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ライブ配信受講・来校受講・オンデマンド受講

2011年10月 ～ 2012年3月開講

公開講座 ガイドブック



講座名 担当講師 回数

日程 曜日 受講料

申込締切日

塙武郎・土屋陽一 90分 4回

10月16日〆

永田 幸江 90分 4回

2月10日〆

永田幸江 ほか 90分 8回

後日公開

古谷 都紀子 90分 4回

3月３日・４日 土・日 10,000円

2月24日〆

沼倉佑栄 90分 4回

12月3日・10日 土 8,000円

11月25日〆

山本 格 90分 4回

1月6日〆

市川 邦彦 90分 4回

12月17日・18日 土・日 8,000円

12月９日〆

市川 邦彦 90分 4回

1月21日・22日 土・日 8,000円

1月13日〆

1153

15

13:00-14:30
14:40-16:10

10

13:00-14:30
14:40-16:10

来校・ライブ配信

○

10,000円月

講座内容
時間

詳細頁

来校・ライブ配信

講座
記号

開講形態

2011年10月 ～  2012年３月開講  八洲学園大学

講座分類
単位
認定

プラチ
ナエイ
ジ大学

本講座は、独立開業を目指している方へ、「どういう知識が必要なのか」「どういう書類を、どこに、
いつまでに提出しなければならないのか」「どういう計画や準備が必要なのか」「開業後には何をしな
ければならないのか」「毎日やる仕事、月に１回やる仕事、年に1回やる仕事は」などを伝えていきま
す。また、簿記を学習中の方、これから目指そうとしている方、経営に興味がある方、企業の経理・総
務等に勤務する方のスキルアップも狙いとした実践型の授業を展開します。

13:00-14:30
14:40-16:10

○ 1151

■短期カレッジ■ 『店舗経営』に活かせる簿記知識を学ぶ
　　　　　　　　　　　　　～美容院からコンビニまで～

10月24日・31日

1152

8

本講座は春学期公開講座の続編です。春学期講座を未受講の方でも受講可能です。
社会保険労務士（社労士）は労働・社会保険に関する唯一の国家資格です。近年は職場環境の多様化に
よる労務管理へのニーズが高まり、その職域も広がりつつあります。会社などに所属する勤務社労士
と、独立開業して仕事を行う開業社労士という形態を選択することも可能なことから、ライフスタイル
の変化に影響を受けやすい女性にも人気の資格です。
本講座は、資格取得に向けた試験概要ならびに試験の傾向と対策などを学んでいただく、より実践的な
内容です。

■短期カレッジ■  社会保険労務士試験対策（中級編） 来校・ライブ配信

9
10,000円

後日公開

本講座は中央職業能力開発協会（JAVADA）が主催・認定の公的資格試験「ビジネス・キャリア検定
試験」の受験まで一括セットになった本格的な受験講座です。試験日は平成24年2月19日（日）で
す。今回は受験者数が最多の「労務管理3級」を対象に開設。企業の労務・人事分野で勤務する方でス
キルアップしたい方、社会保険労務士を目指している方、広く労務管理に関心のある方などが対象で
す。過去問題の傾向と対策を知り尽くした複数の講師を迎え、労務管理の意義と範囲、労働契約・就業
規則等の基礎など学び、試験合格を目指します。申込方法など詳細は本学エクステンションセンター事
務局までお気軽にお問合せください。

土・日

28,000円

■短期カレッジ■　ビジネス・キャリア検定「労務管理3級」
　　　　　　　　　受験一括セット講座

来校・ライブ配信

２月18日・19日

来校・ライブ配信

○

9:00-10:30
10:40-12:10
13:00-14:30
14:40-16:10

日本には素晴らしい商人道、今日で言う企業倫理を説いた人物が江戸時代から数多く輩出している。先
人は今日のことを予想したのか、人間の弱さ、本能、煩悩からくる弱点を見通したのか、昔から人間の
歩むべき道、商人が歩むべき道、道義を示し、啓蒙をしてきました。
この商人道シリーズは先例を振り返り、自らの戒めのためにも、先哲の言動を親炙(しんしゃ)すべく、
ビジネスの有り方を江戸時代から昭和に掛けての先人の教えを振り返る良い機会としての試みをまとめ
たものです。

生活とエネルギー

141157

12

11

土・日

来校・ライブ配信■短期カレッジ■　中小企業診断士　入門講座

1月開講予定

13:00-14:30
14:40-16:10

1155

商人道人物伝

中小企業診断士は、経営コンサルタントとして唯一の国家資格です。その試験内容が経営、マーケティ
ング、財務などビジネスパーソンとしての資質向上に直結していることから、年々受験者数が増加して
います。本講座では、中小企業診断士とはどのような資格であるかをその業務内容と活動状況をもとに
紹介し、資格としての魅力をお伝えします。併せて、資格取得を目指す人のために、中小企業診断士の
試験制度、一次と二次の試験科目とその内容の概要も紹介します。講座をきっかけに資格取得の初めの
一歩を踏み出していただければと思います。

1154

来校・ライブ配信

今、日本企業のリーダー（現地、現場のリーダー）の役割は、従来に比べ１０倍も重要になっていま
す。しかしながら現状は、①多くの職場でトップのブレで現場の上司としての指揮に悩み、②日常業務
ではスピーディな判断を求められながら応えられず、③上司と部下の間に挟まり、毎日が苦痛という
リーダーが多くおられます。このような現場のリーダーが部下、上司、関係部門から幅広いリスペクト
を受ける為に、どのような哲学を持ちどのような資質・素養が必要かを、日本の先人のリーダーに学
び、現代にマッチした新しいリーダーとしてのポイントを探ります。

企業での法律判断は法務部や顧問弁護士に委任しがちですが、現状は　①現場の的確でスピーディな判
断が求められております。②加えて日常業務の判断をスピーディに行うためには、コンプライアンス対
応、インサイダー取引の防止等的確な決断が求められています。③職場における中間管理職は、部下、
上司、関係部門から従来にない幅広い法律知識を持った上での判断力・行動力が求められています。本
講座では、採用から昇格、解雇、懲戒規程、職員の交通事故（飲酒運転）、コンプライアンス対応、イ
ンサイダー取引の防止、消費者庁の動向、Ｈ１８年新設の労働審判制度の内容、３年目を迎える裁判員
制度について取り上げ、日常の職場運営に誤りのないようにします。

8,000円現代生活の基層を支える石油生産量が2006年ピークを迎えた。その影響が２015年頃から世界経済に
大きく出ると考えられている。さらに今年、原子力発電の問題が起きた。そして再生エネルギーが注目
を集めている。しかし、基幹エネルギーの転換には数十年かかる。エネルギー問題は国家存亡にかかわ
る大問題である。本講座を通して現在のエネルギー事情、石油ピーク、原発、再生エネルギー問題等を
考え、来るべき社会を想像してみよう。

1156

1158

13:00-14:30
14:40-16:10

来校・ライブ配信日本のリーダーに学ぶ

13:00-14:30
14:40-16:10

職場の法律知識と実際

1月14日 土
13
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http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_hanawa.php
okano
テキスト ボックス
※講座一覧のページにて、「講座名」「詳細項」をクリックいたしますと詳細ページへ講師名をクリックいたしますと本学ホームページ内「教員紹介」ページへ移動いたします(専任教員のみ)。

okano
四角形

okano
テキスト ボックス
 黒田 一樹



講座名 担当講師 回数

日程 曜日 受講料

申込締切日

嚴 錫仁 90分 12回

10月12日－1月25日 水 10,000円

10月4日〆

嚴 錫仁 90分 12回

10月12日－1月25日 水 10,000円

10月4日〆

渡邉達生 90分 2回

12月4日・11日 日 2,000円

11月26日〆

中田雅敏 90分 1回

11月1日 火 1,000円

10月24日〆

中田雅敏 90分 1回

11月8日 火 1,000円

10月31日〆

大石純子 90分 2回

11月4日・18日 金 2,000円

10月27日〆

中田雅敏 90分 4回

12月1日-22日 木 4,000円

11月23日〆

水野建雄 90分 2回

11月22日・29日 火 2,000円

11月14日〆

水野建雄 90分 2回

1月24日・31日 火 2,000円

1月16日〆

石井雅之 90分 4回

10月22日-1月21日 土 4,000円

10月14日〆

石井雅之 90分 1回

1回目　1月9日
2回目　2月25日

月祝
土

1,000円

12月26日〆
2月17日〆

平良直 90分 2回

2月25日 土 2,000円

2月17日〆
13:00-14:30
14:40-16:10

宗教学講座　沖縄の伝統における女性の宗教性と神歌

６世紀の最初の四半世紀にローマで活躍した政治家・哲学者ボエティウスは、ギリシア・ラテンの学
問・思想・文学等を幅広く学び、豊かな教養を身につけ、その短く多忙な生涯において多くの著作を残
しました。そのボエティウス最後の著作『哲学の慰め』の訳書（岩波文庫版）が、今年、リクエスト復
刊されました。この機会にこの古典を読んでみませんか。本講座では、この書を読むうえで参考にして
いただけると思ういくつかの視点をお示しします。

女性の宗教的優位性は沖縄の伝統社会においてオナリ神信仰として知られています。女性は男の兄弟で
あるエケリに対してヲナリ（ウナイ）と呼ばれ、兄弟を宗教的な力で守護するオナリ神として理解され
ていました。この女性の宗教的優位性は琉球王朝においても王権を支える重要な要素でした。本講座で
は、宗教的歌謡である神歌の解釈を通して人間と自然・女性・世界観などについて宗教学の重要な概念
を学びながら考察します。

○ 1169

哲学の古典・読書案内
ボエティウス『哲学の慰め』読解入門

1168

来校・ライブ配信

27

○

10:40-12:10

○ 1170

来校

1167

ニーチェを読む 来校・ライブ配信

２０世紀をニヒリズムの時代だと予言したF. ニーチェの思想と考え方は、現代人にどのようなメッセー
ジを語りかけているのでしょうか。ニーチェのいくつかのユニークな言説とともに検討してみます。

14:40-16:10

○ 24

1160

実用韓国語講座Ⅱ

16

単位
認定

日常生活のなかで適切な会話ができる能力、読解力を身につける。韓国文化への親密度を高めていく。
体験受講可能。

13:00-14:30

趣味、旅行、交通、運動といった日常的で身近な主題を中心に、慣用語句・諺などの表現を学び、より
高度な韓国語の熟達を目指す。体験受講可能。

子どもが幼少のころは、親子の気持ちは密接につながっています。でも、子どもが学校に通うようにな
ると、共通の話題が限られてくるようになります。子どもの学校での勉強にあわせて、日常生活にある
社会的なこと、理科的なことで、共通の話題ができると、親子間の理解も進みます。そのような親子の
会話の手がかりとなる、社会科や理科のできごとを追ってみましょう。自分も、社会や理科の勉強が楽
しくなります。

子どもの頃から伝記や歴史書を読んで立志伝を持たせると子どもは夢をもつ。その夢が大きければ大き
いほど大きな人間に育つ。そのためには沢山の本を読み、何に対しても興味を持ち、人よりも多くの事
を知ると教室のヒーローになる。そうすれば自信がつく。

1161

社会科と理科を親子で楽しむ 来校・ライブ配信

14:40-16:10

22
この世は不条理であり、不公平である。一生懸命努力しても報われない人もあれば、勝手にうまくいっ
てしまう人もいる。人をうらやみ、ねたみ、そねみ、自分の身の上をかこつ。こんな生き方をしていて
も、この世が幸せになるわけではない。ではどうやってそのような不条理を克服するか。或いは受け入
れるか。幸せになることを考えてみよう。 13:00-14:30

来校・ライブ配信

21中学校で武道が必修となります。これについて、学習指導要領の中にどのように記載されているのか、
家庭での準備や心構え、想定される授業の内容など、これまで身近でなかった武道について、一緒にか
んがえてみませんか。

20
子どもの成績が気になる親、進学先をよりよい学校へと思っている親、一気に十人抜きを期待している
親子、そうした望みを叶える秘密の方法を教えます。あなたの子どもはもっと伸びるはずです。

191162

本を読む子は成績がのびる

14:40-16:10

来校・ライブ配信

10:40-12:10

○

1163

子どものやる気を育てる親の接し方 来校・ライブ配信

○

講座分類

開講形態

1159

実用韓国語講座Ⅰ 来校

講座内容
時間

17

11:10-12:40

来校

エクステンションセンター公開講座一覧

詳細頁

○ 1165

人と文学　人間の不条理を考える

サンデルの白熱講義『正義論』を考えよう（Ⅱ） 来校・ライブ配信

10:40-12:10

23○

18:30-20:00

14:40-16:10

1166 ハーバード大学マイケル・サンデル教授の白熱講義『これからの正義の話をしよう』を一緒に考えてみ
ましょう。この書はたくさんの読者を獲得したベストセラーですが、現代社会のさまざまな課題につい
て実に多角的に具体的に検討していて、大変参考になります。

1164

中学校の武道必修化を考える

来校・ライブ配信

26

25アリストテレス『ニコマコス倫理学』第6巻は、知性的徳について論じた古典です。私たちが学ぶべき
ものを多く含んでいます。本講座では、とくに「フロネーシス」（思慮、賢慮、知慮などと訳される）
に注目して、同書同巻の一部をじっくり読んで吟味していきます。

来校・ライブ配信

善の実行力について考える－アリストテレスの実践知論から－

18

プラチ
ナエイ
ジ大学

講座
記号

語
　
学
　
講
　
座

教
　
養
　
講
　
座

http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_eom.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_eom.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_watanabe.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_nakada.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_nakada.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_nakada.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_ohishi.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_mizuno.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_mizuno.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_ishii.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_ishii.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_taira.php


講座名 担当講師 回数

日程 曜日 受講料

申込締切日

嚴 錫仁 90分 1回

11月12日 土 1,000円*

11月４日〆

嚴 錫仁 90分 1回

11月12日 土 1,000円*

11月4日〆

平良 直 90分 1回

11月19日 土 1,000円*

11月11日〆

平良 直 90分 1回

11月19日 土 1,000円*

11月11日〆

鈴木 啓之 90分 1回

11月5日 土 1,000円*

10月28日〆

鈴木 啓之 90分 1回

11月5日 土 1,000円*

10月28日〆

渡邉 達生 90分 1回

11月26日 土 1,000円*

11月18日〆

渡邉 達生 90分 1回

12月3日 土 1,000円*

11月25日〆

水野 建雄 90分 1回

1月21日 土 1,000円*

1月13日〆

水野 建雄 90分 1回

1月21日 土 1,000円*

1月13日〆

石井 雅之 90分 1回

1月28日 土 1,000円*

1月20日〆

石井 雅之 90分 1回

1月28日 土 1,000円*

1月20日〆

大石 純子 90分 1回

12月9日 金 1,000円*

12月1日〆

大石 純子 90分 1回

12月16日 金 1,000円*

12月8日〆

中田 雅敏 90分 1回

1月14日 土 1,000円*

1月6日〆

中田 雅敏 90分 1回

1月14日 土 1,000円*

1月6日〆

▼「家庭教育師養成基礎講座」単位認定に関する注意点▼※詳細はP5
■単位認定希望の場合はA～D（各4講座セット）から2グループ（8講座）の受講で1単位が取得可能（最大2単位）→1グループ0.5単位×2グループ＝1単位

※単位認定を希望されても1グループだけの受講ですと0.5単位のみとなり単位認定はできませんのでご注意ください。必ず2グループ、もしくは4グループの受講をお願いいたします。
※単位認定希望の場合は1グループ8,000円となります。

Aグループ

明るい家庭は家族みんなが健康でいることが基本です。スポーツや運動で活力ある家庭をめざしましょ
う。健康づくりへのアプローチとして、食事、休養、運動などさまざまあります。この講座では、運動
実践を中心に概説します。

○

遊びを通してみる子どもの成長

1183

家庭での健康づくり

○

○

○

1185

1184○

○

Dグループ

子どものスポーツ

○

18:30-20:00

Cグループ
来校・ライブ配信

○

子どもの忍耐と勇気を育む

陰(－)・陽(＋)という矛盾する二つの性質の衝突、これこそが世界の生成・運動の基本原理をなすもの
で、人類においては男女、家庭においては夫婦関係がそれを象徴しています。本講座ではその複雑微妙
な関係・役割の本質に迫ってみたいと思います。

来校・ライブ配信

少年剣道教室での経験を中心に、子どもの運動やスポーツについて概説します。

13:00－14:30

現代の子ども達は十分に遊んでいるだろうか。子どもは遊びをとおして集団の中で成長し、想像力を豊
かにし、工夫を身につける。遊びは人間形成に欠かせない要素である。本講座では「遊びの意味」を多
角的に考察する。

29

1186

高校生の進路と人生

高校生は大人の前段階の中間的存在である。高校卒業後、人生の選択を迫られる。その大事な時期をど
う過ごすか、親の気遣いや励まし、対応はどうあるべきか。人生の分岐点における対応について考えて
みたい。

来校・ライブ配信

14:40-16:10

来校・ライブ配信

来校・ライブ配信

18:30-20:00

○ 1174

日本の民俗伝統にみる子育ての今昔

現在子育ては乳幼児期から母親がつきっきりで行うことの重要性が強調されがちですが、子育て民俗誌
などをみると、子育ての方法は現代と大きく異なっています。子育ての今昔を比較し現代の問題につい
て考えます。

現代社会にみいだされる倫理的問題・課題の一端を確認するとともに、それらを解決・達成しようとす
るとき求められる道徳性の形成・発展に関して「家庭」が他の場との関係においていかなる位置を占め
うるかについて考察します。

13:00-14:30

来校・ライブ配信子どもの自立と親の自立

子どもが物事に積極的に挑戦し、困難を克服しようとする強い生き方は、乳幼児期に育まれるといわれ
ています。忍耐と勇気を生み出す子どもの内面世界を考えてみます。

徳を育むことは、人を型にはめることではなく、人間としての善いあり方の独自の具体的なかたちを実
現することでありえます。それは、先達のあり方・生き方に価値や模範を見つつ、各人でその人生に積
極的な目標を掲げ、倫理的な価値を主体的に創出する営みでもありえるでしょう。そのような見方を、
いくつかの徳目に即して吟味してみます。 14:40-16:10

1182

いま育みたい徳について考える 来校・ライブ配信

* 家庭教育師養成基礎講座単位取得を希望する場合は、4講座8,000円となります。以下、または詳細ページ(P5)をご確認ください。　

13:00-14:30

ネット社会の到来は我々の意識に大きな変化をもたらしている。家庭教育の現場でどのような対応が必
要なのか。ネット悪玉論や万能論を超えて、ネット社会における親の取るべき態度や情報リテラシーに
ついて考える。 13:00-14:30

家庭と道徳性形成

○

1179

○

1176

○

○

1181

○

28

29

発達障害の気づきと家庭での早期教育

来校・ライブ配信

来校・ライブ配信

1180

来校・ライブ配信

14:40-16:10

1178

自閉傾向や注意障害等の発達障害は、「気づき」が遅れて５歳児健診や就学時健診まで見逃されること
も多い。その一方でその特徴ある行動や社会性への適切な対応が遅れると、就学後の指導が困難にな
る。そこで、保護者の「気づき」や「しつけ」力を高める観点を紹介する。

子どもが真に自立するためには親も自立しなければなりません。自立への歩みは親子相即です。青年期
を取り上げてこの問題を考えてみましょう。 14:40-16:10

○

多様な価値観の混在、生活環境の複雑化、無限競争時代、我が子に何を、どう教えるべきか、親たちの
迷いと悩みは尽きることがありません。本講座では江戸時代の先人達の子育ての知恵を紹介しながら、
現代における子育てと子供教育のあり方を考えたいと思います。 13:00-14:30

不登校は全中学生の３％にまで達し、その多くが引きこもりに移行する。どのような原因でなったにせ
よ、ひきこもり児童生徒に広く見られる心理的・生理的特徴がある。そこで、ひきこもり児への医学・
心理学的な支援についてみなさんと考えてゆく。

13:00-14:30

○ 1173

ネット社会における家庭教育

江戸時代の子育てと教育 来校・ライブ配信

○

14:40-16:10

女性像と男性像、そして夫婦の役割 来校・ライブ配信

1172○

来校・ライブ配信

○

28

1175

近年、子どもの体験の機会が減り、体験不足による問題点が指摘されています。でも、気をつけてみる
と、体験の機会は身近なところにあります。それらを取り上げ、子どもが体験することの意味について
解説します。 10:40-12:10

13:00-14:30

引きこもりとその支援

14:40-16:10

1177

子どものやる気を引き出す心の教育

子どもが体験することの意味 来校・ライブ配信

来校・ライブ配信

うちの子は言えばするけど、自分からはなかなかしない！　やる気はどうしたら出るの？　という声を
聞きます。その解決は、幼少期からの子どもへのかかわり方にあります。それを具体的に解説します。

○

来校・ライブ配信

講座内容

Bグループ

時間

講座分類
単位
認定

1171

プラチ
ナエイ
ジ大学

講座
記号

開講形態

詳細頁

家
　
庭
　
教
　
育
　
師
　
養
　
成
　
基
　
礎
　
講
　
座

http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_eom.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_eom.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_watanabe.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_watanabe.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_nakada.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_nakada.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_ohishi.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_ohishi.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_mizuno.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_mizuno.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_ishii.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_ishii.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_taira.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_taira.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_suzuki.php
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_suzuki.php


曜日 講座名 開講日 開講時限 詳細頁

■短期カレッジ■ 『店舗経営』に活かせる簿記知識を学ぶ～美容院からコンビニまで～ 10月24日・31日 3・4 8

哲学の古典・読書案内　ボエティウス『哲学の慰め』読解入門 ①1月9日 2 26

本を読む子は成績がのびる 11月1日 4 19

子どものやる気を育てる親の接し方 11月8日 4 20

サンデルの白熱講義『正義論』を考えよう（Ⅱ） 11月22日・29日 4 23

ニーチェを読む 1月24日・31日 4 24

実用韓国語講座Ⅰ 10月12日－1月25日 3 16

実用韓国語講座Ⅱ 10月12日－1月25日 2※ 17

木 人と文学　人間の不条理を考える 12月1日－22日 3 22

中学校の武道必修化を考える 11月4日・18日 6 21

家庭での健康づくり 12月9日 6 29

子どものスポーツ 12月16日 6 29

善の実行力について考える－アリストテレスの実践知論から－ 10月22日－1月21日 2 25

発達障害の気づきと家庭での早期教育 11月5日 3 28

引きこもりとその支援 11月5日 4 28

江戸時代の子育てと教育 11月12日 3 28

女性像と男性像、そして夫婦の役割 11月12日 4 28

ネット社会における家庭教育 11月19日 3 28

日本の民俗伝統にみる子育ての今昔 11月19日 4 28

子どものやる気を引き出す心の教育 11月26日 3 28

子どもが体験することの意味 12月3日 2 28

商人道人物伝 12月3日・10日 3・4 12

職場の法律知識と実際 12月17日 3・4 14

生活とエネルギー 1月14日 1・2・3・4 13

遊びを通してみる子どもの成長 1月14日 3 29

高校生の進路と人生 1月14日 4 29

日本のリーダーに学ぶ 1月21日 3・4 15

子どもの忍耐と勇気を育む 1月21日 3 29

子どもの自立と親の自立 1月21日 4 29

家庭と道徳性形成 1月28日 3 29

いま育みたい徳について考える 1月28日 4 29

■短期カレッジ■  社会保険労務士試験対策（中級編） 2月18日 3・4 9

哲学の古典・読書案内　ボエティウス『哲学の慰め』読解入門 ②2月25日 2 26

宗教学講座　沖縄の伝統における女性の宗教性と神歌 2月25日 3・4 27

■短期カレッジ■　中小企業診断士　入門講座 3月3日 3・4 11

■短期カレッジ■　ビジネス・キャリア検定「労務管理3級」受験一括セット講座 未定 未定 10

社会科と理科を親子で楽しむ 12月4日・11日 2 18

職場の法律知識と実際 12月18日 3・4 14

日本のリーダーに学ぶ 1月22日 3・4 15

■短期カレッジ■  社会保険労務士試験対策（中級編） 2月19日 3・4 9

■短期カレッジ■　中小企業診断士　入門講座 3月4日 3・4 11

■短期カレッジ■　ビジネス・キャリア検定「労務管理3級」受験一括セット講座 未定 未定 10

2011年10月 ～  2012年３月開講  曜日別講座一覧

※この講座のみ11:10-12:40

月

土

日

火

水

金

１時限目　9:00～10:30

２時限目　10:40～12:10

３時限目　13:00～14:30

４時限目　14:40～16:10

５時限目　16:20～17:50

６時限目　18:30～20:00

okano
テキスト ボックス
※「講座名」をクリックいたしますと詳細ページへ移動いたします。

okano
四角形
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① ライブ配信受講  

 

② 来 校 受 講 

③ オンデマンド受講 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

八 洲 学 園 大 学 の 公 開 講 座 
Ⅰ 選べる受講方法：併用可能な３つの受講方法で講座を最大限に活かす！ 

【重要】Yue システムは、Internet Explorer をインストー

ルしたWindows(XP以降)パソコンのみで使用可能です。 

１．パソコンの設定 

本学ホームページ http://www.yashima.ac.jp/univ/ に

アクセスし、「エクステンション・公開講座」ページに移動し

ます。公開講座一覧表の下にあるYueシステムの説明中「→

パソコン設定方法」を見て受講環境の設定をします。 

２．「Yueシステム」へのアクセス 

上と同ページにある Yueログイン をクリックすると

Yueシステム画面にアクセスできます。 

３．ログイン 

受講料入金確認後、大学より受講申込書記載のメールアド

レス宛に送られてくる「I Dとパスワード」でログインします。 

４．受講確認 

ログイン後、受講教室に入ると受講が可能になります。「受

講確認教室」が用意されていますので、そちらで画像、音声

が視聴できるかどうか確認することができます。 

５．「教材」の閲覧・ダウンロード 

ログインすると、「教材」を閲覧したりダウンロードしたり

できます。講座で使用する資料等がここにアップされると、

担当講師から連絡があります。オンデマンドで講義の録画を 

視聴する際も、「教材」からアクセスします。 

６．「Yueシステム」の諸機能 

<板書機能> 

左下の写真で、大きな白い部分が、黒板や白板に相当す

る機能を果たします。講師はここに、パワーポイント資

料や書写カメラで取り込んだ画像を表示したり、様々な

色で手書きしたりします。① 

<講義風景の表示> 

右上には、講師と教室内の様子が表示されます。② 

<教員や他の受講者への意思伝達> 

・講師への質問等を左下の白いスペースに入力し「発言」

ボタンを押して送信すると、講師と受講者全員の画面で

グレー部分にその内容が「発言」順に表示されます。③ 

・講師の設問に対して、下部の１～５のボタンを使って回

答します。④ 

・「！」ボタンをクリックすることによって、講義内容の理

解度を講師に伝えます。⑤ 

<その他の機能> 

・長時間パソコンを操作しない状態が続くと、「退席」と表

示されます（講師の画面にも表示されます）。「！」ボタ

ンをクリックすると「退席」が解除されます。⑤ 

おもに本学横浜キャンパスで行われる講義がインターネットでライブ配信されます。受講者は、

自宅等のパソコンを使って簡単にライブ受講できます。講義中、チャット機能により講師への質問等も可能です。 

本学横浜キャンパスに来校いただいて教室で受講することも、もちろんできます。 

ライブ配信された講義の録画を、好きな時に、何度でも、インターネットを通じて自宅等のパ

ソコンで視聴できます（ただし講座最終回の１ヶ月後まで）。仕事等の都合で出席できなかった回をあとで視聴したり、

ライブ受講した講義を再度視聴して理解を深めたりできます。 

 

⑤講義中「！」を押して、その時々

の理解度を伝えます。 
④講師からクイズや質問が出さ

れたときに使います。 

②講義中の講師の顔が映ります。その下の小さな

画面には横浜の教室の様子が映ります。 

③下の白い部分に質問などを書き込み、その右の

「発言」ボタンで送信します。 

①ここに、講師が事前に準備したパワーポ

イント資料や手書きの板書等が表示さ

れます。 

 

公開講座ｅラーニング・システム「Yue(ユー)システム」の使い方 （ライブ配信・オンデマンド受講） 

写真左 ライブ配信受講時のパソコン画面 
写真右 来校受講の様子 

okano
テキスト ボックス
講座一覧へ

okano
テキスト ボックス
※「双方向ライブ授業」の魅力についてはコチラ！

http://www.yashima.ac.jp/univ/interactive/


 5 

 
 
 
八洲学園大学生涯学習学部生涯学習学科が、エクステンションセンタ

ーにおいて提供する実務的・実践的な内容の短期完結講座です。 

今期は、「『店舗経営』に活かせる簿記知識を学ぶ～美容院からコンビ

ニまで～」、「社会保険労務士試験対策（中級編）」、「ビジネス・キャ

リア検定｢労務管理3級｣受験一括セット講座」、「中小企業診断士 入

門講座」を開設します。 

 

 

各分野の講座から主に中高年の方々に受講していただきたい講座を

「プラチナエイジ大学講座」として構成しました。プラチナエイジ大

学指定講座については、講座一覧をご覧ください。ご希望の方には, 

プラチナエイジ大学の修了証を発行いたします（有料。受講規約参照）。 

 

 

「単位認定講座」として指定された講座は、八洲学園大学の正科生又

は科目等履修生になって受講すれば、学部開設科目「特別講義」の単

位を修得できます（単位修得には所定の時間数を受講し、試験（レポ

ート等）に合格する必要があります）。90分 4回の講座を 2講座受

講することにより、1単位を修得することができます。 

 

●特別講義「現代社会に活かす知術４(a)」１単位 

次の３講座のうち２講座受講で１単位 

・「『店舗経営』に活かせる簿記知識を学ぶ～美容院からコンビニま

で～」 

・「社会保険労務士試験対策（中級編）」 

・「生活とエネルギー」 

 

●特別講義「家庭教育基礎論２(a)」「家庭教育基礎論２(b)」各１単位 

 次のＡ～Ｄグループ（いずれも「家庭教育師養成基礎講座」）の中

から 2グループ受講ごとに１単位 

Ａ「江戸時代の子育てと教育」「女性像と男性像、そして夫婦の役

割」「ネット社会における家庭教育」「日本の民俗伝統にみる子育

ての今昔」 

Ｂ「子どものやる気を引き出す心の教育」「子どもが体験すること

の意味」「発達障害の気づきと家庭での早期教育」「引きこもり

とその支援」 

Ｃ「子どもの忍耐と勇気を育む」「子どもの自立と親の自立」「家庭

と道徳性形成」「いま育みたい徳について考える」 

Ｄ「遊びを通してみる子どもの成長」「高校生の進路と人生」「家庭

での健康づくり」「子どものスポーツ」 

 

【注意事項】 

※学期をまたいで受講時間数を合算することはできません。 

※過去の学期に受講して単位を修得した講座と同一タイトルの講

座は、単位認定の対象になりません。 
※受講を希望する単位認定講座の開講日時が、学部履修科目のスク

ーリング授業日程に一部でも重なる場合は、単位認定講座受講に

よる単位修得はできません。時間割をよく確認してから申し込ん

でください。（なお、単位修得を希望しない場合は、受講申込を

してオンデマンド受講することは可能です。） 

 

 

 
◆家庭教育師とは◆ 

家庭教育師とは、家庭教育に関する専門的知識を有する人に対して、

日本家庭教育学会が審査のうえ認定する民間資格です。家庭教育師は、

社会において家庭教育の指導・助言に当たるなど、家庭教育の向上お

よび地域文化の創造に資する活動を担うことが期待されます。 

 

◆資格申請要件*◆ 

以下のいずれかを満たすとともに、日本家庭教育学会の会員となるこ

とが必要です。 

教育職員免許状を

おもちの方 

「家庭教育の専門に関する科目」**を 10単位

以上修得すること。 

保育士の資格を 

おもちの方 

「家庭教育の専門に関する科目」**を 10単位

以上修得すること。 

上のいずれにも 

該当しない方 

「日本家庭教育学会が認定する家庭教育に関

する科目」を 30単位以上修得すること***。 

* 詳しくは、日本家庭教育学会ウェブサイトでご確認ください。 

http :/ /wwwsoc .n i i . ac . jp/ jhes2/ index .h tml  

**「家庭教育の専門に関する科目」は、下に示す家庭教育専攻専門科目が

すべて該当します。 

*** これ以外にも、大学で家庭教育に関する研究・教育に携わっている人

に適用される申請要件、「永年にわたり家庭教育の向上に携わり、指導

的な立場で社会貢献をしている」人に適用される申請要件があります。 

 

◆家庭教育師養成基礎講座◆ 

「家庭教育師養成基礎講座」は、広く家庭教育に関心をおもちの

方々が選択受講していただけると同時に、日本家庭教育学会認定「家

庭教育師」資格を取得するための基礎ともなる講座です。「単位認定

講座」ですので、本学の正科生又は科目等履修生となって受講すれば、

学部の単位も取得可能です（所定の時間数を受講し試験に合格するこ

とが必要です）。取得した単位は、家庭教育師の資格申請要件の一部

として数えられます。 

※ 所定の期間に出願して書類選考に合格すると正科生・科目等履修

生になることができます。 

 

◆家庭教育専攻専門科目◆（平成23年度秋学期開講科目の一部*） 

家庭教育学新構想、家庭教育研究法、日本家庭教育史（近代以後）、西洋家

庭教育史、東アジア家庭教育論、教育心理学概論Ⅱ、胎児と環境、乳幼児の

食生活、幼児教育思想史、障害児と家庭教育、生命尊重と家庭教育、宗教的

心情の育成と家庭、地域社会との連繋、伝統社会の児童教育論、体験と心の

育ち、働く意欲の探求、児童の発達と身体運動論、レクリエーション活動の指

導論、言語生活と社会、善悪の判断形成と家庭教育（演習）、正義感の育成、

個性尊重と創造性の育成、公共精神の育成（演習）、中高生の武道スポーツと

人間形成（演習）、青年期の身体運動、道徳教育の研究、徳の倫理、カウンセ

リング（演習）（乳幼児と母親）、カウンセリング（演習）（小学生と親）、カウンセ

リング（演習）（面接技法Ⅱ）、ケーススタディ（演習）｢幼児の体罰と虐待｣、ケー

ススタディ（演習）「中学生の不登校と生活環境」、ケーススタディ（演習）「高校

生非行の実態と要因分析」、ケーススタディ（演習） ｢青年期のドロップアウト｣、

現代社会といやし、他                      *すべて 2 単位科目 

■ プラチナエイジ大学講座 

■ 短期カレッジ 

■ 単位認定講座 

■ 家庭教育師養成基礎講座 

Ⅱ 専任教員中心の講師陣による特色ある講座プログラム 
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受 講 の 流 れ

申込手続

●メールによる申込書送信
本学ホームページの「エクステンション･公開講座」から
申込書（ワードファイル）をダウンロードしてください。
必要事項を入力した上でメールに添付し、件名を「公開
講座受講申込」として、エクステンションセンター事務
局宛に送信してください。

送信先： u-yue@yashima.ac.jp

メールまたはFAXを送信後に、受講料を申込者名義でお振り込みください。

振込先：三井住友銀行 玉造(たまつくり)支店 普通預金 6551324
ガッコウホウジンヤシマガクエンダイガク

※受講料の入金確認は、申し込み締切日が土日祝日の場合、次の平日となります。ご了承ください。
※入金確認が完了しないと下記のＩＤとパスワードが発行できません。入金確認ができない場合に事務局から確認
のご連絡をさせていただくことがあります。

入金確認完了後、公開講座ｅラーニングシステム「Yueシステム」にログインする際に必要な I Dとパスワードを
受講申込書に記載のメールアドレス宛にお知らせいたします。
※ I Dとパスワードは、受講申込者全員（来校受講希望者を含む）に発行されます。（韓国語講座を除く。）
※ I Dとパスワードの有効期間は、発行日から受講講座最終回の1ヶ月後までです。

申込完了
後、受講
開始まで

受講 ●ライブ配信受講
開講日時にライブ配信される講座をご自宅等のパソコン
で受講してくだい。 Yueシステムを使用します。

●来校受講
開講日時に本学キャンパスへ来校し、２階事務局にて
受講証をお受け取りの上、教室で受講してください。

●オンデマンド受講
各講座最終回の1ヶ月後まで、 Yueシステムで、講座の録画を、 何度でもオンデマンド視聴することができます。

プラチナエイジ大学指定講座受講の場合のみ、講座を受講して出席率80％を達した方で、希望する方に修了証を
発行いたします。（申込手続きと発行手数料1000円が必要です。）修了

※講座内容及び受講規約をご確認のうえお申し込みください。受講規約については、次ページをご参照ください。
※不明な点がありましたら、エクステンションセンター事務局まで、メール又は電話でお問い合わせください。

最少開講人数に達せず開講が中止される場合

講座開講5日前までにメール又は
FAXにてご連絡いたします。

当該講座の納入済受講料は全額返金いたします。返金先口座をお知
らせいただいてから2週間前後かかることがありますが、ご了承ください。

休講・補講・代講等の決定後、メール又はFAXにて速やかににご連絡いたします。

受講者の都合で受講をキャンセル又は変更する場合

速やかに事務局までご連絡ください。ただし、開講日の
８日前を過ぎると、変更・キャンセルともできません。

当該講座の納入済受講料の扱いについては
「受講規約」をご覧ください。

講師の急病、事故、災害などの場合

Windows XP 以降のパソコンに簡単な設定をすることで、「Yueシステム」が利用可能となります。
ライブ配信受講、オンデマンド受講のいずれを利用する場合も、受講までに設定を完了しておいてください。

設定方法については、八洲学園大学ホームページトップからエクステンション・公開講座 のページに移動し、

公開講座一覧表の下の e-ラーニングシステムYueの説明部分にある→パソコン設定方法をご覧ください。

「パソコン設定方法」ページのアドレス：http://blog.study.jp/ygujimu/2009/05/post_88.html

①申込書の記入・送信 ◆締切：申込講座開講日の「8日前」

●メールアドレスをお持ちでない場合

本ガイドブックに綴じ込んだ申込用紙に、必要事項

を記入の上、FAXで送信してください。

ＦＡＸ送信先： 045-324-6961

②受講料のお振込 ◆締切：申込講座開講日の「７日前」

③ＩＤとパスワードの発行

④パソコンの設定

⑤受講

＊修了証の発行

okano
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■ 受講申込について 

・本学公開講座は、ご興味をお持ちの方ならどなたでもお申

し込みいただけます。 

・受講申込は、メール又はFAXによって行います。 

・受講申込には、この受講規約に同意していただくことが必

要です。申込んだ時点で、受講規約に同意したものとさせ

ていただきます。 

・受講申込受付は、先着順とします。 

・定員の設定された講座は、定員に達し次第、申込を締め切

らせていただきます。 

・受講申込後、住所・連絡先等の変更があった場合は、速や

かに事務局までご連絡ください。 

 

■ 受講料の振込について 

・メール又はFAXによる受講申込後、申込講座開始7日前

までに受講料を指定の口座に振り込んでいただきます。 

・受講料の振込先は、次の口座です。 

三井住友銀行 玉造（たまつくり)支店  

普通預金 6551324 

  ガッコウホウジンヤシマガクエンダイガク 

・入金確認には、数日から１週間程度のお時間を頂戴してい

ます。 

・来校受講のみの方は、申込講座初日の開講前に２階事務局

にてお支払いいただくことも可能です。 

 

■ 受講キャンセル・受講講座変更について 

・申込者側の都合で受講をキャンセルする場合は、速やかに

事務局までメール又は電話でご連絡ください。 

・受講講座の変更は、申込済講座の申込締切日（開講８日前）

までに限って受け付けます。申込締切日を過ぎた講座は変

更できません。 

・受講料振込後の講座変更で、受講料に差額が生じた場合、

不足分は変更先講座の所定期日までにお振り込みいただき

ます。余剰分は、振込手数料を差し引いて返金いたします。 

・申込者側の都合での受講キャンセルは、当該講座開講８日

前までに申し出た場合に限り、受講料から振込手数料を差

し引いた金額を返金します。 

・講座開講７日前以降の受講キャンセルはお受けできません。

ご了承ください。 

・返金には、返金先口座をお知らせいただいてから２週間前

後かかります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 開講取り止めについて 

・最少開講人数に達しない場合は開講しません。 

・前項の理由で開講しない場合は、開講日の５日前までにメ

ール又はFAXにてご連絡いたします。 

・前項の理由で開講しない場合は、納入された当該講座受講

料は全額返金いたします。 

・返金には、返金先口座をお知らせいただいてから2週間前

後かかることがあります。 

 

■ 休講・補講・代講について 

・講師の急病、事故、災害などの場合の休講・補講・代講等

の措置については、できるだけ速やかにメール、電話、又

はFAXにてご連絡いたします 

 

■ 受講について 

・来校受講の場合、「受講証」を、毎回、来校時に２階事務局

にて受け取ったうえで受講してください。 

・「受講証」は、当日の講座終了後、速やかにご返却ください。 

・貴重品等、盗難・紛失には各自で十分ご注意ください。 

・教室内での飲食、喫煙はご遠慮ください。全館禁煙です。 

・館内では、会場フロア以外への立入はご遠慮ください。 

・講師や他の受講者の迷惑になる行為があった場合には、受

講をお断りする場合があります。 

・駐車場・駐輪場はありませんので、公共の交通機関をご利

用ください。 

 

■ 修了証の発行について 

・「プラチナエイジ大学」指定講座の場合のみ修了証を発行い

たします。 

・「プラチナエイジ大学」指定講座（講座一覧参照）を受講し、

出席率 80％に達すると、当該開講期に受講した講座名・

講座数及び同期までの合計受講講座数を記した修了証を発

行します。ただし、申込手続きと発行手数料1,000円（送

料込）が必要です。 

 
※※  個個人人情情報報のの取取りり扱扱いいににつついいてて    

本学がお預かりした個人情報(お名前、住所、電話番号、メ

ールアドレス等)は、講座の実施・運営(受講者への事務連

絡、講座情報のご案内、アンケート集計やデータ管理、受

講者名簿、受講料の入金管理等)の範囲に限った利用を行い、

その他の目的には利用いたしません。ただし、在学生に関

しては学則に準拠いたします。上記利用目的をご了承いた

だけない場合は、お申し出により登録させていただいた個

人情報は速やかに抹消させていただきます。 

 

受 講 規 約 
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講座番号：1151 

8 
 

講師：塙 武郎・土屋 陽一 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：10,000円（消費税込）* 

資格講座（生涯マネジメント系） ■短期カレッジ■ 

『店舗経営』に活かせる簿記知識を学ぶ 

～美容院からコンビニまで～ 講義時間・回数：90分×4回 

 *教材費は上記受講料に含まれています。 

∥講座概要  

本講座は、独立開業を目指している方へ、「どういう知識が必要なのか」「どういう書類を、どこに、いつま
でに提出しなければならないのか」「どういう計画や準備が必要なのか」「開業後には何をしなければならな
いのか」「毎日やる仕事、月に１回やる仕事、年に 1回やる仕事は」などを伝えていきます。また、簿記を学
習中の方、これから目指そうとしている方、経営に興味がある方、企業の経理・総務等に勤務する方のスキ
ルアップも狙いとした実践型の授業を展開します。 

∥対象 

独立開業を目指している方。企業の経理・総務等に勤務しスキルアップを目指している方。会計、経営、経
済、税務などに広く興味関心のある方。 

∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 13:00-14:30 

〔開業準備編〕 

どんな仕事をするか。どこで開業するか。どこから仕入れてくるか。資

金計画は？お金を借りるか？テナントを借りる際の注意点。購入とリー

スはどちらがよい？銀行口座は？法人設立と個人開業はどちらがよ

い？広告はどうするか？ 

2 

10月24日（月） 

14:40-16:10 

〔従業員採用編〕 

求人や面接の注意点。雇用契約について。試用期間を設けるときの注意

点。出勤簿の作成について。性格適性。最低賃金。男女雇用機会均等法。

社会保険・労働保険の加入について。残業等の割増賃金。就業規則の作

成。福利厚生はどうする？ 

３ 13:00-14:30 

〔開業前後の事務処理編〕 

税務署等の提出書類は何をどこにいつまでに？社会保険・労働保険に加

入するには何をどこにいつまでに？帳簿の整理、保管は？会計ソフト・

給与ソフトについて。 

４ 

10月31日（月） 

14:40-16:10 

〔経営ノウハウ編〕 

経営学の入門。原価率と損益分岐点分析。フランチャイズの長所、短所。

名刺、封筒、会社案内の作成について。ホームページの活用。小規模企

業共済の活用。配偶者控除、扶養控除、医療費控除。 

教材： 講座の開講１週間前に本学Yueシステム「教材」にアップされます。 

∥講師プロフィール 

塙 武郎 八洲学園大学准教授。筑波大学大学院社会科学研究経済学専攻修了、博士（経済学）取得。
米国 Southern Oregon Universityフェロー、八洲学園大学専任講師を経て現職。東京大学
大学院経済学研究科・教養学部、日本大学経済学部等で講師を兼任。専門は、財政学、地方
財政（公会計分析）、アメリカ経済。日本財政学会、日本地方財政学会、公益事業学会等に
所属。 

土屋 陽一 税理士。ファイナンシャルプランナー。土屋税務会計事務所所長。八洲学園大学非常勤講師。
法人税・所得税・消費税・相続税等の申告や、ＦＰ業務・経営コンサルティング業務・開業
支援等を行う。資格予備校での日商簿記検定試験などの受験指導のほか、派遣会社での経理
実務研修、法人会での税法改正の講演、小学校での租税教室など、幅広い講演活動も行って
いる。 

 

okano
テキスト ボックス
講座一覧へ

okano
テキスト ボックス
申込書はコチラ



講座番号：1152 

9 
 

講師：永田 幸江 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：10,000円（消費税込）* 

資格講座（生涯マネジメント系） ■短期カレッジ■ 

社会保険労務士試験対策（中級編） 

講義時間・回数：90分×4回 

 *教材費は上記受講料に含まれています。 

∥講座概要  

本講座は春学期公開講座の続編です。春学期講座を未受講の方でも受講可能です。社会保険労務士（社労士）
は労働・社会保険に関する唯一の国家資格です。近年は職場環境の多様化による労務管理へのニーズが高ま
り、その職域も広がりつつあります。会社などに所属する勤務社労士と、独立開業して仕事を行う開業社労
士という形態を選択することも可能なことから、ライフスタイルの変化に影響を受けやすい女性にも人気の
資格です。 
本講座は、資格取得に向けた試験概要ならびに試験の傾向と対策などを学んでいただく、より実践的な内

容です。 
 

∥対象 

資格取得を目指される方や、キャリアアップに関心のある方はどなたでも歓迎です。社労士に興味を持った
けれど、まだ具体的な勉強を始めていない方は、まずは最初の一歩を踏み出しましょう。 
 

∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 13:00-14:30 

〔社労士ってどんな資格？ 試験科目攻略！労働編①〕 

その魅力や将来性など、講師の実務家としての活動事例も紹介しながら社

労士という仕事について解説したあと、試験科目攻略を行います。まずは

労働基準法・労働安全衛生法について、試験科目ごとの特徴や試験最重要

項目のポイントを押さえます。 

2 

2月18日（土） 

14:40-16:10 

〔試験科目攻略！労働編②〕 

労働者災害補償保険法・雇用保険法・労働保険徴収法について、試験科目

ごとの特徴や試験最重要項目のポイントを押さえます。また、労働保険に

関する知識は、働く人なら誰でも職業生活において役立つ知識です。 

３ 13:00-14:30 

〔試験科目攻略！社会保険編①〕 

健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法について、試験科目ごとの特徴

や試験最重要項目のポイントを押さえます。また、社会保険に関する知識

は、働く人なら誰でも職業生活において役立つ知識です。 

４ 

2月19日（日） 

14:40-16:10 

〔試験科目攻略！一般常識編① 「社労士資格試験」合格への道〕 

労働及び社会保険に関する一般常識について、試験科目ごとの特徴や試験

最重要項目のポイントを押さえます。試験内容や傾向を押さえた学習の確

認と、自分にあった勉強方法や試験までのスケジュールの立て方など、モ

チベーションを維持して試験に臨むためのヒントをご紹介します。 
教材： 講座の開講１週間前に本学Yueシステム「教材」にアップされます。 
 

∥講師プロフィール 

社会保険労務士、本学非常勤講師。本学では「社会保険労務（入門）」「社会保険労務（実務）」「キャリア・
ディベロップメント」の各科目を担当。大学卒業後、一般企業（サービス業）の営業職に従事する。育児休
業及び職場復帰の後、社労士事務所に入職しその後独立する。中小企業の社会保険手続き、給与計算アウト
ソーシング、就業規則整備、労務相談、労務監査などを中心に業務を行う一方、企業や学校機関でのキャリ
ア研修にも力を入れている。 UTN社会保険労務士事務所所長。東京都社会保険労務士会城北統括支部研修
委員、東京都北区モニタリング評価委員。 

okano
テキスト ボックス
講座一覧へ

okano
テキスト ボックス
申込書はコチラ
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講師：永田幸江ほか 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：28,000円（消費税込）* 

資格講座（生涯マネジメント系） ■短期カレッジ■ 

ビジネス・キャリア検定「労務管理 3級」 

受験一括セット講座 講義時間・回数：90分×8回 

 *教材費 中央職業能力開発協会指定テキストが別途必要。 

∥講座概要 

本講座は、中央職業能力開発協会（JAVADA）が主催・認定の公的資格試験「ビジネス・キャリア検定試験」
の受験まで一括セットになった「受験対策講座」です。今回は、受験者数最多で実用的な「労務管理 3級」
を開設します。社会保険労務士を目指している方、民間企業の労務・人事分野で勤務されている方に最適で
す。 
過去問の傾向と対策を知り尽くした複数の講師を迎え、労務管理の意義と範囲、労働契約・就業規則等の

基礎などについて習得し、試験合格を目指します。 
 

＜ビジネス・キャリア検定試験「労務管理3級」＞ 試験日のご案内 

○日 程 

平成24年 2月 19日（日） 午前10：30～ 

  ○場 所 

八洲学園大学（横浜市西区桜木町７－４２。インターネット（Yue）での受験は不可。） 

 

検定試験の「受験料」は本講座の受講料に含まれています。教材は中央職業能力開発協会指定テキストを別
途ご用意いただくことになります。お問合せは、本学エクステンションセンター事務局までお気軽にお寄せ
ください。 
 

∥対象 

民間企業、公益法人、NPO等で労務・人事等のセクションで勤務されている方、社会保険労務士の資格を目
指している方、広く労務管理の分野に関心のある方であれば、どなたでも結構です。 
 

∥日程（予定） 

「労務管理 3級」試験日（平成 24年 2月 19日）の 1ヶ月前、1月上旬より、土日（午後 2コマ）に全 8回
開講（予定）。確定次第、お知らせします。試験内容に関しては、中央職業能力開発協会Webサイト
（http://www.javada.or.jp/bc/career/）もご参照ください。 
 

∥講師プロフィール 

 永田幸江（社会保険労務士、八洲学園大学非常勤講師）ほか。 

okano
テキスト ボックス
講座一覧へ

okano
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講師：古谷 都紀子 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：10,000円（消費税込）* 

資格講座（生涯マネジメント系） ■短期カレッジ■ 

中小企業診断士 入門講座 

講義時間・回数：90分×4回 

 *教材費は上記受講料に含まれています。 

∥講座概要  

中小企業診断士は、経営コンサルタントとして唯一の国家資格です。その試験内容が経営、マーケティング、
財務などビジネスパーソンとしての資質向上に直結していることから、年々受験者数が増加しています。本
講座では、中小企業診断士とはどのような資格であるかをその業務内容と活動状況をもとに紹介し、資格と
しての魅力をお伝えします。併せて、資格取得を目指す人のために、中小企業診断士の試験制度、一次と二
次の試験科目とその内容の概要も紹介します。講座をきっかけに資格取得の初めの一歩を踏み出していただ
ければと思います。 

∥対象 

資格取得を目指される方や、ビジネスパーソンとしてスキルアップを目指す方ならどなたでも歓迎です。 
 

∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 13:00-14:30 

【中小企業診断士の資格とは】 
診断士の業務は大きく分けて、行政や商工会議所などが実施する中小企業への

経営支援業務と民間のコンサルタント業務の 2つがある。これらの具体的な業
務内容と実際の活動状況を講師の資格取得から現在に至るまでの業務体験を

もとに紹介します 

2 

3月 3日（土） 

14:40-16:10 

【試験の概要（１次試験）】 
試験制度と 1次試験の各科目（経済学・経済政策、財務・会計、企業経営理論、
運営管理、経営法務、経営情報、中小企業経営・中小企業政策）の概要を紹介

します 

３ 13:00-14:30 

【試験の概要（２次試験）】 
中小企業診断士に必要な応用能力を判定するために実施される筆記試験（事例

に関する記述試験）と口述試験（筆記試験合格者に対する面接試験）の概要を

紹介します 

４ 

3月 4日（日） 

14:40-16:10 

【資格取得への道】 
1次試験の学習方法から難易度の高い 2次の筆記試験の対策、試験当日の心構
えまでのノウハウを講師の体験をもとに紹介します 

教材：講座の開講１週間前に本学 Yueシステム「教材」にアップされます。 
 

∥講師プロフィール 

東京理科大学理学部卒。日本アイ・ビー・エム（株）入社、公共運輸担当部門のシステムエンジニア。中小
企業診断士の資格取得後独立し、現在は古谷コンサルタント・オフィス代表。（株）エムズ・ネット・スクエ
アの取締役。ITコーディネータ、GCDFキャリアカウンセラーとして、人材開発系のコンサルティング及び
研修講師、大学生の就職活動支援など人材育成を専門に活動。 

okano
テキスト ボックス
講座一覧へ

okano
テキスト ボックス
申込書はコチラ

okano
テキスト ボックス
黒田 一樹

okano
テキスト ボックス
平成7年、慶応義塾大学文学部卒。1級販売士（登録講師）、中小企業診断士、商業施設士。 (株)NKBで「ぐるなび」を立案後、交通広告営業に転じる。(株)オリコムを経て、平成14年、独立。経営戦略からクリエイティヴ、チームづくりまでを支援している。平成22年度秋開設公開講座「販売士検定 入門編 ライブ講座」講師。
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講師：沼倉 佑栄 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：8,000円（消費税込）* 

教養講座（生涯マネジメント系） 
 
商人道人物伝 

講義時間・回数：90分×4回 

 *教材費は上記受講料に含まれています。 

∥講座概要  

日本には素晴らしい商人道、今日で言う企業倫理を説いた人物が江戸時代から数多く輩出している。先人は
今日のことを予想したのか、人間の弱さ、本能、煩悩からくる弱点を見通したのか、昔から人間の歩むべき
道、商人が歩むべき道、道義を示し、啓蒙をしてきました。この商人道シリーズは先例を振り返り、自らの
戒めのためにも、先哲の言動を親炙(しんしゃ)すべく、ビジネスの有り方を江戸時代から昭和に掛けての先
人の教えを振り返る良い機会としての試みをまとめたものです。  

∥対象 

商人道人物伝に興味のある方はどなたでも歓迎です。  
 

∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 13:00-14:30 

〔江戸時代（前期）の商人道〕 

元徳川家の武士で後に出家し仏教思想家になり、日本人の勤労精神、勤勉精

神の原点、日本における職業倫理の源流と言われる鈴木正三の教え、天職論、

職業倫理について取り上げました。内村鑑三の「代表的日本人」のひとり、

近江聖人と言われた中江藤樹について、人としての道、道義、倫理観を中心

に何故代表的日本人の中に加わったのか商人道の観点から論じます。 

2 

12月3日（土） 

14:40-16:10 

〔江戸時代（中期）の商人道〕 

日本における商人道の開祖といわれ、高校の教科書にも載っている心学者 石

田梅岩について今日でも充分通用する顧客志向や商人道を梅岩の著書を中心

に紹介します。商人ではなく武士の世界から、商人道を取り上げ、幕府の学

問所「昌平黌」（昌平坂学問所）の儒官（大学頭）佐藤一斎の教えを彼の著書、

「言志四録」を通して、今日でも引用される言葉、商道徳等を例に紹介しま

す。 

３ 13:00-14:30 

〔江戸時代（後期）の商人道〕 

廃藩寸前にあった米沢藩を立て直した上杉鷹山の倫理観、道徳観、その実践

と行動に見る企業家精神について述べ、次に内村鑑三の代表的日本人の中に

選ばれ、農民聖者と謳われた二宮尊徳の改革の精神、手法、思想や卓越した

商人道について探求します。 

４ 

12月10日（土） 

14:40-16:10 

〔明治以降の商人道〕 

明治の実業家、渋沢栄一の経営哲学、商人道について論語をよりどころにし

た道徳経済合一説を中心に論じます。また平成の年号の発案者と言われる陽

明学者で東洋思想家であった安岡正篤について、何故昭和の政界、財界の指

南役であったか、その教えは何かを学び、あわせて商人道と家訓および今日

の企業統治と企業の社会的責任を展望します。 

教材：講座の開講１週間前に本学 Yueシステム「教材」にアップされます。 

∥講師プロフィール 

早稲田大学政治経済学部卒。日本アイ・ビー・エム（株）入社、営業部長、社長室長、理事、常勤監査役
を歴任。日本アイ･ビー･エム研修サービス（株）研修アドバイザーを経て、平成18年4月より八洲学園
大学教授、現在、同大学非常勤講師。日本経営教育学会会員、経営行動科学学会会員、日本監査役協会会
員（平成14年度まで）。現代禅研究所会員（道名‘燈山’）。アインシュタインが100年前来日の折、残
した言葉といわれている「私は神に感謝する、日本と言う高貴な国を我々に与えてくれたことを」につい
ての真相を研究中。 

okano
テキスト ボックス
講座一覧へ
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講師：山本 格 

受講形態：来校・ライブ配信 
受講料：8,000円（消費税込）* 

教養講座（生涯マネジメント系） 
 
生活とエネルギー 

講義時間・回数：90分×4回 
 *教材費は上記受講料に含まれています。 

 
∥講座概要  
 
現代生活の基層を支える石油生産量が2006年ピークを迎えた。その影響が２015年頃から世界経済に大
きく出ると考えられている。さらに今年、原子力発電の問題が起きた。そして再生エネルギーが注目を集め
ている。しかし、基幹エネルギーの転換には数十年かかる。エネルギー問題は国家存亡にかかわる大問題で
ある。本講座を通して現在のエネルギー事情、石油ピーク、原発、再生エネルギー問題等を考え、来るべき
社会を想像してみよう。 
 
∥対象 
関心ある方はどなたでも歓迎します。一緒に5年先、10年先、そしてさらにその先にどんな生き方があるの
か考えてみましょう。  
 
∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 9:00-10:30 

はじめに、広く浅く日本を取り巻くエネルギー事情をウオッチングす

る。科学的知見に基づいてエネルギー不足時代到来への備えについて考

える。 

2 10:40-12:10 

基本資源が不足した時、社会が衰退する例をイースター島崩壊に見る。

この例から自然のありがたさを知り、人間の築く社会のもろさを学ぶ。 

３ 13:00-14:30 

従来の電力需要パターンを例に石油・原子力・再生可能なエネルギーに

ついて学ぶ。また石油ピークとは何か？石油ピークと食糧、石油と太陽

光発電等について考える。 

４ 

１月１４日（土） 

14:40-16:10 

人間活動にエネルギーは不可欠だ。しかし、資源は有限だ。いまわれわ

れに求められているものは低エネルギー社会の構築だ。働き方、学び

方、家族のあり方などが激変する。どんな社会が到来する一緒に想像し

てみよう。 

教材：講座の開講１週間前に本学 Yueシステム「教材」にアップされます。 
 

 

∥講師プロフィール 
早稲田大学工学修士、工学博士、南京工業大学名誉教授。職歴：通産省工業技術院資源環境技術総合研究所
研究員、早稲田大学理工学総合研究センター客員研究員、英国リーズ大学客員研究員、ドイツ・シュツット
ガルト大学客員研究員、八洲学園大学教授等を経て現在、同大学非常勤講師。専門：熱輸送、省エネルギー、
エネルギー系環境問題。論文、著書多数。 

okano
テキスト ボックス
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講師：市川 邦彦 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：8,000円（消費税込） 

教養講座（生涯マネジメント系） 

職場の法律知識と実際 

講義時間・回数：90分×4回 

   

∥講座概要  

本講座では、八洲学園大学の「企業（仕事）と法律」の１５回の講義の中から特に社会人学生から好評な項
目に絞り、土日４コマで学習します。企業での法律判断は法務部や顧問弁護士に委任しがちですが、現状は 
①現場の的確でスピーディな判断が求められております。②加えて日常業務の判断をスピーディに行うため
には、コンプライアンス対応、インサイダー取引の防止等的確な決断が求められています。③職場における
中間管理職は、部下、上司、関係部門から従来にない幅広い法律知識を持った上での判断力・行動力が求め
られています。 
具体的には、採用から昇格、解雇、懲戒規程、職員の交通事故（飲酒運転）、コンプライアンス対応、イン
サイダー取引の防止、消費者庁の動向、Ｈ１８年新設の労働審判制度の内容、３年目を迎える裁判員制度に
ついて取り上げ、日常の職場運営に誤りのないようにします。 

∥対象 

企業の２０歳～４０歳位までの中間管理職 
 

∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 13:00-14:30 
採用と解雇 就業規則 懲戒規程、労働基準法 

2 

12月17日（土） 

14:40-16:10 
背任罪 業務上横領、職員の交通事故（飲酒運転） 

３ 13:00-14:30 

コンプライアンス対応、インサイダー取引の防止、特許の歴史
と取得 等 

４ 

12月18日（日） 

14:40-16:10 

消費者庁の動向、平成 18 年新設の労働審判制度、平成 21 年 5
月開始の裁判員制度の仕組みと実情 

教材：資料はパワーポイントを使用します。 
 

∥講師プロフィール 

東京教育大学・法律政治学科卒 2011年 9月迄 八洲学園大学 教授 
住友生命入社 教育課長、支社長、財務部長（福岡、東京本社、大阪本社）、兵庫県ゴルフ場社長、スミセイ
ハーモニー社長（重度障害者多数雇用）等全国 15ヵ所の勤務 八洲学園大学で約 4年の講師・教授。 
現・山城経営研究所顧問。（企業実務で訴訟関係担当。裁判所・弁護士との交渉等実務を 10年経験。Ｓ62年
からのバブルの勃興期、衰退期に実務で 10年間財務部門を担当。） 
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講師：市川 邦彦 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：8,000円（消費税込） 

教養講座（生涯マネジメント系） 

日本のリーダーに学ぶ 

講義時間・回数：90分×4回 

  

∥講座概要  

八洲学園大学の「リーダーシップ論」の１５回の講義の中から特に社会人学生から好評な項目に絞り土日４
コマで学習します。今、日本企業のリーダー（現地、現場のリーダー）の役割は、従来に比べ１０倍も重要
になっています。しかしながら現状は、①多くの職場でトップのブレで現場の上司としての指揮に悩み、②
日常業務ではスピーディな判断を求められながら応えられず、③上司と部下の間に挟まり 毎日が苦痛とい
うリーダーが多くおられます。 
このような現場のリーダーが部下、上司、関係部門から幅広いリスペクトを受ける為に、どのような哲学

を持ちどのような資質・素養が必要かを、日本の先人のリーダーに学び、現代にマッチした新しいリーダー
としてのポイントを探ります。未来を切り開き、課題に積極的に取り組む意欲のあるリーダーになろうと思
う方々の受講を期待します。 

∥対象 

企業の２０歳～４０歳位までの中間管理職 
 

∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 13:00-14:30 

■近現代のリーダーに学ぶ（松下 幸之助、稲盛 和夫、太田垣 士郎） 
■職場開発（ＯＤ）トライアル＝自職場の分析 

2 

1月２１日（土） 

14:40-16:10 
■失敗の事例に学ぶ（Ｔ銀行＝ＬＴＣＢ、Ｓ電機） 

３ 13:00-14:30 
■歴史上のリーダーに学ぶ（渋澤 栄一、福澤 諭吉、空海、聖徳太子） 

４ 

1月２２日（日） 

14:40-16:10 

■現代のリーダーに学ぶ（隈研吾、大野和士等プロフェッショナルに学ぶ） 
■職場開発（ＯＤ）による自職場の振り返り 
■世界に打ち出た日本の企業の事例に学ぶ 

教材：資料はパワーポイントを使用します。 
 

∥講師プロフィール 

東京教育大学・法律政治学科卒 2011年 9月迄 八洲学園大学 教授 
住友生命入社 教育課長、支社長、財務部長（福岡、東京本社、大阪本社）、兵庫県ゴルフ場社長、スミセイ
ハーモニー社長（重度障害者多数雇用）等全国 15ヵ所の勤務。八洲学園大学で約 4年の講師・教授経験。 
現・山城経営研究所顧問。 
（企業で訴訟実務を 10年担当。Ｓ62年～バブルの勃興期、衰退期に実務で 10年間財務部門を担当） 
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講座記号：1159 

16 
 

講師：嚴 錫仁 

受講形態：来校 

受講料：10,000円（消費税込）* 

語学講座 

実用韓国語講座Ⅰ 

講義時間・回数：90分×12回 

                                           *教材費は含まれていません。                                          

∥講座概要 

日常生活のなかで適切な会話ができる能力、読解力を身につける。韓国文化への親密度を高めていく。 
 

∥対象 

講師に相談してください。体験受講可能。 
 

∥日程と内容 

 日程 内容 各日13:00-14:30 

1 10月12日(水） 〔주문〕1 計画の表現 

時間の経過の表現 

2 10月19日(水） 〔주문〕2 食堂の広告をみて出前を頼む練習 

韓国料理について 

3 10月26日(水） 〔일기예보〕1 
天気予報を聞く 

文語体と口語体の違い 

4 11月 2日（水） 〔일기예보〕2 テレビ・新聞での天気予報 

韓国の気候について 

5 11月 9日（水） 〔길찾기〕1 推測の表現Ⅲ 

間接話法の縮約形 

6 11月16日（水） 〔길찾기〕2 繰り返しの表現 

ソウルの地下鉄路線 

7 11月30日（水） 〔아시안컵 청소년 축구대회〕1 
推測の表現Ⅳ 

確定的な表現 

8 12月 7日(水) 〔아시안컵 청소년 축구대회〕2 定義を下す方法の表現 

よい応援文化について 

9 12月14日(水） 〔저절로 나은 감기〕1 原因に対する結果をいう 

直喩的な表現 

10 12月21日(水） 〔저절로 나은 감기〕2 仮定的な表現 

ストレス解消の方法について 

11 1月 18日（水） 〔발 없는 말이 천리를 간다〕1 色々の韓国語の諺 

12 1月 25日（水） 〔발 없는 말이 천리를 간다〕2 韓国語と日本語の諺 

※教材：『Easy to Learn Korean 3』（講師から指示があります） 

∥講師プロフィール 

八洲学園大学准教授。韓国生まれ。高麗大学哲学科卒業。韓国精神文化研究院・韓国学大学院修了。筑波大
学大学院博士課程哲学・思想学研究科修了。博士（文学）。成均館大学研究教授等を経て現職。 
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講座記号：1160 
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講師：嚴 錫仁 

受講形態：来校 

受講料：10,000円（消費税込）* 

語学講座 

実用韓国語講座Ⅱ 

講義時間・回数：90分×12回 

                           *教材費は含まれていません。 

∥講座概要 

趣味、旅行、交通、運動といった日常的で身近な主題を中心に、慣用語句・諺などの表現を学び、より高度
な韓国語の熟達を目指す。 
 

∥対象 

講師に相談してください。体験受講可能。 
 

∥日程と内容 

 日程 内容 各日11:10-12:40 

1 10月12日(水) 〔이메일〕1 仮定表現の活用 
譲歩の表現 

2 10月19日(水) 〔이메일〕2 確定的な表現 
韓・日の男女交際の文化について 

3 10月26日(水) 〔성균인의 밤〕1 仮定の表現 
断定的な表現 

4 11月 2日（水） 〔성균인의 밤〕2 韓国の大衆文化についてー 
ドラマ・映画・音楽 

5 11月 9日（水） 〔맞벌이 부부〕1 現在進行形の表現整理 
比較の表現 

6 11月16日（水） 〔맞벌이 부부〕2 添加・選択の表現 
韓国の家庭観について 

7 11月30日（水） 〔예절〕1 推測の表現整理 

強調の表現 

8 12月 7日(水) 〔예절〕2 韓国の言語礼節について 

韓国の訪問礼節について 

9 12月14日(水） 〔혹부리 염감님〕1 受け身表現 
擬声語と擬態語 

10 12月21日(水） 〔혹부리 염감님〕2 様々な慣用語句 

 

11 1月 18日（水） 〔한국의 집〕1 劣等・比較の文章 

理由の表現整理 

12 1月 25日（水） 〔한국의 집〕2 韓国文化の体験・感想 

韓国の伝統文化について 
※教材：『Easy to Learn Korean 3』（講師から指示があります） 

∥講師プロフィール 

八洲学園大学准教授。韓国生まれ。高麗大学哲学科卒業。韓国精神文化研究院・韓国学大学院修了。筑波大
学大学院博士課程哲学・思想学研究科修了。博士（文学）。成均館大学研究教授等を経て現職。 
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講師：渡邉 達生 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：2,000円（消費税込） 

教養講座（教育） 

社会科と理科を親子で楽しむ 

講義時間・回数：90分×2回 

   

∥講座概要  

子どもが幼少のころは、親子の気持ちは密接につながっています。でも、子どもが学校に通うようになると、
共通の話題が限られてくるようになります。子どもの学校での勉強にあわせて、日常生活にある社会的なこ
と、理科的なことで、共通の話題ができると、親子間の理解も進みます。そのような親子の会話の手がかり
となる、社会科や理科のできごとを追ってみましょう。自分も、社会や理科の勉強が楽しくなります。 
 

∥対象  

小学生の子どもをもつ親・小学生になる子どもをもつ親、小学生とかかわる仕事をしている方 
 

∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 １２月４日（日） 10:40-12:10 

〔子どもと楽しむ社会科学習〕 
地形や品物のラベルを見たり、ニュースや地域の史跡を見たりして、親子

で会話ができるようにする。 

2 12月11日（日） 10:40-12:10 

〔子どもと楽しむ理科教室〕 
星座や植物の観察、自然の事象、おもしろ実験などを共にして、親子の会

話の機会をつくれるようにする。 

教材： 特になし 
 
 

∥講師プロフィール 

八洲学園大学教授。昭和 25年、大分県に生まれる。宮崎大学教育学部卒業。大分県公立小学校教諭、筑波大
学附属小学校、筑波大学講師を経て、平成 16年より現職。道徳教育、及び、子どもの心の教育について実践
研究を続ける。子どもや親が家庭での生活を豊かにつづる「家族生き生きエッセー」（インターネット検索）
を主催。文部科学省「心のノート」編集協力者委員。最近の著書『昔話と 52のキーワードで学ぶ道徳の心』。 
 

okano
テキスト ボックス
講座一覧へ

okano
テキスト ボックス
申込書はコチラ
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講師：中田 雅敏 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：1,000円（消費税込） 

教養講座（教育） 

本を読む子は成績があがる 

講義時間・回数：90分×1回 

   

∥講座概要  

子どもの頃から伝記や歴史書を読んで立志伝を持たせると子どもは夢をもつ。その夢が大きければ大きいほ
ど大きな人間に育つ。そのためには沢山の本を読み、何に対しても興味を持ち、人よりも多くの事を知ると
教室のヒーローになる。そうすれば自信がつく。 

∥対象 

やる気のない子、だらだらしている子にやる気を持たせたいと思っている親。 
 

∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 １１月１日（火） 14:40-16:10 

かつて立川文庫、カバヤ文庫など、子ども向けの伝記や歴史上の人物、大

きな事を成した偉人、これらの人の生い立ちや生き方を書いた本が沢山あ

った。敗戦後から昭和３０年頃までの子ども達はみな読んだ。だれもが大

志をもった。成功した人もいたし、不成功で終わった人もいた。しかしだ

れもが夢を抱いていた。夢を持つと成績は必ず上がるものである。 

 

教材： 特になし 
 
 

∥講師プロフィール 

八洲学園大学教授。早稲田大学教育学部国語・国文学科卒。目白大学客員教授等を経て現職。韓国韓瑞大学
客員教授、中国厦門大学客座教授、法務省人権擁護委員、日本家庭教育学会理事長。親学推進協会理事。俳
号・水光。俳誌『雅楽谷』主宰。著書『漂泊の俳諧師 小林一茶』『芥川龍之介-小説家と俳人』『高浜虚子 人
と文学』ほか多数。 
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20 
 

講師：中田 雅敏 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：1,000円（消費税込） 

教養講座（教育） 

子どものやる気を育てる親の接し方 

講義時間・回数：90分×1回 

   

∥講座概要  

子どもの成績が気になる親、進学先をよりよい学校へと思っている親、一気に十人抜きを期待している親子、
そうした望みを叶える秘密の方法を教えます。あなたの子どもはもっと伸びるはずです。 
 

∥対象 

関心のある方。とくに子どものやる気を引き出したいと思っている方。 
 

∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 １１月８日（火） 14:40-16:10 

早期教育がいわれたり、中高一貫教育が推奨されたりしているが、いま「学

力重視や学力増進」が叫ばれている。一度このような方向に舵をきったら、

そのようにしないと「自分の子どもはおいていかれる、落ちこぼれになっ

てしまう」と親は心配し、子どもの成績に一喜一憂する。ならば子どもを

思いっきりやらせるように、成績が一気に上がるようにすればよい。そう

したミラクル法を教えます。おまかせ下さい、必ず成績があがります。 

教材： 特になし 

 
 

∥講師プロフィール 

八洲学園大学教授。早稲田大学教育学部国語・国文学科卒。目白大学客員教授等を経て現職。韓国韓瑞大学
客員教授、中国厦門大学客座教授、法務省人権擁護委員、日本家庭教育学会理事長。親学推進協会理事。俳
号・水光。俳誌『雅楽谷』主宰。著書『漂泊の俳諧師 小林一茶』『芥川龍之介-小説家と俳人』『高浜虚子 人
と文学』ほか多数 
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講師：大石 純子 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：2,000円（消費税込） 

教養講座（教育） 

中学校の武道必修化を考える 

講義時間・回数：90分×2回 

   

∥講座概要 

中学校で武道が必修となります。これについて、学習指導要領の中にどのように記載されているのか、家庭
での準備や心構え、想定される授業の内容など、これまで身近でなかった武道について、一緒にかんがえて
みませんか。 
 

∥対象  

中学校での武道履修を身近に感じている方など。 
 
∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 １１月４日（金） 18:30-20:00 

武道の必修化について、学習指導要領のなかにはどのように記載されてい

るのでしょうか。 

 

2 1１月１8日（金） 18:30-20:00 

武道の授業履修にあたり、家庭で用意する用具も出てきます。家庭での用

具の管理などについてお話します。 

教材： 特になし 

 
 

∥講師プロフィール 

八洲学園大学准教授。剣道錬士六段。筑波大学体育専門学群卒業。筑波大学大学院修士課程体育研究科修了。
体育学修士。日本武道学会会員。身体運動文化学会幹事。「日本から朝鮮半島への剣術伝播」に関して、長年
にわたって研究しています。 
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講師：中田 雅敏 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：4,000円（消費税込）* 

教養講座（文学） 

人と文学 人間の不条理を考える 

講義時間・回数：90分×4回 

 *教材費は含まれていません  

∥講座概要  

この世は不条理であり、不公平である。一生懸命努力しても報われない人もあれば、勝手にうまくいってし
まう人もいる。人をうらやみ、ねたみ、そねみ、自分の身の上をかこつ。こんな生き方をしていても、この
世が幸せになるわけではない。ではどうやってそのような不条理を克服するか。或いは受け入れるか。幸せ
になることを考えてみよう。 

∥対象 

この世を不公平と思っている人。人のことがうらやましいと思っている人。何かしら不満を持っている人。 
 

∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 １２月１日（木） 13:00-14:30 

芥川龍之介の「鼻」という小説を読んで人間の心の奥底に潜んでいる人の

高慢な自意識について考える。 
 

2 １２月８日（木） 13:00-14:30 

中島敦の「山月記」を通して芸術家の陥りやすい感情について考える。人

間の持つ功名心をどのように統御すればよいのかを考える。 

３ １２月15日（木） 13:00-14:30 

カフカの「変身」を読んで、不登校や出社拒否について考える。だれもが

一度は経験する日常のハードさにどう対処すればよいかについて考える。 

４ １２月２２日（木） 13:00-14:30 

芥川龍之介の「仙人」を読んで、愚直に生きること、人から馬鹿にされ、

あなどられても、そこにどのように対応するかによって救われることを考

える。「尾生の信」も併せて考えてみよう。 

教材： 各自図書館等で上記作品を入手しておくことが望ましい。 
 
 

∥講師プロフィール 

八洲学園大学教授。早稲田大学教育学部国語・国文学科卒。目白大学客員教授等を経て現職。韓国韓瑞大学
客員教授、中国厦門大学客座教授、法務省人権擁護委員、日本家庭教育学会理事長。親学推進協会理事。俳
号・水光。俳誌『雅楽谷』主宰。著書『漂泊の俳諧師 小林一茶』『芥川龍之介-小説家と俳人』『高浜虚子 人
と文学』ほか多数 
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講師：水野 建雄 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：2,000円（消費税込） 

教養講座（哲学） 

サンデルの白熱講義『正義論』を考えよう（Ⅱ） 

講義時間・回数：90分×2回 

   

∥講座概要  

ハーバード大学マイケル・サンデル教授の白熱講義『これからの正義の話をしよう』を一緒に考えてみまし
ょう。この書はたくさんの読者を獲得したベストセラーですが、現代社会のさまざまな課題について実に多
角的に具体的に検討していて、大変参考になります。 

∥対象 

哲学の予備知識などはなくても関心のある方は大歓迎です。 

 

∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 11月22日（火） 14:40-16:10 

【リベラリズムについて】 
サンデルにしたがって、ロールズの『正義論』を解読し、彼の主張である

リベラリズムの特徴を考えてみよう。リバタリアニズムとの違いに注目し、

サンデルの批判を確認しながら考えていく。 
 

2 11月29日（火） 14:40-16:10 

【コミュタリアニズム】 
現代アメリカの主要な潮流であり、サンデルの立場でもあるコミュニタリ

アニズムを考える。ロールズの「正義論」への批判をよく考えながら、コ

ミュニタリアニズムの積極的意義を明らかにする。 

教材： 資料はパワーポイントで表示します 
 

∥講師プロフィール 

筑波大学哲学・思想学系教授を経て、現在八洲学園大学教授。筑波大学では人文学類と大学院研究科で西洋
倫理思想や倫理学を担当してきました。そして八洲学園大学では倫理学概論や倫理学的視点からの家庭教育
に関する授業を担当しています。 
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講師：水野 建雄 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：2,000円（消費税込） 

教養講座（哲学） 

ニーチェを読む 

講義時間・回数：90分×2回 

   

∥講座概要  

２０世紀をニヒリズムの時代だと予言した F. ニーチェの思想と考え方は、現代人にどのようなメッセージを
語りかけているのでしょうか。ニーチェのいくつかのユニークな言説とともに検討してみます。 

∥対象 

限定しません。関心のある方はどなたでも大歓迎です。 
 

∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 １月24日（火） 14:40-16:10 

【「神は死んだ」について】 
ニーチェの思想は、破壊からの創造という視点を根底にもっています。「神

は死んだ」と言うことによって、ニーチェは何を破壊しようとしているので

しょうか。そして何を創造しようとしているのでしょうか。「神の死」を解

読してみます。 

2 １月31日（火） 14:40-16:10 

【永遠回帰について】 
すべてのものは永遠に回帰する。これは、ニーチェの主著『ツァラトゥスト

ラはこのように語った』の中心主題です。無も永遠に回帰するという、この

謎のような「永遠回帰」の考え方を解読してみます。 

教材：資料はパワーポイントで表示します。  
 

∥講師プロフィール 

筑波大学哲学・思想学系教授を経て、現在八洲学園大学教授。筑波大学では人文学類と大学院研究科で西洋
倫理思想や倫理学を担当してきました。そして八洲学園大学では倫理学概論や倫理学的視点からの家庭教育
に関する授業を担当しています。 
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講師：石井 雅之 

受講形態：来校 

受講料：4,000円（消費税込）* 

教養講座（哲学） 

善の実行力について考える－アリストテレスの実践知論から 

講義時間・回数：90分×4回 

                           *教材費は含まれていません。 

∥講座概要 

アリストテレス『ニコマコス倫理学』第6巻は、知性的徳について論じた古典です。私たちが学ぶべきもの
を多く含んでいます。本講座では、とくに「フロネーシス」（思慮、賢慮、知慮などと訳される）に注目して、
同書同巻の一部をじっくり読んで吟味していきます。 
テキストとしては、2009年12月に改版が発行され読みやすくなった岩波文庫版の日本語訳を用いますが、
他の訳書での参加も歓迎します。 

∥対象 

多少ともギリシアの古典に関心があり、知識・知恵のあり方について古典読解を通じて考察を深めたい方。
哲学や古典ギリシア語の知識は不要です。 
 

∥日程と内容 ※各回で読む箇所は、講義の進度に応じて多少変更することがあります。 

時間：各回10:40-12:10  

1 10月 22日（土） 

【導入的解説及び第６巻第３～４章の読解】 
『ニコマコス倫理学』第６巻の構成と、同巻の諸論に関係する概念等を簡単に説明した

上で、学(エピステーメー)と技術(テクネー)に関する論を吟味します。 

2 11月19日（土） 

【第６巻第５章から第７章の読解】 
知慮(フロネーシス)と智慧(ソフィア)という各概念の把握を試みます。 

3 12月17日（土） 

【第６巻第７章から第８章の読解】 

政治術との関係という論点に注目しつつ、知慮(フロネーシス)と智慧(ソフィア)各々の位

置づけを吟味します。 

4 1月 21日（土） 

【第６巻第１２章から第１３章の読解】 

知慮(フロネーシス)と智慧(ソフィア)の関係に関する論をさらに吟味しつつ、政治と哲学

の関係に考察を向けます。 

※教材：アリストテレス著、高田三郎訳『ニコマコス倫理学（上）』岩波文庫、903円（税込）。 

教材は、書店等で各自購入してください。 

 

∥講師プロフィール 

1958年生。八洲学園大学教授。倫理学専攻。西洋古代・中世の倫理思想に関する研究をふまえて現代の倫理
的諸問題に考察を加えることを課題としています。アリストテレス関係の論文として「アリストテレスの親
愛論における感情の位置」（『ヘレニズム哲学研究会記念論集』2000）、「アリストテレスにおける政治と親愛」
（筑波大学哲学・思想学会編『哲学・思想論叢』23、2005）、「アリストテレスにおける国家と親愛」（『西洋
古典研究会論集』2007）など、軽い読み物として「アリストテレスの生涯と思想における親子の情愛」（歴
史と文学の会編『親子の愛と憎しみと』勉誠出版、2008所収）などがあります。 
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講師：石井雅之 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：1,000円（消費税込）* 

教養講座（哲学） 

哲学の古典・読書案内 

ボエティウス『哲学の慰め』読解入門 
講義時間・回数：90分×1回 

 *教材費は含まれていません。  

∥講座概要  

６世紀の最初の四半世紀にローマで活躍した政治家・哲学者ボエティウスは、ギリシア・ラテンの学問・思
想・文学等を幅広く学び、豊かな教養を身につけ、その短く多忙な生涯において多くの著作を残しました。
そのボエティウス最後の著作『哲学の慰め』の訳書（岩波文庫版）が、今年、リクエスト復刊されました。
この機会にこの古典を読んでみませんか。本講座では、この書を読むうえで参考にしていただけると思うい
くつかの視点をお示しします。 

∥対象 

『哲学の慰め』を読んでみたい、読み返したい、と思っていらっしゃる方。原語であるラテン語の知識は問
いません。 
＊本講座の受講者で、『哲学の慰め』を冒頭から読み進む講座への参加をご希望の方が２人以上いらっしゃれば、本講座

に続けて読解講座を開設することを検討します。（日程・回数調整のうえ決定します。） 
 

∥日程と内容 ※第1回と第2回は同じ内容です。 

 日程 時間 内容 

第

1

回 

１月９日（月） 10:40～12:10 

ボエティウスの生涯と著作、『哲学の慰め』の構成と思想背景について、

読書案内としてお話しします。 

 
 日程 時間 内容 

第

2

回 

２月25日（土） 10:40～12:10 

ボエティウスの生涯と著作、『哲学の慰め』の構成と思想背景について、

読書案内としてお話しします。 

 
教材： ボエティウス著、畠中尚志訳『哲学の慰め』（岩波文庫）756円（税込） 
   教材は、書店等で各自購入してください。 
 

∥講師プロフィール 

1958年生。八洲学園大学教授。倫理学専攻。西洋古代・中世の倫理思想に関する研究をふまえて現代の倫理
的諸問題に考察を加えることを課題としています。ボエティウス関係の著作としては、「ボエティウスの哲学
観と人間的感情の問題－『哲学の慰め』に示された神、世界、人間理解－」（西洋古代末期思想研究会編『カ
ルキディウスとその時代』慶應義塾大学言語文化研究所、2001所収）、「ボエティウスの認識論とアリストテ
レス解釈」（中世哲学会編『中世思想研究』39、1997）、翻訳「ボエティウス『イサゴーゲー註解』」（中世思
想原典集成５、平凡社、1993）など。他に、アリストテレス倫理学を中心に、倫理学関係の諸著作がありま
す。 
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講師：平良 直 

受講形態：来校・ライブ配信 

受講料：2,000円（消費税込）* 

教養講座（歴史・宗教） 

宗教学講座 沖縄の伝統における女性の宗教性と神歌 

講義時間・回数：90分×2回 

  *教材費は上記受講料に含まれています。 

∥講座概要  

女性の宗教的優位性は沖縄の伝統社会においてオナリ神信仰として知られています。女性は男の兄弟である
エケリに対してヲナリ（ウナイ）と呼ばれ、兄弟を宗教的な力で守護するオナリ神として理解されていまし
た。この女性の宗教的優位性は琉球王朝においても王権を支える重要な要素でした。本講座では、宗教的歌
謡である神歌の解釈を通して人間と自然・女性・世界観などについて宗教学の重要な概念を学びながら考察
します。 

∥対象 

関心のある方ならどなたでも大歓迎です。 
 

∥日程と内容 

 日程 時間 内容 

1 13:00-14:30 

琉球・沖縄の歴史を概括的に学んだ上で、琉球王朝と女性の宗教的優位性に

ついて考察します。 
 

2 

２月２５日（土） 

14:40-16:10 

琉球王朝の宗教歌謡である『おもろさうし』や村落の祭祀で歌われてきた神

歌をみていきながら人間が神になる宗教的意味世界について考察していき

ます。 

教材： 受講者に資料を配付いたします。 
 
 

∥講師プロフィール 

八洲学園大学准教授。筑波大学哲学・思想研究科修了。専門は宗教学。日本宗教学会会員。八洲学園大学で
宗教学関連科目を担当。主な著書：『宗教学入門』（共著、ミネルヴァ書房、2005年）、『世界の民衆宗教』（共
著、ミネルヴァ書房、2004年）、『よくわかる宗教社会学』（共著、ミネルヴァ書房、2007年）など。最近の
関心：観光と宗教の関係。とりわけ、観光化によって人々の聖地への関わり方がどう変容するかを研究して
いる。 
 

 

座喜味城跡 
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受講形態：来校・ライブ配信 講師：本学専任教員 

受講料：各 1,000円（消費税込） 

＊単位認定を希望する場合は４講座 8,000円（消費税込） 
家庭教育師養成基礎講座  

講義時間・回数：各 90分 1回 

∥講座番号・日程・内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1171 
13:00- 

14:30 

江戸時代の子育てと教育 
多様な価値観の混在、生活環境の複雑化、無限競争時代、我が子に何を、どう教えるべきか、

親たちの迷いと悩みは尽きることがありません。本講座では江戸時代の先人達の子育ての知恵

を紹介しながら、現代における子育てと子供教育のあり方を考えたいと思います。 

1172 

11 月 12日 

（土） 

14:40- 

16:10 

女性像と男性像、そして夫婦の役割 
陰(－)・陽(＋)という矛盾する二つの性質の衝突、これこそが世界の生成・運動の基本原理をな

すもので、人類においては男女、家庭においては夫婦関係がそれを象徴しています。本講座で

はその複雑微妙な関係・役割の本質に迫ってみたいと思います。 

嚴 錫仁  八洲学園大学准教授。韓国生まれ。高麗大学哲学科卒業。韓国精神文化研究院・韓国学大学院修了。筑波大学大学院博

士課程哲学・思想学研究科修了。博士（文学）。成均館大学研究教授等を経て現職。 

1173 
13:00- 

14:30 

ネット社会と家庭教育 
ネット社会の到来は我々の意識に大きな変化をもたらしている。家庭教育の現場でどのような

対応が必要なのか。ネット悪玉論や万能論を超えて、ネット社会における親の取るべき態度や

情報リテラシーについて考える。 

1174 

11 月 19日 

（土） 

14:40- 

16:10 

日本の民俗伝統からみる子育ての今昔 
現在子育ては乳幼児期から母親がつきっきりで行うことの重要性が強調されがちですが、子育

て民俗誌などをみると、子育ての方法は現代と大きく異なっています。子育ての今昔を比較し

現代の問題について考えます。 

平良 直  八洲学園大学准教授。筑波大学哲学・思想研究科修了。専門は宗教学。日本宗教学会会員。八洲学園大学で宗教学関連

科目担当。主な著書：『宗教学入門』（共著 ミネルヴァ書房 2005年）、『世界の民衆宗教』（共著ミネルヴァ書房 

2004年）、『よくわかる宗教社会学』（共著 ミネルヴァ書房 2007年）など。 

1175 
13:00- 

14:30 

発達障害の気づきと家庭での早期教育 

自閉傾向や注意障害等の発達障害は、「気づき」が遅れて５歳児健診や就学時健診まで見逃され

ることも多い。その一方でその特徴ある行動や社会性への適切な対応が遅れると、就学後の指

導が困難になる。そこで、保護者の「気づき」や「しつけ」力を高める観点を紹介する。 

1176 

11 月 5日 

（土） 

14:40- 

16:10 

引きこもりとその支援 

不登校は全中学生の３％にまで達し、その多くが引きこもりに移行する。どのような原因でな

ったにせよ、ひきこもり児童生徒に広く見られる心理的・生理的特徴がある。そこで、ひきこ

もり児への医学・心理学的な支援についてみなさんと考えてゆく。 

鈴木啓之 八洲学園大学准教授。名古屋大学医学研究科、博士（医学）。 生理学研究所、ハンブルグ大学生理学研究所、茨城大

学情報処理センター、茨城県教育情報ネットワーク管理センターを経て現職。 

1177 
11 月 26日 

（土） 

13:00- 

14:30 

子どものやる気を引き出す心の教育 

うちの子は言えばするけど、自分からはなかなかしない！やる気はどうしたら出るの？という

声を聞きます。その解決は、幼少期からの子どもへのかかわり方にあります。それを具体的に

解説します。 

1178 
12 月 3日 

（土） 

10:40- 

12:10 

子どもが体験することの意味 

近年、子どもの体験の機会が減り、体験不足による問題点が指摘されています。でも、気をつ

けてみると、体験の機会は身近なところにあります。それらを取り上げ、子どもが体験するこ

との意味について解説します。 

渡邉 達生  八洲学園大学教授。昭和25 年、大分県に生まれる。宮崎大学教育学部卒業。大分県公立小学校教諭、筑波大学附属小学校

教諭、筑波大学講師を経て、平成16 年より現職。道徳教育、及び、子どもの心の教育について実践研究を続ける。子ども

や親が家庭での生活を豊かにつづる「家族生き生きエッセー」（インターネット検索で見ることができます。）を主催。文部

科学省「心のノート」編集協力者委員。最近の著書『昔話と52のキーワードで学ぶ道徳の心』 
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◆家庭教育師養成基礎講座とは・・・◆ 

「家庭教育師養成基礎講座」は、広く家庭教育に関心をおもちの方々が選択受講していただけると同時に、日本家庭教育学会認定

「家庭教育師」資格を取得するための基礎ともなる講座です。本学の正科生又は科目等履修生となって受講すれば、学部の単位も修得

可能です（所定の時間数を受講し、試験に合格することが必要です）。修得した単位は、家庭教育師の資格申請要件の一部として数えら

れます。詳しくは 5ページをご参照ください。 

 * 所定の期間に出願して書類選考に合格すると正科生・科目等履修生になることができます。 

単位認定希望の場合は、次のA～D（各４講座セット）から2グループ（8講座）の受講で1単位が修得可能（最大2単位）。 

  A：1171～1174  B：1175～1178  C：1179～1182  D：1183～1186 （各4講座8,000円） 

 

1179 
13:00- 

14:30 

子どもの忍耐と勇気を育む 
子どもが物事に積極的に挑戦し、困難を克服しようとする強い生き方は、乳幼児期に育まれる

といわれています。忍耐と勇気を生み出す子どもの内面世界を考えてみます。 

1180 

1 月 21日 

（土） 

14:40- 

16:10 

子どもの自立と親の自立 
子どもが真に自立するためには親も自立しなければなりません。自立への歩みは親子相即で

す。青年期を取り上げてこの問題を考えてみましょう。 

水野 建雄 筑波大学哲学・思想学系教授を経て、現在八洲学園大学教授。筑波大学では人文学類と大学院研究科で西洋倫理思

想や倫理学を担当してきました。そして八洲学園大学では倫理学概論や倫理学的視点からの家庭教育に関する授業

を担当しています。 

1181 
13:00- 

14:30 

家庭と道徳性形成 

現代社会にみいだされる倫理的問題・課題の一端を確認するとともに、それらを解決・達成し

ようとするとき求められる道徳性の形成・発展に関して「家庭」が他の場との関係においてい

かなる位置を占めうるかについて考察します。 

1182 

1 月 28日 

（土） 

14:40- 

16:10 

いま育みたい徳について考える 

徳を育むことは、人を型にはめることではなく、人間としての善いあり方の独自の具体的なか

たちを実現することでありえます。それは、先達のあり方・生き方に価値や模範を見つつ、各

人でその人生に積極的な目標を掲げ、倫理的な価値を主体的に創出する営みでもありえるでし

ょう。そのような見方を、いくつかの徳目に即して吟味してみます。 

石井 雅之 1958年生。八洲学園大学教授。倫理学専攻。西洋古代・中世の倫理思想に関する研究をふまえて現代の倫理的諸

問題に考察を加えることを課題としています。著書：『西欧倫理思想概論』『正義感の育成』他。 

1183 
12 月 9日 

（金） 

18:30- 

20:00 

家庭での健康づくり 

明るい家庭は家族みんなが健康でいることが基本です。スポーツや運動で活力ある家庭をめざ

しましょう。健康づくりへのアプローチとして、食事、休養、運動などさまざまあります。こ

の講座では、運動実践を中心に概説します。 

1184 

12 月 16

日 

（金） 

18:30- 

20:00 

子どものスポーツ 

少年剣道教室での経験を中心に、子どもの運動やスポーツについて概説します。 

大石 純子  八洲学園大学准教授。剣道錬士六段。筑波大学体育専門学群卒業。筑波大学大学院修士課程体育研究科修了。体育

学修士。日本武道学会会員。身体運動文化学会常任理事。日本家庭教育学会常任理事。 

1185 
13:00- 

14:30 

遊びを通してみる子どもの成長 

現代の子ども達は十分に遊んでいるだろうか。子どもは遊びをとおして集団の中で成長し、想

像力を豊にし、工夫を身につける。遊びは人間形成に欠かせない要素である。本講座では「遊

びの意味」を多角的に考察する。 

1186 

1 月 14日 

（土） 

14:40- 

16:10 

高校生の進路と人生  

高校生は大人の前段階の中間的存在である。高校卒業後、人生の選択を迫られる。その大事な

時期をどう過ごすか、親の気遣いや励まし、対応はどうあるべきか。人生の分岐点における対

応について考えてみたい。 

中田 雅敏 八洲学園大学教授。早稲田大学教育学部国語・国文学科卒。目白大学客員教授等を経て現職。韓国韓瑞大学客員教

授、中国厦門大学客座教授、法務省人権擁護委員、日本家庭教育学会理事長。親学推進協会理事。俳号・水光。俳

誌『雅楽谷』主宰。著書『漂泊の俳諧師 小林一茶』『芥川龍之介-小説家と俳人』『高浜虚子 人と文学』他多数。 
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【申込方法】 
 

下記１か２のどちらかの方法で申込をお願いいたします。 

※お電話でのお申込は受付けておりません 

 

▼申込書のWordファイルダウンロード場所▼ 

本学ホームページトップ→「2011秋冬 エクステンション・公開講座」の「申込書」 

http://www.yashima.ac.jp/univ/extension/index.php 

 

 

 

u-yue@yashima.ac.jp へ申込書を添付し、メールにて送付してください。 
また、メールは以下のようにお願いいたします。 

 

【件名】公開講座受講申込 

【本文】本文には以下を記入してください 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

・氏名(フリガナ) 

・連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可) 

・ＰＣメールアドレス(携帯電話のメールアドレスは極力避けてください) 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

お手数をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い致します。 

 

 

 

    045-324-6961 へ送付してください。送付状は必要ございません。 

 

    なお、ＦＡＸの性質上細かい文字等は見難いことがございます。その際は確認のためにご連絡を

させていただくこともございますが、申込書からご連絡先が読み取れない場合はこちらからのご

連絡ができませんので注意してご記入ください。お手数をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほ

ど宜しくお願い致します。 

 

 

 

公開講座の最新情報はウェブサイトで！ 

 

ガイドブック未掲載の講座の開設情報など、公開講座に関する最新情報

は、本学サイト「エクステンション・公開講座」ページに、随時、掲載

いたします。 

    

検索サイトから･･･ 
                

１：「申込書」に必要事項を記入し、メール添付にて送付 

２：「申込書」に必要事項を記入し、ＦＡＸにて送付 

やしま学園大学 公開講座 検 索 
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平成２３年度秋開講『公開講座』申込書 

受 講 講 座 

講 座 記 号 
   受 講 講 座 名 

※単位認定講座で単位認定をご希望の方は右欄に○ 

単位認定 

希望 

受 講 方 法 

 
受 講 料 (税込) 

ライブ配信受講  
   来校受講   

円 

ライブ配信受講  
   来校受講   

円 

ライブ配信受講  
   来校受講   

円 

ライブ配信受講  
   来校受講   

円 

ライブ配信受講  
   来校受講   

円 

ライブ配信受講  
   来校受講   

円 

ライブ配信受講  
   来校受講   

円 

  合計金額 *受講料の合計金額を正確に記入してください。               円 

受 講 生 情 報 

 一般  八洲学園大学在学生 

 八洲学園大学卒業生  八洲学園大学教職員 
申 込 者 区 分 

太枠欄に○を記入。 
 八洲学園高等学校・八洲学園大学国際高等学校生徒 

 男性 （フリガナ） 

お 名 前 

 

 

性別 

太枠欄に○を記入。  女性 

ご 住 所 

都道府県から、マンション等にお住まいの方は建物名、室名などもご記入ください。 

〒   - 

 

 

メールアドレス（必須） 
緊急連絡等のため必ずご記入ください。 

 
携帯ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

緊急連絡等のためお持ちの方は必ずご記入ください。 

電話番号（必須） 
緊急連絡等のため必ずご記入ください。 

 
FAX 番号 

緊急連絡等のためお持ちの方は必ずご記入ください。 

ア ン ケ ー ト ＊当てはまるものに○又は下線を付してください 

生 年 月 日  西暦     年    月    日  （     歳） 

ご職業 
１．学生 ２．会社員 ３．団体職員・公務員 ４．会社経営・自営 ５．アルバイト・派遣社員 ６．主婦・主夫 

７．その他（                                             ） 

どんな分野の学習に 

興味をお持ちですか。 

1．歴史・博物館 2．文章表現・創作 3．日本文学 4．伝統文化 5．家庭教育・子育て 6．学校教育  

7．倫理 8．哲学 9．環境 10．外国語 11．NGO/NPO 12．経営 13．財務・金融 14．組織・人事  

15．法律・法務 16．中小企業経営 17．MBA 18．資格取得（                    ） 

本学の講座をどこで知

りましたか。 

1．本学ホームページ 2．インターネット（サイト名：                          ） 

3．友人・家族  4．ガイドブック（設置場所：                             ） 

5．車内広告  6．新聞（           新聞） ７．その他（                  ） 

 

■申込■ 八
や

洲
しま

学園大学ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ事務局 メール：u-yue@yashima.ac.jp （FAX 045-324-6961） 
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∥八洲学園大学 http://www.yashima.ac.jp/univ/                 
八洲（やしま）学園大学は、2004年に開学した正規の通信制大学です。 

日本で初めてインターネットを活用しての学位や国家資格の取得を実現しました。 

 

 学部・学科 

生涯学習学部生涯学習学科 生涯学習支援系／生涯マネジメント系／レジリエンス（成長性弾力）準系 

 

 

 開設科目 

《生涯学習支援系》 

生涯学習学・社会教育学、図書館学、博物館学、学校図書館司書教諭、以上各分野の科目群 

《生涯マネジメント系》 

経済学、会計学、経営学・マネジメント論、以上各分野の科目群。 

《レジリエンス準系》 

      才能発揮技法、事象の探究、など。 

    他に、家庭教育関係の専門科目・教養科目が履修できます。 

 取得可能な国家資格 

社会教育主事（任用資格）、図書館司書、博物館学芸員、学校図書館司書教諭（教員免許状取得者対象） 

 資格取得支援 

税理士、簿記、社会保険労務士 

 科目修得認証 

学習相談員基礎スキル科目修得認証、生涯学習科目修得認証、 

税財務・ファイナンシャルプランナー基礎スキル科目修得認証、仕事移動診断士科目修得認証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∥八洲学園大学エクステンションセンター 

八洲学園大学エクステンションセンターは、生涯学習学部と連携・協力しつつ、生涯学習社会の実現を目指して、公開講座の開

設と社会連携の推進を行っています。生涯学習社会実現に資する公開講座、生涯学習の学習内容にふさわしい公開講座の企画・

立案・実施に係る業務を遂行するとともに、地域社会や公共機関等が実施する公開講座に類する諸活動にも協力しています。 

 

 

八洲学園大学は、従来の通信教育とは異なり、時間的・空間的制約を排除した、全く新しい通信制大学です。

スクーリングはインターネットを通じたリアルタイムの双方向ライブ配信でどこからでも受講できます。 

この特長を活かし、皆様の幅広い学習ニーズにお応えし、生涯学習社会の実現に寄与しています。 

正科生（1年次）として入学された場合、４年間の学費合計は約110万円～（教科書代別）とリーズナブルな

設定です。 

図書館司書資格なら最短で半年間、約21万円～。博物館学芸員資格は最短1年間、約19万円～。社会教育主

事資格なら最短1年間、約19万円～。既に教員免許をお持ちの方は、学校図書館司書教諭資格も最短半年間、

約9万円～取得が可能です。これらの国家資格は教育訓練給付制度の対象ですので、教育訓練経費の20％（上

限10万円）に相当する額がハローワークから支給されます。 

八洲学園グループ 

学校法人八洲学園は、昭和 23 年に創立した学校法人です。 

現在では八洲学園大学のほか、自分に合った教育システムを探している人の為の 

通信制高校（八洲学園高等学校、八洲学園大学国際高等学校）、やしま学園高等専修学校、 

西日本柔道整復専門学校を全国に擁しています。 

 

レジリエンス（成長性弾力）とは、柔軟に問題を解決し、困難にぶつかっても、それを人間らしく乗り越えて 

さらに成長を図る力のことです。いま、各方面でレジリエンスを身につけた人材が求められています。 
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発
行

:

八
洲
学
園
大
学

八洲学園大学への道順ご案内
（横浜駅東口より徒歩10分）

横浜市営地下鉄「高島町」駅から 徒歩1分

横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島」駅から 徒歩５分

京浜急行「戸部」駅から 徒歩５分

八洲学園大学 http://www.yashima.ac.jp/univ

■お問い合わせ先

八洲学園大学エクステンションセンター事務局

〒220-0021 神奈川県横浜市西区桜木町 7-42

ﾒｰﾙ：u-yue@yashima.ac.jp
TEL：045-317-4401
FAX：045-324-6961

■電話受付時間

平日：9:00～21:30 （※9/30までは9:00～19:00）
土日祝日：9:00～17:00
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