
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2021冬号【改定版】 

12 古文書を読み解く【初級】 

【講師】今井修平（神戸女子大学名誉教授） 

【期間】3/1・29、4/5・19 第 1・3 月曜 4 回 

【時間】10：30～12：00   【定員】20 名 

【受講料】5,200 円 

本講座は、古文書を読み解く練習をしながら、同

時に江戸時代について楽しく学習することを目

的としています。古文書を本格的に学びたい方、

歴史に興味のある方におすすめの講座です。 

13 古文書を読み解く【中級】 

【講師】今井修平（神戸女子大学名誉教授） 

【期間】3/1・29、4/5・19 第 1・3 月曜 4 回 

【時間】13：00～14：30   【定員】20 名 

【受講料】5,200 円 

本講座は、古文書を読み解く練習をしながら、同

時に江戸時代について楽しく学習することを目

的としています。古文書を本格的に学びたい方、

歴史に興味のある方におすすめの講座です。 

 

14 日本と世界の民話 

【講師】川森博司（神戸女子大学教授） 

【期間】3/10・24・31  第 2・4 水曜 3 回 

【時間】10：30～12：00 【定員】20 名 

【受講料】3,900 円 

「桃太郎」「鶴女房」などの日本の民話と『グリ

ム童話』をはじめとする世界の民話を比較しな

がら、その歴史的・文化的背景を考えます。人生

の不思議に迫りたいと思います。 

 

16 「古事記」から読み解く日本神話の世界（続） 

【講師】河田 千代乃（神戸女子大学名誉教授） 

【期間】3/3・17、4/7・21 第 1・3 水曜 4 回 

【時間】10：30～12：00   【定員】50 名 

【受講料】5,200 円 

「古事記」を通し、日本人の原点、原風景を読み

解いていきます。遠き祖先たちの生きた大地、信

仰した神々の姿などから、私たちへ伝えたいこ

とは何かを考えてみましょう。各地方に伝わる

民間説話なども見ていきます。 

 

15 日本神話を学ぶ「日本書紀を読む」（続） 

【講師】河田 千代乃（神戸女子大学名誉教授） 

【期間】3/12・26、4/9・23 第 2・4 金曜 4 回 

【時間】10：30～12：00     【定員】50 名 

【受講料】5,200 円 

日本書紀は天武天皇の命により編纂された日本

最古の歴史書である。天地の始まりから説きお

こし、多くの神話や沢山の別伝も記されていま

す。同時期に編纂された古事記の神話との相違

についても比較します。 

 

 

17 実作講座『詩人・エッセイストをめざす』 

【講師】倉橋健一（詩人）  たかとう匡子（詩人） 

【期間】3/1・15・29、4/5 第 1・3 月曜 4 回 

【時間】14：00～16：00    【定員】20 名 

【受講料】7,200 円 

グループに分かれ、参加者一人一人の個性を生

かした詩、批評文、エッセイ（散文）の書き方を

支援する実作講座です。毎回作品を提出してい

ただきます。 

18 基礎から学ぶ地球科学【地学】Ⅳ 

～海洋プレートと大陸プレート～ 

【講師】波田重熙（神戸女子大学名誉教授） 

【期間】3/16、4/6・20 第 1・3 火曜 3 回【定員】25 名 

【時間】14：00～15：30【受講料】3,900 円 

災害大国に住む日本人として、地球科学（地学）

の原理を整理して、地球に対する新たな認識を

形成することを目指すシリーズです。 

今回は海洋及び大陸プレートの特質について見

ていきます。 

①海洋プレートの特質  

②大陸プレートの特質 

 ③大陸プレートの成長 

19 【神戸学】神戸ゆかりの人物名鑑ⅩⅩⅡ 

【講師】神木哲男（神戸大学名誉教授） 

【期間】3/19、4/2    金曜 2 回  

【時間】13：30～15：00 【定員】30 名 

【受講料】2,600 円 

近代神戸を創った人物の足跡をたどるシリーズ

ⅩⅩⅡ（最終回）です。今回は次の事柄に焦点を

あて、その時代背景や活躍した人物像を探りま

す。 

 ①「神戸疫病物語」 

 ②「神戸六甲山物語」 

20 「おとなの食育講座」Ver.2-② 

【講師】野口知恵（管理栄養士 野菜ソムリエ上級ﾌﾟﾛ） 

【期間】3/10・24、4/7   水曜 3 回 

【時間】13：30～15：00  【定員】24 名 

【受講料】6,000 円 

食べ物には、様々な栄養素が含まれ、健康の維

持、病気の予防など私たちが生きていくうえで

必要なものです。加齢により衰えた機能を、栄養

素の働きを知ることで改善・軽減をめざします。 

①足のつり予防とむくみとりには？ 

 ②味覚に変化？ 

最近、味付けが濃いと言われませんか 

③血流改善は１日にしてならず！冷え性！ 

　神戸女子大学教育センター　「オープンカレッジ」係
 　 〒650-0004　神戸市中央区中山手通2-23-1 ℡：078-231-1060

お問合せ・申込み先

学校法人 行吉学園 

 お申込み方法
1 電話・窓口にて申込み 2 受講料の振込み 3 申込み完了

お申込みは電話又は窓口にて受付けいたします。 お申込み日より7日以内に最寄の郵便局 ご入金確認後、順次受講証を発送します。

ご継続の方も申し込みは必要です！特にコロナ禍で定員を から下記の指定口座にお振込みください。 ●10日位かかることもあります。

減らしていますので、講座によりお断りする場合もあります。 ●ｷｬﾝｾﾙされる場合は必ずご連絡ください。

●開講日以降のｷｬﾝｾﾙは、原則として受講料

　 の返金はできません。

●個人情報は講座募集以外には使用しません。

●コロナ禍では三密（密閉、密集、密接）になら

　 ないよう対策を実施しています。また館内では、

　 マスクの着用をお願いしております。

　 皆さまのご理解とご協力をお願い致します。       受付時間 ： 月～金（祝日除く） 9：30～17：00

受付で申込みをされる方にお願いします。

・混雑する時間帯は避け、社会的距離をとりましょう。

・受講料のお支払いは出来るだけ振込みでお願いします。

口座番号：00980-4-185703
ガッ コウホウジン ユキヨ シガクエン

加入者名：学校法人 行吉学園
※他金融機関から振込される場合

【店名】〇九九（ゼロキュウキュウ）

【店番】０９９【口座番号】当座0185703℡：078-231-1060



※5名未満は不開講となります。※語学のレベルについては、お問い合わせ下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 27 姿勢健康体操 ミツヴァ・テクニック 

【講師】坪田 ちひろ 

（ﾐﾂｳﾞｧ･ﾃｸﾆｯｸ認定教師 理学療法士） 

【期間】3/1・15、4/5・19 第 1・3 月曜 4 回 

【時間】26 10：30～12：00（不開講）【定員】14 名 

27 13：00～14：30     【受講料】4,800 円 

ミツヴァ・テクニックでは、立つ・座る・歩くと

いった日常の動作やゆったりとした体操を通し

て、自身の癖や身体の使い方を見直し、合理的に

からだを動かす事を学びます。姿勢を 

改善したい方にもおすすめの講座です。 

24 25 ピラティス 

【講師】林 寛子 

(PILATES SCHOOL BUNGA ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ) 

【期間】3/4～4/22 木曜 8 回 

【時間】24 13：10～14：40 【定員】各 10 名 

25 15：00～16：30 【受講料】12,000 円 

ピラティスはリハビリ用に開発されたエクササ

イズです。体のインナーマッスルを使いコアを

鍛えます。独自の呼吸法と正しい姿勢によりゆ

がみの改善などに効果があると言われていま

す。(女性限定講座） 

21 クラシックバレエ【初級】 

【講師】別所 須実子(神戸女子短期大学准教授)  

文山 絵真 (ダンサー） 

【期間】3/5～4/23   金曜 8 回【定員】 各 8 名 

【時間】① 9：50～11：00 

②11：20～12：30     【受講料】9,600 円 

バレエ音楽にあわせて身体を動かし、運動不足

の解消と健康な美しい身体づくりをめざしま

す。社会人女性を対象とするクラスです。 

(女性限定講座） 

22 23 すこやか健康太極拳  

22【講師】竹本 由美（楊名時 師範） 23【講師】野之上 操 

   （楊名時 師範）                         （神戸女子大学非常勤講師 楊名時 師範） 

【期間】3/3～4/21 水曜 8 回      【期間】3/5～4/23 金曜 8 回 

【時間】10：30～12：00 【時間】14：00～15：30 

【受講料】9,600 円 【定員】14 名  【受講料】9,600 円 【定員】14 名 

楊名時太極拳は、ゆるやかに静かに体を動かし、心もゆったり、

呼吸もゆったりとした健康太極拳です。初心者の方でも安心して

ご参加いただけます。動きやすい服装と靴底の低いシューズでご

受講ください。 

28 機能改善トレーニング＆ストレッチ  

【講師】水王 智子 

（ﾌｨｯﾄﾈｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ） 

【期間】3/2～4/27     火曜 8 回 

【時間】10：30～12：00 【定員】14 名 

【受講料】9,600 円 

各関節機能に基づいたトレーニング・ストレッ

チを指導します。加齢による体力・筋力の低下

を感じている方や運動不足で肩・腰・膝に違和

感をお持ちの方におすすめです。日々の積み重

ねが大切です。 

語 学 講 座 

29 二胡（胡弓）【初級】 

【講師】安原 晴美(二胡（胡弓）演奏者) 

【期間】3/11・18・25、4/1 

木曜   4 回 

【時間】 11：00～12：00 

【受講料】12,000 円 【定員】10 名 

東洋のヴァイオリンとも言われ

る二胡、美しく深みのある音色

がだせるよう一緒に楽しく練習

しましょう。 

NO. 講座名 担当講師 講座概要 期間 曜日 時間 回数 定員 受講料

1
Beginner to Intermediate

English
【初級Ⅱ】

Anne
Tanahashi

「英語を話す機会がないからすぐ出てこない」という人達の為のクラ
スです。先生の活き活きした英語とアクティブな指導で、英語が使え
るようになることを目指します。

3/1～4/26 月 10：30～12：00 8回 12名 16,000円

2
ニュースから学ぶ

大人のための英会話
【中級】

Anne
Tanahashi

Come and enjoy talking about what is going on in Japan and

the world in English. In class we will read and discuss short

newspaper articles.

3/5～4/30 金 13：30～15：00 8回 12名 16,000円

3 おとなのための基礎英会話 【初級Ⅰ】
Joanne
Hamuro

英会話を少し学んだことがある方やしばらく英語から離れていた方
のためのクラスです。なまの英語を聞き、口に出す、この基礎をしっ
かりと身につけましょう。

3/3～4/28 水 10：40～12：10 8回 12名 16,000円

4 おとなのための基礎英会話 【初級Ⅱ】
Joanne
Hamuro

「言いたいことを英語でどう言えばいいのかわからない」というような
方のためのクラスです。日常会話を英語で表現する、この基礎をしっ
かりと身につけましょう。

3/3～4/28 水 13：00～14：30 8回 12名 16,000円

5 Brush up English 【中級】
Joanne
Hamuro

Don't let your English ability slip away! The best way to

maintain your English is to use it! Our lessons focus

primarily on Speaking and Listening skills.

3/2～4/27 火 10：40～12：10 8回 12名 16,000円

6 フランス語 【初級】
Philippe
Etienne

フランス語の発音や文法にまだ自信がないという方のための講座で
す。文法はもちろん、様々な場面に応じた自然な会話表現、また料
理や芸術などフランス文化についても楽しく学んでいきます。

3/3～4/21 水 12：45～14：15 8回 12名 16,000円

7 フランス語　不開講 【中級】
Philippe
Etienne

簡単なフランス語で書かれた小説やフランスの社会・文化など様々
なテーマについての新聞記事を読みながら、会話表現の幅を広げて
いきます。さらにフランスの文化や歴史からフランスの「今」まで紹介
します。

1/13～3/3 水 14：40～16：10 8回 12名 16,000円

8 はじめようイタリア語 【入門】
Cristian
Cicogna

イタリア語を初歩から学ぶ入門クラスです。あいさつや、日常生活又
は旅先で使える表現を身につけ、それらの表現から文法を楽しく学
習しましょう。流暢な日本語で説明します。

3/2～4/20 火 10：30～12：00 8回 12名 16,000円

9 イタリア語会話 【中級】
Cristian
Cicogna

文法に触れながら、語彙を増やし会話力を身につけてゆきます。聞く
力をつけるために大半はイタリア語で進めますが、難しいところは日
本語で補います。イタリア文化や時事的な話題も取り入れ楽しく学
びましょう。

3/5～4/23 金 13：00～14：30 8回 12名 16,000円

10 イタリア語会話 【上級】
Cristian
Cicogna

イタリアの文化や時事的な話題を取り入れながら、会話を中心とした
レッスンをイタリア語で行います。勉強してきたことの復習を忘れず、
ボキャブラリーを段々増やして、くつろいだ雰囲気の中で会話を楽し
みましょう。

3/4～4/22 木 11:00～12：30 8回 12名 16,000円

11 使える！韓国語会話 【初級】 金　在炫
ネイティブの講師のもと、聞く力、話す力を中心に、実践的に使える
会話力を身につけましょう。韓国語を学んだことがある方のためのク
ラスです。

3/5～4/23 金 13：30～15：00 8回 12名 16,000円
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