
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

※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

9,000円（税込）

1講座 1,000円（税込）

先着 30名 （法人受講者を除く）

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

６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日本と世界の論点 ②社会を変える､自分を変える ③歴史と空間を旅する ④脱常識の経営論
⑤“際“をなくす ⑥この人に聞く

2019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。）
内容は変更になる場合があります。

■11月26日（火）＜社会を変える､自分を変える＞

「データ駆動社会における新たなヘルス・ケア」
講師：宮田 裕章（みやた ひろあき）慶應義塾大学医学部医療政策・

■10月2日（水） ＜脱常識の経営論＞

「すべては「好き嫌い」から始まる」
講師：楠木 建（くすのき けん） 一橋ビジネススクール 教授

■1月31日（金）＜日本と世界の論点＞

「好きなこと“も”仕事にする
パラレルキャリアという働き方」

講師：正能 茉優（しょうの まゆ） ハピキラFACTORY 代表取締役社長

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任助教

（2019年8月27日作成）

■10月18日（金）＜“際“をなくす＞

「ワークマンのビジネス変革と市場戦略」
講師：土屋 哲雄（つちや てつお） 株式会社ワークマン 専務取締役

■11月6日（水）＜脱常識の経営論＞

「想いを形に変える方法論」
講師：佐宗 邦威（さそう くにたけ）

■11月13日（水）＜この人に聞く＞

「日本の盆栽を世界のBONSAIへ」
講師：平尾 成志（ひらお まさし） 盆栽師

■11月29日（金）＜この人に聞く＞

「人生とお金の話」
講師：中川 順子（なかがわ じゅんこ）野村アセットマネジメント株式会社

■1月16日（木）＜“際”をなくす＞

「人類が初めて目にしたブラックホールの姿」
講師：本間 希樹（ほんま まれき）国立天文台 水沢VLBI観測所所長／教授

■12月11日（水）＜この人に聞く＞

「誰よりも学ぶことができるﾘｰﾀﾞｰが組織を育てる」
講師：中竹 竜二（なかたけ りゅうじ） 日本ラグビーフットボール協会

■11月19日（火）＜社会を変える､自分を変える＞

「禅で自然治癒力を高める」
講師：樺島 勝徳（かばしま まさのり）臨済宗天龍寺派薬師禅寺 住職

■12月3日（火）＜歴史と空間を旅する＞

「渋沢栄一の発創力」
講師：渋澤 健（しぶさわ けん）コモンズ投信株式会社 取締役会長

■10月10日（木）＜脱常識の経営論＞

「ﾃﾞﾌﾚｰﾐﾝｸﾞ概念で読み解くﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ
（DX）の本質」

講師：高木 聡一郎（たかぎ そういちろう）東京大学大学院情報学環 准教授

■10月16日（水）＜脱常識の経営論＞

「 DX時代のリーダーシップ」
講師：一條 和生（いちじょう かずお）

■10月23日（水）＜“際”をなくす＞

「キャッシュレス社会とメルペイの戦略」
講師：青柳 直樹（あおやぎ なおき） 株式会社メルペイ 代表取締役

■12月10日（火）＜歴史と空間を旅する＞

「万葉に輝いた女性達」
講師：里中 満智子（さとなか まちこ） マンガ家、

対談のお相手：佐々木 紀彦（ささき のりひこ）NewsPicks Studios CEO､NewsPicks 取締役

戦略デザインファームBIOTOPE 代表／チーフストラティジックデザイナー

一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻 専攻長／教授、IMD客員教授

管理学教室 教授

CEO兼代表取締役社長

大阪芸術大学キャラクター造形学科学科長

コーチングディレクター※本講演は青柳氏の講演60分・対談30分・質疑応答30分の構成です。

定 員

ｼﾌﾞｻﾜ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ株式会社 代表取締役



時代の潮流と深層を読み解く 2019年度後期 “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/

申込日 年 月 日

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。

参
加

日 程 参
加

日程

□ 10月 02日(水) □ 11月 26日(火)

□ 10月 10日(木) □ 11月 29日(金)

□ 10月 16日(水) □ 12月 03日(火)

□ 10月 18日(金) □ 12月 10日(火)

□ 10月 23日(水) □ 12月 11日(水)

□ 11月 06日(水) □ 01月 16日(木)

□ 11月 13日(水) □ 01月 31日(金)

□ 11月 19日(火)

●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

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。

申込者情報

氏名

ふりがな

住所（職場・自宅） 〒

送金する方の口座名義

TEL FAX

E-mail

●毎回参加講座の案内（メール・郵送）を希望される方は☑をつけてください。□

出来るだけメールで連絡させていただきたいと思いますので、メールアドレスのご記入にご協力ください。

振込先

宮崎銀行 清武支店
口座番号: ５７８６３
預金種目: 普通預金

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。

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に連絡のとれる連絡先をご記入ください。


