
№ 講座名（シリーズタイトル） 講師 講義タイトル

ビジネス・経営 イノベーション 1 サービソロジーと経営～サービスイノベーション 村上輝康 （1）サービソロジーとは

2 （2）経済はサービスで動いている

3 （3）サービスイノベーション（上）

4 （4）サービスイノベーション（下）

5 （5）価値提案から利用価値共創

6 （6）利用価値共創と満足度評価

7 （7）価値発信把握と学習度評価

8 （8）経験価値共創と知識スキル蓄積

9 （9）持続的サービスイノベーション

経営戦略・マーケティング 10 営業から考える企業戦略 田村潤 （1）成功するブランド戦略とは？

11 （2）データより現場のリアリティ

12 （3）個別の判断力をいかに高めるか

13 （4）営業はコストではない

14 （5）切り捨てる経営の大失敗

15 （6）「大義」と「野性の精神」

時事・社会 バイオテクノロジー 16 発酵は人類を救う 小泉武夫 （1）発酵産業の知られざる世界

17 （2）無限の可能性を秘めた「ＦＴ革命」

18 （3）発酵食品４つのパワー

国際情勢 19 バイデン・ドクトリンの可能性 東秀敏 （1）バイデン外交・安保のビジョン

20 （2）バイデン外交・安保の政策と大戦略

21 （3）バイデン・ドクトリンとその外交

LGBT 22 性はなぜあるのか～進化生物学から見たLGBT 長谷川眞理子 （1）有性生殖と無性生殖

23 （2）哺乳類の性分化

24 （3）性分化の複雑性と性の不一致

25 （4）知識基盤社会での人権

生き方と学び 日本史（近現代） 26 曾孫が語る渋沢栄一の真実 渋沢雅英 （1）ゆかりの地で聞く「奇跡の10年間」

27 （2）激動の幕末から明治へ

28 （3）新しいリーダーの誕生

29 （4）「論語と算盤」が開いた近代日本

30 （5）渋沢栄一と岩崎弥太郎

31 （6）日本とアメリカにかける橋

32 （7）「人間として」生きている人

音楽 33 ピアノでたどる西洋音楽史 野本由紀夫 （1）ヴィヴァルディとバッハ

34 （2）ハイドンとオーケストラ

35 （3）モーツァルトとオペラ

36 （4）モーツァルトの天才性とは？

37 （5）「芸術家」ベートーヴェンの凄さ

38 （6）ベートーヴェンの作曲技法

39 （7）現代に生きる「第九」

40 （8）絶対音楽とブラームス

41 （9）いかに音楽で物語を描くか

42 （10）リストと交響詩

43 （11）19世紀後半から20世紀へ

ビジネス・経営 経営戦略・マーケティング 1 ブランド戦略論を考える 田中洋 （1）ブランドは表層的か

2 （2）ブランドの定義

3 （3）ブランド戦略の構想

4 （4）3つの事例とブランドの構想

5 （5）イノベーションと起源の忘却

6 （6）シャネル事例からの学び

7 （7）ブランドを議論するために

経営戦略・マーケティング 8 医療とビジネスの健全な関係 真野俊樹 （1）適者生存と日本の医療

9 （2）高齢化社会とヘルスケア

10 （3）医療費問題

11 （4）医療費削減対策として

12 （5）アウトバウンドを推進

13 （6）ビジネススクールの役割

時事・社会 医療・健康 14 在宅医療とオンライン診療 武藤真祐 （1）在宅医療と地域包括ケア

15 （2）オンライン診療の取り組み

16 （3）オンライン診療の実証

17 （4）海外展開とAI時代の医師

防災・災害 18 土砂災害と防災 池谷浩 （1）なぜ土砂災害は多発するのか

19 （2）土砂災害の実態

20 （3）土砂災害から命をまもるために

子育て 21 黒川伊保子先生に学ぶ「子育てのトリセツ」 黒川伊保子 （1）男性脳と女性脳はどこが違うのか

22 （2）男の子の原点はお母さん

23 （3）女の子は4歳で「女性」である

24 （4）お父さんの役割

25 （5）家族でうまく会話をするコツ

26 （6）夫は妻の話を聞いていないのか

27 （7）子どものやる気を育てる

生き方と学び 大人の学び 28 今こそ問うべき「人間にとっての教養」 橋爪大三郎 （1）なぜ本を読むことが教養なのか
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29 （2）教養の定義と準備の必要性

30 （3）SNS時代における教養とは

31 （4）ネットメディアと本の未来

32 （5）動画メディアとテキストメディアの違い

33 （6）答えのない問題にどう立ち向かうか

34 （7）知の中継地点としての気づき

人類学 35 人新世とは何か～人類の進化と負の痕跡 長谷川眞理子 （1）地球史と人類の進化史

36 （2）人新世の始まり

37 （3）無視できなくなった負の人間活動

ビジネス・経営 経営者 1 生き続ける松下幸之助の経営観 江口克彦 （1）今も生きている幸之助

2 （2）人生観と人間観

3 （3）経営者の喜び

4 （4）従業員を喜ばせるため

5 （5）常にお客様の側に立つ

6 （6）命を懸けて経営する

7 （7）禅問答で考えさせる

8 （8）正しい商売をする

9 （9）松下電器成功の理由1

10 （10）松下電器成功の理由2

11 （11）松下電器成功の理由3

12 （12）人間大事という考え方

時事・社会 防災・災害 13 日本の防災の課題 片田敏孝 （1）大規模災害の増加とインフラの弊害

14 （2）行政サービスから行政サポートへ

15 （3）災害に主体的に向き合う社会

エネルギー問題 16 トモダチ作戦を忘れるな 小泉純一郎 （1）原発容認から脱原発へ

17 （2）米国で見た健康被害の実態

18 （3）原発のコストは上がり続ける

19 （4）原発への固執と「核のごみ」問題

20 （5）再生可能エネルギーへの誤解

21 （6）子孫のための国造りに向けて

異文化理解 22 浜松市の多文化共生の取り組み 鈴木康友 （1）外国人集住都市

23 （2）外国人住民の問題

24 （3）市民団体の活躍

25 （4）外国人集住都市会議

26 （5）共生の時代と浜松宣言

27 （6）世界発信と国への提言 

生き方と学び 日本史（近現代） 28 戦史に見る意思決定プロセス～日本海軍の決断 山下万喜 （１）日本海海戦・東郷平八郎

29 （２）真珠湾攻撃・山本五十六

30 （３）ミッドウェー海戦・南雲忠一

31 （４）レイテ沖海戦・栗田健男

日本文化 32 法隆寺は聖徳太子と共にあり 大野玄妙 （1）無条件の「和」の精神

33 （2）神と仏の二人三脚体制

34 （3）「みんな一緒に」の精神

35 （4）仏国土はどこにあるか

36 （5）法隆寺最大のミステリー

37 （6）「和」を広げる法隆寺

38 （7）日本古代史の謎に迫る

39 （8）古代史の眺め方

2021年12月（12月1日～12月31日）

2 / 2 ページ


