学ぶとは。考えるとは。

Handai-Asahi 中之島塾
朝日カルチャーセンターとの共同講座。入会金は不要です。大阪
大学の第 4 キャンパス、大阪大学中之島センターで開講します。
知識を吸収しながら問題を発見し考察する力も養います。

大阪大学が誇る豪華な講師陣が揃い踏み。

●会場／大阪大学中之島センター（大阪市北区中之島 4-3-53）
●定員／各講座により異なります。
随時受付中ですのでお問い合わせください。
●申込先・問合先／
朝日カルチャーセンター

第45回 大阪大学公開講座
数ある国立大学の中で、初めて総合的な公開講座を
開いた大阪大学。つねに社会や人間を考えた「実学」
の精神で講義を展開し、今年で 45 年目となります。

TEL.06-6222-5224

■アンチエイジングはどこまで可能か
〜若さを保つ秘訣教えます！
森下竜一 （大阪大学大学院医学系研究科教授）
11 月 2 日（土）10:30 〜 12:00
受講料 1,575 円

■おもしろ日本語学
■アベノミクスによる
〜国会の会議のことば
「失われた 20 年」へのチャレンジ
小矢野哲夫（大阪大学大学院言語文化研究科教授） 小川一夫 （大阪大学社会経済研究所教授）
12 月 6 日（金）13:30 〜 15:00
12 月 7 日（土）13:30 〜 15:00
受講料 1,575 円
受講料 1,575 円

いったい我々は何歳まで生きられるのでしょうか？世

国会の本会議をはじめ各種委員会などで使われている

日本経済は、1990 年代に入り「失われた 20 年」と呼

界最長寿の方から考えると 120 歳までは大丈夫なよう

日本語の中には、日常生活では耳慣れない表現が使わ

ばれる長期的な景気低迷に陥りました。講座では、高

です。講座では、大還暦まで健康に健やかに過ごすた

れることがあります。昭和 22 年 6 月 23 日の第 1 回国

度成長の時期にまで遡り、このような状況を生み出し

めのアンチエイジングのテクニックを一緒に考えま

会から平成 25 年の今日まで、約 66 年。
「○○まする」

た原因について考えた上で、アベノミクスの経済政策

す。またアンチエイジングを語る以上はと、講師自ら

のように、もはや使われなくなった言い回しや、
「○○

を評価します。昨年 12 月に成立した安倍内閣は、大

15 ㎏減量に成功した、低糖質ダイエット、脂肪融解

みたいな」とか「○○というふうに思います。
」
「○○

胆な金融政策への転換によって株価の上昇と円安をも

療法、加圧トレーニング、エンダモ、ラジオ波、クル

すればなと思います。
」のように、
新しく出現した言い方、

たらしました。さらに機動的な財政政策と成長戦略と

クミン・コエンザイム Q10 などのサプリの実例をも

さらに、
「○○という形で」
「○○ところでございます。
」

いう政策により本格的な景気回復につなげようとして

とに「臨床自験」についてもお話しします。抗加齢医

のように、次第に増えてきている言い方まで、国会会

います。このようなアベノミクスは、果たして日本経

学は実践のためにあるのです。

議録検索システムを使って検証します。

済を「失われた 20 年」から脱却させる抜本的な解決

■日本の男を喰い尽くすタガメ女の正
体 〜なぜ心からの幸福感を得られな
いのか
深尾葉子 （大阪大学大学院経済学研究科准教授）
11 月 2 日（土）14:00 〜 15:30
受講料 1,575 円

■“からだ”と “あたま” の鍛え方 part2
〜私たちは、本当に自分のことをわかっ
ている？
七五三木 聡（大阪大学大学院医学系研究科准教授）
12 月7日（土）
、14日（土）10:30〜12:00
受講料 3,150 円（全 2 回）

サラリーマン家庭を呪縛する「幸福の偽装工作」とは

人生の質を高めるには、自分自身の体と心の性質を理

何なのか。高い生活水準にも関わらず平均的日本人の

解することが必要です。しかし、私たちはどの程度自

幸せ度が低いのはなぜなのか。安定収入、一戸建て、

分のことをわかっているのでしょう？実は、わかって

海外旅行など標準化された幸せのために、ガッチリ男

いるようで本当はわかっていなかったということが、

を捕まえ、月 1 万円の小遣いで夫の収入と社会的リソ

最新の脳科学より明らかになってきました。わかって

ースを吸い尽くす『タガメ女』と、自分たちは幸せな

いなかったことを認識し直し、なぜそうなのかを理解

家族であると思い込まされ、タガにはめられ思考力を

することで、自分についてだけでなく、他者について、

奪われた『カエル男』。しかしタガメ女同士もまた「マ

そして、社会について新しいモノの見方、考え方がで

マ友地獄」など共食いとみまがう見栄の張り合いで心

きるようになります。どのように人間同士が理解し合

をすり減らせていく…。今を生きる男と女はなぜこん

い、つながり合い、共に生きていくべきかという本質

なにも息苦しいのでしょうか。「女の幸せはこうあるべ

的な問題も、新しい視点を持つことで、これまでとは

きだ」のタガにはめられた「魂の植民地化」から脱す

違った解がみえてくるはずです。
（※リクエスト多数に

る方法を一緒に考えましょう。

より 2011 年 2 月の講義をベースにした内容で再登壇）

サブテーマ B

少子高齢化の「現在・未来」
■日本の少子高齢化
−小児科医の視点から
大薗恵一 （大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・

千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科教授）

10 月 30 日（水）18:30〜20:00
日本の少子高齢化は急速に進み、65 歳以上の人口比率
は 30％を超えているのに対して、15 歳未満人口は
15％以下となっています。出生数は減少を続け、2010
年には 105 万人程度となっています。日本は長寿国と
して知られていますが、平均寿命の延伸には、新生児
死亡率の低下が大きく寄与しています。小児の健康を

策になるのでしょうか、この点について議論を深めた

守る立場から少子高齢化の問題点を提示します。

いと思います。

■日本（または大阪）において、少子高
齢化・人口減少が引き起こす社会的課題
赤井伸郎 （大阪大学国際公共政策研究科教授）
11 月 1 日（金）18:30〜20:00

■大阪弁ぼちぼち講座
〜大阪弁はいつ大阪弁になったか
金水 敏 （大阪大学大学院文学研究科教授）
12 月 16 日（月）13:30〜15:00
受講料 1,575 円

日本では、今後、少子高齢化が進展するとともに、人
口減少も生じます。これらは、経済活力に加え、日本
政府および地方自治体の財政運営（歳入・歳出）にも

前回 9 月 30 日の講座「変わりゆく大阪弁」からさら

影響を及ぼします。私たちは、これらの直面する課題

に時代を遡り、大阪弁のルーツに迫ります。
「〜や」
「〜

に向けて、どのような社会を作っていかなければなら

ねん」「〜へん」「〜だす」「おます」等の大阪弁らし

ないのかを考えます。

いと感じさせる表現は、いつ頃から使われるようにな

●会場／大阪大学中之島センター（大阪市北区中之島 4-3-53） ●定員／各講座
70 名（申込先着順） ●受講料／サブテーマ B の 8 講義をすべて受講する場合
は 7,200 円。8 講義から選択受講する場合は、1 講義 1,500 円。

私たちヒトを含む有性生殖を行う生物は、バクテリア
のように増え続けるのではなく、両親の遺伝情報の半
分ずつを次世代に受け渡し、子孫に多様性を持たせる
方法を選択しました。そのためにとった生物の究極の
手段とは・・？

■老年行動学からみた高齢者のこころ
佐藤眞一 （大阪大学大学院人間科学研究科教授）
11 月 15 日（金）18:30〜20:00

■地域の成熟のための環境デザイン
−千里ニュータウンで始まっていること−
鈴木 毅 （大阪大学大学院工学研究科准教授）
11 月 22 日（金）18:30〜20:00
昨年まちびらき 50 年を迎えた千里ニュータウンでは、
良好な環境と恵まれた立地を背景に集合住宅の建替え
が進行中です。子育て世代が増え、
新しいコミュニティ
が生まれる一方で、千里ならではの風景や住まわれた

しい地域の場づくりや街の価値を共有する試みを紹介
し、計画的に造られた街が成熟する仕組みを考えます。

i 中之島塾

■ロボットを使ったヒトの身体の研究
細田 耕 （大阪大学大学院情報科学研究科教授）
11 月 29 日（金）18:30〜20:00
ヒトの身体の機能は、まだまだわからない部分がたく
さんあります。ヒトの身体を模したロボットを作り、

会社帰りにちょこっと寄り道。

ラボカフェ

●会場／アートエリア B1（京阪中之島線なにわ橋駅地下 1F コンコース）
●定員／各回により異なります。
（当日先着順・入退場自由）
●問合先／大阪大学コミュニケーションデザイン・センター

参加者が自由な議論を行う対話型プログラムです。

■シアターカフェ「詩を詠んでみる〜ポ
エトリー・リーディングのススメ」
10 月 11 日（金）19:00〜21:00

TEL.06-6850-6632

zenkyo-insoumu@oﬃce.osaka-u.ac.jp

■中之島哲学コレージュ
「みんなの哲学２」
10 月 16 日（水）19:00〜21:00

大阪大学の教員らがカフェマスターとなり、平日夜を中心に、

無料 ル

ャ
費
参加 カ フ ェ ス ペ有シ料

ラ ボ 3 日のみ 無料）
2
10 月 （学生は

■学生プレゼンテーション「阪大生に
よる企画提案 〜中之島×アート〜」
10 月 17 日（木）19:00〜20:30

「詩」は京町屋のようなもの。間口が狭く、奥行きはふ

哲学カフェでは、日常生活から科学・芸術まで幅広い

9 月からの約 1 ヶ月間、大阪大学の学生が授業の一環

かく、慣れないと暮らしづらい。じゃあ、その前に広々

テーマから毎回１つを選び、その場に集まるみなさん

として、“中之島” をテーマにしたアートイベントの企

としたエントランスを設けてはどうだろう？それが「詩

が主役となって議論を楽しみます。今回は 1 年ぶりに、

画立案に取組んで来ました。そのプレゼンテーション

を朗読すること」かもしれません。身の回りにあるこ

当日、会場にてテーマを募りたいと思います。
「こんな

を行うとともに、コメンテーターや参加者の方々と共

とばを声にだしてみるワークショップ。大人も子供も

テーマで話してみたい！」という案がある方はぜひご

に、企画実施の可能性について語り合います。定員

おねえさんも、どうぞゆるーい気持ちでご参加くださ

参加ください。定員 50 名程度。進行役／松川絵里（大

30 名程度。発表者／大阪大学「アートイベント企画ワー

い。定員 20 名程度。ゲスト／ chori（詩人）
、カフェマ

阪大学 CSCD 特任研究員）
、カフェマスター／本間直樹

クショップ」受講生、ゲスト／アートエリア B１運営

スター／中谷和代（大阪大学 CSCD 特任研究員）
、共催

（大阪大学 CSCD 教員）
、共催／カフェフィロ

委 員、カ フ ェ マ ス

／ NPO 法人フリンジシアタープロジェクト
●主催／アートエリア B1【大阪大学＋NPO 法人ダンスボックス＋京阪電気鉄道（株）
】 ●共催／
大阪大学 21 世紀懐徳堂 ●企画制作／大阪大学コミュニケーションデザイン・センター（CSCD）
、
NPO法人ダンスボックス ●協力／ NPO法人 recip［地域文化に関する情報とプロジェクト］

掲載。
は随時 HP に

予定

以降の
2013 年 11 月

SCD
ラボカフェ C

検索

ター／木ノ下智恵
子、久保田テツ（大
阪大学 CSCD 教員）

哲学、アート、科学技術、鉄道、マンガ、スポーツなど、多

大阪の道修町は、くすりの町として名を馳せた町です
が、そのくすり開発の歴史の流れは多くの製薬会社、

いわれる認知症は，他人事ではありません。認知症高

しゃべり方が時代に合ってるかどうか、分かるように

Handai-Asah

■くすりの町＜大阪＞の未来創薬
土井健史 （大阪大学大学院薬学研究科教授）
12 月 18 日（水）18:30〜20:00

の分子標的治療薬等についてお話したいと思います。

この講座を聴けば、時代劇ドラマに出てくる大阪人の

検索

的課題にはどのようなものがあるのかを考えます。

知症についても触れる予定です。今や 450 万人以上と

うした状況に対し、市民や専門家が進めつつある、新

。

とりあげます。また、これらの「未来」についての法

に向けた大阪大学における新薬開発への取組み、最近

舞伎、落語、漫才等の資料を用いて検証して行きます。

お申込みも可

（ワークライフバランス）と、高齢者雇用のテーマを

能の変化を老年行動学から考えます。この講義では認

歴史・記憶が失われるという課題も生じています。こ

ネットからの

少子高齢化時代の働き方として、仕事と育児の両立

大阪大学へと受け継がれています。本講義では、未来

ったのでしょうか。この問題を、文学作品や文楽、歌

なるかも？

■少子高齢化と働き方の変化
水島郁子 （大阪大学大学院高等司法研究科教授）
12 月 4 日（水）18:30〜20:00

記憶や自己実現などを題材にして，老いに伴う心理機

齢者のこころの世界にも思いを寄せてみましょう。

その動きを研究することによって、ヒトの身体がどう
やって動くかの謎にせまります。

■お申込み・お問合せ
大阪大学公開講座 担当

TEL.06-6444-2137

■受付期間
サブテーマＢ「少子高齢化の「現在・未来」

８月２６日（月）〜１０月２５日（金）必着
■申込方法
所定の「受講申込書」に必要事項をご記入の
１．
上、メール、FAX、郵送で送付願います。メー
ルでのお申込みは、大阪大学 21 世紀懐徳堂
ホームページから受講申込書をダウンロード
してください。
２．
送付いただいた受講申込書を確認後、受講決
定通知を、メール、FAX、郵送で差し上げます。
３．
受講決定の連絡を受けられた方は講習料を指
定の銀行口座へお振込み願います。
※サブテーマ A「大阪学の『ひと・まち』
」の申込み
は締切ました。

できます。

ダウンロード

受講申込書を

公開講座

学
第45 回大阪大

検索

岐にわたるテーマで、ゲストや参加者のみなさんで語り合う
カフェプログラムを提供しています。

工学研究所所長・鉄道芸術祭プロデューサー）
、川崎和男

事前申込優先・参加費 1,000 円・大学生
以下無料＝要学生証提示

授）
、カフェマスター／木ノ下智恵子（大阪大学 CSCD
教員）
、申込先／ E-mail：Eb1.tetsugei@gmail.com

■シリーズ：科学技術イノベーション
「 生命科学のイノベーション」
10 月 24 日（木）19:00〜21:00

●会場／大阪ガスクッキングスクール千里（千里中央駅スグ、せんちゅうPAL1F）
●申込先／大阪ガスクッキングスクール千里

アカデミクッキング

■多言語社会インドネシア
〜変わりゆくバリのことば
原 真由子 （大阪大学大学院言語文化研究科准教授）
11 月 20 日（水）18:30〜21:00

（18:30〜講義、19:30〜料理実習、20:30
〜試食＋質疑応答）

受講料 2,000 円

定員 24 名
（15 歳以上）

インドネシアではどのくらいの言葉が話されているで

TEL. 06-6871-8561（9:00 〜 17:30

祝・その他指定日除く）または、
https://www.og-cookingschool.com
●申込期間／各講座による
●講座内容の問合先／大阪大学 21 世紀懐徳堂 TEL.06-6850-6443

かってきました。オートファジーの研究は日本発といっ

11:00〜）申込多数の場合は抽選の上、申込いただいた

てもいい分野ですが、その

方全員に 10 月 23 日（水）から順次、郵便またはメー

言葉はギリシャ語が起源

ルにて当落をお知らせします。

で、オートは自分、ファジー
は食べる、を意味します。

■こまった時には自分を食べる？
〜タコもびっくりオートファジー
吉森 保 （大阪大学大学院医学系研究科教授／同大

皆が日本語を話すという状態が当たり前ですが、イン

12 月 26 日（木）18:30〜21:00

ドネシアは数百もの言語が話されている多言語社会で
す。たくさんの島々と広い領土からなる東南アジアの
大国インドネシアは、１つの国としてまとまりながら、

（18:30〜講義、19:30〜料理実習、20:30
〜試食＋質疑応答）

様々な民族、言語、文化、社会が共存しています。今

受講料 2,000 円

回の講座では、観光地で有名なバリを事例として、特

ほんとうかうそか知りませんが、タコはいざとなると

に言語に焦点をあて、インドネシアの多様性をひも解

自分の足を食べるという説があります。人間、いくら

いてみたいと思います。ヒンドゥー文化が息づくバリ

おなかがすいても、自分のからだを食べるようなこと

社会で、バリ語とインドネシア語を話すバリ人がどの

はありません。しかし、我々の体の中の細胞は、飢餓

定員 24 名
（15 歳以上）

ような言語生活を送っているのか、

状態におちいると、
「オートファジー（自食

それが社会の変化とどのように関

作用）
」という作用で、自分で自分を食べて

わっているのかをお話しします。

いるのです。最近では、単に栄養を補給す

課題料理／ピーナッツソースが香

るだけでなく、古くなった細胞内の「部品」

るインドネシアの人気定番料理（ナ

をリサイクルする、侵入してきた病原菌を

シゴレン（焼き飯）
、
サテ（焼き鳥）
、

やっつけるなど、オートファジーは「細胞

ガドガド（温野菜サラダ）
）

内消化システム」として、我々の生命を維

今回は、自食つながり、ギ
リシャつながりで、オート
ファジーのわかりやすいお
話とギリシャ風タコ料理で
す。あたらしい研究分野で
あるオートファジーを学び
ながらおなかをすかせて、
自分じゃなくてタコをいっしょに食べましょう！
課題料理／地中海風料理タコづくし（ギリシャ風タコ
のパスタ、タコとバジルのマリネ、タコのフリッター）
申込受付期間／ 11 月 1 日（金）
〜20 日（水）
（web 申
込受付は 11 月 1 日（金）21:00〜、電話受付は 11 月 7
日（木）11:00〜）申込多数の場合は抽選の上、申込い
ただいた方全員に 11 月 22 日（金）から順次、郵便ま
たはメールにて当落をお知らせします。
※2012 年 11 月
と同じ講座内容につき、本講座を初めて受講される方
を優先します。
協力／大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室

ング
アカデミクッキ

大阪大学外国語学部・大阪外国語大学の先輩を講師に迎えて。

第 2 回 大阪大学 21 世紀懐徳堂・咲耶会公開課外講座
●会場／豊中キャンパス 基礎工学部・国際棟シグマホール または、箕面キャンパス 外国学図書館 AV ホール
●定員／ 200 名 ●受講料／無料 ●事前申込不要
●問合先／咲耶会事務局（大阪大学箕面キャンパス）TEL.072-728-2327 sakuya@sfs.osaka-u.ac.jp

検索

受講料
無料

先輩の知識・見識を吸収し
ませんか。先輩の体験を聴
いてみませんか。先輩の失敗談を笑っ
てみませんか。在学生・卒業生・地域
の皆さんの受講を歓迎します！あなた
の未来へのヒントがここにあります。

■グローバル化について
〜個人として、また、企業として
少德敬雄 10 月10 日（木）13:00〜14:30

■東アジアの緊張激化と日本外交の課題
春名幹男 10 月24 日（木）13:00〜14:30

■最近の中東情勢（アラブ世界を中心に）
塩尻 宏 11 月7 日（木）13:00〜14:30

豊中キャンパス 基礎工学部・国際棟シグマホール

尖閣問題や歴史認識をめぐって東アジアの緊張が高

2011 年 1 月に始まった中東・北アフリカでの民衆蜂

一個人として、また企業として、グローバル化にどう

まっている。それに加えて、中国とアメリカの戦略的

起は、瞬く間にチュニジア、エジプト、リビア、イエ

対立も向こう 10 年間で重要な段階を迎える。なぜ、

メンなどの長期独裁政権を崩壊させたが、シリアでは

何が、問題なのか、深層から考え直してみたい。平和

未だ抗争が続いている。変革期を迎えたアラブ世界の

と安全のために、日本は日米中関係をどのように構築

情勢を概観し、今後の行方を展望してみたい。講師略

洋経済協力〜ビジネス協議会・日本委員 2006-2008。

すべきか、についても考察する。講師略歴：ドイツ語

歴：アラビア語学科／ 1967 年卒

■現地語を通してこそ見える南アジア
の歴史と文化
山根 聡 10 月17 日（木）13:00〜14:30

学科／ 1969 年卒

東調査会・副理事長、元駐リビア大使。

同通信ワシントン支局長、元名古屋大学大学院教授。

略歴：英語学科／ 1963 年卒 咲耶会会長、
元パナソニッ

大学連携プログラム）

ク株式会社副社長・海外担当、元 APEC 〜アジア太平

麻疹などの感染症には二度かからないと言われますが、

持するためにものすごく重要であることがどんどんわ

受付は 10 月 1 日
（火）
21:00〜、
電話受付は 10 月 8 日
（火）

学院生命機能研究科教授）

ける科学・技術教育研究拠点（STiPS、大阪大学・京都

■免疫クロカフェ・教授と秘書の免疫
トーク「先生、免疫ってなんですか？」
10 月 25 日（金）18:30〜20:30

申込受付期間／ 10 月 1 日（火）
〜20 日（日）
（web 申込

しょうか。日本では、方言の違いはあるものの、ほぼ

対峙するかを、特に現役学生諸氏と対話したい。講師
（デザインディレクター・大阪大学＆名古屋大学 名誉教

■ラボカフェスペシャル／鉄道芸術祭
関連企画「上方本談、どこまでも話す
年 其の二」『松岡正剛 × 川崎和男対談
「“知” と “ち” が急行する」』
10 月 23 日（水）14:00〜16:00

大阪大学×大阪ガス

大阪ガスとの共同講座。知的好奇心を刺激する専門分野の講義
の後、講義にちなんだ料理をつくる、従来にない切り口の公開
講座です。学問することの面白さを実感していただく試みです。

●申込先・問合先／大阪大学公開講座担当 TEL.06-6444-2137
kousya-syagaku-renkei2@oﬃce.osaka-u.ac.jp

■子孫繁栄のために生物が選択した究
極の手段とそのリスク
篠原美紀 （大阪大学蛋白質研究所准教授）
11 月 13 日（水）18:30〜20:00

料理が開く、学問のトビラ。

これには免疫記憶という体の機能が関係しています。

箕面キャンパス 外国学図書館 AV ホール

科学技術が社会にとってより良いものとして発展して

免疫記憶研究の第一人者である黒崎知博さんが話題提

現地語習得とその運用は、外国語学部の学生にとって

いく条件とは何か？各界で活躍するフロントランナー

供し、黒崎研究室の文系秘書が “専門的で難しい” 説明

必須の課題であることは言うまでもない。南アジアに

2008 年の伝説的イベント『連塾 JAPAN DEEP2「浄土に

をお招きし、
「社会の中のイノベーション」という観点

に質問のメスをいれます。教授 vs 秘書の熱い対話の免

関し、英語による情報だけでは全容の理解が困難な場

焦がれて、刹那に遊ぶ。
」
』で共演した、知の巨人・松岡

から刺激的な時を共有するこのシリーズ、第 8 回は、

疫クロカフェに是非加わってみませんか。定員 30 名程

合があり、それを補うためには現地語習得が不可欠で

正剛と希代のデザイナー・川崎和男による本格対談を決

山中教授のノーベル賞受賞で注目された、京都大学 iPS

度。ゲスト／黒崎知博（大阪大学免疫学フロンティア研

ある。本講座では、ウルドゥー語を運用することで見

行します。あらゆる未知と既知の世界を編集工学する

細胞研究所の八代嘉美さんに、生命科学のイノベーショ

究センター特任教授）
、ファシリテーター（進行役）／

えてくる南アジアの諸相を 、図版等を用いながら紹介

松岡の “知” と、デザインという “解” において川崎が常

ンについてお話を伺い、その未来を幅広く議論します。

津村明子（大阪大学免疫学フロンティア研究センター特

したい。講師略歴：インド・パキスタン語学科 = ウル

用する「いのち・きもち・かたち」の “ち”。その異質で

定員 50 名程度。ゲスト／八代嘉美（京都大学 iPS 細胞

任助教）
、カフェマスター／中尾真美（大阪大学免疫学

ドゥー語／ 1986 年卒 現大阪大学教授、在パキスタ

あり同質でもある二人の“知” と “ち” について多いに語っ

研究所 上廣倫理研究部門 特定准教授）
、カフェマスター

フロンティア研究センター特任事務職員）
、主催／大阪

ン日本国専門職員、2008 年・2013 年に日本政府の選

て頂きます。定員 80 名程度。ゲスト／松岡正剛（編集

／ 神里達博（大阪大学 CSCD 教員）
、主催／公共圏にお

大学免疫学フロンティア研究センター分化制御研究室

挙監視団員として パキスタンに派遣される。

豊中キャンパス 基礎工学部・国際棟シグマホール

早稲田大学大学院客員教授、元共

豊中キャンパス 基礎工学部・国際棟シグマホール

公益財団法人

中

■プロフェッショナルを目指しましょう！
増井麻里子 10 月31 日（木）13:00〜14:30

■グローカルな視点で伝える
〜ビルマ語を話すアナウンサーの奮闘記
小川真由 11 月14 日（木）13:00〜14:30

転職 4 回の私のキャリアをご紹介します。最近、外大

抽選で決まったビルマ語に苦労した 5 年間の学生生活。

箕面キャンパス 外国学図書館 AV ホール

で学んだ文化人類学や哲学、歴史などを仕事に活かし
ています。こういうものこそ社会人になってから勉強
するのは難しいですよ。経済は経済学だけでは語れな
いと最近つくづく感じています。外大出身で本当によ
かったです。講師略歴：フランス語学科／ 2000 年卒、
国際協力銀行、エコノミスト。

箕面キャンパス 外国学図書館 AV ホール

今では、日本で唯一のビルマ語を話すアナウンサーに
なりました。講演では、学生時代に学んだこと、それ
が今の仕事につながっていることなどを、ざっくばら
んにお話ししたいと思っています。講師略歴：国際文
化学科 日本語専攻・副専攻ビルマ語／ 2008 年卒 大阪
放送株式会社 = ラジオ大阪 報道部 アナウンサー

咲耶会（さくやかい）は、大阪大学外国語学部、大阪外国語大学の同窓会として、会員・教員および在学生との相互連絡・交
流および親睦を図り、母校の発展に資することを目的として活動しています。

