
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福山大学 

教養講座の歴史 
（昭和５０年度～令和３年度） 

 



（昭和５０年度） 

第１回   現代の青年に期待する 

政治評論家 藤原 弘達 

第２回   福山の商工業について 

福山商工会議所会頭 小林 政夫 

第３回   アメリカの学生生活について 

インディアナ大学東洋学教授 上原 豊明 

第４回   現代の科学技術の諸問題 

京都大学名誉教授 石原 藤次郎 

第５回   学生に期待する 

元文部大臣 元広島大学学長 森戸 辰男 

 

 

（昭和５１年度） 

第１回   新しいものをつくりだすには 

福山大学教授 藤原 武夫 

第２回   現代青年の生き方 

元広島大学学長 皇 至道 

第３回   万葉の狐悲 

福山大学教授 野上 久人 

第４回   外国語を学ぶ目的と修得の近道 

福山大学教授 保田 史郎 

第５回   アインシュタインの相対性理論とはどんなことか 

福山大学教授 岡崎 義男 

第６回   人間の生き方 

広島大学学長 飯島 宗一 

第７回   ＥＣとは何か 

福山大学教授 片山 謙二 

第８回   私の処世観 

日本鋼管(株)常務取締役 福山製鉄所長 山口 龍雄 

第９回   地球科学の第二のルネッサンス“大陸移動説” 

福山大学教授 鷹村 權 

第１０回  数概念の形成 

福山大学教授 古賀 昇一 

 

 

（昭和５２年度） 

第１回   わが心の出会い 

甲南大学長 鰺坂 二夫 

第２回   歴史が教える人間の生き方 

福山大学副学長 高山 一十 

第３回   適塾について 

福山大学教授 宮本 又次 

第４回   日本人と英語 

元東京外国語大学長 小川 芳男 

第５回   海洋開発について 

福山大学教授 久保田 敬一 

第６回   原爆体験談並びにその後の兵器の発達 

福山大学教授 大島 潔 

第７回   本四架橋とその地域に及ぼす影響 

本四架橋公団 第三建設局長 多田 安夫 

第８回   日本の古典にみえる論理 

福山大学教授 三登 義雄 

 



第９回   国際政局と日本の進路 

広島女子大学長 今堀 誠二 

第１０回  日本人はこれでよいか 

奈良薬師寺執事 山田 法胤 

 

 

（昭和５３年度） 

第１回   ことばと社会 

ＮＨＫ中国本部放送担当部長 塚越 恒爾 

第２回   インタビュー論 

評論家 扇谷 正造 

第３回   世界の中の日本 

中国新聞論説副主幹 皆森 力 

第４回   ニュータウンについて 

福山大学教授 米谷 栄二 

第５回   都市と産業と文化 

福山大学教授 米花 稔 

第６回   われと世界 

本願寺司教 呉市教育委員長 林 水月 

第７回   海と土木 

大阪大学教授 椹木 亨 

第８回   最近の生理学の一面について 

名古屋市立大学長 高木 健太郎 

第９回   大阪商法会議所と五代友厚 

福山大学教授 宮本 又次 

第１０回  インター・メスチックエイジと国民外交を考える 

国際大学教授 日本テレビニュースキャスター 国弘 正雄 

 

 

（昭和５４年度） 

第１回   聖書について 

神戸聖イエス会司牧 中村 英雄 

第２回   外国語の修業法 

福山大学教授 渡辺 彰 

第３回   自由と道徳 

東京家政学院大学長 有光 次郎 

第４回   東西譚義 

国際交流基金理事長 元文化庁長官 今 日出海 

第５回   万葉の世界 

甲南女子大学教授 大阪大学名誉教授 犬養 孝 

第６回   健康と幸福 

国立福山病院名誉院長 中村 敏之 

第７回   世界の中の日本 

国立科学博物館長 元文部事務次官 福田 繁 

第８回   美術と人生 

ひろしま美術館副館長 大澤 寛三 

第９回   日の周辺 －私は外にでて見た－ 

画家 二紀会理事 中西 勝 

第１０回  海外企業の視察から 

三菱電機(株)福山製作所長 渡辺 茂 

 

 

 

 



（昭和５５年度） 

第１回   世界の中の日本の教育 

国立教育研究所長 平塚 益徳 

第２回   日本人と日本演劇 

劇作家 中村 芝鶴 

第３回   瀬戸内海の歴史 

福山大学教授 河合 正治 

第４回   音楽と人生 

作曲家 中田 喜直 

第５回   教養とは何か －現代教養構造論－ 

大阪大学教授 扇谷 尚 

第６回   一冊の本 

慶應義塾大学名誉教授 高村 象平 

第７回   座右の銘 

福山大学教授 奥出 政清 

第８回   学問の理想 －東西学問の歴史的進歩－ 

著述家 吉田 東州 

第９回   野生動物の保護について 

元東京上野動物園長 古賀 忠道 

第１０回  科学技術の進歩と教育 

広島大学長 竹山 晴夫 

 

 

（昭和５６年度） 

第１回   わが人生を語る 

伊勢神宮大宮司 二条 弼基 

第２回   数理倫理学について 

福山大学教授 岡本 勤 

第３回   歴史意識の涵養 

京都大学名誉教授 秋田経済大学長 高山 岩男 

第４回   北方領土の問題について 

ＮＨＫ顧問 ＮＨＫ前解説委員長 家城 啓一郎 

第５回   わたしの健康観 

福山大学教授 富田 功 

第６回   地震と災害 

福山大学教授 久保田 敬一 

第７回   文化の時代 

国立近代美術館長 安達 健二 

第８回   ８０年代の世界と日本 

青少年育成国民会議副会長 末次 一郎 

第９回   最近の国際経済状勢と日本 

福山大学教授 小山 満男 

第１０回  教育の復興 

慶應義塾大学教授 村井 実 

 

 

（昭和５７年度） 

第１回   放送界の現状 

ＮＨＫ広島中央放送局長 飯田 白馬 

第２回   国際政治と安全保障 

平和安全保障研究所理事長 京都大学名誉教授 猪木 正道 

第３回   死を生きる 

臨済宗仏通寺管長 藤井 虎山 

 



第４回   これからの大学について 

国際交流基金理事長 元東京大学長 林 健太郎 

第５回   蛙を材料とした私の研究 

広島大学名誉教授 元広島大学長 川村 智治郎 

 

 

（昭和５８年度） 

第１回   森 鴎外文学の魅力 

山一経済研究所理事長 元日本銀行理事 吉野 俊彦 

第２回   よき国際人たれ 

京都大学名誉教授 前聖心女子大学長 相良 惟一 

第３回   精神衛生と最近のトピックス 

国立福山病院 精神科医長 宮地 秀幸 

第４回   蒸留 

広島大学長 頼実 正弘 

 

 

（昭和５９年度） 

第１回   最近のアメリカについて 

京都大学教授 高坂 正堯 

第２回   現代文明論 

放送大学教授 加藤 秀俊 

第３回   歴史と風土 

兵庫教育大学長 谷口 澄夫 

 

第４回   知識と知恵 

福山大学講師 田中 秀征 

第５回   スポーツと人生 

京都産業大学名誉教授 鳥取女子短期大学長 南部 忠平 

 

 

（昭和６０年度） 

第１回   私のスポーツ観 

日本陸連名誉副会長 織田 幹雄 

第２回   アメリカの大学における教育と生活 

オハイオ州立大学教授 マンセルＧ．ブラックフォード 

第３回   心の掃除 

広島大学長 沖原 豊 

第４回   日本人の人権思想と社会的基盤 

東洋大学名誉教授 磯村 英一 

第５回   情報化社会と人間 

福山大学教授 奥村 昭和 

 

 

（昭和６１年度） 

第１回   変化の諸相 

園田学園女子大学 一谷 定之焏 

第２回   私の生き方 

芸術院会員 日展常務理事 村上 三島 

第３回   ２１世紀に生きる諸君へ 

東京大学名誉教授 福武 直 

第４回   南極の自然 

国立極地研究所教授 第２６次南極観測隊長 川口 貞夫 

 



第５回   中国の妖怪譚 

作家 早稲田大学客員教授 駒田 信二 

 

 

（昭和６２年度） 

第１回   右脳思考 

日本医科大学教授 品川 嘉也 

第２回   国際貿易摩擦下における企業の対応 

マツダ(株)取締役名誉会長 山崎 芳樹 

第３回   オリンピックの理想と現実 

スポーツ評論家 川本 信正 

第４回   世界の都市、日本の都市 

東京都立大学教授 倉沢 進 

第５回  私の経営哲学 －マクドナルド成功の秘密－ 

日本マクノナルド(株)社長 藤田 田 

 

 

（昭和６３年度） 

第１回   瀬戸大橋の海中工事について 

海洋架橋調査会常務理事 杉田 秀夫 

第２回   放送の現状と展望 

広島ホームテレビ副社長 吉田 弘 

第３回   行司の世界 

第 24代立行司 式守伊之助 尾崎 信雄 

第４回   動物の毒 －その功罪－ 

東京大学薬学部教授 中嶋 暉躬 

第５回   ２１世紀の医学と医療 

大阪大学名誉教授 山村 雄一 

 

 

（平成元年度） 

第１回   儒教の精神 

尚絅大学長 宇野 精一 

第２回   南米と日本との関係及びその将来 

在ブラジル特命全権大使 小村 康一 

第３回   生きがいの心理学 

関西大学社会学部教授 廣田 君美 

第４回   脳と睡眠 

東京医科歯科 医用機材研究所教授 井上 昌次郎 

第５回   日々思うこと 

映画監督 大林 宣彦 

 

 

（平成２年度） 

第１回   マルタ会談以後の世界情勢と日本－国際ニュースの読み方－ 

外交評論家 曾野 明 

第２回   創造性と人間能力 

早稲田大学名誉教授 本明 寛 

第３回   世界史の発展と文明史論 

東京大学名誉教授 福山大学客員教授 林 健太郎 

第４回   若い人々へのアドバイス 

元名古屋大学長 名古屋大学名誉教授 飯島 宗一 

第５回   日本の学校教育の現状と将来 

昭和女子大学教授 加藤 地三 



（平成３年度） 

第１回   スポーツから得る豊かな経験－私の卓球活動を通じて－ 

元卓球世界チャンピオン ゼネラル石油(株)人事部人事企画室長 木村 興治 

第２回   世界から見た日本の青年 

前広島大学長 日本教育会会長 沖原 豊 

 

第３回   政治における理想と現実 

元岡山大学長 前兵庫教育大学長 福山大学客員教授 谷口 澄夫 

第４回   国際情勢と日本の役割 

元外務大臣 大来 佐武郎 

第５回   わが八十八年の歩み 

元府中市市長 北川 實夫 

 

 

（平成４年度） 

第１回   科学技術と人間 

基礎科学研究所所長 ノーベル化学賞受賞 福井 謙一 

第２回   国際化時代と経営課題 

マツダ株式会社代表取締役会長 山本 健一 

第３回   日本が世界に生きる道 

京都大学東南アジア研究センター所長 矢野 暢 

第４回   芸術と仕事 

元福山大学客員教授 声楽家 友竹 正則 

第５回   ロシア状勢と北方領土問題 

特殊法人北方領土問題対策協会理事 末次 一郎 

第６回   鉄工業の歩みとＮＫＫ福山製鉄所 

日本鋼管(株)専務取締役 福山製鉄所所長 石川 明 

 

 

（平成５年度） 

第１回   変わるもの変わらぬもの －人間－ 

日本建築総合試験所理事長 横尾 義貫 

第２回   地球にやさしい暮らし －身近な環境問題－ 

生活評論家 三輪 昌子 

第３回   スポーツ雑感 

 (財)日本オリンピック委員会会長 (財)広島アジア競技大会組織委員会会長 古橋 広之進 

第４回   日本文化と国際社会 

筑波大学名誉教授 評論家 村松 剛 

第５回   ラバウルの奇跡 －トップの決断－ 

中国電力(株)取締役会長 松谷 健一郎 

 

 

（平成６年度） 

第１回   人生へのチャレンジ 

マツダ(株)人材開発部部長 メキシコオリンピック銅メダリスト 松本 育夫 

第２回   最近の日本の政治 

福山大学教授 衆議院議員 田中 秀征 

第３回   自然・人間・学問 

京都国立博物館館長 京都大学名誉教授 藤澤 令夫 

 

第４回   異なる悲劇 －日本とドイツ－ 戦争の相違と戦後謝罪 

電気通信大学教授 西尾 幹二 

第５回   演劇を通してみた欧米文化と日本文化 

鳥取女子短期大学教授 倉敷芸文館館長 村松 英子 



 

 

（平成７年度） 

第１回   ２１世紀に向けて期待される若者像について 

広島商工会議所会頭 広島銀行取締役相談役 橋口 収 

第２回   寿命と人生 －青春を考える－ 

岡山県立大学長 岡山大学名誉教授 小坂 惇夫 

第３回   国際化時代に生きる 

元ノルウェー兼アイスランド特命全権大使 妹尾 正毅 

第４回   ２１世紀の企業経営と科学技術－未来創造型科学技術立国への道－ 

関西電力(株)相談役 元社長 森井 清二 

第５回   外国地域研究の楽しさ －ニュージーランドとインド－ 

福山大学学長補佐 石田 寛 

 

 

（平成８年度） 

第１回   若者への期待 ―物心の本来関係を正せ― 

学校法人就実学園理事長 倉敷芸術科学大学学長 谷口 澄夫 

第２回   異文化に親しむ ―イラン・イスラム文化を中心に― 

香川大学教育学部教授 藤井 昭洋 

第３回   途上国技術協力と北欧暮らし ―ヨット生活も含めて― 

大阪大学名誉教授 世界海事大学理事 元教授 野本 謙作 

第４回   食中毒 －大腸菌Ｏ１５７を中心にして－ 

福山大学薬学部教授 中田 篤男 

第５回   内外経済の変貌と日本経済の未来 

日立総合計画研究所取締役所長 守屋 友一 

 

 

（平成９年度） 

第１回   リマ大使公邸占拠事件と日本外交 

元駐ペルー大使 妹尾 正毅 

第２回   時代はなぜ混迷しているのか 

前経済企画庁長官 福山大学教授 田中 秀征 

第３回   遊学 

薬師寺管長 松久保 秀胤 

第４回   歴史の転換期に立つ ―世界情勢と日本― 

元毎日新聞社社会部長 評論家 九州電力常任講師 畑山 博 

第５回   日本経済の現状と課題 

日本銀行岡山支店長 平岩 孝一郎 

 

 

（平成１０年度） 

第１回   広い世界に目を向けて 

元ペルー大使 妹尾 正毅 

第２回   我が国の金融問題 

日本銀行広島支店長 守分 宣 

第３回   若者に期待する理性と勇気 －一警察ＯＢからのメッセージ－ 

元山口県警察学校長 湯原 茂 

 

第４回   あなたも消費者 ―Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｙｏｕｒ Ｌｉｆｅ― 

財団法人 関西消費者協会理事長 林 郁 

第５回   ひと・うみ・さかな 

福山大学工学部海洋生物工学科教授 伏見 浩 

 



（平成１１年度） 

第１回   コソボをみれば世界がわかる 

元ペルー大使 妹尾 正毅 

第２回   環境と企業 

神戸製鋼所環境エネルギー部門部長 清水 晃 

第３回   映画と私の人生 

倉敷芸術科学大学芸術科学部教授 映画評論家 水野 晴郎 

第４回   ２０００年問題の意味するもの 

福山大学工学部情報処理工学科教授 小林 富士男 

第５回   企業と人間 

元住友スリーエム社長 伊藤 朝夫 

 

 

（平成１２年度） 

第１回   北朝鮮をめぐる国際情勢 

共同通信社外信部デスク 阪堂 博之 

第２回   掃除をビジネスに ―女性起業家のベンチャーな日々― 

フラオグルッペ(株)代表取締役社長 沖 幸子 

第３回   ＩＴ(情報技術)革命 ―携帯電話の現状と展望― 

中国セルラー電話(株)社長 金川 孝 

第４回   最近の金融通貨情勢 

福山大学客員教授 立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋マネジメント学部長 近藤 健彦 

第５回   ２０世紀の日本を回顧して －私観昭和史－ 

拓殖大学総長 小田村 四郎 

第６回   禅の心と日本文化 

総持寺 貫首 板橋 興宗 

 

 

（平成１３年度） 

第１回   我が国の薬物乱用の歴史とその現状 

日本精神病院協会副会長 津久江 一郎 

第２回   ２１世紀の中国と私たちの生活 ―中国ビジネス３０年の経験を踏まえて― 

福山大学経済学部教授 大久保 勳 

第３回   人間のバランス感覚とめまい 

広島市病院事業管理者 原田 康夫 

 

第４回   国土・経済・生活のための国民空間デザイン学をめざして 

ディジタル社会総合研究所主宰 翁長 健治 

第５回   地震防災を語りながら、人の和と創造性などを考える 

福山大学教授 柴田 徹 

 

 

（平成１４年度） 

第１回   人間の企業と経営について 

 宝福寺住職 小鍛冶元慎 

第２回   音楽は生と死の間に湧き上がる泡沫のようなもの！？ 

サックス奏者 坂田 明 

第３回   バイオテクノロジーが変える医薬品研究：ゲノム情報からの創薬 

武田薬品会長 藤野 政彦 

第４回   タバコのことを考えてみませんか －軽いタバコの嘘と全ての人の健康のために－ 

香川医科大学 助教授 佐藤 功 

第５回   情報システムづくり 

富士通常任顧問 福田 善一 

 



（平成１５年度） 

第１回   宇宙・素粒子そしてニュートリノ（福山大学のみ） 

東京大学 名誉教授 小柴 昌俊 

第２回   風を生きる  －心の音楽としての尺八－ 

谷性寺 住職 矢野 司空 

第３回   癌の痛みからの解放に向けて －癌の告知・ホスピス・疼痛緩和－「心の時代を支え

る看護」 

(福山平成大での演題) 名城大学長 兼松 顯 

第４回   国際社会の変動をどう見るか －アジアの中の中国と日本－ 

国際社会学者 中嶋 嶺雄 

第５回   夢の実現 

 JAXA宇宙飛行士 星出 彰彦 

 

 

（平成１６年度） 

第１回   犯罪者プロファイリング －理論と応用－ 

                  社会安全研究財団研究主幹  渡辺 昭一 

第２回   新・禁煙時代  ―喫煙をめぐる常識・非常識― 

   奈良女子大学 大学院教授 高橋 裕子 

第３回   酸素は友か敵か  ―生物での酸素の二面性― 

 福山大学 生物工学科 教授  浅田 浩二 

第４回   日本経済の現状と将来 

 中京大学 大学院教授  水谷 研治 

第５回   人間生活とエネルギー 

    （財）若狭湾エネルギー研究センター 所長 新宮 秀夫 

 

 

（平成１７年度） 

第１回   記者の目からの現代世相 

                  中国ソフトプラン（株）顧問  豊原 幹治 

第２回   女性学・男性学････ジェンダー論入門 

   京都大学 大学院教授 伊藤 公雄 

第３回   秘境シルクロードを行く 

 福山大学 客員教授 中村 清次 

第４回   抗がん剤開発の最前線とベンチャー企業活動 

オンコリスバイオファーマ（株）取締役 永井 勝幸 

第５回   大学スポーツについて 

山梨学院大学 教授(陸上競技部監督) 上田 誠仁 

 

 

（平成１８年度） 

第１回   トンボに学ぶ企業戦略  －2億年を生き抜いてきた先輩に学ぶもの－ 

 関西経営研究所長(国際トンボ学会長)  井上 清 

第２回   リーダーの性格判断 

                     福山大学 経済学部 教授  田中 秀征 

第３回   ヒトの精神活動は遺伝子(DNA)でどの程度決定されるか 

                        工学院大学 教授  小野寺 一清 

第４回   キャンパスの分煙・禁煙 

                    びわ湖成蹊スポーツ大学 教授 高橋 正行 

第５回   日本刀の美と科学 

福山大学 工学部 教授 井上 達雄 

 

 

 



 （平成１９年度） 

第１回   ロボットの時代 －学生ベンチャーから世界へ－ 

 京都大学ベンチャーロボガレージ  高橋 智隆 

第２回   ウナギ 大回遊の謎 

                     東京大学 海洋研究所 教授 塚本 勝巳 

第３回   色素太陽光発電  －光合成に学ぶ太陽電池－ 

                大阪大学 工学研究科 特任教授 柳田 祥三 

第４回   日本の開国と吉田松陰 

                    山口福祉文化大学 特任教授 一坂 太郎 

第５回   ばい菌たちの逆襲 －自然環境が良くなると病気が増えるって本当？－ 

福山大学 薬学部 教授 福長 将仁 

第６回   裁判員制度について －あなたが選ばれるかもしれません－ 

 広島高等検察庁 公安部長 検事 柿原 和則 

 

 

（平成２０年度） 

第１回   地球温暖化とエネルギー問題を考える 

 経済ジャーナリスト 河原 雄三 

第２回   アメリカの今 ―２００８年アメリカ大統領選の歴史的文脈― 

                東京大学 大学院総合文化研究科 教授 古矢 旬 

第３回   義経の時代 ―芸能考証入門― 

                    盛岡大学 文学部 教授 橋本 裕之 

第４回   明日のクルマ社会 ―人と地球にやさしい自動車を目指して― 

              東京大学 教授 (日本自動車研究所長) 小林 敏雄 

第５回   最新の宇宙像 ―宇宙の果てから地球外生命探査まで― 

国立天文台 台長 観山 正見 

 

 

（平成２１年度） 

第１回   笑って元気 若さが財産 

 鷹鳥屋神社 宮司 矢野 大和 

第２回   最新の世界情勢と日本 

                時事通信社 広島支社長 明石 和康 

第３回   夢かなう遺伝子組み換え “青いバラ” 

                    福山大学 生命工学部 教授 大川 秀郎 

第４回   いきいき美しく生きるために －世界の食文化に学ぶ健康学― 

              武庫川女子大学 国際健康開発研究所 家森 幸男 

第５回   菅 茶山の世界 －黄葉夕陽文庫から－ 

広島県歴史博物館 主任学芸員 岡野 将士 

 

 

（平成２２年度） 

第１回   現代世界におけるブルガリア 

 駐日ブルガリア共和国特命全権大使 リュボミル・トドロフ 

第２回   首相の資質 

                福山大学 経済学部 客員教授 田中 秀征 

第３回   イチロー思考で成功をつかむ 

                    鹿屋体育大学 体育学部 教授 児玉 光雄 

第４回   食習慣とがん 

              国立がんセンター 津金 昌一郎 

第５回   日本と中国 ―私の見方 

法政大学 教授 王 敏 

 

 



（平成２３年度） 

第１回   瀬戸内海学をめざして 

 シナリオライター 早坂 暁 

第２回   原子エネルギの利用と災害対応 

                福山大学 工学部 情報工学科 教授 占部 逸正 

第３回   映画～ビジネスと芸術と文化 

                    クロスメディア 代表取締役 佐倉 寛二郎 

第４回   アジアの時代と日中関係 

              前駐中国大使 宮本 雄二 

第５回   「はやぶさ」が挑んだ人類初の往復の宇宙飛行，その 7年間の歩み 

宇宙航空研究開発機構 教授 川口 淳一郎 

 

 

（平成２４年度） 

第１回   この１日のいのち 

駒澤大学 仏教学部 教授 吉津 宜英 

第２回   ヴァイオリンとピアノで奏でる音楽の魅力 

ヴァイオリニスト 竹原 奈津 

第３回   京劇公演会「京劇に学ぶ中国の伝統文化」 

上海戯劇学院 

第４回   囲碁から学ぶ人間学～修行時代から名人・本因坊へ～ 

二十四世本因坊秀芳 石田 芳夫 

第５回   公衆衛生看護と在宅医療 

社会医療法人社団 沼南会 沼隈病院 地域連携統括 森下 浩子 

 

 

（平成２５年度） 

第１回   戦国を生き抜いた知恵 

第 79代内閣総理大臣 細川 護煕 

第２回   倉敷と大原美術館のメッセージ 

公益財団法人 大原美術館 理事長 大原 謙一郎 

第３回   多様な寄生虫の世界 

公益財団法人 目黒寄生虫館 館長 小川 和夫 

第４回   古今東西 笛の音色 

クラリネット・篳篥・尺八奏者 トーマス･ピアシー 

第５回   生活に役立つ身近な化学 

福山大学 薬学部 教授 廣瀬 順造 

 

 

（平成２６年度） 

第１回   SKYACTIVと「マツダ モノ造り革新」 

マツダ株式会社 代表取締役副会長 金井 誠太 

第２回   ゆらぎと生命機能～２千万ワット使うスパコン，１ワットで働く脳～ 

大阪大学生命機能研究科特任教授 柳田 敏雄 

第３回   ユネスコとユネスコ世界遺産条約 

第二次安倍内閣 内閣官房参与 木曽  功 

第４回   メンタルヘルスの基礎知識～今、働く人たちに何が起こっているか～ 

福山平成大学 経営学部 経営学科 教授 小玉 一樹 

第５回   勝ち抜くためには，何が必要か～野球を通して私が得たもの～ 

NHK野球解説者 小早川 毅彦 

 

 

 

 



（平成２７年度） 

第１回   夢を力に ～いま、もっとも注目のワイン産地 北海道～ 

  ＮＰＯ法人ワインクラスター北海道 代表理事 シニアソムリエ 阿部 眞久 

第２回      福祉国家スウェーデンから見た日本の社会福祉 

日本福祉大学教授〔元ストックホルム大学大学院研究員（Ｐｈ.Ｄ．）〕 訓覇 法子 

第３回   人としての「在り方」と公益資本主義 

株式会社フォーバル代表取締役会長，公益財団法人ＣＩＥＳＦ理事長 大久保秀夫 

第４回   正義とケアの学びほぐし 

      国際基督教大学教授，東京大学名誉教授 川本 隆史 

第５回   「この道一筋６０年」漢字と知的財産権の研究 

       学校法人福山大学理事長，日本教材学会副会長 清水 厚實 

 

 

（平成２８年度） 

第 1回   遺伝子をオンにして可能性を伸ばす 

筑波大学名誉教授,公益財団法人国際科学振興財団バイオ研究所所長 村上 和雄 

第２回      マラソンと私 

               坂本直子氏〔アテネオリンピック女子マラソン日本代表〕 

第３回   ひとりじゃないよ～院内学級の子どもたちが教えてくれた大切なこと～ 

昭和大学大学院保健医療学研究科 准教授 副島 賢和 

第４回   鯨塚を巡り歩いて見えてきたものー太古から続く日本人の大自然への感謝・畏敬― 

愛媛大学 名誉教授 細川 隆雄 

特別教養講座 NHK大学セミナー 里海―SATOUMI―今、中四国の宝瀬戸内海を知ろう 

特定非営利活動法人里海づくり研究会議 事務局長 田中 丈裕 

第５回   想像するちから～チンパンジーが教えてくれた人間の心～ 

京都大学高等研究院特別教授 京都大学霊長類研究所兼任教授 松沢 哲郎 

 

 

（平成２９年度） 

 

第１回   現代医学と２１世紀病の逆襲～生物進化史から生命の内景と最先端医学を俯瞰する 

大阪市立大学医学部名誉教授 井上 正康 

第２回   アニメーション制作の現場から 

アニメーター 安藤雅司 

第３回   見えないから見えたもの 

社会福祉法人岡山ライトハウス理事長・元岡山県立岡山盲学校高等部教頭 竹内 昌彦 

第４回   未来をつくる自治体経営 

前福山市長，公益財団法人 ふくやま芸術文化振興財団 理事長 羽田  皓 

第５回   映画の現場から、世界へ！ 

映画美術監督 部谷 京子 

 

（平成３０年度） 

 

第１回   日本の教育と出版―学研社長流 変化に立ち向かうための心構え― 

株式会社学研ホールディングス 代表取締役社長 宮原 博昭 

第２回   グローバル社会における人のあり方-AMDAの活動と国際貢献から- 

認定特定非営利活動法人 AMDA（アムダ）理事長 菅波  茂 

第３回   まちづくりと妖怪・YOKAI      奥田元宋・小由女美術館館長、 

三次市学芸アドバイザー、前広島県立歴史博物館館長 植田 千佳穂 

第４回   消費者の人権～消費者被害から考える～ 

岡山県消費者教育コーディネーター 矢吹 香月 

第５回   森里海連環学が拓く、海から森を想い森から海を想う世界 

京都大学名誉教授・舞根森里海研究所長 田中  克 

 



（令和元年度） 

 

第１回   瀬戸内の民間信仰ー神仏を求めて～石鎚信仰・四国遍路～ 

東京家政學院大學名誉教授・一般財団法人古橋懐古館名誉館長 西海 賢二 

第２回   備後圏の里山・里海資本主義～知っているようで知らないその魅力と可能性 

（株）日本総合研究所 主席研究員 藻谷 浩介 

第３回   第三の生命の鎖、糖鎖、への誘い ―糖鎖が関係する身近な事例から― 

福山大学名誉教授 学長顧問 松浦 史登 

第４回   1000分の 1秒を削る挑戦～レーシングドライバーの仕事と魅力～ 

レーシングドライバー(チームアップガレージ) 小林 崇志 

第５回   別創ライフのススメ」－人生 100年時代を豊かに生きよう－ 

元 跡見学園女子大学教授 山田  満 

 

 

（令和２年度） 

 

（※）新型コロナウィルス感染症拡大防止により実施せず 

 

 

（令和３年度） 

 

第１回  AIに負けない力を育む～ことばは子どもの未来を拓く」 

IPU・環太平洋大学 教授、お茶の水女子大学 名誉教授 内田 伸子 

第２回  昔話に学ぶ幸運のヒント           関西学院大学 人間福祉学部 教授、 

災害復興制度研究所 副所長、国立民族学博物館 特別客員教授 山  泰幸 

第３回  市場は復権出来るのかおさかなと水産流通のミライ 

株式会社クラハシ 専務取締役 倉橋 彩子 

 

（※）新型コロナウィルス感染症拡大防止により、オンライン方式で実施。 

 


