
 令和 3(2021)年度 自主講座申請一覧  

NO. 講座・講師名 講 座 目 的 講 座 内 容 講 座 日 程 等 

1 

宮崎市 地域の

お宝事業 成果

報告会 

 

教授 

永松 敦 

4 年間実施したお宝事

業の成果、HP・VTR・ガ

イドマップを制作した

地場業者（鉱脈社・ミ

チプロ）とともに、地

域住民、および、関連

住民らと地域づくりの

将来について考える。 

オンライン講座。前半 2 時間は

VTR上映とホームページ、ガイドマ

ップを永松が紹介 後半 2 時間は

地域住民、関連住民をパネリストと

して、4年間の成果を振り返り、地

域住民と関連住民との交流、伝承文

化の未来への活用法を、市民ととも

に考える場とする。 

・5月 8日(土) 

・13:30～17:00 

・全 1回 

・100人募集 

・一般市民 

・オンライン開催 

2 

「私」の中に社

会が映る 

～高校生のため

の社会心理学～ 

 

教授 

川瀬 隆千 

宮崎県内の高校生に心

理学や社会心理学に興

味を持ってもらうため 

社会心理学の考え方や研究方法を

解説しながら、「私」と社会の関係

を探り、「私とは何か？」を考える。 

・7月 27日(火) 

・18:30～20:30 

・全 1回 

・100人募集 

・県内高校生 

・オンライン開催 

3 

英語教科書コー

パスから分かる

こと 

 

教授 

福田 稔 

英単語に着目して英語

教科書を分析すること

で、様々な事実が判明

します。本講座を通し

て、「自信を持って学校

英語を教える」「自信を

持って学校英語を学

ぶ」という意識を高め

ることができればと思

います。 

令和 2 年度より小学校では英語が

教科化されました。そこで、講座の

前半では、小学校の英語教科書をコ

ーパス（電子データ）化して、英単

語に着目した分析を行うことで判

明したことを紹介します。後半で

は、紙媒体の英語教科書をコーパス

にする方法や、英単語を覚えるとき

に注意する点を紹介します。 

・8月 19日(木) 

・13:30～15:50 

・全 1回 

・30人募集 

・英語に関心のあ

る市民、教員、

学生、生徒 

・オンライン開催 



4 

教育機関・地域

と連携した防災

教育 

（第 11回ストリ

ートウオッチン

グ） 

 

教授 

辻 利則 

 

将来を担う子供たちへ

の防災教育として、平

時から災害に備えた取

り組みについて、高齢

者、障がい者など含め

て実践活動を行い、地

域の役割、自分にもで

きることを理解しても

らい、さらに子供たち

を通して若い世代の地

域参加を促すことを目

的とする。 

小学生を対象に、教育機関と連携

し、地震や津波、洪水など災害時に

必要な心構え、特に普段から考えて

おくべきことについて講座（35 人

程度のクラスで 4回程度）を行う。 

また、実際に地域の危険個所や災害

時に重要となる避難場所などを知

るために調査（全体 1回）を行う。

調査は、地域住民、障がい者団体、

そして本学の大学生を募り、最後に

危険個所、避難場所等を地図上に記

入してまとめる。 

・授業 

11月 17日(水) 

・調査 

 11月 30日(火) 

 12月 2日(木) 

・8:00～13:00 

・200人募集 

・小学生、地域住

民（障がい者）、

大学生 

5 

TOEICのスコア

を上げる秘訣 

 

准教授 

スコット 

ビンガム  

TOEIC テストのスコア

を上げる効果的方法を

受講者に紹介する。 

TOEIC は英語を母国語としない者

が自身の英語力を測るための最も

有効な手段のひとつです。また、多

くの企業や組織は採用、又は従業員

の昇進を決定する際には TOEIC の

スコアを基準にします。従って、

TOEI C の得点とは多くの日本人に

とって”成功への道” 考えられる

事が多いでしょう。 

私は過去 10 年余り、宮崎公立大学

に於いてこの TOEIC 準備コースを

教えてきました。そして、この10 年

間学生達と TOEIC のスコアを伸ば

す為の大切な方法を共有してきま

した。このコースでは、受購者の

方々にその最も重要な方法の幾つ

かをご紹介 していきたいと思いま

す。また、このコースは殆ど英語で

行われ、日本語は殆ど使用されない

為、受講者は基本的な英会話力が必

要です。 

・12月 21日(火) 

・19:00～21:00 

・全 1回 

・20人程度募集 

・英語のレベルア

ップを考えてい

る方 

・オンライン開催 

 



6 

「広告業界で日

本・グローバル

企業の双方から

学んだ交渉力 

 

特任教授 

西村 勇 

ビジネスパーソンとし

て世界で通用するコミ

ュニケーション力を磨

く 

世界第1位のメディア・エージェン

シー、グループエムの日本支社、グ

ループエム・ジャパン株式会社で、

新規ビジネス統括を行う荒垣氏が、

外資系企業が商品・サービスを日本

で導入する際や、逆に日本企業の海

外進出において、サービスを世の中

に浸透させるまでのプロセスなど

を説明する。 

日本、海外の双方の文化の違いを踏

まえ、円滑にコミュニケーションを

進め、時に強く交渉するテクニック

などを紹介する。 

・2月4日(金) 

・18:30～20:30 

・全1回 

・50人募集 

・学生、社会人 

・オンライン開催 

7 

大学と地域連携 

―地域伝承から

商品化  地域

ブランドへの試

み― 

 

教授 

永松 敦 

 

地域のお宝発掘・発

展・発信事業を通して、

大宮地区の伝承文化を

活用した新たな経済活

動について紹介し、今

後の地域活動につなげ

る。 

 

 

 

･10:00～12:00 

大宮地区フットパス  

景清廟～下北方古墳群～皇宮屋   

下北方自治公民館にて、景清公と疫 

病除けの版木刷り体験 

（参加費無料） 

･13：30～15：30 

大宮地区の映像上映、シンポジウム 

大宮地区下北方町東西区会長 

野中高志  

デザイナー 井上喜司  

画家 水元博子  

hapihapi 濱本悟史 

柿の葉すし坂本 坂本重幸  

 

 

 

・2月 6日(日) 

・13:00～15:40 

・全 1回 

・50人募集 

・一般市民 

・オンライン開催 



8 

コミュニケーシ

ョンとは話すこ

とだけではあり

ません: なぜ異

文化間コミュニ

ケーションを学

ぶ事が極めて重

要なのでしょう

か。 

 

准教授 

スコット 

ビンガム 

このコースは異文化間

コミュニケーションの

基本概念を紹介するの

が目的です。 

日本中で何千もの人が英語または

その他の言語を学んでいます。 

それらの人達はスピーチ、ヒヤリン

グ、ライティング、リーディング、

そして文法力をつけようと長時間

を費やしています。しかし、文化が

どれだけ私たちの間でのコミュニ

ケーションに影響を与えているか、

そして、文化の違いが、いかに効果

的コミュニケーションに重大な課

題を与えるか、 については殆ど学

んでいません。 

異文化間コミュニケーションのク

ラスでは、文化が私たちのコミュニ

ケーションにどのように影響して

いるかを学びます。同じ文化で育っ

た者同士、そしてさらに重要なのは

異文化で育った人達とのコミュニ

ケーションです。 

このコースでは異文化間コミュニ

ケーションへの基本概念のほか、流

暢に、そして効果的に英語を話せる

ようになる為にいかに異文化間コ

ミュニケーションが重大かを紹介

します。 

・2月 8日(火) 

・19:00～21:00 

・全 1回 

・30人募集 

・興味のある方 

・オンライン開催 

9 

『元彼の遺言

状』を読む 

 

准教授 

楠田 剛士 

 

宮崎ゆかりの近現代文

学の作品やその特徴に

ついて市民向けに解説

し、文学への興味関心

を高める。 

今話題の小説を（ネタバレせずに）

読み解きます。 

・3月 6日(日) 

・10:00～12:00 

・全 1回 

・30人募集 

・一般市民 

・オンライン開催 



 

10 

採用広告だけで

ない、学生と共

に成長するため

のインターンシ

ップセミナー 

 

科目コーディネ

ート担当講師 

新村 拓哉 

これまでインターンシ

ップをあまり活用して

いない県内企業の人事

担当者や中小企業のイ

ンターンシップの活用

法を伝える。 

インターンシップの受け入れ企業

担当者やインターンシップ・コーデ

ィネートを事業として行う企業（株

式会社 ATOMica）担当者と実践的イ

ンターンシップのモデルケース等

を紹介しつつ、インターンシップの

より良い活用方法についてディス

カッションを行う。 

・3月 10日(木) 

・16:00～18:00 

・全 1回 

・10人程度 

・県内企業人事担

当者及び中小企業

の経営者 

・オンライン開催 

11 

性表現の倫理学 

 

准教授 

川瀬 和也 

性表現について、倫理

学的な観点からどのよ

うな検討がなされてい

るかを、理解を深めて

もらう。 

ポルノ小説やブルーフィルムなど

の性的な表現はどのような理由で

規制されてきたのでしょうか。私た

ちが生きる現代の社会にもあふれ

ている性的な表現は、どの程度、ま

たどのような意味で、有害なのでし

ょうか。ジェンダー不平等の問題と

も絡めながら、性表現の「倫理」に

ついて考えてみましょう。 

・3月 20日(日) 

・15:00～17:00 

・全 1回 

・50人募集 

・高校生以上 

・オンライン開催 

12 

よみがえる江戸

時代の 

宮崎 2 

 

教授 

大賀 郁夫 

江戸時代の宮崎につい

ての理解を深める 

江戸時代の宮崎で起こった事件と

その解決法を通して、江戸時代の宮

崎とそこに生きた人々の価値観に

ついて考える。 

・3月 23日(水) 

・10:00～12:00 

・全 1回 

・50人募集 

・一般市民 

・オンライン開催 

13 

現代演劇、現代

パフォーマンス

入門 

 

准教授 

村上 幸大郎 

今日イギリスで上演さ

れている演劇やパフォ

ーマンスについての理

解を深める。 

今日イギリスで上演されている演

劇やパフォーマンスのさまざまな

形態について専門家による解説を

交えながら紹介してもらいます。話

題の小説を（ネタバレせずに）読み

解きます。 

・3月 25日(金) 

・18:00～20:00 

・全 1回 

・30人程度 

・一般市民、学生 

・オンライン開催 


