
平成 28年度コミュニティーカレッジ講座(地域ベース) 

大 月 短 期 大 学 桃太郎経営学 
 

開催場所：大月短期大学 

Ｃ号棟１０１教室 

【講座概要】 

桃太郎に関する諸事項を民俗学・文

化人類学的視点と経営的視点から参加

者の皆様方にわかりやすく説明してい

きます。 

 

 

【対象者】 県民一般 

 

第1回 
 

陰陽道について 
●大月短期大学教授 栁沢 幸治 

 開催日時 10月 5日(水) 午後6：00～8：00 

第2回 
 

鬼について 
●大月短期大学教授 栁沢 幸治 

 開催日時 10月 12日(水) 午後6：00～8：00 

第3回 
 

桃太郎の物語について 
●大月短期大学教授 栁沢 幸治 

 開催日時 10月 19日(水) 午後6：00～8：00 

第4回 
 

桃太郎経営学 
●大月短期大学教授 佐藤 茂幸 

 開催日時 10月 26日(水) 午後6：00～8：00 
 

【お申し込み】 〒401-0012 大月市御太刀1-16-2  大月短期大学 教務学生担当  TEL : 0554-22-5611  FAX : 0554-22-5613 
E-mail : kouza@ohtsuki.ac.jp 

山梨学院短期大学 発達が気になる子どもへの支援―幼児期の子どもたちに私たちができること― 

開催場所：山梨学院短期大学 

サザンタワー４階 

 

【講座概要】 
発達障害のあるお子さんや、障害の診断は

ないけれども発達に気になるところがある子ど

もたちへの支援、特に幼児期の関わり方につ

いて、保育・医療の面から考えていきます。毎

日の生活の中で困り感を抱いている子どもた

ちが、自分の力を発揮していくには周囲の理

解と対応の工夫が必要です。子どもたちが笑

顔で生活できる環境をどのように整えていけ

ばよいか、身近な大人ができることを一緒に

考えていきましょう。託児スペース（ミニ児童教

室）を設けますので、お子様を預けて講義に

参加していただけます。 

 

第1回 
 

発達が気になる子どものための専門家との連携  

 

 

 

●児童発達支援センターつつじが崎学園 

                            吉岡 かよ・ 内藤 知子 

開催日時10月 15日(土)午前 10：00～11：30 

第2回 
 

発達が気になる子どものための医療 
●小児科医師（子どもの心相談医）薬袋 周 

 開催日時 11月  5日(土) 午前10：00～11：30 

第3回 
 

発達が気になる子どものための造形活動 
●保育科教授   伊藤 美輝 

 開催日時 11月 19日(土)午前10：00～11：30 

第4回 
 

発達が気になる子どものための表現運動 
●保育科教授   川上 琴美 

開催日時 12月 17日(土)午前10：00～11：30 

【対象者】 県民一般、発達が気になるお子さんの保育に携わる方 

【お申し込み】 〒400-8575 甲府市酒折2-4-5  山梨学院生涯学習センター  TEL：055-224-1355 FAX:055-224-1496 
                      URL :http://www.ygu.ac.jp/learning/ 

帝京学園短期大学  親子で楽しむ子育て講座 
 

開催場所：帝京学園短期大学 

 

【講座概要】 

子育ては誰にとっても初めての出来

事の連続です。不安に感じたり、迷った

り・・・情報や子どもの変化に振り回され

疲れてしまったり・・・イライラしたり、落

ち込んだりしていませんか？ 

本講座では、毎日の不安やイライラが

笑顔に変わることを目指して、子育ての

悩みも楽しみもみんなで分かち合い、子

育てを楽しむコツを学ぶことを目的に開

講いたします。 

 

第1回 
 

音楽遊びを通して表現力を育む！！ 
～リズムに合わせて遊びましょう～ 

（対象児 ３歳以上の未就学児）＊親子でご参加ください。 

●保育科教授    藤巻 真由美 

 開催日時 10月 1日(土) 午前10：30～12：00 

第2回 
 

子どもの創造性が伸びる！！ 
～親子で楽しむ造形遊び～ 

（対象児 ３歳以上の未就学児）＊親子でご参加ください。 

●保育科教授  三井 正人 

 開催日時 10月 1日(土) 午後1：00～2：30 

第3回 
 

ママ・パパCafé～子育てに正解ってあるの？～ 
情報交換をしながら交流しましょう！！ 

●保育科教授   井上 聖子 

 開催日時 10月 2日(日) 午前10：30～12：00 

第4回 
 

子育てを楽しむポイントを考えよう 
～山梨県の子育て情報を交えながら～ 

●保育科教授   吉田 百加利 

 開催日時 10月 2日(日) 午後1：00～2：30 
    

 

 

 

 

【対象者】 県民一般、子育て中のパパ・ママ、子育て支援に関わる方他、関心のある方はどなたでも。 

【お申し込み】 〒408-0044 北杜市小淵沢町615-1  帝京学園短期大学  TEL : 0551-36-2249 FAX : 0551-36-4314 E-mail : com-col@teikyo-gjc.ac.jp 

 

【受講お申し込み先】 
 
 
 
 

 

ご希望の大学の講座のお申し込み先に、 
◎住所 ◎氏名(ふりがな) ◎電話番号 ◎電子メールアドレス ◎ご希望の講
座名を添えて、 ・はがき・ファックス・電子メール・電話 のいずれかでお申し込
みください。 申し込み用紙は、大学コンソーシアムやまなしWEBサイト 

http://www.ucon-yamanashi.jp にもございますので、ご利用ください。 

特定非営利活動法人大学コンソーシアムやまなし 

〒400-8510 山梨県甲府市武田4-4-37 山梨大学 B-1号館 315 

TEL. 055-244-6707 (平日/午前9:30～午後4:00) FAX. 055-244-6721 

mail info@ucon-yamanashi.jp 

URL http://www.ucon-yamanashi.jp 
※大学・短期大学によっては8月中旬が夏季休

業となる場合がありますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

    

山梨学院大学 
音楽史と科学史の対話―近代化の二様相

山梨大学 
もっと知ろう！「やまなしの食・農・環境の魅力」 

「県民コミュニティーカレッジ」は、2007年度より、山梨県内の大学・短期大学と特定非営利活動法人大学コンソーシアム

やまなしの共催による事業として実施されております。 

「県民コミュニティーカレッジ 2016」では、山梨県内の大学・短期大学によって、広く県民の皆様を対象に県内各地で 11の

「地域ベース講座」が開催されます。 

地域ベース講座 

帝京学園短期大学 

親子で楽しむ子育て講座 

キャンパスネット 

やまなし 

２０１6 

健康科学大学 

健康に暮らす 

大月短期大学 

桃太郎経営学 

山梨県立大学 

続・よりよく生きるために 死ぬために 

都留文科大学 

いきいきとしあわせに生きるために：心理学のすすめ 

身延山大学 

現代社会における家族問題―仏教と福祉の視点よりー 

山梨英和大学 

夏目漱石との新たな出会い 
ー漱石宇宙の多元性に触れるー 

山梨学院短期大学 
発達が気になる子どもへの支援―幼児期の子どもたちに私たちができること― 

帝京科学大学 

いのちを学ぶ 社会の中で生きるということ 

【事務局】 



平成 28年度コミュニティーカレッジ講座（地域ベース） 

山 梨 大 学 

 

もっと知ろう！「やまなしの食・農・環境の魅力」 

開催場所：山梨大学 

甲府西キャンパス Ｓ１－１４教室 

【講座概要】 

山梨の「食」、「農」、「環境」をテーマ

にしたコミュニティーカレッジを開催しま

す。今回は山梨大学生命環境学部地域

食物科学科で取り組んでいる４つのテ

ーマから、今のやまなしの食・農・環境

について気軽に楽しく学べます。皆さま

のご参加をお待ちしております！ 

【対象者】 県民一般 

 

第1回 
 

ワインのおいしさの科学 
●生命環境学部准教授 久本 雅嗣 

 開催日時 8月 23日(火) 午後7：00～8：30 

 第2回 
 

農業における共生と循環 
●生命環境学部准教授 矢野 美紀 

 開催日時 8月 30日(火) 午後7：00～8：30 

第3回 
 

日本原産野生ぶどうの利用 
●生命環境学部准教授 山下 裕之 

 開催日時 9月 6日(火) 午後7：00～8：30 

第4回 
 

六次産業化と農業の活性化 
―酪農・乳業を事例にして― 

●生命環境学部教授  谷本 守正 

 開催日時 9月 13日(火) 午後7：00～8：30 
 

【お申し込み】 〒400-8510 甲府市武田4-4-37 山梨大学教学支援部教務課 公開講座担当  TEL : 055-220-8043 

E-mail : koukai-kouza@yamanashi.ac.jp 

山 梨 県 立 大 学 続・よりよく生きるために 死ぬために 

開催場所：山梨県立大学  

飯田キャンパス講堂 他 

【講座概要】 

自分の生活、生き方を振り返ってみ

て、これからの人生の価値を見つめ直

してみませんか。 

 

 

 

【対象者】 県民一般 

 

第1回 
 

「よく生きること」と「死を思うこと」 

～『生』と『死』を哲学する～ 

●人間福祉学部教授 藤谷 秀 

 開催日時 9月 24日(土)  午後2：00～3：30 

第2回 
 

生きること、死ぬこと、そして文学にできること 
●国際政策学部講師 大村 梓 

 開催日時 10月 15日(土) 午後2：00～3：30 

第3回 
 

音楽で より おトクに暮らそう 
～晩年の作品から学ぶこと～ 

●人間福祉学部准教授 村木 洋子 

 開催日時 10月 22日(土)  午後2：00～3：30 

第4回 
 

死にゆく過程を癒す 
●看護学部講師 前澤 美代子 

 開催日時 10月 29日(土)  午後2：00～3：30 
 

【お申し込み】 〒400-0035 甲府市飯田5-11-1 山梨県立大学（学務課担当）  TEL : 055-224-5260  FAX : 055-224-5386 

E-mail : ucre-accept@yamanashi-ken.ac.jp 

都 留 文 科 大 学 いきいきとしあわせに生きるために：心理学のすすめ  
開催場所：都留文科大学 

２号館２１０２教室 
【講座概要】 

日本は平均寿命が８０歳を超える超

高齢社会に突入していますが、健康寿

命はそれよりも１０年ほど短くなっていま

す。この不健康な期間を少しでも少なく

して、いきいきとしあわせに生きるため

に、健康と脳・ストレス・姿勢・コミュニケ

ーションの関係を心理学的視点から解

説します。 

 

【対象者】 県民一般 

 

第1回 
 

いきいきとしあわせに生きるために 
―脳と健康― 

●文学部初等教育学科教授  中川 佳子 

 開催日時 9月 17日(土)   午後2：00～3：30 

第2回 
 

いきいきとしあわせに生きるために 
―ストレスと健康― 

●文学部初等教育学科教授  中川 佳子 

 開催日時 10月 15日(土)  午後2：00～3：30 

第3回 
 

いきいきとしあわせに生きるために 
―姿勢と健康― 

●文学部初等教育学科教授  中川 佳子 

 開催日時 11月 19日(土)  午後2：00～3：30 

第4回 
 

いきいきとしあわせに生きるために 
―コミュニケーションと健康― 

●文学部初等教育学科教授  中川 佳子 

 開催日時 12月  3日(土)  午後2：00～3：30 
 

【お申し込み】 〒402-8555 都留市田原3-8-1  都留文科大学地域交流研究センター   TEL : 0554-43-4341  FAX : 0554-43-4347 

E-mail : ckouryu@tsuru.ac.jp   

URL: http://www.tsuru.ac.jp/   

都留文科大学ホームページからも申込み可能です。 

 

 

 

山 梨 学 院 大 学 音楽史と科学史の対話―近代化の二様相― 

開催場所：山梨学院生涯学習センター 

(５２号館６階講義室) 

【講座概要】 

音楽史と科学史の比較対照を行い、

二つの分野の歴史の間に様々な共通

点や並行性が見られることを論じていき

ます。17世紀から19世紀を中心に、時

代の流れの大きな転換点に着目して話

を進めていきます。歴史や科学に対す

る理解と興味が深まる内容となるはず

ですので、中学生や高校生の皆さんに

もお勧めです。 

 

第1回 
 

古典派の交響曲、分類学、元素表の構造的類似性 
●スポーツ科学部教授 森 幸也 

 開催日時 9月 28日(水)   午後7：00～9：00 

第2回 
 

ベートーヴェンとラマルクの作品に宿る世界観  
●スポーツ科学部教授 森 幸也 

 開催日時 10月 12日(水)午後7：00～9：00 

第3回 
 

ロマン派音楽、進化論、熱力学のダイナミズム 
●スポーツ科学部教授 森 幸也 

 開催日時 10月 26日(水)午後7：00～9：00 

第4回 
 

音律と天文学理論の奇妙な結びつき 
●スポーツ科学部教授 森 幸也 

 開催日時 11月 9日(水)         午後7：00～9：00 

【対象者】 県民一般 

【お申し込み】 〒400-8575 甲府市酒折2-4-5  山梨学院生涯学習センター  TEL : 055-224-1355  FAX : 055-224-1496 

URL : http://www.ygu.ac.jp/learning/ 

 
 

帝 京 科 学 大 学  いのちを学ぶ 社会の中で生きるということ 

開催場所：甲府支援学校 

（甲府市下飯田2-10-3）【9/1、9/15】 

上野原キャンパス（医療科学部棟） 

【9/24、10/8】 

【講座概要】 

①自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多性障

害、学習障害などもしくはその傾向がある子ど

もたちへの学校や家庭での支援が求められて

いる。発達障がいと言われるお子さんたちの行

動理解とその支援方法について講義をし、特に

感覚刺激と脳機能の関連について感覚統合理

論を中心に説明します。②健康で健やかな日々

を送るために、日々気をつけると良いことを説

明し、気軽に出来る体操を体験して頂きます。 

 

第1回 
 

子どもの発達における遊びの重要性 
●医療科学部教授 石井 孝弘 

 開催日時 9月 1日(木) 午後7：00～8：30 

第2回 
 

子どもの発達を促す遊びと脳機能 
●医療科学部教授 石井 孝弘 

 開催日時 9月15日(木) 午後7：00～8：30 

第3回 
 

首から肩の痛み解消法 
●医療科学部教授 中山 彰博 

 開催日時 9月24日(土) 午前10：00～11：30 

第4回 
 

背中と腰の痛み解消法 
●医療科学部教授 中山 彰博 

 開催日時 10月8日(土) 午前10：00～11：30 

   【対象者】 県民一般、保育士、教諭など 

【お申し込み】 〒409-0193 上野原市八ツ沢2525  帝京科学大学上野原キャンパス TEL : 0554-63-6911（平日9:30～17:00）  FAX : 0554-63-4430 

 身 延 山 大 学 現代社会における家族問題―仏教と福祉の視点より― 

開催場所：山梨学院生涯学習センター  

５０周年記念館クリスタルタワー６階講義室 
〒400-8575 甲府市酒折2-4-5 
（協力：山梨学院生涯学習センター） 

【講座概要】 

運命共同体であり、私たちのよりどころ

となるはずの家族が、いま揺れていま

す。親子・夫婦関係という家族の諸問題

について、仏教・福祉の観点から、できる

だけわかりやすくアプローチしていきま

す。 

 

【対象者】 県民一般 ※定員：先着８０名 

定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

第1回 
 

家族介護の問題  
―いつまでも住み慣れた家で暮らすには― 

●仏教学部福祉学科特任講師 佐々木 さち子 

 開催日時 10月  1日(土) 午後2：00～4：00 

第2回 
 

釈尊とその家族 
●仏教学部仏教学科教授 望月 海慧 

 開催日時 10月 16日(日) 午後2：00～4：00 

第3回 
 

看取り ―施設で亡くなるということ― 
●仏教学部福祉学科特任講師 中野 一茂 

 開催日時 10月  22日(土) 午後2：00～4：00 

第4回 
 

日蓮聖人のお手紙に見る家族のあり方 
●仏教学部仏教学科准教授 木村 中一 

 開催日時 11月 23日(水) 午後2：00～4：00 

第5回 
 

家族の幸せと仏教福祉 ―共に生きる― 
●立正大学社会福祉学部非常勤講師 吉村 彰史 

 開催日時 11月 27日(日) 午後2：00～4：00 
 

 

【お問い合わせ】 〒409-2597 南巨摩郡身延町身延3567  身延山大学（担当：甲府公開講座係）  TEL : 0556-62-0107（代）  FAX : 0556-62-0727 

※８月１日より受付開始。申し込みは返信用連絡先（住所・氏名・年齢・電話番号）を記した往復ハガキのみとします。不明な点は事前にお問い合わせください。 

山 梨 英 和 大 学   夏目漱石との新たな出会い―漱石宇宙の多元性に触れる― 

開催場所：山梨英和大学 

【講座概要】 

日本近代文学史の最高峰に位置して、“文

豪”の名を冠するのに最もふさわしい夏目漱石

が、死去してから今年がちょうど百年目。時代

や世代を超えて、幅広く日本人に読み継がれて

きた国民作家の代表的な文学作品には、誰も

がどこかで一度は触れてきたことがあるはずで

す。その結果、小説家夏目漱石の揺るぎないイ

メージが強く出来上がっていると思いますが、

今回の講座においては、小説家としての漱石は

もちろんのこと、俳人・文明批評家・文学研究

者・教育者・思想家などとしての漱石ということ

で様々なジャンルの表現者として多面的なきら

めきを見せてくれる漱石宇宙の醍醐味に触れる

ことで、漱石との新たな出会いを楽しんで、次の

百年に向けて読み継いでいって欲しいと思いま

す。 

 

第1回 
 

金之助と漱石、二人の夏目の文学と人生 
●山梨英和大学教授 小菅 健一 

 開催日時 9月 14日(水) 午後1：00～2：25 

第2回 
 

『漱石日記』と1900年のロンドン 
～漱石の見たヨーロッパ～ 

●山梨英和大学准教授 井上 征剛 

 開催日時 9月 21日(水)  午後1：00～2：25 

第3回 
 

漱石の人生と『夢十夜』 
●山梨英和大学准教授 石橋 泰 

 開催日時 9月 28日(水) 午後1：00～2：25 

第4回 
 

漱石の俳句とその周辺 
●山梨英和大学専任講師 大井 奈美 

 開催日時 10月 5日(水) 午後1：00～2：25 

第5回 
 

現代を生きる漱石の思想と真理 
●山梨英和大学教授 小菅 健一 

 開催日時 10月12日(水) 午後1：00～2：25 
    

【対象者】県民一般 
 

【お申し込み】 〒400-8555 甲府市横根町888  山梨英和大学情報メディアセンター  TEL : 055-223-6034  FAX : 055-223-6035 

E-mail : extension@yamanashi-eiwa.ac.jp 

 
健 康 科 学 大 学 健康に暮らす  

開催場所：【第１回】健康科学大学 都留キャン 

パス 【第２回】健康科学大学 河口湖キャンパ 

ス 【第３・４回】富士河口湖町内施設（富士河 

口湖町誕生祭会場を予定） 

【講座概要】 

第１回は、応用健康学・生活健康学を専門と

する教員が、高齢者でも簡単にでき、健康や体

力を維持・増進する運動を紹介します。第２回

は、理学療法士の資格を持つ教員が、臨床現

場の経験と研究データに基づき、「生活習慣

病」、「サルコペニア」の概要や予防方法につい

て解説します。第３・４回は、生理学が専門の教

員が温度的な環境の健康に与える影響、睡眠

と健康との関係について解説します。 

 

第1回 
 

気らく運動でいつまでも自立できる健康生活を! 
●健康科学部学部教授 金 信敬 

開催日時   ９月（詳細未定） 

         詳細は大学ホームページに掲載 

第2回 
 

生活習慣病を予防する 
●健康科学部・助教 高木 大輔 

開催日時   10月9日（日）（詳細未定） 

         詳細は大学ホームページに掲載 

第3回 
 

暑さ寒さと健康 
●健康科学部学部教授 永井 正則 
開催日時   11月（詳細未定） 

         詳細は大学ホームページに掲載 

第4回 
 

睡眠と健康 
●健康科学部学部教授 永井 正則 
開催日時   11月（詳細未定） 

         詳細は大学ホームページに掲載 

   【対象者】 県民一般 

【お申し込み】 〒401-0380 富士河口湖町小立7187  健康科学大学総務課  TEL : 0555-83-5200  FAX : 0555-83-5100 

E-mail : soumu@kenkoudai.ac.jp 


