
●プログラムの特徴 —————————————————————————————————
　本講義では、まず「循環型経済」の仕組みを学び、これまでの生活状況及び問題点を把握します。次に、より住みや
すい社会を求める中で、なぜ個人及び企業並びに地域社会は変わっていかなければならないのかを学び、実際にその改
善策やイノベーションに取り組んだ事例を見ていきます。また、希望する学生は実際にシンガポールを訪問し、持続可
能な街づくりや多民族社会の平穏な環境維持の秘訣、エネルギー事情、労働状況、人権問題等を学ぶ予定です。二大学
からなる学者、官公庁、ボランティア活動者、そして企業担当者などを通して多角的見地から学び、講義で学んだこと
を外国の一例通して自ら確認できる授業です。

お問い合わせ先：広島経済大学　学務センター教務課
〔電話〕082-871-1001　〔FAX〕082-871-1666　〔E-MAIL〕renkei@hue.ac.jp

平成 29 年 5/12金

▲ 7/1土実施期間

金 曜 18：00 ～ 19：30　 土 曜 10：30 ～ 12：00時　　間

サテライトキャンパスひろしま 
〒 730-0051 広島県広島市中区大手町 1 丁目 5-3

実施場所

大学生：30 名　　社会人：20 名募集人数 無料受 講 料

下記宛にメールまたは電話にてお申し込み下さい。申込方法

持続可能性とイノベーション

興味がある方は気軽にお問合せください

～未来から始まる－個人、地域社会と企業～

SUSTAINABILITY AND INNOVATION

□他大学からも
　単位互換や聴講生として　受講可

□社会人の方も大歓迎
□希望者には
　海外現地研修も
□今年の研修先は　シンガポールに決定！

平成 29年度　大学連携による新たな教育プログラム開発・実施事業



持続可能性とイノベーション講座

■海外現地研修
期　　間 内　　容 講　　師 場　　所

8月20日（日）

～

8月 26日（土）
（予定）

研修先：シンガポールの南洋ポリテクニック及びシンガポールマネー
ジメント大学
研修内容：6 日間の研修内容（現地連携大学における授業、現地
企業の視察、異文化理解等）

G.R. ハラダ
川村 健一

（広島経済大学）

シンガポールの南洋ポ
リテクニック及びシンガ
ポールマネージメント大
学

※講師等の都合により、講義内容や担当者、授業順が変更となる場合もあります。
※会場：サテライトキャンパスひろしま 504中会議室　〒 730-0051　広島県広島市中区大手町 1丁目 5− 3

申込時に確認させてもらう事項
①名前（＋フリガナ）／②現住所／③連絡先電話番号／④所属先（大学生の場合：大学名＋学部・学科名＋学年／社会人の場合：
会社名＋所属部署名＋役職名）／⑤ e-mail ／⑥海外現地研修参加希望の有無

回　数／日　時 テ ー マ 内　　容 講　　師

第1回
5月12日（金）
18：00 ～19：30

何故「持続可能性とイノベー
ション」なのか？どこからは
じめ、誰がリーダーシップを
執るのか？

「持続可能性とイノベーション」とは何か。そして今、
何故「将来を前提に」考えなければならないのか
を考える。

G.R. ハラダ
（広島経済大学）

第 2回
5月13日（土）
10：30 ～12：00

Making the "impossible" 
possible

砂漠に緑の植物を豊富に育てるためにどうすれば
よいか。多民族が一緒に住み紛争のない友好的な
環境を持続させるためにはどうすればよいか。そ
の他、解決策のないと思われるような問題に対し
どのように取り組むべきか。未来に向けて「個人」、

「企業」、「地域社会」等は持続可能な経済行動を
行っていかなければならない。その中で、難しい
問題に直面する中、どのように解決していくべき
かを考える。

川村 健一
（広島経済大学）

第 3回
5月19日（金）
18：00 ～19：30

何故「循環型経済」か？ 「循環型経済」について学び、何故「循環型経済」
が重要なのかを考える。

宜名眞 勇
（広島経済大学）

第 4回
5月20日（土）
10：30 ～12：00

環境と企業の視点について
考えましょう。

何故環境保護を考えなければならないのか。企業
活動と環境とのバランスをどのように考えるべき
かを探り、現在指摘されている問題を確認し、解
決策を考えていく。

田中 章司郎
（広島経済大学）

第 5回
5月26日（金）
18：00 ～19：30

持続可能な開発のための教
育 (ESD) の視点について考
えてみましょう。

ESD とは何か。環境、防災、平和、人権等の複
数の課題の中、平和教育にどのような形で取り組
めば効果的に広く浸透していくのかについて学ぶ。

佐渡 紀子
（広島修道大学）

第 6回
5月27日（土）
10：30 ～12：00

地域社会の持続可能性と人
材育成の意義について学び
ましょう。

持続可能な地域社会の実現は「個人」の責任ある
行動から始まる。市民教育や企業の中での教育を
含む人材育成の具体的な方法やその意義について
考える。

高橋 与志
（広島大学）

第 7回
6月2日（金）

18：00 ～19：30
国家レベルの政策について
考えてみましょう。

持続可能性に関する国家政策について紹介し、国
家としてどのようにイノベーションを進めていくべ
きかを考える。

上丸 敦仁
（広島県商工労働局　イノベー
ション推進部長）

第 8回
6月3日（土）

10：30 ～12：00

持 続可能 な社 会をめざ す
スーパーの環境社会貢献活
動からみた視点について考え
てみましょう。

持続可能な社会を目指すユニーグループの経済行
動の意義と環境社会貢献活動との関係について考
える。

百瀬 則子
（ユニー㈱　執行役員　環境・社
会貢献部部長）

第 9回
6月9日（金）

18：00 ～19：30
地域存続と金融競争力の向
上について学びましょう。

中小企業が生き残り、地域存続等を目指す中、地
域密着型と金融競争力の向上について学ぶ

末田 義明
（㈱西京銀行　執行役員　地
域連携部長）

第10 回
6月10日（土）
10：30 ～12：00

環境を考える企業―電気自
動車の将来展望について学
びましょう。

何故環境について考えなければならないのか。電
気自動車に移行する理由は何かについて考える。

中島 徳至
（Global Mobility Service ㈱ 
CEO）

第11回
6月16日（金）
18：00 ～19：30

企業と持続可能性について
学びましょう。 投資の面から企業と持続可能性を考える。 物江 陽子

（㈱大和総研　アナリスト）

第12 回
6月17日（土）
10：30 ～12：00

持続可能な社会―新しい事
業の立ち上げ、起業家精神
の重要性について学びましょ
う。

持続可能な社会と起業家精神との関係と新しい事
業の立ち上げのための環境づくりについて考える。

福田 幸雄
（㈱アスカネット
　代表取締役社長兼 CEO）

第13 回
6月23日（金）
18：00 ～19：30

持続可能性とデジタル・コン
テンツ―今後のビジネスモ
デルについて学びましょう。

今後のビジネスモデルとデジタル・コンテンツの
重要性について考える。

小野打 恵
（㈱ヒューマンメディア代表取
締役社長・プロデューサー）

第14 回
6月24日（土）
10：30 ～12：00

自然災害等に関する危機管
理のことについて学びましょ
う。

持続可能性と自然災害に対する防災・危機管理と
の関係について学び、具体的に災害時の緊急支援
を推進する NGO 活動を紹介する。

根木 佳織
（（公）Civic Force 事務局長）

第15回
7月1日（土）

10：30 ～12：00
改めて、なぜ未来のことを
考える必要はあるのか？

教育プログラムの全体を振り返り、皆で持続可能
な将来が実現できるような行動変革を起こすため
に、どのような取り組みが重要なのかを考える。

G.R. ハラダ
川村 健一

（広島経済大学）


