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「30分で丸わかり!!」ーマーケティングー

マーケティングとは、「売れる仕組みづくりや仕掛けづくり」に関わる、
あらゆる取り組みです。皆さんに馴染みのある国内外のテレビCMを題
材に、企業の狡猾なマーケティング戦略を学びます。

教授 今光 俊介
大学副学長・短期大学部副学長・国際地域学部長・ビジネスコース長
専門分野：流通・マーケティング
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国際地域学部

３

経済学とはどのような学問か
～日常生活の身近な例から考える～

准教授 佐藤 惣哉
留学生教育支援センター長
専門分野：開発経済学、経済成長理論

普段から新聞やニュースなどで「経済（学）」の用語をよく耳にしますが、複
雑で難しく、わかりにくいなどのイメージを持つ方も多いのではないでしょう
か。この授業では私たちの日常生活に関する様々な例や現実経済のトピックス
を用いてわかりやすく説明しながら、経済とは何かについて考えます。

中国語でコミュニケーション・チャレンジ

教授 細井 和彦
大学・短期大学部 附属図書館長・研究推進センター長
専門分野：中国近現代史、日中比較文化論

中国には14億の人々が生活しています。公用語は中国語（漢語）です。世
界各国には中国語（華語）を話す人々がいます。英語＋中国語を習得すれ
ば、国際的なコミュニケーション力はupし活躍の場が広がります。中国史
を理解しながら、簡単な中国語会話について学んでみましょう。

２

教授 木之内 秀彦
専門分野：比較政治学

サイバー戦をご存じ？
「いつでも・どこでも・誰でも」始められる戦争
ロシアのウクライナ攻撃でも大規模なサイバー攻撃がありました。でもサイバー戦
は、国家だけでなく、「いつでも・どこでも・誰でも」しかも安上がりに始められ
るのです。しかも防衛がとても難しいという特徴もあります。すでに世界ではサイ
バー戦が活発に繰り広げられています。そんな現代の紛争の一面を一緒にみていき
ましょう。
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国際地域学部

助教 音成 佐矢子
専門分野：多文化共生、日本語教育

「もし世界が１００人の村だったら」
から考える今

約20年に大流行した本ですが、世界はこの20年でどんな変化をしたの
か？本を通して今の日本、世界を考えましょう

７
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教授 舟橋 宏代
専門分野：日本語教育、対照言語学

日本語の音声

日本語の音声を、英語と比較しながら、単音、アクセント、イントネー
ション等について見ていきます。両言語の音声的特徴をしっかり把握す
ることで、英語やその他の外国語への扉も開かれます。

６

日本語ってどんなことば？

助教 山本 晃彦
専門分野：日本語教育、多文化共生

三重県には外国人が多い街で、日本語を学んでいる外国人もたくさんいます。
日本語の特徴について考え、日本語を通して地域に住む外国人をどのように
サポートできるか、考えてみましょう。

准教授 桟敷 まゆみ
専門分野：多文化共生、日本語教育

「やさしい日本語」で外国人と話そう！

日本で暮らす外国人に限って言えば、一番通じる言語は「やさしい日本
語」です。普段の日本語をやさしくするコツや異文化交流のスキルを学
びましょう。

８



国際地域学部

教授 松倉 信幸
専門分野：言語学、非言語コミュニケーション

初対面でも好印象を与える
「コミュニケーション・スキル」を学ぼう！
笑いの非言語コミュニケーションとしての機能を理解して、人間関係を
円滑にするコミュニケーションを学びます。また、「悲しみのきわみは
笑う、喜びのきわみは涙する。」（ウイリアム・ブレイク）の言葉から、
笑いの役割について学びます。

９

英語発音トレーニング

教授 天野 剛至
国際地域学部副学部長
専門分野：外国語教育、アメリカ研究

私たち英語学習者が話す英語には訛り（アクセント）があります。
訛りが強いと自分の言っていることが相手に伝わりません。ある
調査では、カタカナ英語は40％しか通じないそうです。この出
前講義では、スマホを使いながら英語発音の基礎を学びます。

教授 アントニオ ジャン ピエール
専門分野：TESOL,多文化カナダ文学

映画と英語

黒澤明監督による1990年公開の日米合作映画「夢」の一部を視
聴しながら、それらを説明出来る様な語彙力を楽しみながら増
やします。

講師 マホニー ブライアン
専門分野：外国語教育(CLIL)、文化遺産と民間信仰

危機にさらされている世界遺産

ユネスコの世界遺産登録物件のうち、世界遺産としての意義を
揺るがすような何らかの脅威にさらされている物件がいくつも
あります。本講義では、なぜその様な事態に陥っているかを一
緒に考えます。
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国際地域学部

スポーツと、あがり

ここぞという、一番大事な局面で自分の実力を最大限発揮させるた
めには、日頃からどの様な事に気を付けていればよいかを学びます。

教授 平井 一正
ウエイトリフティング部監督
専門分野：健康・スポーツ科学、フィットネス、

ウエイトトレーニング論

教授 田中 利佳
スポーツコース長

専門分野：スポーツ経営学

スポーツを仕事にする！

具体的なスポーツ産業の事例を紹介し、持続的発展に不可欠なスポーツ
経営人材の育成について考えます。

15

パワー・オブ・スポーツ！！

助教 紺田 俊
専門分野：スポーツマネジメント

スポーツは社会を動かす経済的な力があります。最近では、アクション
スポーツが地域の起爆剤として注目を集めています。本講義では、この
ような事例を通じて新しい地域のスポーツマネジメントを考えます。

You は 何しに日本へ？

教授 冨本 真理子
大学院国際学研究長・観光コース長・強化クラブ支援センター長

専門分野：観光ビジネス

あなたの地元も世界にほこれる観光地！ コロナが収まった後、日
本に来る外国人の観光はどうなる？！
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国際地域学部

准教授 原 仁志
専門分野：情報処理教育

インターネットの便利な面と危険な面

インターネットはたくさんの情報があって非常に便利なツール
ですが、すべての情報が正しいわけではありません。フェイク
ニュースやSNSの使い方、情報漏えいなどに気をつける必要が
あります。こういった便利な面と危険な面について解説します。
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講師 小西 琴絵
専門分野：キャリアデザイン

自分のキャリアをデザインしよう！

自分ってどんな性格？自分にはどんな仕事が合う？大人になっても答えられ
そうで答えられないこんな質問に，心理学やキャリア論の知識をフル活用し
て，自分探しのヒントを見つけていきます。

講師 渡辺 敏明
専門分野：動画制作

他人と差がつく動画撮影とは？

動画での情報収集ニーズが高まり、多くの人や企業が「YouTube」など
の動画投稿サイトを活用しています。今後は動画制作のスキルが必須か
もしれません。他人とひと味違った動画撮影について考えます。
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准教授 郭 育仁
COC(地域連携)・国際交流センター長
専門分野：文化政策、観光振興

大学における観光の学びとキャリア形成
現代社会のなかで“観光”はなぜ注目されるか。旅行者のまなざしに留まらず、
「観光立地域」の観点から旅行ビジネスと地域の維持可能性について幅広く
説明する。事例に基づいて、旅する・働く・創ると三つの視点から大学での
学び方を紹介しながら、今後のキャリアデザインについて参加者とディス
カッションを行う。
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講師 木村 美来
専門分野：応用健康科学、学校健康教育

メディアリテラシーを身につけよう！

広告分析を通じてメディアの意図を読み取り、自分自身に合った
情報・商品を取捨選択するために必要なメディアリテラシーにつ
いて考えます。

こども教育学部

教授 上田 ゆかり
こども教育学部長・養護教育学専攻長・教職教育センター長
専門分野：学校保健、養護教諭

人と人の距離について考えてみよう

新型コロナウイルス感染症の流行により、人と人のコミュニケー
ションの取り方にも様々な変化がみられます。感染症対策としての
物理的な距離や心の距離についても一緒に考えてみましょう。
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心理学入門

准教授 齋藤 信
健康管理センター長
専門分野：心理学（教育心理学，発達心理学）

幼児・小学生の運動遊びや体育指導の魅力

教授 川口 啓
専門分野：小学校体育科教育、こどもの運動遊び

幼保園・小学校教諭が、こどもの成長段階を踏まえて、体の動きを
無理なく、無駄なく伸ばすために、運動遊びと体育教材のつながり
をどのように工夫しているか考えます。（実技も可）

心理学の知見がどのように現代の生活に役立っているのかを
考えます。
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教授 翠川 薫
専門分野：衛生学・公衆衛生学、国際保健

准教授 真下 賢一
専門分野：造形表現指導、美術教育、公共彫刻

動かす造形遊具「くるくるくん！」

教育者・保育者を目指す人は、自らが表現活動を心から楽しみ、
こどもの活動を援助していく姿勢が大切です。今回はくるくる動
かして楽しめる造形表現「くるくるくん！」を実制作してみま
しょう！

こども教育学部

教授 伊東 直人
専門分野：小学校教育、学校経営

算数パズルで「考える」楽しさを

歴史上の様々な事件の背景には、感染症が影響しているものが
あります。これからの時代に役立つものがあるかもしれません。
一緒に考えてみましょう。

事件の裏に感染症有り！

准教授 川俣 理恵
専門分野：カウンセリング、心理学

「悩み」のない人はいませんが、自分の考え方ひとつで物事の
見え方は大きく変わるものです。考え方を変えて、「悩み」と
上手につきあう方法を学びましょう。

「悩み」との上手なつきあい方

小学校で学ぶ算数。たかが算数といっても、頭を悩ませる教材が
いっぱいあり、考えることの楽しさが詰まっています。そんな楽
しさを味わいながら、小学校の先生の仕事について学びましょう。
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スポーツ選手の食事術

教授 梅原 頼子
生活コミュニケーション学科長
専門分野：栄養学、健康科学

准教授 木下 麻衣
専門分野：給食管理、栄養教育

１日にどのくらい食べればいいの？

自分の食生活を振り返り、１日に必要な食事量について考えて
みましょう。

食の課題とＳＤＧｓ

教授 櫻井 秀樹
食物栄養学専攻長
専門分野：食品学総論

短期大学部 食物栄養学専攻

教授 乾 陽子
専門分野：生活科学、食文化

三重の食文化

昔から地域の祭りや祝い事、保存食などとして人々に親しまれて
きた食文化について、三重県各地域の特徴や料理の由来などを紹
介します。

おもに食品ロスの現状と対策について解説し、家庭系食品ロスの
削減について考えます。
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スポーツ選手にはたくさんのエネルギーや栄養素が必要だと言わ
れていますが、どれくらい食べればいいのでしょうか？身体づく
りや持久力UPのための食事術を学びましょう。



スマホで見る3Dホログラム

准教授 神谷勇毅
専門分野：教育工学、情報科学

伝承遊び「わらべうた」の世界

准教授 南谷 悠子
専門分野：音楽教育学、幼児の音楽表現

短期大学部 こども学専攻

准教授 みやざき 美栄
専門分野：音楽表現、音楽教育

「こどもの歌」を楽しもう

こどもたちは歌に親しむ中で、楽しみながら様々なことを吸収し
ています。「こどもの歌」について考えると共に、ジェスチャー
を用いて音楽表現活動を体感しましょう。

こどもの頃「おちゃらか」や「はないちもんめ」で遊んだことは
ありませんか？伝承遊びである「わらべうた」を体験し、こども
の遊びやこどもの表現について学びましょう。

現代社会においてICTはあらゆるところに入り込んでいます。そ
れぞれが持つスマートフォンもICTディバイスの１つとも言えま
す。スマートフォン、あなたは何に使っていますか？普段使いの
スマホ、じつはこんな使い方もできるのです。
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