
講師名：敬称略
フィールドワーク（校外実施）：現地へ集合し、受講→→終了後は学校へ
講座
番号 カテゴリー 講座内容

トレーニング
チーム（まきど

APPLE

後藤　千明 JICA中部なごや地球ひろば

講座
番号 カテゴリー 講座内容

安田　理津江 Risueña(研修講師・モデル)

講座
番号 カテゴリー 講座内容

石原　万理子 名古屋市動物愛護センター　獣医師

本村　佳子 認定NPO法人　国連WFP協会 事業部広報

中内　雅則 パティスリー・ドゥリエール

立花　義裕 三重大学大学院生物資源学研究科教授

安田　理津江 Risueña(研修講師・モデル)

第3回　市邨HILLS(2018.3.8)　　講座ガイド

4

5

接客
・

サービス

接客・サービス業における『印象』と『コ
ミュニケーション』の重要性＊

7

6 製菓
「ものづくり」の奥深い世界＊

《顧客満足》から《顧客感動》へ繋がる為には人のサービスの向上が重要で
す。第一印象アップの自分自身を『魅せる』スキルやコミュニケーションの
基本とコツをワークや実技中心で学ぶ講座です。笑顔の作り方や挨拶のしか
たなど基本マナーが身につきます。家族・友人・社会で役立ちます。

8

食べて美味しい、見て楽しい芸術作品のようなケーキは、どのよ
うな工夫や心構えによって生みだされているのでしょうか。「もの
づくり」の世界で求められる心と技について、パティシエの技術を
実際に見ながら学ぶことができます。

気象
・
環境

もしも地球が立方体だったら
地球は生命の育む惑星です。「それは太陽からの距離が丁度よく金星ほど近くなく火星ほど遠
くないからである」と習ったかもしれません。本当に正しいのか？そして地球の気温がなぜ丁
度いいのか？地球温暖化でどうなるのか？等の疑問を皆さんに考えてもらうために「地球がも
し立方体だったら，気候や気象がどうなるのだろうか？」という映画を上映し現実の地球の気
象・気候の成り立ちを理解し、地球科学の楽しさや，地球環境の理解を深めます．

福祉
・
動物

いのちの教室
～動物愛護センターの犬猫たち～

名古屋市動物愛護センターの仕事紹介を通して、センターに収容さ
れる犬猫たちの現状を説明します。
犬猫たちの「いのち」を守るため、私たちに何ができるのか。一
緒に考えていきましょう。

国際協力
・

食糧問題

飢餓のない世界を目指して
世界の飢餓と国連WFP
～私たちにできること～

近年、減少を続けてきた世界の飢餓人口は、昨年は増加に転じ8億
1500万人となりました。その一方で、まだ食べられるはずの食べ
ものを捨てる、食品ロスという問題もあります。飢餓のない世界を
実現するために、私たちにできることは何かを考えます。

2限のみ受講可
講座名および講師

1限のみ受講可
講座名および講師

3
接客
・

サービス

接客・サービス業における基本マナー＊
『言葉遣い』と『クレーム応対』

接客・サービス業で求められる基本的なマナーを、接客業で長く
経験を積んだ接客のプロから教わります。言葉遣いとクレーム対応
を中心に、今日から役立つおもてなしが身に付く講座です。

講座名および講師

1 情報技術
創造性あふれる学び

ビデオや音楽などのデジタルツールを活用して、読み書きの能力と
創造力を組み合わせることができます。いきいきとしたストーリー
を作り上げてみましょう。

2 国際
私たちにできる国際協力

世界では今、何が起こっているのでしょうか？世界の「今」とSDGs
（持続可能な開発目標）を達成するための世界やJICAの取り組みを、見
て、触れて、体験してみましょう。開発途上国での国際協力経験を持つ
職員の体験談もお話します。世界の出来事や国際協力が身近に感じられ
ます。



1限または2限のどちらかで受講可
講座
番号 カテゴリー 講座内容

青栁　雅也 心理カウンセラー

荒川　盛也 読売新聞中部支社　新聞記者

日置　英彦・みなみ toiro photograph

平尾　康能 株式会社壱番屋　経営企画室　課長

堀ノ口　剛 株式会社ケージーテック　代表取締役社長

市橋　礼衣、和田　健太郎 一般社団法人ミス日本協会

岩田　まゆか Rainbow Flowers代表・国際カラーコンサルタント・色育インストラクター

加地 晃尚 ドローンスクールジャパン愛知春日井校

河江　肖剰 名古屋大学　研究員

久恒　邦裕 名古屋市環境科学調査センター　研究員

久野　剛資 有限会社　絞染色　久野染工場　　取締役

自己啓発

色育講座『色を使って自分を知ろう♪～自
分を好きになるために』

色は言葉がなくてもたくさんのことを伝えられる便利なコミュニケーション
ツールです。色を使ってあなたや友達のことを考えてみましょう。この講座
を通して、普段自分では気付かなかった自分の良さを再発見し、自分のこと
を好きになるきっかけにしてほしいと思っています。

先進技術
・
産業

2020年までには、14万人のドローンパイロットが必要になると言
われています。ドローンの可能性や法律についてお話をした後、実
際に様々なドローンの飛行体験を行います。ドローンの今とこれか
ら、その魅力がたっぷり分かる講座です。

情報技術
iPhoneアプリのつくり方＊

iPhoneやiPadなどで普段何気なく使っているアプリですが、どの
ような仕組みで動いているのか、製作会社がその裏側を分かりや
すく解説します。また、実際にアプリを製作し、体験することで深
く学びます。

進路
・
人生

成長するミス日本の３つの美しさ
日本人らしい「美しさ」とは？世界に通用する「美しさ」とは？そして、美
しさはどうやって磨けばよいのか？受賞者やファイナリストに「成長するス
テージ」を提供するミス日本について、ミス日本コンテストの目的と社会的
役割について、そして2018年第50回コンテストで受賞を果たしたミス日本
グランプリが、「挑戦」と「可能性」について語ります。

文化
・
工芸

絞り染めを体験！
～古くて、そして新しい魅力に触れる～

絞り染めは、日本で受け継がれている歴史ある技法のひとつです。
生地をしぼり、染めて、幾通りものデザインを生み出すことができ
ます。伝統を守りながら、実は新しい「今」にも融合している絞り
染めについて、染色体験も通して理解を深めましょう。

考古学

エジプト研究最前線：
最新科学で迫るピラミッド

世界最大の古代建造物であるエジプトの大ピラミッドは、近年、
様々な最新科学技術による研究が進められています。この講演で
は、基礎から最新の情報までを紹介し、ピラミッドの神秘的な謎
と魅力に迫ります。

環境
酸性雨と大気汚染

酸性雨が生成させる仕組みを学び、大気を汚さないためには私たち
がどうしたらよいかを考えます。また、実際に降った雨のpHを測
定してもらいます。

16

15

19

ドローンを知る、先を行く。
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9

11

好きなことをして生きていけたら・・・誰もが一度は口にする言葉。僕はそ
の先には幸せな未来があると信じています。そのためにしてきた考え方や行
動をみなさんにお話をして少しでも役に立てたら嬉しいです。まだやりたい
ことがない人もきっかけを探しにきてくださいね。

経営
・
進路

カレーハウスCoCo壱番屋が
イチバンであり続けるヒミツ

『ココイチ』の呼び名でお馴染みの「カレーハウスCoCo壱番
屋」、実は４０年前に愛知で誕生した地元ブランドです。地元で育
ち、地元を育てた企業のヒミツ、知っているようで知らないココイ
チのヒミツがおいしいくらいに分かります。

心理学
誰が好き？誰が嫌い？

生きていて「人間関係」について考えないわけにはいきません。人と人が主
張や否定、分析ではなく、高め合えるコミュニケーションが取れたなら？そ
んな体験を、あるゲームを通して得てもらいます。共に「心の知能指数」を
上げましょう！また、心理学や心理カウンセラーという職業についてのこと
や、生きる上でのどんな質問にもお答えします。

教養
・
社会

読みたくなる、書きたくなる講座
新聞を読むと、世の中のことがわかる、文章に強くなるなどさま
ざまなメリットを得られます。新聞から上手に情報を読み取るコツ
や、うまく伝わる文章を書けるようになるテクニックを、ワーク
を通して学びます。

進路
・
心理

ー心で感じて好きなことで生きていくー
　僕がフォトグラファーになるまで編

講座名および講師

10



1限または2限のどちらかで受講可
講座
番号 カテゴリー 講座内容

三浦　裕 名古屋市立大学大学院医学研究科　分子神経生物学　准教授

持丸　由香 名古屋経済大学人間生活科学部　管理栄養学科　准教授

小田嶋　裕輝 名古屋市立大学看護学部　講師

及川　乃奈 ダンスインストラクター

大塚　裕二 和菓子製造・販売店  舞雀

榊原　嘉明 名古屋経済大学 法学部　准教授

杉本　皓子 フェアトレード＆エコショップ　オゾン

高須　あゆみ、加藤　祐希 ALSOK（アルソック）

竹内　修平 富士通フロンティア-ズ

豊崎　美紀 世界遺産アカデミー認定講師

魚住　直人、熊田　憲一郎、林　佳宏 愛知県弁護士会法教育委員会

23

26

25

　アルバイト先での困りごと、ありませんか？　「これってアリな
の？」「できれば“ブラック”なところは避けてアルバイトを始めた
い。」　そんなみなさんのために、クイズ形式などを織り交ぜな
がら、基礎的な法律知識を一緒に身につけます。

フェアトレード製品の生産国は、赤道付近の亜熱帯・熱帯地域に
あります。かつて植民地にされた国々が多く、途上国とも呼ばれま
す。チョコレートの主原料カカオを生産する団体を映像で見なが
ら、フェアトレードについて一緒に理解しましょう。

30

29

28

27

普段何気なく通っている道のり、当たり前のように利用している
SNSなど、身近なところに危険は潜んでいます。それらの危険から
身を守る方法を防犯のプロALSOKが教えます。また、実践もまじ
えながら、明日から使える自分の身を守る方法を学べます。

スポーツを通して得られた人生経験を、実業団チームの現役アメリ
カンフットボール選手の視点で語ります。苦難を乗り越えて夢を追
い続ける生き方、努力を続ける意味と価値を伝えられたらと思い
ます。

防犯

ALSOK直伝！！レベルアップ術
～あなたは狙われている～

スポーツ
夢に向かって自らの未来を切り拓こう！＊

ヒップホップをダンスとして、また文化として学び体験します。歴
史的背景や特性などに関する知識と、リズムの取り方やカウント
の数え方といった実技の両方を身に付け、振り付けをマスターして
全員で踊りましょう。

日本の大切な文化である和菓子には、どのような魅力が隠されてい
るのでしょうか。また、職人になるまでの道のりはどのようなも
のでしょうか。実際に和菓子づくりの体験もしながら、和菓子の
良さや面白さをあらためて実感してください。

法学

アメリカの自由の女神、エジプトのピラミッドなど、この地球上に
は1000を超える世界遺産があるって知っていましたか？楽しくク
イズを解きながら世界遺産めぐりをしてみましょう！テレビで話題
になっている世界遺産検定のことも詳しく紹介します。

法
・
社会

裁判をやってみよう＊
あなたは模擬裁判で真実を見極められるか

受講生が裁判官、弁護士、検察官や証人それぞれの役になり、と
ある事件の裁判員裁判を体験します。弁護士の指導を受けながら、
裁判に携わる人々の役割を分かりやすく学び、司法制度への理解
を深められます。

社会
・
国際

22

クイズで楽しく世界一周！

フツーのバイトがしたい！
―アルバイト先で身を守るための基礎知識

経済
・
国際

フェアトレードが育てる国際交流

早寝早起きと3食バランスよく食べることは健康の基本で、大切だ
とわかっていても実行は難しい。幼児期からその大切さを理解し、
習慣化することが最も重要です。生活リズムと食事が大切である理
由を、皆さんが説明する立場にもなれるようお話します。

伝統
・
文化

和菓子の魅力、再発見！

スポーツ
・
文化

ヒップホップに挑戦！！＊

健康
主体的に食を選択するために

24

人類の進化の歴史と食、人間の食にみられる特殊性、また、食の
ゆがみと病気の関わりについて考え、理解を深めましょう。主体
的に、自分の食を選択できるようになるための講座です。

講座名および講師
睡眠の意味は何か？睡眠リズムはどのように制御されているのか？
大脳のみならず、全身の臓器、血液までも睡眠リズムを持っていま
す。睡眠と視覚、食事との関係など、健康的な心と体を維持するた
めに睡眠メカニズムを理解しましょう。

20

栄養
・
児童

食育：生活リズムと食事の大切さ
21

医学
睡眠のメカニズム解明



[ 受講生持ち物 ] 
 
☆★すべての講座で、筆記用具、記録用紙が必要★☆ 
◇講座番号No.1  ：現地までの交通費、iPad（現地での貸出も可。詳しいことは、受講者向けに案内をします）　　 
◆講座番号No.2  ：現地までの交通費 
◇講座番号No.8  ：鏡 
◆講座番号No.15：12色程度の色鉛筆 
◇講座番号No.19：ハンドタオル 
◆講座番号No.23：動きやすい服、室内シューズ、タオル、水分 
◇講座番号No.24：ハンドタオル、エプロン 
 


