英会話特別コース

開催概要

16名 回数： 3回
時間：15:30〜17:00

English Summer Challenge!

定員：

「リスニング＆スピーキングを楽しく」

教材： 講師より配布いたします。

英語は外国人とのコミュニケーションツールです。楽しくネイティブのように会話するには、英語特有の
ユーモア、文化、習慣を知ることが必要です。簡単な単語、構文の会話を題材に、
『聞いて話す』トレー
ニングを集中的に行います。海外からのお客様に通じる英会話表現を取得しましょう！

第1回

第2 回

8/ 27 火

9 /10 火

目標

テーマ

第3 回

受講料：

講
師

9/24 火

7,500円 3回一括のみ

まえだ

くみ

前田 久美 英語講師

愛知県出身。インターナショナルスクール高校課

ネイティブの表現で英会話が自然に発話できることを目指しています。
3回のレッスンで学習の勘所をつかんでいただくことを目標にします。
講義に使う会話を覚え、
ためらわず発話しましょう。

イダホ州)で Business Administrationを専攻。

第1回 デパートでの買い物 「値段はお手頃ですね！」
第2回 旧友との再会 「ちょっと、いいことがありまして。」
第3回 レストランで食事 「ステーキの焼き加減は？」

る。大学、大手企業で英会話、TOEIC対策、
ビジネ

程卒業後、Boise State University(アメリカ ア

同志社講座
− 2019秋学期 −

卒業後日本の大手企業で英語力を生かし勤務。そ
の後英語講師に。以来25年以上英語教育に携わ
ス英会話などのクラスを担当。明るく分かりやすい
授業と英語力を定着させる指導を行っている。

同志社講座2019秋学期

お申込み受付中
WEB

同志社大学東京オフィス

検索

同志社大学HP 東京オフィス＞メニュー＞講座のお申込み
お申込みフォームをご利用ください。

https://tokyo-oﬃce.doshisha.ac.jp/entry/entry.html
FAX

03-6228-7262

同封のお申込み用紙に必要事項を記入し、FAXにてお送りください。

窓口

同志社大学東京オフィスで直接お申込みができます。
受付にお申込み用紙をお渡しください。
受付時間 平日9：00〜17：00

同志社大学 東京オフィス
平日 9：00〜17：00
〒104-0031

東京都中央区京橋2丁目7番19号
京橋イーストビル3階

（中央通り沿い 明治屋ビル向かい １階にみずほ銀行）

TEL：03-6228-7260
FAX：03-6228-7262
E-mail： ji-toky1@mail.doshisha.ac.jp

https://tokyo-oﬃce.doshisha.ac.jp/
同志社大学東京オフィス

検索

東京メトロ有楽町線
「銀座一丁目」
駅7番出口 徒歩5分
徒歩6分
●
● 東京メトロ銀座線
都営浅草線
「宝町」
駅
「京橋」駅
A5〜A7出口 徒歩3分
6番出口 徒歩1分
● JR
「東京」駅

八重洲南口

●

同志社大学 東京サテライト・キャンパス
Tokyo Satellite Campus, Doshisha University

−同志社講座 2019秋学期−

−同志社講座 2019秋学期−

「生きる力を育む

開催概要

『こどもの睡眠』
を考える」

定員：
時間：

近年、世界で一番睡眠時間が短いといわれる日本のこどもたち。
しかし、脳の神経組織は、胎児期から乳幼児期の睡

24時間周期の概日リズムをつくることにあります。こどもたちの健康的な成長に重要な意味を持つ「睡眠」につい

「こどもの眠りのメカニズムを知る」

みいけ

講師

4回

13：30〜15：00
15：10〜16：40

受講料：

て考えます。

第1回
2 /22(土)

回数： 全

資料： 講師より配布いたします

眠中に発達します。この時期の睡眠不足や生活リズムの乱れは、
やがて学力に、そして健康に影響を与えることが指
摘されています。将来にわたって健やかな日々を過ごすためのはじめの一歩は、地球における社会生活に必要な

100名

12,000

てるひさ

三池 輝久 熊本大学名誉教授／小児神経科医

定員：

10/5 , 10/12 , 10/19

13：30〜15：00
教材： 講師より配布いたします

にいぜき

講師

4回

時間： 11：00〜12：30

受講料：

「行動経済学で分析する株式市場」

回数： 全

9/21

予想する
「テクニカル分析」の両面から、
今後の日本株式市場の動向や個別銘柄を見る視点を養います。

第1回
9 /21(土)

100名

12,000円 4回一括のみ

みきよ

新関 三希代 同志社大学 経済学部教授
慶應義塾大学商学部卒。同大学院修士課程商学研究科修了。大

経済学は、経済主体における
「合理性」のもとに、
シンプルなモデ

業後、熊本大学小児科入局。米国ウエスト・ヴァージニア州立

11:00〜12:30 ルで複雑で多種多様な経済事象を説明します。しかし現実の人

方で、脳科学、医学、生理学研究の充実によって、睡眠と脳の発達の関係、
エネル

大学留学などを経て熊本大学医学部発達小児科教授、熊本

間は非合理な意思決定を行っており、
この「非合理性」に着目したのが「行動経済

経済学会などでは選挙管理委員を務める。著書に『マクロ経済

ギー生産性との関係などの解明が少しずつ進み、そこからこどもの睡眠の特徴

大学医学部附属病院長を務める。2008年、兵庫県立リハビ

学」です。この講義では、人間がいかに非合理な行動をとるのかを説明し、
ファイ

学の視点』。専門分野は金融工学。行動ファイナンスという新し

や重要性もわかってきました。まず、そのメカニズムと役割を知ることから、
こど

リテーション中央病院に「子どもの睡眠と発達医療センタ

ナンスの分野で実証される
「アノマリー」を行動経済学の観点から説明します。

い金融理論の実証分析が中心。新関ゼミでは毎年ゼミ生を日経

もの睡眠を理解しましょう。

ー」を開設、13年までセンター長。30年間にわたり、子ども

13:30〜15:00 が得られつつありますが、未だ解明の途上にあります。しかし一

第2 回
2 /22(土)

生児・乳幼児期睡眠障害と発達障害の関連について調査・研

「こどもの眠りのために大事なこと」

究活動に力を注ぐ。
著書に
『子どもの夜ふかし 脳への脅威』
（集英社新書）
『いま、小児科医に必要な実践臨床小児睡眠医学（共編著）』

睡眠は、ただ眠りさえすればよい…という単純な問題ではあり

15:10〜16:40

（診断と治療社）
『 赤ちゃん学で理解する乳児の発達と保育

ません。日に日に新しいことを学習し続けるこどもたちの活発

第1巻 睡眠・食事・生活の基本（共著）』
（中央法規出版）
など。

な脳活動は、
エネルギーと神経伝達物質を大量に消費します。それらを補充し、

阪大学大学院博士後期課程経済学研究科単位取得退学。行動

STOCKリーグ論文大会に送り出し優秀な成績を収めている。

の睡眠障害の臨床および概日リズム睡眠障害と不登校、新

第2 回
10/5 (土)

13:30〜15:00

「テクニカル分析は本当に市場で
勝てるのか？実際に検証してみる」

ふくなが

講師

ひろゆき

株式会社インベストラスト

福永 博之 代表取締役

国際テクニカルアナリスト連盟検定テクニカルアナリスト。日本テクニカルア

2018年、米中間選挙後の株高のアノマリー（経験則）
に対する

ナリスト協会副理事長。勧角証券（現みずほインベスターズ証券）を経て、

多くの投資家の期待に反し、年末には悪夢（暴落）
が起きました。

DLJdirectSFG証券（現楽天証券）に入社。投資情報室長、同社経済研究所

そうした相場でもテクニカル分析の組み合わせで勝つことができるのでしょう

エネルギー消費に伴う老廃物を洗い流し、脳細胞の働きを元気に保つのが「睡

か？またそうした暴落の兆候を読み取り、損失を回避することは可能なのでしょ

チーフストラテジストを歴任。テレビ東京、日経CNBCなどの株式関連番組で

眠」の大きな役割です。その役割が効果的に果たせるために整えるべき条件と

うか？さまざまなテクニカル分析手法を組み合わせることで新たなアノマリーを

コメンテーターをつとめ、メディアを通じ投資戦略やテクニカル分析を解説。

は何か、そして大人は何ができるのでしょう。

生み出し、投資の成果とリスク回避を行う方法を学びます。

著書に「テクニカル分析 最強の組み合わせ術」(日本経済新聞出版社)など。

第3 回
3 /14 (土)

「睡眠からひも解くこどもの発達」

13:30〜15:00

こにし

講師

ゆきひこ

香川大学医学部小児科 助教

小西 行彦（医局長、病棟医長）

眠る
（睡眠）
・起きる
（覚醒）のリズムはこどもの身体のリズムに

医学博士。小児神経科医。2002年香川医科大学卒業。

深くかかわります。このリズムは新生児期にはまだ整っていな

小児科専門医・小児神経学会専門医。
専門：小児科、小児神経

いのですが、そのころに規則正しい生活リズムを覚えさせてあげないと、
やがて

「行動ファイナンスとAIを

第3 回
活用した投資戦略を考える」
10/12(土) 行動経済学・ファイナンスでは認知心理学がベースとなり、人間・
13:30〜15:00

なかむら

講師

たかし

東海東京調査センター投資調査部

中村 貴司 シニアストラテジスト

国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA）理事。英国国立ウェールズ大学経

投資家の弱みとしての心理的バイアス
（偏見・歪み）が指摘され

営大学院MBA取得。日系・外資系証券や運用会社でアナリスト、ファンド

ます。一方、最近、注目を浴びているAIを使った投資はそのような人間の心理的

マネージャー等を経て現職。ファンダメンタル分析にテクニカル分析や行

脳や身体の発達に欠かせない睡眠時間が不足し、
さまざまな脳機能にアンバラ

2018年より香川大学で小児睡眠外来を開設し、乳幼児

バイアスを克服できるのでしょうか？元ファンドマネージャーの現役ストラテジス

動ファイナンス理論を組み合わせた投資戦略、市場分析を重視。国際テク

ンスをつくり、情緒の発育にも影響を与えることがわかってきています。睡眠の

から中高生まで幅広く小児の睡眠にかかわる診療を行っ

トが行動ファイナンス理論やテクニカル分析による投資戦略を最新動向を交え

ニカルアナリスト連盟検定テクニカルアナリスト。日経CNBC等に出演の

状態と発達との関係を理解しましょう。

ている。

ながらわかりやすく解説していきます。

ほか日経新聞、QUICK、東洋経済オンラインなどでもコメント・執筆。

第 4 回 「地域で守るこどもの眠り
〜赤ちゃん学研究センターの調査から」
3 /14 (土)

かとう

講師

まさはる

加藤 正晴

同志社大学赤ちゃん学研究センター
特任准教授

「No.1テクニカルアナリストが占う

第4回
日本株のゆくえ」
10/19(土) 日本株投資にはどんな視点が重要でしょうか。外国人投資家の

よしの

講師

ゆたか

吉野 豊

SMBC日興証券株式会社株式調査部
チーフテクニカルアナリスト

こどもは社会に出るまでの時間を地域と密着して過ごしていま

東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。東京女子医科大

す。家庭だけではなく、地域もまたこどものすこやかな心身の

学助手、スウェーデンウプサラ大学心理学部リサーチアソシエー

13:30〜15:00 売買シェアが7割を占める中、グローバルな資金の流れも視野

発達をとげるために支援する必要があります。同志社大学赤ちゃん学研究セン

ト、同志社大学心理学部准教授、NTTコミュニケーション科学基礎

に入れる必要があります。投資家が気にしているさまざまな疑問（海外投資家は

ターは、京都府木津川市と共同で「子どもの睡眠リズム改善プロジェクト」を進

研究所リサーチスペシャリスト等を経て2015年4月より現職。臨

日本株を買ってくるのか？本当に暴落はないのか？など）
に対し機関投資家から

券）、日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）を経て、現職。波動理論、サ

めています。2017年度から3年間にわたる調査をもとに、社会が一緒に取り組

床発達心理士。専門はコミュニケーションの発達。感覚･知覚、顔

No.1評価を獲得したテクニカルアナリストが海外株や為替面もカバーしながら

イクル分析をベースに主要市場の展望と個別銘柄の分析を発信。2019年

むべき課題について考えたいと思います。

認知、個体間インタラクションや自閉スペクトラム症を含む。

テクニカル分析を用いて日本株の見通しをわかりやすく解説します。

日経ヴェリタスアナリストランキングテクニカルアナリスト部門第1位。

15:10〜16:40

「ネイティブ感覚で話す、通じる英会話」

隔週

10回

全

開催概要

16名 回数： 隔週10回
時間：13：30〜15：00

定員：

海外からの旅行者が増えている昨今、道を聞かれた時答えたい、何か役に立ちたいなど、英語力向上を目指す人

が増えています。英語は好きで努力してきたのにとっさに言葉が出てこないのはなぜでしょうか？それは、自然なフ
レーズ、英語的表現が身についていないから。本講座は、簡単な会話フレーズの作成とアウトプットを行いながら
状況に応じた自然な会話力をつけていきます。
＊春学期「簡単で伝わる英会話〜ネイティブ表現でトレーニング〜」

資料： 講師より配布いたします

の継続講座ですが、はじめての方も大歓迎です。

第1回

10 /15

第2 回

火

第6回

12 /24 火
90分の
進行例

10 /29 火
第 7回

1 /14

火

第3回

11/12

第4回

火

第8回

1 /28 火

11/ 26 火
第9回

2 /18

火

12 /10

3 /3 火

作成した会話を2人一組で行います。

〇本日のレッスン
２＞映画の１シーンでリスニングトレーニング、会話練習。
〇ホームワークアサイン
キーワードを提示します。テーマにそった会話の作成などが宿題です。

Tokyo Satellite Campus, Doshisha University

火

第10 回

〇ウォーミングアップ
宿題の発表

受講料：

第5回

１＞今週のフレーズの紹介〜繰り返し発話練習、会話をグループで練習。

6

開催概要

人間の行動の非合理性に着目した「行動経済学」
と、過去の株価や通貨などの値動きをもとに将来の価格推移を

円 4回一括のみ

医学博士。日本眠育推進協議会理事長。熊本大学医学部卒

眠りのメカニズムは科学技術の進展により、多くの新しい知見

「行動経済学とテクニカル分析のプロに学ぶ
投資能力向上講座 2019」

まえだ

講師

21,000円 10回一括のみ

くみ

前田 久美 英語講師
愛知県出身。インターナショナルスクール高校課程
卒業後、Boise State University(アメリカ アイ
ダホ州)で Business Administrationを専攻。卒
業後日本の大手企業で英語力を生かし勤務。その
後英語講師に。以来25年以上英語教育に携わる。
大学、大手企業で英会話、TOEIC対策、
ビジネス英
会話などのクラスを担当。明るく分かりやすい授業
と英語力を定着させる指導を行っている。

「英語ニュースで英会話 」

国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト。1986年同志社大
学法学部政治学科卒業。日興證券に入社し、日本株、外国為替のトレーディン
グ業務などに従事。日興ソロモンスミスバーニー証券（現シティグループ証

開催概要

隔週

10回

全

16名 回数： 隔週10回
時間：15：30〜17：00

定員：

本講座は英語のニュースを題材に展開します。聞いて内容を類推し、次に読んで理解します。そのニュースのポイ

ントや背景を話題にした会話にチャレンジします。感想や意見をご自身の言葉で発信できるよう、話すトレーニング
を繰り返します。海外から戻り使う機会が減ったが英会話力をキープしたい、英語は好きだけど思うように出てこ
ない、そんな方がニュースの英語を題材に学ぶ英会話講座です。
＊春学期「英会話力と文法ブラッシュアップ講座」

資料： 講師より配布いたします

の継続講座ですが、はじめての方も大歓迎です。

第1回

10 /15

第6回

第2 回

火

12 /24 火
90分の
進行例

10 /29 火
第 7回

1 /14

火

第3回

11/12

第8回

第4回

火

1 /28 火

11/ 26 火
第9回

2 /18

火

12 /10

3 /3 火

ホームワークで作成した短い文章を一人一人発表。
〇本日のトピックス レッスン
１＞まず、
タイトルからイメージしたことを言葉に ２＞キーワードの
語彙やフレーズを紹介。 ３＞ディクテーション ４＞発話練習/提示した
〇ホームワークアサイン

21,000円 10回一括のみ

火

第10 回

〇ウォーミングアップ

「ニュース」をテーマに意見交換。

受講料：

第5回

まえだ

講師

くみ

前田 久美 英語講師
愛知県出身。インターナショナルスクール高校課程
卒業後、Boise State University(アメリカ アイ
ダホ州)で Business Administrationを専攻。卒
業後日本の大手企業で英語力を生かし勤務。その
後英語講師に。以来25年以上英語教育に携わる。
大学、大手企業で英会話、TOEIC対策、
ビジネス英
会話などのクラスを担当。明るく分かりやすい授業
と英語力を定着させる指導を行っている。

Tokyo Satellite Campus, Doshisha University 7

国際テクニカルアナリスト連盟（IFTA）加盟

日本テクニカルアナリスト協会
特定非営利活動法人（NPO 法人）
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町３－３

Phone
Fax
Website
E-mail

03-5847-2231
03-5847-2232
http://www.ntaa.or.jp
office@ntaa.or.jp

2019 年 7 月吉日

『行動経済学とテクニカル分析のプロに学ぶ』
～投資能力向上講座 2019～
※同志社講座 2019 秋学期のお申込みについて
日本テクニカルアナリスト協会
事務局

来たる 9 月 21～10 月 19 日の土曜日に、同志社大学東京サテライト・キャン

パスにて『行動経済学とテクニカル分析のプロに学ぶ投資能力向上講座 2019』
を開催します。

今回の講座は同志社大学様による開催となりますので、参加申込に関しては下
記の方法にてお願いいたします。

1.

WEB 申込

記

WEB でのお申込みはで下記 URL よりお願いします。
https://tokyo-office.doshisha.ac.jp/event/form/5

2.

FAX 申込
下記 URL より申込フォームをダウンロードしていただき、

03－6228－7262 へ FAX してください。

https://tokyo-office.doshisha.ac.jp/attach/page/TOKYO_O-PAGE-JA68/125167/file/aki2019_fax.pdf
【お問合せ先】
同志社大学東京サテライト・キャンパス
TEL： 03－6228－7260（平日 9 時～17 時）
E-mail： ji-toky1@mail.doshisha.ac.jp
以上

The Nippon Technical Analysts Association
3-3 Kabuto-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan 103-0026
Phone 03-5847-2231 Fax 03-5847-2232 E-mail office@ntaa.or.jp

