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平成２８年度公開講座事業報告

「京都文教公開講座」として、大学の2学部（臨床心理学部・総合社会学部）と短期大学
の3学科(ライフデザイン学科・食物栄養学科・幼児教育学科)がその専門性を生かし、「京都
文教教養講座」8講座、「いきいき健やか講座」2講座、「あおい講座」3講座を開講した。
「京都文教公開講座」受講者のべ人数は「京都文教教養講座」227名、「いきいき健やか講

座」145名、「あおい講座」112名で、合計484名であった(詳細は別表参照)。

◆京都文教教養講座
京都文教大学の総合社会学部から３講座、臨床心理学部から３講座、京都文教短期大学の

幼児教育学科から２講座、それぞれの専門性を活かした講座を展開した。

主催：京都文教大学・京都文教短期大学 後援：宇治市教育委員会
時間：１８：００～１９：３０ 各金曜日 受講料：２,０００円（全８回） 開講場所：宇治キャンパス

担当 テーマ 講座タイトル 担当講師 開講日
総合社会 時代と社会の変化を テロ再考総合社会 時代と社会の変化を テロ再考総合社会 時代と社会の変化を テロ再考総合社会 時代と社会の変化を テロ再考 柏岡 富英 5月20日
学部 読み解く学部 読み解く学部 読み解く学部 読み解く ～憎しみのグローバリゼイション～憎しみのグローバリゼイション～憎しみのグローバリゼイション～憎しみのグローバリゼイション （京都文教大学教授）

～20世紀と21世紀で ～～～～

は アフリカの潜在力に学ぶ21世紀アフリカの潜在力に学ぶ21世紀アフリカの潜在力に学ぶ21世紀アフリカの潜在力に学ぶ21世紀 松田 凡 6月17日
何が、なぜ、どう ～多様性、同時代性、そして希望～多様性、同時代性、そして希望～多様性、同時代性、そして希望～多様性、同時代性、そして希望 （京都文教大学教授）

変わったのか～ ～～～～

大学改革を考える大学改革を考える大学改革を考える大学改革を考える 平塚 力 7月15日
～大学経営の過去と現在～～大学経営の過去と現在～～大学経営の過去と現在～～大学経営の過去と現在～ （京都文教大学准教授）

臨床心理 人間の心身と 新聞を通して臨床心理 人間の心身と 新聞を通して臨床心理 人間の心身と 新聞を通して臨床心理 人間の心身と 新聞を通して 橋本 祥夫 9月16日
学部 現代社会 現代社会について考える学部 現代社会 現代社会について考える学部 現代社会 現代社会について考える学部 現代社会 現代社会について考える （京都文教大学准教授）

セクシュアリティと現代セクシュアリティと現代セクシュアリティと現代セクシュアリティと現代 高石 浩一 10月21日
（京都文教大学教授）

こころ・からだ・気こころ・からだ・気こころ・からだ・気こころ・からだ・気 濱野 清志 11月18日
～自分と上手に付き合うために～～自分と上手に付き合うために～～自分と上手に付き合うために～～自分と上手に付き合うために～ （京都文教大学教授）

幼児教育 コミュニケーションの 音楽をとおした幼児教育 コミュニケーションの 音楽をとおした幼児教育 コミュニケーションの 音楽をとおした幼児教育 コミュニケーションの 音楽をとおした 岩佐 明子 12月16日
学科 活性化をめざして コミュニケーションの可能性学科 活性化をめざして コミュニケーションの可能性学科 活性化をめざして コミュニケーションの可能性学科 活性化をめざして コミュニケーションの可能性 （京都文教短期大学講師）

コミュニケーションとことばコミュニケーションとことばコミュニケーションとことばコミュニケーションとことば 真下 知子 Ｈ29年
（京都文教短期大学講師） １月20日

第１回「テロ再考」 第５回「セクシュアリティと現代」
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第７回「音楽をとおした 第８回「コミュニケーションとことば」
コミュニケーションの可能性」

各回異なる教員、異なる内容での実施であったため、アンケートには、「一回の講座で終
わらず、もっと深く学びたい」「同じテーマで何回かの実施をしてほしい」との意見があっ
た。また、幼児教育学科の２講座については、受講者同士がコミュニケーションをとりなが
ら体や手を動かす内容となっており、座学形式の講座では普段話さない受講者同士の交流が
生まれた。

◆いきいき健やか講座
４回の連続講座を２講座開講した。

主催：京都文教大学・京都文教短期大学 後援：宇治市教育委員会
講座名 講師 月日 時間・場所 回数 定員 受講料

気功入門講座気功入門講座気功入門講座気功入門講座 濱野 清志 5月20日
～気をのびや (京都文教大学 6月3日･17日 10:30～12:00 2,000円
かに楽しい日 臨床心理学部 7月1日 宇治ｷｬﾝﾊﾟｽ ４回 20名 (保育あり
々を…～ 臨床心理学科教授） ／各金曜日 定員10名)

プッセル 良風 10月4日･18日

(京都文教短期大学 11月1日･15日 15:00～16:00
禅入門禅入門禅入門禅入門 ライフデザイン学科 ／各火曜日 宇治ｷｬﾝﾊﾟｽ ４回 15名 2,000円

准教授)

「気功入門講座」 「禅入門」
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「気功入門講座」では、実際に気功を行いながら、心身の健康について考える機会となっ
た。「禅入門」では、当初定員15名であったところを申し込みが大幅に上回り、講師に相談
の上、定員を30名まで拡大した。高齢者を中心に仏教、禅への興味・関心が高いことが伺え
た。

◆あおい講座
京都文教短期大学の卒業生を講師に迎え、４回の連続講座を３講座開講した。

主催：京都文教大学・京都文教短期大学・京都文教短期大学同窓会「あおい会」
後援：宇治市教育委員会

講座名 講師 月日 時間・場所 回数 定員 受講料

食育講座食育講座食育講座食育講座 玉木 美帆 10月4日、18日、 10:00～11:30 2,000円
～食で育てよう！ （管理栄養士、栄養教 11月1日、15日 宇治キャンパス ４回 10名 (保育あり

げんきな子ども～ 諭（２種）免許状） ／各火曜日 定員10名)

やさしいヨガやさしいヨガやさしいヨガやさしいヨガ 久保田 智子
～簡単なヨガの動き （日本総合ヨガ普及 10月7日、21日、 10:30～11:30
で気持ちよくからだ 協会 指導士、健康 11月4日、18日 宇治キャンパス ４回 30名 2,000円
と心をほぐします～ 運動指導士） ／各金曜日

ソフト粘土でつくソフト粘土でつくソフト粘土でつくソフト粘土でつく 森下 美紀 10月22日、
る工作教室る工作教室る工作教室る工作教室 （DECO クレイクラ 11日5日、19日、 13:00～15:00

～手作りの楽しみ フトアカデミー入会 12月3日 宇治キャンパス ４回 10名 3,000円
を粘土で演出～ 認定講師資格取得） ／各土曜日

「食育講座」 「やさしいヨガ」

「ソフト粘土でつくる工作教室」
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◆平成２８年度京都文教公開講座受講者数

・申込総数 139 名 ・受講延べ人数 484 名 ・受講延べ人数 471名

申込 出席者数 延べ
講 座 名 定員

者数 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 人数

京都文教教養講座 100 57 40 36 32 30 27 23 20 19 227

気功入門講座 20 20 18 15 12 11 56
いきいき健やか講座

禅入門 25 27 25 23 24 17 89

ヨガ 30 21 14 16 16 14 60

あおい講座 食育講座 10 4 4 4 3 4 15

ソフト粘土 10 10 10 8 10 9 37

申込者・受講者延べ数 139 出席者合計 484


