
○  顕微鏡で水中の微生物や植物

の花粉などミクロの世界を探

検しよう。

○  植物の標本づくりにチャレン

ジしよう。 

○  「ちりめんモンスター」を探

そう！

○  先生の卵、女子大生がボラン

ティアとしてお手伝いをしま

す。小学校低学年の方でも楽

しめます。保護者の皆さんも

一緒に楽しんでください。

※  7月の講座、キッズオープン

キャンパスで行った内容とは

一部重なります。

■講座内容

理科のおもしろ観察・実験

楽しい観察や実験にチャレンジ

しよう！

小学生　理科のおもしろ観察・実験教室
講師 児童教育学科　教授　　中溝　茂雄

B. 対面形式②（オンライン形式に切替えての実施はしない）
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しょう。フランクルは、自分の

様々な著作を読むこと自体が

「セルフカウンセリングになる」

と明言しています。その意味で、

『それでも人生にイエスと言う』

を精読することは、受講生各自

がセルフカウンセリングと類似

の経験をすることになるのかも

しれません。時代は異なります

が、フランクルの主張する「生

きる意味」への問いは、混迷す

る現代日本社会で、ますます必

要不可欠なものとなっています。

より真実の自己と向き合い、充

実した人生を構築したいと望ま

■講座内容

フランクル著、山田邦男他訳、

『それでも人生にイエスと言う』

は、ナチスの強制収容所から解

放された翌年に、ウィーンの市

民大学で行われた三つの連続講

演です。一般市民に向けて語り

口調で分かりやすく、内容は含

蓄があり味わい深いものです。

本書は日本の高校の倫理のテキ

ストにも引用されており、フラ

ンクルの思想は日本の学校教育

にも浸透し始めています。その

意味でも本講座は、フランクル

思想の「入門編」と言えるで

V.E.フランクル著『それでも人生にイエスと言う』を精読する―『十牛図』の解説を交えつつ―　パート2

D. ハイブリッド形式（Zoomと対面）※オンラインか対面かでの受講を選んでいただきます

講師 児童教育学科　教授　　廣岡　義之
4

B. 対面形式②（オンライン形式に切替えての実施はしない）

星空教室「月・木星・土星・火星」など
夜空に集う太陽系の仲間たちを観察しよう

■日　　時：  11/30（水）

　　　　　　17：30～20：00

■受 講 料：  500円（材料費を

含む）

■定　　員：  50名（小学生及

びそれ以下の幼児

の場合保護者同伴

も含む）

■対　　象：  制限なし

■開催場所：  講義室及び天体観

察場所（運動場や

屋上）

■受付期間：  11/7（月）～11/21（月）

■講座内容

秋の星空解説を聞きながら、古

代エチオピア王家にまつわるギ

リシャ神話の話を楽しみましょ

う。また、月や惑星（木星・土

星・火星）についての解説も聞

き、その日の星空を天体望遠

鏡で観察しましょう。火星が

2年2か月ぶりに地球に接近中

で、望遠鏡観察の大チャンス！

天体観測装置（オリオン座時

計）も作って秋の夜長を楽しみ

ましょう。

5
講師 バンドー神戸青少年科学館 鷲尾　正則

スタッフ 藤本　　茂

■日　　時：  2023/2/18、

2/25、3/4、3/11

　　　　　　各土曜日（計4回）

　　　　　　13：00～15：00

■受 講 料：  10,000円

■定　　員：  20名

■対　　象：  ソプラノ、テノール

で歌える方

■開催場所：  本学

■受付期間：  1/26（木）～2/9（木）

■講座内容

プッチーニ作曲オペラ「トス

カ」からアリア・二重唱を抜粋

し、ベル・カント唱法を用いた

発声法により歌唱力を高めます。

また、二重唱では簡単な動きを

付けて役作りの楽しさも味わい

ます。

B. 対面形式②（オンライン形式に切替えての実施はしない）

講師 児童教育学科　教授　　山本　裕之
講師　　高岡　充子
講師　　金澤　恵子
講師　　城市　純子

オペラのアリアを歌う
～全身を使い発声するベル・カント唱法に挑戦しましょう！～
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受講生募集公開講座
申込受付は、各講座ごとの受付期間に行います。 また、お申込みは「ホームページからのみ」となります。詳細は、裏面の申込要
領をご覧ください。 お申込みは先着順で、定員になり次第締め切ります。オンライン（Zoom）で開講予定の講座もありますので、
お申込みの前に必ず講座形式をご確認ください。

2022年度

2022年10月～2023年3月開講分

■日　　時：  10/20（木）

　　　　　　13：00～14：30

■受 講 料：  1,000円

■定　　員：  30名

■対　　象：  制限なし

■開催場所：  本学

■受付期間：  9/28（水）～10/12（水）

■講座内容

今回は、伊勢物語の第23段

「筒井筒」を深読みします。あ

の有名な、幼なじみの男女のた

けくらべと、結婚とその後のお

話ですが、今なおナゾと未解決

の問題があります。再考してみ

ましょう。

伊勢、源氏、古今は古典の精髄。

なかでも伊勢は最もおもしろく

親しみやすい。これまで長く古

写本で読んできましたが、その

巻末部分の読みと合わせて、一

応の「まとめ」をしたいと思い

ます。

伊勢物語 ー文学を楽しむⅤー
講師 本学名誉教授　　辻　憲男

B. 対面形式②（オンライン形式に切替えての実施はしない）
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■日　　時：  10/21、10/28、

11/4

　　　　　　各金曜日（計3回）

　　　　　　13：30～15：30

■受 講 料：  3,000円

■定　　員：  30名

■対　　象：  制限なし

■開催場所：  本学

■受付期間：  9/29（木）～10/13（木）

■講座内容

昔話が子どもから高齢者まで引

き付ける魅力とは何か、昔話の

深層とは何か、昔話の魔力とは

何か、などについて探っていき

ます。また、昔話と民話の違い

は何かについても触れていきま

す。

1回目…  昔話とは何か。昔話の

魅力について。

2回目…  日本の昔話について、

どのような傾向がある

かを探っていく。

3回目…  世界の昔話を読み、そ

の傾向や特徴をつかむ。

講師 国際文化学科　教授　　笹倉　剛

昔話の魅力を探る
ー日本と世界の昔話からー

B. 対面形式②（オンライン形式に切替えての実施はしない）

2

れた方々とともに、フランクル

思想を自分の生きる糧としま

しょう。また今回の講座から、

禅の入門書でもある『十牛図』

の内容にも触れつつ、「真実の

自己」の解明に向けて皆様と論

じあっていきたいと思います。

■日　　時：  11/17、12/15、

　　　　　　2023/1/12

　　　　　　各木曜日（計3回）

　　　　　　14：40～16：10

■受 講 料：  3,000円

■定　　員：  30名

■対　　象：  制限なし

■開催場所：  本学・オンライン

■受付期間：  10/26（水）～11/9（水）

■日　　時：  11/3（木・祝）

　　　　　　10：30～12：00

■受 講 料：  500円

■定　　員：  小学生20名

　　　　　　  （保護者同伴でお

願いします）

■対　　象：  小学生

■開催場所：  本学

■受付期間：  10/12（水）～10/26（水）



B. 対面形式②（オンライン形式に切替えての実施はしない）

■日　　時：  2023/3/3、3/10、

3/17、3/24

　　　　　　各金曜日（計4回）

　　　　　　13：00～14：30

■受 講 料：  4,000円

■定　　員：  30名

■対　　象：  女声コーラスを楽

しみたい方

■開催場所：  本学

■受付期間：  2/9（木）～2/23（木）

■講座内容

懐かしい愛唱歌から最近耳にす

る歌を女声合唱で楽しみましょ

う。みなさんと声と心を合わせ、

“ハモる”楽しみと喜びを体感

することで、心もからだも元気

いっぱいになりましょう！

みなさまのご参加をお待ちして

おります。

女声コーラスを楽しむ7
講師 児童教育学科　講師　　貞清　直美

講師　　窪田　深雪

① 科学的でしあわせな人間理解

　～科学と心理学～

② しあわせな行動理解

　～行動分析学の基礎～

③ しあわせな親子の行動理解とか

かわり方

④ しあわせなペットの行動理解と

かかわり方

⑤ しあわせな乳幼児の行動理解と

かかわり方

■講座内容

「あの人、なんであんなことする

のかなぁ～」

複雑な人間関係が絡み合い、互い

にストレスを高め合っているかの

ような現代社会。誰しも、周りの

人間関係で、人の行動に疑問を

持ったことがあるのではないで

しょうか。

近年、さまざまな領域で注目を集

めている「行動分析学」。保育・

教育・福祉・医学・ビジネス・

アートやスポーツ、、、人が「行

動」するさまざまな領域で応用さ

れています。「行動分析学」では、

「行動の基本原理」を科学的に解

明し、人の行動理解について、も

う一つの見方を提案します。この

考え方を身につけて、閉塞感の漂

う現代の人間社会をスムーズに対

処していくスキルを身に付けませ

んか？

講師 ①心理学科　教授 吉野　俊彦 ④ヤマザキ動物看護専門職短期大学　専任講師 山本　央子
②星槎大学大学院　教授 杉山　尚子 ⑤児童教育学科　講師 権藤　眞織
③学校法人西軽井沢学園　理事長 奥田　健次

運動・スポーツ関連の教室・講座はこちらをご覧ください。

親和スポーツネット マスコットキャラ
心親（しんしん）くん

NPO法人 親和スポーツネット

<お問合せ先>
NPO法人 親和スポーツネット事務局

〒651-1111　神戸市北区鈴蘭台北町7丁目13-1
　　　　　　　  神戸親和女子大学6号館1階
TEL：078-595-8304　FAX：078-595-8305
MAIL：sportnet@shinwa-sn.org
HP：http：//www.shinwa-sn.org/
        （詳細は、Webをご覧ください）
※  お問合せは月曜日、水曜日、金曜日の9時～11時30分
12時30分～15時のご対応となります。ウェブページ
をご覧になれない方は、直接ご連絡ください。

  NPO法人 親和スポーツネット

神戸親和女子大学 
地域連携センター
〒651‒1111
神戸市北区鈴蘭台北町7丁目13‒1

TEL：078 ‒ 591 ‒ 2935
FAX：078 ‒ 591 ‒ 3113
月曜日～金曜日の10：00～16：00
（祝日・大学休業日を除く）

https：//www.kobe-shinwa.ac.jp/ckc/

神戸親和女子大学  公開講座
お問合せ先

○神戸親和女子大学

　神戸電鉄

　「鈴蘭台」下車

　中央改札口から

　徒歩約10分、

　バスなら約 3分

案　内　図

郵便局

神戸親和女子大学　公開講座　申込要領

≪申込について≫ 

ホームページから地域連携センターにお申込みください。
電話・FAX・官製はがきでは、受付をしていません。
 https：//www.kobe-shinwa.ac.jp/ckc/extention/
にアクセスし、必要事項をご入力いただき、お申込み
ください。
 ホームページからのお申込みが難しい場合は、地域連
携センターにご相談ください。

≪申込受付後について≫ 

お申込みを受理した方に、講座受講のご案内をメールにてお送りしま
すので、必ずご一読いただきますとともに、期限までに受講料の払込
手続きをお済ませください。 
講座受講のご案内は、各講座の「申込受付期間」後になりますので、
ご理解くださいますようお願いします。
なお、受講料を払込いただいた後、受講日まで特段の事情がない限り、
本学からご連絡は差し上げません。

≪受講キャンセルについて≫ 

受講お申込み後にやむを得ずキャンセルされる場合、必ず電話でお知
らせください。 受講料の払込がないことをもって、キャンセルとはみ
なしません。
※ 受講開始前のキャンセルは、払込まれた受講料から事務手数料600
円を差し引いて返金させていただきますが、講座開始後は、原則と
して受講料の返金いたしません。

　 受講料が1,000円以下の講座については、受講開始前のキャンセル
でも返金はいたしません。

≪個人情報の取り扱いについて≫ 

地域連携センターでは、みなさまからご提供いただきました個人情報
を法令に従って安全かつ適切に取り扱い、講座の運営や当センターお
よび講師からのご案内・お知らせの送付等、必要な範囲内で使用させ
ていただきます。

≪学内全面禁煙について≫ 

本学では、喫煙防止教育と受動喫煙防止のため、敷地内禁煙を実施し
ています。受講生のみなさまにおかれましても、学内全面禁煙にご協
力をお願いします。

≪休講・補講・中止について≫ 

気象警報の発令、交通機関の天候・事故・ストライキによる運休、天
変地異、講師の病気等により、講座の休講や講師が変更になることが
あります。休講の場合は、本学のホームページでお知らせしますので、
必ずご確認ください。
受講申込者が5名に満たない場合、講座を中止させていただくことが
あります。その場合、受講料は全額返金させていただきます。

≪写真及び動画撮影について≫ 

個人情報保護のため、講座中の写真および動画撮影、SNS（ツイッ
ター、フェイスブック、LINEなど）への投稿は、禁止します。
また、本学のHPや広報媒体掲載用に公開講座の様子を写真および動
画撮影させていただいています。ご了解のうえ、お申込みくださいま
すようお願いします。

≪自動車での来学について≫ 

本学では、自動車の学内乗入れを原則禁止しています。ご来学の際は、
公共交通機関をご利用ください。なお、自動車をご使用される場合は、
大学周辺の有料駐車場をご利用ください。
※ 土日開講の一部講座で、学内駐車スペースを使用できる場合があり
ます。希望される方は、講座日の3日前までに地域連携センターに
お問合せのうえ、駐車許可を受けてください（事前の許可がない場
合は、学内への乗入れはできません）。

① 科学的でしあわせな人間理解

　～科学と心理学～

② しあわせな行動理解

　～行動分析学の基礎～

③ しあわせな親子の行動理解とか

かわり方

④ しあわせなペットの行動理解と

かかわり方

⑤ しあわせな乳幼児の行動理解と

かかわり方

■講座内容

「あの人、なんであんなことする

のかなぁ～」

複雑な人間関係が絡み合い、互い

にストレスを高め合っているかの

ような現代社会。誰しも、周りの

人間関係で、人の行動に疑問を

持ったことがあるのではないで

しょうか。

近年、さまざまな領域で注目を集

めている「行動分析学」。保育・

教育・福祉・医学・ビジネス・

アートやスポーツ、、、人が「行

動」するさまざまな領域で応用さ

れています。「行動分析学」では、

「行動の基本原理」を科学的に解

明し、人の行動理解について、も

う一つの見方を提案します。この

考え方を身につけて、閉塞感の漂

う現代の人間社会をスムーズに対

処していくスキルを身に付けませ

んか？

講師 ①心理学科　教授 吉野　俊彦 ④ヤマザキ動物看護専門職短期大学　専任講師 山本　央子
②星槎大学大学院　教授 杉山　尚子 ⑤児童教育学科　講師 権藤　眞織
③学校法人西軽井沢学園　理事長 奥田　健次

『行動分析学を学ぼう♪』～人の行動を理解するもう一つの見方：しあわせな行動理解とは?～

D. ハイブリッド形式（Zoomと対面）※オンラインか対面かでの受講を選んでいただきます
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■日　　時：  ①10/28

　　　　　　②11/ 4

　　　　　　③11/18

　　　　　　④12/ 2

　　　　　　⑤12/16

　　　　　　各金曜日

　　　　　　18：30～20：00

■受 講 料：  各回1,000円

■定　　員：  各回対面：30名

　  （オンラインでの受講は、申

込者が想定数を超えた場合、

お断りすることがあります）

■対　　象：  教育・保育・福祉

関係者やビジネス

パーソン、子育て

中の親御さんなど、

自分や他者の行動

に興味・関心のあ

る方ならどなたで

も!!

■開催場所：  本学・オンライン

■受付期間：  

　①10/ 6（木）～10/20（木）

　②10/13（木）～10/27（木）

　③10/27（木）～11/10（木）

　④11/10（木）～11/24（木）

　⑤11/24（木）～12/ 8（木）

※  なお、複数の講座を聴講され

る方は、初回に聴講される講

座の受付期間に、まとめてお

申し込みください。


