
令和元年度　総合的な［学習・探究］の時間　「出前授業」　講座一覧　　（ 第１限目－① ）

講座
No

講師氏名 所属 タイトル 内容紹介

A-01 清水　真弓
九州大学病院
 口腔画像診断科

顎顔面領域のCT診断
 ：講義と診断実習

顎顔面領域のCT画像を用いて、
1.CT画像の見方の簡単な説明 ／ 2.CT正常解剖（CTで正常の解剖がどのように描出されているか
を学習する） ／ 3.実際の症例を用いた診断体験学習（CT画像のどこにどんな病変が認められる
か、それからどのような診断が考えられるかを導き出す）
を予定しています。「CT診断」とはどんなものかを実際に体験してみませんか？
*注意：人体解剖の絵が出ますので、それで気分が悪くなりそうな方には向きません。

A-02 浜崎陽一郎
株式会社
Fusic
取締役副社長

人工知能とは
どんなテクノロジー
なのか？

ここ数年、人工知能（あるいはＡＩ）という言葉が至るところで聞かれるようになりました。
「人間の職業を奪う」「人工的な人間ができる」などなど、様々な憶測が併せて喧伝されていま
す。では実際どのような状況なのでしょう？人工知能のコンサルティング事業を行う我々が
「今」やっていることについてお話したいと思います。

A-03 吉田　寛史

竹中工務店
　常務執行役員
ＮＰＯ法人福岡建
築ファウンデー
ション理事

建築を設計するというこ
とについて話しておきた
いいくつかのこと

僕らが高校生だった４０年前に比べて、いまの社会にはデザインも音楽もはるかに多くのものが
溢れ、無数の選択肢が存在している。そんな時代にあって、建築家は何を拠りどころにして『も
のづくり』をしているのか。自身の学生時代を振り返りながら、その後のキャリアとの関連性に
ついて語ることで、皆さんが建築について考えていくきっかけになればと思う。

A-04 本田　淑子 フリー

『多様化する生き方そし
て「食」〜食にまつわる
仕事や資格〜』

毎日私たちは何かを食しています。そしてそれらが体の中で科学反応を起こし我々のカラダを作
ります。食はケミカル、料理は科学です。生きて行く上で健康管理は自己責任ですから、「食」
をどう捉えるかで人生も変わります。「無形文化遺産」として世界に認められた和食をいま一度
分析しつつ、近年グローバル化する「食」にまつわる仕事や資格にも注目してみましょう。私は
料理番組を制作したり、料理イベント企画、魚食普及、飲食店へのコンサルをしたりする仕事の
中で様々な立場から食を見つめる機会を日々頂いています。健康な体や心に何が必要なのか、皆
さんと一緒に食の楽しさや大切さを感じられたら嬉しいです。

A-05 飯田　　弘
九州大学
農学研究院

脊椎動物の進化
 －ヒトはどこから
  　　　来たのか？－

地球上には様々な生物が住んでいますが、このような多様な生物はどのようにして生まれて来た
のでしょうか？　ヒトを含む哺乳類にまで進化した生物進化の過程を魚類から遡り、どのような
体の構造変化が生物の進化をもたらしたかについてお話しします。特に、魚類から両生類へ、爬
虫類から哺乳類への進化には、何が必要だったのかについて説明したいと思います。

A-06 小島　　立
九州大学大学院
法学研究院准教授

「法」は「社会の仕組
み」をどのように「形
作って」いるのか？

皆さんの「法」に対するイメージはどのようなものでしょうか。それを守らないと、刑罰や損害
賠償などの不利益を自分にもたらすかもしれない「うっとうしい」存在かもしれません。しか
し、「法」が存在しなければ、皆さんを守ってくれる、あるいは、皆さんの行動を後押ししてく
れる「権利」や「自由」などは保障されないかもしれません。また、「法」は社会における
「ルール」の一つですが、身の回りを見渡してみると、「法律」の他にも、家庭、町内、学校を
はじめ、至るところに「ルール」があります。これら「ルール」と「法律」の関係はどうなって
いるのでしょうか。この授業では、皆さんと一緒に、これら無数の「ルール」や「法律」が関係
しあって「形作られて」いる私たちの「社会の仕組み」について考えます。

A-07 中村　久志
京都大学機械系同
窓会
ＴＯＴＯ

“ウォシュレット”の開
発を通して見る、商品開
発の現場
～立ちはだかる壁、多く
の失敗を乗り越えて～

メーカーの「商品開発の現場」とはどういうところでしょうか？　本講義では、私自身の経験も
織り交ぜながら、「ウォシュレット」の開発についてお話します。“ウォシュレットを快適にお
使いいただきたい！”・・その思いを実現するため、私ども「モノつくり・商品開発」の現場で
は、 いくつものハードルや失敗を乗り越えて、“お客様にご満足いただける商品”を創り上げて
いきます。その開発プロセスを、リアルに感じていただけるよう、「水流」のハイスピードカメ
ラによる映像確認や、実際の器具の実演なども行います。“モノつくりの楽しさ”をともに考
え、体感いたしましょう！　文系理系問わず、興味のある方、ぜひご参集ください。

A-08 藤田　英明
長崎国際大学
 薬学部機能形態
 学研究室

蛍光顕微鏡を用いた細胞
小器官（オルガネラ）の
観察＋国際生物学オリン
ピック（ハンガリー大
会）に参加して

真核細胞の内部には膜で包まれた様々な細胞小器官（オルガネラ）が存在しています。これらオ
ルガネラの多くは数マイクロメートル（μm）以下の大きさであり、通常の光学顕微鏡観察では見
ることが難しいです。しかしながら、特定のタンパク質を蛍光標識することで、そのタンパク質
が局在するオルガネラをはっきりと観察することが可能となります。細胞内のミクロの世界を覗
いてみましょう。また、今年７月にハンガリーで開催された国際生物学オリンピックの様子を簡
単にご紹介します。

A-09 今坂藤太郎
九州大学
（名誉教授）

レーザーイオン化質量分
析計の開発と応用

昨年3月に英国においてロシア連邦軍参謀本部情報局に所属していた人が神経ガスNovichokにより
襲撃されました。マレーシアでは北朝鮮によるテロ襲撃にVXが使われています。新聞報道による
と北朝鮮は5000トンのサリンを保有しており、ミサイルを用いる攻撃があれば、東京地下鉄サリ
ン事件以上の被害が懸念されます。一方、今年4月にはスリランカで多発同時テロが発生し130人
以上が死亡しています。このようなテロ活動を抑制するには、残渣試料を分析して犯罪者を特定
する必要があります。今回の講義では、私達が開発したレーザーをイオン化光源とする質量分析
計が、このような物質の分析に利用できることを紹介します。

A-10 草場　　徹
草場徹事務所
有限会社

自立のための
　コミュニケーション

私たちを取り巻く社会は、多様化が進みコミュニケーションも変化し、複雑になっています。そ
んな社会環境の中で迷うことや、躊躇する人間関係の構築はどうしたらいいのでしょうか。ここ
では、コミュニケーションの基本を学んで、自分で自分自身を成長させましょう。そのために話
力トレーニングをします。自分で気づく、自分からはじめる勇気を養うことが自信や信頼につな
がります。

A-11 木川　りか
九州国立博物館
博物館科学課長

文化財や博物館に
　関わる理系の仕事

私は東大理学部生物化学科に進学、大学院まで進みましたが、その後にご縁があって、文化財に
関わる職業に関わらせていただくことになりました。博士課程を出てすぐに上野の東京国立博物
館の隣にある東京文化財研究所の保存科学部に就職して以来、２０年以上、文化財の生物劣化機
構の調査や対策を担当してきました。その後、２０１５年に太宰府の九州国立博物館へ着任しま
して、現在、文化財の保存、修理、分析等を担当する部門の責任者をしています。理系を出て博
物館や文化財に関わる仕事というのはどのようなものか、短い時間ですがご紹介したいと思いま
す。また、これからも文化財を守っていくためには、どのようなことが大事となるか、皆さんの
ご意見も伺ってみたいと思います。

A-12 山口　弘志

中央開発株式会社
技術センター長
兼ソリューション
センター長

地学への誘い　その３

地元福岡・博多の歴史を、地形の変遷という方向から見てもらいます。そうすると、近年頻発す
る自然災害が、なんと福岡の街を形作ってきたことが理解できると思います。それを一歩進める
と、自然災害の被害を如何にして回避するかということに辿り着きます。これから、大人とし
て、社会人として、自分のため、家族のため、社会のために、生きて行くことになるでしょう
が、少しでも地学の知識を身に付けて、自然災害から生き延びて下さい。

A-13 大谷　賢二
（財）カンボジア
地雷撤去キャン
ペーン(CMC) 代表

地雷の被害と
　カンボジアの現状

日本と同じアジアの国、カンボジアは、1975年までのベトナム戦争、その後1975年～1979年のポ
ルポト派による支配と虐殺、その後の内戦と多くの苦難に遭って来ました。特に、ポルポト支配
の終盤から1993年の内戦の際に埋められた地雷による被害は多くの人々を苦しめてきました。講
義では、カンボジアの現在の最新の状況を写真と実践に基づきお話しし、皆さんに考えて頂きま
す。



令和元年度　総合的な［学習・探究］の時間　「出前授業」　講座一覧　　（ 第１限目－② ）

講座
No

講師氏名 所属 タイトル 内容紹介

A-14 吉住　要祐
税理士法人
ＴＩＣ

税理士や公認会計士っ
て、どんな仕事？

～僕が西新に９年通った
末に税理士になったわけ
～

皆さんは、恐らくこれまで簿記や会計についてきちんと学んだことはないと思いますが、近代経
済社会は「複式簿記会計」という制度によって支えられています。企業はこれにより日々の取引
を記帳し、決算書を作成しなければなりません。そして、これらの数字に基づいて日々の証券市
場が形成され、あるいは法人税の申告がなされています。それでは、このような仕組みの中で公
認会計士や税理士といった職業の人はどのような役割を担っているのでしょうか？本講座では、
①複式簿記でお小遣い帳をつけてみたら？、②職業案内として税理士と公認会計士の違い、③我
が国の税制の概要と税理士の主な仕事、④皆さんが教養として知っておくべき我が国の財政事
情、そして最後に⑤保険代理店の跡継ぎだった私が、西新に９年間通った末に今の職業に就いた
経緯などをお話したいと思います。

A-15 榊　　泰輔

九州産業大学
理工学部
機械工学科教授，
大学長

大学はどう変わろうとし
ているか？

２０年近く企業におりましたが、ひょんなことから学長となり、見える景色もだいぶ変わりまし
た。大学は大きな変化の渦の中にいます。文科省や経済団体からもグイグイ改革の圧力を受けて
います。もう昔の大学のイメージ（８０年代はレジャーランド？！）はなく、今や「知の拠点」
と言われていますが、そこでちょっと第3者的な視点から、何が変わろうとしているか、偏差値や
就職率などをどう見るか、どんな学生が社会で活躍するか、AIやロボットは仕事を奪うか、いわ
ゆる文系いらない論はどうなった、普段の勉強か受験勉強か、など、ざっくばらんにお話しま
す。気軽にご参加ください。

A-16 星野　幸代
国連ハビタット
福岡本部
本部長補佐官

福岡の環境技術がアフリ
カや途上国の問題を解決
する！
～国連ハビタットの事業
活動を通じて～

国連ハビタットは、アジア太平洋やアフリカ地域で大規模な自然災害後や紛争後の復興まちづく
りを行うほか、政策や都市計画や法整備のお手伝いなどを行う国連機関です。福岡に事務所を置
く私たちは、地元の中小企業や大学・自治体が開発した大変ユニークで優れた環境技術を各地に
移転しています。皆さんは、福岡のゴミ処理の技術が世界的に有名なことをご存じでしょうか？
福岡で生まれた技術をどのようにして移転しているのか、本当に開発途上国に役に立つ技術とは
何か、皆さんと考えてみたいと思います。

A-17 小島健太郎
九州大学
基幹教育院

物理学と次元の話

物理学では、2つの意味で「次元」という言葉が用いられます。ひとつめは、「空間は3次元だ」
とか「ドラえもんは4次元ポケットを持っている」などと言うときの「次元」です。もうひとつ
は、さまざまな量が固有に持つ性質を表す意味で、「速さは長さ割る時間の次元を持っている」
というように使われます。この講義では、これらの「次元」という観点から、自然法則について
考察したり、4次元や5次元の空間がこの宇宙に存在する可能性について考えたりする予定です。

A-18 藤木　　健
朝日新聞社
スポーツ部

報道の現場から

記者歴は１５年ほどになります。リオ五輪やロシアW杯を筆頭にサッカー報道を長く担当し、ス
ポーツ報道全般、事件報道などを経験してきました。今回は主に「新聞記者の仕事について」
「情報があふれる中で、どのように真偽を判断するか」「仕事上の失敗談と教訓」などをお話し
たいと思います。報道に興味のある方、サッカーはじめスポーツに関心のある方はもちろんのこ
と、将来に迷っている方へのヒントになる話や、またみなさんの今後の学生生活に役立つ話が少
しでもできればと思います。みなさんの興味関心に沿えるよう、積極的に質問してもらえれば有
り難いです。よろしくお願いします。

A-19 立花　　均
元
久留米工業大学

能力を伸ばす四つのポイ
ント
－努力だけでは成果は出
ない－

スポーツにおいても勉強においても、能力を伸ばすためには「努力」が必要だと多くの人は言い
ます。たしかに努力も必要です。しかし努力だけで成果が出るわけではありません。「方法」が
間違っていれば、いくら努力をしても骨折り損のくたびれもうけに終わるだけです。講義では、
スポーツにも勉強にも共通の、能力を伸ばす方法の四つのポイントを、実例に即した形でお話し
したいと思います。

A-20 山木　宏一
久留米大学
医学部医学科

・医師を目指して
・人体の構造

前半の２５分は医師という職業をどのようにして決めて、目指したかを経験をもとに話します。
中学から高校時代の話や医学部学生時代の話などを織り交ぜて話を行います。後半の６０分は人
体の構造についてわかりやすく授業を行います。特に、人体を骨格系や筋系や消化吸収系など１
０の系統に分け、系統別に臓器の構造について説明します。

A-21 石井　祐子

九州大学
 基幹教育院
 人文社会科学
 部門 准教授

絵画の見方

私たちはものをみるとき、どのような視点・観点から眺めているでしょうか。たとえば絵画につ
いて。「この絵は好き、きれいだ」といった判断から、「誰が描いたのだろう」「いったい幾ら
するのだろう」「そもそもなぜこれがアートなの？」といった考えまで、実にさまざまです。こ
の講義では、いくつかの美術作品を皆で一緒にじっくりと観察し、「芸術」をめぐる判断の歴史
や方法、絵の見方について美学的、美術史的に考えます。

A-22 井川　壽子
津田塾大学
学芸学部
英語英文学科

ことばの世界の探訪
　英語とは
　　どんな言語か？

英語とはどんな言語なのか、日本語とはどんな言語なのか、考えてみたことがありますか。科目
としての英語ではなく、世界で話されている、数ある言語のなかの一言語としての英語の姿を改
めて眺めてみたいと思います。英語と似ている言語、日本語と似ている言語はあるのでしょう
か。ほかの言語、たとえば、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語…などと比べ
てみたら、どんな違いがみつかるでしょうか。そもそも、世界に「言語」はどれくらいの数、存
在するのでしょうか。人間のことばのしくみについて考え、ことばと民族、ことばと社会のかか
わりなど、いろいろな角度から、ことばの世界を旅する楽しい時間にしたいと思います。

A-23 清水　和裕
九州大学大学院
人文科学研究院

イスラームを知ろう

みなさんは、イスラームという宗教やイスラーム教徒の人々についてどんなイメージを持ってい
るでしょうか。最近の福岡には、非常に多数のイスラーム教徒（ムスリム）の人々が住んでいま
す。実は、みなさんの身近にいるイスラーム教徒とイスラームについて、私たちはもっとたくさ
んのことを知る必要があるのではないでしょうか。この授業では「イスラーム教徒にとっての常
識」と「我々にとっての常識」のギャップをテーマとして、イスラーム法の考え方にふれなが
ら、みなさんとともに異文化について考えていきます。

A-24 東　　英寿
九州大学大学院
比較社会文化研究
院教授

中国の文人・歐陽脩の書
簡96篇の発見について

中国宋代の文人で、政治家でもある歐陽脩（1007～1072）の書簡を96篇発見したことについて講
義をします。今から千年以上前に生まれ、すでに歴史上の人物となっている歐陽脩に、現在まで
知られていない作品が存在していることは、中国や日本等の学会において全く想定されていませ
んでした。その96篇の書簡をどのようにして発見したのか、その過程や発見の反響はどのような
ものであったのか等についてわかりやすくお話しします。

A-25 緒方　崇徳
福岡県総務部
人事課

対話型自治体経営シミュ
レーションゲーム「SIM
福岡県２０３０高校生用
ポータブル」体験

２０１５年の発表以来全国に開催が広がり、一般の方に加え、現職の公務員も数多く体験、脳に
汗をかいたと大好評の「SIMULATION熊本２０３０」をカスタマイズした「SIMULATION福岡県２０
３０高校生用ポータブル」を体験します。人口減少、財政悪化が進む状況下での自治体経営を疑
似体験することで、地域が抱える課題やその対策について考えます。１班５～６人のチームを作
り、メンバー同士で対話を重ねることで結論を出していきます。ゲーム形式なので気軽に参加で
き、かつ自治体の課題について新たな発見があると思います。

A-26 土屋　貴弘
(青野 てる坊)

漫画家

なぜに『少年ジャンプ』
で『デリバリーおじさ
ん』!?

「いや、ジャンプじゃねえだろ」というコメントをたぶん近年最高に集めた作品の作者として、
『デリバリーおじさん』第4話を題材に、漫画という表現の基本的な部分を紹介します。それを通
じて漫画とは、物語とは、らしさとは、夢とは、伝統とは、表現者とは、修猷とは…色々なこと
を皆さんと議論したいと思っています。漫画や表現に興味のある方はもちろん、大小色々なこと
で迷っている人、考えている人も、おじさんと話してみませんか?
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講座
No

講師氏名 所属 タイトル 内容紹介

B-01
佐藤　俊郎
岡 　 大輔

株式会社
環境デザイン機構

近未来（２０年後）の住
環境とデザインについて

「デザイン」は、単に形態や奇抜さを競うものではなく、様々な社会、経済、地域の問題に「美
しく」、かつ適切な技術を使って「解」を与えることです。これからの少子高齢化、厳しさを増
す環境問題などを見据え、あなた方の近未来（20年後）を時間設定に、住宅から都市まで住環境
をテーマに、デザインの可能性と面白さを伝える授業です。主なテーマは「ジェンダー」「空き
家問題」「限界集落」「地域活性化」など、皆さんに提供してもらう素材を基に、ディスカッ
ション形式で授業を進めます。

B-02 宮野　英次

九州工業大学
大学院情報工学研
究院知能情報工学
研究系 教授

計算の質・量

「関数の微分を求める」「2次式の解を求める」という数学での計算問題から、「自宅から学校ま
での安価な通学路を求める」「複数クラブの間で体育館の使用日程を考える」という日常生活で
の問題まで、計算手法もしくは情報処理手法が必要になることが多い。講義では、計算手法・情
報処理手法・アルゴリズムについて解説を行い、良質な計算方法が、コストや時間を大きく削減
できることを紹介する。

B-03 谷口　雅基
高知大学
名誉教授

第１部  Japanese
Learners’ Weak Points
in English Rhythm

第２部  Qualifications
required of people who
aspire to be
internationally active

◎第１部：日本人英語学習者がネイティブスピーカーの英語を正しく聴き取り、世界の人に通じ
るように話すためには、母音、子音のみならず、リズムとイントネーションの習得が必要です。
前回は、イントネーションに特化して解説しましたので、今回は、リズム習得における日本人の
弱点および効果的な練習法を解説します。これには、音楽と体育の要素が入ります。前以て、講
義の配布資料を読んでおくと、講義中の理解度が向上すると思います。講義は、主に英語で行い
ます。
◎第２部：私たちの社会は、ますます国際化、グローバル化しつつありますが、国際人、地球市
民、あるいはコスモポリタンとして世界の平和、友好、国際協調に貢献するような人材に育つに
は、どのような資質、能力、知識、技能、態度が必要でしょうか。講義中にグループ討論をしま
すので、前以て、自分なりの考えをまとめておいて、英語で発言できるようにしておいてくださ
い。討論は、主に英語で行います。

B-04 三苫裕美子
ハートフル
　フラワー
　キャンドルズ

ドライフラワーと実物を
使って癒やしのリース作
り

毎年恒例の、「感性を磨く、世界に一つだけのオリジナルリース作り」をします。頭で考えず、
感性を活かす作業です。しかしながら、お花の世界は広い！楽しく作業しながら自分を見つめ直
す時間になると思います。オランダの国家資格（ダッチディプロマ）を取得したフローリストが
ご指導します。

B-05 横山　辰夫 福岡管区気象台
エネルギーの変化と地球
温暖化

地球温暖化は着実に進んでいるというのが世界中の研究者の共通認識です。地球温暖化によっ
て、大気や海洋だけでなく生態系にも影響が現れ始めています。高校生の皆さんが社会の中心に
なって活躍する数十年後にはこの影響がさらに深刻化し、地球温暖化に対応できる社会を築く必
要があります。
今回はエネルギーの変化を理解することから地球温暖化の本質に迫ります。太陽から降り注ぐエ
ネルギーは地球の大気や海洋の中で起こっている現象の原動力となっています。地球の環境は自
然界の中のエネルギー変化の絶妙なバランスで保たれてきました。しかし、人間がこのバランス
を壊して地球温暖化が進みつつあります。この仕組みを文系志望の皆さんにも理解できるようわ
かりやすく説明します。

B-06 辻　　一成

佐賀大学農学部
生物資源科学科
（国際・地域マネ
ジメントコース）

私たちの食生活とフード
システムを考える

この講義では、私たちが普段何気なく食べている物に関するいくつかの問題について考えます。
主な食料である農産物は、どこでどのようにして生産、加工され、流通し、私たちの食卓に上る
のでしょうか。そもそも私たちの食事や食生活にはいったいどのような特徴があるでしょうか。
私たちの食生活の在り方そのものが、我が国の農業に及ぼす影響について考察してみましょう。

B-07 富永　大介
株式会社
福岡放送
報道局報道部

ドキュメンタリー制作の
裏側

皆さんはドキュメンタリー番組を見たことはありますか？社会問題やスポーツ、科学など様々な
分野を掘り下げ映像で伝えるドキュメンタリー番組。その番組がどのように制作されているの
か。実際に私が制作した番組を視聴しながらその裏側について紹介したいと思います。ドキュメ
ンタリー番組の魅力を一緒に考えていけたらと思います。

B-08 岡田　昌治

九州大学
ユヌス&椎木ソー
シャルビジネス研
究センター

新しい経済システムと新
しい文明

ームハマド・ユヌス博士
（ノーベル平和賞）に学
ぶー

２１世紀の地球を救う考え方として、今、世界で脚光をあびる２００６年のノーベル平和賞受賞
者であるムハマド・ユヌス博士（バングラデッシュ）が提唱するソーシャルビジネスについて説
明し、将来を担う若いリーダーたちに、これからの地球人としてのヒントとなることを期待す
る。ユヌス博士との１０年の付き合い、米国滞在１０年、米国大学のビジネススクールや国際弁
護士としての経験、NTT時代のビル・ゲイツやスティーブ・ジョブスたちとのビジネスの経験など
も含めて、世界で起きていることを面白く話したい。国際ビジネス、国際機関、国際問題、社会
問題に興味のある学生に聞いてもらいたい。

B-09 久留百合子

(株)ビスネット
代表取締役
消費生活アドバイ
ザー

『起業』という選択

自分が仕事を考える時、ほとんどの人はどこに就職しようかと考えるかと思うのですが、会社を
自分でつくる、「起業」するという選択肢もあることを知ってほしいと思います。専業主婦の経
験、銀行勤め、そして女性3人で起業し、何とか20年継続してきた経験談などを交え、どうやって
会社をつくるのか、今、どのようなベンチャー企業が出てきているのかなどをお話しします。

B-10
田村　　馨
兵土美和子

福岡大学
商学部

福岡を素材に問題発見、
課題設定力を鍛える
－AI時代に求められる探
求型能力とは何かを一緒
に考えるワーク－

注目され賞賛されることが多い福岡市。確かに人口減少や高齢化からほど遠いイメージが福岡市
にはあります。でも本当に問題はないのでしょうか。問題がない街や地域なんてあるのでしょう
か。時代は「問題解決を先走る」ことに警告を発しています。簡単に見つかる問題は真の問題で
はなく、真の問題を発見し課題を設定する能力が必要になっているからです。それこそがAIに使
われるのではなく、AIを使いこなしAIと共存する能力なのです。すでに20世紀の初めにアイン
シュタインは主張していました、“If I were given one hour to save the planet, I would
spend 59 minutes defining the problem and one minute resolving it.”と。

B-11 中島　寿子
山口大学
教育学部

子どもウォッチングのす
すめ

幼い子どもたちと一緒に過ごしてみたことがありますか？この講義では、乳幼児期の子どもたち
の映像記録を取り上げます。一緒に「子どもウォッチング」を楽しみながら、「かわいい」だけ
ではない子どもの世界の「不思議さ」「面白さ」について語り合い、何を学ぶことができるか考
えてみませんか？「世の中の見え方が変わる面白さ」も感じることができると思いますよ。

B-12 大神　昌憲

川副・大神・福地
法律事務所
（福岡県弁護士
会）

被告人は無罪か？

（殺すつもりはなかった
んです！）

受講生徒の方には、事前に、ある殺人事件の記録を読んでいただき、被告人に殺意があったのか
否かや、正当防衛が成立して無罪なのかどうか等について検討していただきます。出前授業の際
には、基本的には、受講生徒の方の希望に基づき、裁判官グループ、検察官グループ、弁護人グ
ループに分かれていただき、まずは各グループ毎に意見の集約をしていただきます。その後、検
察官グループと弁護人グループとで、被告人の有罪・無罪等についてディスカッションをしてい
ただき、最後に、裁判官グループに判決の言い渡しをしていただきます（有罪か無罪か、有罪と
して懲役何年に処するのか、執行猶予を付けるのか）。

B-13 笹月　桃子
西南女学院大学
保健福祉学部

いのちについて考える

呼吸ができなくても人工呼吸器で呼吸を続けることができる／腎臓が働かなくても人工透析で血
液をきれいにすることができる／心臓が動かなくても補助循環装置を埋め込んで、心臓を動かし
続けることができる／どんな子どもか、生まれる前にすべてを知ることができる。太古の昔から
現代に至るまでに、医療は飛躍的に発展した／多くの病や臓器の障害を克服した。それなのに、
なぜ人は迷うのか／人はどのように生きたいのか／そのとき、医療は何を成せるのか。いのちと
は、生きるとは、障害とは、未来とは、、、何か。それは、わたしたちに委ねられている。立ち
止まって、一緒に考えてみませんか。
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講座
No

講師氏名 所属 タイトル 内容紹介

B-14 青木　俊之
九州大学
工学部エネルギー
科学科

新幹線からリニアへ

～スピードアップのカギ
をにぎる騒音問題～

近年、新幹線列車の高速化が進められ、さらにはリニア新幹線が建設されることとなり、環境に
調和した高速列車の開発が求められています。本講義では、高速列車の走行により生成される騒
音に焦点をあて、その発生メカニズムについて概説します。

B-15 青木　博史
九州大学大学院
人文科学研究院
准教授

日常語の語源を探る

普段，何げなく使っていることばについて，ふと「なんでこんな言い方をするんだろう？」「こ
のことばの語源ってなんだろう？」と思うことは，誰もが経験することではないでしょうか。テ
レビ番組でも，こうした話題はしばしば取り上げられています。「サンドイッチはなぜ“サンド
イッチ”と言うのか？」「ゲンをかつぐの“ゲン”って何？」「“天ぷら”の語源は？」……。
単なるトリビア（＝役に立たない豆知識）として終わらせるのではなく，ことばが生まれる仕組
み，ことばを生み出す人間の発想について，学問的にアプローチしてみたいと思います。

B-16 薄　　俊也 -
ピン球ローラーコース
ターを作ってみよう！

「想像力+創造力を鍛えよう！」シリーズの一環として、今回はピンポン玉のジェットコースター
（英語：roller coaster）を製作します。白表紙製のコース上を、「ピン球が、如何に長い時間
をかけ、ユニークに転がる（roll）か」を各班で競います。初めに講義の趣旨について解説し、
その後、皆さんは班に分かれ、事前課題を参考にコースを模造紙上に作ります。最後に、ピン球
を転がし、計測します。事前課題や過去の講義内容等、詳細については、eラーニング「想像力＋
創造力を鍛えよう！」（http://shunya.namaste.jp/Shussh/index.htm）を、ご参照ください。

B-17 熊本真由美
香道
翠風流師範

伝統的な日本の香りの文
化を楽しむ

香道では、香りをかぐことを心の中の耳を澄まして、ゆっくり味わって頂くので聞くといいま
す。だだ香りをきくだけでなく、四季折々の趣向や主題の情諸を香りの中で味わうという文学的
要素もあります。この講座では、香道の歴史や香木について学び、香木の微妙な香りを香と文学
の融合である「組香」で実体験し、日本文化を楽しんで頂きたいと思います。この香道ですが、
昔は男性のたしなみでもありました。昨年度も参加者がありました。今年も興味あるかたは、是
非参加してください。

B-18 山田　　毅 九州電力
エネルギー問題の
現状と課題

国内に資源が少なく９割以上のエネルギーを輸入に頼っている我が国にとってエネルギー問題は
非常に需要な問題です。社会や市民生活に不可欠な電力を安定的に送り続ける事が求められると
同時に経済的な課題も重要です。また、エネルギー源には化石燃料もあることから地球温暖化の
問題とも直結していきます。これからの社会を担っていく世代である皆さんにも深く関係してく
るこのエネルギー問題について、基本的な事項を理解してもらい、その後、安定供給の難しさを
体感するゲームを行います。

B-19 鎗水　博司

(株)メディパル
ホールディングス
主席執行役員
株式会社アトル取
締役

公認会計士の基礎
　会計リテラシー

会社を経営するに当たって、不可欠となるのが「会計リテラシー」です。それは、会計の知識を
使いこなす能力のことを言います。なぜ、古臭い感じのする「簿記」が、「英語」「ICT」に並ん
でビジネスで必要とされる３つのスキルに入っているのか？本講では、会計リテラシーの凄さを
イメージしていただければと思っています。

B-20 藤瀬多佳子

九州大学歯学部
非常勤講師
きし哲也歯科医院
勤務

Think Globally, Act
Locally.
自分が変わる!?世界が変

わる!?
～国際ボランティアに挑戦
～

17年間の大学病院勤務を経て、1度きりの人生「歯医者が日頃のぞいている口の中から世界を見て
みたい」と、南太平洋の小さな島国トンガ王国で2年間、小児歯科医師としてJICAボランティアに
挑戦したのが国際ボランティアの始まりでした。携えて行ったものは、ありのままの自分と古今
東西老若男女共通の健康の価値観です。現在は福岡市西区で勤務医をしながら、時折、途上国に
短期ボランティアに赴いています。異文化の中で、地元の人と同じ目線に立ち、目標に向かっ
て、できることから始める。多様性を理解し、臨機応変に対応して創造を楽しむプロセスで、必
要な能力とは？学んだこととは？そして10年間に見たトンガと日本の変化とは？

B-21
馬場　伸一
家永泰寿彦

福岡市役所
スペシフィックカ
イロプラクティッ
クあとらす

実は世界から憧れられて
いる日本の高校生活/日
本のソフトパワー

マンガ、アニメ、ゲームなどの日本のポップカルチャーが世界中でどれほど愛されているか、映
像で実物を見せながら解説します。また日本の高校生活が、実は結構よその国の人から羨ましが
られているということについても、実例をもとにお示しします。これほど高校生活が楽しい国
は、どうもよその国にはないらしいです。日本の文化は「ソフトパワー」として世界に発信さ
れ、その結果もあって日本人は世界中で普通に尊敬されています。これから海外に出ていくこと
もあるであろうみなさんに、日本人であることをさらりと誇れるように、事実を紹介します。

B-22 生田　博子

九州大学
留学センター
国際教育部門
准教授

21世紀のエスキモー・イ
ヌイット
：伝統と開発の狭間で

２０代半ば、東京の金融機関で働いていた私は、北極圏の人々と生活がしたくて退職。３年前ま
で約２０年間、アラスカで学生時代を送り、米国政府の研究者として生活しました。北極圏で
は、金や石油など豊富な天然資源の開発が国や地域の経済を支える中、先住民族は伝統的な狩猟
生活を守ろうとしています。海外でのキャリア、グローバル化の進む現代社会における持続可能
な社会とは何か、共に考えましょう。

B-23 矢野　博久
久留米大学
医学部
病理学講座

「がんについて学ぼう」

久留米大学医学部では、先端的ながん治療法の開発研究を推進するとともに、がんになっても安
心して暮らせる社会づくりに全学を挙げて取り組んでいます。現在、日本人の死因の第一位が、
がんであり、２人にひとりが、がんになり、３人にひとりが、がんで亡くなっています。授業で
は、「がんとは何か」、「日本のがんの状況」、「がんの発生機序」、「がんの検査・診断」
「がんの治療と治療に係わるスタッフ」、「がんの予防」などについてお話しいたします。授業
を通して、がんに対する理解を深めてもらい、日々の生活や卒業後の進路の決定などに参考にな
れば大変嬉しく思います。がんに関する質問もvery welcomeです。

B-24 安永　和央
九州大学
アドミッションセ
ンター

アンケート結果の解釈を
見直す
―新聞記事を題材として
―

新聞やテレビ等のマスメディアにおいて、アンケートの結果が報告されることがしばしばありま
す。皆さんは、これらの結果を何の疑いもなく信じてしまうことはありませんか？結果を伝える
マスメディアが有名であればあるほど、「その結果は正しいものだ！」と信じて疑わないかもし
れません。しかしながら、それらは必ずしも正しいものばかりではありません。この出前授業で
は、実際の新聞記事を題材として、そこで報告されているアンケート結果の解釈について再検討
します。これらの活動を通して、アンケートの結果を正しく読み取る力を身に付けましょう。

B-25 小田　哲也

NPO法人 箱崎自由
学舎 ESPERANZA代
表
福岡県青年海外
協力協会会長

本当に大切なもの
～行き場を失った子ども
たちの居場所活動をとお
して～

高校教員をしていた男が、30歳で仕事を辞め、青年海外協力隊員として南米コロンビアの少年院
で3年間活動。その後、4年間中南米の開発に携わり、やはり「子どもたちが好き」と帰国。帰国
後は学校に行かない選択をした子どもたちの居場所を運営。子どもたちと接するときに、何が大
切か？生きていくときに必要なものは何なのか？そんなことを皆さんと話しながら考えていけた
らいいなと考えています。

B-26 山根　明弘
西南学院大学
人 間 科 学 部 ・ 社 会 
福 祉 学 科

人間と猫の関係の歴史
と、猫文化

人類と猫が出会って一万年、私たちの生活の傍にはいつも猫がいました。この講演では、人類と
猫が出会って以来、両者はどのような関係を築いていったのか、過去に遡りながらお話ししま
す。また、海外の人から見ると、日本人は無類の猫好き国民に見えるようです。幕末に花開いた
日本の「猫文化」についてお話ししながら、現在を生きる私たちは、どのように猫とかかわって
ゆくべきか、議論できればと思います。

B-27 武内　隆明

山梨学院大学
国際リベラルアー
ツ学部
学部長補佐

日本の現在の若者へ

これからの日本の若者は、急増している海外からの観光客をはじめ、外国人のお客様や会社内の
上司や同僚も含むグローバル化の押し寄せる大波に直面するだけではなく、AIやロボットに代表
される技術革新のスピードがますます加速する状況下、少子高齢化を根源とする国力の更なる低
下を余儀なくされる。その様な日本で如何に生き抜く可能性を高められるかを、アメリカのトッ
プ・リベラルアーツ・カレッジと日本の旧制高校の例を参考に御提案させて頂けたらと思いま
す。


