～「食」「農」「環境」などを活かした
新たな地域づくりを進める意欲ある
実践的人材を育成します～

受講生
募集中
高校生以下無料

平成27年度産業系人材養成講座
受講生 桐山 遼子さん 作品

春の宮島沼

平成27年度の講座風景です。本年度の講座の内容とは一致していません。

各種講座を用意して、多くの市民の皆さんの受講をお待ちしています。
また、美唄市民に限らず、どなたでも受講することができますので、
ぜひ、この機会に受講してみませんか。
活力あふれるまちづくりを進めるためには、多様な人材の育成に向けた展開を図っていくことが重
要なことから、専門教育や高等教育を受ける機会を地元に用意することが、まちの将来を展望したと
きに不可欠と考えています。このことから、札幌国際大学、札幌大学及び札幌大谷大学等にご協力を
いただき「美唄サテライト・キャンパス」を平成24年度から開設しています。なお平成28年度より多
くの講座は道民カレッジ連携講座、美唄市職員研修認定講座、地域人材育成事業認定講座に認定され
ております。

美唄サテライト・キャンパス運営協議会
（美唄市、美唄市教育委員会、美唄商工会議所、美唄観光物産協会、㈳美唄地域人材開発センター運営協会）

協力：札幌国際大学、札幌大学、札幌大谷大学、酪農学園大学
協賛：南空知ふるさと市町村圏組合

--------------------------------------------------------------申込先：美唄市教育委員会 サテライト・キャンパス推進室
電話：０１２６－６３－０１３３（直通）

平成２８年度 講座日程

どの講座も受講に条件はありません 自由に受講が可能です
職 美唄市職員研修認定講座

道民カレッジ連携講座
道民カレッジに賛同し実施する講座です

講

地域人材育成事業認定講座

美唄市の職員研修(自主研修)として実施する講座にも認定されています

座

受講
日数

名

受講料

地域人材育成事業にも認定されています

６月

７月

８月

９月

１０月

１ 産業系人材養成講座 平日の夜
1 コンパクトシティ美唄を考える人になりませんか
札幌大学 教授 小山 茂

職

３日間

職

３日間

2 経営者・管理者のためのビジネス交渉講座
札幌大学 教授 御手洗 昭治

全3回 3,000円

14,21,28

1回 1,500円

ピパオイの
里プラザ

全3回 3,000円

11,18,25

1回 1,500円

ピパオイの
里プラザ

２ まちづくりを担う人材養成講座 平日の夜
3 プレゼンテーション能力のＵＰ！

職

札幌国際大学 短期大学部 講師 小林 純
4 ディベートに挑戦してみよう！

職

札幌大谷大学 講師 岡部 敦
5 企画立案能力のＵＰ！

職

札幌国際大学 准教授 関 憲治

全3回 3,000円

３日間

1回 1,500円
全4回 4,000円

４日間

３日間

1回 1,500円

7,14,21
ピパオイの
里プラザ

28, 5,12,19
ピパオイの里プラザ

全3回 3,000円

12,13,16

1回 1,500円

ピパオイの
里プラザ

３ 市民教養講座 土曜日または日曜日の日中
6 農からつながる健康づくり
酪農学園大学 准教授 杉村 留美子
酪農学園大学 講師 小林 道
酪農学園大学 准教授 山口 太一
7 美術講座 縁起物の土鈴<どれい>づくり（特別編）

全3回 1,200円

３日間

1回 500円

2,9,16
市役所３階
委員会室
２階大会議室

21

1回 1,600円

１日間 要 別途材料費等

札幌大谷大学 教授 松隈 康夫

札幌大谷
大学

1,400円

8 知っておきたい身近な法律学！

27, 3,10

全3回 1,200円

３日間

札幌大学 准教授 上机 美穂
9 健康なからだを捉えなおす

市役所２階大会議室
３階委員会室

1回 500円

10,17

全日 1,600円

２日間

札幌大学 教授 瀧元 誠樹
10 再発見！美唄の炭鉱遺産

市役所２階
大会議室

1日間 1,000円

24, 1

全日 1,600円

２日間

札幌国際大学 教授 吉岡 宏高

市役所２階
大会議室

1日間 1,000円

美唄市内

※１回ごとの受講もできます。各講座とも事前の申し込みが必要になります。
※高校生以下の受講料は「無料」とします。（ただし、高校生以下の定員は全体の１割程度）
美術講座については、高校生以下も材料費等は負担していただきます。
※受講申込人数によっては、会場が変更になる場合がありますので、その際は別途ご案内いたします。

１ 産業系人材養成講座 各回・平日の夜
職
講座名

実施日時

講師

コンパクトシティ美唄を考える人になりませんか
〔講座番号 1〕定員40名 全３回 3,000円、１回 1,500円
～主役は地域の商店主あるいは美唄大好き人間（集合！）美唄市の都市構造から共創しましょう～
実施場所：ピパオイの里プラザ１階多目的ホール
職
美唄市は、1954年（昭和29年）約9万人が住む街でした。2015年10月1日現在の全国の自治体構成は790市であり、美唄市は面積
277.69ｋ㎡で269位、人口密度83.36ｋ㎡で704位、人口23100人で752位となっており、人口はピーク時の約１／４になりました。
この講座では、美唄市の将来の規模を考えると共に、今できる美唄の魅力を皆さんと共に共創し、実践への課題を探ります。
１．都市構造の評価に関するハンドブックの概要 〔講座番号 1‐①〕
～どんな指標で評価されているか把握～
＜札幌大学地域共創学群地域創生専攻で実施していること＞

9月14日(水）
18：30～20：00

２．儲かりそうなことは失敗を恐れず即実践
〔講座番号 1‐②〕
～例えば：まちおこしレター・街元気・事業構想～
＜皆さんが普段勉強していることを共有する場づくり＞

9月21日（水）
18：30～20：00

３．実際に企画をプレゼンテーション
～美唄の良さをみんなで語ろう～

9月28日（水）
18：30～20：00

〔講座番号 1‐③〕

札幌大学
地域共創学群
教授 小山 茂

道民カレッジ連携講座

職 美唄市職員研修認定講座

地域人材育成事業認定講座

経営者・管理者のためのビジネス交渉講座

〔講座番号 2〕 定員40名 全３回 3,000円、１回 1,500円
職
～「腹芸」、「誠意」、「そこを何とか…」はどこまで通じるのか？～
実施場所：ピパオイの里プラザ１階多目的ホール

ネゴシエーション(交渉)の語源はラテン語に由来するが、ビジネス・行政の管理職の対外折衝、商談から社内の意見調整、説得まで交渉当事者の
相互関係をキープし強化する「ハーバード流交渉戦略」の一端を紹介します。ビジネスのグローバル化とTPP、世代間・上司と部下の価値観のギャッ
プの拡大、これらがもたらす紛争、ぶつかり合いを解消するためには有効な問題解決型交渉のノウハウを培うことが不可欠である。
〔講座番号 ２‐①〕
札幌大学 経営学類
・日本文化における「交渉」と異文化（TPP参加国）などにおける「ネゴシエーション」のコンセプト
教授 御手洗 昭治
10月11日（火）
やパーセプション（認識、理解、知覚）とは？・欧米の交渉代表と日本の交渉代表の相違点・類
18：30～20：00
似点・つわ者どもとの対外交渉・交渉学教育で日本は後進国（ハーバード大学の経済学ノーベ
ル賞受賞者の意見）
〔講座番号 ２‐②〕
10月18日（火）
・日本流交渉術とハーバード流交渉術とは？・人の心理（社会的発達ステップと見えない人々の
世界観と交渉姿勢とは？）(管理職は組織・社会集団・異文化との対応の仕方（交渉対策）を見
18：30～20：00
据えているか？）
〔講座番号 ２‐③〕
10月25日（火）
・エゴグラムと組織内・外の人物とコミュニケーション・交流分析（自我の状態・パーソナリティの
種類と構造の５つの因子で分析する）・組織の部下・上司の分析と交渉スイル[CP型・NP型・A
18：30～20：00
型・FC型・AC型]

参照／『問題解決をはかるハーバード流交渉戦略』御手洗 昭治編著（ゆまに書房：2014年 \1,800）

２ まちづくりを担う人材養成講座 各回・平日の夜
講座名
プレゼンテーション能力のＵＰ！
～もう一度プレゼンテーションを考えてみませんか～

実施日時
職

講師

〔講座番号 3〕定員40名 全3回 3,000円、１回 1,500円
実施場所：ピパオイの里プラザ１階多目的ホール

仕事や企画で｢プレゼンテーション力｣は重要で大事な表現手法です。自分の意見や考え方・アイディアを相手にわかりやすく表現し
たり、正しく伝えるための方法について、実習を交えながら身につけることができます。
札幌国際大学
6月7日（火）
１．プレゼンテーション① 〔講座番号 ３‐①〕
短期大学部
～いかにわかりやすく表現し、正しく伝えるか～
18：30～20：00
講師 小林 純
２．プレゼンテーション② 〔講座番号 ３‐②〕
～伝えたいことを確実に伝えるために～

6月14日（火）
18：30～20：00

３．プレゼンテーション③ 〔講座番号 ３‐③〕
～聴き手がうなずく表現力を身につける～

6月21日（火）
18：30～20：00

ディベートに挑戦してみよう！

職 〔講座番号 4〕定員40名 全４回 4,000円、１回 1,500円
～根拠のある提案の仕方と、意味のある議論の方法について考える～ 実施場所：ピパオイの里プラザ１階多目的ホール

新しいプランを提案したいが、なかなか理解が得られない。自分がこんなに考えているのにどうして・・?この提案は、現状を踏まえているのだろうか?
議論がまったく噛み合わず時間ばかりかかっているが何も決まらない・・。といったことで悩んだ経験はないでしょうか?何かを提案するにはそれなりの
やり方があります。人と議論するには相手の主張を良く聞くことが必要です。ディベートの手法を知ることで、より良い合意形成の仕方を考えてみませ
んか?（昨年度の反省を踏まえ１コマ分追加しての開講です)
１．ディベートとは何か？〔講座番号 ４‐①〕
〜提案の仕方と議論の仕方〜
２．ディベートに挑戦してみよう① 〔講座番号 ４‐②〕
〜具体的な提案とそのメリットとデメリットを考えてみよう！〜
３．ディベートに挑戦してみよう② 〔講座番号 ４‐③〕
〜反駁(はんばく）と反論の違いとは？ちゃんとした議論とは？〜
４．ディベートに挑戦してみよう③ 〔講座番号 ４‐④〕
〜これまでのまとめ〜

6月28日（火）
18：30～20：00
7月5日（火）
18：30～20：00
7月12日（火）
18：30～20：00
7月19日（火）
18：30～20：00

札幌大谷大学
社会学部
講師 岡部 敦

企画立案能力のＵＰ！

職 〔講座番号 5〕 定員40名 全３回 3,000円、１回 1,500円
～グループワークを通して企画立案能力向上を目指す！～
実施場所：ピパオイの里プラザ１階多目的ホール
受講生の皆様が働き、暮らしている地域が抱えている問題・課題を絞り込み、解決方策を考える演習を通じて、企画立案を行うため
に必要な基礎的能力の向上を目指します。具体的には、発想の出し方、情報の整理・構造化の方法などをグループワーク形式の体験
学習を通じて学びます。講義中心ではなく演習にウエイトを置いた講座です。
１．発想の出し方を学ぶ 〔講座番号 5‐①〕
～演習①地域が抱える問題・課題について発想する～

9月12日（月）
18：30～20：00

２．情報の整理・分析方法を学ぶ 〔講座番号 5‐②〕
～演習②地域が抱える問題・課題を整理・構造化する～

9月13日（火）
18：30～20：00

３．解決方策の作り方のポイントを学ぶ 〔講座番号 5‐③〕
～演習③地域が抱える問題・課題の解決方策を考える～

9月16日（金）
18：30～20：00

札幌国際大学
スポーツ人間学部
准教授 関 憲治

３ 市民教養講座 各回・土曜日または日曜日
講座名
農からつながる健康づくり

実施日時

講師

〔講座番号 6〕 定員40名 全３回 1,200円、１回 500円

～食事・食行動・運動を中心に～

実施場所：美唄市役所 ３階委員会室／２階大会議室
健康の維持・増進のための食生活や運動について、様々な話題をもとに学んでいきます。
酪農学園大学農食環境学群 准教授 杉村留美子

１．「わかってはいるけど食べてしまう」を減らすために
―行動科学を用いて健康的な食生活を― 〔講座番号 6‐①〕
～新鮮な野菜を中心とした食事は理想の食生活です。しかし過食や偏食を繰り返して
しまうこともあります。食行動の変容や意思決定に働きかける行動科学の技法を用い
て自身が出来る理想の食生活を考えてみませんか。～

7月2日（土）
10：00～11：30

酪農学園大学農食環境学群 講師 小林 道

２．農産物の栄養と健康について 〔講座番号 6‐②〕
～野菜などの農産物には、栄養が豊富な時期とそうでない時期があります。この回で
は、美唄産の農産物を中心に、健康づくりに関係する食材または食事内容について学
びます～

３．美唄に根ざした健康体操の実践 〔講座番号 6‐③〕
～農作業をはじめ仕事の疲労を起こりにくくするためには事前の体力強化と事後のセ
ルフケアが大切です。しかしながら、忙しくてそのような時間はないというのが正直なと
ころではないでしょうか？そこで，本講座までに無理なく日常生活に取り入れることが
でき、しかも美唄に根ざした健康体操を考案します。本講座ではその体操を皆さんで
楽しみながら実践しましょう～

美術講座 縁起物の土鈴<どれい>づくり（特別編）
～世界で１つだけの土鈴を作ろう～

7月9日（土）
10：00～11：30
酪農学園大学農食環境学群 准教授 山口 太一

7月16日（土）
10：00～11：30

〔講座番号 7〕 定員20名 全１回 1,600円
材料費等 1,400円 合計3,000円
実施場所：札幌大谷大学アトリエ

土鈴（どれい）は粘土を焼成してつくる鈴です。初詣の時、神社などで干支の輪をご覧になったことが有ると思います。
今回は世界に一つだけの縁起ものの素焼きの土鈴をつくります。
１．自由な形の土鈴をつくりましょう
〔講座番号 7〕
（大きさは５～７c㎡くらいです)
２．午前中に製作したものの中をくりぬき鈴子を入れ成型します
※事前に作りたい形をお決めください。
※汚れますので、汚れても良い服装でお越しになるか、エプロン等をご用意ください。

8月21日（日）
9：30～16：00

札幌大谷大学
芸術学部
教授 松隈 康夫

※協議会でバスを用意しますので、当日は、市役所に午前8時00分までに集合してください。
※各自、昼食、飲み物をご用意ください。
※教材費等として、受講料とは別に一人1,400円負担していただきます。
※高校生以下の受講料は「無料」ですが、教材費等は負担していただきます。

知っておきたい身近な法律学！

〔講座番号 8〕 定員40名 全３回 1,200円、１回 500円

～家族問題・マイナンバー制度について～

実施場所：美唄市役所２階大会議室／３階委員会室
法律は、「難しい」「面倒」といったイメージを持たれがちですが、本当は、皆さんの日常生活とも非常にかかわりがあります。
この講座では、「身近な法律学」をテーマに、ここ数年で話題となっている事柄を、法律的な観点から考えていきます。
１．愛する二人別れる二人(家族の問題Part１）結婚・離婚
〔講座番号 8‐①〕
結婚や離婚をめぐる状況は、我国の家族法が制定された時代とは大きく異なってきました。そ
のことが、現在さまざまな問題を生んでいます。この講座では婚姻と離婚をテーマに、法律と
裁判の現状から、今後の婚姻と離婚を考えていきます。
２．死んだらどうなる？私の財産(家族の問題Part２）相続
〔講座番号 8‐②〕
相続問題は、多くの人が身近に感じる法律問題です。しかし、問題だと思っていても、基本的
な仕組はよく理解していない方も多くいます。この講座では、相続の基本的な仕組、よく生じ
る問題をわかり易く説明し考えていきます。
３．マイナンバーがやってきた（マイナンバー制度について） 〔講座番号 8‐③〕
今年1月から「マイナンバー制度」が始まりました。しかし、番号は受取ったがそれをどうしたら
良いのか、手持無沙汰になっている方が多くいます。この講座では、マイナンバー制度とはな
にか、何が問題なのか、マイナンバーをどう扱うべきかについて、考えていきます。

8月27日（土）
10:30～12:00
9月3日（土）
10:30～12:00
9月10日（土）
10:30～12:00

札幌大学 法学専攻
准教授 上机 美穂

道民カレッジ連携講座

健康なからだを捉えなおす

職 美唄市職員研修認定講座

地域人材育成事業認定講座

〔講座番号 9〕 定員40名 全２回 1,600円、１回 1,000円

～古武術から見るからだの使い方を通して～

実施場所：美唄市役所２階大会議室
古武術における基本でもあり、奥義にもつながる身体技法に触れていただきます。理論と実践を通して、からだのあり方や身心の捉
え方、パフォーマンス向上などへの気づきをもたらします。
札幌大学
１．からだが劈（ひら）かれるとき 〔講座番号 9‐①〕
～自己と他者の関係性を捉えなおす～
9月10日（土）
スポーツ文化専攻
竹内敏晴の劈（ひら）く概念と古武術での相手を受け入れる技法について解説します。後半で
9:00～12:10
教授 瀧元 誠樹
は、からだの柔らかさを実感する技を体験します。
２．劈（ひら）かれたからだを求めて 〔講座番号 9‐②〕
～股関節の柔らかさと軸を捉えなおす～
コンディションを整えるための体操を紹介します。特に、股関節の柔らかさと軸感覚を養うこと
を意識し、武術的攻防の意味も含めて解説します。

9月17日（土）
9:00～12:10

※筆記用具、運動ができる服装、靴、飲み物などをご用意ください。 ※晴天の場合、屋外で活動することもあります。

再発見！美唄の炭鉱遺産

〔講座番号10〕 定員35名 全２回 1,600円、１回 1,000円

～そらち『炭鉱（やま）の記憶』ガイドマニュアル（美唄市版）をもとに～

実施場所：美唄市役所２階大会議室／美唄市内
空知総合振興局が作成した炭鉱遺産のガイドマニュアルを手かがりに、炭鉱の生産・社会システムや、石炭産業をとりまく時代背景
の変化などを学び、地域資源としての炭鉱遺産の意義や価値を学びます。座学と現場実習をセットで展開するユニークな講座です。
１．机上で学ぶ−炭鉱遺産の意味と価値 〔講座番号 10‐①〕
札幌国際大学
観光学部
そらち「炭鉱の記憶」ガイドマニュアルを手がかりに、炭鉱という巨大なシステムを理解する知
9月24日（土）
識を学びます。石炭産業を取り巻く時代変化、石炭生産の仕組み、炭鉱社会の構造と特徴な
教授 吉岡 宏高
13：00～16：10
どから、美唄の炭鉱の特徴を浮き彫りにします。

２．現場で学ぶ−炭鉱遺産を歩く 美唄市内フィールドワーク 〔講座番号 10‐②〕
講義で得た知識を、実際の現場を歩いて確認しながら学びます。
（東明〜盤の沢〜我路〜旭台付近を、バスに乗り降りしながら歩く予定です）
フィールドワーク参加のご注意
※協議会でバスを用意します。(美唄市役所に12時50分まで集合してください）
また各自飲み物をご用意ください。
※雨天決行です。 歩きやすい格好でご参加ください。

10月1日（土）
13：00～16：10

＜平成27年度の協働事業について、ご紹介します＞
【写真左】「札幌国際大学卓球部によるレッスン・
交流試合第１弾・第２弾」で、卓球技術のレッス
ンのほか、学生との交流試合を実施。
札幌国際大学
【写真右】「がんばれ美術の時間オオタニアート
キャラバン」（茶志内小学校）。移動展覧会と
ワークショップ「つくろう！アニマルランド｣を実施。
札幌大谷大学
【写真左】「札幌国際大学シアターオーケストラ
による、美唄市内の吹奏楽団体との合同演奏」
で、美唄市文化祭の音楽祭に、美唄サテライト・
キャンスｗｉｔｈ札幌国際大学として出場。
札幌国際大学
【写真右】「親子参加型ふれあいコンサート第１
弾・第２弾」を進徳保育所、茶志内双葉保育園、
峰延保育所、認定こども園ひまわり、中央保育所、
美唄めぐみ幼稚園、西保育所、東保育所で実施。
宿泊先のゆ～りん館、アルテピアッツァ美唄でも
演奏。
札幌国際大学
【写真左】「大学の体育・文科系クラブの合宿に
ついての調査研究」で、札幌国際大学卓球部が
合宿練習と市内ジュニア学生との交流試合を実
施。
札幌国際大学
【写真右】「美唄尚栄高等学校での出前授業」で、
７科目の出前授業を実施。
札幌国際大学・札幌大谷大学・札幌大学

美唄サテライト･キャンパス受講申込書
ふりがな

氏

名

住

所

年齢
〒

歳

性 別

男・女

（アパート･マンション名も記入してください。）

１会社員 ２会社役員 ３公務員・団体職員 ４農・林業 ５自営業 ６ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ
７主婦（家事専業） ８高校生 ９学生 10無職 11その他（
職

）

業
※差支えの無い方は勤務先名をご記入ください。地域人材育成事業を活用予定の場合は必ずご記入ください。

（

）

電話番号

携帯電話番号

eメールアドレス

電話番号又は携帯電話番号は、万が一の場合の連絡の際を考えて、必ず記入してください。
個人情報は、美唄サテライト･キャンパスに関してのみ使用し、他で使用することはありません。
地域人材育成事業(市内中小企業等)をご利用する場合は人材育成欄に○を記入してください。
講座番号

人材
育成

受

a. 全回受講
b. １回分だけ受講（
a. 全回受講
b. １回分だけ受講（
合

講

内

容

月

日の講座分）

月
計

日の講座分）

受

講

料

円
円
円

〔留意事項〕 ・上記申込書に必要な事項を記載して、受講料を添えてお申込みください。
（遠隔地に在住の方はご相談ください）
・また、受講生の都合により講座を欠席した場合は、返金いたしませんのでご理解願います。
・自家用車でお越しの方は、それぞれの会場の駐車場をご利用ください。
〔申 込 先〕 美唄サテライト･キャンパス運営協議会
(事務局：美唄市教育委員会 サテライト・キャンパス推進室)
〒072-8660
美唄市西3条南1丁目1番1号
電話 0126－63－0133 Ｆａｘ 0126－62－1088
美唄サテライト・キャンパス
メール bsc@city.bibai.lg.jp
ホームページ http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2015092900129/

検索

地域人材育成事業をご利用希望の事業主の皆様へ
今年度より中小企業等の経営者・役員または従業員が美唄サテライト･キャンパス運営協議会が行う一部講座を受講し修
了した場合、受講料の７割を中小企業等に助成いたします。
（限度額：１研修１人当り５万円以内、１中小企業等につき１年間１０人以内）
講座修了が条件となります。（全回出席） 講座修了後美唄市経済部に手続きをしてください。
お申込みの際には申込用紙の人材育成欄に○をご記入ください。

会場周辺地図

