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定員に達した場合は抽選となります

TEL.0798-67-1450（2020年１月末日まで）
2020年２月1日より　0798-45-3700

mukogawa-univ.jp/opencoll

受付時間９：30～17：00　※土・日・祝日を除く

FAX.0798-67-1899（2020年１月末日まで）
2020年２月1日より　0798-45-3710
Ｐ.３の申込用紙に必要事項を記入の上、送信してください

Ｐ.３の申込用紙に必要事項を記入の上、武庫川女子大学オープンカレッジまで郵送
してください
〒663-8121 西宮市戸崎町１-13 （2020年1月末日まで）
2020年2月1日より〒663-8558 西宮市池開町6-46（受付期間必着）

お電話または
オープンカレッジ事務室で

お申込み

ホームページ

郵 送

FAX

申し込み方法は全部で５つ！ お好きな方法でお申し込みください

お申し込みは随時受付いたします

１次募集では優先受付をしています！

2次募集は先着順です。

武庫川女子大学オープンカレッジ

講座のお申込みについて

前期 ２０２０年度　前期講座（4月～7月）
1次募集　3/17（火）17：00まで
（会員優先：多数の場合抽選）
3/18（水）～2次募集（先着順）

1次募集と2次募集、
抽選か先着順かが違
うのね！

　受講確定の後、下記の要領で手続きをお済ませください。

●受講料、会員登録料は専用の振り込み用紙をご利用のうえ、最寄りの銀行
からお振り込みください。（振込手数料は各自でご負担ください）
●右の記入例にしたがって、太線のなかをすべてご記入ください。特に予
　約番号の記入されていないお振り込みは無効となりますので、お気をつ
　けください。
●銀行窓口で入金：入金後、振込用紙は以下のようにお取り扱いくだ
　さい。
　①領収書……授業の終了までお手元でご保管ください。
　②振込確認書……はがきになっておりますので、切り取って63円切手
　　を貼ってご投函ください。
　　なお、個人情報保護のため、目隠しシールをお渡ししています。ご利
　　用ください。
　③振込依頼書……銀行が保管いたします。
●銀行ＡＴＭで入金：ご利用明細書の原本またはコピーを振込確認書に
　貼付の上、所定料金の郵便切手を貼ってご投函ください。
●インターネットバンキング：振込完了時の画面をA４用紙にプリントア
　ウトし、振込確認書とあわせて事務室にお届けください。

●新規入会、会員登録更新の方は必ず会員登録書・Can Pass（MIC）申請
書をお出しください。

お振り込みは継続受講の方は2週間以内、
会員・新規の方は1週間以内にお願いします。

新規・会員登録更新の方は「振込確認書」「会員登録書」「MIC申請
書」の3種類の書類がそろい次第、MIC（会員証）を発行し、手続きの
完了となります。
既会員の方には振込確認書が到着すれば、手続きの完了となります。

会員登録書・Can Pass(MIC)発行申請書をお出しください

注1）手続き上、開講日までに会員証をお届けできないことがございます。
その場合も当日の授業に出席していただけます。

注2）講座の日時に関して改めてご連絡はいたしません。
講座案内をご確認のうえご出席ください。

❶ 会員番号をご記入ください。（新規の方は不要）
❷ 受講が確定したら予約番号をご連絡します。必ずご記入ください。
❸ 講座案内をご確認の上、ご記入ください。
❹ MIC発行手数料をご入金の方は2,000円、会員登録料をご入金の方は
3,000円とご記入ください。

❺ ATM振込の方は必ずご利用明細書の原本またはコピーを添付してください。
❻ ３ヶ所に合計金額をご記入ください。
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受講確定後の手続きについて 振り込み用紙の書き方

MIC（会員証）の発行について

（注意）有効期限終了後、会員登録更新希望者は改めて発行手続き（有料）が必要です。
カードの紛失、盗難の際は早急にオープンカレッジへ連絡下さい。尚再発行には改めて手続
き（有料）が必要です。

●有効期限　５年間（2020年前期の新規会員・会員登録更新者より）

●武庫川女子大学の各図書館、食堂でのプリペイド機能、IRのロック解除が使用できます

受講の際は必ずMICを携行してください。
※IRは入口にロックがかかっています。解錠にはMICを使用します。

1
Can Pass（M.I.C.）
発行申請書

お写真 ４×３cm
（上半身を正面から写した、
カラー・無帽・無背景

撮影から3ヶ月以内のもの）

2

印　鑑

3
※発行手数料は
受講料と一緒
にお振り込み
下さい

MIC発行手数料

継続受講の方 会 員 新規お申込み
1 2 3
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休講日などもございますので、詳細は各講座のページをご覧ください

会員について 2020年度 前期 講座一覧

会員の登録は、受講の申し込みと同時におこないます（資格対策講座を
含む）。勉学意欲があれば、どなたでも会員になれます。男女年齢を問い
ません。
（注）入会だけのお申し込みは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

3,000円。（5年間有効）
ただし、下記の条件に該当する方は、会員登録料は不要です。
（お申し込みの際にお伝えください。）
　①70才以上の男女
　②武庫川学院在学生及び卒業生
　③武庫川学院教職員及び旧教職員
　④武庫川学院在学生の保護者及び同居者
　⑤武庫川学院教職員の家族

発行手数料2,000円（5年間有効）が必要です。
「振込確認書」「会員登録書」「MIC申請書」を確認次第、MIC（会員証）とつ
りさげ名札を送付いたします。
来館の際には、MICの着用をお願いいたします。また、次の場合は必ず提

入　会

会員登録料

MIC（会 員 証） 会員登録の更新

会員の期間と特典

示してください。
　①IRへの入館時
　②講座受講時
　③講座の受講申し込み
　④オープンカレッジその他大学施設利用の際
　⑤係員から特に要請があった場合
MICは、ご本人のみ有効で、他人に貸与したり譲渡したりできません。
万一MICを紛失した場合は、直ちにお申し出のうえ、再発行の手続きをお
取りください。その際は実費（2,000円）を頂戴いたします。

オープンカレッジ会員の登録期間は5年です。登録期間内は、ご希望によ
り、何講座でも受講できます。また、期間内は下記の特典がございます。
　①一般の方より優先でお席をお取りいただけます。
　②本学の特別学期（2～3月）の講座を無料で受講。
　③大学の附属図書館の利用。

会員期限の近づいた方には、登録更新のご案内をさしあげます。
ご希望の方は所定の手続きをお取りください。
なお、更新の場合も会員登録料・MIC発行手数料は必要です。

受講について

日程等は必ず講座案内やH.P.でご確認ください。
ご希望の方には講座案内をお送りします。事務室までお申し出ください。

事務室窓口・電話・H.P.・FAX・郵送でお申し込みください。
（表紙裏参照のこと）

同一講座を2学期間以上続けて受講されることを継続受講といいます。
継続受講の方は最優先でお席をお取りいたします。
ご希望の方は講座の最終日の1回前にMIC（会員証）をご持参のうえ、手
続きをお取りください。
当日欠席などで手続きが取れなかった方は、優先期間中にお電話でお申
し込みください。期間を過ぎますと優先権が無くなります。

受講確定の際には、7桁の予約番号をお伝えします。
継続受講の方も同様です。予約番号のない用紙でのお振り込みは無効と
なりますので必ずご記入ください。

専用の振り込み用紙をご使用ください。（P.1参照のこと）
期間内にご入金が不可能な場合は、事務室までご連絡ください。
一度納入された受講料およびテキスト代等は当カレッジの都合による中
止のほかはお返しできません。

振込確認書が到着次第、手続きの完了した講座についてご通知いたします。
ご確認の上、領収書とともに講座終了までお手元にご保管ください。

講座について

受講受付

継続受講

キャンセル

講座中止

休講と補講

修 了 証

駐車場・駐輪場について

お 願 い

予約番号

受講料振込

手続きの完了

講座をキャンセルされる場合は、必ず事務室までお申し出ください。

開講最低人数に満たない場合開講いたしません。また講師の都合などで、
講座を中止させていただくことがあります。

講師の緊急の都合や台風等による交通機関の事情（P19参照のこと）などに
より、やむを得ず休講となる場合があります。（この場合、補講を行います。）

各講座最終日、規定回数（1／2以上）を出席された方には、修了証を授与
します。ご希望の方は、事務室までお申し出ください。

オープンカレッジには駐車場はございません。ご来館の際は公共交通機関を
ご利用いただきますよう、お願いいたします。駐輪場はご用意しております
が、自転車の場合、武庫川学院駐輪場使用許可シールが必要です。事務室ま
でご連絡ください。（兵庫県条例に基づき、自転車保険の加入が必要です）

①授業中の録音・写真撮影・携帯電話のご使用はお断りします。
②学内は禁煙です。
③教室や他の受講生に迷惑を及ぼす行為があった場合、受講をお断りします。
④受講中に本人の不注意並びに心身の障害などによって、万一事故が発
　生した場合、責任を負いかねます。
⑤貴重品は必ず身に着けてください。
⑥お子様連れでの受講はご遠慮ください。（保育ルームをご利用ください）
⑦授業の見学をご希望の方は、事前に事務室にご相談ください。

■ 武庫川女子大学オープンカレッジ 受講申し込み書 ■
〈キリトリ〉

ご希望の
講座

2020年1月末日まで：〒663-8121 西宮市戸崎町１-13　FAX.0798-67-1899

会員番号
（新規の方は不要）

自転車でご来館の予定 有　・　無

住　所
（会員の方は不要）

氏　名 電話番号

携帯番号

（ふりがな）

〒

男・女

コース 講座名 左記の講座は受講されたことがありますか？

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

（　　　年度　　　期受講）

（　　　年度　　　期受講）

（　　　年度　　　期受講）

申込日     　　年　　月　　日
2020年２月1日より：〒663-8558 西宮市池開町6-46　FAX.0798-45-3710

2
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休講日などもございますので、詳細は各講座のページをご覧ください
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りさげ名札を送付いたします。
来館の際には、MICの着用をお願いいたします。また、次の場合は必ず提

入　会

会員登録料

MIC（会 員 証） 会員登録の更新

会員の期間と特典

示してください。
　①IRへの入館時
　②講座受講時
　③講座の受講申し込み
　④オープンカレッジその他大学施設利用の際
　⑤係員から特に要請があった場合
MICは、ご本人のみ有効で、他人に貸与したり譲渡したりできません。
万一MICを紛失した場合は、直ちにお申し出のうえ、再発行の手続きをお
取りください。その際は実費（2,000円）を頂戴いたします。

オープンカレッジ会員の登録期間は5年です。登録期間内は、ご希望によ
り、何講座でも受講できます。また、期間内は下記の特典がございます。
　①一般の方より優先でお席をお取りいただけます。
　②本学の特別学期（2～3月）の講座を無料で受講。
　③大学の附属図書館の利用。

会員期限の近づいた方には、登録更新のご案内をさしあげます。
ご希望の方は所定の手続きをお取りください。
なお、更新の場合も会員登録料・MIC発行手数料は必要です。

受講について

日程等は必ず講座案内やH.P.でご確認ください。
ご希望の方には講座案内をお送りします。事務室までお申し出ください。

事務室窓口・電話・H.P.・FAX・郵送でお申し込みください。
（表紙裏参照のこと）

同一講座を2学期間以上続けて受講されることを継続受講といいます。
継続受講の方は最優先でお席をお取りいたします。
ご希望の方は講座の最終日の1回前にMIC（会員証）をご持参のうえ、手
続きをお取りください。
当日欠席などで手続きが取れなかった方は、優先期間中にお電話でお申
し込みください。期間を過ぎますと優先権が無くなります。

受講確定の際には、7桁の予約番号をお伝えします。
継続受講の方も同様です。予約番号のない用紙でのお振り込みは無効と
なりますので必ずご記入ください。

専用の振り込み用紙をご使用ください。（P.1参照のこと）
期間内にご入金が不可能な場合は、事務室までご連絡ください。
一度納入された受講料およびテキスト代等は当カレッジの都合による中
止のほかはお返しできません。

振込確認書が到着次第、手続きの完了した講座についてご通知いたします。
ご確認の上、領収書とともに講座終了までお手元にご保管ください。

講座について

受講受付

継続受講

キャンセル

講座中止

休講と補講

修 了 証

駐車場・駐輪場について

お 願 い

予約番号

受講料振込

手続きの完了

講座をキャンセルされる場合は、必ず事務室までお申し出ください。

開講最低人数に満たない場合開講いたしません。また講師の都合などで、
講座を中止させていただくことがあります。

講師の緊急の都合や台風等による交通機関の事情（P19参照のこと）などに
より、やむを得ず休講となる場合があります。（この場合、補講を行います。）

各講座最終日、規定回数（1／2以上）を出席された方には、修了証を授与
します。ご希望の方は、事務室までお申し出ください。

オープンカレッジには駐車場はございません。ご来館の際は公共交通機関を
ご利用いただきますよう、お願いいたします。駐輪場はご用意しております
が、自転車の場合、武庫川学院駐輪場使用許可シールが必要です。事務室ま
でご連絡ください。（兵庫県条例に基づき、自転車保険の加入が必要です）

①授業中の録音・写真撮影・携帯電話のご使用はお断りします。
②学内は禁煙です。
③教室や他の受講生に迷惑を及ぼす行為があった場合、受講をお断りします。
④受講中に本人の不注意並びに心身の障害などによって、万一事故が発
　生した場合、責任を負いかねます。
⑤貴重品は必ず身に着けてください。
⑥お子様連れでの受講はご遠慮ください。（保育ルームをご利用ください）
⑦授業の見学をご希望の方は、事前に事務室にご相談ください。

■ 武庫川女子大学オープンカレッジ 受講申し込み書 ■
〈キリトリ〉

ご希望の
講座

2020年1月末日まで：〒663-8121 西宮市戸崎町１-13　FAX.0798-67-1899

会員番号
（新規の方は不要）

自転車でご来館の予定 有　・　無

住　所
（会員の方は不要）

氏　名 電話番号

携帯番号

（ふりがな）

〒

男・女

コース 講座名 左記の講座は受講されたことがありますか？

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

（　　　年度　　　期受講）

（　　　年度　　　期受講）

（　　　年度　　　期受講）

申込日     　　年　　月　　日
2020年２月1日より：〒663-8558 西宮市池開町6-46　FAX.0798-45-3710

3

コース 場所 講座名 担当講師 回数 受講料 開講時間 ページ

国
　
文
　
学

 NEW!  歳時と日本人
　の心性と短詩形文芸 宇多喜代子 2 4,000 （火）13：00 ～ 12

MSC 能から学ぶ日本文学 梅若基徳 6 9,600 （金）10：45 ～ 7

MSC 古文書で読む和歌の世界 久禮百合子 12 19,200 （火）13：00 ～ 7

万葉集を読む 久禮百合子 12 19,200 （月）13：00 ～ 12

小筆で源氏物語！ 西山明美 10 16,000 （月）13：00 ～ 12

MSC 癒しの書道 西山明美 10 16,000 （金）13：00 ～ 7

俳句に遊ぶ 山西商平 6 12,600 （月）10：30 ～ 12

論語・漢詩を書いて脳トレ！ 松本美惠 10 16,000 （火）13：00 ～ 13

人
　
間
　
学

NEW!  
　哲学カフェ人生模様 桝形公也 9 14,400 （火）14：50 ～ 13

MSC キラキラ　大人女子力
アップ講座 1 部 本庄典子 12 19,200 （火）14：50 ～ 8

MSC キラキラ　大人女子力
アップ講座（学生編） 本庄典子 12 9,600 （火）17：00 ～ 8

MSC キラキラ　大人女子力
アップ講座 2 部 本庄典子 12 19,200 （火）19：00 ～ 8

NEW!  家族臨床心理
学を学ぼう！ 本多修 11 17,600 （水）14：50 ～ 13

MSC ささえあいの心理学 星加博之 9 14,400 （木）14：50 ～ 8

NEW!  現代に生きる禅 廣田宗玄 8 12,800 （金）14：50 ～ 13

芸
　
　
　
術

合唱への誘い 田村嘉崇 12 13,200 （木）10：00 ～ 14

たのしい合唱 大森地塩 11 12,100 （水）10：45 ～ 14

名曲を歌いませんか？
（基礎コース） 大森地塩 12 25,200 （金）10：00 ～ 14

名曲を歌いませんか？
（発展コース）A 大森地塩 6 19,200 （金）12：00 ～ 14

名曲を歌いませんか？
（発展コース）B 大森地塩 6 19,200 （金）12：00 ～ 14

花を描く
ー水彩を楽しむー 古野恵美子 10 16,000 （火）10：00 ～ 15

花いちりん描く 立岡佐智央 12 19,200 （金）14：00 ～ 15

水彩画を楽しむ 川辺嘉章 12 19,200 （月）10：00 ～ 15

グワッシュで描く水彩画 川辺嘉章 10 16,000 （水）10：00 ～ 15

コース 場所 講座名 担当講師 回数 受講料 開講時間 ページ

パステル画を楽しむ 奥野元昭 11 22,000 （水）13：30 ～ 16

デッサンを楽しむ 奥野元昭 12 24,000 （金）13：30 ～ 16

人物画を楽しむ 奥野元昭 12 28,200 （火）13：00 ～ 16

外
　
国
　
語

MSC 海外旅行が楽しくなる
英会話 本城精二 11 17,600 （水）14：50 ～ 8

MSC 英語再入門初中級 清水陽子 10 16,000 （月）10：45 ～ 9

MSC 英語再入門中級 清水陽子 10 16,000 （月）13：00 ～ 9

MSC Let's Talk in English 石場真理 9 14,400 （水）10：45 ～ 9

中国語準中級 市成直子 12 19,200 （木）11：40 ～ 17

生 
活 
文 
化

MSC
NEW!  
特別サービス講座
災害について学び、備えよう

大坪明 10 5,000 （木）13：00 ～ 9

MSC NEW!  
鳴尾・甲子園学入門 丸山健夫 5 8,000 （木）10：45 ～ 10

MSC きれいで元気になれる食
育レッスン 家森幸男 6 11,470 （金）10：45 ～ 10

MSC 楽しく･ ゆっくり ･ あ
みもの 山口比呂 11 17,600 （水）13：00 ～ 10

健
　
　
　
康

MSC NEW!  
健康・美姿勢講座 山田宗司 10 22,000 （金）14：50 ～ 10

NEW!  病気と薬の関
係、優しく解説します。 松山賢治 11 17,600 （金）10：45 ～ 17

NEW!  腸内細菌から
生活習慣を見直す 福尾惠介 8 12,880 （木）14：50 ～ 17

NEW!  ウォーキング
DE 社会見学 今井啓介 8 13,048 （月）10：00 ～ 17

MSC
AI

初心者の
ための社交ダンス 露口宗与志 12 19,572 （木）12：20 ～ 11

体幹エクササイズとスローエアロ 松尾純子 12 13,572 （金）14：50 ～ 18

MSC
AI

GYROKINESIS
－ジャイロキネシス 北島見江 11 17,941 （月）10：45 ～ 11

太極拳 谷祝子 11 20,141 （木）14：30 ～ 18

健康体操 永田隆子 10 11,310 （水）13：00 ～ 18

現代
文明論 MSC 現代文明の本質と行方 足立正樹 12 19,200 （月）14：50 ～ 11

● MSC ＝武庫女ステーションキャンパス（阪神 鳴尾・武庫川女子大前駅前）
● 記載なし＝ IR（学術研究交流館）
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オープンカレッジの会員になってください！

スキルアップ＆キャリアアップを応援します

『武庫川女子大学 資格対策講座』
資格対策講座を申し込むには？

武庫川女子大学 資格サポート窓口：TEL.0798-45-3691　平日10時～17時
　　　　　　　　　　　　　 　MAIL：shikaku@mukogawa-u.ac.jp

武庫川女子大学中央キャンパス　〒663-8558 西宮市池開町6-46

オープンカレッジの会員証を発行します

初めに
オープンカレッジの講座を
お申し込みください

受講確定後の
手続きをお取り下さい
（P.1参照のこと）

講座の詳しい内容は
資料請求を！資格サ
ポート窓口までお尋
ねください。

すでに会員の方

お申し込みはお電話・メールで！

●オープンカレッジ講座
●資格対策講座
両方を受講希望の方

資格対策講座のみ
受講希望の方

抽選等で
受講できな
かった場合

受講が
確定した

オープンカレッジで
資格対策講座向け会員登録

（登録料：5000円MIC発行料
含む）をしてください

「武庫川女子大学 資格対策講座」にお申し込みの際　ご注意いただきたいこと
●受講料には、教材費も含みます。
●金額は、11月1日時点のものです。
法改正により消費税率が変更された場合、募集時期により
金額が変更となる可能性があります。
●別途、検定試験の受験料が必要です。
●上記の講座ラインナップ及び講座開始日などは、変更する
場合があります。予め、ご了承ください。
●詳細スケジュールは、資格サポート窓口Webサイトにてご
確認ください。
（講座のスケジュールは、2020年3月末に公開予定です。）

資格サポート窓口Webサイト　http://mukojo-shikaku.jp/
●Webサイトに掲載している受講料は、武庫川女子大学の
在学生、及び卒業生のものです。
在学生、卒業生以外の方が受講される場合、このチラシに
記載の受講料となります。
●受講申込みは先着順で受け付けます。
申込み期間中であっても、 定員に達した時点で募集を締
め切ります。
●受講申込者が最低開講人数に達していない場合、開講を 
取りやめることがあります。

これからオープンカレッジの会員になる方
TEL.0798-67-1450（2020年2月以降　0798-45-3700）

2020年度 オープンカレッジ 資格対策講座一覧（4月～5月開講）

■ MEMO ■

4
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すでに会員の方
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●資格対策講座
両方を受講希望の方

資格対策講座のみ
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抽選等で
受講できな
かった場合
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確定した
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資格対策講座向け会員登録

（登録料：5000円MIC発行料
含む）をしてください

「武庫川女子大学 資格対策講座」にお申し込みの際　ご注意いただきたいこと
●受講料には、教材費も含みます。
●金額は、11月1日時点のものです。
法改正により消費税率が変更された場合、募集時期により
金額が変更となる可能性があります。
●別途、検定試験の受験料が必要です。
●上記の講座ラインナップ及び講座開始日などは、変更する
場合があります。予め、ご了承ください。
●詳細スケジュールは、資格サポート窓口Webサイトにてご
確認ください。
（講座のスケジュールは、2020年3月末に公開予定です。）

資格サポート窓口Webサイト　http://mukojo-shikaku.jp/
●Webサイトに掲載している受講料は、武庫川女子大学の
在学生、及び卒業生のものです。
在学生、卒業生以外の方が受講される場合、このチラシに
記載の受講料となります。
●受講申込みは先着順で受け付けます。
申込み期間中であっても、 定員に達した時点で募集を締
め切ります。
●受講申込者が最低開講人数に達していない場合、開講を 
取りやめることがあります。

これからオープンカレッジの会員になる方
TEL.0798-67-1450（2020年2月以降　0798-45-3700）

2020年度 オープンカレッジ 資格対策講座一覧（4月～5月開講）

■ MEMO ■
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No. 実施
時期 講座名 クラス名 授業回数 

（単位：回）
総時間数 

（単位：時間）
受講料 

（単位：円）
申込
期間

講座
開始日

1

前期

Microsoft Office Specialist Word 2016 講座 （7 月受験クラス）   9 27 21,400

4 月
中旬

5 月上旬

2 Microsoft Office Specialist Excel® 2016 講座 （7 月受験クラス）   9 27 21,400 5 月上旬

3 秘書検定 講座 準 1 級 〈6 月受験〉 10 30 28,000 4 月下旬

4 秘書検定 講座 2 級 〈6 月受験〉（月曜・木曜クラス）   9 27 24,000 5 月上旬

5 秘書検定 講座 2 級 〈6 月受験〉（火曜・金曜クラス）   9 27 24,000 5 月上旬

6 サービス接遇検定 講座 2 級 準 1 級 〈6 月受験〉   5 15 18,000 5 月上旬

7 簿記検定 講座 3 級 〈6 月受験〉 15 45 30,300 4 月下旬

8 色彩検定® 講座 3級 2級 〈6 月受験〉 13 39 39,500 5 月上旬

9 TOEIC® L&R 講座 初級コース 〈6 月受験〉 10 25 24,800 5 月中旬

2019年11月1日現在
※ L&R means LISTENING AND READING.
※ TOEICはエデュケーショナル・テスティング・サービス（ETS）の登録商標です。
　この印刷物はETSの検討を受けまたその承認を得たものではありません。
　６月以降開講の資格対策講座は、４月以降別紙にてご希望の方にお渡しいたします。
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6

　オープンカレッジは1973年（昭和48年）、兵庫県の委嘱を受けて開設した「婦人生活大学」に始まります。
　現在武庫川女子大学の生涯学習（卒後教育・リカレント教育）として2019年度は教養講座35講座、資格対
策講座31講座を開講しており、会員数810名の方々に受講いただいております。
　本学オープンカレッジは多くの講座が講師と受講生の皆さまによって作りあげられ成長してまいりました。

ご意見やご要望をもとに検討を重ね生み出されたプログラムには、学ぼうとする皆さまの多様な思いに答えることのできる講座があり
ます。参加をお待ちしております。
　趣味の追及や、かつて学んだ専門分野のその後に進歩した知識を求める人もいるでしょう。職業上で求められる、新たな能力を身に
付けようとする人もおられるでしょう。家庭におられて子育てや、食育について学びたいと考える方もおられるでしょう。「いつでも
望むときに学ぶことができる。」これが生涯学習の目標です。
　武庫川女子大学オープンカレッジでは、今後多くの皆さまに「学ぶ喜びをあじわえる講座」を提供できますよう努力してまいります。
この機会にオープンカレッジをそして武庫川女子大学を活用されることを願っております。

（武庫川女子大学名誉教授）

武庫川女子大学　　　　
オープンカレッジ　所長　永田　隆子

学ぶ喜びのために

武庫川女子大学長　瀬口　和義

すばらしい環境で楽しく豊かな学びを

2020年４月、オープンカレッジは中央キャンパスに移動します。
　武庫川女子大学オープンカレッジは2020年４月に中央キャンパスへ移動します。
　上甲子園キャンパスでの授業は、2019年12月をもってすべて終了いたしました。
　今後は、IR（学術研究交流館）とMSC（武庫女ステーションキャンパス）の2か所で授業を展開いたします。

　武庫川女子大学オープンカレッジは、開設以来、多くの皆様方にご受講いただき、地域に開かれた大学とし
て有意義な役割を担ってまいりました。

　私たちは生涯にわたり学びの機会を持ち、そこでさまざまな人と出会い交流を深めます。学びと人との交わ
りは制度化された学校教育のみならず、広く開かれた場面において生涯を通じて繰り広げられます。このような学びと交わりを提供す
るのがオープンカレッジです。そこは教える人も学ぶ人もバラエティに富み、楽しく人間味あふれる自由なふれあいの場です。

　昨年、大学の母体である学校法人武庫川学院は創立80周年の節目を迎えました。これを機に、今春オープンカレッジは従来の上甲
子園キャンパスから中央キャンパスへと移転いたしました。阪神「鳴尾・武庫川女子大前駅」に直結した「武庫女ステーションキャン
パス（MSC）」と、同駅から徒歩５分の「学術研究交流館（IR）」という利便性の良い最新の教育施設で、総合大学ならではのさまざ
まな分野の講座をご用意し、より一層充実した学びの場を提供してまいります。

　オープンカレッジでは、今後も受講生の皆様に素晴らしい環境で楽しく豊かな学びのひとときをお過ごしいただけますよう、更なる
改善・改革に取り組んでまいります。どうかご意見・アイデアをお寄せください。多くの皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げてお
ります。
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◎MSC（武庫女ステーションキャンパス）
国文学
コース

　座学と実践から、日本古来の文学とのかかわりを学ぶとともに、能楽の知識と体験によって能に親しみ、本来の能の楽しみ方
を学ぶ。
　・能楽基礎
　　能楽の歴史・扇・能面・装束などの解説
　・能から学ぶ日本文学
　　日本文学「平家物語」「伊勢物語」「源氏物語」などを、能からの視点で解釈し、能楽と日本の文学とのかかわりを学ぶ。
　・能の謡ワークショップ（実践講座）
　　日本文学などとも関わる曲の謡を謡い、実体験から能楽を学ぶ。

『日本文学から学ぶ能』～座学と実践～
9,600円（６回）
MSC　30名

４／24　５／８・22・29
６／26　７／３

（金）10：45～12：15
予備日　７／17

能楽師　重要無形文化財総合指定保持者
（一財）日本伝統芸術文化財団　代表理事

■梅若　基徳（うめわかもとのり）

国文学
コース

　和歌には枕詞、序詞、掛詞、縁語、本歌取りなど多くの修辞技巧が用いられていますが、中でも歌枕は最も高度の技巧です。
歌に詠み込む名所を歌枕と云いますが、単に地名をあらわすだけではなく、そこに様々な意味を持たせて和歌に深い意味をもた
らしてきました。古昔の人は名所に大変興味を持っていましたが、旅をすることが困難であったので、旅をせずに名所を知るた
めに歌枕を集めた名所歌集をたくさん編纂しました。本講座では中世に崩し字で書かれた写本・名所歌集を読んでいきます。ゆっ
くり進みますので、初めての方でも一年もすれば、歌碑や掛け軸の和歌が少しずつ読めるようになります。名所歌集を読みなが
ら古今和歌集や新古今和歌集など和歌の歴史、歌人のあれこれ、和歌にまつわる逸話・説話も学ぶことができます。今期は、受
講生の要望の多い「陸奥国」を読んでいきます。おなじみの和歌も出て来るでしょう。とにかく始めてみましょう。
　テキスト：プリントを用いる。
　副読本　『字典かな　写本をよむ楽しみ』笠間書院　780円（税別）　カレッジで用意しますので、必要な方はお申し出ください。

古文書で読む和歌の世界　～楽しく写本を読む～
19,200円（12回）
MSC　20名

奈良女子大学古代学学術研究センター協力研究員
武庫川女子大学　非常勤講師

■久禮　百合子（くれゆりこ）

４／21・28　５／12・19・26
６／２・９・16・23・30　７／７・14

（火）13：00～14：20
予備日　７／21

国文学
コース

☆右脳を鍛えて老化防止を！！☆
　　―書に遊んで右脳を活性化させ、いつまでも若々しく過ごしましょう―

墨の香りでほっこりして、心の休息と文字の上達の一石二鳥にトライ！！
書道でのセラピー効果は、落ち着いた時間を作れない現代人にはピッタリです。

左脳は言語・文字を認識し、右脳は感覚や感性・創造する時、活発に動いています。
綺麗な素敵な筆文字の手紙が書きたい、この時右脳が動いています。

・日常の書（一筆箋・年賀状・暑中見舞い etc.）
・生活の中に書（箸袋・ランチョンマット etc.）
・またある時は、マイカード（名刺）作成
・色紙・短冊 etc. の作品作り
・古筆を学んで古人（いにしえびと）に出合うのも楽しいですよ。
　教材：プリント配布
　用具用材：硯・文鎮・水差しは常設しています。小筆（イタチの面相筆）・固形墨・かな用半紙・下敷を御持参ください。

癒しの書道
16,000円（10回）
MSC　24名

４／24　５／８・15・22・29
６／５・12・19　７／３・10

（金）13：00～14：20
予備日　７／17

武庫川女子大学　名誉教授
関西学院大学　非常勤講師

■西山　明美（にしやまあけみ）
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外国語
コース

旅行英語：海外旅行が楽しくなる英会話
17,600円（11回）
MSC　30名

■本城　精二（ほんじょうせいじ）

武庫川女子大学　名誉教授４／22　５／13・20・27
６／3・10・17・24　７／１・８・15

（水）14：50～16：10
予備日　７／22

　日本であろうと、外国であろうと、世界中どこにいても英語が話せたら人生は楽しいです。この講座では海外旅行を想定して、
話す英語を目指しています。日本語で考えて英語に訳すのではなく、英語で考えて、そのまま英語で表現することが英語を話す
第一歩です。
　海外旅行の様々な状況を想定して、よく使われる基本的な表現を身につけられるようにします。例えば空港、ジェット機内、
道案内、レストラン等を想定して、知っていたら役に立つと思われる表現を学びます。テキストの他に必要に応じてプリントを
配布します。レストランのメニューをプリント配布して、料理を英語で注文する模擬練習もします。
　受講者の要望を取り入れて随時、臨時のテーマを設ける予定です。
　テキスト：海外旅行が楽しくなる英会話フレーズ（ニューヨーク・ロンドン編）
　　　　　　松本茂著、NHK出版、1,500円＋税、ISBN978-４-14-213225-６（各自で用意）

人間学
コース

　あの人といると心が穏やかになる私、別の人といると心がザワついてくる私…どちらも大切な自分です。小さなころの心のク
セのようなものが影響していることが多いようです。自分ではあまり気づいていなかったマイクロトラウマが残っているのかも
しれません。どちらにしても、ザワザワが少し穏やかになるとより幸せな日々を送れるのではないでしょうか。そして、まわり
の人に幸せのおすそ分けをできるようになります。今回は、乳幼児期の心理学を学び、さらに自分を癒すワークを楽しみます。
　テキスト：プリントを使用します。

ささえあいの心理学　自分を癒すレッスン
14,400円（９回）
MSC　30名

関西大学大学院　非常勤講師
臨床心理士・公認心理師

■星加　博之（ほしかひろゆき）

４／23・30　５／14・21・28
６／11・18・25　７／９

（木）14：50～16：10
予備日　７／16

人間学
コース

内面と外面から美しくをテーマーに何歳からでもできる女性の魅力つくり。

　５／12・６／23　メイク　季節ごとのスキンケアと魅力を引き出す若見えメイク
　　　　　　　　　  正しいUVケアの仕方・冬の乾燥対策は初夏から！
　４／21・７／７　 「四季薬膳」☆春の養生編　☆梅雨〜夏の養生編
　４／28・５／26・６／9・７／14
　　　　　　　　　  ウォーキング・体幹トレーニング「正しい姿勢と・正しい歩き方」
　５／19・6／16　 「見せ方・笑顔講座」　１．基本の表情筋トレーニング　２．笑顔を習慣にするテクニック
　６／２・６／30　 大人の心配り「オンリーワンのもの作り」

教材：筆、絵具など約3,000円。エクササイズ用ヨガベルト1,300円
１・２部は同一内容です。ご欠席の場合、振り替えが可能です。

キラキラ　大人女子力アップ講座　１部
19,200円（12回）
MSC　30名

関西学院大学高等部　非常勤講師
㈱ライフクリエイター代表取締役スタジオヘスティア主宰

■本庄　典子（ほんじょうのりこ）他

キラキラ　大人女子力アップ講座　２部
19,200円（12回）
MSC　30名

４／21・28　５／12・19・26
６／２・９・16・23・30　７／７・14

（火）14：50～16：10
予備日　７／21

４／21・28　５／12・19・26
６／２・９・16・23・30　７／７・14

（火）19：00～20：20
予備日　７／21

人間学
コース

就活に生かせる講座　一般の方には「好印象の与え方」　

　5／12・6／23　メイク　履歴書など撮影用の、好印象を与えるメイク・面接官や人から好まれる、魅力を引き出すメイク
　4／28・6／2・6／30・7／14
　　　　　　　　　「ウォーキング・体幹トレーニング」　　就活ヒールを履きこなそう　　体つくりとウォーキング
　4／21・7／7　  ◉就活面接編身だしなみ　・言葉遣い‥等の作法　
　　　　　　　　　◉社会人としての第一歩編　会社訪問・名刺交換等
　5／19・6／16　見せ方　「面接官に選ばれる為の笑顔作り」として
　　　　　　　　　◆基本の表情筋トレーニング　◆選ばれる為の笑顔での会話　◆自分の魅力を表情に表す方法
一般の方も是非受講ください。
教材：エクササイズ用ヨガベルト1,300円

キラキラ　大人女子力アップ講座　学生編
9,600円（一般は19,200円）（12回）
MSC　30名

関西学院大学高等部　非常勤講師
㈱ライフクリエイター代表取締役スタジオヘスティア主宰

■本庄　典子（ほんじょうのりこ）他

４／21・28　５／12・19・26
６／2・９・16・23・30　７／７・14

（火）17：00～18：10
予備日　７／21
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外国語
コース

　このクラスでは、語彙力・リーディング力の向上とリスニング・スピーキングの力をさらに強化する事を目標とします。パー
トナーとの会話練習やグループでのディスカッション・ディベート等も取り入れます。英語で表現し意思疎通を図る喜びをご一
緒に経験していきましょう。
　クラスレベルの目安は英検２級程度です。
　テキスト： Cultural Issues Environmental Issues 環境と文化から見るグローバル世界　南雲堂　ISBN:978-4-523-17815-6 

（￥2,100+税）（各自ネットや書店でお求めください）

英語再入門（中級）
16,000円（10回）
MSC　24名

武庫川女子大学　神戸松蔭女子学院大学
神戸市外国語大学大学院　非常勤講師

■清水　陽子（しみずようこ）

４／20・27　５／11・18・25
６／１・８・15・22・29

（月）13：00～14：20
予備日　７／６

外国語
コース

　このクラスでは日常の中で遭遇する状況を、自然で平易な英語の会話を中心に学習します。日本に旅行や滞在をする外国人が
増えています。外国の方達と意思疎通をする際に、すぐに役立つ表現を沢山マスターしましょう。
　リスニング、シャドウイング、パートナーとの会話練習や、グループ演習も取り入れます。
　また英語圏での慣習や考え方等も、楽しいエピソードを交えて、話し合う時も持ちます。クラスレベルの目安は英検３級から
準２級程度です。
　テキスト：①ようこそ！ニッポンヘ
　　　　　　　―映像で学ぶ大学基礎英語　留学生の日本文化体験―　監修：田地野彰
　　　　　　　朝日出版社　ISBN：978-４-255-15613-２（￥2,400＋税）
　　　　　　②中村良広著　松柏社　English writing without tears・気軽に英語でライティング（¥1,890）
　　　　　　　ISBN：978-４-8819-8453-６
　　　　　　　（各自ネットや書店でお求めください）

英語再入門（初中級）
16,000円（10回）
MSC　32名

武庫川女子大学　神戸松蔭女子学院大学
神戸市外国語大学大学院　非常勤講師

■清水　陽子（しみずようこ）

４／20・27　５／11・18・25
６／１・８・15・22・29

（月）10：45～12：05
予備日　７／６

外国語
コース

　クラスでは、英語を使って「コミュニケーションをとる」ということに重点をおきたいと思います。コミュニケーションには
音が重要な役割を担っていますが、日本語と英語では、音の出し方が全く異なります。そこで、英語の音の出し方を学び、単語
の音、センテンスのリズム、会話の場面にあったイントネーションを練習して行きたいと考えています。実際のコミュニケーショ
ンで使う英語表現は、どのような状況で、誰と話すのかによって異なります。状況に応じた英語表現を学んでいきましょう。
　クラスレベルは英検３級から２級程度。
　テキスト：「続・子どもに教える大人が初歩から学ぶ英語」前田浩美・長尾真理著　関西学院大学出版会　定価2,300円　

ISBN: 978-４-86283-056-２（各自で用意）
　　　　　　上テキスト終了後は、「子どもに教える大人が初歩から学ぶ英語」
　　　　　　前田浩美・長尾真理著　関西学院大学出版会　定価1,900円＋税
　　　　　　ISBN 978-4-86283-047-0（各自で用意）

Let's Talk in English
14,400円（９回）
MSC　24名

関西学院大学　非常勤講師
■石場　真理（いしばまり）

４／22　５／13・20・27
６／10・17・24　７／８・15

（水）10：45～12：05
予備日　７／22

生活文化
コース

災害について学び、備えよう〈特別サービス講座〉
5,000円（10回）
MSC　30名

■大坪　　明（おおつぼあきら）

武庫川女子大学　特任教授５／７・14・21・28　６／４・11・18・25
７／２・９

（木）13：00～14：20
予備日　７／16

　近年は、地震をはじめ豪雨や台風等の気象災害によっても、甚大な被害が発生する様になってきています。そしてこれらは、
かつての被害を基に立てられた防災の処置が、功を奏さない事もある例を示しています。
　本講座では、地震・津波・台風や洪水等の自然災害の原因及び対処策だけでなく、口蹄疫やエボラ出血熱等の広範な流行（エ
ピデミック）や環境問題などについても、一種の災害と捉え、事例を交えてその原因や対処策を、また人為的に起こされるテロ
リズムや飛翔体の飛来等の危険性についても学びます。
　また、私たちは土地に定着して暮らしていますが、地震・洪水・地滑り等の危険性を孕む場所についても、インターネット上
で公開されている関連情報を示し、またその探し方も含めて学ぶ予定にしています。
　そして暮らしの中で、その様な危険に対する対処を、ご自身で出来る様になっていただくことを期待しています。
　テキスト：配布資料による。　
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生活文化
コース

テレビ番組で学ぶ地元の歴史 - 鳴尾・甲子園学入門
8,000円（５回）
MSC　20名

武庫川女子大学　教授
■丸山　健夫（まるやまたけお）

６／11・18・25
７／２・９

（木）10：45～12：05
予備日　７／16

　鳴尾や甲子園のエリアには、深いふか〜い歴史があります。昭和の初めには、甲子園球場はもちろん、海岸沿いには日本でも
最大規模の遊園地「阪神パーク」があり、今は宝塚にある阪神競馬場もその頃は鳴尾にありました。テニスコートが百面。１万
人収容の国際テニス場。甲子園球場内に温水プール、球場横には飛び込み台を備えた大プール。２万人収容の陸上競技場もあって、
西の帝国ホテルと呼ばれた甲子園ホテルまでありました。鳴尾は、スポーツとレジャーの王国だったのです。
　私は、かつて存在したこの「王国」の歴史を研究して、地元のケーブルテレビ「ベイコム」で、「ジモレキTV」という歴史番組を、
　５年前から制作しています。
　この講義では、毎回そのTV番組を見ながら、さらに詳しい解説や考察、歴史資料の調べ方、番組制作の裏話などを、お話した
いと思います。題して「鳴尾・甲子園学」。歴史に興味のある方もない方も、あっと驚く地元の歴史を、ご一緒に学びましょう。
　　テキスト：プリントを配布します。　

健康学
コース

健康・美姿勢講座　～「見た目マイナス10歳」の美姿勢を手に入れよう～
22,000円（10回）
MSC　24名

４／24　５／１・８・15・22・29
６／５・12・19・26

（金）14：50～16：10
予備日　７／３・10

　日常生活を快適に暮らし健康で美しく若々しい体を手に入れるために
　「姿勢」は全ての基本であり、整えることはとても需要です。
　「姿勢」とは「体の姿」そして「構え」を示します。人の心の持ち方を示す「心構え」や　気持ちを示す「気構え」とこの言葉
を代用することが多くあります。
　この講座では、「姿勢」の基本となる骨格、筋肉、関節など人間の構造を理解して頂き、日常的におこる「肩こり」「腰痛」「膝
痛」「猫背」「スマホネック」など姿勢の崩れからくるからだの不調や年齢を重ねるにつれておこりうる「サルコペニア」「フレイ
ル」「転倒」「骨粗鬆症」「尿失禁」などをわかりやすく説明し、その対策としての姿勢改善ストレッチや予防改善エクササイズを
症状別に紹介し、一緒に実践致します。姿勢を整えることで、シェイプアップ効果もあり、見た目も若々しく活動的になったと
報告も受けています。
　「見た目マイナス10歳」を目指して、皆さんで美姿勢を手に入れましょう。

講座内容
　①健康姿勢になるための身体の構造を知る。
　②自身の体への「気づき」を身につける（アウェアネス）
　③体を崩す姿勢タイプ　健康姿勢とは何かを知る
　④マイナス10歳を目指して　健康姿勢ストレッチ&予防改善エクササイズ（実践）
　　肩こり改善ストレッチ、腰痛改善ストレッチ、膝痛改善ストレッチ
　　骨粗鬆症予防改善エクササイズ、認知症予防エクササイズ、フレイル予防
テキスト：プリントを用意いたします。
　実技（ストレッチと軽運動）も行います。動ける服装、靴下とタオル、水分補給用飲物をお持ちください。

山田式健康姿勢研究所　代表
姿勢改善トレーナー
独立財団法人東京都健康長寿医療
センター認定介護予防運動指導員

■山田　宗司（やまだそうじ）

生活文化
コース

楽しく・ゆっくり・あみもの
17,600円（11回）
MSC　20名

あみもの工芸家
■山口　比呂（やまぐちひろ）

４／22　５／13・20・27　６／３・10・17・24
７／１・８・15

（水）13：00～14：20
予備日　７／22

　編み物には、いろいろな手法がありますが、この講座では棒針編みを主にしています。今回初めて受講される方は、経験の有
無にかかわらず、いろいろな編み方を入れたマフラーを制作していただきます。初心者の方は、編み記号の習得を、経験者の方は、
記号の再確認をしていただき、編む楽しさ、編む喜び、暖かさと達成感を味わっていただきたいと思います。その後は、お手持
ちの毛糸や編み直しの毛糸で、いろいろな小物、セーター等々ご希望の作品をご一緒に、楽しんで制作したいと思います。
　初めての方は、マフラー用に並太毛糸約200ｇ（糸の太さによっても異なる）と棒針６号〜８号をご用意ください。
　テキスト：プリントを用いる。

生活文化
コース

きれいで元気になれる食育レッスン
11,470円☆（６回）
MSCその他　40名

武庫川女子大学国際健康開発研究所　所長
■家森　幸男（やもりゆきお）

５／15・22　６／５・12・26
７／10

（金）10：45～12：05
予備日　７／17

　世界60以上の地域で実施したWHO 国際共同研究により30年かけて分かってきた“上手な食べ方”を楽しく学んで、予防栄養
学の基礎を身につけましょう。そうすれば、食べ方次第で、きれいで元気な長寿を楽しめます。
　令和2年から、一日の食塩摂取基準が男性7.5ｇ、女性6.5ｇと一層厳しくなりますが、どなたも何ｇ塩を摂っているのか分か
りません。本講座では、24時間の尿を簡単に集め、塩分や野菜のほか、きれいで元気の元である、大豆などの伝統食の摂取量も
分かります。この機会にご自身の食生活を見直し、バランスの良い食べ方を身につけて下さい。前後期を修了されると、希望者
は研究所の食育活動に参加し、“食育先生”にもなって戴けます。
　ご自身やご家族のために実践可能な食育を学び、まずご自身が健康になり、その健康を周りの人々に食を通して贈って下さい。
まさに食はい

・ ・ ・
のちで、人々にい

・ ・ ・
のちが贈れます。

　なお、本講座は前年度とほぼ同じ内容です。
　テキスト：家森幸男、ゲノムプラスの栄養学－食べ方上手できれいでげんきに－学習編、武庫川女子大学出版　1,200円＋税
　　　　　　森真理、Healthy＋のきれいでげんきになれるレシピ。実践編、武庫川女子大学出版　1,600円＋税（カレッジで用意）
☆24時間採尿検査1,595円、スープ275円含む
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※傷害保険料31円×講座回数を含みます。

現代文明論
コース

　エドゥアルト・ハイマンは、1889年にドイツで生まれ、ナチスを逃れてアメリカに移住した経済体制論の理論家であり、彼の
晩年の主著『近代の運命』（原題『経済主義体制の社会理論』）は、「近代」という私たちの生きている時代の来し方と行く末、栄
光と悲劇を総合的に解明した大著です。彼の鋭い認識は、本書が書かれた1960年代の初めにおいてソ連体制の崩壊と自由市場
体制の停滞を予見していました。本書を、時間をかけて熟読することによって、歴史的・総合的な視点から現在を位置づけ、今
後を展望するのがこの講義のめざすところです。
　テキスト： エドゥアルト・ハイマン（野尻武敏・足立正樹訳）『近代の運命』1987年新評論
（本書は絶版で入手は不可能です。小生の手元に２冊ありますので、この範囲内でおわけすることができます、定価4，800円。
これをこえる場合は、コピーをご用意いたします）

現代文明の本質と行方
19,200円（12回）
MSC　20名

神戸大学　名誉教授
■足立　正樹（あだちまさき）

４／20・27　５／11・18・25
６／１・８・15・22・29　７／６・13

（月）14：50～16：10
予備日　７／20

健康学
コース

　今、日本のフィットネス業界ではヨガ・ピラテスが人気爆発。このような「健康で美しい身体をつくる」といったプログラム
が巾広い年齢層の人々に支持され、一大ブームが巻き起こっています。
　今回、ご紹介する「GYROKINESIS（ジャイロキネシス）」は、ヨガ・ピラテスと同様の主旨をもつ新しいタイプのエクササイズです。
　この運動は、太極拳や気功・水泳などの様々な動きを基に考案されました。その内容は簡単なセルフマッサージから始まり、
徐々に身体のバランス、筋肉や関節の調整を図っていきます。リズミカルな呼吸と運動のくり返しによって「強くそしてしなや
かな身体づくり」へと目ざします。私達が実施した実験によると柔軟性の向上や体表面温度の上昇、又、リラクゼーション効果
などの結果を得ることができました。
　「もう少し足腰を強くしたい」、「ピンとした姿勢で颯爽と歩きたい」といった気持ちをお持ちの方、私と一緒に気持ちよ〜く身
体を動かしてみませんか？

GYROKINESIS（ジャイロキネシス）
17,941円※（11回）
MSC　アネックスⅠウェルネス館　30名

武庫川女子大学　教授
■北島　見江（きたじまみえ）

４／20・27　５／11・18・25
６／１・15・22・29　７／６・13

（月）10：45～12：05
予備日　７／20

健康学
コース

　社交ダンスは、自分の年齢や体力にあわせて、無理なく楽しんでいただけるスポーツです。興味はあっても少々敷居が高く感
じてしまう社交ダンスを気軽に初歩から始めてみませんか？
　この講座は今回で４年目になります。これまでご参加いただいている方も、今回初めて参加される方も楽しんでいただけるよ
うに、初歩のステップのおさらいから始めます。
　ブルース、ジルバ、マンボといった初心者向けの種目から、ワルツやタンゴ、ルンバ、チャチャチャといった種目の初歩まで
を目標にレッスンを進めていきます。
　以前にダンス経験がある方にも、音楽にあわせて身体を動かす楽しさを、もう一度感じていただける内容になっていますので、
皆さん一緒に楽しくレッスンしましょう！
　尚、ホール床保護の観点から運動靴又はバレエシューズでご参加をお願します。

初心者のための楽しい社交ダンス
19,572円※（12回）
MSC　アネックスⅠウェルネス館（予定）30名

ツユグチソシアルダンススクール代表
財団法人日本ボールルームダンス連盟プロインストラクター１級

■露口　宗与志（つゆぐちむねよし）

４／23・30　５／７・14・21・28
６／４・11・18・25　７／２・９

（木）12：20～13：40
予備日　７／16
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◎IR（学術研究交流館）

国文学
コース

万葉集を読む
19,200円（12回）
IR301　32名

■久禮　百合子（くれゆりこ）

奈良女子大学古代学学術研究センター協力研究員
武庫川女子大学　非常勤講師

４／20・27　５／11・18・25
６／１・８・15・22・29　７／６・13

（月）13：00～14：20
予備日　７／20

　「令和」の典拠として注目された、万葉集は全20巻、4500首以上の歌が収められ、作者も天皇・皇族から名もなき民衆まで幅
広い階層にわたっています。今期は家持歌日記（巻17〜20）という大きな主題を終え、ほっとしたところで、優しい歌の多い巻
七に入ります。巻七は短歌（324首）、旋頭歌（26首）の350首が収められています。長歌は一首もありません。また雑歌、譬喩歌、
挽歌の部立に分類され、更にその中で「天を詠む、月を詠む・・・」や「衣に寄する、弓に寄する・・・」と細かく分類されて
います。それは平安期から盛んに編纂された類題歌集の萌芽をなすものと言えるでしょう。さらに巻七は作者も作歌事情も記さ
れていないので、時代背景や作者の個性に影響されることなく、自由に想像を膨らませ読むことができます。まず「天の海に雲
の波立地月の舟星の林に漕ぎ隠る見ゆ」（柿本朝臣人麻呂歌集出）という、現代小説の題にもなった歌から始めてみましょう。
　テキスト：『万葉集　本文篇』塙書房　佐竹昭広・木下正俊・小島憲之編　2,100円　（各自ネットや書店でお求めください）

国文学
コース

　私達の日常生活の中ではIT化が進み、今や文字は「書く」時代から「打つ」時代へと変化も著しい昨今です。
　『源氏物語』の中には和歌は795首、詠まれています。54帖より一首ずつ選出した和歌を書きながら平安の昔をしのび、紫式
部のこころの一端に触れてみましょう。いろはの『単体』や、流れるような優雅な『連綿体』『変体仮名』等、基本的な学習から
始め、美しい料紙に小筆を用いて自分の心を磨いてみませんか。
　また御希望の方には令和に因んだ万葉集「梅花の歌」より創作を書いていきます。
　初めて小筆に挑戦する人も、丁寧にナビゲートします。
　テキスト：高野晴代著『源氏物語の和歌』［コレクション日本歌人選］（笠間書院）
　　　　　　ISBN978-４-305-70608-９　Ｃ0092　　　　　　1,200円（税別）　（各自ネットや書店でお求めください）
　用具用材： 硯・文鎮・水差しは常設しています。小筆（イタチの面相筆）・固形墨・かな用半紙・下敷を御持参ください。

小筆で源氏物語！
16,000円（10回）
IR201　24名

武庫川女子大学　名誉教授
関西学院大学　非常勤講師

■西山　明美（にしやまあけみ）

４／20・27　５／11・18・25
６／１・８・15・22　７／６・13

（月）13：00～14：20
予備日　７／20

国文学
コース

　句会を楽しみます。講座名を「俳句で遊ぶ」としようか、「俳句と遊ぶ」の方がいいか、それとも「俳句を遊ぶ」がぴったりで
はなかろうか、いや『俳句に遊ぶ』がおもしろかろうなどと、思案しました。俳句を詠む楽しさは、この「遊び」だと思うからです。
古来、歌舞宴曲や、詩歌管弦の楽しみを「遊び」と呼んだこの国の文芸観が、今日の俳句にも通っているように思うのです。
　俳句とは、５・７・５の調べに乗せて、自然を詠み、人を詠み、また、自分を詠む詩です。そして句会とは、お仲間（「連衆」）
と句を詠み合い、読み合い、語り合う、そんな楽しい「遊び」の場（「座」）といえましょう。
　テキスト：『ホトトギス新歳時記』（三省堂）　他の出版社のものや電子辞書の「歳時記」も可。（各自ネットや書店でお求め下
さい）

俳句に遊ぶ
12,600円（６回）
IR301　30名

ホトトギス同人　（公）日本伝統俳句協会名誉会員
（公）虚子記念文学館評議員　「田鶴・秀峯集」欄選者

■山西　商平（やまにししょうへい）
４／20　５／11・25
６／８・22　７／６

（月）10：30～12：30
予備日　７／20

国文学
コース

　年始めの正月をはじめとして、年迎えの歳末行事まで、日本には伝統的な歳時・行事がたくさんあります。いずれも全国的な
ものから地域固有のものまで、代々が共同体もしくは各戸でながくつづけてきたものです。
　これらの多くは春夏春秋という、日本ならではの四季に準じて生成されてきました。まずこの国土の自然現象の育んだ「稲作」
と、稲作を生きる要として人々が生成してきた「風土と文化」、その片方に都の人々の育んだ「雅な文化」があります。これらの
基盤になっているのは、いずれも「春夏秋冬」であり、「万葉集」以来、つづいてきた「ことば文化」です。いくつかの時代を経
て、現代にまで続いてきた短歌・俳句という日本固有の定型詩もこの自然と風土に育まれたものです。
　いま、長く継承されてきた日本の歳時・年中行事が変貌しつつあります。このことが、日本人個々の同一性にどう関わってゆ
くかを考えてみます。
　テキスト：プリントを用いる
　　　　　　※本講座は前期２回、後期２回（11／10・２／９）の計４回です。本年度のみ開講いたします。

歳時と日本人の心性と短詩形文芸
4,000円（２回）
IR101　70名

５／12　７／14 （火）13：00～14：20
予備日　５／19・７／21

武庫川女子大学卒業生　2019年文化功労者
日本芸術院会員　現代俳句協会特別顧問

■宇多　喜代子（うだきよこ）
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国文学
コース

　今、論語や漢詩の暗唱が幼児教育から取り入れられ、脳の活性化や記憶力向上に役立っています。漢字には楷書・行書・草書
などの書体があります。これらの書体を使って論語や漢詩などを書くことで、より内容を魅力的に表現し、脳力アップしません
か？活字に慣れた現代人にはあまり馴染みがないですが行書・草書というくずした書体の漢字を使って、心豊かな表現にチャレ
ンジしてみませんか！ダイナミックに筆を動かし、そして自由に表現することを一緒に楽しみましょう。
　小字数を書いて楷書・行書・草書に慣れることから始めます。書いた書はちょっとした小作品にもなります。
　テキスト：プリントを配布します。
　　　　　　（参考書籍は講座でご紹介します。）
　用具用材：硯・文鎮・水差しは常設しています。小筆・固形墨・半紙をご持参下さい。
　　　　　　（筆の選び方は講座でご説明します。初回のみお貸しします。）

論語・漢詩を書いて脳トレ！～楽しみま書～
16,000円（10回）
IR201　32名

武庫川女子大学・同志社女子大学
非常勤講師

■松本　美惠（まつもとみえ）
４／21・28　５／12・19・26
６／９・16・23　７／７・14

（火）13：00～14：20
予備日　７／21

人間学
コース

　どのような人であっても、家族がいないという人は存在しないと思います。自分は天涯孤独だと思っている人にも、自分を生
んでくれた親はいるはずです。親からのDNA（遺伝子）と育ち方の両方によって、家族から受けている影響を否定することはで
きないでしょう。
　人にとっては、すぎ去った過去という事実を変えることは不可能です。過去を変えることはできませんが、過去についての自
分の記憶やイメージは変えることができます。　親や家族についての過去のイメージやとらえ方を変えることができれば、現在
の自分の生き方、そして未来への向かい方を変えることができるかも知れません。
　河合隼雄先生の臨床心理学の知恵を借りながら、ご一緒に学んでいきたいと思っております。テキストを用いた講義とグルー
プでの話し合いで、ゆっくりすすめてゆきます。
　テキスト　河合隼雄 著　「家族関係を考える」講談社現代新書　772円
　ISBN 4-06-145590-7（各自でお求め下さい）

家族臨床心理学を学ぼう
17,600円（11回）
IR201　24名

武庫川女子大学　名誉教授
ひょうご被害者支援センター副理事長
臨床心理士

■本多　　修（ほんだおさむ）

４／22　５／13・22・27
６／３・10・17・24　７／１・８・15

（水）14：50～16：10
予備日　７／22

人間学
コース

　「禅」は、日本の文化に多大なる影響を与え、近年では経営者やビジネスマンたちにも受け入れられています。では、禅とは、
いったい何なのでしょうか？
　本講座では、まず、「椅子坐禅」を行なって頂きます。禅の大切な修行のひとつである「坐禅」には、「キツい」とか「厳しい」
などのイメージがあるかもしれません。「足が悪いから」「腰が痛いから」、そういった理由で坐禅を敬遠している方も多いでしょ
う。足腰に優しい、椅子に坐った状態での坐禅なら安心です。経験者は無論、初心者でも大丈夫です。坐禅は皆様に本当の心の
安らぎを与えることでしょう。
　また、椅子坐禅の後は、禅について講話致します。禅僧のことばには金言が多く、床の間や茶室に掛けられる掛け軸にも多く
用いられています。そういった禅僧のことばを通して、幅広く禅や仏教について学んで頂きます。
　さあ、禅を学んで人間性を向上し、身心ともに健康に生きましょう。
　テキスト：プリント配布。

現代に活きる禅　～椅子坐禅と禅の講話～
12,800円（８回）
IR301　30名

花園大学　非常勤講師
臨済宗妙心寺派順心寺住職

■廣田　宗玄（ひろたそうげん）

４／24　５／１・15・22・29
６／５・12・19

（金）14：50～16：10
予備日　５／８・６／26・７／３・10・17

人間学
コース

　皆さんは「哲学カフェ」というのをご存知でしょうか。「哲学カフェ」は人生上のいろいろな話題について、他の人と共に語り
合う場を提供する活動です。私たちは、普段こういうことはどうなんだろうと思いつつも、それを他の人と共に考える機会は少
ないと思います。例えば、「愛」「命」「死」というような問題は、大切な問題でありながら、他の人と意見を交換し合う、つまり、
自分の考えを述べるだけではなく、人の考えに耳を傾ける機会がないのではないでしょうか。
　本講座「哲学カフェ　人生模様」では、皆さんの普段考えておられること、他の人と共有したいと思われるご自分の経験を語
り合い、他の人の考えを聞き合うということを行います。「共に考え」「共に聞き合う」という活動が、私たちには普段考えられ
ないような大きな働きをしてくれます。ぜひこの機会に、この不思議な経験をしてみませんか。

哲学カフェ　人生模様
14,400円（９回）
IR201　20名

武庫川女子大学　名誉教授
大阪教育大学　名誉教授

■桝形　公也（ますがたきんや）

４／21　５／12・19
６／２・９・16・30　７／７・14

（火）14：50～16：10
予備日　７／21
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芸　術
コース

　自然で心地よい声は、よく溶け合い素晴らしいハーモニーを響かせ、多彩な表情を表現することができます。それによって自
然で豊かな音楽（メッセージ）を相手の心に届けることができます。
　声は感情そのままを表現します。純粋に音楽を表現するためには、音楽に不必要な要素を取り除かねばなりません。
　この講座では、これらを目標に徹底した脱力練習及び呼吸筋を鍛え、声帯を柔軟にし横隔膜の支えによって歌えるためのトレー
ニングを取り入れ、声づくりに励みます。そして合唱の名曲を通して、音楽の素晴らしさと心地よいアンサンブルを楽しみます。
（寝ころぶことのできる服装でご参加ください。）
　講座の性質上、このクラスは女性のみといたします。
　テキスト：女声合唱とピアノのための日本浪漫歌抄　鈴木輝昭 編曲　音楽之友社（1,728円）
　　　　　　（カレッジで用意）

合唱への誘い
13,200円（12回）
IR101　60名

元武庫川女子大学　教授
合唱指揮者

■田村　嘉崇（たむらよしたか）
４／23・30　５／７・14・21・28
６／４・11・18・25　７／２・９

（木）10：00～12：00
予備日　７／16

芸　術
コース

　合唱が初めての人も経験者も、各自の声が最大限に生かせるように、呼吸と発声のトレーニングをします。
　美しい声は美しい表情から生まれます。人気の邦人作曲家の作品を用いながら、豊かな表現力を身に付け、美しいハーモニー
を楽しみます。また、ラテン語の教材も使いたいと思います。
　講座の性質上、このクラスは女性のみといたします。
　テキスト：プリントを用いる。

たのしい合唱
12,100円（11回）
IR101　50名

武庫川女子大学　准教授
■大森　地塩（おおもりちしお）

４／22　５／13・20・27
６／３・10・17・24　７／１・８・15

（水）10：45～12：45
予備日　７／22

芸　術
コース

　Ａ・Ｂクラスは同一内容です。
　この講座は、「名曲を歌いませんか？」を１年間受講した方、または専門教育を受けた方が対象です。
　バロックのオペラ、オラトリオからはじめます。
　歌うテクニックの向上と表現の豊かさを目指します。
　この講座は１年で完結、後期で解散となり、再度前期に募集を行います。但し、欠員が出れば後期も募集を行います。
　テキスト：プリントを用いる。

名曲を歌いませんか？　発展コース　Ａクラス
19,200円（６回）
IR101　10名

武庫川女子大学　准教授
■大森　地塩（おおもりちしお）

名曲を歌いませんか？　発展コース　Ｂクラス
19,200円（６回）
IR101　10名

４／24　５／８・22
６／５・19　７／３

（金）12：00～14：00
予備日　７／17

５／１・15・29
６／12・26　７／10

（金）12：00～14：00
予備日　７／17

芸　術
コース

　初めて受講される方を優先受付いたします。本講座受講経験者は、残席分のみ受付いたします。
　歌曲（日本、イタリア、ドイツ）そしてオペラ、オラトリオの中からアリアを原語で歌います。まずは多くの人々に親しまれ、
歌われてきた名曲から始めます。自然な発声、歌唱テクニックの習得により、豊かな表現で歌えることを目指します。最初は全
員で歌い、その後個人レッスンに移ります。
　今までの音楽歴は問いません。楽譜を読むのに時間がかかる人も、専門教育を受けた人も対象です。是非ご参加ください。
　この講座は１年で完結、後期で解散となり、新規募集は、１年に１回前期に行います。但し、欠員が出れば後期も募集を行い
ます。
　テキスト：イタリア歌曲集１　中声用　全音楽譜出版社（各自ネットや書店でお求めください）

名曲を歌いませんか？　基礎コース
25,200円（12回）
IR101　15名

武庫川女子大学　准教授
■大森　地塩（おおもりちしお）

４／24　５／１・８・15・22・29
６／５・12・19・26　７／３・10

（金）10：00～12：00
予備日　７／17

D11728-72000833-本文2.indd   14 2019/12/02   17:45:50



15

芸　術
コース

　たった一輪の花にもこころを込めて〜がポリシー。四季折々の身近な草花を鉛筆と水彩鉛筆を使ってポストカード紙に描きま
す。一回毎に一点制作。
　お花の好きな方なら、全くの初心者も楽しく取りくめ、すぐ描けるように指導します。花のはがき絵を、親しい方に送ると心
楽しいものです。
　画材等：水彩色鉛筆（草花絵画専用）16色セット使用。画材の詳細は別途画材資料送付。画材セット一式購入希望者は、事前
に要申込み。手持ちの画材があれば初回にご持参ください。
　モチーフ：開花ポット苗（鉢）を使います。（受講後、持ち帰り）１回400円、後期は4,800円です。このモチーフ代は出欠に
かかわらず徴収します。ご理解ください。
　〔初回に必要なもの〕鉛筆HＢ１本・カッターナイフ・筆洗（プリンカップ２ケでも可）・筆拭き布

花いちりん描く
19,200円（12回）
IR201　20名

画家
■立岡　佐智央（たつおかさちお）

４／24　５／１・８・15・22・29
６／５・12・19・26　７／３・10

（金）14：00～16：00
予備日　７／17

芸　術
コース

　やさしく可憐な表情、生き生きとした花の魅力を紙の白さを生かした水彩で表現します。
　はじめは鉛筆で、画面のバランスを考えながら花全体を大きくとらえ、さらに細部をじっくり観察してデッサンします。鉛筆
の表現を生かしながら、透明水彩絵の具を使って花の色や表情、光を表現してみましょう。
　１回で１枚仕上げる形で10枚の作品を描き上げます。鉛筆と絵の具、スケッチブックがあれば、どなたでも気軽に始められま
す。楽しく花を描いてみましょう。
　画材等：各自でご用意ください。別途画材資料をお送りします。また、受講料とは別に、モチーフ代（3,700円）が必要です。

なおこのモチーフ代は、出欠にかかわらず徴収いたします。ご理解下さい。

花を描く　～水彩を楽しむ～
16,000円（10回）
IR202　20名

洋画家
■古野　恵美子（ふるのえみこ）

５／12・19・26
６／２・９・16・23・30　７／７・14

（火）10：00～12：00
予備日　７／21

芸　術
コース

水彩画を楽しむ～野外制作を含めて～
洋画家

■川邉　嘉章（かわべよしあき）

　水彩絵具は、粉末状の顔料をアラビアゴムなどの水溶性の固着剤（展色剤とも言う）と混ぜて、すり合わせた（練った）もの
です。透明水彩絵具と不透明水彩絵具（グワッシュ）があります。この講座では主に透明水彩絵具を使います。さわやかな季節
には野外に出て風景を描きに行くこともあります。日の光を受けた木々や道、影と木漏れ日の美しさをあらためて発見するでしょ
う。暑い季節や寒い季節には教室で人物や静物を制作しましょう。
　画材等：各自で用意。別途画材資料をお送りします。また、静物の題材、モデル料が必要です。なお、このモチーフ代は出欠

にかかわらず、徴収いたします。ご理解ください。

４／20・27　静物
５／11・18　風景（野外制作）　５／25・６／１　裸婦①②
６／ ８・15　民族衣装の女性①②　６／22・29　ふだん着の女性（スカート）①②
７／ ６・13　ふだん着の女性（ジーンズ）①②

19,200円（12回）
IR202および屋外（野外制作の場合）　20名

（月）10：00～12：00
予備日　７／20

４／20・27　５／11・18・25
６／１・８・15・22・29　７／６・13

芸　術
コース

グワッシュで描く水彩画
16,000円（10回）
IR202　20名

洋画家
■川邉　嘉章（かわべよしあき）

　水彩絵具は、粉末状の顔料をアラビアゴムなどの水溶性の固着剤（展色剤とも言う）と混ぜて、すり合わせた（練った）もの
です。透明水彩絵具とそれよりも顔料の含有率が高い不透明水彩絵具（グワッシュ）があります。この講座ではグワッシュを用
いて制作します。この絵具は発色がよく、透明水彩のように使うことも、下に塗った色を被覆し油絵のように塗り重ねることも
可能です。人物、風景、静物をモチーフとします。
　画材等：各自で用意。別途画材資料をお送りします。また、静物の題材、モデル料が必要です。なお、このモチーフ代は出欠

にかかわらず、徴収いたします。ご理解ください。

４／22　５／13・27
６／３・10・17・24　７／１・８・15

（水）10：00～12：00
予備日　７／22

４／22・５／13　静物　５／27・６／３　着衣の女性（モデル制作）①②　６／10　着衣の女性仕上げ
６／17・24　着衣の女性（モデル制作）①②
７／１　着衣の女性仕上げ　７／８・15　風景（資料から）①②　※予定は変更になる場合があります。
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芸　術
コース

　鉛筆が木炭一本で綴る絵を描いてみませんか。
　物の見方を白紙に戻していま見ているものをすなおに描くことでオリジナルの感性が磨かれます。
　そして絵画の基礎（プロポーション、コントラスト、バランスetc）のとり方も自然に身につき、大切なものが見えてくると思
います。
　パステルや水彩絵具の混合技法も可能です。
　お部屋に飾れるデッサンを描きましょう。
　初めての方にも丁寧に指導します。
　初めての方には第一回授業時に画材の説明をしますのでHB鉛筆と練消しゴムをご用意ください。
　画材等：別にモチーフ代が必要です。なお、このモチーフ代は出欠にかかわらず、徴収いたします。ご理解ください。

デッサンを楽しむ 
24,000円（12回）
IR201　20名

武庫川女子大学　非常勤講師
■奥野　元昭（おくのもとあき）

４／24　５／１・８・15・22・29
６／５・12・19・26　７／３・10

（金）13：30～16：00
予備日　７／17

４／24　教室・大学構内見学　５／１　花　５／８・15　人形・石膏像①②
５／22・29　着衣①②　６／５　静物　６／12・19　裸婦①②
６／26　花　７／３・10　着衣①②

芸　術
コース

　人は万物の尺度であるといわれているように、建物、乗り物など衣食住のほとんどのものが人のかたちや色を中心につくられ
ています。そこに物づくりの原点があるかと思います。この講座では人物（着衣、裸婦）を主に描きます。木炭の黒で五彩を感
じるように、自然な姿を描きましょう。またパステルや水彩絵具を使っての色彩表現も可能です。初心者の方にも丁寧に指導し
ます。初めての方には第一回授業時に画材の説明をしますので、HB鉛筆と練消しゴムをご用意ください。
　画材等：別にモチーフ・モデル代が必要です。なお、このモチーフ・モデル代は出欠にかかわらず、徴収いたします。ご理解

ください。

人物画を楽しむ 
28,200円（12回）
IR201　18名

武庫川女子大学　非常勤講師
■奥野　元昭（おくのもとあき）

４／21・28　５／12・19・26
６／２・９・16・23・30　７／７・14

（火）13：00～16：00
予備日　７／21

４／21　教室・大学構内見学　４／28　花
５／12・19　人形・石膏像①②
５／26・６／２　着衣①②　６／９・16　裸婦①②　６／23・30　着衣①②
７／７・14　裸婦①②

芸　術
コース

　子供の頃に使ったクレヨンやクレパスと同様に指先で摘んで描けるのがパステルです。
　カラー紙を使用し、背景を描かなくてもその色を生かし表現出来ます。カラフルなパステルを使って天然、自然な物から色彩
構成を学び感性を磨いてください。
　水彩絵具との混合技法も可能です。
　絵画の基礎（プロポーション、コントラスト、バランスetc）を身につけるために鉛筆か木炭によるデッサンもしましょう。
　初めての方にも丁寧に指導します。
　初めての方には第一回授業時に画材の説明をしますのでHB鉛筆と練消しゴムをご用意ください。
　画材等：別にモチーフ・モデル代が必要です。なお、このモチーフ・モデル代は出欠にかかわらず、徴収いたします。ご理解

ください。

パステル画を楽しむ 
22,000円（11回）
IR201　20名

武庫川女子大学　非常勤講師
■奥野　元昭（おくのもとあき）

４／22　５／13・20・27
６／３・10・17・24　７／１・８・15

（水）13：30～16：00
予備日　７／22

４／22　教室・大学構内見学　５／13・20　人形・石膏像①②
５／27・６／３　着衣①②　６／10　花　６／17・24　裸婦①②
７／１　静物　７／８・15　着衣①②
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※傷害保険料31円×講座回数を含みます。

健康学
コース

　目的のない運動は続かないものです。得ることのない行動はしたくないものです。そこでひとつ、意外と多くの名所が点在す
るこの西宮のまちを少し歩いてみませんか。普段なかなか入ることのないところに一緒に入ってみませんか。少し好奇心をもっ
て行動してみましょう。

　まずは散歩等軽い運動から始めていきます。徐々に歩く距離をのばしていく予定です。
　例．武庫川河川敷、武庫川女子大学（中央キャンパス、上甲子園キャンパス）、甲子園球場、西宮神社等。
　皆さんの行ってみたいところを話し合いましょう。

　雨天時は室内において軽い運動、健康についての講義を行ないます。

健康づくり・体力づくり「ウォーキング　DE　社会見学」
13,048円※（８回）
IR101他　15名

■今井　啓介（いまいけいすけ）

武庫川女子大学　非常勤講師
元男子バレー全日本代表選手

４／20・27　５／11・18・25
６／１・８・15

（月）10：00～12：00
予備日　７／６・13・29

外国語
コース

　“すぐに使える中国語”を目標に学習します。実践的な会話を中心に、楽しく表現練習をいたしましょう。
　　⑴　中国語は何よりも発音が重要です。より正確で、美しい発音ができるように練習します。
　　⑵　単語力を養います。
　　⑶　より高度な表現を学習し、中国語表現のレベルアップを目指します。
　　⑷　既習の内容を使って実際に会話及びヒアリングの練習をくり返し行ないます。
　　⑸　中国の文化や習慣、中国最新事情なども紹介しながら、楽しく授業を進めます。
　　※　ビデオやDVD、CDなども使用し、副教材としてプリントも配布します。
　テキスト：必要に応じて教材（プリント）を配布します。

中国語準中級
19,200円（12回）
IR201　20名

■市成　直子（いちなりなおこ）

武庫川女子大学　関西学院大学
神戸女学院大学　非常勤講師

４／23・30　５／７・14・21・28
６／４・11・18・25　７／２・９

（木）11：40～13：00
予備日　７／16

健康学
コース

　紀元前500年前の孫子の有名な言葉に「敵を知り己を知れば百戦危うからず」があります。敵の実力や現状をしっかりと把握し、
自分自身のことをよくわきまえて戦えば、何度戦っても勝つことができるという意味です。これと全く同じことが病気でも言え
ます。自分の病気を良く知って、最適の薬を使い、養生に努めれば病気を克服できるという意味にも取れます。ここでは糖尿病、
高血圧、脂質異常症、心不全・狭心症、胃潰瘍等消化器疾患、リウマチ、バセドウ病等ホルモン疾患、アトピー性疾患、精神疾患、
癌、細菌感染症などに焦点をあててその病気になるメカニズムと治療法についてどなたにも分かるように解説します。
　現在は、ネットで様々な知識が手軽に手に入る反面、誤った知識で取り返しがつかないことになる危険性もあります。冒頭の
孫子の言葉は敵と戦う上でとても含蓄がある言葉で、私達共通の敵である病気について対処法、予防法を考えてみましょう。

「敵を知り己を知れば百戦危うからず」病気と薬の関係、やさしく解説します。
17,600円（11回）
IR201　20名

■松山　賢治（まつやまけんじ）

元武庫川女子大学薬学部　元慶應義塾大学薬学部　教授
現I&H株式会社顧問

４／24　５／１・８・15・22・29
６／５・12・19・26　７／３

（金）10：45～12：05
予備日　７／10・17

健康学
コース

　ヒトの消化管に生息する腸内細菌は, いったいどこから来て何をしているのでしょうか？最近、この謎が急速に明らかになって
きています。例えば, 脳の正常な発達や逆に発達障害に腸内細菌が関わっているようです。また、ヒトの食事や生活習慣の違いに
よって、腸内細菌叢の構成が変化すること、腸内細菌叢の異常がさまざまな病気の発症に関わることなどが明らかになってきて
います。是非、腸内細菌の最新知識を学んで、病気の予防や子育てなどにお役立てください。

腸内細菌から生活習慣を見直す
12,800円（８回）
IR101　70名

■福尾　惠介（ふくおけいすけ）

武庫川女子大学
栄養科学研究所　所長

４／20・27　５／11・18・25
６／１・８・15

（木）14：50～16：00
予備日　６／22
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※傷害保険料31円×講座回数を含みます。

健康学
コース

　運動習慣を「大切」とわかっていても、なかなか続けてそれを当たり前の日常習慣にしてしまうことは、難しいものですね。
一方で「やらなきゃ」と思い続けていることも事実なのですが、年齢とともに「面倒」とか「億劫」という気持ちが先に立ち、「ま、
いいか」が逆に日常的になってしまうことになります。この積み重ねが、動きづらい体を作り上げていることを認識することが、
重要です。
　自分の体気づきから始め、こつこつと運動することを積み重ねて、動きが楽になる体づくりを目指しましょう！
　その為に体幹を鍛え、楽しい音楽とともに、ちょっとだけ負荷をかけた動きを続ける。
　この繰り返しの中で、少しずつ体が変わってくることを体感して頂きたいのです。
　効果に気づいて頂くために、少し長めの設定にしました。お友達と誘い合わせて、ぜひ参加してみませんか？

体幹エクササイズとスローエアロ
13,572円※（12回）
IR101　30名

元流通科学大学　教授
■松尾　純子（まつおすみこ）

４／24　５／１・８・15・22・29
６／５・12・19・26　７／３・10

（金）14：50～16：10
予備日　７／17

　太極拳は中国古来の伝統武術であり、健康法（養生法）の一つです。その姿は舞のようで、ゆっくりとした動きと深い呼吸に
より精神を安定させることから「動く禅」とも言われています。私たちは日本古来のもの、あるいは東洋思想としての知恵を捨て
てしまったり、忘れていませんか。授業では中国養生思想の持つ人間観や健康観、自然観などにも触れながら、太極拳を学びつつ、
東洋的なからだほぐしや中国養生体操などを交え進めます。他の種目とは一味違う、太極拳ならではの動きを味わってみましょう。
　テキスト：プリントを用いる。

健康学
コース ４／23・30　５／７・14・21・28

６／４・11・18・25　７／２
（木）14：30～16：00
予備日　７／９・16

太極拳
20,141円※（11回）
IR101　30名

神戸女学院大学　名誉教授
■谷　　祝子（たにのりこ）

健康学
コース ４／22　５／13・20・27

６／３・10・17・24　７／1・８
（水）13：00～14：30
予備日　７／15

　「健康」は私たちの生活の質（QOL＝クオリティ・オブ・ライフ）が基盤です。みのり豊かで満足できる生涯づくりのためにも、
自分の健康に対する意識を高めることが家族にとっても重要です。
　ロコモティブシンドローム＝運動器症候群（略称：ロコモ）＝運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態のことで
す。進行すると介護が必要になるリスクが高くなります。ロコモは筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、
あるいは複数に障害が起こり、「立つ」「歩く」といった機能が低下してくる状態をいいます。
　いつまでも自分の足で歩きたい、歩き続けていくために、ロコモ測定を行い、ロコモトレーニングを実施することが必要です。
　「いまは元気だし、生活習慣病・ロコモティブシンドロームなんて関係ない」と思っているあなたも、年令に関係なく、無理な
く、たのしく、からだを動かし、基礎代謝のアップを目指しましょう。そしてコアコンディショニングで身体のゆがみを正し姿
勢改善をしていきます。自分のため家族のため、あなたができることからやってみませんか。

健康体操　－ロコモ度を知り健康寿命をのばす－
11,310円※（10回）
IR101　30名

武庫川女子大学オープンカレッジ　所長
武庫川女子大学　名誉教授

■永田　隆子（ながたりゅうこ）
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気象警報の発令について

O P E N  C O L L E G E  I N F O R M A T I O N

受講時には保育ルーム（ラビークラブ）がご利用いただけます！

講座の配布資料について

対 象 １歳～10歳（有料） 詳細は「ラビークラブ」まで！　TEL.0798-45-3542　(男女共同参画推進室)

オープンカレッジからのお知らせです

暴風警報・大雨警報又はすべての特別警報が阪神また
は西宮市に発令され、それぞれの授業の３時間前に解
除されない場合は休講となります。

気象警報発令による休講は、各自でご確認ください。事
務室より連絡はいたしません。

欠席された講座の配布資料は、次回ご出席の際に担
当講師からお受け取りください。

なお次回授業までにご入り用の場合は送付いたしま
すので事務室までお申し出ください。

　2019年10月にオープンしたキャンパスです。
　阪神鳴尾・武庫川女子大前駅に直結しています。

１．MSC（武庫女ステーションキャンパス）
レクチャールーム・アネックスⅠ

　IRは、教室が４つとオープンカレッジ事務室があります。
　駅から徒歩５分、武庫川女大学西門近くにあります。

２．IR（学術研究交流館）

キャンパスに、ご注意ください

2020年度前期より、オープンカレッジの教室はこちらの２か所になります！

受講の際は、教室の場所を
必ずご確認ください。
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●出入り口は施錠されています。入館にはMIC（会員証）が必要です。
●アネックスⅠ事務室にはオープンカレッジ事務員は滞在しません。
　会員手続きや講座についてのお問い合わせはオープンカレッジ（IR内）までお願いいたします。
●その他、ご利用についてはアネックスⅠの職員の指示に従ってください。

M.I.C.（会員証）の着用をお願いします！
●IR（学術研究交流館）・MSC（武庫女ステーションキャンパス）アネックスⅠは入り口が施錠されています。開錠には
　MIC（会員証）が必要です。
　お忘れの場合はインターホンでIRはオープンカレッジ事務室を、アネックスⅠは大学職員をお呼び出しください。
●受講時及び武庫川女子大学各施設をご利用の際は必ず着用ください。

●出入り口は施錠されています。入館にはMIC（会員証）が必要です。
●お手洗いは女性用1・2F、男性用1・3Fにございます。
●館内の飲食に制限はありませんが、販売はしておりません。（ゴミはお持ち帰りください）

IR（学術研究交流館）について

●駅前に駐輪場はございません。武庫川女子大学駐輪場をご利用ください。（「お車や自転車をご利用の方へ」をご
参照ください。）

MSC（武庫女ステーションキャンパス）について

●教室のご利用とMSCでの事務員の対応時間は開講時間に準じます。不在の場合はオープンカレッジ（IR内）まで
お願いいたします。
●更衣室はございません。必要な場合はオープンカレッジにご相談の上、アネックスⅠをご利用ください。
●教室での飲食に制限ありません。ラビーズカフェからのテイクアウトなど、ご利用いただけます。
　（ゴミはお持ち帰りください）

レクチャールーム（ラビーズカフェ隣）

アネックスⅠ（ウエルネス館）

お車や自転車をご利用の方へ

自転車
武庫川女子大学駐輪許可シール（全キャンパス共通）を発行して
います。自転車保険に加入していることが条件です。事務室でお
申込みください。

お車
駐車場はございません。
周辺のコインパーキングを
ご利用ください。

入 館 と 施 設 利 用 に 関 す る お 願 い
●各教室は共有スペースです。学生や教職員も使用いたしますので、講座開講時間以外での
利用は事務室までご相談ください。
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武庫川女子大学　オープンカレッジご案内
◎MSC（武庫女ステーションキャンパス）

　　『鳴尾・武庫川女子大前』下車すぐ
◎IR（学術研究交流館）

　　『鳴尾・武庫川女子大前』下車　南へ徒歩5分
◎駐輪場　　
　　　　　　　武庫川女子大学学生駐輪場をご利用ください（駐輪許可シールが必要）

〈参考〉
☆JR甲子園口からMSC（武庫女ステーションキャンパス）へ
　
「JR甲子園口」（「小曽根1丁目」にも停車）から、小曽根線経由「高須東」行へ乗車
「小松西町」下車　南西へ5分

☆JR甲子園口からIR（学術研究交流館）へ

「JR甲子園口」（「小曽根1丁目」にも停車）から、小曽根線経由「高須東」行へ乗車
「武庫川女子大学前」下車　西へ5分

　●阪神電車

　●阪神電車

　●43号線南側

　●阪神バス

　●阪神バス

43号線
八百屋 鳴松

会館

鳴尾
公民館

松風
幼稚園

駐輪場

教会

駐輪場

武庫川
女子大学

武庫川
女子大学

体育館
MM館

本館
図書館
講堂

正
　門

西
門

セブン
イレブン

IR（学術研究交流館）
駅から南へ徒歩5分 武庫川女子

大学前バス停

小松西町バス停

阪神「鳴尾・武庫川女子大前」駅

MSC（武庫女ステーションキャンパス）
　　　レクチャールーム

小
曽
根
線 ガソリン

スタンド
スロープ→

←スロープ

地
下
道

歩
道
橋

歩
道
橋

至
大
阪

アネックスⅡアネックスⅠ

Access
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