
神戸親和女子大学 2020 年度 公開講座【2020 年 10 月～2021 年 3 月開講分】 

 
新型コロナウイルスの影響で、昨年度の終わりから公開講座を思うように開催できずにおります。秋学期の講座につき

まして検討を重ねてまいりました結果、大変残念ですが、オンライン(Zoom)でのみ開催することになり、5 つの講座を
ご用意させていただきました。何かとご不便・お手数をお掛けすることになり誠に申し訳ありませんが、よろしくお願い
いたします。 

申込受付は、各講座ごとの受付期間に行います。申込要領は、裏面をご覧ください。お申込みは先着順で、定員になり
次第締め切ります。 

なお、新型コロナウィルスの感染状況によりましては、中止することもありますことをお含み置きください。新しい情
報は、そのつど本学のホームページでお知らせいたします。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 
 
❶ 60 歳からの読み聞かせ講座  ̶ 昔話・民話絵本を中心に ̶ 

講師 総合文化学科 教授 笹倉 剛 
 
■講座内容 
読み聞かせを 5 年以上続けた人は、しなかった人に比べて脳(海馬)の萎縮が 8.5 倍も違っていたということ
が発表されています。読み聞かせで日々の生活の楽しみや感動を味わいながら、読み聞かせ活動を進めて行
きませんか。今、日本中で高齢者の読み聞かせが広まりつつあります。全くの初心者でも参加できます。今
回はオンラインでの公開講座になります(※認知症の予防にも、とてもよいようです)。 
読み聞かせの意義や効果について学び、読み聞かせの基本的なやり方や方法について練習します。参加者同
士でお互いに読み聞かせを行うことで、心地よい体験を味わうことができます。絵本の中でも、不動の地位
を占めている「昔話絵本」「民話絵本」を取り上げて、読み聞かせの実践を行います。①読み聞かせの意義、
②昔話・民話絵本の魅力、③読み聞かせの方法、④読み聞かせの実践などを予定しています。 
■日  時：10/9、16、23 各金曜日(計 3 回)  13：30～15：30 
■受 講 料：3,000 円  ■定  員：20 名 
■対  象：60 歳以上の方(60 歳未満の方も参加可能) 
※お気に入りの絵本があればご紹介ください。絵本との触れ合いが楽しくなる創意工夫を行いながら実施し 

ます。 
■受付期間： 9/24(木) ～ 10/1(木) 
 

 

❷ アートセラピーを楽しもう̶ マインドフルネスを取り入れて ̶ 
講師 臨床心理士・芸術療法士 山上 榮子 

 
■講座内容 
心のケアで注目されているマインドフルネスを、アートセラピーに一部取り入れます。今回はオンラインで
の講座のため、当日までに講義資料やアート素材を郵送します。画面からの教示を通して、マインドフルネ
スやアート制作を体験していただき、参加者全員で共有します。この困難な状況だからこそ、自分の気持ち
を表現する大切さと他者と共有する喜びを実感していただきます。 
1) マインドフルネスとアートセラピーについての概説 
2）マインドフルネスを用いたアート体験 
3）全員で体験を話し合い、作品を眺め共有する 
4）日常生活への生かし方につなげていく 

■日  時：10/10、24 各土曜日(計 2 回)  13：00～16：10 
■受 講 料：4,500 円(教材費含む)  ■定  員：12 名   
■対  象：アートセラピーに興味があり、体験してみたい方 
■受付期間： 9/24(木) ～ 10/1(木) 
 
 
❸ New!わくわく文章表現 

講師 児童教育学科 教授 齋藤 隆彦 
 
■講座内容 
「話す・聞く」「書く・読む」の活動を通して、「文章表現」の可能性を広げましょう。「わかりやすい」「説得
力ある」そんな文章を書くきっかけづくりの講座です。「何を話すか・書くか」「どう展開するか」ふだん、
あまり意識せずに「思うとおり」に話したり、書いたりしてませんか。でも、ちょっと気合いを入れると「ど
う話せば・書けばいいんだろう」となりがちかも。いろいろな文章(短め)を読んだり、実際に参加者同士で話
したり、読み合ったりして、「なるほど、こんな展開を意識すれば、『わかりやすく』とか『説得力ある』表現
ができるかも」とちょっと思い始めることをめざします。 
■日  時：10/15、29 各木曜日(計 2 回） 13：00～14：30 
■受 講 料：2,000 円  ■定  員：10 名  
■対  象：「話すこと」「読むこと」などの文章表現に興味のある方 
■受付期間：10/1(木) ～ 10/8(木) 



❹ 親子の絆を深めるコツ　̶ PCIT から学ぶ子育てが楽しくなる方法  ̶  
講師 心理学科講師 古川 心 

 
■講座内容 
「子どもが言うことをきかなくて困っている」「育児でイライラすることが多い」…こんなこと、ありません
か？ それ、親子間のコミュニケーションの悪循環が原因かもしれません。親子の関係を改善し、子どもの
困った行動を減らすために大切となる「親の関わり方」について、親子相互交流療法(Parent-Child 
InteractionTherapy:PCIT)の理論をもとに、に考えます。イライラ育児からサヨナラしましょう！ 親子相互
交流療法（Parent-ChildInteraction Therapy:PCIT）とは、2 ～ 7 歳の子どもとその親を対象とする心理療法
です。親子間の豊かな相互交流や安定した関係構築を目指すこと、親が効果的なしつけの方法を学ぶことを
目的に構成されています。この講座では、子どもの問題行動や親の育児困難の改善に効果があるとされてい
る PCIT の理論をもとに、親子の絆を深め、子どもの困った行動を減らすために大切となる「親の関わり方」
について、具体例を示しながら説明します。 
■日  時：2021/2/13 土曜日 13：00～14：30 
■受 講 料：1,000 円  ■定  員：20 名 
■対  象：2～7 歳のお子さんをもつ保護者や祖父母の方、子どもと関わる専門家のみなさん、 

その他本講座に関心のある方 
■受付期間：2021/ 1/ 21(木) ～ 2/4(木) 
 
 
❺A,B,C,D 動物園に行こう♪　̶ 親子で楽しむ動物教室  ̶ 

講師 元王子動物園園長 学芸員 権藤 真禎  児童教育学科講師 権藤 眞織 
 
■講座内容 
動物園にいるさまざまな動物たちの暮らしの様子やすばらしい能力など、動物の不思議について、動物博士
のお話を聞いて、学びましょう♪ 神戸親和女子大学のおねえさんと一緒に、動物クイズやゲーム、工作に
チャレンジしながら、オンライン動物園を楽しみましょう♪♪ 
王子動物園の 4 つのエリア(「象・猛獣」、「草食動物」、「類人猿」など)を各回で紹介します。参加申込み時
に、好きな動物、興味のある動物をお知らせください。 
■日  時：Ａ日程：     12/５(土)  10：00～12：30 
      Ｂ日程：     12/19(土) 10：00～12：30    ※4 回のシリーズではなく、 
      Ｃ日程：2021/ 2/６(土) 10：00～12：30         それぞれ独立の企画です。 
      Ｄ日程：2021/ 3/14(日) 10：00～12：30 
■受 講 料：各日程お子様 1 人あたり 500 円(1 回から参加可) 
■定  員：保護者(親・祖父母、成人の方)と子どもさん 5 組 
■対  象：小学生とその保護者 
■受付期間：11/5(木) ～ 11/19(木) 
※申込みの際、参加されるお子様のお名前・学年と保護者のお名前・続柄のご記入をお願いします。 
 
 
神戸親和女子大学 公開講座 
≪申込要領≫ 
ホームページから、各講座それぞれの受付期間内に地域連携センターにお申込みください。今回はオンライン(Zoom)のみでの開催のた
め、FAX・官製はがき・電話では、受付いたしません。 
 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。 
≪申込受付後について≫ 
お申込み受付を受理した方に、講座受講のご案内(受講料払込票等)をお送りいたしますので、必ずご一読くださいますとともに、期限
までに払込手続きをお済ませください。 
ご案内の発送は、各講座の「申込受付期間」後になります。お手元に届くのが、申込受付期間後 1 週間程度要することになりますので、
ご理解くださいますようお願いいたします。 
なお、受講料を払い込みいただいた後、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。受講料の払い込み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、払い込まれた受講料から事務手数料 600 円を差し引いてご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はいたしません。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、必要な範囲内でご使用させていただきます。 
≪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いたしますので、必ずご確認ください。休講となりました講座は、原則と
して別日を指定して補講を行います。補講を欠席されても、受講料の返金はいたしません。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。 
 
【神戸親和女子大学 公開講座 お問合せ先】                 《運動・スポーツ関連の教室・講座はこちら》 
  神戸親和女子大学 地域連携センター                    NPO 法人 親和スポーツネット 
 〒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 1F 
 TEL 078-591-2934~5                                                  TEL 078-595-8304 FAX 078-595-8305 

月曜日~金曜日の 10:00~16:00(祝日・大学休業日を除く)                   月曜、水曜、金曜の 9:00~11:30/12:30~15:00 
  https://www.kobe-shinwa.ac.jp/ckc/ E-mail : chiiki@kobe-shinwa.ac.jp       http://www.shinwa-sn.org/ 

E-mail : sportnet@shinwa-sn.org 

mailto:chiiki@kobe-shinwa.ac.jp

