
講師名：敬称略

校外実施の講座：現地集合➡受講後は学校へ
講座�番号 分類 講座内容

熊崎�純子 NPO法人ファミーユ 理事長

坂井栄子、森下規矩夫、
服部忠一朗、吉岡由紀夫

戦争と平和の資料館�ピースあいち

名古屋市港防災センター

1限のみ受講可
講座�番号 分類 講座内容

田尾�大介
株式会社ツーリズムデザイナーズ

代表取締役

柘植�一憲
株式会社くすむら
代表取締役社長

渕�麻依子 名古屋経済大学法学部准教授

安田�理津江 Risueña(研修講師・モデル)

講座�番号 分類 講座内容

浅井�秀紀／世良田�海生 株式会社ビジョンクリエイツ

伊藤�海織
金城学院大学生活環境学部

環境デザイン学科�講師

小穴�久仁
株式会社エーアイシステム

サービス

安田�理津江 Risueña(研修講師・モデル)

第4回 市邨HILLS(2019.3.12) 講座ガイド

講座名および講師

保護猫譲渡の為の保護猫カフェの必要性
捨てられ動物愛護センターで殺処分となる猫を引き取り、健康を整え、人慣れさせ、新しい家族
を見つける。殺処分0を目指した活動の一環。新しい家族を見つける為に、気軽に猫を見に来て
頂きふれあい里親様を探す為の場、保護猫カフェ ヘミングウェイの見学、猫とのふれあい、生き
物を容易に飼ってはいけない。生涯、命への責任を持つ事の重要性をお伝えします。

講座名および講師

こんにちは、防災の町医者です

紙を折って考える洋服の形

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

自然災害と向かい続ける日本ですが、利用の幅が広がる緊急地震速報など防災情報
が活かされる場面を紹介します。
また、人それぞれ違う災害時の行動パターンは、ゲームを通じて共有します。

お客様の「満足」を「感動」へとつなげるためには、サービスの向上が重要です。自分自
身を『魅せる』スキル、コミュニケーションのコツなど、第一印象をアップさせる技をワー
クや実技中心で学びます。笑顔の作り方や挨拶の仕方など、家族や友人に、また社会
でも役に立つマナーを身に付けましょう。

皆様の身近なYouTubeなどの動画。そんな動画がどのように作られているのか、実演
を交えながら皆様に体験してもらいます。

接客業やサービス業のプロは、どのようなスキルを身に付けているのでしょうか？接客
業でも経験を積んだ講師から、言葉遣いとクレーム対応を中心に学びます。どのような
場面でも役立つおもてなしのマナーを習得しましょう。

3

4

1
環境

・

生物

2

生活

・

福祉
9

5

法

・

政治

今日の私たちの毎日の生活においてインターネットの利用は不可欠です。その利用の
際に注意すべきことを著作権法の観点から学びます。あわせて、法学とはどのような学
問なのかについても紹介します。

ピースあいちでは、戦争の記憶をつなぐための資料を集め、展示しています。戦争につ
いて学び、平和のために何ができるのか、一緒に考えてみましょう。当日は、ガイドと一
緒に館内を見学し、戦争体験者の方にお話を聞きます。

種々の自然災害の中でも地震は予測が困難であり、その中でも特に南海トラフの巨大
地震の発生が危惧されています。もしもの場合にどう対処すべきか、日頃からどのよう
な備えをするべきか、体験ツアーや講話を通して学びます。

お豆腐の歴史など豆知識を学んでいただきます。また、実際に温豆乳からにがりを合
わせてお豆腐を作ることを体験していただきます。

訪日外国人客向けのツアー会社と名古屋円頓寺商店街で「喫茶、食堂、民宿。なごの
や」を営みながらインバウンド観光振興に取り組んでいる活動を紹介します。

私たちが着ている洋服は平らな布からできていて、私たちの体は球や円柱や円錐では
表せないとても複雑な形をしています。そのような体の形をどうすれば平らな布で覆う
ことができるか、折紙で考えてみましょう。

6

7

10

11

観光

栄養

・

食物

防災

国際

・

平和

訪日外国人客を名古屋に！

インバウンド観光の取り組み紹介

講座名および講師

豆腐の豆知識と手作り体験

インターネットの利用と著作権

2限のみ受講可

動画を作ってみよう！

防災

教養

・

知識

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』

南海トラフの巨大地震について

戦争を知り、平和を考える

教養

・

知識

8
情報

・

メディア



講座�番号 分類 講座内容

青柳�雅也 心理カウンセラー

犬飼 英吉 名古屋工業大学元客員教授

宇田 貴尋
株式会社ユニケミー  ものづくり支

援技術部 試験二課 成分G

大石遼介、岩門雄太郎、
村山辰治

株式会社R.D.C

大嶋�竜太郎 不二流体術

小田�真砂世
ジャズダンススタジオ

StudioM�主宰

川田�英里
名古屋ヤクルト販売（株）

管理栄養士

小島 由記則 お菓子工房ラ・グリュ井桁屋

菅原直子、青山朋恵
名古屋第二赤十字病院（国際
医療救援部�看護師、事務職）

都梅�まき
株式会社ジオコス

（ディレクター）

時信�勇男
名古屋市環境局ごみ減量部資

源化推進室

中川�初枝
国連WFPサポーターズなごや

代表

中島�隆宏
公益財団法人

アジア保健研修所 職員

中西�暢二 
自衛隊愛知地方協力本部

守山地域事務所長

講座名および講師

1限または2限のどちらかで受講可

おなかの健康について、普段の食生活や生活習慣のことを踏まえながらお話します。
また私たちのおなかにいる腸内細菌が体に与える影響や、乳酸菌やビフィズス菌の働
きについてグループワークを交えながら楽しく学んでいただきたいと思います。

ダンスをする人はもちろん、ダンスをしない人でも基本的な身体の使い方は同じです。
そんな基本的な身体の使い方や、ストレッチや筋トレ、歩き方をレクチャーします。日常
生活の中でボディメンテナンスしましょう。

健康

・

スポーツ

ストレッチ＆ダンス

生活の中にある「なぜ？どうして？」を化学的アプローチで解明していきます。化学実験
を体感していただくワークショップ形式の講座です。

デザインする=ただオシャレなものを作るだけ?デザインは、それに込められた意味や
メッセージが 見る人に伝わるように、デザイナーが色々な人とディスカッションして創り
上げています。デザイン =コミュニケーションなのです。学校の魅力を伝えられるような
デザインを、グループごとに話し合 いながら、表現してみましょう。

ー水は禁物のモーターを水煮、純水でご飯を炊いて下痢ー中部電力社員として火力
発電を担当していた時の話です。

究極の選択をワークで考え、多数少数よりも大切なことに気付いてもらう
究極の選択

25

和菓子は、日本の文化・伝統・習慣に密接に関わってきました。また、皆さんの人生の
行事にも欠かせないものでした。そんなお菓子つくりの一端をこの機会に是非、体験し
てみてはいかがでしょうか？

国際

・

平和

環境

・

生物

防災

自衛隊の災害派遣に係る平素の準備・災害発生から災害派遣活動までの流れを体験
を踏まえ紹介する。併せて受講者の皆様に「自助」「共助」について講話し、防災対策の
理念について学ぶ一助としたい。

自衛隊の災害派遣及び自助・共助の重要性

22

23

20

12

16

15

卒業後の進路について悩む人は多いと思います。でも本当は好きなことをして、楽しい
人生を送りたいですよね。そこで講座では、企業の採用支援をする会社に勤める私が
出会った、「働く」を楽しむオトナたちを紹介します。将来を考えることが少しでも楽しく
なってくれると嬉しいなあ。

食品ロスとは「食べ残しなどまだ食べられるのに捨てられてしまう食品」のことです。家
庭や店舗から出ている食品ロスは国内年間約646万トンにのぼり、1人1日当たりに換
算すると、茶碗約1杯（約139g）のごはんの量に相当します。食品ロス削減に向けて、
できることから取り組んでみましょう！

私たちが当たり前の事として意識していない健康、それはアジアの人々にとっていのち
の問題です。そのことが私たちの生き方と繋がっているとしたら、、、このことに取り組
むには、、、一緒に考えましょう。

国連WFPって知っていますか？飢餓の撲滅を使命に活動する、国連の食糧支援機関で
す。今、世界中で9人に1人、8億2100万人の人たちが飢えに苦しんでいます。遠い
国の話でしょうか？まずは知ってください。そして、私たちにできることを考えましょう。

食品ロスって何？�〜できることを考えよう〜

今、世界は・・・国連WFPの活動と私たち

いのち、健康、NGO

世界中で苦しんでいる、ひとりでも多くの人を、救いたい。その想いを実現するために、
日本赤十字社は世界中の災害や紛争地で国際活動を行っています。その活動に対す
る名古屋第二赤十字病院の貢献の様子を、派遣者の経験談を交えお話いたします。

危険だらけの現代社会で、しっかり自分を守るのが「護躰」の技。伝統の古武術から生
まれた「不二流体術」は、日本人に合った「和の動き」を基本にした理想的な鍛錬法で
す。宗家と師範代の優しい指導で、楽しく身に付けて下さい。

おなか元気教室

18歳の進路選択〜将来やりたいことや夢なんて、

今決めなくていい〜

一生役立つ護身術！

体験感覚で楽しく学んでみませんか？

伊勢湾台風で冠水した新鋭火力発電所の復旧工事

日本赤十字社の国際活動国際

・

平和

和菓子つくり体験栄養

・

食物

18

19

17

ユニークでユニバーサルな家庭の化学

来年の入学希望者を50人増やすための

デザイン講座

心理

・

哲学

文化

・

伝統

化学

芸術

・

芸能

防災

栄養

・

食物

13

14

進路

・

職業

国際

・

平和
24

21



西尾�正則 愛知工科大学

青山�和平
日本赤十字社愛知県支部

ボランティア指導員

堀ノ口�剛 株式会社ケージーテック

松岡�成子 特定非営利活動法人�ASTA

水野�翔太
名古屋芸術大学

地域交流センター

森川�聡宏 株式会社丸義モリカワ

山内�大輔
認定NPO法人

セカンドハーベスト名古屋

山田�厚志 株式会社山田組�代表取締役

山田�典幸 木工房�玄翁屋

山本�和恵
日本福祉大学スポーツ科学部

スポーツ科学科 助教

講座
番号

2 入館料 100円

8 iPad

15 ノート、iPad

16 動きやすい服装

17 動きやすい服装、室内用シューズ、タオル、水分

19 材料費 300円（事前に集金）、三角巾又はバンダナ、エプロン、白い手拭き用のタオル 持ち帰り用のタッパー（小）

21 色鉛筆

27 動きやすい服装

28 iPadまたはiPhone

31 色鉛筆、のり

すべての講座に筆記具を持参する

必要な持ち物

みんなで描こうバランスのよい食事

紙加工の世界�〜印刷とは�紙・加工とは〜

フードバンクとは？

ブロックを組み立てて「雪だるま」や「イルカ」を作ります。大人もハマるブロックアートの
世界を覗いてみましょう。ブロックアートワークショップ

みなさんも毎日手にしているとっても身近な紙製品。知っている様で知らない印刷や紙
の加工の世界についてお話しさせて頂きます。当日、実際に紙と手と頭を使って4コマ
のメッセージカードを作っていただきます。

日本では、まだ食べられるにも関わらず捨てられる食品が年間600万トンも発生してい
ます。その一方で、突然の病気やケガなどにより明日の食事に困る人がいます。「食べ
物が余って捨てられているのに、食べるのに困っている人がいる。」この矛盾を解決す
る活動の一つとして「フードバンク」をご紹介します。

木のぬくもり、組子細工を体験しよう

持ち物の一覧

35

防災

健康

・

スポーツ

建設業が防災に果たす役割を示し、南海トラフ大地震に備える「自助」の大切さと、「揺
れに強い構造」について簡単な工作を通じて楽しく学びます。

必ず来る地震に備えて

〜�揺れに強い「ストローハウス」をつくろう�〜

組子（くみこ）細工は、接着材やクギなどを使わずに、木の部品をひとつひとつ組み合
わせてさまざまな形やデザインを創り出す技法です。簡単な作品作りを通して、組子の
魅力と、そして木が持つ独特のあたたかさも実感をしてみましょう。

「バランスのよい食事とは」について全体講義を行います。また、グループディスカッショ
ンを行い、お題に添いながらバランスの良い食事に近づくように考えます。クレヨンを用
いて食材の絵も描いてもらいます。

地元企業・地元自治体等とともに開発した人工衛星「がまキューブ」を題材に、大学に
おいて学生が参加して行う宇宙開発がどのようなものか紹介するとともに、超小型人
工衛星をめぐる日本及び世界の現状、新たな段階に入った宇宙開発の姿について紹
介する。

超小型衛星と未来�ー宇宙時代の君たちへー

34
文化

・

伝統

生活

・

福祉

文化

・

伝統

芸術

・

芸能

31

30

32

33

26
工学

・

機械

身近な人の命を守る！いざという時の赤十字スキル！
いつ起きるか分からない災害。皆さんは直面したときにどうしますか？何ができますか？
大切な人が怪我をしてしまって手当てをしないと！近くの人が動けなくなってしまったが
すぐにその場を離れないと危険だ！使わないに越したことはないけれど、誰かの命を助
けることが出来る知識・技術を共に学びませんか？

28

29

LGBTを含む性的マイノリティーに対する理解不足は、差別やいじめなどさまざまな問
題につながっています。講座では、性的マイノリティーについての基礎から学びます。ま
た、当事者の想いや生き方に触れてみることで、人権や多様性について考えてみましょ
う。自分にとって何が「普通」なのか、見直すきっかけをつかんでみてください。

LGBTは、自分らしさのひとつ

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。

iPhoneアプリのつくり方

教養

・

知識

情報

・

メディア

27 防災


