令和4年度（2022年度） 芦屋川カレッジ 第３９期生 学習計画表
回
数

月日

13:15 ～14:45(401室ほか)

10:00 ～11:30(401室ほか)
必修コ－ス

2022.04.20～2023.03.08

日本文化コース

世界文化コース

4/20

必修① 開講記念講座・入学式・オリエンテーション（301教室）
11時00分～12時30分
11:00～ 第39期 入学式
11:45～ オリエンテーション（係希望調査票提出、テキスト配布）

1

4/27

必修② 【スタートアップ】 人生100年時代のライフデザイン
～場づくりの重要性 ＮＰＯが拓く世界
関西学院大学客員講師 経営学博士
島田 恒 氏

午後（13時15分～14時45分）
▼自己紹介
▼係発表
▼係ごとの顔合わせ（企画係、講師係、受付会場係、ソング懇親会係、蘆火係、新聞係、研修見学会係,）

2

5/11

必修③ 【スタートアップ】 人生100年時代のライフデザイン
～学びの次へ！ あなたの知と技が地域を変える
いわぞの楽舎代表、編集者・ライター
渡辺 直子 氏

選択① 【日本の伝統文化】 能楽の魅力
能の歴史とその魅力について
観世流能楽師
上田 拓司 氏

3

5/18

必修④ 【地域を学ぶ】 兵庫県の歴史文化
兵庫の地理～地形からみてみる 地名のなりたちなど
園田学園女子大学名誉教授
田辺 眞人 氏

4

5/25

必修⑤ 【地域を学ぶ】 兵庫県の歴史文化
兵庫の歴史～文明開化以前の兵庫の歴史も含めて
園田学園女子大学名誉教授
田辺 眞人 氏

5

6/1

必修⑤ 【地域を学ぶ】 芦屋にまつわる紙芝居とともに・・・・
芦屋の動物達や自然、そして伝え話を楽しみましょう！
動物作家 Kirara工房代表
吉良 星春 氏

選択② 【日本の伝統文化】 文楽
ゴスペル文楽の魅力について
義太夫
豊竹呂太夫

6

6/8

必修⑥ 【生命科学を学ぶ】 植物の不思議
植物たちの生き方に学ぶ
甲南大学 名誉教授
田中 修 氏

自主企画① 【第38期生 合同懇親会】
▼係ごとのPRタイム
▼受講生特別講師で講義タイム
▼お楽しみタイム

7

6/15

必修⑦ 【生命科学を学ぶ】 植物の不思議
植物たちの近年の話題
甲南大学 名誉教授
田中 修 氏

8

6/22

必修⑧ 【地域を学ぶ】 虚子記念文学館出張講座
伝統俳句の世界
～松尾芭蕉、正岡子規、高浜虚子まで～
俳人、虚子記念文学館理事 近藤 六健 氏

9

6/29

必修⑨ 【地域を学ぶ】 阪神間モダニズム文化考察
武庫川がつなぐ阪神間モダニズム文化
神戸学院大学講師
谷口 義子 氏

10

選択① 【世界の地域】 移りゆく時代の中のドイツ文化ヨーロッパと世界の文化遺産への貢献
ドイツ総領事館総領事 マルティン・エバーツ氏

選択③ 【日本の伝統文化】 日本舞踊
日本舞踊の世界 上方舞山村流と芦屋
日本舞踊上方舞山村流
六世宗家 山村友五郎 直門 師匠 山村 若瑞 氏

必修⑩ 【現地見学会】
阪神間モダニズム文化考察 フィールドワーク
7/7 宝塚文化創造館（10時15分集合） 講義10時30分～12時 → 午後 合同ランチ会 午後自由行動 （手塚治虫記念館 →宝塚大劇場 →花のみち →旧温泉街）
木曜日 特別講義 宝塚回顧録 ～歌劇と映画の街「宝塚」 ありし日の宝塚映画を振り返る～
宝塚映画製作所 最後の監督 三浦 紘 氏、 ナビゲーター： 文化プロデューサー 河内 厚郎 氏

11

7/13

必修⑪ 【心理学】 心理学入門講座
高齢者の心理学、その認知特性
神戸大学 名誉教授
嶋田 博行 氏

選択④ 【日本の伝統文化】 大阪発祥の乙女文楽
「乙女文楽～ご縁に導かれて」
乙女文楽 光華座主宰
吉田 光華 氏

12

7/20

必修⑫ 【心理学】 心理学入門
高齢者の心理学、その認知特性
神戸大学名誉教授
嶋田 博行 氏

必修⑬ 【音楽レクリエーション】
思い出のあの歌 この歌 （ルナ・ホール）
関西二期会理事 西垣 俊朗 氏（テノール）
声楽家
西垣 千賀子 氏（ソプラノ）
オールジャンルシンガー 山崎小夜子

13

7/27

必修⑭ 【パソコン教室】 ACパソコン倶楽部協力
「パソコンで広がる新たなる世界へ」
～パソコン活用術
ACパソコン倶楽部のみなさん

14

9/14

必修⑮ 【医療と健康】 未病対策講座
高齢者の健康維持と医療①
元大阪大学微生物病研究所 所長
西宗 義武氏

15

9/21

必修⑯ 【医療と健康】 未病対策講座
高齢者の生活支援の現状と展望
芦屋市精道地域包括支援センター ソーシャルワーカー
針山 大輔 氏

16

9/28

必修⑰ 【医療と健康】 未病対策講座
高齢者の健康維持と医療②
元大阪大学微生物病研究所 所長
西宗 義武氏

選択② 【世界の地域】 スペイン南部アンダルシアに開花し
た文化
京都外国語大学外国語学部スペイン語学科
立岩 礼子 氏

選択⑤ 【日本の伝統文化】 日本の伝統美術
浮世絵の魅力について
大阪市立大学大学院文学研究科教授
菅原 真弓 氏

選択③ 【世界の文化と経済】 ヨーロッパの経済と文化
～フランスのもうひとつの顔 経済を中心に文化まで
阪南大学 経済学部 准教授
定藤 博子 氏

13:15 ～14:45(401室ほか)

10:00 ～11:30(401室ほか )

回
数

月日

17

10/5

18

10/12

必修⑲ 【芸術の秋特講】 西洋美術史
西洋絵画の読み方
神戸大学大学院教授
宮下 規久朗 氏

19

10/19

必修⑳ 【芸術の秋特講】 西洋美術史
西洋絵画と食
神戸大学大学院教授
宮下 規久朗 氏

選択④ 【世界史を学ぶ】 ロシアの皇帝
「ロシア最期の皇帝ニコライⅡ世とオルゴール」
公益社団法人堀江オルゴール博物館 学芸員
永石 沙理氏、木村 早百合氏

20

10/26

必修㉑ 【日本の食文化】 和食の魅力に迫る
～日本は食材の宝庫 食で巡る日本ぐるり旅 前編～
立教大学大学院 元講師
石川 達也 氏

選択⑤ 【世界の暮らしを学ぶ】 中国の食と暮らし
「現代中国人の食と暮らし」
国立民族学博物館 外来研究員
劉 征宇氏

21

11/2

必修㉒ 【日本の食文化】 和食の魅力に迫る
～日本は食材の宝庫 食で巡る日本ぐるり旅 後編～
立教大学大学院 元講師
石川 達也 氏

22

11/9

必修㉓ 【古典芸能】 近松門左衛門作品を読み解く
～近松作品の魅力に迫る①～
園田学園女子大学 名誉教授
乾 安代 氏

23

11/16

必修㉔ 【古典芸能】 近松門左衛門作品を読み解く
～近松作品の魅力に迫る②～
園田学園女子大学 名誉教授
乾 安代 氏

24

必修㉕ 【歴史講座】 尼崎歴史博物館出張講座
「『芦屋市史』の史料からみる六甲山と水車
11/30 ー近世・尼崎藩領域を中心にー」
尼崎市立歴史博物館 地域研究資料室
河野 未央 氏

25

12/7

必修㉖ 【文学講座】 谷崎潤一郎記念館出張講座
阪神間ゆかりの作家・谷崎潤一郎～芦屋での足跡を訪ねて～
芦屋市立谷崎潤一郎記念館 学芸員
永井 敦子 氏

26

12/14

必修㉗ 【文学講座②】
芦屋マダム論～華麗なる芦屋マダムの考察
大阪府立大学教授、作家
堀江 珠喜 氏

27

1/11

必修㉘ 【新春企画 日本の伝統文化】 狂言の世界へ
～大蔵流狂言の魅力について
大蔵流狂言師
善竹 隆司 氏

28

1/18

必修㉙ 【哲学を学ぶ】 古代ギリシャ哲学
～「古代ギリシア哲学と死生観（1）」
神戸大学教授
茶谷 直人 氏

29

1/25

必修㉚ 【政治経済を学ぶ】 優しい経済学
最新の時事ニュースとともに役立つ経済学
経済ジャーナリスト、元阪南大学常任理事
堀 浩司 氏

30

2/1

必修㉛ 【政治経済を学ぶ】 優しい経済学
シニア世代のお金管理と活用法
フィナンシャルプランナー
植田 英三郎 氏

31

2/8

必修㉜ 【哲学を学ぶ】 古代ギリシャ哲学
～「古代ギリシア哲学と死生観（２）」
神戸大学教授
茶谷 直人 氏

32

2/15

必修㉝ 【神戸を学ぶ】 映画の街「神戸」
震災復興 ～神戸フィルムコミッションと歩んだ20年～
ラジオ関西パーソナリティ
田中 まこ 氏

33

2/22

必修㉞ 【神戸を学ぶ】 神戸開港と外国人居留地
～異文化との出会い～ 文明開化と神戸
神戸大学名誉教授
神木 哲男 氏

34

3/1

必修㉟ 【地域文化講座】
阪神間の地域づくり、文化づくりを支えた灘の酒蔵
～禄水苑、文化芸術を発信し続けた20年の歩みを添えて
白鷹禄水苑 総合プロデューサー
辰馬 朱滿子氏

35

3/8

修了式（9時30分～10時15分）
必修㊱ 修了記念講座（10時30分～11時30分）
上方落語へのいざない
落語家
月亭文都

必修コ－ス

日本文化コース
必修⑱

注 やむを得ず内容や日程を変更する場合があります

世界文化コース

研究見学 必修コース 及び 自主企画として実施

選択⑦ 【上方文化考察】 大阪花街の変遷、歴史
大阪ミナミの料亭文化を次の世代へ
料亭 島之内たに川
主人 谷川 恵 氏

選択⑥ 【世界の音楽史】 世界の音楽研究
～アメリカの音楽 フルートづくりの街「ボストン」から
フルート奏者
平岡 洋子 氏

選択⑥ 【上方文化考察】 船場のなりたち
船場のまちづくりの歴史、懐徳堂とともに
大阪学院大学法学部教授
笠谷 和比古 氏
選択⑦ 【世界の芸術文化】 バレイの起源を辿る
ルネサンス期のイタリアからフランスへ そのルーツは？
舞踊ジャーナリスト
菘 あつこ （すずなあつこ） 氏
選択⑧ 【日本酒講座】
灘五郷 ～お酒のよもやま話～
剣菱酒造株式会社
代表取締役 白樫 政孝 氏

自主企画②

･･･合同で新年懇親会

選択⑨ 【万葉集講座】
万葉集の魅力とその歴史について
兵庫歴史教育者協議会 会長
山内 英正氏
選択⑧ 【世界の地域】 イタリアの研究
「イタリアの社会における食の意味～家族と地域社会～」
国立民族学博物館 超域フィールド科学研究部・教授
宇田川 妙子 氏

選択⑨ 【世界の音楽史】 世界の音楽研究
～シューベルトの魅力に迫る
音楽家 テノール歌手
畑 儀文 氏

第39期生 同期会及び同好会の打合せ

自主企画③

･･･合同で修了懇親会（13:00～）

