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「プラザカレッジ京都学講座2005」受講風景

「八戸三社大祭」の一場面

我孫子市生涯学習センター受講風景
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久留米 久留米信愛女学院短大講座 
◆15：00～ 
○〔21世紀の食育（2）〕食育の基本 45分 
○〔21世紀の食育（3）〕食育の実践―家庭で― 45分 

久留米 久留米信愛女学院短大講座 
◆10：00～ 
○〔21世紀の食育（2）〕食育の基本 45分 
○〔21世紀の食育（3）〕食育の実践―家庭で― 45分 

久留米 久留米信愛女学院短大講座 
◆15：30～ 
○〔21世紀の食育（4）〕食育の実践―学校で― 45分 
○〔21世紀の食育（5）〕食育の実践―地域社会で― 45分 

久留米 久留米信愛女学院短大講座 
◆15：00～ 
○〔21世紀の食育（6）〕子どもの肥満 45分 
○〔21世紀の食育（7）〕みんなの食育 45分 

久留米 久留米信愛女学院短大講座 
◆10：00～ 
○〔21世紀の食育（6）〕子どもの肥満 45分 
○〔21世紀の食育（7）〕みんなの食育 45分 

久留米 久留米信愛女学院短大講座 
◆10：00～ 
○〔21世紀の食育（4）〕食育の実践―学校で― 45分 
○〔21世紀の食育（5）〕食育の実践―地域社会で― 45分 
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関東 女子美術大学講座 
◆15：00～ 
○生きた仏像 

90分 

関東 女子美術大学講座 
◆10：00～ 
○生きた仏像 

90分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○古典文学が茶の湯文化に与えたもの 

90分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○古今和歌集と筝曲 

80分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○古今和歌集と筝曲 

80分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○古典文学が茶の湯文化に与えたもの 

90分 

大分 大分県立看護科学大学講座 
◆15：00～ 
○高齢者の家庭看護 

60分 

大分 大分県立看護科学大学講座 
◆10：00～ 
○家庭における小児の救急法 

60分 

大分 大分県立看護科学大学講座 
◆15：00～ 
○家庭における小児の救急法 

60分 

大分 立命館アジア太平洋大学講座 
◆10：00～ 
○アジア太平洋からの友人～学生と
市民との相互理解　　　　  60分 

大分 立命館アジア太平洋大学講座 
◆15：00～ 
○アジア太平洋からの友人～学生と
市民との相互理解　　　　  60分 

大阪 大阪大学講座 
◆10：00～ 
○日本発！みんなで国際ボランティア講座（１） 30分 
○日本発！みんなで国際ボランティア講座（２） 30分 

大阪 教養講座 
◆10：00～ 
○コミュニティ・ビジネス～基礎編～ 30分 
○コミュニティ・ビジネス～実践編～ 30分 

大阪 大阪大学講座 
◆10：00～ 
○植物生態学とタンポポ戦争 

30分 

大阪 大阪大学講座 
◆10：00～ 
○植物生態学とタンポポ戦争 

30分 

大分 大分県立看護科学大学講座 
◆15：00～ 
○高齢者の家庭看護 

60分 

大阪 教養講座 
◆10：00～ 
○コミュニティ・ビジネス～基礎編～ 30分 
○コミュニティ・ビジネス～実践編～ 30分 

大阪 大阪大学講座 
◆10：00～ 
○日本発！みんなで国際ボランティア講座（１） 30分 
○日本発！みんなで国際ボランティア講座（２） 30分 

関東 女子美術大学講座 
◆15：00～ 
○ヒーリングアートの実際 

90分 

関東 女子美術大学講座 
◆15：30～ 
○和紙とその可能性 

90分 

関東 女子美術大学講座 
◆10：00～ 
○ヒーリングアートの実際 

90分 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

関東 ＝関東地区教育情報発信・活用促進研究協議会 大阪 ＝大阪生涯学習情報コンソーシアム 

大阪 ＝大阪生涯学習情報コンソーシアム 

大分 ＝特定非営利活動法人大学コンソーシアムおおいた 再 ＝再放送 

大分 大分県立看護科学大学講座 
◆10：00～ 
○中高年の健康登山 

60分 

大分 大分県立看護科学大学講座 
◆15：00～ 
○中高年の健康登山 

60分 

関東 東京工業大学講座 
◆15：00～ 
○スポーツ講座2005 

90分 

関東 東京工業大学講座 
◆10：00～ 
○スポーツ講座2005 

90分 

関東 女子美術大学講座 
◆10：00～ 
○和紙とその可能性 

90分 

再 再 

再 

再 

大分 立命館アジア太平洋大学講座 
◆10：00～ 
○伝承説話から見る日本と韓国の関
わり　　　　　　　　　　  60分 

大分 立命館アジア太平洋大学講座 
◆15：00～ 
○伝承説話から見る日本と韓国の関
わり　　　　　　　　　　  60分 

大阪 教養講座 
◆10：00～ 
○みんなの劇団「ワイワイ子育て」 30分 
○話しましょう！子育て親育ち　　  30分 

大阪 教養講座 
◆10：00～ 
○みんなの劇団「ワイワイ子育て」 30分 
○話しましょう！子育て親育ち　　  30分 

大阪 教養講座 
◆10：00～ 
○高井田横穴古墳の線刻壁画は語る 30分 
○大和川と古代日本の展開　　　　 30分 

大阪 教養講座 
◆10：00～ 
○高井田横穴古墳の線刻壁画は語る 30分 
○大和川と古代日本の展開　　　　 30分 

再 

再 

再 

再 

関東 ＝関東地区教育情報発信・活用促進研究協議会 大分 ＝特定非営利活動法人大学コンソーシアムおおいた 再 ＝再放送 

久留米 久留米信愛女学院短大講座 
◆10：00～ 
○〔21世紀の食育（1）〕子どもの食環境 
（内容はVol.22を参照）　　　45分 

京都 ＝（財）大学コンソーシアム京都 大分 ＝特定非営利活動法人大学コンソーシアムおおいた 久留米 ＝久留米地域参画推進連絡協議会 

久留米 ＝久留米地域参画推進連絡協議会 

青森 ＝あおもり教育情報発信・活用促進協議会 再 ＝再放送 

大分 大分大学講座 
◆10：00～ 
○大蔵永常の生涯 
（内容はVol.22を参照）　　　60分 

青森 一般講座 
◆15：00～ 
○女性たちのチャレンジ 
（内容はVol.22を参照）　　　35分 

再 

再 

再 

青森 一般講座 
◆15：00～ 
○環状列石の謎～小牧野遺跡～ 

35分 

青森 一般講座 
◆10：00～ 
○環状列石の謎～小牧野遺跡～ 

35分 

青森 一般講座 
◆10：00～ 
○八戸三社大祭　 　　　　　35分 
○津軽と南部～「風土篇」・「祭り篇」～ 35分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○京都の文化と和歌の世界 

90分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○京都の文化と和歌の世界 

90分 

青森 一般講座 
◆10：00～ 
○形のない美術館～市民パワー無限大～ 40分 
○白神の風に吹かれて　　　 35分 

青森 一般講座 
◆10：00～ 
○形のない美術館～市民パワー無限大～ 40分 
○白神の風に吹かれて　　　 35分 

青森 一般講座 
◆15：00～ 
○八戸三社大祭　 　　　　　35分 
○津軽と南部～「風土篇」・「祭り篇」～ 35分 
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コンテンツ名 コンテンツ概要 対象 講　　師 初回放送予定日 

コンテンツ名 コンテンツ概要 対象 講　　師 初回放送予定日 

コンテンツ名 コンテンツ概要 対象 講　　師 初回放送予定日 

コンテンツ名 コンテンツ概要 対象 講　　師 初回放送予定日 

コンテンツ名 コンテンツ概要 対象 講　　師 初回放送予定日 

コンテンツ名 コンテンツ概要 対象 講　　師 初回放送予定日 

関東 ＝関東地区教育情報発信・活用促進研究協議会 

大阪 ＝大阪生涯学習情報コンソーシアム 

京都 ＝財団法人大学コンソーシアム京都 

大分 ＝特定非営利活動法人大学コンソーシアムおおいた 

青森 ＝あおもり教育情報発信・活用促進協議会 

環状列石の謎 小牧野遺跡 一般向け 1月12日 環状列石を主体とする小牧野遺跡から、縄文人にとって環状列石は、ど
のようなものであったかを考えます。 

八戸三社大祭 一般向け 1月19日 
八戸三社大祭は、日本一の山車祭りと言われていますが、祭り本来の意
義や歴史はあまり知られていません。祭りの全体像に迫ります。 

津軽と南部 ～風土篇・祭り篇～ 一般向け あおもり教育情報発信・活用促進協議会 
（青森県総合社会教育センター）制作 

1月19日 
同一県内に津軽と南部という2つの文化圏が存在する青森県。“気候・風
土・生活様式・祭り”という観点から、津軽らしさ南部らしさを紹介します。 

形のない美術館～市民パワー無限大～ 一般向け 「奈良美智」ボランティア 1月26日 
青森県弘前市出身の現代美術作家・奈良美智さん。故郷での初の個展「奈
良美智展　弘前」では、企画から運営まで、全国から集まったボランティア
が行いました。ボランティアという参加形態の地域活動について迫ります。 

白神の風に吹かれて 一般向け 
「砂川学習情報館」関係者 
当該地域関係者 1月26日 

廃校となった小学校が、豆腐作り、かんじき作り、昔ながらの水鉄砲遊び等を体
験するための「砂川学習館」として生まれ変わりました。やがてダム湖に沈む
地区の文化の継承を目指し、子どもたちを指導する人々の活動を描きます。 

アジア太平洋からの友人 
～学生と市民との相互理解 

一般向け 
（大学公開講座） 

2月2日 留学生による母国や日本での生活紹介、日本人学生による海外生活体験を
紹介しながら、共生や異文化理解について深めましょう。 

高齢者の家庭看護 2月10日 食事と活動を助けるための体位変換や車いすへの移動、突然倒れた場合の
救急法について、具体的な援助技術を学習します。 

田原洋樹 
（立命館アジア太平洋大学専任講師） 

あおもり教育情報発信・活用促進協議会 
（青森県総合社会教育センター）制作 
あおもり教育情報発信・活用促進協議会 
（青森県総合社会教育センター）制作 

一般向け 
（大学公開講座） 

小林三津子 
（大分県立看護科学大学教授） 

家庭における小児の救急法 
一般向け 
（大学公開講座） 

2月16日 家庭で起こりやすい小児の事故の特徴、事故防止対策、救急法の実際（けがの手
当・応急処置の手技・心肺蘇生の体験学習）について、理論と実践を学習します。 

高野政子 
（大分県立看護科学大学講師）　 

中高年の健康登山 一般向け 
（大学公開講座） 2月24日 

登山を健康維持・増進に役立てるにはどうすればよいか、安全に登山するには
どうすればよいかについて、実験や実際の登山場面を取り入れて解説します。 

稲垣　敦 
（大分県立看護科学大学助教授） 

金　賛會 
（立命館アジア太平洋大学教授） 

伝承説話から見る 
―日本と韓国との関わり 

一般向け 
（大学公開講座） 3月2日 

韓国の百合若説話の諸伝承を紹介し、日本の百合若説話との相違や関わり
を理解し、九州と韓国との文化交流について考えます。 

久留米 ＝久留米地域参画推進連絡協議会 

生きた仏像 一般向け 
（大学公開講座） 2月4日 

仏像に見るファッションの実際を、人体モデルを使って再現します。 

ヒーリングアートの実際 2月11日 

2月18日 

癒しのヒーリングアートについて、コンセプトの構築、エスキース制作から
完成までを講義します。 

稲木　吉一（女子美術大学教授） 

一般向け 
（大学公開講座） 山野　雅之（女子美術大学教授） 

和紙とその可能性 一般向け 
（大学公開講座） 
一般向け 
（公開講座） 

紙の加工技術の違いによる美術作品への影響を探り、また、紙から糸や布
を作るなど、新たな紙の可能性を紹介します。 大柳　久栄（女子美術大学講師） 

スポーツ講座2005

一般向け 
（大学公開講座） 

2月25日 ジャーナリズムから見たサッカー界の変化―プロ化前と現在―と題し、ヴィクサーレ沖縄代表であ
り、サッカー解説者でもある加藤 久氏、作家の佐山一郎氏、お二人の対談の模様をお届けします。 

加藤　　久（ヴィクサーレ沖縄代表、サッカー解説者） 
佐山　一郎（作家） 

古典文学が茶の湯文化に与えたもの 一般向け 1月13日 

1月20日 

1月27日 

和歌の伝統は、茶の湯の美意識や芸道としての完成に影響を及ぼしたとい
う視点から、茶の湯文化の形成を眺めます。 

古今和歌集と筝曲 筝（こと）を伴奏に弾き歌う歌詞に『古今集』や『新古今』から題材を得た歌が多いです。幕末
に、短歌をそのまま用いた作品が生まれた経緯・特色・和歌の生かし方について考察します。 

生形　貴重（千里金蘭大学教授） 

一般向け 久保田敏子（京都市立芸術大学 日本伝統音楽研究センター教授） 

京都の文化と和歌の世界 一般向け 
和歌は漢詩一辺倒から再生した後、貴族社会では女性を含め不可欠の教養とされ、日本人
の美意識の根源となりました。京都と地方との関係を基軸に、京都文化の特徴を考えます。 村井　康彦（京都市美術館長） 

日本発！みんなで国際ボランティア講座（1）・（2） 2月3日 

2月10日 

2月17日 

日本から海外に展開している国際ボランティア活動について、その基本的な
考え方や活動事例、今後の方向性などについてわかりやすく紹介します。 

コミュニティ・ビジネス 
―基礎編・実践編― 

住民が主体となってビジネス的手法で地域課題の解決を目指すコミュニティ・ビジネスにつ
いて、その立ち上げや、継続的な運営についてのポイントを事例を交えながら解説します。 

大阪大学大学院人間科学研究科ボランティア 
人間科学講座教員・ボランティア関係団体協力者 

一般向け （社福）大阪ボランティア協会 ＣＢアドバイザー 

植物生態学とタンポポ戦争 一般向け 
日本古来の生物種が、絶滅したり生活圏を脅かされています。タンポポを例
に、在来種と帰化植物の関係を解説、植物生態学の面白さを知りましょう。 川上　茂樹（大阪大学） 

みんなの劇団「ワイワイ子育て」 一般向け 3月3日 
地域住民すべての力を集めた「子育て劇」。自分の子育て経験の中で感じた喜びや悩みを脚本
にして、みんなで演劇を通して子育ての大切さを訴えかける人たちの活動を描いた作品です。 

大阪生涯学習情報コンソーシアム 
(大阪府教育委員会)制作 

大阪生涯学習情報コンソーシアム 
(大阪府教育委員会)制作 話しましょう！子育て親育ち 一般向け 3月3日 大阪府教育委員会主催の親学習リーダー養成講座を終了した、子育てサポート「まい・ぺ～す」のメン

バーが地域で親学習の講座を開催し、子育て・親育ちを支援する活動を始めた様子を描いた作品です。 

大阪生涯学習情報コンソーシアム 
（柏原市教育委員会）制作 

高井田横穴古墳の線刻壁画は語る 
―大和川と古代日本の展開― 一般向け 3月8日 大和川沿いの史跡・高井田横穴の線刻壁画をアニメ化し、バーチャルリアリティで、大和川

の遺跡・出土遺物・天皇の行幸地・物づくりの町などを辿りながら、古代日本を解説します。 

大阪生涯学習情報コンソーシアム 
（柏原市教育委員会）制作 

大和川と古代日本の展開 
―河内の歴史を訪ねて― 一般向け 3月8日 かつて存在したといわれる河内王朝や、巨大な古墳群、河内と大和を結ぶ旧街道な

ど、大和川流域が日本の歴史展開に果たした役割を地域素材を元に解説します。 

一般向け 21世紀の食育（2）　食育の基本 1月14日 

1月14日 

1月21日 

「食育とは何か」、その基本的考え方について5つの目標を示し、いつ、どこ
で、誰が、どのように行うのかを共に考えます。 

21世紀の食育（3）　食育の実践―家庭で― 
「食の基本は家庭である」という観点から、家庭における食事の意義や基本的マナー
について再考します。また、親から子へ伝えたい家庭の食文化についても述べます。 

山下浩子（久留米信愛女学院短期大学助教授） 

一般向け 尾形壽子（久留米信愛女学院短期大学教授）  
山下浩子（久留米信愛女学院短期大学助教授） 

21世紀の食育（4）　食育の実践―学校で― 一般向け 小・中学校の給食での試みや、小学生のファームステイ体験等の事例を
基に、学校現場で行われている食育の取組について紹介します。 

久留米市教育委員会 ・久留米市立小学校校長  
久留米市立中学校校長 

21世紀の食育（5）　食育の実践―地域社会で― 一般向け 1月21日 
食べ物の安全や地産地消について考えます。地場の農産物の特性を解説し、地域で
生産者と消費者が共同で行う農業体験やボランティア活動などの事例を紹介します。 

江越和夫（久留米信愛女学院短期大学教授）  
野村勝浩（認定農業者協会副会長） ・久留米市農政部 

牛島高介（久留米大学医療センター小児科医師） 21世紀の食育（6）　子どもの肥満 一般向け 1月28日 現代の子どもの生活習慣や食生活のゆがみと小児肥満の関係を解説し、小児生活習
慣病専門外来の医師が症例を紹介しながら「治療から予防」という見地で述べます。 

関　　聡（久留米信愛女学院短期大学教授）  
吉谷　修（久留米信愛女学院短期大学教授） 
久留米市健康福祉部 

21世紀の食育（7）　みんなの食育 一般向け 1月28日 
子どもから高齢者までの心と体の栄養と健康について考察し、ライフステージに
応じた適切な運動を紹介します。また、子育ての意義について考え、「食べる力を
育む」ことと「その環境を育む」ことを、次世代を育むという視点からまとめます。 

（コンテンツ名、概要、講師、放送予定日は、変更する場合があります。詳しくはホームページでご確認下さい。） 
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１ページから

www.opencol.gr.jp

✍

✍

✍

「21世紀の食育」撮影風景

大分県生涯学習センターホームページ

柏原市民文化センターで「子どもは宝
やで～子育て・親育ち～」聴講風景


