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ふりがな 生　年　月　日 性　別

19　　　　年　　　月　　　日 男 ・ 女

〒　　　　ー

　　　　　　　ー　　　　　　ー

　　　　　　　ー　　　　　　ー

（携帯不可）　　　　　　　　　　　　　　　　　＠E-mail

Ａ 源氏物語へのいざない（全6回）□

B 死刑制度―裁判員裁判の時代に考える―（全6回）

□

□ □ 12,000円□ 13,800円

□ 12,000円□ 13,800円

□

□ 12,000円□ 13,800円

□ □ 12,000円□ 13,800円

□ 12,000円□ 13,800円

□ □ 20,000円□ 23,000円

□ □ 12,000円□ 13,800円

講　　　　座　　　　名 一般 同窓割引

該当する欄にチェック□を入れてください。

電　話 　　　　　　　ー　　　　　　ー

卒業年次（ 昭和・平成 ）　　　　年　　　　　　　　学部・大学院　　　　　　　学科卒 （旧姓：　　　　　　）

お 申 込 講 座

□ □ 20,000円□ 23,000円

□ □ 12,000円□ 13,800円

□ □ 12,000円□ 13,800円

□

□ 8,000円□ 9,200円□

□ 12,000円□ 13,800円

C イスラーム ―異文化交流と衝突の歴史―（全6回）

D カウンセリングに学ぶ人間関係

F 平家物語 ―鹿谷陰謀の顚末を読み解く―（全10回）

E なにわ・大阪・歴史再訪（全6回）

G 人生を豊かにする心理学入門（全6回）

H これからどうなる日本の食と農 ―フードシステムの視点から―（全10回）

I 旧約聖書の預言者の人物像と思想について（全6回）

J 司馬遼太郎文藝の魅力（全6回）

K

日本の高齢者を取り巻く現状とこれから（全4回）L

カウンセリングの理論と方法 ―人間関係を良くする対人援助技法―（全6回）

氏　名

自　宅

関西学院
同窓の方

携帯電話

FAX

備　考

■個人情報の取り扱いについて
　関西学院大学では、本学が提供する公開講座の申込時に、皆さまの個人情報の提供をお願いする事があります。また、ご提供頂いた個人情報は、公開講座運営のため、および公開講座にお申

し込み頂いた皆さまに対し、本学の提供する教育機会についてのお知らせをさせて頂くなど、社会に開かれた大学としての責務を果たしていくために限り、 利用させて頂きます。

　本学は、ご提供頂いた個人情報を取扱う場合は、個人情報に関する法令を遵守し、すべての教職員が、機密性を保護する取り組みを実施することにより、プライバシーを尊重し、本学に対する

期待と信用に応えてまいりたいと考えています。

K.G.梅田ゼミ受講申込書 ＦＡＸ専用

〔申込ＦＡＸ送信先〕 0798-54-6904 （24時間受付）　関西学院大学教務部生涯学習課

［ 2011年度前期 第3期 ］

申込受付中

コース選択

キャンセル料
講座開始2週間前まで･･････無料
講座開始１週間前まで･･････1,000円
講座開始前日まで･･･････････2,000円

都心キャンパスでの学びと出会い。

関西学院大学学長  

杉原  左右一

　英米文学科を卒業以来、英語を使う仕事に携わりながらも、

アメリカ文学とは無縁の生活でした。講義初日、ゼミ形式の授

業という事で全員に発表する作家が割り当てられ、まず一人が

発表、その後参加者からの質問、意見、最後に先生のレジュメ

と全員参加の活気ある授業内容。毎回時間が足りない程盛り

上がり、本も良く読み、先生の指導の下、名作を掘り下げて理

解する事が出来、楽しい授業でした。このコースの続きを願っ

ています。

関西学院大学

関西学院大学教務部ホームページ

http://www.kwansei.ac.jp/a_affairs/

受付：FAX 24時間　問い合わせ：電話 平日 9：00～16：00

関西学院大学教務部生涯学習課　〒662-8501  西宮市上ケ原一番町1-155

TEL.0798-54-6892  FAX.0798-54-6904

阪急「梅田駅」茶屋町口下車北へ徒歩5分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩7分、
「中津駅」より徒歩4分
大阪市北区茶屋町19-19  アプローズタワー14階
TEL.06-6485-5611
http://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/access/

受講申込書（専用用紙）をご使用いただき、関西学院大学教務部生涯学習課にＦＡＸ送
信してください。（FAX.0798-54-6904）

●キャンセルは、開講日までに生涯学習課にご連絡ください。開講日以降のキャンセ
ルによる返金はできませんので、ご了承ください。

●開講日以前のキャンセルの場合、キャンセル料を差し引いた金額を返金いたします。

大阪梅田キャンパス

受講申込上の注意

キャンセルについて

お問合せ

お申込方法

会　場

鈴木 瑠璃子 様
［受講コース］アメリカ文学にみるアメリカの夢とディレンマ（2010年度後期）

林 明男 様
［受講コース］心とからだの健やかさ（2010年度後期）

　今回、私が参加したきっかけは、これまで長年続けてきた社

交ダンスをより上達するためのヒントが講座「心とからだの健や

かさ」にあるのではないかと考えたからです。私は学ぶことが好

きで機会を見つけては多くの講座に参加していました。今回、私

が参加させていただいたK.G.梅田ゼミは内容がわかりやすく、

かつ大学レベルの深いもので大変満足いたしました。参加者と

講師がともに講座を創ってゆくことを実感いたしました。多くの

方々に参加していただけたらと筆をとらせていただきました。

この講座は関西学院大学と関西学院同窓会の共同プログラムです。

ごあいさつ

■受講者の声

　２０１０年４月より関西学院大学の新たな取り組みとして、少人数から成

る「Ｋ.Ｇ.梅田ゼミ」を開講いたしました。社会に開かれた都心キャンパス

である大阪梅田キャンパスにおいて、関西学院大学の知的資産を皆様に

提供し、人々が学び、出会う新しい出発の場となることを願っています。本

講座が、皆様のさまざまなライフステージにおける自己実現へのきっかけと

なると共に、本学のスクールモットーである“Mastery for Service”を体

現する機会となることを心から期待しています。

　「Ｋ.Ｇ.梅田ゼミ」は関西学院大学と関西学院同窓会が協力して開講

いたします。同窓生だけでなく、どなたでも参加いただけます。皆様の参

加をお待ちしております。

●お申し込みは3月24日から先着順とさせて頂きます。（開講後も申し込みを受け付けま
すが受講料は同一です。）受講料振込用紙と講座に関するご案内等はお申し込み後10
日以内にお送りします。

●受講料振込用紙到着後、1週間以内に受講料を振込みください。受講料振込をもって正
式なお申し込みと致します。ご入金後のご連絡は原則いたしません。受講料振込用紙送
付時に同封しました「講座のご案内」をご確認いただき、領収書をお持ちのうえ当日直
接教室にお越しください。受講料未納の場合のみ講座前にご連絡させていただきます。

●定員を超過した場合は募集を締め切らせていただきます。募集締め切りはホームページ
に掲載いたしますので申し込み時にご確認ください。

●開講1週間前に応募者が10名以下の場合は不開講とします。（すでにお振込の場合、
　受講料は返金させていただきます。）また、都合により受講定員、講座日、講座時間を
変更させて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。

●申し込みはFAXでのお申込のみとなります。パンフレットの申込用紙あるいはホームペ
ージに掲載されている申込用紙をプリントしてお使いください。

●受講料に教材費は含まれます。ただし、フィールドワーク等で発生する費用は含まれま
せん。別途、実費をいただきます。
●講座運営上支障のある場合はご参加をお断りする場合があります。
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3月24日より受付開始

―人との交わり方、コミュニケーション、コーチング―
（全6回）

4/13［水］～

4/15［金］～

5/10［火］～

5/12［木］～

5/16［月］～

6/1［水］～
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6/ 2［木］～

6/21［火］～

7/15［金］～

7/28［木］～

8/26［金］～

関西学院大学 2011年 前期 第3期

特　色
1．少人数（原則30名）による講座（ゼミ）とします。

2．講座のレベルはアカデミックな大学教養レベルとします。

Ｋ.Ｇ.梅田ゼミ
2011年度4月開講
関西学院大学大阪梅田キャンパスで社会人のための
少人数ゼミを開講。どなたでも参加いただけます。

後援：大阪市

申込
受付

3月24日
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PIASタワーPIASタワー

地
下
鉄
御
堂
筋
線

至
新
大
阪

新
御
堂
筋

アプローズタワー
ホテル阪急
インターナショナル（ （

中
津

梅
田

JR
大阪

阪
急
梅
田

大阪梅田
キャンパス

N

3月24日より受付開始

―人との交わり方、コミュニケーション、コーチング―
（全6回）

4/13［水］～

4/15［金］～

5/10［火］～

5/12［木］～

5/16［月］～

6/1［水］～

6/1［水］～

6/ 2［木］～

6/21［火］～

7/15［金］～

7/28［木］～

8/26［金］～

関西学院大学 2011年 前期 第3期

特　色
1．少人数（原則30名）による講座（ゼミ）とします。

2．講座のレベルはアカデミックな大学教養レベルとします。

Ｋ.Ｇ.梅田ゼミ
2011年度4月開講
関西学院大学大阪梅田キャンパスで社会人のための
少人数ゼミを開講。どなたでも参加いただけます。

後援：大阪市

申込
受付

3月24日
より

開始



ACOURSE 源氏物語へのいざない
■毎回水曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

源氏物語の世界を、各回のテーマにそってお話しする講座です。源氏物語のこ

とをよくご存じの方も、これから学びたい方も、楽しんでいただける講座です。

どうぞお気軽にご参加ください。
高木 和子
担当講師

関西学院大学文学部教授

源氏物語に見受けられる、不思議なお告げのような「夢」の場面に注目
して、作品世界を読み解きます。

源氏物語の「夢」

当時の病の原因とされた「物の怪（もののけ）」、その現象に注目して、
作中の人間関係を読み解きます。

源氏物語の「物の怪」

「世語り（よがたり）」とは噂のこと、作中の人々がいかに「世語り」を意
識しているかを考えます。

源氏物語の「世語り」

平安朝の「みやび」とよく言われますが、みやびとはどのようなことを意
味するのか考えます。

源氏物語の「みやび」

源氏物語に描かれるさまざまな風流のうちの一つ、香りに注目して物語
を読み解きます。

源氏物語の「香り」

多くの人々が出家するなかで、なぜ光源氏はついに最後まで出家せずに
終わるのかについて考えます。

源氏物語の「出家」

4/13
第1回

［水］

4/20
第2回

［水］

4/27
第3回

［水］

5/11
第4回

［水］

5/18
第5回

［水］

5/25
第6回

［水］

GCOURSE 人生を豊かにする心理学入門
■毎回水曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

私どもにとって身近な心理学上の諸問題を順次とり上げ、最後に心理学という

学問体系について述べ、その中に各トピックを位置づけることによって心理学

への理解を深めてもらう。
今田 寛
担当講師

関西学院大学名誉教授・元文学部教授
元関西学院大学学長

まず私ども自身・日本人について、２人の外国人研究者によって、かつて
指摘された日本の育児様式に関連づけて考える。

日本の育児と日本人

前の週に明らかになった日本人の姿・人生を、「量的には長い（長寿）が、
質的にはどうか」という視点で心理学の立場から考える。

人生の量と質

ストレスや不安を引き起こす心理的要因について、実証的研究に言及しな
がら考え、また日本人の不安の特徴を考える。

ストレスと不安

絶望とうつを引き起こす心理的要因に関する動物およびヒトの実験を紹
介し、動物とヒトの違いについても考える。

絶望とうつ

暗いテーマが続いたので、希望、幸福、楽しさなどに関する問題について
実証心理学の立場から考える。

希望と幸せ

最後に心理学という学問について概観し、これまで取り上げてきたトピッ
クをその体系の中で位置づけ、心理学への理解を深める。

心理学という学問について

6/1
第1回

［水］

6/8
第2回

［水］

6/15
第3回

［水］

6/22
第4回

［水］

6/29
第5回

［水］

7/6
第6回

［水］

ECOURSE なにわ・大阪・歴史再訪
■毎回月曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

なにわ・大阪の歴史を文化と経済の面から探訪します。古代から現代までの大

阪の歴史概観、錦絵に見る明治の大阪、水の都、老舗、私鉄、企業家につい

て、各専門家の方に語って頂きます。
宮本 又郎
コーディネータ

関西学院大学大学院経営戦略研究科教授
大阪大学名誉教授

古代から近現代までの大阪の歴史を概観します。難波宮、大阪本願寺、
天下の台所、大大阪がキーワードです。

大阪の歴史概観―伝統と革新の系譜

幕末の浮世絵に描かれた浪花の景から、現在消えた
もの、隠されたもの、遺されたものの美しさについて
考えます。

｢浪花百景」に見る風景・今昔

永田 雄次郎担当講師

宮本 又郎担当講師

5/16
第1回

［月］

五代友厚、藤田伝三郎、松本重太郎、小林一三など明治維新以降の大阪
の代表的企業家についてお話します。

大阪の企業家群像

宮本 又郎担当講師

6/20
第6回

［月］

5/23
第2回

［月］

I COURSE 旧約聖書の預言者の人物像と思想について
■毎回火曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

紀元前8世紀から6世紀にかけて古代イスラエルに預言者が輩出したことは、世

界史的にも大きな特徴である。旧約の預言者たちがどのような時代状況におい

てどのような預言をしたかについて学ぶ。
樋口 進
担当講師

関西学院大学キリスト教と文化研究センター教授

旧約聖書の時代に登場する預言者の活動とその思想的特徴について、概
説的に解説する。

旧約の預言者とは

紀元前8世紀に北イスラエル王国で活動したアモスとホセアが、どのよう
な時代状況の中でどのような預言をしたかについて学ぶ。

アモスとホセアの人物像と思想について

紀元前8世紀に南ユダ王国で活動したイザヤの預言の特徴とそのキリスト
教への影響について検討する。

イザヤの時代とその思想について

紀元前7世紀末から6世紀初頭のユダ王国滅亡期に活動したエレミヤの思
想とその心の葛藤（告白）について学ぶ。

エレミヤの時代とその思想について

紀元前6世紀の初頭、自ら捕囚としてバビロンの地に連れて行かれ、そこ
で預言活動をしたエゼキエルの思想について学ぶ。

エゼキエルの時代とその思想について

紀元前6世紀の中ごろ、バビロンの捕囚地でペルシアによる解放を預言し
た無名の預言者の思想について検討する。

第二イザヤの思想について

6/21
第1回

［火］

6/28
第2回

［火］

7/5
第3回

［火］

7/12
第4回

［火］

7/19
第5回

［火］

7/26
第6回

［火］

KCOURSE カウンセリングの理論と方法 ―人間関係を良くする対人援助技法―
■毎回木曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

カウンセリングの背景にある精神分析や来談者中心療法の理論と面接の方法

をやさしく解説するだけではなく、実際にロールプレーやグループで対人技法

の練習をしてみましょう。きっと皆様のお役に立つ経験になると思います。
武田 建
担当講師

関西学院大学名誉教授・元社会学部教授
元関西学院大学・高等部アメリカンフットボール部監督

悩み、痛み、苦しみを話せることは、心の重荷を軽くします。カウンセラ
ーは北風ではなく、太陽のように。援助関係の要素とは：受容、共感、温
かさ、純粋さ、独自性と共感性、主観性と客観性。

真剣に聴くことの大切さ

人間関係では、相手に与えたものが自分に返ってきます。自分のことをど
う思っているか、独り立ちの条件、自分でやって自信をつける、独立と依
存の間の葛藤、自己実現。

クライエントの心のなか（精神分析学や来談者中心療法から学ぶ人の心）

初めての出会い、まず自己紹介。クライエントに信頼してもらう。主訴を聞く
とき。面接時間。カウンセラーのリード。沈黙の尊重。共感とともに苦しみを
乗り越える。輪郭をつかむ。援助の目標。面接をどう進めるかを説明する。

面接のはじめから終わりまで

人間には言葉があります。複雑なことでも短い言葉で伝えられます。言葉
のむずかしさ。傾聴再考。明確化、置き換え、感情の反射、要約、沈黙の
尊重。

言葉によるコミュニケーション

非言語的なコミュニケーション。クライエントの座る位置。時間にまつわ
る問題。言語と非言語は結びついています。顔の表情、ジェスチャー、姿
勢。

言葉によらないコミュニケーション

質問、直面化、解釈、情報の提供、要約、リードの原則、積極的な行動ア
プローチ、アサーション・トレーニング、オペラント技法、モデリング、ペア
レント・トレーニング。

積極的アプローチ

7/28
第1回

［木］

8/4
第2回

［木］

8/11
第3回

［木］

8/25
第4回

［木］

9/1
第5回

［木］

9/8
第6回

［木］

LCOURSE 日本の高齢者を取り巻く現状とこれから
■毎回金曜日　■時間／15：10～16：40　■定員数／30名　■受講料／9,200円（同窓生8,000円）

近年わが国の高齢者を取り巻く環境は、めまぐるしく変化しています。社会保障

や経済への影響が懸念されていますが、高齢者が安心して心豊かに暮らして

いくために何が必要かをともに考えます。
大和 三重
担当講師

関西学院大学人間福祉学部教授

日本の高齢社会の進展を人口構造、地域差、国際比較で確認し、今後
の私たちの暮らしへの様々な影響を社会福祉の視点から考えます。

少子高齢化の現状と今後

介護保険制度の仕組みを理解し、正しく活用することで介護予防や介護
が必要になったときに活用できるように解説します。

介護保険制度の仕組みと活用

人生の総仕上げである高齢期の過ごし方を余暇活動、社会参加、生き
がいなどの視点から考えます。

高齢期の過ごし方

住み慣れた地域で継続して暮らすために、安心で安全な住まいや生活環
境を整えるにはどうすればよいかを考えます。

高齢者とコミュニティ

8/26
第1回

［金］

9/2
第2回

［金］

9/9
第3回

［金］

9/16
第4回

［金］

DCOURSE カウンセリングに学ぶ人間関係 ―人との交わり方、コミュニケーション、コーチング―
■毎回木曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

カウンセリングは、相談に来る人たちを面接するときだけのものではありません。日

常生活のなかにも応用出来ることが沢山あります。それは人間関係の築き方であ

り、交わり方であり、教え方でもあります。その理論と方法を探っていきましょう。

人の心には「長さ」「幅」「深さ」があります。性格の形成、心のなかの意
識出来る部分と出来ない部分、同性の親との同一化、男性と女性の確立、
日本文化と性格（人となり）の形成。

人の心とパーソナリティ（性格）の形成

カウンセリングに学ぶ、人と人との交わり、阪神淡路大震災のときの「リン
ゴ娘」の活躍、北風と太陽、太陽になるには？自分の話を聞いて貰えた時
と話を聞いて貰えなかった経験、気持ちの汲み方。

人間関係の築き方

「目は口ほどにものを言い」私たちのコミュニケーションの大半は非言語
的なものです。さまざまな非言語的なコミュニケーションを考えてみましょ
う。

非言語的コミュニケーション

あのバブロフの犬の実験が不安の解消の方法の基礎になるとは、大学生
の私は考えもしませんでした！思い切って自分の当然の権利を、相手を傷
つけずに表現する方法。

不安の解消　不安とリラクゼーション

私のコーチング理論は、オペラント条件づけとモデリングを子育てに応用したペアレント・
トレーニングを、関学高等部のチームの指導に当てはめたものです。その原点をご説明し
ながら、心理学の基礎をどうやって日常生活に応用するかをご一緒に考えましょう。

ペアレント・トレーニング

行動（学習）心理学を指導やコミュニケーションに応用したお陰で、大学
と高等部のアメリカンフットボール部が何度も日本一になりました！この原
理は夫婦、親子、孫との間にも活用出来ると思います。

コーチングの心理学

5/12
第1回

［木］

5/19
第2回

［木］

5/26
第3回

［木］

6/2
第4回

［木］

6/9
第5回

［木］

6/16
第6回

［木］

J COURSE 司馬遼太郎文藝の魅力
■毎回金曜日　■時間／11:10～12:40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

司馬遼太郎没後１５年、相変わらず司馬文藝の人気は高い。特に2009年より3年に

分けて待望の『坂の上の雲』のテレビドラマ化が実現して、更に司馬文藝への関心

が高まってきている。その司馬文藝の魅力の核にせまれることを試みたい。
細川 正義
担当講師

関西学院大学文学部教授

忍者という非人間的存在を素材にして、人間性回復のロマンの世界を描
いた『梟の城』は司馬文藝の根幹を成す作品でもある。直木賞作家司馬
の出発である。

司馬文藝の成立―『梟の城』をめぐって

『竜馬がゆく』が書かれているさなかに東京オリンピックが開催され
た。戦後日本の「青春」に見事にフィットした司馬の竜馬像が読者を魅
了した。

司馬文藝がなぜ読まれるのか―『竜馬がゆく』の成立

既成の枠にとらわれない人間像と史実を巧みに交差させながら、ダイナ
ミズムにとんだ壮大な文芸作品として『竜馬がゆく』は普遍の地位を獲
得しているといえよう。

『竜馬がゆく』の主題にせまる
司馬は小学六年生の教科書で「つねに晴れあがった空のように、たかだかとした心を
持て」と語りかけた。次代をになう子供たちへの熱い思い、それが司馬文藝の魅力の
源泉でもある。そうした思いが「司馬史観」として司馬文藝を形作っていっている。

司馬文藝の魅力―「司馬史観」を探る

坂の上の雲を目指して一心に登っていった正岡子規たち明治の青春群像
の明るさを描こうとした当初の目的は、日露戦争と直面して鋭い問いかけ
を発するようになる。

司馬文藝の成熟―『坂の上の雲』と「明治」

国の将来を願いながら懸命に生きた明治の群像たちの「人間像」を見据
えながら、「明治」と「戦争」の意義と課題を追求した不朽の名作にせま
ることを講座のまとめとしたい。

『坂の上の雲』の意義と主題

7/15
第1回

［金］

7/22
第2回

［金］

7/29
第3回

［金］

8/12
第4回

［金］

8/26
第5回

［金］

9/9
第6回

［金］

F COURSE 平家物語 ―鹿谷陰謀の顚末を読み解く―
■毎回水曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／23,000円（同窓生20,000円）

分不相応な大将ポストを所望して、後白河院側近たちをまき込んで破滅した大納言

成親の大将争いを主軸に、鬼界島流人俊寛の悲劇と、主を尋ねて鬼界島を訪れる

有王との再会までを丹念にたどります。
武久 堅
担当講師

関西学院大学名誉教授・元文学部教授

今回はテキストに語り本を使用し、初回は物語の導入部についてわかり易
く解説します。

大将争い事件の発端「鹿谷」
6/1
第1回

［水］

多田蔵人行綱の密告によって露顕した密議は、清盛の容赦なき断罪によ
り、院の側近は次 と々捕縛され処刑されます。

陰謀発覚「西光被斬」
6/8
第2回

［水］

成親一族と、平家一門の人間関係を詳述し、院の庁と平家の対立、親子
の対立の構図を解説します。

重盛と清盛の対立「少将乞請」「教訓状」
6/15
第3回

［水］

成親父子の運命を、家族離散の悲劇として解明します。
成親流刑「大納言流罪」

6/22
第4回

［水］

流刑地での成親の悲惨な死を読みます。
成親惨殺「大納言死去」

6/29
第5回

［水］

大将候補の一人であった藤原氏貴族の巧妙な平家へのすり寄りと、その
成功を見ます。

実定卿の方策「徳大寺之沙汰」
7/6
第6回

［水］

鬼界島に流された三人の運命を康頼の信仰とその実践を通して把えま
す。

康頼の熊野信仰「祝言」「卒都婆流」
7/13
第7回

［水］

中宮徳子の懐妊に始まる恩赦の引き起す俊寛悲劇を鬼界島を舞台に味
読します。

非常の赦免「赦文」「足摺」
7/20
第8回

［水］

孝子成経の帰京途上での父成親の墓参場面を中心に、その悲哀をみつめ
ます。

成経、父の墓参「少将都帰」
7/27
第9回

［水］

俊寛の弟子有王の鬼界島訪問と俊寛との再会、その死を語る有王伝説発
生の経緯を考えます。

有王の鬼界島訪問「有王」「僧都死去」
8/3
第10回

［水］

関西学院大学文学部教授

近代の大阪を物流の観点からとらえます。水運によ
るその実態を工場立地・都市計画・港湾事業等を踏
まえて、検討します。

水の都大阪―物流の構造

伊藤 敏雄担当講師

5/30
第3回

［月］

大阪大学日本語日本文化教育センター非常勤講師

江戸から現代までの大阪の老舗を食い倒れ文化とも
のづくり経済の視点から探索し、大阪の課題を議論
します。

大阪老舗学―地域経済・文化と老舗

前川 洋一郎担当講師

6/6
第4回

［月］

関西外国語大学国際言語学部教授・大阪商業大学大学院特別教授

私鉄王国と呼ばれる関西で現在の五大私鉄にいた
った主要企業の事業展開と、それによって形成され
た沿線文化についてお話します。

私鉄王国関西の形成史

廣田 誠担当講師

6/13
第5回

［月］

関西学院大学商学部非常勤講師・大阪大学大学院経済学研究科教授

HCOURSE これからどうなる日本の食と農 ―フードシステムの視点から―
■毎回木曜日　■時間／15：10～16：40　■定員数／30名　■受講料／23,000円（同窓生20,000円）

崩食、安全性への不安、伝統的食文化の衰退など、豊かに見える私たちの食卓
には、様々な問題が潜んでいます。一方供給側の農業も、活力低下が深刻で
す。フードシステムの視点から、日本の食と農について検討します。 寺本 益英

コーディネータ

関西学院大学経済学部教授

現在、日本の食と農に関し、何が問題になっているか、フードシステムの
視点を提示し、この講座のねらいを明らかにします。

講座のねらい
6/2
第1回

［木］

食料自給率をめぐる様々な概念を解説し、現実的な農業再生策を提案し
ます。

食料自給率と農業再生の方策
6/9
第2回

［木］

新聞記事を参考に、最近の食の安全を脅かす事件を取り上げます。また
食の安全が揺らぐ事件が起こった場合の対策も検討します。

食の安全・安心をめぐって

寺本 益英担当講師 （第1回～3回）

6/16
第3回

［木］

これまでの講義内容を総括し、将来の望ましい食と農の姿について、意
見交換を行います。

講座のまとめ

寺本 益英担当講師

8/4
第10回

［木］

病気の人から健康な人までを幅広くカバーする製品
開発を目指す大塚製薬の取組をご紹介します。

栄養の基本って本当は何なの―国民の栄養を支える企業努力

河野 裕則担当講師

6/23
第4回

［木］

大塚製薬工場 学術部 学術担当

宮本 利夫担当講師

大塚製薬 神戸支店 学術・販売促進担当課長

病気になり通常の食事が摂れなくなった場合、病院や在宅ではど
のような方法で栄養を補給しているのか？栄養補給の為の医薬品
や食品にはどんなものがあるのか？日本の長寿社会を支える「栄
養療法」の実際と関連する企業活動についてお話いたします。

食べられなくなったときどうする？―病院から在宅へ、企業から見た栄養療法の実際

池田 賢一担当講師

6/30
第5回

［木］

テルモ株式会社 医薬品・栄養グループ プレジデント

「災いは口から出て、病は口から入る」江戸時代の
儒教学者、貝原益軒先生の言葉から転ばぬ先の杖と
しての食生活の重要性を学びます。

医食同源について

山中 若樹担当講師

7/7
第6回

［木］

明和病院院長

お肌も体もそして心も健やかであるための食事につ
いて学びましょう。

健康を維持するための食事とは

高橋 留佳担当講師

7/14
第7回

［木］

管理栄養士

すぐれた古典作品や美術工芸品を素材に日本人の美
意識について学び、豊かな食卓のあり方について考
えます。

豊かな食卓をつくる

冷泉 為人担当講師

7/21
第8回

［木］

冷泉家時雨亭文庫理事長

1200年の歴史を持つお茶は、日本を代表する文化を
形成し我々の生活に深く根ざしてきました。お茶の基
礎知識を学び、実際においしく淹れてみましょう。

喫茶を愉しむ（体験プログラム）

湯浅 薫担当講師

7/28
第9回

［木］

茶文化研究家

第9回のみ体験プログラムのため講座時間と場所が異なり、別途実費がかかります。

場所：上ケ原キャンパス　時間：13：30～16：30　費用：1,000円

武田 建
担当講師

関西学院大学名誉教授・元社会学部教授
元関西学院大学・高等部アメリカンフットボール部監督

BCOURSE 死刑制度―裁判員裁判の時代に考える―
■毎回金曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

裁判員裁判の時代になって、裁判以後に行われる犯罪者処遇についても非常

に関心が高まったがこの時期を迎えて死刑制度についてさまざまな角度から考

え直してみたい。裁判員制度の下での死刑事件裁判の困難さ、および刑罰とし

ての死刑自体について考えたい。

日本刑法には、どのような刑罰の種類があるか。６種類の刑罰の中で死
刑はどのような刑罰か。刑罰体系の中でどのような意味づけが与えられ
ているか。

刑罰体系の中の死刑

日本では絞首刑だが、具体的にどのような執行方法なのか。世界的に
は、どのような執行方法があるのか。歴史的には、どのような執行方法が
行われたか。

死刑の執行

日本では死刑判決も死刑執行も、21世紀に入ってから急激に増え、高い
数値を保ってきた。世界的には死刑廃止国が激増している。死刑多用国
では死刑執行が減少している。

死刑判決と死刑執行の世界の動向と日本の動向

もし死刑制度を廃止するとすれば、仮釈放のない終身刑を創設するの
か。無期懲役が最高刑で良いのか。これらについての議論が必要になろ
う。後者の場合、無期懲役自体の意味づけは、ずいぶん変化するだろう。

死刑が廃止されたらどのような刑罰体系になるか

裁判員制度は死刑にも新しい問いかけを増している。死刑求刑事件における裁判員
の大変な苦悩がある。守秘義務がこの苦悩を増幅している。死刑求刑事件を裁判員
裁判の対象から外すべきか。死刑への関心の高まりは死刑制度廃止へ向かうのか。

裁判員裁判と死刑

死刑制度廃止論と存置論は、それぞれどのような根拠から主張されてい
るのか。実証的に根拠のある主張はあるのか。死刑の抑止力については
どうか。両論はそれぞれどのような将来展望を持っているのか。

死刑制度廃止論と存置論

4/15
第1回

［金］

4/22
第2回

［金］

5/6
第3回

［金］

5/13
第4回

［金］

5/20
第5回

［金］

5/27
第6回

［金］

前野 育三
担当講師

関西学院大学名誉教授・元法学部教授
弁護士

イスラームは自然環境の厳しい西アジアで生まれました。イスラームの誕
生、先行２宗教との共通点や相違点について紹介します。

西アジア世界とイスラームの誕生

イスラームは単なる宗教にとどまらず、文化や社会制度などの総体をなす
ものです。イスラームの考え方について紹介します。

イスラームの考え方

ヨーロッパのキリスト教世界と西アジアのイスラーム世界は常に対立して
いたと考えられがちです。実際はどうだったのでしょう？

キリスト教世界とイスラーム世界

我々の日常生活には、イスラームから伝えられた文化や技術が数多くあり
ます。

イスラームの文化

CCOURSE イスラーム ―異文化交流と衝突の歴史―
■毎回火曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

報道などで否定的イメージが先行するイスラームは、ユダヤ教やキリスト教と同

源で、現在も信徒を増やしている活力ある宗教です。日本人に馴染みの薄いイ

スラームについて総合的に紹介します。
後藤 裕加子
担当講師

関西学院大学文学部教授

第1回

5/10
［火］

第2回

5/17
［火］

第3回

5/24
［火］

第4回

5/31
［火］

第5回

6/7
［火］

第6回

6/14
［火］

世界各地に広まったイスラーム教徒は、受け入れ社会との間に軋轢を生
じています。多文化・多民族共生の展望について考えます。

現代社会とイスラーム

イスラーム＝テロリズムのイメージを形成することになった未解決の国際
問題について、その歴史的背景から解説します。

イスラーム復興運動の高まり



ACOURSE 源氏物語へのいざない
■毎回水曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

源氏物語の世界を、各回のテーマにそってお話しする講座です。源氏物語のこ

とをよくご存じの方も、これから学びたい方も、楽しんでいただける講座です。

どうぞお気軽にご参加ください。
高木 和子
担当講師

関西学院大学文学部教授

源氏物語に見受けられる、不思議なお告げのような「夢」の場面に注目
して、作品世界を読み解きます。

源氏物語の「夢」

当時の病の原因とされた「物の怪（もののけ）」、その現象に注目して、
作中の人間関係を読み解きます。

源氏物語の「物の怪」

「世語り（よがたり）」とは噂のこと、作中の人々がいかに「世語り」を意
識しているかを考えます。

源氏物語の「世語り」

平安朝の「みやび」とよく言われますが、みやびとはどのようなことを意
味するのか考えます。

源氏物語の「みやび」

源氏物語に描かれるさまざまな風流のうちの一つ、香りに注目して物語
を読み解きます。

源氏物語の「香り」

多くの人々が出家するなかで、なぜ光源氏はついに最後まで出家せずに
終わるのかについて考えます。

源氏物語の「出家」

4/13
第1回

［水］

4/20
第2回

［水］

4/27
第3回

［水］

5/11
第4回

［水］

5/18
第5回

［水］

5/25
第6回

［水］

GCOURSE 人生を豊かにする心理学入門
■毎回水曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

私どもにとって身近な心理学上の諸問題を順次とり上げ、最後に心理学という

学問体系について述べ、その中に各トピックを位置づけることによって心理学

への理解を深めてもらう。
今田 寛
担当講師

関西学院大学名誉教授・元文学部教授
元関西学院大学学長

まず私ども自身・日本人について、２人の外国人研究者によって、かつて
指摘された日本の育児様式に関連づけて考える。

日本の育児と日本人

前の週に明らかになった日本人の姿・人生を、「量的には長い（長寿）が、
質的にはどうか」という視点で心理学の立場から考える。

人生の量と質

ストレスや不安を引き起こす心理的要因について、実証的研究に言及しな
がら考え、また日本人の不安の特徴を考える。

ストレスと不安

絶望とうつを引き起こす心理的要因に関する動物およびヒトの実験を紹
介し、動物とヒトの違いについても考える。

絶望とうつ

暗いテーマが続いたので、希望、幸福、楽しさなどに関する問題について
実証心理学の立場から考える。

希望と幸せ

最後に心理学という学問について概観し、これまで取り上げてきたトピッ
クをその体系の中で位置づけ、心理学への理解を深める。

心理学という学問について

6/1
第1回

［水］

6/8
第2回

［水］

6/15
第3回

［水］

6/22
第4回

［水］

6/29
第5回

［水］

7/6
第6回

［水］

ECOURSE なにわ・大阪・歴史再訪
■毎回月曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

なにわ・大阪の歴史を文化と経済の面から探訪します。古代から現代までの大

阪の歴史概観、錦絵に見る明治の大阪、水の都、老舗、私鉄、企業家につい

て、各専門家の方に語って頂きます。
宮本 又郎
コーディネータ

関西学院大学大学院経営戦略研究科教授
大阪大学名誉教授

古代から近現代までの大阪の歴史を概観します。難波宮、大阪本願寺、
天下の台所、大大阪がキーワードです。

大阪の歴史概観―伝統と革新の系譜

幕末の浮世絵に描かれた浪花の景から、現在消えた
もの、隠されたもの、遺されたものの美しさについて
考えます。

｢浪花百景」に見る風景・今昔

永田 雄次郎担当講師

宮本 又郎担当講師

5/16
第1回

［月］

五代友厚、藤田伝三郎、松本重太郎、小林一三など明治維新以降の大阪
の代表的企業家についてお話します。

大阪の企業家群像

宮本 又郎担当講師

6/20
第6回

［月］

5/23
第2回

［月］

I COURSE 旧約聖書の預言者の人物像と思想について
■毎回火曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

紀元前8世紀から6世紀にかけて古代イスラエルに預言者が輩出したことは、世

界史的にも大きな特徴である。旧約の預言者たちがどのような時代状況におい

てどのような預言をしたかについて学ぶ。
樋口 進
担当講師

関西学院大学キリスト教と文化研究センター教授

旧約聖書の時代に登場する預言者の活動とその思想的特徴について、概
説的に解説する。

旧約の預言者とは

紀元前8世紀に北イスラエル王国で活動したアモスとホセアが、どのよう
な時代状況の中でどのような預言をしたかについて学ぶ。

アモスとホセアの人物像と思想について

紀元前8世紀に南ユダ王国で活動したイザヤの預言の特徴とそのキリスト
教への影響について検討する。

イザヤの時代とその思想について

紀元前7世紀末から6世紀初頭のユダ王国滅亡期に活動したエレミヤの思
想とその心の葛藤（告白）について学ぶ。

エレミヤの時代とその思想について

紀元前6世紀の初頭、自ら捕囚としてバビロンの地に連れて行かれ、そこ
で預言活動をしたエゼキエルの思想について学ぶ。

エゼキエルの時代とその思想について

紀元前6世紀の中ごろ、バビロンの捕囚地でペルシアによる解放を預言し
た無名の預言者の思想について検討する。

第二イザヤの思想について

6/21
第1回

［火］

6/28
第2回

［火］

7/5
第3回

［火］

7/12
第4回

［火］

7/19
第5回

［火］

7/26
第6回

［火］

KCOURSE カウンセリングの理論と方法 ―人間関係を良くする対人援助技法―
■毎回木曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

カウンセリングの背景にある精神分析や来談者中心療法の理論と面接の方法

をやさしく解説するだけではなく、実際にロールプレーやグループで対人技法

の練習をしてみましょう。きっと皆様のお役に立つ経験になると思います。
武田 建
担当講師

関西学院大学名誉教授・元社会学部教授
元関西学院大学・高等部アメリカンフットボール部監督

悩み、痛み、苦しみを話せることは、心の重荷を軽くします。カウンセラ
ーは北風ではなく、太陽のように。援助関係の要素とは：受容、共感、温
かさ、純粋さ、独自性と共感性、主観性と客観性。

真剣に聴くことの大切さ

人間関係では、相手に与えたものが自分に返ってきます。自分のことをど
う思っているか、独り立ちの条件、自分でやって自信をつける、独立と依
存の間の葛藤、自己実現。

クライエントの心のなか（精神分析学や来談者中心療法から学ぶ人の心）

初めての出会い、まず自己紹介。クライエントに信頼してもらう。主訴を聞く
とき。面接時間。カウンセラーのリード。沈黙の尊重。共感とともに苦しみを
乗り越える。輪郭をつかむ。援助の目標。面接をどう進めるかを説明する。

面接のはじめから終わりまで

人間には言葉があります。複雑なことでも短い言葉で伝えられます。言葉
のむずかしさ。傾聴再考。明確化、置き換え、感情の反射、要約、沈黙の
尊重。

言葉によるコミュニケーション

非言語的なコミュニケーション。クライエントの座る位置。時間にまつわ
る問題。言語と非言語は結びついています。顔の表情、ジェスチャー、姿
勢。

言葉によらないコミュニケーション

質問、直面化、解釈、情報の提供、要約、リードの原則、積極的な行動ア
プローチ、アサーション・トレーニング、オペラント技法、モデリング、ペア
レント・トレーニング。

積極的アプローチ

7/28
第1回

［木］

8/4
第2回

［木］

8/11
第3回

［木］

8/25
第4回

［木］

9/1
第5回

［木］

9/8
第6回

［木］

LCOURSE 日本の高齢者を取り巻く現状とこれから
■毎回金曜日　■時間／15：10～16：40　■定員数／30名　■受講料／9,200円（同窓生8,000円）

近年わが国の高齢者を取り巻く環境は、めまぐるしく変化しています。社会保障

や経済への影響が懸念されていますが、高齢者が安心して心豊かに暮らして

いくために何が必要かをともに考えます。
大和 三重
担当講師

関西学院大学人間福祉学部教授

日本の高齢社会の進展を人口構造、地域差、国際比較で確認し、今後
の私たちの暮らしへの様々な影響を社会福祉の視点から考えます。

少子高齢化の現状と今後

介護保険制度の仕組みを理解し、正しく活用することで介護予防や介護
が必要になったときに活用できるように解説します。

介護保険制度の仕組みと活用

人生の総仕上げである高齢期の過ごし方を余暇活動、社会参加、生き
がいなどの視点から考えます。

高齢期の過ごし方

住み慣れた地域で継続して暮らすために、安心で安全な住まいや生活環
境を整えるにはどうすればよいかを考えます。

高齢者とコミュニティ

8/26
第1回

［金］

9/2
第2回

［金］

9/9
第3回

［金］

9/16
第4回

［金］

DCOURSE カウンセリングに学ぶ人間関係 ―人との交わり方、コミュニケーション、コーチング―
■毎回木曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

カウンセリングは、相談に来る人たちを面接するときだけのものではありません。日

常生活のなかにも応用出来ることが沢山あります。それは人間関係の築き方であ

り、交わり方であり、教え方でもあります。その理論と方法を探っていきましょう。

人の心には「長さ」「幅」「深さ」があります。性格の形成、心のなかの意
識出来る部分と出来ない部分、同性の親との同一化、男性と女性の確立、
日本文化と性格（人となり）の形成。

人の心とパーソナリティ（性格）の形成

カウンセリングに学ぶ、人と人との交わり、阪神淡路大震災のときの「リン
ゴ娘」の活躍、北風と太陽、太陽になるには？自分の話を聞いて貰えた時
と話を聞いて貰えなかった経験、気持ちの汲み方。

人間関係の築き方

「目は口ほどにものを言い」私たちのコミュニケーションの大半は非言語
的なものです。さまざまな非言語的なコミュニケーションを考えてみましょ
う。

非言語的コミュニケーション

あのバブロフの犬の実験が不安の解消の方法の基礎になるとは、大学生
の私は考えもしませんでした！思い切って自分の当然の権利を、相手を傷
つけずに表現する方法。

不安の解消　不安とリラクゼーション

私のコーチング理論は、オペラント条件づけとモデリングを子育てに応用したペアレント・
トレーニングを、関学高等部のチームの指導に当てはめたものです。その原点をご説明し
ながら、心理学の基礎をどうやって日常生活に応用するかをご一緒に考えましょう。

ペアレント・トレーニング

行動（学習）心理学を指導やコミュニケーションに応用したお陰で、大学
と高等部のアメリカンフットボール部が何度も日本一になりました！この原
理は夫婦、親子、孫との間にも活用出来ると思います。

コーチングの心理学

5/12
第1回

［木］

5/19
第2回

［木］

5/26
第3回

［木］

6/2
第4回

［木］

6/9
第5回

［木］

6/16
第6回

［木］

J COURSE 司馬遼太郎文藝の魅力
■毎回金曜日　■時間／11:10～12:40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

司馬遼太郎没後１５年、相変わらず司馬文藝の人気は高い。特に2009年より3年に

分けて待望の『坂の上の雲』のテレビドラマ化が実現して、更に司馬文藝への関心

が高まってきている。その司馬文藝の魅力の核にせまれることを試みたい。
細川 正義
担当講師

関西学院大学文学部教授

忍者という非人間的存在を素材にして、人間性回復のロマンの世界を描
いた『梟の城』は司馬文藝の根幹を成す作品でもある。直木賞作家司馬
の出発である。

司馬文藝の成立―『梟の城』をめぐって

『竜馬がゆく』が書かれているさなかに東京オリンピックが開催され
た。戦後日本の「青春」に見事にフィットした司馬の竜馬像が読者を魅
了した。

司馬文藝がなぜ読まれるのか―『竜馬がゆく』の成立

既成の枠にとらわれない人間像と史実を巧みに交差させながら、ダイナ
ミズムにとんだ壮大な文芸作品として『竜馬がゆく』は普遍の地位を獲
得しているといえよう。

『竜馬がゆく』の主題にせまる
司馬は小学六年生の教科書で「つねに晴れあがった空のように、たかだかとした心を
持て」と語りかけた。次代をになう子供たちへの熱い思い、それが司馬文藝の魅力の
源泉でもある。そうした思いが「司馬史観」として司馬文藝を形作っていっている。

司馬文藝の魅力―「司馬史観」を探る

坂の上の雲を目指して一心に登っていった正岡子規たち明治の青春群像
の明るさを描こうとした当初の目的は、日露戦争と直面して鋭い問いかけ
を発するようになる。

司馬文藝の成熟―『坂の上の雲』と「明治」

国の将来を願いながら懸命に生きた明治の群像たちの「人間像」を見据
えながら、「明治」と「戦争」の意義と課題を追求した不朽の名作にせま
ることを講座のまとめとしたい。

『坂の上の雲』の意義と主題

7/15
第1回

［金］

7/22
第2回

［金］

7/29
第3回

［金］

8/12
第4回

［金］

8/26
第5回

［金］

9/9
第6回

［金］

F COURSE 平家物語 ―鹿谷陰謀の顚末を読み解く―
■毎回水曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／23,000円（同窓生20,000円）

分不相応な大将ポストを所望して、後白河院側近たちをまき込んで破滅した大納言

成親の大将争いを主軸に、鬼界島流人俊寛の悲劇と、主を尋ねて鬼界島を訪れる

有王との再会までを丹念にたどります。
武久 堅
担当講師

関西学院大学名誉教授・元文学部教授

今回はテキストに語り本を使用し、初回は物語の導入部についてわかり易
く解説します。

大将争い事件の発端「鹿谷」
6/1
第1回

［水］

多田蔵人行綱の密告によって露顕した密議は、清盛の容赦なき断罪によ
り、院の側近は次 と々捕縛され処刑されます。

陰謀発覚「西光被斬」
6/8
第2回

［水］

成親一族と、平家一門の人間関係を詳述し、院の庁と平家の対立、親子
の対立の構図を解説します。

重盛と清盛の対立「少将乞請」「教訓状」
6/15
第3回

［水］

成親父子の運命を、家族離散の悲劇として解明します。
成親流刑「大納言流罪」

6/22
第4回

［水］

流刑地での成親の悲惨な死を読みます。
成親惨殺「大納言死去」

6/29
第5回

［水］

大将候補の一人であった藤原氏貴族の巧妙な平家へのすり寄りと、その
成功を見ます。

実定卿の方策「徳大寺之沙汰」
7/6
第6回

［水］

鬼界島に流された三人の運命を康頼の信仰とその実践を通して把えま
す。

康頼の熊野信仰「祝言」「卒都婆流」
7/13
第7回

［水］

中宮徳子の懐妊に始まる恩赦の引き起す俊寛悲劇を鬼界島を舞台に味
読します。

非常の赦免「赦文」「足摺」
7/20
第8回

［水］

孝子成経の帰京途上での父成親の墓参場面を中心に、その悲哀をみつめ
ます。

成経、父の墓参「少将都帰」
7/27
第9回

［水］

俊寛の弟子有王の鬼界島訪問と俊寛との再会、その死を語る有王伝説発
生の経緯を考えます。

有王の鬼界島訪問「有王」「僧都死去」
8/3
第10回

［水］

関西学院大学文学部教授

近代の大阪を物流の観点からとらえます。水運によ
るその実態を工場立地・都市計画・港湾事業等を踏
まえて、検討します。

水の都大阪―物流の構造

伊藤 敏雄担当講師

5/30
第3回

［月］

大阪大学日本語日本文化教育センター非常勤講師

江戸から現代までの大阪の老舗を食い倒れ文化とも
のづくり経済の視点から探索し、大阪の課題を議論
します。

大阪老舗学―地域経済・文化と老舗

前川 洋一郎担当講師

6/6
第4回

［月］

関西外国語大学国際言語学部教授・大阪商業大学大学院特別教授

私鉄王国と呼ばれる関西で現在の五大私鉄にいた
った主要企業の事業展開と、それによって形成され
た沿線文化についてお話します。

私鉄王国関西の形成史

廣田 誠担当講師

6/13
第5回

［月］

関西学院大学商学部非常勤講師・大阪大学大学院経済学研究科教授

HCOURSE これからどうなる日本の食と農 ―フードシステムの視点から―
■毎回木曜日　■時間／15：10～16：40　■定員数／30名　■受講料／23,000円（同窓生20,000円）

崩食、安全性への不安、伝統的食文化の衰退など、豊かに見える私たちの食卓
には、様々な問題が潜んでいます。一方供給側の農業も、活力低下が深刻で
す。フードシステムの視点から、日本の食と農について検討します。 寺本 益英

コーディネータ

関西学院大学経済学部教授

現在、日本の食と農に関し、何が問題になっているか、フードシステムの
視点を提示し、この講座のねらいを明らかにします。

講座のねらい
6/2
第1回

［木］

食料自給率をめぐる様々な概念を解説し、現実的な農業再生策を提案し
ます。

食料自給率と農業再生の方策
6/9
第2回

［木］

新聞記事を参考に、最近の食の安全を脅かす事件を取り上げます。また
食の安全が揺らぐ事件が起こった場合の対策も検討します。

食の安全・安心をめぐって

寺本 益英担当講師 （第1回～3回）

6/16
第3回

［木］

これまでの講義内容を総括し、将来の望ましい食と農の姿について、意
見交換を行います。

講座のまとめ

寺本 益英担当講師

8/4
第10回

［木］

病気の人から健康な人までを幅広くカバーする製品
開発を目指す大塚製薬の取組をご紹介します。

栄養の基本って本当は何なの―国民の栄養を支える企業努力

河野 裕則担当講師

6/23
第4回

［木］

大塚製薬工場 学術部 学術担当

宮本 利夫担当講師

大塚製薬 神戸支店 学術・販売促進担当課長

病気になり通常の食事が摂れなくなった場合、病院や在宅ではど
のような方法で栄養を補給しているのか？栄養補給の為の医薬品
や食品にはどんなものがあるのか？日本の長寿社会を支える「栄
養療法」の実際と関連する企業活動についてお話いたします。

食べられなくなったときどうする？―病院から在宅へ、企業から見た栄養療法の実際

池田 賢一担当講師

6/30
第5回

［木］

テルモ株式会社 医薬品・栄養グループ プレジデント

「災いは口から出て、病は口から入る」江戸時代の
儒教学者、貝原益軒先生の言葉から転ばぬ先の杖と
しての食生活の重要性を学びます。

医食同源について

山中 若樹担当講師

7/7
第6回

［木］

明和病院院長

お肌も体もそして心も健やかであるための食事につ
いて学びましょう。

健康を維持するための食事とは

高橋 留佳担当講師

7/14
第7回

［木］

管理栄養士

すぐれた古典作品や美術工芸品を素材に日本人の美
意識について学び、豊かな食卓のあり方について考
えます。

豊かな食卓をつくる

冷泉 為人担当講師

7/21
第8回

［木］

冷泉家時雨亭文庫理事長

1200年の歴史を持つお茶は、日本を代表する文化を
形成し我々の生活に深く根ざしてきました。お茶の基
礎知識を学び、実際においしく淹れてみましょう。

喫茶を愉しむ（体験プログラム）

湯浅 薫担当講師

7/28
第9回

［木］

茶文化研究家

第9回のみ体験プログラムのため講座時間と場所が異なり、別途実費がかかります。

場所：上ケ原キャンパス　時間：13：30～16：30　費用：1,000円

武田 建
担当講師

関西学院大学名誉教授・元社会学部教授
元関西学院大学・高等部アメリカンフットボール部監督

BCOURSE 死刑制度―裁判員裁判の時代に考える―
■毎回金曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

裁判員裁判の時代になって、裁判以後に行われる犯罪者処遇についても非常

に関心が高まったがこの時期を迎えて死刑制度についてさまざまな角度から考

え直してみたい。裁判員制度の下での死刑事件裁判の困難さ、および刑罰とし

ての死刑自体について考えたい。

日本刑法には、どのような刑罰の種類があるか。６種類の刑罰の中で死
刑はどのような刑罰か。刑罰体系の中でどのような意味づけが与えられ
ているか。

刑罰体系の中の死刑

日本では絞首刑だが、具体的にどのような執行方法なのか。世界的に
は、どのような執行方法があるのか。歴史的には、どのような執行方法が
行われたか。

死刑の執行

日本では死刑判決も死刑執行も、21世紀に入ってから急激に増え、高い
数値を保ってきた。世界的には死刑廃止国が激増している。死刑多用国
では死刑執行が減少している。

死刑判決と死刑執行の世界の動向と日本の動向

もし死刑制度を廃止するとすれば、仮釈放のない終身刑を創設するの
か。無期懲役が最高刑で良いのか。これらについての議論が必要になろ
う。後者の場合、無期懲役自体の意味づけは、ずいぶん変化するだろう。

死刑が廃止されたらどのような刑罰体系になるか

裁判員制度は死刑にも新しい問いかけを増している。死刑求刑事件における裁判員
の大変な苦悩がある。守秘義務がこの苦悩を増幅している。死刑求刑事件を裁判員
裁判の対象から外すべきか。死刑への関心の高まりは死刑制度廃止へ向かうのか。

裁判員裁判と死刑

死刑制度廃止論と存置論は、それぞれどのような根拠から主張されてい
るのか。実証的に根拠のある主張はあるのか。死刑の抑止力については
どうか。両論はそれぞれどのような将来展望を持っているのか。

死刑制度廃止論と存置論

4/15
第1回

［金］

4/22
第2回

［金］

5/6
第3回

［金］

5/13
第4回

［金］

5/20
第5回

［金］

5/27
第6回

［金］

前野 育三
担当講師

関西学院大学名誉教授・元法学部教授
弁護士

イスラームは自然環境の厳しい西アジアで生まれました。イスラームの誕
生、先行２宗教との共通点や相違点について紹介します。

西アジア世界とイスラームの誕生

イスラームは単なる宗教にとどまらず、文化や社会制度などの総体をなす
ものです。イスラームの考え方について紹介します。

イスラームの考え方

ヨーロッパのキリスト教世界と西アジアのイスラーム世界は常に対立して
いたと考えられがちです。実際はどうだったのでしょう？

キリスト教世界とイスラーム世界

我々の日常生活には、イスラームから伝えられた文化や技術が数多くあり
ます。

イスラームの文化

CCOURSE イスラーム ―異文化交流と衝突の歴史―
■毎回火曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

報道などで否定的イメージが先行するイスラームは、ユダヤ教やキリスト教と同

源で、現在も信徒を増やしている活力ある宗教です。日本人に馴染みの薄いイ

スラームについて総合的に紹介します。
後藤 裕加子
担当講師

関西学院大学文学部教授

第1回

5/10
［火］

第2回

5/17
［火］

第3回

5/24
［火］

第4回

5/31
［火］

第5回

6/7
［火］

第6回

6/14
［火］

世界各地に広まったイスラーム教徒は、受け入れ社会との間に軋轢を生
じています。多文化・多民族共生の展望について考えます。

現代社会とイスラーム

イスラーム＝テロリズムのイメージを形成することになった未解決の国際
問題について、その歴史的背景から解説します。

イスラーム復興運動の高まり



ACOURSE 源氏物語へのいざない
■毎回水曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

源氏物語の世界を、各回のテーマにそってお話しする講座です。源氏物語のこ

とをよくご存じの方も、これから学びたい方も、楽しんでいただける講座です。

どうぞお気軽にご参加ください。
高木 和子
担当講師

関西学院大学文学部教授

源氏物語に見受けられる、不思議なお告げのような「夢」の場面に注目
して、作品世界を読み解きます。

源氏物語の「夢」

当時の病の原因とされた「物の怪（もののけ）」、その現象に注目して、
作中の人間関係を読み解きます。

源氏物語の「物の怪」

「世語り（よがたり）」とは噂のこと、作中の人々がいかに「世語り」を意
識しているかを考えます。

源氏物語の「世語り」

平安朝の「みやび」とよく言われますが、みやびとはどのようなことを意
味するのか考えます。

源氏物語の「みやび」

源氏物語に描かれるさまざまな風流のうちの一つ、香りに注目して物語
を読み解きます。

源氏物語の「香り」

多くの人々が出家するなかで、なぜ光源氏はついに最後まで出家せずに
終わるのかについて考えます。

源氏物語の「出家」

4/13
第1回

［水］

4/20
第2回

［水］

4/27
第3回

［水］

5/11
第4回

［水］

5/18
第5回

［水］

5/25
第6回

［水］

GCOURSE 人生を豊かにする心理学入門
■毎回水曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

私どもにとって身近な心理学上の諸問題を順次とり上げ、最後に心理学という

学問体系について述べ、その中に各トピックを位置づけることによって心理学

への理解を深めてもらう。
今田 寛
担当講師

関西学院大学名誉教授・元文学部教授
元関西学院大学学長

まず私ども自身・日本人について、２人の外国人研究者によって、かつて
指摘された日本の育児様式に関連づけて考える。

日本の育児と日本人

前の週に明らかになった日本人の姿・人生を、「量的には長い（長寿）が、
質的にはどうか」という視点で心理学の立場から考える。

人生の量と質

ストレスや不安を引き起こす心理的要因について、実証的研究に言及しな
がら考え、また日本人の不安の特徴を考える。

ストレスと不安

絶望とうつを引き起こす心理的要因に関する動物およびヒトの実験を紹
介し、動物とヒトの違いについても考える。

絶望とうつ

暗いテーマが続いたので、希望、幸福、楽しさなどに関する問題について
実証心理学の立場から考える。

希望と幸せ

最後に心理学という学問について概観し、これまで取り上げてきたトピッ
クをその体系の中で位置づけ、心理学への理解を深める。

心理学という学問について

6/1
第1回

［水］

6/8
第2回

［水］

6/15
第3回

［水］

6/22
第4回

［水］

6/29
第5回

［水］

7/6
第6回

［水］

ECOURSE なにわ・大阪・歴史再訪
■毎回月曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

なにわ・大阪の歴史を文化と経済の面から探訪します。古代から現代までの大

阪の歴史概観、錦絵に見る明治の大阪、水の都、老舗、私鉄、企業家につい

て、各専門家の方に語って頂きます。
宮本 又郎
コーディネータ

関西学院大学大学院経営戦略研究科教授
大阪大学名誉教授

古代から近現代までの大阪の歴史を概観します。難波宮、大阪本願寺、
天下の台所、大大阪がキーワードです。

大阪の歴史概観―伝統と革新の系譜

幕末の浮世絵に描かれた浪花の景から、現在消えた
もの、隠されたもの、遺されたものの美しさについて
考えます。

｢浪花百景」に見る風景・今昔

永田 雄次郎担当講師

宮本 又郎担当講師

5/16
第1回

［月］

五代友厚、藤田伝三郎、松本重太郎、小林一三など明治維新以降の大阪
の代表的企業家についてお話します。

大阪の企業家群像

宮本 又郎担当講師

6/20
第6回

［月］

5/23
第2回

［月］

I COURSE 旧約聖書の預言者の人物像と思想について
■毎回火曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

紀元前8世紀から6世紀にかけて古代イスラエルに預言者が輩出したことは、世

界史的にも大きな特徴である。旧約の預言者たちがどのような時代状況におい

てどのような預言をしたかについて学ぶ。
樋口 進
担当講師

関西学院大学キリスト教と文化研究センター教授

旧約聖書の時代に登場する預言者の活動とその思想的特徴について、概
説的に解説する。

旧約の預言者とは

紀元前8世紀に北イスラエル王国で活動したアモスとホセアが、どのよう
な時代状況の中でどのような預言をしたかについて学ぶ。

アモスとホセアの人物像と思想について

紀元前8世紀に南ユダ王国で活動したイザヤの預言の特徴とそのキリスト
教への影響について検討する。

イザヤの時代とその思想について

紀元前7世紀末から6世紀初頭のユダ王国滅亡期に活動したエレミヤの思
想とその心の葛藤（告白）について学ぶ。

エレミヤの時代とその思想について

紀元前6世紀の初頭、自ら捕囚としてバビロンの地に連れて行かれ、そこ
で預言活動をしたエゼキエルの思想について学ぶ。

エゼキエルの時代とその思想について

紀元前6世紀の中ごろ、バビロンの捕囚地でペルシアによる解放を預言し
た無名の預言者の思想について検討する。

第二イザヤの思想について

6/21
第1回

［火］

6/28
第2回

［火］

7/5
第3回

［火］

7/12
第4回

［火］

7/19
第5回

［火］

7/26
第6回

［火］

KCOURSE カウンセリングの理論と方法 ―人間関係を良くする対人援助技法―
■毎回木曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

カウンセリングの背景にある精神分析や来談者中心療法の理論と面接の方法

をやさしく解説するだけではなく、実際にロールプレーやグループで対人技法

の練習をしてみましょう。きっと皆様のお役に立つ経験になると思います。
武田 建
担当講師

関西学院大学名誉教授・元社会学部教授
元関西学院大学・高等部アメリカンフットボール部監督

悩み、痛み、苦しみを話せることは、心の重荷を軽くします。カウンセラ
ーは北風ではなく、太陽のように。援助関係の要素とは：受容、共感、温
かさ、純粋さ、独自性と共感性、主観性と客観性。

真剣に聴くことの大切さ

人間関係では、相手に与えたものが自分に返ってきます。自分のことをど
う思っているか、独り立ちの条件、自分でやって自信をつける、独立と依
存の間の葛藤、自己実現。

クライエントの心のなか（精神分析学や来談者中心療法から学ぶ人の心）

初めての出会い、まず自己紹介。クライエントに信頼してもらう。主訴を聞く
とき。面接時間。カウンセラーのリード。沈黙の尊重。共感とともに苦しみを
乗り越える。輪郭をつかむ。援助の目標。面接をどう進めるかを説明する。

面接のはじめから終わりまで

人間には言葉があります。複雑なことでも短い言葉で伝えられます。言葉
のむずかしさ。傾聴再考。明確化、置き換え、感情の反射、要約、沈黙の
尊重。

言葉によるコミュニケーション

非言語的なコミュニケーション。クライエントの座る位置。時間にまつわ
る問題。言語と非言語は結びついています。顔の表情、ジェスチャー、姿
勢。

言葉によらないコミュニケーション

質問、直面化、解釈、情報の提供、要約、リードの原則、積極的な行動ア
プローチ、アサーション・トレーニング、オペラント技法、モデリング、ペア
レント・トレーニング。

積極的アプローチ

7/28
第1回

［木］

8/4
第2回

［木］

8/11
第3回

［木］

8/25
第4回

［木］

9/1
第5回

［木］

9/8
第6回

［木］

LCOURSE 日本の高齢者を取り巻く現状とこれから
■毎回金曜日　■時間／15：10～16：40　■定員数／30名　■受講料／9,200円（同窓生8,000円）

近年わが国の高齢者を取り巻く環境は、めまぐるしく変化しています。社会保障

や経済への影響が懸念されていますが、高齢者が安心して心豊かに暮らして

いくために何が必要かをともに考えます。
大和 三重
担当講師

関西学院大学人間福祉学部教授

日本の高齢社会の進展を人口構造、地域差、国際比較で確認し、今後
の私たちの暮らしへの様々な影響を社会福祉の視点から考えます。

少子高齢化の現状と今後

介護保険制度の仕組みを理解し、正しく活用することで介護予防や介護
が必要になったときに活用できるように解説します。

介護保険制度の仕組みと活用

人生の総仕上げである高齢期の過ごし方を余暇活動、社会参加、生き
がいなどの視点から考えます。

高齢期の過ごし方

住み慣れた地域で継続して暮らすために、安心で安全な住まいや生活環
境を整えるにはどうすればよいかを考えます。

高齢者とコミュニティ

8/26
第1回

［金］

9/2
第2回

［金］

9/9
第3回

［金］

9/16
第4回

［金］

DCOURSE カウンセリングに学ぶ人間関係 ―人との交わり方、コミュニケーション、コーチング―
■毎回木曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

カウンセリングは、相談に来る人たちを面接するときだけのものではありません。日

常生活のなかにも応用出来ることが沢山あります。それは人間関係の築き方であ

り、交わり方であり、教え方でもあります。その理論と方法を探っていきましょう。

人の心には「長さ」「幅」「深さ」があります。性格の形成、心のなかの意
識出来る部分と出来ない部分、同性の親との同一化、男性と女性の確立、
日本文化と性格（人となり）の形成。

人の心とパーソナリティ（性格）の形成

カウンセリングに学ぶ、人と人との交わり、阪神淡路大震災のときの「リン
ゴ娘」の活躍、北風と太陽、太陽になるには？自分の話を聞いて貰えた時
と話を聞いて貰えなかった経験、気持ちの汲み方。

人間関係の築き方

「目は口ほどにものを言い」私たちのコミュニケーションの大半は非言語
的なものです。さまざまな非言語的なコミュニケーションを考えてみましょ
う。

非言語的コミュニケーション

あのバブロフの犬の実験が不安の解消の方法の基礎になるとは、大学生
の私は考えもしませんでした！思い切って自分の当然の権利を、相手を傷
つけずに表現する方法。

不安の解消　不安とリラクゼーション

私のコーチング理論は、オペラント条件づけとモデリングを子育てに応用したペアレント・
トレーニングを、関学高等部のチームの指導に当てはめたものです。その原点をご説明し
ながら、心理学の基礎をどうやって日常生活に応用するかをご一緒に考えましょう。

ペアレント・トレーニング

行動（学習）心理学を指導やコミュニケーションに応用したお陰で、大学
と高等部のアメリカンフットボール部が何度も日本一になりました！この原
理は夫婦、親子、孫との間にも活用出来ると思います。

コーチングの心理学

5/12
第1回

［木］

5/19
第2回

［木］

5/26
第3回

［木］

6/2
第4回

［木］

6/9
第5回

［木］

6/16
第6回

［木］

J COURSE 司馬遼太郎文藝の魅力
■毎回金曜日　■時間／11:10～12:40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

司馬遼太郎没後１５年、相変わらず司馬文藝の人気は高い。特に2009年より3年に

分けて待望の『坂の上の雲』のテレビドラマ化が実現して、更に司馬文藝への関心

が高まってきている。その司馬文藝の魅力の核にせまれることを試みたい。
細川 正義
担当講師

関西学院大学文学部教授

忍者という非人間的存在を素材にして、人間性回復のロマンの世界を描
いた『梟の城』は司馬文藝の根幹を成す作品でもある。直木賞作家司馬
の出発である。

司馬文藝の成立―『梟の城』をめぐって

『竜馬がゆく』が書かれているさなかに東京オリンピックが開催され
た。戦後日本の「青春」に見事にフィットした司馬の竜馬像が読者を魅
了した。

司馬文藝がなぜ読まれるのか―『竜馬がゆく』の成立

既成の枠にとらわれない人間像と史実を巧みに交差させながら、ダイナ
ミズムにとんだ壮大な文芸作品として『竜馬がゆく』は普遍の地位を獲
得しているといえよう。

『竜馬がゆく』の主題にせまる
司馬は小学六年生の教科書で「つねに晴れあがった空のように、たかだかとした心を
持て」と語りかけた。次代をになう子供たちへの熱い思い、それが司馬文藝の魅力の
源泉でもある。そうした思いが「司馬史観」として司馬文藝を形作っていっている。

司馬文藝の魅力―「司馬史観」を探る

坂の上の雲を目指して一心に登っていった正岡子規たち明治の青春群像
の明るさを描こうとした当初の目的は、日露戦争と直面して鋭い問いかけ
を発するようになる。

司馬文藝の成熟―『坂の上の雲』と「明治」

国の将来を願いながら懸命に生きた明治の群像たちの「人間像」を見据
えながら、「明治」と「戦争」の意義と課題を追求した不朽の名作にせま
ることを講座のまとめとしたい。

『坂の上の雲』の意義と主題

7/15
第1回

［金］

7/22
第2回

［金］

7/29
第3回

［金］

8/12
第4回

［金］

8/26
第5回

［金］

9/9
第6回

［金］

F COURSE 平家物語 ―鹿谷陰謀の顚末を読み解く―
■毎回水曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／23,000円（同窓生20,000円）

分不相応な大将ポストを所望して、後白河院側近たちをまき込んで破滅した大納言

成親の大将争いを主軸に、鬼界島流人俊寛の悲劇と、主を尋ねて鬼界島を訪れる

有王との再会までを丹念にたどります。
武久 堅
担当講師

関西学院大学名誉教授・元文学部教授

今回はテキストに語り本を使用し、初回は物語の導入部についてわかり易
く解説します。

大将争い事件の発端「鹿谷」
6/1
第1回

［水］

多田蔵人行綱の密告によって露顕した密議は、清盛の容赦なき断罪によ
り、院の側近は次 と々捕縛され処刑されます。

陰謀発覚「西光被斬」
6/8
第2回

［水］

成親一族と、平家一門の人間関係を詳述し、院の庁と平家の対立、親子
の対立の構図を解説します。

重盛と清盛の対立「少将乞請」「教訓状」
6/15
第3回

［水］

成親父子の運命を、家族離散の悲劇として解明します。
成親流刑「大納言流罪」

6/22
第4回

［水］

流刑地での成親の悲惨な死を読みます。
成親惨殺「大納言死去」

6/29
第5回

［水］

大将候補の一人であった藤原氏貴族の巧妙な平家へのすり寄りと、その
成功を見ます。

実定卿の方策「徳大寺之沙汰」
7/6
第6回

［水］

鬼界島に流された三人の運命を康頼の信仰とその実践を通して把えま
す。

康頼の熊野信仰「祝言」「卒都婆流」
7/13
第7回

［水］

中宮徳子の懐妊に始まる恩赦の引き起す俊寛悲劇を鬼界島を舞台に味
読します。

非常の赦免「赦文」「足摺」
7/20
第8回

［水］

孝子成経の帰京途上での父成親の墓参場面を中心に、その悲哀をみつめ
ます。

成経、父の墓参「少将都帰」
7/27
第9回

［水］

俊寛の弟子有王の鬼界島訪問と俊寛との再会、その死を語る有王伝説発
生の経緯を考えます。

有王の鬼界島訪問「有王」「僧都死去」
8/3
第10回

［水］

関西学院大学文学部教授

近代の大阪を物流の観点からとらえます。水運によ
るその実態を工場立地・都市計画・港湾事業等を踏
まえて、検討します。

水の都大阪―物流の構造

伊藤 敏雄担当講師

5/30
第3回

［月］

大阪大学日本語日本文化教育センター非常勤講師

江戸から現代までの大阪の老舗を食い倒れ文化とも
のづくり経済の視点から探索し、大阪の課題を議論
します。

大阪老舗学―地域経済・文化と老舗

前川 洋一郎担当講師

6/6
第4回

［月］

関西外国語大学国際言語学部教授・大阪商業大学大学院特別教授

私鉄王国と呼ばれる関西で現在の五大私鉄にいた
った主要企業の事業展開と、それによって形成され
た沿線文化についてお話します。

私鉄王国関西の形成史

廣田 誠担当講師

6/13
第5回

［月］

関西学院大学商学部非常勤講師・大阪大学大学院経済学研究科教授

HCOURSE これからどうなる日本の食と農 ―フードシステムの視点から―
■毎回木曜日　■時間／15：10～16：40　■定員数／30名　■受講料／23,000円（同窓生20,000円）

崩食、安全性への不安、伝統的食文化の衰退など、豊かに見える私たちの食卓
には、様々な問題が潜んでいます。一方供給側の農業も、活力低下が深刻で
す。フードシステムの視点から、日本の食と農について検討します。 寺本 益英

コーディネータ

関西学院大学経済学部教授

現在、日本の食と農に関し、何が問題になっているか、フードシステムの
視点を提示し、この講座のねらいを明らかにします。

講座のねらい
6/2
第1回

［木］

食料自給率をめぐる様々な概念を解説し、現実的な農業再生策を提案し
ます。

食料自給率と農業再生の方策
6/9
第2回

［木］

新聞記事を参考に、最近の食の安全を脅かす事件を取り上げます。また
食の安全が揺らぐ事件が起こった場合の対策も検討します。

食の安全・安心をめぐって

寺本 益英担当講師 （第1回～3回）

6/16
第3回

［木］

これまでの講義内容を総括し、将来の望ましい食と農の姿について、意
見交換を行います。

講座のまとめ

寺本 益英担当講師

8/4
第10回

［木］

病気の人から健康な人までを幅広くカバーする製品
開発を目指す大塚製薬の取組をご紹介します。

栄養の基本って本当は何なの―国民の栄養を支える企業努力

河野 裕則担当講師

6/23
第4回

［木］

大塚製薬工場 学術部 学術担当

宮本 利夫担当講師

大塚製薬 神戸支店 学術・販売促進担当課長

病気になり通常の食事が摂れなくなった場合、病院や在宅ではど
のような方法で栄養を補給しているのか？栄養補給の為の医薬品
や食品にはどんなものがあるのか？日本の長寿社会を支える「栄
養療法」の実際と関連する企業活動についてお話いたします。

食べられなくなったときどうする？―病院から在宅へ、企業から見た栄養療法の実際

池田 賢一担当講師

6/30
第5回

［木］

テルモ株式会社 医薬品・栄養グループ プレジデント

「災いは口から出て、病は口から入る」江戸時代の
儒教学者、貝原益軒先生の言葉から転ばぬ先の杖と
しての食生活の重要性を学びます。

医食同源について

山中 若樹担当講師

7/7
第6回

［木］

明和病院院長

お肌も体もそして心も健やかであるための食事につ
いて学びましょう。

健康を維持するための食事とは

高橋 留佳担当講師

7/14
第7回

［木］

管理栄養士

すぐれた古典作品や美術工芸品を素材に日本人の美
意識について学び、豊かな食卓のあり方について考
えます。

豊かな食卓をつくる

冷泉 為人担当講師

7/21
第8回

［木］

冷泉家時雨亭文庫理事長

1200年の歴史を持つお茶は、日本を代表する文化を
形成し我々の生活に深く根ざしてきました。お茶の基
礎知識を学び、実際においしく淹れてみましょう。

喫茶を愉しむ（体験プログラム）

湯浅 薫担当講師

7/28
第9回

［木］

茶文化研究家

第9回のみ体験プログラムのため講座時間と場所が異なり、別途実費がかかります。

場所：上ケ原キャンパス　時間：13：30～16：30　費用：1,000円

武田 建
担当講師

関西学院大学名誉教授・元社会学部教授
元関西学院大学・高等部アメリカンフットボール部監督

BCOURSE 死刑制度―裁判員裁判の時代に考える―
■毎回金曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

裁判員裁判の時代になって、裁判以後に行われる犯罪者処遇についても非常

に関心が高まったがこの時期を迎えて死刑制度についてさまざまな角度から考

え直してみたい。裁判員制度の下での死刑事件裁判の困難さ、および刑罰とし

ての死刑自体について考えたい。

日本刑法には、どのような刑罰の種類があるか。６種類の刑罰の中で死
刑はどのような刑罰か。刑罰体系の中でどのような意味づけが与えられ
ているか。

刑罰体系の中の死刑

日本では絞首刑だが、具体的にどのような執行方法なのか。世界的に
は、どのような執行方法があるのか。歴史的には、どのような執行方法が
行われたか。

死刑の執行

日本では死刑判決も死刑執行も、21世紀に入ってから急激に増え、高い
数値を保ってきた。世界的には死刑廃止国が激増している。死刑多用国
では死刑執行が減少している。

死刑判決と死刑執行の世界の動向と日本の動向

もし死刑制度を廃止するとすれば、仮釈放のない終身刑を創設するの
か。無期懲役が最高刑で良いのか。これらについての議論が必要になろ
う。後者の場合、無期懲役自体の意味づけは、ずいぶん変化するだろう。

死刑が廃止されたらどのような刑罰体系になるか

裁判員制度は死刑にも新しい問いかけを増している。死刑求刑事件における裁判員
の大変な苦悩がある。守秘義務がこの苦悩を増幅している。死刑求刑事件を裁判員
裁判の対象から外すべきか。死刑への関心の高まりは死刑制度廃止へ向かうのか。

裁判員裁判と死刑

死刑制度廃止論と存置論は、それぞれどのような根拠から主張されてい
るのか。実証的に根拠のある主張はあるのか。死刑の抑止力については
どうか。両論はそれぞれどのような将来展望を持っているのか。

死刑制度廃止論と存置論

4/15
第1回

［金］

4/22
第2回

［金］

5/6
第3回

［金］

5/13
第4回

［金］

5/20
第5回

［金］

5/27
第6回

［金］

前野 育三
担当講師

関西学院大学名誉教授・元法学部教授
弁護士

イスラームは自然環境の厳しい西アジアで生まれました。イスラームの誕
生、先行２宗教との共通点や相違点について紹介します。

西アジア世界とイスラームの誕生

イスラームは単なる宗教にとどまらず、文化や社会制度などの総体をなす
ものです。イスラームの考え方について紹介します。

イスラームの考え方

ヨーロッパのキリスト教世界と西アジアのイスラーム世界は常に対立して
いたと考えられがちです。実際はどうだったのでしょう？

キリスト教世界とイスラーム世界

我々の日常生活には、イスラームから伝えられた文化や技術が数多くあり
ます。

イスラームの文化

CCOURSE イスラーム ―異文化交流と衝突の歴史―
■毎回火曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

報道などで否定的イメージが先行するイスラームは、ユダヤ教やキリスト教と同

源で、現在も信徒を増やしている活力ある宗教です。日本人に馴染みの薄いイ

スラームについて総合的に紹介します。
後藤 裕加子
担当講師

関西学院大学文学部教授

第1回

5/10
［火］

第2回

5/17
［火］

第3回

5/24
［火］

第4回

5/31
［火］

第5回

6/7
［火］

第6回

6/14
［火］

世界各地に広まったイスラーム教徒は、受け入れ社会との間に軋轢を生
じています。多文化・多民族共生の展望について考えます。

現代社会とイスラーム

イスラーム＝テロリズムのイメージを形成することになった未解決の国際
問題について、その歴史的背景から解説します。

イスラーム復興運動の高まり



ACOURSE 源氏物語へのいざない
■毎回水曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

源氏物語の世界を、各回のテーマにそってお話しする講座です。源氏物語のこ

とをよくご存じの方も、これから学びたい方も、楽しんでいただける講座です。

どうぞお気軽にご参加ください。
高木 和子
担当講師

関西学院大学文学部教授

源氏物語に見受けられる、不思議なお告げのような「夢」の場面に注目
して、作品世界を読み解きます。

源氏物語の「夢」

当時の病の原因とされた「物の怪（もののけ）」、その現象に注目して、
作中の人間関係を読み解きます。

源氏物語の「物の怪」

「世語り（よがたり）」とは噂のこと、作中の人々がいかに「世語り」を意
識しているかを考えます。

源氏物語の「世語り」

平安朝の「みやび」とよく言われますが、みやびとはどのようなことを意
味するのか考えます。

源氏物語の「みやび」

源氏物語に描かれるさまざまな風流のうちの一つ、香りに注目して物語
を読み解きます。

源氏物語の「香り」

多くの人々が出家するなかで、なぜ光源氏はついに最後まで出家せずに
終わるのかについて考えます。

源氏物語の「出家」

4/13
第1回

［水］

4/20
第2回

［水］

4/27
第3回

［水］

5/11
第4回

［水］

5/18
第5回

［水］

5/25
第6回

［水］

GCOURSE 人生を豊かにする心理学入門
■毎回水曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

私どもにとって身近な心理学上の諸問題を順次とり上げ、最後に心理学という

学問体系について述べ、その中に各トピックを位置づけることによって心理学

への理解を深めてもらう。
今田 寛
担当講師

関西学院大学名誉教授・元文学部教授
元関西学院大学学長

まず私ども自身・日本人について、２人の外国人研究者によって、かつて
指摘された日本の育児様式に関連づけて考える。

日本の育児と日本人

前の週に明らかになった日本人の姿・人生を、「量的には長い（長寿）が、
質的にはどうか」という視点で心理学の立場から考える。

人生の量と質

ストレスや不安を引き起こす心理的要因について、実証的研究に言及しな
がら考え、また日本人の不安の特徴を考える。

ストレスと不安

絶望とうつを引き起こす心理的要因に関する動物およびヒトの実験を紹
介し、動物とヒトの違いについても考える。

絶望とうつ

暗いテーマが続いたので、希望、幸福、楽しさなどに関する問題について
実証心理学の立場から考える。

希望と幸せ

最後に心理学という学問について概観し、これまで取り上げてきたトピッ
クをその体系の中で位置づけ、心理学への理解を深める。

心理学という学問について

6/1
第1回

［水］

6/8
第2回

［水］

6/15
第3回

［水］

6/22
第4回

［水］

6/29
第5回

［水］

7/6
第6回

［水］

ECOURSE なにわ・大阪・歴史再訪
■毎回月曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

なにわ・大阪の歴史を文化と経済の面から探訪します。古代から現代までの大

阪の歴史概観、錦絵に見る明治の大阪、水の都、老舗、私鉄、企業家につい

て、各専門家の方に語って頂きます。
宮本 又郎
コーディネータ

関西学院大学大学院経営戦略研究科教授
大阪大学名誉教授

古代から近現代までの大阪の歴史を概観します。難波宮、大阪本願寺、
天下の台所、大大阪がキーワードです。

大阪の歴史概観―伝統と革新の系譜

幕末の浮世絵に描かれた浪花の景から、現在消えた
もの、隠されたもの、遺されたものの美しさについて
考えます。

｢浪花百景」に見る風景・今昔

永田 雄次郎担当講師

宮本 又郎担当講師

5/16
第1回

［月］

五代友厚、藤田伝三郎、松本重太郎、小林一三など明治維新以降の大阪
の代表的企業家についてお話します。

大阪の企業家群像

宮本 又郎担当講師

6/20
第6回

［月］

5/23
第2回

［月］

I COURSE 旧約聖書の預言者の人物像と思想について
■毎回火曜日　■時間／13：30～15：00　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

紀元前8世紀から6世紀にかけて古代イスラエルに預言者が輩出したことは、世

界史的にも大きな特徴である。旧約の預言者たちがどのような時代状況におい

てどのような預言をしたかについて学ぶ。
樋口 進
担当講師

関西学院大学キリスト教と文化研究センター教授

旧約聖書の時代に登場する預言者の活動とその思想的特徴について、概
説的に解説する。

旧約の預言者とは

紀元前8世紀に北イスラエル王国で活動したアモスとホセアが、どのよう
な時代状況の中でどのような預言をしたかについて学ぶ。

アモスとホセアの人物像と思想について

紀元前8世紀に南ユダ王国で活動したイザヤの預言の特徴とそのキリスト
教への影響について検討する。

イザヤの時代とその思想について

紀元前7世紀末から6世紀初頭のユダ王国滅亡期に活動したエレミヤの思
想とその心の葛藤（告白）について学ぶ。

エレミヤの時代とその思想について

紀元前6世紀の初頭、自ら捕囚としてバビロンの地に連れて行かれ、そこ
で預言活動をしたエゼキエルの思想について学ぶ。

エゼキエルの時代とその思想について

紀元前6世紀の中ごろ、バビロンの捕囚地でペルシアによる解放を預言し
た無名の預言者の思想について検討する。

第二イザヤの思想について

6/21
第1回

［火］

6/28
第2回

［火］

7/5
第3回

［火］

7/12
第4回

［火］

7/19
第5回

［火］

7/26
第6回

［火］

KCOURSE カウンセリングの理論と方法 ―人間関係を良くする対人援助技法―
■毎回木曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

カウンセリングの背景にある精神分析や来談者中心療法の理論と面接の方法

をやさしく解説するだけではなく、実際にロールプレーやグループで対人技法

の練習をしてみましょう。きっと皆様のお役に立つ経験になると思います。
武田 建
担当講師

関西学院大学名誉教授・元社会学部教授
元関西学院大学・高等部アメリカンフットボール部監督

悩み、痛み、苦しみを話せることは、心の重荷を軽くします。カウンセラ
ーは北風ではなく、太陽のように。援助関係の要素とは：受容、共感、温
かさ、純粋さ、独自性と共感性、主観性と客観性。

真剣に聴くことの大切さ

人間関係では、相手に与えたものが自分に返ってきます。自分のことをど
う思っているか、独り立ちの条件、自分でやって自信をつける、独立と依
存の間の葛藤、自己実現。

クライエントの心のなか（精神分析学や来談者中心療法から学ぶ人の心）

初めての出会い、まず自己紹介。クライエントに信頼してもらう。主訴を聞く
とき。面接時間。カウンセラーのリード。沈黙の尊重。共感とともに苦しみを
乗り越える。輪郭をつかむ。援助の目標。面接をどう進めるかを説明する。

面接のはじめから終わりまで

人間には言葉があります。複雑なことでも短い言葉で伝えられます。言葉
のむずかしさ。傾聴再考。明確化、置き換え、感情の反射、要約、沈黙の
尊重。

言葉によるコミュニケーション

非言語的なコミュニケーション。クライエントの座る位置。時間にまつわ
る問題。言語と非言語は結びついています。顔の表情、ジェスチャー、姿
勢。

言葉によらないコミュニケーション

質問、直面化、解釈、情報の提供、要約、リードの原則、積極的な行動ア
プローチ、アサーション・トレーニング、オペラント技法、モデリング、ペア
レント・トレーニング。

積極的アプローチ

7/28
第1回

［木］

8/4
第2回

［木］

8/11
第3回

［木］

8/25
第4回

［木］

9/1
第5回

［木］

9/8
第6回

［木］

LCOURSE 日本の高齢者を取り巻く現状とこれから
■毎回金曜日　■時間／15：10～16：40　■定員数／30名　■受講料／9,200円（同窓生8,000円）

近年わが国の高齢者を取り巻く環境は、めまぐるしく変化しています。社会保障

や経済への影響が懸念されていますが、高齢者が安心して心豊かに暮らして

いくために何が必要かをともに考えます。
大和 三重
担当講師

関西学院大学人間福祉学部教授

日本の高齢社会の進展を人口構造、地域差、国際比較で確認し、今後
の私たちの暮らしへの様々な影響を社会福祉の視点から考えます。

少子高齢化の現状と今後

介護保険制度の仕組みを理解し、正しく活用することで介護予防や介護
が必要になったときに活用できるように解説します。

介護保険制度の仕組みと活用

人生の総仕上げである高齢期の過ごし方を余暇活動、社会参加、生き
がいなどの視点から考えます。

高齢期の過ごし方

住み慣れた地域で継続して暮らすために、安心で安全な住まいや生活環
境を整えるにはどうすればよいかを考えます。

高齢者とコミュニティ

8/26
第1回

［金］

9/2
第2回

［金］

9/9
第3回

［金］

9/16
第4回

［金］

DCOURSE カウンセリングに学ぶ人間関係 ―人との交わり方、コミュニケーション、コーチング―
■毎回木曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

カウンセリングは、相談に来る人たちを面接するときだけのものではありません。日

常生活のなかにも応用出来ることが沢山あります。それは人間関係の築き方であ

り、交わり方であり、教え方でもあります。その理論と方法を探っていきましょう。

人の心には「長さ」「幅」「深さ」があります。性格の形成、心のなかの意
識出来る部分と出来ない部分、同性の親との同一化、男性と女性の確立、
日本文化と性格（人となり）の形成。

人の心とパーソナリティ（性格）の形成

カウンセリングに学ぶ、人と人との交わり、阪神淡路大震災のときの「リン
ゴ娘」の活躍、北風と太陽、太陽になるには？自分の話を聞いて貰えた時
と話を聞いて貰えなかった経験、気持ちの汲み方。

人間関係の築き方

「目は口ほどにものを言い」私たちのコミュニケーションの大半は非言語
的なものです。さまざまな非言語的なコミュニケーションを考えてみましょ
う。

非言語的コミュニケーション

あのバブロフの犬の実験が不安の解消の方法の基礎になるとは、大学生
の私は考えもしませんでした！思い切って自分の当然の権利を、相手を傷
つけずに表現する方法。

不安の解消　不安とリラクゼーション

私のコーチング理論は、オペラント条件づけとモデリングを子育てに応用したペアレント・
トレーニングを、関学高等部のチームの指導に当てはめたものです。その原点をご説明し
ながら、心理学の基礎をどうやって日常生活に応用するかをご一緒に考えましょう。

ペアレント・トレーニング

行動（学習）心理学を指導やコミュニケーションに応用したお陰で、大学
と高等部のアメリカンフットボール部が何度も日本一になりました！この原
理は夫婦、親子、孫との間にも活用出来ると思います。

コーチングの心理学

5/12
第1回

［木］

5/19
第2回

［木］

5/26
第3回

［木］

6/2
第4回

［木］

6/9
第5回

［木］

6/16
第6回

［木］

J COURSE 司馬遼太郎文藝の魅力
■毎回金曜日　■時間／11:10～12:40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

司馬遼太郎没後１５年、相変わらず司馬文藝の人気は高い。特に2009年より3年に

分けて待望の『坂の上の雲』のテレビドラマ化が実現して、更に司馬文藝への関心

が高まってきている。その司馬文藝の魅力の核にせまれることを試みたい。
細川 正義
担当講師

関西学院大学文学部教授

忍者という非人間的存在を素材にして、人間性回復のロマンの世界を描
いた『梟の城』は司馬文藝の根幹を成す作品でもある。直木賞作家司馬
の出発である。

司馬文藝の成立―『梟の城』をめぐって

『竜馬がゆく』が書かれているさなかに東京オリンピックが開催され
た。戦後日本の「青春」に見事にフィットした司馬の竜馬像が読者を魅
了した。

司馬文藝がなぜ読まれるのか―『竜馬がゆく』の成立

既成の枠にとらわれない人間像と史実を巧みに交差させながら、ダイナ
ミズムにとんだ壮大な文芸作品として『竜馬がゆく』は普遍の地位を獲
得しているといえよう。

『竜馬がゆく』の主題にせまる
司馬は小学六年生の教科書で「つねに晴れあがった空のように、たかだかとした心を
持て」と語りかけた。次代をになう子供たちへの熱い思い、それが司馬文藝の魅力の
源泉でもある。そうした思いが「司馬史観」として司馬文藝を形作っていっている。

司馬文藝の魅力―「司馬史観」を探る

坂の上の雲を目指して一心に登っていった正岡子規たち明治の青春群像
の明るさを描こうとした当初の目的は、日露戦争と直面して鋭い問いかけ
を発するようになる。

司馬文藝の成熟―『坂の上の雲』と「明治」

国の将来を願いながら懸命に生きた明治の群像たちの「人間像」を見据
えながら、「明治」と「戦争」の意義と課題を追求した不朽の名作にせま
ることを講座のまとめとしたい。

『坂の上の雲』の意義と主題

7/15
第1回

［金］

7/22
第2回

［金］

7/29
第3回

［金］

8/12
第4回

［金］

8/26
第5回

［金］

9/9
第6回

［金］

F COURSE 平家物語 ―鹿谷陰謀の顚末を読み解く―
■毎回水曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／23,000円（同窓生20,000円）

分不相応な大将ポストを所望して、後白河院側近たちをまき込んで破滅した大納言

成親の大将争いを主軸に、鬼界島流人俊寛の悲劇と、主を尋ねて鬼界島を訪れる

有王との再会までを丹念にたどります。
武久 堅
担当講師

関西学院大学名誉教授・元文学部教授

今回はテキストに語り本を使用し、初回は物語の導入部についてわかり易
く解説します。

大将争い事件の発端「鹿谷」
6/1
第1回

［水］

多田蔵人行綱の密告によって露顕した密議は、清盛の容赦なき断罪によ
り、院の側近は次 と々捕縛され処刑されます。

陰謀発覚「西光被斬」
6/8
第2回

［水］

成親一族と、平家一門の人間関係を詳述し、院の庁と平家の対立、親子
の対立の構図を解説します。

重盛と清盛の対立「少将乞請」「教訓状」
6/15
第3回

［水］

成親父子の運命を、家族離散の悲劇として解明します。
成親流刑「大納言流罪」

6/22
第4回

［水］

流刑地での成親の悲惨な死を読みます。
成親惨殺「大納言死去」

6/29
第5回

［水］

大将候補の一人であった藤原氏貴族の巧妙な平家へのすり寄りと、その
成功を見ます。

実定卿の方策「徳大寺之沙汰」
7/6
第6回

［水］

鬼界島に流された三人の運命を康頼の信仰とその実践を通して把えま
す。

康頼の熊野信仰「祝言」「卒都婆流」
7/13
第7回

［水］

中宮徳子の懐妊に始まる恩赦の引き起す俊寛悲劇を鬼界島を舞台に味
読します。

非常の赦免「赦文」「足摺」
7/20
第8回

［水］

孝子成経の帰京途上での父成親の墓参場面を中心に、その悲哀をみつめ
ます。

成経、父の墓参「少将都帰」
7/27
第9回

［水］

俊寛の弟子有王の鬼界島訪問と俊寛との再会、その死を語る有王伝説発
生の経緯を考えます。

有王の鬼界島訪問「有王」「僧都死去」
8/3
第10回

［水］

関西学院大学文学部教授

近代の大阪を物流の観点からとらえます。水運によ
るその実態を工場立地・都市計画・港湾事業等を踏
まえて、検討します。

水の都大阪―物流の構造

伊藤 敏雄担当講師

5/30
第3回

［月］

大阪大学日本語日本文化教育センター非常勤講師

江戸から現代までの大阪の老舗を食い倒れ文化とも
のづくり経済の視点から探索し、大阪の課題を議論
します。

大阪老舗学―地域経済・文化と老舗

前川 洋一郎担当講師

6/6
第4回

［月］

関西外国語大学国際言語学部教授・大阪商業大学大学院特別教授

私鉄王国と呼ばれる関西で現在の五大私鉄にいた
った主要企業の事業展開と、それによって形成され
た沿線文化についてお話します。

私鉄王国関西の形成史

廣田 誠担当講師

6/13
第5回

［月］

関西学院大学商学部非常勤講師・大阪大学大学院経済学研究科教授

HCOURSE これからどうなる日本の食と農 ―フードシステムの視点から―
■毎回木曜日　■時間／15：10～16：40　■定員数／30名　■受講料／23,000円（同窓生20,000円）

崩食、安全性への不安、伝統的食文化の衰退など、豊かに見える私たちの食卓
には、様々な問題が潜んでいます。一方供給側の農業も、活力低下が深刻で
す。フードシステムの視点から、日本の食と農について検討します。 寺本 益英

コーディネータ

関西学院大学経済学部教授

現在、日本の食と農に関し、何が問題になっているか、フードシステムの
視点を提示し、この講座のねらいを明らかにします。

講座のねらい
6/2
第1回

［木］

食料自給率をめぐる様々な概念を解説し、現実的な農業再生策を提案し
ます。

食料自給率と農業再生の方策
6/9
第2回

［木］

新聞記事を参考に、最近の食の安全を脅かす事件を取り上げます。また
食の安全が揺らぐ事件が起こった場合の対策も検討します。

食の安全・安心をめぐって

寺本 益英担当講師 （第1回～3回）

6/16
第3回

［木］

これまでの講義内容を総括し、将来の望ましい食と農の姿について、意
見交換を行います。

講座のまとめ

寺本 益英担当講師

8/4
第10回

［木］

病気の人から健康な人までを幅広くカバーする製品
開発を目指す大塚製薬の取組をご紹介します。

栄養の基本って本当は何なの―国民の栄養を支える企業努力

河野 裕則担当講師

6/23
第4回

［木］

大塚製薬工場 学術部 学術担当

宮本 利夫担当講師

大塚製薬 神戸支店 学術・販売促進担当課長

病気になり通常の食事が摂れなくなった場合、病院や在宅ではど
のような方法で栄養を補給しているのか？栄養補給の為の医薬品
や食品にはどんなものがあるのか？日本の長寿社会を支える「栄
養療法」の実際と関連する企業活動についてお話いたします。

食べられなくなったときどうする？―病院から在宅へ、企業から見た栄養療法の実際

池田 賢一担当講師

6/30
第5回

［木］

テルモ株式会社 医薬品・栄養グループ プレジデント

「災いは口から出て、病は口から入る」江戸時代の
儒教学者、貝原益軒先生の言葉から転ばぬ先の杖と
しての食生活の重要性を学びます。

医食同源について

山中 若樹担当講師

7/7
第6回

［木］

明和病院院長

お肌も体もそして心も健やかであるための食事につ
いて学びましょう。

健康を維持するための食事とは

高橋 留佳担当講師

7/14
第7回

［木］

管理栄養士

すぐれた古典作品や美術工芸品を素材に日本人の美
意識について学び、豊かな食卓のあり方について考
えます。

豊かな食卓をつくる

冷泉 為人担当講師

7/21
第8回

［木］

冷泉家時雨亭文庫理事長

1200年の歴史を持つお茶は、日本を代表する文化を
形成し我々の生活に深く根ざしてきました。お茶の基
礎知識を学び、実際においしく淹れてみましょう。

喫茶を愉しむ（体験プログラム）

湯浅 薫担当講師

7/28
第9回

［木］

茶文化研究家

第9回のみ体験プログラムのため講座時間と場所が異なり、別途実費がかかります。

場所：上ケ原キャンパス　時間：13：30～16：30　費用：1,000円

武田 建
担当講師

関西学院大学名誉教授・元社会学部教授
元関西学院大学・高等部アメリカンフットボール部監督

BCOURSE 死刑制度―裁判員裁判の時代に考える―
■毎回金曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

裁判員裁判の時代になって、裁判以後に行われる犯罪者処遇についても非常

に関心が高まったがこの時期を迎えて死刑制度についてさまざまな角度から考

え直してみたい。裁判員制度の下での死刑事件裁判の困難さ、および刑罰とし

ての死刑自体について考えたい。

日本刑法には、どのような刑罰の種類があるか。６種類の刑罰の中で死
刑はどのような刑罰か。刑罰体系の中でどのような意味づけが与えられ
ているか。

刑罰体系の中の死刑

日本では絞首刑だが、具体的にどのような執行方法なのか。世界的に
は、どのような執行方法があるのか。歴史的には、どのような執行方法が
行われたか。

死刑の執行

日本では死刑判決も死刑執行も、21世紀に入ってから急激に増え、高い
数値を保ってきた。世界的には死刑廃止国が激増している。死刑多用国
では死刑執行が減少している。

死刑判決と死刑執行の世界の動向と日本の動向

もし死刑制度を廃止するとすれば、仮釈放のない終身刑を創設するの
か。無期懲役が最高刑で良いのか。これらについての議論が必要になろ
う。後者の場合、無期懲役自体の意味づけは、ずいぶん変化するだろう。

死刑が廃止されたらどのような刑罰体系になるか

裁判員制度は死刑にも新しい問いかけを増している。死刑求刑事件における裁判員
の大変な苦悩がある。守秘義務がこの苦悩を増幅している。死刑求刑事件を裁判員
裁判の対象から外すべきか。死刑への関心の高まりは死刑制度廃止へ向かうのか。

裁判員裁判と死刑

死刑制度廃止論と存置論は、それぞれどのような根拠から主張されてい
るのか。実証的に根拠のある主張はあるのか。死刑の抑止力については
どうか。両論はそれぞれどのような将来展望を持っているのか。

死刑制度廃止論と存置論

4/15
第1回

［金］

4/22
第2回

［金］

5/6
第3回

［金］

5/13
第4回

［金］

5/20
第5回

［金］

5/27
第6回

［金］

前野 育三
担当講師

関西学院大学名誉教授・元法学部教授
弁護士

イスラームは自然環境の厳しい西アジアで生まれました。イスラームの誕
生、先行２宗教との共通点や相違点について紹介します。

西アジア世界とイスラームの誕生

イスラームは単なる宗教にとどまらず、文化や社会制度などの総体をなす
ものです。イスラームの考え方について紹介します。

イスラームの考え方

ヨーロッパのキリスト教世界と西アジアのイスラーム世界は常に対立して
いたと考えられがちです。実際はどうだったのでしょう？

キリスト教世界とイスラーム世界

我々の日常生活には、イスラームから伝えられた文化や技術が数多くあり
ます。

イスラームの文化

CCOURSE イスラーム ―異文化交流と衝突の歴史―
■毎回火曜日　■時間／11：10～12：40　■定員数／30名　■受講料／13,800円（同窓生12,000円）

報道などで否定的イメージが先行するイスラームは、ユダヤ教やキリスト教と同

源で、現在も信徒を増やしている活力ある宗教です。日本人に馴染みの薄いイ

スラームについて総合的に紹介します。
後藤 裕加子
担当講師

関西学院大学文学部教授

第1回

5/10
［火］

第2回

5/17
［火］

第3回

5/24
［火］

第4回

5/31
［火］

第5回

6/7
［火］

第6回

6/14
［火］

世界各地に広まったイスラーム教徒は、受け入れ社会との間に軋轢を生
じています。多文化・多民族共生の展望について考えます。

現代社会とイスラーム

イスラーム＝テロリズムのイメージを形成することになった未解決の国際
問題について、その歴史的背景から解説します。

イスラーム復興運動の高まり
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□ □ 12,000円□ 13,800円

講　　　　座　　　　名 一般 同窓割引

該当する欄にチェック□を入れてください。

電　話 　　　　　　　ー　　　　　　ー

卒業年次（ 昭和・平成 ）　　　　年　　　　　　　　学部・大学院　　　　　　　学科卒 （旧姓：　　　　　　）

お 申 込 講 座

□ □ 20,000円□ 23,000円

□ □ 12,000円□ 13,800円

□ □ 12,000円□ 13,800円

□

□ 8,000円□ 9,200円□

□ 12,000円□ 13,800円

C イスラーム ―異文化交流と衝突の歴史―（全6回）

D カウンセリングに学ぶ人間関係

F 平家物語 ―鹿谷陰謀の顚末を読み解く―（全10回）

E なにわ・大阪・歴史再訪（全6回）

G 人生を豊かにする心理学入門（全6回）

H これからどうなる日本の食と農 ―フードシステムの視点から―（全10回）

I 旧約聖書の預言者の人物像と思想について（全6回）

J 司馬遼太郎文藝の魅力（全6回）

K

日本の高齢者を取り巻く現状とこれから（全4回）L

カウンセリングの理論と方法 ―人間関係を良くする対人援助技法―（全6回）

氏　名

自　宅

関西学院
同窓の方

携帯電話

FAX

備　考

■個人情報の取り扱いについて
　関西学院大学では、本学が提供する公開講座の申込時に、皆さまの個人情報の提供をお願いする事があります。また、ご提供頂いた個人情報は、公開講座運営のため、および公開講座にお申

し込み頂いた皆さまに対し、本学の提供する教育機会についてのお知らせをさせて頂くなど、社会に開かれた大学としての責務を果たしていくために限り、 利用させて頂きます。

　本学は、ご提供頂いた個人情報を取扱う場合は、個人情報に関する法令を遵守し、すべての教職員が、機密性を保護する取り組みを実施することにより、プライバシーを尊重し、本学に対する

期待と信用に応えてまいりたいと考えています。

K.G.梅田ゼミ受講申込書 ＦＡＸ専用

〔申込ＦＡＸ送信先〕 0798-54-6904 （24時間受付）　関西学院大学教務部生涯学習課

［ 2011年度前期 第3期 ］

申込受付中

コース選択

キャンセル料
講座開始2週間前まで･･････無料
講座開始１週間前まで･･････1,000円
講座開始前日まで･･･････････2,000円

都心キャンパスでの学びと出会い。

関西学院大学学長  

杉原  左右一

　英米文学科を卒業以来、英語を使う仕事に携わりながらも、

アメリカ文学とは無縁の生活でした。講義初日、ゼミ形式の授

業という事で全員に発表する作家が割り当てられ、まず一人が

発表、その後参加者からの質問、意見、最後に先生のレジュメ

と全員参加の活気ある授業内容。毎回時間が足りない程盛り

上がり、本も良く読み、先生の指導の下、名作を掘り下げて理

解する事が出来、楽しい授業でした。このコースの続きを願っ

ています。

関西学院大学

関西学院大学教務部ホームページ

http://www.kwansei.ac.jp/a_affairs/

受付：FAX 24時間　問い合わせ：電話 平日 9：00～16：00

関西学院大学教務部生涯学習課　〒662-8501  西宮市上ケ原一番町1-155

TEL.0798-54-6892  FAX.0798-54-6904

阪急「梅田駅」茶屋町口下車北へ徒歩5分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」より徒歩7分、
「中津駅」より徒歩4分
大阪市北区茶屋町19-19  アプローズタワー14階
TEL.06-6485-5611
http://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/access/

受講申込書（専用用紙）をご使用いただき、関西学院大学教務部生涯学習課にＦＡＸ送
信してください。（FAX.0798-54-6904）

●キャンセルは、開講日までに生涯学習課にご連絡ください。開講日以降のキャンセ
ルによる返金はできませんので、ご了承ください。

●開講日以前のキャンセルの場合、キャンセル料を差し引いた金額を返金いたします。

大阪梅田キャンパス

受講申込上の注意

キャンセルについて

お問合せ

お申込方法

会　場

鈴木 瑠璃子 様
［受講コース］アメリカ文学にみるアメリカの夢とディレンマ（2010年度後期）

林 明男 様
［受講コース］心とからだの健やかさ（2010年度後期）

　今回、私が参加したきっかけは、これまで長年続けてきた社

交ダンスをより上達するためのヒントが講座「心とからだの健や

かさ」にあるのではないかと考えたからです。私は学ぶことが好

きで機会を見つけては多くの講座に参加していました。今回、私

が参加させていただいたK.G.梅田ゼミは内容がわかりやすく、

かつ大学レベルの深いもので大変満足いたしました。参加者と

講師がともに講座を創ってゆくことを実感いたしました。多くの

方々に参加していただけたらと筆をとらせていただきました。

この講座は関西学院大学と関西学院同窓会の共同プログラムです。

ごあいさつ

■受講者の声

　２０１０年４月より関西学院大学の新たな取り組みとして、少人数から成

る「Ｋ.Ｇ.梅田ゼミ」を開講いたしました。社会に開かれた都心キャンパス

である大阪梅田キャンパスにおいて、関西学院大学の知的資産を皆様に

提供し、人々が学び、出会う新しい出発の場となることを願っています。本

講座が、皆様のさまざまなライフステージにおける自己実現へのきっかけと

なると共に、本学のスクールモットーである“Mastery for Service”を体

現する機会となることを心から期待しています。

　「Ｋ.Ｇ.梅田ゼミ」は関西学院大学と関西学院同窓会が協力して開講

いたします。同窓生だけでなく、どなたでも参加いただけます。皆様の参

加をお待ちしております。

●お申し込みは3月24日から先着順とさせて頂きます。（開講後も申し込みを受け付けま
すが受講料は同一です。）受講料振込用紙と講座に関するご案内等はお申し込み後10
日以内にお送りします。

●受講料振込用紙到着後、1週間以内に受講料を振込みください。受講料振込をもって正
式なお申し込みと致します。ご入金後のご連絡は原則いたしません。受講料振込用紙送
付時に同封しました「講座のご案内」をご確認いただき、領収書をお持ちのうえ当日直
接教室にお越しください。受講料未納の場合のみ講座前にご連絡させていただきます。

●定員を超過した場合は募集を締め切らせていただきます。募集締め切りはホームページ
に掲載いたしますので申し込み時にご確認ください。

●開講1週間前に応募者が10名以下の場合は不開講とします。（すでにお振込の場合、
　受講料は返金させていただきます。）また、都合により受講定員、講座日、講座時間を
変更させて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。

●申し込みはFAXでのお申込のみとなります。パンフレットの申込用紙あるいはホームペ
ージに掲載されている申込用紙をプリントしてお使いください。

●受講料に教材費は含まれます。ただし、フィールドワーク等で発生する費用は含まれま
せん。別途、実費をいただきます。

●講座運営上支障のある場合はご参加をお断りする場合があります。

梅田ロフト

ラマダホテルラマダホテル

毎日放送

梅田芸術劇場

阪急イングス

PIASタワーPIASタワー

地
下
鉄
御
堂
筋
線

至
新
大
阪

新
御
堂
筋

アプローズタワー
ホテル阪急
インターナショナル（ （

中
津

梅
田

JR
大阪

阪
急
梅
田

大阪梅田
キャンパス

N

3月24日より受付開始

―人との交わり方、コミュニケーション、コーチング―
（全6回）

4/13［水］～

4/15［金］～

5/10［火］～

5/12［木］～

5/16［月］～

6/1［水］～

6/1［水］～

6/ 2［木］～

6/21［火］～

7/15［金］～

7/28［木］～

8/26［金］～

関西学院大学 2011年 前期 第3期

特　色
1．少人数（原則30名）による講座（ゼミ）とします。

2．講座のレベルはアカデミックな大学教養レベルとします。

Ｋ.Ｇ.梅田ゼミ
2011年度4月開講
関西学院大学大阪梅田キャンパスで社会人のための
少人数ゼミを開講。どなたでも参加いただけます。

後援：大阪市

申込
受付

3月24日
より

開始
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■個人情報の取り扱いについて
　関西学院大学では、本学が提供する公開講座の申込時に、皆さまの個人情報の提供をお願いする事があります。また、ご提供頂いた個人情報は、公開講座運営のため、および公開講座にお申
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　本学は、ご提供頂いた個人情報を取扱う場合は、個人情報に関する法令を遵守し、すべての教職員が、機密性を保護する取り組みを実施することにより、プライバシーを尊重し、本学に対する

期待と信用に応えてまいりたいと考えています。

K.G.梅田ゼミ受講申込書 ＦＡＸ専用

〔申込ＦＡＸ送信先〕 0798-54-6904 （24時間受付）　関西学院大学教務部生涯学習課
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講座開始前日まで･･･････････2,000円

都心キャンパスでの学びと出会い。

関西学院大学学長  

杉原  左右一

　英米文学科を卒業以来、英語を使う仕事に携わりながらも、

アメリカ文学とは無縁の生活でした。講義初日、ゼミ形式の授

業という事で全員に発表する作家が割り当てられ、まず一人が

発表、その後参加者からの質問、意見、最後に先生のレジュメ

と全員参加の活気ある授業内容。毎回時間が足りない程盛り

上がり、本も良く読み、先生の指導の下、名作を掘り下げて理

解する事が出来、楽しい授業でした。このコースの続きを願っ

ています。
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林 明男 様
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　今回、私が参加したきっかけは、これまで長年続けてきた社

交ダンスをより上達するためのヒントが講座「心とからだの健や

かさ」にあるのではないかと考えたからです。私は学ぶことが好

きで機会を見つけては多くの講座に参加していました。今回、私

が参加させていただいたK.G.梅田ゼミは内容がわかりやすく、

かつ大学レベルの深いもので大変満足いたしました。参加者と

講師がともに講座を創ってゆくことを実感いたしました。多くの

方々に参加していただけたらと筆をとらせていただきました。

この講座は関西学院大学と関西学院同窓会の共同プログラムです。

ごあいさつ

■受講者の声

　２０１０年４月より関西学院大学の新たな取り組みとして、少人数から成

る「Ｋ.Ｇ.梅田ゼミ」を開講いたしました。社会に開かれた都心キャンパス

である大阪梅田キャンパスにおいて、関西学院大学の知的資産を皆様に

提供し、人々が学び、出会う新しい出発の場となることを願っています。本

講座が、皆様のさまざまなライフステージにおける自己実現へのきっかけと

なると共に、本学のスクールモットーである“Mastery for Service”を体

現する機会となることを心から期待しています。

　「Ｋ.Ｇ.梅田ゼミ」は関西学院大学と関西学院同窓会が協力して開講

いたします。同窓生だけでなく、どなたでも参加いただけます。皆様の参

加をお待ちしております。

●お申し込みは3月24日から先着順とさせて頂きます。（開講後も申し込みを受け付けま
すが受講料は同一です。）受講料振込用紙と講座に関するご案内等はお申し込み後10
日以内にお送りします。
●受講料振込用紙到着後、1週間以内に受講料を振込みください。受講料振込をもって正
式なお申し込みと致します。ご入金後のご連絡は原則いたしません。受講料振込用紙送
付時に同封しました「講座のご案内」をご確認いただき、領収書をお持ちのうえ当日直
接教室にお越しください。受講料未納の場合のみ講座前にご連絡させていただきます。

●定員を超過した場合は募集を締め切らせていただきます。募集締め切りはホームページ
に掲載いたしますので申し込み時にご確認ください。
●開講1週間前に応募者が10名以下の場合は不開講とします。（すでにお振込の場合、
　受講料は返金させていただきます。）また、都合により受講定員、講座日、講座時間を
変更させて頂く場合があります。あらかじめご了承ください。
●申し込みはFAXでのお申込のみとなります。パンフレットの申込用紙あるいはホームペ
ージに掲載されている申込用紙をプリントしてお使いください。
●受講料に教材費は含まれます。ただし、フィールドワーク等で発生する費用は含まれま
せん。別途、実費をいただきます。
●講座運営上支障のある場合はご参加をお断りする場合があります。

梅田ロフト

ラマダホテルラマダホテル
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3月24日より受付開始

―人との交わり方、コミュニケーション、コーチング―
（全6回）

4/13［水］～

4/15［金］～

5/10［火］～

5/12［木］～

5/16［月］～

6/1［水］～

6/1［水］～

6/ 2［木］～

6/21［火］～

7/15［金］～

7/28［木］～

8/26［金］～

関西学院大学 2011年 前期 第3期

特　色
1．少人数（原則30名）による講座（ゼミ）とします。

2．講座のレベルはアカデミックな大学教養レベルとします。

Ｋ.Ｇ.梅田ゼミ
2011年度4月開講
関西学院大学大阪梅田キャンパスで社会人のための
少人数ゼミを開講。どなたでも参加いただけます。

後援：大阪市

申込
受付

3月24日
より

開始


