
宮崎大学 産学・地域連携センター
地域デザイン講座 Miyazaki Empowering Regional Design Academy

宮崎大学 MERAcademy特別セミナー

対 象 以下の方にお勧めします
・興味関心がある領域の知識を修得する ・仕事に関連する分野を展開する
・夜間の時間を有効活用し教養を高める ・著名人の話を直接聞いてみる

研修の
ねらい

8つのクラスターで時代の潮流と深層を理解し、思考を深めます
①体制と政策を思考 ②ビジネスと技術を拓く ③人と組織を動かす ④社会とメディアを読む
⑤日本と世界を歩く ⑥こころとからだを知る ⑦感性と身体知を磨く ⑧「いま」と「ここ」を語る

2018年度前期宮大夕学講座
受講申込のご案内

せきがく

テーマ
講 師

研究者や企業経営者をはじめ､文化人､ジャーナリスト等､
幅広い分野から第一線で活躍する方々を講師として招き
ます。（本学ではインターネットでの配信となります。）

■6月6日（水）＜人間の力を信じる＞

「幸福学と脳科学の文脈で語り合う平成30年」
講師：茂木 健一郎（もぎ けんいちろう） 脳科学者

前野 隆司（まえの たかし） 慶應義塾大学教授

■4月12日（木）＜人間の力を信じる＞

「人生を照らす禅の言葉」
講師：横田 南嶺（よこた なんれい） 臨済宗円覚寺派管長

■4月20日（金）＜変革期の経営と働き方＞

「100年企業の人事大改革」
講師：有沢 正人（ありさわ まさと） カゴメ(株)執行役員CHO

■4月25日（水）＜この人に聞く＞

「失敗しないドラマ創り」
講師：内山 聖子（うちやま さとこ） ゼネラルプロデューサー

■6月21日（木）＜地球と人間の歴史＞

「国語辞典から現代日本語が見えてくる」
講師：飯間 浩明（いいま ひろあき） 国語辞典編纂者

■7月24日（火）＜ 「新しい経済」を考える＞

「日本経済の近未来」
講師：飯田 泰之（いいだ やすゆき） 政治経済学部准教授

（2018年3月1日作成）

■4月26日（木）＜この人に聞く＞

「ＡＩ時代の人間の行方」
講師：羽生 善治（はぶ よしはる） 将棋棋士

阿刀田 高（あとうだ たかし） 作家

テレビ朝日『ドクターX～外科医
・大門未知子～』シリーズ

■5月8日（火）＜人間の力を信じる＞

「人生100年時代のｾﾙﾌﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとは何か？」
講師：石川 善樹（いしかわ よしき） 予防医学研究者

■5月9日（水）＜テクノロジーが変える社会システム＞

「超AI時代の生き方･働き方･考え方」

講師：落合 陽一（おちあい よういち） ﾋﾟｸｼｰﾀﾞｽﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(株)

■5月25日（金）＜人間の力を信じる＞

「今日からあなたはMathe-magician」
講師：秋山 仁（あきやま じん） 東京理科大学 理数教育

(株)Campus for H 共同創業者

代表取締役社長

研究センター長･教授

～ﾀﾞｰｸｻｲﾄﾞｽｷﾙを
身につけろ～

『三省堂国語辞典』編集委員

■6月29日（金）＜「新しい経済」を考える＞

「貯信時代のお金の作り方､使い方」
講師：西野 亮廣（にしの あきひろ） 芸人・絵本作家

■7月3日（火）＜テクノロジーが変える社会システム＞

「ﾃｸﾉﾛｼﾞｰが変えた経営戦略」
講師：琴坂 将広（ことさか まさひろ） 慶應義塾大学

総合政策学部准教授

■7月12日（木）＜テクノロジーが変える社会システム＞

「問いを立てるデザイン」
講師：スプツニ子！（すぷつにこ！） 東京大学特任准教授

アーティスト

■7月6日（金）＜「新しい経済」を考える＞

「東京五輪後の日本経済」
講師：白井 さゆり（しらい さゆり） 総合政策学部教授

慶應義塾大学

■5月31日（木）＜変革期の経営と働き方＞

「これからのﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟのあり方」
講師：木村 尚敬（きむら なおのり） (株)経営共創基盤(IGPI)

ﾊﾟｰﾄﾅｰ､IGPI上海執行董事

明治大学

～ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業への飛躍に
必要な人事制度とは～

進化を振り返り、
未来を考える

(c) masato-kato
Photo by Mami Arai

筑波大学准教授・学長補佐、

会 場

申込方法

宮崎大学 木花キャンパス

地域デザイン棟
（詳しくは裏面をご覧ください）

開場 18:00

講座 18:30―20:30
時 間

検索宮大夕学講座

ホームページ等でお申し込みください
詳しくは裏面をご覧ください

受講料
9,000円（税込）

1講座 1,000円（税込）

定 員 先着 30名 （法人受講者を除く）

※定員に達し次第、締切となりますのでお早めにお申し込みください



時代の潮流と深層を読み解く 2018年度前期 “宮大夕学講座“

申込書

FAX：0985-58-7883

【個人情報の取扱いについて】 弊講座は、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理し、外部からの情報への不正アクセスやその不正使用、紛失、破壊、改ざん、漏洩等
を予防する保護策を講じています。

【特定商取引法に基づく表記ついて】特定商取引法第11条に基づき表示すべき事項につきましては、ご請求に応じ、書面または電子メールにてご案内いたします。

ＦＡＸ

せきがく

宮崎大学 産学・地域連携センター
地域デザイン講座 宛て

ご質問・ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください
宮崎大学 産学・地域連携センター 地域デザイン講座 〒889-2192 宮崎市学園木花台西1丁目1番地
TEL: 0985-58-7884・7885 （9:00～16:00 土日祝日を除く） Email: r-design@of.miyazaki-u.ac.jp
URL: http://www.miyazaki-u.ac.jp/rdc/

【ＪＲをご利用の場合】
清武駅で下車後、JR清武駅前／
清武総合支所前バス停より
「宮崎大学・大学病院」行に乗車
約１５分

【宮崎交通バスご利用の場合】
宮崎駅／宮交シティバスセンターより
「宮崎大学・大学病院」行に乗車
約２５～５５分

【車でお越しの場合】
右記のＭＡＰをご参照ください
駐車場は をご利用ください

アクセス

構内に入られましたら、 案内板の“地域デザ
イン棟” の案内にそって会場にお越しください。

振込先

申込日 年 月 日

宮崎銀行 清武支店
口座番号: ５７８６３
預金種目: 普通預金

申込者情報

氏名

ふりがな

住所（職場・自宅） 〒

緊急連絡先

TEL FAX

E-mail

＊送信者のトラブルまたは天災等によりやむをえず休講にする場合は、緊急連絡先にご連絡させていただきます。

FAX・Eメール・電話またはホームページ申し込みフォームにてお申し込みください。
定員に達し次第、募集は締め切りとなりますのでご注意ください。
申し込み後7日以内に受講料金を銀行振込にてお支払いください。
期日までのお振込みがない場合はキャンセル扱いさせていただきます。
記入いただきました個人情報は、本講座の研修・セミナー業務、調査、分析にのみ使用いたします。

受取人: 国立大学法人宮崎大学
フリガナ: ダイ）ミヤザキダイガク
住所: 宮崎市学園木花台西1-1
TEL: 0985-58-7122

銀行振込の際の振込手数料は受講者の負担となりますのでご了承ください。
受講料はキャンセルした場合でも返還できませんのでご注意ください。
振込金受取書が領収書になりますので、大切に保管してください。

参
加

日 程 参
加

日程

□ 4月 12日(木) □ 6月 6日(水)

□ 4月 20日(金) □ 6月 21日(木)

□ 4月 25日(水) □ 6月 29日(金)

□ 4月 26日(木) □ 7月 3日(火)

□ 5月 8日(火) □ 7月 6日(金)

□ 5月 9日(水) □ 7月 12日(木)

□ 5月 25日(金) □ 7月 24日(火)

□ 5月 31日(木)

●資料等の準備がありますので、参加希望

講座に☑をつけてください

振込金額

●チェックボックス☑の数×１，０００円が

振込金額になります。
例） ☑が５個であれば５，０００円

●チェックボックス☑の数が９以上の場合は

９，０００円が振込金額になります。

参加講座の確認


