
生涯学習講座

2020年度 後期 （10月～2月）

すべての市民のための

京都女子大学創基100周年記念
「京女100年の至宝」展をご覧頂く前に

フランス音楽の魅力：古（いにしえ）の憧憬より

京都画壇の近代化・竹内栖鳳　創作の秘密

高齢化社会をサポートする
ユニバーサルデザインとバリアフリーデザイン

いつまでも、いくつになってもよい姿勢

人と動物の関わり

子供が輝く小学校国語科授業づくり講座
対象： 小学校国語科教育に関心をもつ方々

これであなたも健康長寿！

仏と浄土と日常生活
―本願寺第八代宗主・蓮如の伝道―

歴史を動かした源平の「後家」たち
―平時子・北条政子・西八条禅尼
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高齢化社会をサポートする
ユニバーサルデザインとバリアフリーデザイン

いつまでも、いくつになってもよい姿勢

3,000円受講料 10月9日金必着申込締切9月26日土開始申込受付図書館交流の床
1階ホール

会場 20名定員

3,000円受講料 10月14日水必着申込締切9月26日土開始申込受付図書館交流の床
1階ホール

会場 30名定員

3,000円受講料 10月29日木必着申込締切9月26日土開始申込受付R研究所棟3階会場 28名定員

オンライン配信
対応講座

オンライン配信
対応講座

1

10月26日月 山岡　俊樹
本学教授

開講日 時間 各回の講題 講義担当者
ユニバーサルデザインとバリアフリーデザインの歴史的背景、
基本的考え方とデザイン方法の紹介

公共空間におけるユニバーサルデザインとバリアフリーデザイン
の考え方と事例紹介

我々の身近にあるユニバーサルデザインとバリアフリーの考え方
と事例紹介2

3

13：00～14：00

14：15～15：15

15：30～16：30

健康長寿のための栄養と食生活Ⅱ
（ロコモティブシンドローム・フレイル予防の観点から）

健康長寿のための栄養と食生活Ⅰ
（免疫力アップ、生活習慣病予防の観点から）

1

10月30日金

13：00～14：00

14：15～15：15

15：30～16：30

原田　奈名子
本学

地域連携研究センター
客員研究員

開講日 時間 各回の講題 講義担当者

良い座り姿勢・立ち姿勢とは

姿勢がいいと呼吸もいい

良い姿勢・良い呼吸の恩恵と方法

2

3

これであなたも健康長寿！

1

11月13日金

9：00～10：00

10：15～11：15

11：30～12：30

中山　玲子
本学特命副学長・
本学栄養クリニック
副栄養クリニック長

開講日 時間 各回の講題 講義担当者

健康長寿とは（総論）

2

3

主催: 栄養クリニック
オンライン配信
対応講座

　高齢化社会において、誰に対しても使いやすさを追求するユニバーサルデザインと現状の障害を取り除くバリアフリー
デザインの重要性は増しています。
　今回の講義では、人々が快適な生活をするうえで必要な道具、機器や家具などの選び方、使い方及び住空間での移動の
ための工夫などについて、ユニバーサルデザイン、バリアフリーデザインの観点から具体的な例を挙げてご紹介します。
　スライドと実物の提示による講義を行います。

　腰が伸びて、すらっと立っていられると、十分呼吸ができて、スタスタ歩くことができる。十分な呼吸は、内臓マッサージ

になり、柔軟性のある胴体をつくる。スタスタ歩きが、背骨の骨の間の組織（椎間板）のみずみずしさを保つ。さぁ、

「いつまでも、いくつになってもよい姿勢」をめざしましょう。

　人生100年時代！ 本講座では、1.健康長寿とは何か、要介護状態や寝たきりの原因と予防、2．健康長寿の観点から、

免疫力アップや生活習慣病予防のためのバランスの良い食事と食生活、3．ロコモティブシンドローム（サルコペニア、

骨粗しょう症）やフレイルの原因と予防のための栄養・食生活について講義します。正しい知識を学び、望ましい生活習慣

や食生活の実践力を身に付け、健康長寿を目指しましょう！
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3,000円受講料 11月6日金必着申込締切9月26日土開始申込受付図書館交流の床
1階ホール

会場 30名定員

3,000円受講料 11月9日月必着申込締切9月26日土開始申込受付図書館交流の床
1階ホール

会場 30名定員

3,000円受講料 11月27日金必着申込締切9月26日土開始申込受付図書館交流の床
1階ホール

会場 20名定員

京都女子大学創基100周年記念
「京女100年の至宝」展をご覧頂く前に

フランス音楽の魅力：古（いにしえ）の憧憬より

京都画壇の近代化・竹内栖鳳　創作の秘密

京都女子大学創基100周年記念

生涯学習講座一覧2020年度 後期
（10月～2月）

各会場は、裏表紙 【会場案内】 をご参照ください。

田崎　直美
本学准教授

19：00～10：00

10：15～11：15

13：00～14：00

廣田　孝
本学名誉教授

開講日 時間 各回の講題 講義担当者

ドビュッシーと《ペレアスとメリザンド》

ラヴェルと《クープランの墓》

プーランクと《カルメル派修道女の対話》

2

3

1

12月11日金

13：00～14：00

14：15～15：15

15：30～16：30

開講日 時間 各回の講題 講義担当者

感興の表現

パリ万博出品作品の制作過程

渡欧後の西洋風景画の制作過程

2

3

11月23日月●祝

1

11月20日金

9：00～10：00

10：15～11：15

11：30～12：30

中前　正志
本学教授

開講日 時間 各回の講題 講義担当者

2

3

揺れて漂う本文 ―『方丈記』古写本群―

不動明王の涙と視線 ―『泣不動縁起絵巻』断簡―

殿様、双六で遊ぶ ―肉筆彩色『列僊寿娯禄』―

　19世紀末から20世紀にかけてのフランス音楽には、「遠い昔」の世界観や音楽に対する敬意や憧れが表れている作品

が多くみられます。今回は三人の代表的なフランス人作曲家(ドビュッシー、ラヴェル、プーランク)が、作品の中にどのよう

に「古(いにしえ)の世界」を現代に蘇らせているのか、そこに働く社会背景や思想は何か、視聴覚資料を交えて巡ります。

　「栖鳳創作の秘密」というタイトルで、栖鳳の作品制作のやり方「どうやって作品をつくったのか？」というテーマで

いままでの研究を通して考えてきたことをお話ししたいと思います。

　京都女子大学創基100周年を記念して、今秋の11月16日（月）～12月4日（金）に学内施設（京都女子学園建学

記念館「錦華殿」）にて開催される「京女100年の至宝」展について、案内・解説します。全体を概観したうえで、合計

50点ほど展示される貴重な古典籍のうちから特に３点を選んで、その意義や魅力などを浮き彫りにしたいと思いま

す。講座終了後などに展示をご覧頂く際の参考にして頂ければ幸いです。
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3,000円受講料 12月10日木必着申込締切11月16日月開始申込受付図書館交流の床
1階ホール

会場 30名定員

3,000円受講料 1月28日木必着申込締切11月16日月開始申込受付図書館交流の床
1階ホール

会場 30名定員

人と動物の関わり

子供が輝く小学校国語科授業づくり講座
対象： 小学校国語科教育に関心をもつ方々

主催: 現代社会学科
オンライン配信
対応講座

オンライン配信
対応講座

仏と浄土と日常生活
―本願寺第八代宗主・蓮如の伝道―

水戸部　修治
本学教授

1

12月26日土

13：00～14：00

14：15～15：15

15：30～16：30

西　義人
本学准教授

開講日 時間 各回の講題 講義担当者

本が大好きな子供を育てる

一人一人がよさを発揮する交流活動

小学校国語科の授業づくりと学習評価

2
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2月12日金

13：00～14：00

14：15～15：15

15：30～16：30

開講日 時間 各回の講題 講義担当者

『御文章』と「タノムタスケタマヘ」

500年の声『正信偈和讃』

本尊はいろいろ、救いはひとつ

2
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主催: 宗教文化研究所

1

　予測が難しい変化の激しいこれからの社会。そうした未来社会を生きる子供たちに、一層豊かな言葉の力を育みたい

ものです。本講座では、小学校国語科の授業づくりを通して、その具体的な在り方を考えていきます。子供たちに育み

たい言葉の力を、小学校学習指導要領を手掛かりに明らかにしながら、読書を生かした授業づくりや言語活動の充実など

について、事例を基に解説していきます。小学校国語科教育に関心のある皆様の御参加をお待ちしています。

　室町時代、本願寺が有数の大教団へと進んでいく道を切り開いた中興の祖・蓮如。彼が取り組んだ活動の中には現代

の本願寺教団でも受け継がれていることが多数あります。本講座では、『御文章』・『正信偈和讃』・本尊という三つの

テーマを通じて、蓮如の伝道とその影響、そして蓮如が伝えようとした浄土真宗の教えについて学びます。

　人と（人以外の）動物との間にはさまざまな関係が存在します。「パートナー、コンパニオン」「共生、共存共栄」

「殺す／殺される」「利用する／される」などの多様な関わり合いは、「相互矛盾（首尾一貫性の欠如）」「人のご都合主義

（種差別）」「弱肉強食（自然の摂理）」など、相異なる評価が示されます。本講座では、人と動物の具体的な関わり方に

即して現状と問題点を確認した上で、理論的な観点を整理します。

12月19日土

13：00～14：00

14：15～15：15

15：30～16：30

霜田　求
本学教授

開講日 時間 各回の講題 講義担当者

2

3

人と動物の交流：ペット、ふれあい、野生生物

人による動物の利用：動物実験、肉食、異種移植

動物の福祉と権利
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3,000円受講料 12月3日木必着申込締切11月16日月開始申込受付大阪オフィス会場 18名定員



・一度お支払いいただいた受講料は、原則として返金できません
のでご了承ください。
　　
 【受講にあたって】
・受付は、講座会場前において、講座開始30分前から行います。
講座開始までにお済ませください。
・駐車場はございません。お車でのご来場はご遠慮ください。
・講座の録画・録音・写真撮影はご遠慮ください。
・各講座は、記録・広報のために録画・録音・写真撮影を行い、公開
することがあります。あらかじめご了承ください。

 【会場における新型コロナウイルスの感染拡大予防措置について】
・教職員は、マスクまたはフェイスシールドを着用いたします。
・事前に、ドアノブ、椅子等の消毒を行います。
・入口に手指消毒液を設置しています。
・会場の換気を定期的に行います。

 【受講者の皆様へのお願い】
・マスクの着用及び咳エチケット、手指の消毒にご協力をお願い
いたします。
・37.5℃以上の発熱や風邪の症状のある方、体調不良の方の参
加はご遠慮ください。
・受付時に検温を行います。(37.5℃以上の発熱や風邪の症状が
ある方は参加をご遠慮いただきます)
・各会場では、密集を避けるため間隔を空けて着席いただきます。
・受付場所や教室等において、人と人との間隔は1m以上を確保
してください。また、大きな声での会話はお控えください。
・適宜会場内の換気を行いますので各自で防寒対策をお願いい
たします。

 【緊急時における取り扱い】
・講師の都合や交通機関の不通、気象警報発令、新型コロナウイ
ルスの感染状況等で中止とする場合があります。
・中止の場合は、本学ホームページでお知らせいたします。
・新型コロナウイルス感染拡大により、会場での開催が不可と
なった場合は、オンライン配信対応講座に限りオンライン配信
で実施いたします。その際、対面受講からオンライン受講への
変更をご希望の方は、講座開始2週間前までに連携推進課
　（r-suishin@kyoto-wu.ac.jp）までご連絡ください。

対面受講をご希望の方

歴史を動かした源平の「後家」たち
―平時子・北条政子・西八条禅尼

1

　12世紀後半から13世紀前期にかけて武家の棟梁として活躍した三人の人物の妻が夫の在世中から死後に至る

まで、どのような役割を果たしたのかを当時の政治・社会・文化状況を踏まえながら考えます。その具体例として平清盛・

源頼朝・源実朝の妻、すなわち平時子（二位尼）・北条政子（尼将軍）・西八条禅尼をとりあげて、平家政権や鎌倉幕府の

草創期の諸問題を織り交ぜながら論じていきます。

2月18日木

13：00～14：00

14：15～15：15

15：30～16：30

開講日 時間 各回の講題 講義担当者

2

3

平家一門のゴッドマザー―平時子

後妻打ちの尼将軍―北条政子

実朝の妻のその後―西八条禅尼

野口　実
本学宗教・文化研究所

客員研究員
本学名誉教授

J

3,000円受講料 2月3日水必着申込締切11月16日月開始申込受付図書館交流の床
1階ホール

会場 30名定員

 【申込方法】
・講座ごとの申込締切日（必着）までに、はがきまたはWEBサイト
からお申込みください。

はがきによる申込
・はがき裏面には以下の記入事項を楷書で分かりやすく記入して
ください。
・はがき1枚につき、お一人1講座ずつのお申込みとなります。
＜記入事項＞
　①講座名 ②氏名（フリガナ） ③年齢 ④性別 ⑤職業
　⑥郵便番号 ⑦住所　　⑧電話番号　　⑨メールアドレス
＜申込先＞
　京都女子大学連携推進課
　〒６０５-８５０１  京都市東山区今熊野北日吉町３５

WEBサイトからの申込
・講座ごとの申込締切日までに、WEBサイトの専用フォームから
お申込みください。

＜WEBサイト申込フォーム＞
　京都女子大学WEBサイト「生涯学習講座」で検索
　またはQRコードからアクセス
　https://www.kyoto-wu.ac.jp/shakai/koza/index.html

※申込多数の場合、申込締切日の以前であっても受付を終了する
ことがあります。
※お電話での申込受付は行っておりません。
※いただいた個人情報は本講座関係業務以外には使用いたしません。

 【受講証】
・申込期間終了後に本学から受講証をお送りいたします。
・受講証は講座当日に必ずご持参ください。

 【受講料について】
・各講座は、それぞれ3回の連続講座で、受講料は全3回の金額
です。
・受講料は、受講時の受付にてお支払いください。なおつり銭の
ないようご用意ください。
・講座の途中の回から受講される場合や途中の回まで受講され
る場合でも、受講料は所定の金額となります。



 【確認事項】
・オンライン(Zoom)受講にあたっては、各自でパソコンやスマー
トフォン、インターネット環境が必要となります。
・Zoomがご利用になれることをご確認の上、受講をお申し込み
ください。
・通信費については自己負担となります。

 【申込方法】
・講座ごとの申込締切日までに、WEBサイトの専用フォームから
お申込みください。

＜WEBサイト申込フォーム＞
　京都女子大学WEBサイト「生涯学習講座」で検索
　またはQRコードからアクセス
　https://www.kyoto-wu.ac.jp/shakai/koza/index.html

※申込多数の場合、申込締切日の以前であっても受付を終了する
ことがあります。
※お電話での申込受付は行っておりません。
※いただいた個人情報は本講座関係業務以外には使用いたしません。

 【受講料について】
・受講料は、事前振込となります。申込期間終了後、本学から払込

取扱票を郵送いたします。
・講座開始7日前までに一括納入してください。
・振込手数料はご負担ください。
・万が一、期日までに納入できない場合や払込取扱票のお名前
に誤りがある場合は事前に連携推進課までご連絡ください。
・期日までに事前のご連絡なく受講料の納入がない場合はキャ
ンセルとみなします。
・各講座は、それぞれ3回の連続講座で、受講料は全3回の金額です。
・講座の途中の回から受講される場合や途中の回まで受講され
る場合でも、受講料は所定の金額となります。
・一度お支払いただいた受講料は、原則として返金できませんの
でご了承ください。

 【受講にあたって】
・ご入金が確認できましたら、講座開始前日までにお申し込み時
のメールアドレスに受講に必要なURLをお送りいたします。
・講座の前日までに、メールが届かない場合はお手数ですが、連携
推進課までお問い合わせください。
・講座の録画・録音・写真撮影・第三者へのURL等の流出はお控え
ください。
・各講座は、記録・広報のために録画・録音・写真撮影を行い、公開
することがあります。あらかじめご了承ください。

オンライン受講をご希望の方

2020年度後期生涯学習講座は、新型コロナウイルス感染症拡大対策の観点から、定員を減らした対面での実施とオンライン
配信対応講座に限り、オンライン（Zoom）配信を行います。
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