
・富山国際大学国際教養学部准教授経て現職

対 象 層備
考

中国語学習歴1年ぐらいある
方ならどなたも参加自由

定　　員
受 講 料

15名程度
6,000円

講
師
か
ら
一
言

本教室は、前期10回と後期10回通年の形で講義を進める予
定です。中国語のヒアリング、会話、読解、作文、という四
つの技能を身につけられるような学習環境を受講生に提供で
きることを心がけて頑張りたいと思います。自由自在に中国
人と楽しくコミュニケーションが取れるように、一人でも中
国での旅を楽しめることを目指して、使える中国語をマスター
しましょう。

曜日・時間No.4 実用中国語（後期） 水曜日　9:00～ 10:30
会　場 東黒牧キャンパス

富山国際大学現代社会学部　教授

略歴

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10/2

10/9

10/16

10/23

10/30

11/6

11/13

11/20

11/27

12/4

福島　美枝子 ふくしま　みえこ講師氏名

・お茶ノ水女子大学卒業　カナダ・トロント大学（修士）
・富山国際大学の開学とともに1990年に富山に赴任
・前職：富山国際大学 現代社会学部　准教授
・専門分野：外国語教育（英語・日本語）

対 象 層備
考 どなたでも参加自由

定　　員
受 講 料

12名まで
4,000円

講
師
か
ら
一
言

前期は、英語で話し合うことに慣れ、これを楽しめるように
なることを目指します。参加する皆様が自信を持てるように
したいと思います。毎回の話題に関連する語彙や表現法の増
強を助けます。同時に、皆様自身が自分に必要な英語を準備
する経験を繰り返すことでかなり表現力が伸びていきますの
で、ペアやグループでの話し合いに加えて、毎回１～２人に
短いスピーチをしてもらう活動を組み入れます。今年も互い
に大いに学び合い、楽しめるクラスにしたいと思います。

曜日・時間No.3 Let's enjoy talking to each other in English. （初～中級） 土曜日　10:30～ 12:00

富山国際大学 子ども育成学部　教授

略歴

1

2

3

4

5

6

7

8

5/11

5/18

5/25

6/1

6/8

6/22

6/29

7/13

"How have you been?"  (「お元気でしたか」)"Could you tell us about your past 4 months?" （最近の出来事）

Music and Sports （音楽やスポーツ）

Health and Fitness （健康とフィットネス）

Travel and Transportation（旅行と交通手段）

Food and Restaurants （食べ物とレストラン）

Your work experience （あなたの就業経験）

"What Japanese news interests you most?" （日本のニュース）

"What world news interests you most?" (世界のニュース）    

＊大学の行事等で日程を変更する場合があることを予めご了承ください。

旅行の思いで　（本文、単語、ポイント）

ポイント：可能補語、様態補語、練習、会話

中国への興味　（本文、単語、ポイント）

ポイント：只有・・・才、対・・・来説、練習、会話

東京案内　（本文、単語、ポイント）

ポイント：　越来越～、疑問詞の連用、練習、会話

交通事情　（本文、単語、ポイント）

ポイント：所有、不管～都（也）、一～就・・・、練習、会話

買物事情　（本文、単語、ポイント）

ポイント：随着、尽管～但是･･･、練習、会話

伊藤　雄馬 いとう　ゆうま講師氏名

・京都大学博士後期課程退学
・富山国際大学 現代社会学部 客員准教授
・日本学術振興会特別研究員（PD）

対 象 層備
考 どなたでも自由参加

定　　員
受 講 料

10名程度
3,000円

講
師
か
ら
一
言

富山とタイが最近どんどん「近く」なっていることにお気づ
きですか？本講座はタイ旅行をより楽みたい人に向けたもの
ですが、日本に来られるタイ人と気持ちよく付き合うための
講座でもあります。講師自身のタイでの体験を交えながら、
タイ文化とタイ語のいろはを学びます。

曜日・時間No.5 旅行とおもてなしのためのタイ文化とタイ語２ 水曜日　18:30～ 20:00

富山国際大学　現代社会学部　講師

略歴

1

2

3

4

5

11/20

11/27

12/4

12/11

12/18

タイのサブカルチャー ―音楽・映画・漫画―

タイの地方へ行ってみよう ー北タイ編ー

精霊信仰とメディア

富山をタイ語で紹介する1 ―タイ人が富山に来る理由―

富山をタイ語で紹介する2 ―タイ人から見る富山の魅力―

福島　美枝子 ふくしま　みえこ講師氏名

・お茶ノ水女子大学卒業　カナダ・トロント大学（修士）
・富山国際大学の開学とともに1990年に富山に赴任
・前職：富山国際大学 現代社会学部　准教授
・専門分野：外国語教育（英語・日本語）

対 象 層備
考

初～中級の方は前期からの
連続受講をお勧めします。

定　　員
受 講 料

12名まで
4,000円

講
師
か
ら
一
言

後期の講座では、英語でのディスカッション（話し合いや討論）に慣
れ親しんでいくことを目標にします。参加者の皆様には豊富な人生経
験がありますので、日本語で流暢に話せるし、内容も豊かです。しか
し英語となるとそう簡単ではありません。英語で話すこと自体に慣れ
ていく活動もしつつ、情報提供や意見交換に積極的に参加できるよう
にしたいと思います。昨年度に好評だったワールドニューズから日本
を考える時間を設けます。又、今年度も富山市国際交流フェスティバ
ルでの発表を目指します。学生との交流も楽しんでください。

曜日・時間No.6 Let's enjoy disucssing things in English. （中～上級） 土曜日　10:30～ 12:00

富山国際大学 子ども育成学部　教授

略歴

1

2

3

4

5

6

7

8

10/5

10/12

10/26

11/2

11/9

11/16

11/30

12/7

"How did you spend your summer vacation?"（夏の出来事）Planning for presentations at the Internationl Festival"(発表計画）

"Do you agree or disagree?  Why?"  （賛成か反対か ）

Talking about world news of your interest  （世界のニュース）

Presentation practice for the International Festival（発表準備）

Rehearsing for presentation  （発表リハーサル）

Free discussions on some topics of your interest (自由討論）

Topics initiated by the participants 1   （参加者主導の話題 1）

Topics initiated by the participants 2　（同上　2）    

＊大学の行事等で日程を変更する場合があることを予めご了承ください。
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受講のご案内
1．受講生の決定と募集定員・受講生証
（1）受講生の決定

　先着順で定員まで受け入れます。

（2）募集定員

　各講座では定員を定めています。申込期間中であっても募集定員に達した場合は、募集を

締め切りますので、予めご了承ください。

　定員は講座一覧表に記載してありますので、ご確認ください。

（3）受講生証の交付

　講座開始日当日、受講生には「受講生証」をお渡しいたします。受講の際には必ず携帯す

るようお願いいたします。

2．「県民カレッジ連携講座」　単位認定制度
　「富山県民生涯学習カレッジ」に登録された講座修了者には、「富山県民生涯学習カレッジ」

より単位が認定されます。「富山県民生涯学習カレッジ」への登録を希望される方は、受講手

続きの際に担当者までお伝えください。

　なお、「富山県民生涯学習カレッジ」に登録する際は、ご提供頂きました個人情報（住所、

年齢等）を提出することになりますので、予めご了承ください。

3．受講生の特典
①　図書館他本学施設の利用

　東黒牧キャンパス・呉羽キャンパスの図書館、売店、食堂等の施設を利用できます。

　なお、図書館を利用される方は、図書館にて「受講生証」を提示の上、所定の手続きを行っ

てください。

②　サテライト・オフィスの利用

　受講生の親睦・交流を図るための懇談会、勉強会などの場を提供します。

　受講生は、空き時間にオフィスを利用することができます。利用を希望する受講生は申請

書を提出してください。利用目的及び日程によっては許可できない場合がありますので、予

めご了承ください。

③　大学祭等の行事の案内と参加

　大学祭（東黒牧キャンパス・呉羽キャンパス）で研究発表や模擬店の出店ができます。

④　定期刊行物（「学園報」、「コスモス通り」等）の配付（ご希望の方）

"How have you been?"  (「お元気でしたか」)"Could you tell us about your past 4 months?" （最近の出来事）

Music and Sports （音楽やスポーツ）

Health and Fitness （健康とフィットネス）

Travel and Transportation（旅行と交通手段）

Food and Restaurants （食べ物とレストラン）

Your work experience （あなたの就業経験）

"What Japanese news interests you most?" （日本のニュース）

"What world news interests you most?" (世界のニュース）    

"How did you spend your summer vacation?"（夏の出来事）Planning for presentations at the Internationl Festival"(発表計画）

"Do you agree or disagree?  Why?"  （賛成か反対か ）

Talking about world news of your interest  （世界のニュース）

Presentation practice for the International Festival（発表準備）

Rehearsing for presentation  （発表リハーサル）

Free discussions on some topics of your interest (自由討論）

Topics initiated by the participants 1   （参加者主導の話題 1）

Topics initiated by the participants 2　（同上　2）    
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4．申込方法・受講料の納入方法等
（1）受講資格

　講義を聴講可能な知識を有する方とし、年齢・学歴を問いません。

（2）申込方法・申込期間

　「受講申込書」に必要事項を記入の上、富山国際大学「地域交流センター」まで、持参、郵送、

FAX、またはE-mailにて提出してください。

　受講申込は、講座開始日まで受け付けます。

（3）募集要項

　募集要項は、富山国際大学「地域交流センター」の東黒牧窓口、ならびに富山国際学園「サ

テライト・オフィス」（富山駅前CiCビル3階）にて配布しております。

　また、富山国際大学のホームページ（http://www.tuins.ac.jp/）からも入手できます。

（4）申込先・問合せ先

　富山国際大学「地域交流センター」　〒930－1292　富山市東黒牧65－1

　　TEL 076－483－8000　　　FAX 076－483－8008

　　E-mail：chiiki＠tuins.ac.jp

　富山国際学園サテライト・オフィス　〒930－0002　富山市新富町1－2－3　CiCビル3階

　　TEL 076－482－3123　　　FAX 076－482－3122

　　E-mail：chiiki＠tuins.ac.jp

（5）受講料の納入

①　受講料は、講座開講初日に納入して頂きます。

　各講座の受講料は、講座一覧表でご確認ください。

②　一旦納入された受講料は、理由のいかんを問わず返還できませんので、ご了承ください。

③　本学の在学生は、一部の講座を除いて無料で受講できます。

④　受講生が講座で使用するテキスト代、材料費等の費用は受講料に含まれておりません。別

途ご負担願います。

富山国際学園サテライト・オフィス（富山駅前CiCビル3F）地図

●
北
陸
銀
行

●
富タク

●マリエとやま富山駅前

北　口←石川 新潟→

富山市営桜町
駐車場

CiC

P

富　山　駅
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5．駐車場ほか施設の利用とその他注意事項
（1）駐車場の利用

①　CiCビルで受講される方は、駐車料金が自己負担になりますので、できるだけ公共の交通機

関をご利用ください。

②　東黒牧キャンパスで受講される方は、本学の第1・第2駐車場（無料）をご利用ください。

（2）富山国際大学東黒牧キャンパス・呉羽キャンパス施設の利用

①　本学キャンパスで受講される方は、図書館、売店、食堂等の施設を利用できます。

②　受講される方には、図書館の「利用者カード」を交付します。交付を希望される方は、図

書館にて「受講生証」を提示の上、所定の手続きを行ってください。

（3）受講生の義務

①　受講生は、受講するにあたり、本学が行う教育及び研究に支障をきたさないよう努めてい

ただくとともに、担当教職員の指示に従ってください。

②　受講生が本学の諸規定に違反したとき、もしくは学内の秩序を乱したとき、その他受講生

としてふさわしくない言動をした場合は、受講の許可を取り消すことがあります。

　なお、受講許可取り消しの場合であっても、納付済みの受講料は返還いたしません。その

旨ご了承ください。

③　損害賠償

　受講生が、本学の施設、設備等に破損を与えたときは、速やかに本学地域交流センターま

で届け出てください。

　損害の程度によっては、賠償請求することもあります。

（4）個人情報の保護

　受講生に関する個人情報は、教育ならびにその他受講生支援の目的にのみ利用され、その

他の目的に利用されることはありません。詳しくは、本学の『個人情報保護に関する規定』

をご覧頂くか、「地域交流センター」までお問い合わせください。
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〒930－0002　富山市新富町1－2－3　CiCビル3階
TEL 076－482－3123　FAX 076－482－3122　E-mail:chiiki＠tuins.ac.jp

富山国際学園サテライト・オフィス

〒930－1292　富山県富山市東黒牧65－1
TEL 076－483－8000（代表）　FAX 076－483－8008　E-mail:chiiki@tuins.ac.jp問い合わせ先

申込み先

富山国際大学地域交流センター
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会場：富山国際学園南砺サテライト（南砺市地域包括ケアセンター）
　　　〒932－0293　南砺市北川166番地の１

2019年度南砺サテライトリレー講座

タイの遊動狩猟採集民
「ムラブリ族」の暮らしと
国際大生による定住支援活動

ムラブリ族はタイ北部の森で遊動狩猟採集をしな
がら生活してきた。しかし、1980年代に政府か
ら定住を求められ、初めての農耕生活への挑戦が
始まった。何故彼らは狩猟採集生活を許されなかっ
たのか。定住生活、農耕により生活がどう変わっ
たのか。そして国際大生は何故、いつからどのよ
うに支援活動をしているのかについてお話します。

6月8日土
才田　春夫　（微生物生態、国際協力）

7月6日土
松山　友之　（理科教育）

6月11日火
室林　孝嗣　（障害者福祉、相談援助）

7月27日土
一井　　崇　（社会学、観光学）
ユニバーサルツーリズムから
社会のデザインを考える

2018年度の訪日外国人数は約3119万人となり、
各地で多くの外国人を見かける機会が増えました。
その訪日外国人にとって、言語や宗教、文化や慣習
などの違いは滞在時における一時的な「生活のしづ
らさ」をもたらします。依存する社会資源の少なさ
による「生活のしづらさ」は、地域の障害者や高齢
者などにも置き換えることができます。より多くの
住民が、暮らしやすい地域のデザインをユニバーサ
ルツーリズムの視点から考えてみませんか。

新しい生き方の再発見
みなさんは、過去に悲しかったことや辛かっ
たことなど、困難な状況を経験したことがあ
りますか？
そのとき、どのようにしてその状況を克服し
てきましたか？
ストレングスモデルをもとに、新しい生き方
の再発見をしてみませんか。

みんなの科学①
動く？動かない？

身近なふしぎを研究しよう！
私たちの身の回りには動くもの、そして動かない
もの、ふしぎな動きをするものがたくさんありま
す。子どもからお年寄りまで年齢に関係なくおも
ちゃ作りなどのモノづくりもしながら、楽しく動
く？動かない？身近なふしぎを研究してみましょ
う。夏休みの自由研究のネタになるかもしれませ
ん。また、夏休みの自由研究の相談会も行います。

15：00～ 16：3010：30～ 12：00

10：30～ 12：0010：30～ 12：00
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〒930－1292　富山県富山市東黒牧65－1
TEL 076－483－8000（代表）
FAX 076－483－8008
http://www.tuins.ac.jp
E-mail:chiiki@tuins.ac.jp

問い合わせ先申込み先

富山国際大学地域交流センター

8月31日土
仲井　文之　（国語科教育、生涯学習）

9月21日土
大谷　孝行　（哲学、精神療法）

10月12日土
松山　友之　（理科教育）

11月16日土
高橋　哲郎　（アジア経済論、韓国経済研究）

丹波篠山における山田孝雄
『日本文法論』により文化勲章を受章した山田孝雄
が研究を始めた契機は、最初に教鞭を執った丹波
篠山の私立鳳鳴義塾にある。今回当地を訪れその
歴史と風土、学校創立の経緯等を調べた。その結果、
山田孝雄が提出した履歴書（現物）や免許状（写し）
とともに、当時の校舎や宿舎周辺、運動場で活動
中の生徒が写る写真、後年の山田孝雄から同校校
長に宛てた礼状を目にした。これらの貴重な資料
とともに山田孝雄の丹波篠山時代を紹介する。

みんなの科学②
電気って何？

身近なふしぎを研究しよう！
電気って何でしょう？いつも使っている電気の
ふしぎを研究します。電気をためるしくみ、モー
ターの動くしくみや発電など電気をつくるしく
み・・・毎日使っているのに、あんまり知らない
電気のふしぎを実際に体験したり、静電気の性
質を利用した動くおもちゃなどの、モノづくり
をしたりしながら楽しく研究してみましょう。

9月14日土
河﨑　美香　（特別支援教育、障害児保育）
発達障害のある子どもの理解
軍手をはめて、折り鶴をしたりビーズ通しを
したりと、不器用な子どもの疑似体験を行な
います。この体験を通して、子ども自身のが
んばっているのにできないもどかしさや繰り
返し失敗するつらさを共感できる機会になれ
ばと思います。子どもたちに寄り添うために
私たちにできる援助や配慮について考えます。

笑いを忘れない人生
人生には、時に辛いこと、思い通りにならな
いことが必ず起こります。私たちはそうした
体験とどのように向き合って生きていけばよ
いのでしょうか。この講座では人生における
笑いの価値やユーモアの大切さを様々な角度
から取り上げ、一度限りの人生を悔いなく生
きるためのヒントを探りたいと思います。

新たな外国人材の受け入れと対応
日本で働く外国人は、この10年で2.5倍以上
に増えました。今の制度で働ける人材に加えて、
政府は新たな在留資格を設けて今年４月からの
５年間で、介護業や建設現場など人手不足が深
刻な14業種で約35万人の外国人材の受け入れ
を検討しています。新たな外国人材受け入れ制
度の概要とこの制度を企業はどのように活用し
対応すべきかについて具体的な事例をあげて、
参加者のみなさんと考えたいと思います。

10：30～ 12：0010：30～ 12：00

10：30～ 12：0010：30～ 12：00

10：30～ 12：00



大越 健介氏　記念講演会
吹奏楽部コンサート

松山 友之准教授
『みんなの科学』

模擬店　地場産野菜販売
竹田 好美講師
『保育のなかの児童文化財』

富山国際大学

「南砺サテライト開設１周年記念学園祭 in なんと」

南砺サテライト　リレー講座

受講生募集要項
2019年度

富山国際大学地域交流センター


