
2017年度　出張講座プログラム実施一覧

№ 大学名 実施日 テーマ 講師

1 十文字学園大学 5月10日 オリンピックとエンゲージメントイベント
栗原裕二
（東京2020組織委員会　広報局　事業部）

2 十文字学園大学 5月17日 オリンピックと参画プログラム
栗原裕二
（東京2020組織委員会　広報局　事業部）

3 摂南大学 5月18日 文化オリンピアード
來田　京子
（JOA理事・中京大学教授）

4 成蹊大学 5月27日 近代オリンピックの理念　-オリンピズムとは何か-
佐野　慎輔
（JOA理事）

5 玉川大学 6月7日 東京2020大会におけるテクノロジー
古庄　裕司
（東京2020組織委員会　テクノロジーサービス局　情報システム部）

6 北陸大学 6月13日 東京2020大会に向けたアンチ・ドーピング対策
平井　千貴
（東京2020組織委員会　大会準備運営第一局　医療サービス部）

7 一橋大学 6月15日 東京2020大会と持続可能性
西中　隆
（東京2020組織委員会　大会準備運営第一局）

8 東京外国語大学 6月21日 パラリンピック/アクセシビリティ
仲前　信治
（東京2020組織委員会　パラリンピック統括室　パラリンピック統括部）

9 成蹊大学 6月28日 文化オリンピアード
橘 晃嗣
（東京2020組織委員会　企画財務局　アクション＆レガシー部）

10 デジタルハリウッド大学 6月30日 パラリンピック/アクセシビリティ
中南　久志
（東京2020組織委員会　大会準備運営第一局）

11 東京外国語大学 7月5日 オリンピックとボランティア
舛本 直文
（JOA副会長）

12 慶応義塾大学 7月5日 東京2020への国民参画（エンゲージメント）
井上　利彦
（東京2020組織委員会　広報局　広報部）

13 フェリス女学院大学 7月18日 文化オリンピアード
堀　和憲
（東京2020組織委員会　企画財務局　アクション＆レガシー部）

14 東洋大学 7月22日 オリンピックとボランティア
雜賀　真
（JOA会員）

15 女子栄養大学 7月31日 オリンピック・パラリンピックにおける飲食提供
澤崎　道男
（東京2020組織委員会　大会準備運営第一局　大会計画部）

16 東京外国語大学 7月31日 古代オリンピックの歴史と精神
真田　久
（JOA副会長、筑波大学　教授）

17 東京外国語大学 8月1日 パラリンピックの理念と歴史
田中　暢子
（JOA会員、桐蔭横浜大学　准教授）

18 東京外国語大学 8月2日 オリンピックと環境
田原　淳子
（JOA理事、国士舘大学　教授）

19 東京外国語大学 8月3日 オリンピックと報道
結城　和香子
（JOA会員）

20 東京外国語大学
（東京都）

8月4日 東京2020大会のトピック
手島　浩二
（東京2020組織委員会　総務局）

21 一橋大学 8月10日 オリンピックとマーケティング
池松　州一郎
（東京2020組織委員会　マーケティング局　ブランド管理部）

22 女子栄養大学
短期大学部

8月30日 オリンピック・パラリンピックにおける選手村運営
飯野　淳
（東京2020組織委員会大会　準備運営第二局　会場マネジメント部）

23 愛知大学 9月10日 オリンピックとボランティア
塚本　博
（JOA会員）

24 上野学園大学 10月4日 文化プログラムの変遷と現状
舛本 直文
（JOA副会長）

25 亜細亜大学 10月5日 東京2020大会の概要
手島　浩二
（東京2020組織委員会　総務局）

26 東京家政大学 10月19日 オリンピック・パラリンピックにおける飲食提供
山田　和明
（東京2020組織委員会 大会準備運営第一局 大会計画部）

27 デジタルハリウッド大学 10月24日 東京2020への国民参画（エンゲージメント）
井上　利彦
（東京2020組織委員会　広報局　広報部）

28 東京外国語大学 10月25日 東京2020大会と持続可能性
田中　丈夫
（東京2020組織委員会 大会準備運営第一局 持続可能性部）

29 情報セキュリティ大学院大学 10月26日
東京2020大会におけるテクノロジー
東京2020大会に向けたサイバーセキュリティ対策

舘　剛司（東京2020組織委員会 テクノロジーサービス局）
中西　克彦（東京2020組織委員会 警備局 サイバー攻撃対処部）

30 和洋女子大学 10月30日 パラリンピックの競技
田中 暢子
（JOA会員）

31 成蹊大学 10月30日 東京2020大会に向けたアンチ・ドーピング対策
平井　千貴
（東京2020組織委員会　大会準備運営第一局　医療サービス部）

32 琉球大学 11月1日 オリンピック・パラリンピックにおける飲食提供
澤崎 道男
（東京2020組織委員会 大会準備運営第一局 大会計画部）

33 デジタルハリウッド大学 11月1日 パラリンピック/アクセシビリティ
中南 久志
（東京2020組織委員会 パラリンピック統括室）
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34 成蹊大学 11月10日 メガスポーツイベント開催を契機に地域の課題解決、創生を考える
村里 敏彰
（東京2020組織委員会 国際局）

35 フェリス女学院大学 11月16日 東京2020大会の概要
手島　浩二
（東京2020組織委員会　総務局）

36 東京家政大学 11月16日 オリンピックとジェンダー
田原 淳子
（JOA理事、国士舘大学教授）

37 玉川大学 11月30日 東京2020大会に向けたサイバーセキュリティ対策
中西　克彦
（東京2020組織委員会 警備局 サイバー攻撃対処部）

38 東京家政大短期大学部 12月2日 パラリンピック/アクセシビリティ
犬島 朋子
（東京2020組織委員会　パラリンピック統括室　パラリンピック統括部）

39 デジタルハリウッド大学 12月6日 東京2020大会におけるテクノロジー
井上 淳也
（東京2020組織委員会 テクノロジーサービス局　情報基盤部）

40 早稲田大学 12月7日 オリンピックの社会科学的・人文学的検討
手島　浩二
（東京2020組織委員会　総務局）

41 成蹊大学 12月13日 ホストタウン構想と地方自治体
望月 敏夫
（JOA理事）

42 戸板女子短期大学 12月13日 オリンピックとボランティア
塚本　博
（JOA会員）

43 東京外国語大学 12月20日 オリンピックとジェンダー
荒井　啓子
（JOA専務理事）

44 デジタルハリウッド大学 1月11日 ホストタウン構想と地方自治体
雜賀　真
（JOA会員）

45 東京外国語大学 1月17日 オリンピックと政治・外交
望月 敏夫
（JOA理事）

46 駿河台大学 3月23日 オリンピックのマーケティング
小谷　健
 （東京2020組織委員会　マーケティング局　調整部）
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