
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社会の進化と深化 ②この人に聞く ③日本と世界の論点 ④こころとからだの幸福論
⑤人を活かす組織 ⑥こころとからだを知る ⑦感性と身体知を磨く ⑧戦略と技術が拓く近未来

2018年度後期宮大夕学講座
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。）

■11月27日（火）＜社会の進化と深化＞

「好きなことでヒトの役に立てる時代」
講師：吉田 ちか（よしだ ちか） YouTube Creator

■10月9日（火）＜社会の進化と深化＞

「メディアの未来とNewsPicksの未来」
講師：佐々木紀彦（ささき のりひこ）株式会社ﾆｭｰｽﾞﾋﾟｯｸｽ取締役CCO

■10月18日（木）＜この人に聞く＞

「世界と<私>の関係を言葉にする」
講師：穂村 弘（ほむら ひろし） 歌人

■10月19日（金）＜こころとからだの幸福論＞

「腸内細菌とともに生きる」
講師：藤田紘一郎（ふじたこういちろう） 東京医科歯科大学名誉教授

■11月28日（水）＜社会の進化と深化＞

「スポーツを通じて豊かな社会を」
講師：安田 秀一（やすだ しゅういち）株式会社ﾄﾞｰﾑ代表取締役CEO

■1月29日（火）＜ 人を活かす組織＞

「相澤病院の経営改革」
講師：相澤 孝夫（あいざわ たかお）相澤病院 最高経営責任者

（2018年9月1日作成）

■10月30日（火）＜戦略と技術が拓く近未来＞

「ﾕｰｻﾞｰｲﾝ経営とｼﾞｬﾊﾟﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ」
講師：大山晃弘（おおやまあきひろ）ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ㈱代表取締役社長

清水勝彦（しみずかつひこ）慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授

～腸内細菌を大切にすると心身体
も元気になる～

■10月31日（水）＜日本と世界の論点＞

「これからの『学び』」
講師：出口 治明（でぐち はるあき）

■11月6日（火）＜戦略と技術が拓く近未来＞

「人工生命研究からみる未来のかたち」
講師：池上 高志（いけがみ たかし）東京大学大学院総合文化研究科・

■11月13日（火）＜人を活かす組織＞

「銀座ママに学ぶ経営力、人間力」
講師：白坂 亜紀（しらさか あき）銀座 クラブ稲葉 オーナーママ

広域科学専攻教授

法政大学ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部 前総監督

■12月4日（火）＜こころとからだの幸福論＞

「持っている力を最大限に発揮する」
講師：藤平 信一（とうへい しんいち）心身統一合氣道会 会長

■12月12日（水）＜この人に聞く＞

「茶の湯のかたちに見る、日本の美と心」
講師：千 宗屋（せん そうおく）武者小路千家家元後嗣

■1月17日（木）＜日本と世界の論点＞

「財政危機と日本経済～将来世代の利益をどう守るか～」
講師：小林 慶一郎（こばやし けいいちろう）慶應義塾大学経済学部

■1月11日（金）＜社会の進化と深化＞

「戦略的『モードチェンジ』のすすめ」
講師：藤原 和博（ふじはら かずひろ）教育改革実践家

■11月22日（木）＜戦略と技術が拓く近未来＞

「SHOWROOMが創る共感経済圏」
講師：前田 裕二（まえだ ゆうじ） SHOWROOM株式会社

代表取締役社長

社会医療法人財団慈泉会理事長

会 場
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
※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

学長
立命館アジア太平洋大学（APU)

慶應義塾大学體育會合氣道部師範・特選塾員

教授

NewsPicks Studios CEO

申込方法
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）



時代の潮流と深層を読み解く 2018年度後期 “宮大夕学講座“

申込書

FAX：0985-58-7883

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

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

□ 10月 9日(火) □ 11月 27日(火)

□ 10月 18日(木) □ 11月 28日(水)

□ 10月 19日(金) □ 12月 4日(火)

□ 10月 30日(火) □ 12月 12日(水)

□ 10月 31日(水) □ 1月 11日(金)

□ 11月 6日(火) □ 1月 17日(木)

□ 11月 13日(火) □ 1月 29日(火)

□ 11月 22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

●毎回参加講座の案内（メール・文章）を希望される方は☑をつけてください。□

迅速な連絡ができますので、メールアドレスのご記入にご協力ください。

【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。

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/

アクセス

【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

【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

【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

地域デザイン棟

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。


