
 

 

 

 

 

 

 

 

名名古古屋屋産産業業大大学学     
〒488-8711 愛知県尾張旭市新居町山の田 3255-5 [Tel.]0120(546)160  
[E-mail]4info@nagoya-su.ac.jp      [URL]http://www.nagoya-su.ac.jp 

※※掲掲載載テテーーママはは、、ごご要要望望にに応応じじ
てて対対応応いいたたししまますす。。  

※※講講師師料料・・交交通通費費ななどど一一切切無無料料  

ビビ ジジ ネネ スス ププ ロロ フフ ェェ ッッ シシ ョョ ンン ココ ーー スス  

情情 報報 ココ ミミ ュュ ニニ ケケ ーー シシ ョョ ンン ココ ーー スス  

環環 境境 ビビ ジジ ネネ スス ココ ーー スス  



高等学校対象出張講義紹介  2014年度版
名古屋産業大学

項目 詳細

学長
教授

担当科目
大学院;環境行政特論、環境行政特殊研究
学部;循環型社会論

伊藤　雅一 主な略歴

工学博士（三重大学）
学長、株式会社名古屋産業大学グリーン・ソーシャルビジネス代表取締役の
ほか、経済産業省中部経済産業局、尾張旭市等の審議会委員等を兼任。講義
テーマに関連する社会的活動としては、これまで三重県地球温暖化防止活動
推進センター審査委員会委員長、文部科学省学力向上拠点形成事業講師など
を歴任

教授

担当科目 まちづくり論、景観論、環境倫理、人間生態学、経済社会開発論

和泉　潤 主な略歴
東京工業大学大学院修了
日本学術会議特任連携会員、社会情報学会理事、日本地方自治研究学会理
事、他

教授

担当科目
都市計画論、環境社会基盤論、地域環境認知論、交通政策論、環境計画特
論、教養ゼミナールⅢ、専門ゼミナールⅠ・Ⅱ、専門演習、特別演習

加藤　哲男 主な略歴
工学博士（福井大学）
(一財)地域環境研究所副理事長、(一社)環境情報科学センター企画委員、(公
社)日本都市計画学会中部支部幹事、NPO法人福井地域環境研究会理事長　他

教授

担当科目
環境防災特論、都市環境と防災、国際協力論、環境とライフスタイル、コ
ミュニティ計画論、統計学

菅井　径世 主な略歴

工学博士（名古屋大学）、イスタンブール工科大学客員教授、アジア防災セ
ンター客員研究員、他：名古屋大学大学院　助手、助教授、西オーストラリ
ア大学訪問研究員、国際連合地域開発センター上級研究員、(財)名古屋産業
科学研究所主任研究員、他

教授

担当科目 化学、環境情報論 、発展途上国の環境計画、エネルギー政策立案論

成田　暢彦 主な略歴
博士（工学：東京大学）　日本LCA学会理事及び編集委員、日本鉄鋼協会会
員、廃棄物資源循環学会会員

准教授

担当科目 大気公害防止、大気循環論、気象予報、物理学、大気環境特論（大学院）

岡村　聖 主な略歴
博士（工学）（豊橋技術科学大学）
土木学会会員　大気環境学会会員、気象学会会員、日本環境共生学会会員

自然環境とその変化・人間生活

環境は常に変化しています。自然環境と呼ばれる気候、温度、湿
度、降雨量なども、都市環境と呼ばれる人が作った環境なども常
に変化しています。歴史記録からも、環境の変化が人の生活に大
きく影響してきたことが分かります。いくつかの事例を紹介しな
がら、常に変化する環境の中で、現在、私たちが抱え、直面して
いる環境問題とその対策について考えてみましょう。

地球温暖化の最大の原因物質はCO2です。世界中で努力していま
すが、大気中のCO2は年々増えています。CO2は無色・無害の気体
で、手にとることもにおうこともできません。我々が発生する
CO2を減らすためには、存在を実感してよく知ることが大切で
す。授業では装置を使って様々な場所を測定することで、CO2の
存在を実感します。そしてCO2はどこから発生するか、減らすた
めにはどのような行動をすればよいかを考えます。

講義可能時期講義内容

木曜：応相談
金曜：応相談

地球温暖化問題が今、大きくクローズアップされています。この
問題の原因は、私たちが暮らす社会がCO2などの温室効果ガスを
過剰に排出しているからと言われています。本講義では、学校周
辺のCO2濃度を実際に測定し、そのデータを地図に表現すること
で、地域におけるCO2濃度の変化を理解し、地球温暖化問題を身
近に実感できるような体験型の学習を行います。

自動車や家電製品、廃棄物処理などの製品やサービスが環境に対
する影響を評価する手法として、ライフサイクルアセスメント
（LCA）が、企業では広く利用されています。LCA手法の考え方、
製品などの評価事例を紹介し、環境に優しい製品を共に考えてみ
ましょう。

原則金曜対応可能
ですが、応相談。

原則金曜対応可能
ですが、応相談。

まちに住む基本的な条件は、安全で、健康で、便利であって、さ
らに快適であることがあげられます。特に快適性を満足するため
には、人間の五感に訴えることが重要となります。そこで、この
講義では、五感から捉える環境とはどのようなものか、それをど
のようにしていけば快適性のある住むための空間が形成されるか
について日本で行われている事例をもとに解説します。

みんなで作るCO2濃度マップ

感覚環境のまちづくり

環境に優しい製品とは

環境を守るだけでなく創ることを楽
しもう

　私達の暮らす地球は、温暖化による海水面の上昇や、自然生態
系の変動によって、人間を含めた生物の生存が危険にさらされて
います。このため、私達は環境を守るために様々な取組を進めて
いますが、単に守っているだけでは退屈で長続きしにくい面があ
ります。そこで、考え方を変えて、環境を新たに創造する取組を
楽しく長続きさせる方法について、皆さんとともに考えてみま
しょう。

月曜：全日
金曜：全日

プロフィール
講師講義テーマ

月曜：午後
その他：応相談

CO2を測定しよう
木曜：応相談
金曜：応相談
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高等学校対象出張講義紹介  2014年度版
名古屋産業大学

項目 詳細
講義可能時期講義内容

プロフィール
講師講義テーマ

准教授

担当科目 大気公害防止、大気循環論、気象予報、物理学、大気環境特論（大学院）

岡村　聖 主な略歴
博士（工学）（豊橋技術科学大学）
土木学会会員　大気環境学会会員、気象学会会員、日本環境共生学会会員

准教授

担当科目
（学部）地球環境と国際環境政策、環境経済学、環境管理論、水循環論
（大学院）国際環境協力持論

加藤　悟 主な略歴
東京大学大学院工学研究科博士課程修了（博士（学術））、東京大学助手、
政策科学研究所主任研究員、大阪大学准教授などを経て2011年より現職

准教授

担当科目
データベース、データベース応用
プログラム言語基礎(Java)、プログラム言語応用(Java)
情報管理、メディア・コミュニケーション論、情報倫理

星野　雪子 主な略歴
名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科博士後期課程単位取得
教育システム情報学会東海支部幹事
電子情報通信学会会員

准教授

担当科目 生物学、生態学概論、森林生態学、フィールドワークの技法ほか

村上健太郎 主な略歴

大阪府立大学大学院農学生命科学研究科博士後期課程修了。博士（農学）。
日本緑化工学会学会誌編集幹事、日本景観生態学会会員、日本造園学会会
員、日本生態
学会会員ほか。

教授

担当科目 画像情報処理（2次元・3次元）、ネットワーク構成論

宇田　紀之 主な略歴
名古屋大学情報科学研究科修了
情報処理学会会員
日本バーチャルリアリティ学会会員　　　　　　　　　　　　　　他

教授

担当科目 プログラミング基礎・応用、知識情報処理

巣　宇燕 主な略歴
学術博士（名古屋大学）
人工知能学会会員、中国陜西科学技術大学客員教授

日常生活でさまざまなデータが取られるようになり、いろいろな
場所で活用されているが、どのように分析され、活用されている
か、また、自分たちでどのようにデータを活用すればよいかを学
ぶ。

データサイエンス 金曜　終日

屋上緑化を知ろう

屋上緑化には様々な利点があります。その中でもヒートアイラン
ド対策効果が期待されています。国や地方自治体の推進策もあ
り、百貨店など大規模な建物を中心に導入が進んでいます。授業
では、名古屋産業大学エコキャンパスに導入されている屋上緑化
を事例として紹介するとともに、簡単な装置を使った実験によ
り、屋上緑化のヒートアイランド対策効果を確かめます。そし
て、人の手による環境緩和策への理解を深めます。

火曜：応相談
金曜：全日

 地球規模で考える環境問題の解決には「できることからコツコ
ツと」という地道な活動が必要です。本学は 2001年より毎年８
月に、中国内モンゴル自治区のクブチ沙漠（ゴビ砂漠）にポプラ
の苗木を植樹する「緑の協力隊」を編成しています。活動に参加
した学生は、雄大な自然を肌で感じ、環境再生に向けての実践的
な取り組みに積極的な態度になります。沙漠が教室、活動が教材
となる「緑の協力隊」を紹介いたします。

前期・後期：
月曜：全日
木曜：午後
金曜：午後

沙漠で植林活動！緑の協力隊

身近になる知能ロボットとAIの話

沿岸部に巨大堤防は必要か？
～生態学から見た大震災～

月曜：全日

東北地方太平洋側沿岸部を襲った大津波は、沿岸にすむ生物にど
のような影響を与えたのでしょうか？また自然の再生は進んでい
るのでしょうか？沿岸部に造成されつつある巨大堤防は何を生み
出すのでしょうか？この講義では、大震災の大津波などを事例に
して、沿岸部の自然環境の保全のあり方について考えます。

　ＡＩ(人工知能)に身体を持たせる知能ロボットの開発が盛んに
なり、「音声認識」、「センサー」、「スマートフォン連携」な
どの先進機能により、快適で安心感のある暮らしを提供する「ロ
ボット家電」も家庭に浸透してきています。最近の話題を集めて
いるデンソーのロボットアームなどの例を挙げながら、AIと知能
ロボットについて考察します。

立体錯視の不思議体験
火曜：全日
金曜：全日
水曜：応相談

左右両方の眼で対象を見つめることで、ヒトは対象の3次元情報
を認識して、立体感を得ることができます。左右両方の眼に映る
画像を2次元画像にステレオグラム、不可能立体、無限階段の秘
密について説明します。

木曜：応相談
金曜：応相談
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高等学校対象出張講義紹介  2014年度版
名古屋産業大学

項目 詳細
講義可能時期講義内容

プロフィール
講師講義テーマ

教授

担当科目
情報ネットワーク基礎、情報ネットワーク応用、情報セキュリティ、アルゴ
リズム論、情報システム演習、情報処理基本演習（基礎）、情報処理基本演
習（応用）

福田 ムフタル 主な略歴

工学博士（名古屋大学）
名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻博士前期課程修了、同博士後期課
程単位取得。三重大学助手、名古屋大学助教を経て現職。日本情報処理学
会、日本言語処理学会、日本人工知能学会会員。

教授

担当科目
マーケティング、国際マーケティング、消費者行動論、ネットワーク流通論、環境情報
ビジネス概論

内山　哲治 主な略歴

在米15 年（ワシントン5 年、ニューヨーク10 年）、コロンビア大大学院建築学部都市
計画研究科修士課程修了(M.S.)、同大学院社会学部社会学研究科博士課程満期退学
(M.A., M.Phil.)。「コロンビア大学社会科学研究所（ストラクチャー・プロジェク
ト）」研究員、「ニューヨーク州立都市開発公団[当時]（125番街商業地区活性化事
業）」研究員、名古屋商科大学商学部[当時]などを経て、現職。「（社）経営情報学
会」理事、同・広告委員会委員長、同・東海支部支部長、（財）科学技術交流財団事業
「デジタル経済システムにおける企業の変革（DEE21）」研究員、「（社）日本社会情報
学会(JASI)」理事・評議員、同・中部支部長、「西日本レスリング連盟」理事、「尾張
旭市情報公開・個人情報保護審査会」会長、「大学コンソーシアムせと」協議員、「人
と自然の共生国際フォーラム実行委員会」作業部会員、「尾張旭カフェ学会」副会長、
「愛知大学野球連盟」理事、などを歴任。

教授

担当科目
都市計画論、環境社会基盤論、地域環境認知論、交通政策論、環境計画特
論、教養ゼミナールⅢ、専門ゼミナールⅠ・Ⅱ、専門演習、特別演習

加藤　哲男 主な略歴
工学博士（福井大学）
(一財)地域環境研究所副理事長、(一社)環境情報科学センター企画委員、(公
社)日本都市計画学会中部支部幹事、NPO法人福井地域環境研究会理事長　他

教授
担当科目 教育心理学

芝垣正光 主な略歴
医学博士（岐阜大学）、日本睡眠学会評議員（2010まで）、日本生理心理学
会運営委員、日本心理学会会員、日本教育心理学会会員

体幹トレーニングの重要性
教授

担当科目 健康とスポーツⅠ・　Ⅱ　　健康と運動の科学
火曜：午前
　
水曜：午前

平井　一正 主な略歴
モントリオールオリンピック３位、モスクワオリンピック代表、三重県競技
力対策本部委員

金曜：午前

本学で実際に行われている「課題解決型授業（PBL）」（マーケ
ティング）の一部を体験してもらいます。与えられた「課題」に
対して、皆で協力し合い（チーム力）、斬新なアイデアを生み出
し（考え抜く力）、実際に行動に移して（一歩踏み出す力）もら
います。発想力を磨き、ひらめきを大切にすることが、いかに重
要であるかを実感してもらいます。

マーケティングは発想力・ひらめき！

心理学にはさまざまな分野がある。そのひとつに、夢についての
研究がある。人は一夜に、成人は４－５回、子供は１０－１５回
の夢を見る。このよな夢を見る眠りについて講義したい。

情報ネットワークと情報セキュリティ

都市計画マスタープランで未来を考
えよう

月曜：全日
金曜：全日

前期：　水曜午前
　
後期： 月曜午前不思議な夢について

インターネットが普及した現在、重要な情報資産を不正アクセス
による攻撃から守ったり、個人情報や企業機密情報の流出を防い
だりすることが重要になってきた。また、電子商取引の増加とス
マートフォンの爆発的な普及により、情報セキュリティの重要性
が増してきた。この講義では、そういった情報セキュリティ上の
様々な問題への対応策に関する最新技術とその応用事例を分かり
やすく紹介する。

最近の若者は身体のバランスが悪く、腰痛をはじめ怪我の原因と
なります。そのためにもトレーニングにより身体のバランスづく
りのノウハウを取得し、素晴らしい記録向上に結びつける内容で
す。

１９９２年に創設された都市計画マスタープラン制度により、今
日まで全国の市町村でマスタープランが策定され、個性ある街づ
くりが目指されてきました。とくに、住民が参加する街づくりに
は大きな期待が寄せられています．講演者が携わってきたこの２
０年間の実績を踏まえて、その成果と問題点を整理したうえで，
未来のまちづくりについて皆さんとともに考えてみましょう．

前期：
火曜：全日
後期：
火曜：全日

応相談

3/4



高等学校対象出張講義紹介  2014年度版
名古屋産業大学

項目 詳細
講義可能時期講義内容

プロフィール
講師講義テーマ

教授
担当科目

国際会計論、比較会計論、環境会計論、管理会計論、連結会計論、基礎簿
記、環境会計特論（院）

松田　修 主な略歴

博士(経済学)（名古屋大学）
ヨーロッパ会計学会会員、アジア会計学会会員、日本会計研究学会会員、国
際会計研究学会会員、日本経営分析学会会員、日本簿記学会会員、日本社会
関連会計学会会員、非営利法人研究学会会員

教授
担当科目 日本国憲法・行政法・政治学・キャリアデザインⅠ

吉川　智 主な略歴
法学修士（京都産業大学）博士課程満期退学
日本法政学会理事、日本人権教育研究学会理事

准教授
担当科目 教育原理Ⅰ・Ⅱ、道徳教育の研究、倫理学、道徳と宗教、国際社会論など

岩瀬　真寿美 主な略歴

博士（教育学）（名古屋大学）
日本道徳教育学会会員、日本道徳教育方法学会会員、日本教育学会会員、教
育哲学会会員、日本デューイ学会会員、日本仏教教育学会会員、イギリス理
想主義学会会員、日本宗教学会会員

准教授

担当科目 経営戦略　経営学総論　地域ビジネス論　地域産業論

加藤　和彦 主な略歴

早稲田大学ＩＴ戦略研究所　招聘研究員
早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得　　豪シドニー大学大学
院国際学修士課程修了（ＭＡ）　豪ＢＯＮＤ大学経営大学院経営学修士課程
修了（ＭＢA)

准教授

担当科目 社会心理学、環境行動論、人間関係論、心理学研究法、心理学研究演習

坂本　剛 主な略歴
名古屋大学大学院教育発達科学研究科（博士後期課程）単位取得満期退学
日本心理学会、日本社会心理学会、日本グループ・ダイナミックス学会会員

准教授

担当科目
English Communication、多形態コミュニケーション、教養ゼミナール、専門
ゼミナール　他

福本陽介 主な略歴
名古屋大学大学院文学研究科博士課程（英語学）
日本英語学会会員、日本英文学会会員、日本言語学会会員　他

准教授

担当科目
経営管理、経営組織、ビジネス能力検定、地域産業論、地域ビジネス論、イ
ンターンシップ

藤井　浩明 主な略歴

博士（経済学、名古屋市立大学）
大同特殊鋼株式会社、株式会社INAX（現、株式会社LIXIL）を経て、2012年10
月より現職。中央労働委員会中部区域地方調整委員
所属学会：社会政策学会、労務理論学会、日本経営学会

英語の歌を歌ってみよう

会計学入門

環境問題を心理学で理解する

英語は強弱のストレスが一定間隔で反復される言語です。その意
味で音楽は英語のリズムを体得するのに利用できる手段です。授
業では洋楽を歌い、ネイティヴ・スピーカーらしく歌うコツにつ
いて考えましょう。

教職課程で何を学ぶのか

高校生用「自分の会社の造り方」

学校の教員になるためには教職課程を履修することが求められま
す。教職課程では教育の意義や学習指導といった原理に関わる内
容から、いじめや不登校といった問題まで、幅広く学びます。本
講義では、大学の教職課程で何を学ぶのか、その一部を皆さんに
披露します。

火曜：応相談
水曜：応相談

月・火・木は講
義。
それ以外の曜日は
調整が可能。

ソニーやトヨタやパナソニックなどの大企業も最初は小さな町工
場から始まりました。どうすれば会社を大きくしていけるので
しょう。どんなアイデアがビジネスにつながっていくのでしょ
う。この出張講義では、高校生にもできる起業家精神養成と起業
アイデアの創出法を学びます。そして名産大では㈱名産大グリー
ン・ソーシャル・ビジネスという会社を大学の中に起業しまし
た。次はあなたの出番です。

国際会計または環境会計の視点から会計学をわかりやすく学びま
す。　国際会計では、アジアの政治・経済・文化、および、会計
のグローバルスタンダードである国際会計基準について考えま
す。環境会計では、環境会計ガイドラインや企業のＣＳＲ報告書
など外部に報告するための環境会計について考えます。

前期：月曜：全日
　
後期：水曜：応相
談

応相談法律から見た環境保護

「環境権」という言葉は、一般的によく知られた用語です。しか
しながら、その言葉の意味や位置づけは、権利として具体的に保
護されているものなのか、単なる言葉にすぎないものなのか、明
らかではありません。東日本大震災からもう3年も経過しました
が、原子力被害は今も続いています。すべての人々が良い環境で
生活をしたいと願っていますが、しかしながら、余りにも環境問
題が私たちのまわりには多く存在します。人の生き方と環境保護
について考えてみたく思います。

「働くこと」の過去・現在・未来

最近話題の「環境」とその問題について、心理学の観点からの理
解を深め、問題解決の方法を探ります。「心と社会」の関係につ
いて、実際の社会問題を事例として理解を深める内容でもありま
す。

前期：応相談
　
後期：水曜

時代の変化とともに、仕事を取り巻く環境は大きく変化していま
す。職業能力や労働条件など働くことに関わる内容の過去と現在
について学び、そして未来を予測しながら、自らの進路と今やる
べきことについて考えます。

前期：火曜　午前
後期：火曜　全日
 
それ以外の曜日は
応相談

前期：水曜午前
　　　金曜午後
後期：同上
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