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《文教大学シニアアカデミーについて》 

リカレント（recurrent）教育とは、学校教育を終えてからも個人の必要に応じて教育機関で再教育を

受けられる循環・反復型の教育システムです。埼玉県では県内や近隣の大学と協力して、埼玉県在住で

55 歳以上の方を対象に、生活の充実や社会参加のきっかけづくりの一つとして、リカレント教育に取り

組んでいます。 

文教大学では、地域からの学び直しのニーズに応えるため、平成 28 年度より埼玉県のリカレント教育

に協力し、学生と一緒に学ぶ「文教大学シニアアカデミー」を開講しています。 

 

1．応募資格 

埼玉県内在住で 55 歳以上の方 (2021（令和 3）年 4 月 1 日現在） 

 

2．開放授業科目 
 
● 開講期間：2021 年 4 月 8 日(木)～7 月 30 日(金) 

 

期間 科 目 名 担当教員 曜日 時限 時 間 

春
学
期
（
４
月
～
７
月
） 

音 韻 論 笠 原 園 子 火 2 10：50～12：20 

心理学概論 神 田 信 彦 木 2 10：50～12：20 

Gender Studies 糸 井 江 美 木 2 10：50～12：20 

Special Topics in Area   

Studies 
ラメイ・アレック 木 3 13：10～14：40 

国 際 理 解 教 育 手  嶋  將  博 金 2 10：50～12：20 

ヨーロッパ文化研究Ⅰ 山  川  智  子 金 3 13：10～14：40 

 

 

● 開講期間：2021 年 9 月 10 日(金)～2022 年 1 月 18 日(火) 

① 各科目の授業は全 15 回の予定です。 

② 受講した科目の単位は認定されません。 

③ 担当教員や講義内容、授業回数が変更になることがあります。  

期間 科 目 名 担当教員 曜日 時限 時 間 

秋
学
期
（
９
月
～
１
月
） 

ボランティア論 二 宮 雅 也 月 3 13:10～14:40 

語りの技法 八藤後 忠 夫 火 5 16:30～18:00 

生きがい論 神 田 信 彦 木 2 10:50～12:20 

Environmental Issues 糸 井 江 美 木 4 14:50~16:20 

演  劇  論 Ⅰ 青 木 祐 子 金 1 9:10～10:40 
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3．募集定員 
 各科目とも 10 名程度（但し、秋学期開講科目「語りの技法」は、5名以下の募集） 

 

4．受講制限 
受講科目数の上限は、年間 10 科目以内です。 

 

5．受講料等 
① 1 科目 10,000円   

② 一旦納入された受講料は、お返しできませんのであらかじめご了承ください。 

③ 教科書・教材等別途支払  

授業科目の概要(シラバス)に教科書・参考書についての記載がない場合も、必要になる事があります。

その場合は授業中に担当教員から説明があります。 

 

6．開催場所                                          
  （※授業がオンラインになった場合はご自宅で 

   ご受講いただきます。） 

文教大学 越谷校舎 

〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島 3337  
     
東武スカイツリーライン・東京メトロ日比谷線直通  

北越谷駅西口下車 徒歩約 10 分 

【お願い】駐車できるスペースがありませんので、 

     お車・バイク以外の交通手段をご利用ください。 
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7．受講申込・問合せ 

●新型コロナウィルス感染症対策のため、以下の点をご了承の上お申し込み願います。 

 ①地域の感染拡大状況によっては、シニアアカデミーの中止、オンライン（インターネット）授  

  業へ変更等の対策をとる場合もございます。 

 ②オンライン授業はご自宅で受講することになります。 

  受講にはパソコンやタブレット等の端末を使いインターネットに接続できる環境が必要です。 

  大学からの機材貸与はありませんのでご了承ください。なお、スマホでの受講は推奨しており 

  ません。 

 ③教室で受講の際は、健康調査のご提出やマスクの着用等、「新しい生活様式」に基づく本学の 

  方針に従っていただきます。 
 

（1）受講申込期間 

学 期 申 込 期 間 開 講 期 間 

春学期 2021 年 2月 1日(月)～3月 11 日(木)必着 2021 年 4月 8日(木) ～ 7月 30日(金) 

秋学期 2021 年 7月 1日(木)～8月 19 日(木)必着 2021 年 9月 10日(金)～2022 年 1月 18日(火) 

※ 各学期とも申込期間厳守でお願いします。春学期の申込期間中に秋学期の受講申込はできません。 

 

（2）申込方法   

     本書巻末にある「受講申込用紙」に必要事項を記入して、 郵送または FAX でお送りください。 

E-mailでお申込みの方は、下記の事項を漏れなく記入して、お送りください。 
 
① 氏 名、ふりがな 

② 性 別 

③ 年 齢(2021 年 4 月 1 日現在) 

④ 生年月日 

⑤ 郵便番号、住所 

⑥ 電話番号・携帯電話番号 (お持ちの方) 

⑦ E-mail (アドレスをお持ちの方) 

⑧ 希望受講科目(年間 10 科目以内) 
 

※ 電話での受講申込は受付けておりません。 

 

（3）選抜方法 

   定員を超える申込みがあった場合は、抽選により受講者を決定いたします。 

(ア) 春学期受講の可否については、3 月 22 日(月)までに申込者全員にご連絡いたします。 

(イ) 秋学期受講の可否については、8 月 24 日(火)までに申込者全員にご連絡いたします。 
 
 

（4）受講料の支払い  
① 受講可となった方には、受講料の振込用紙を送付いたします。 

② 振込用紙に記載されている指定期日までに、指定のコンビニエンスストアにてお支払いください。 

③ 必ずお送りした振込用紙をご使用ください。 

 (お送りした振込用紙をご使用にならない場合、ご入金の確認が出来ません。) 

 

（5）個人情報について   

申込時に記入していただく個人情報は、本学園個人情報保護基本方針に基づき、選考(受講までの

一連の業務に係る各種連絡通知を含む)及び受講開始後の修学・学籍に関する業務の為の利用以外に

は使用いたしません。   

個人情報保護基本方針： http://www.bunkyo.ac.jp/gakuen/privacy.htm 

 

 

 

http://www.bunkyo.ac.jp/gakuen/privacy.htm
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（6）受講のキャンセル 

   申込後に、都合により受講できなくなった場合は早めにご連絡ください。受講ができなくなった場合、

受講料等はいただきません。ただし、一旦納入された受講料につきましては返金することはできません

ので、あらかじめご了承ください。 

 

（7）その他 

     交通機関の「学割」利用の対象にはなりません。 

 

（8）申込み先 

文教大学 地域連携センター 

〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島 3337 

FAX： 048-974-8878  E-mail：kshougai@stf.bunkyo.ac.jp       
受付時間： 平日 9：00～11：30/12：30～16：30  土曜日 9：00～11：30 

 

（9）問合せ先 

  TEL：048-974-8811(代表：地域連携センターとご指名ください。) 
     0120-160-449（固定電話のみ対応） 
  または、上記、E-mailでお問い合わせください。 

※8 月 14 日（土）は地域連携センター夏期休業 
 

⇒埼玉県のリカレント事業についての問合せは 

埼玉県福祉部高齢者福祉課 総務・高齢企画担当：TEL 048-830-3263  FAX 048-830-4781   

                 埼玉県 大学の開放授業講座で検索 

 

◎授業を受ける方対象の説明会について 
 

授業開始前に説明会を下記の日程にて行う予定です。説明会では、シニア生証カードの交付、受講方法

の説明、図書館の利用方法について、校内見学を実施します。 

春学期 

日時：2021 年 4 月 7 日（水) 13：00～15：00 (目安)  

場所：文教大学越谷校舎   
 
秋学期 

日時：2021 年 9 月 8 日(水) 13：00～15：00 （目安） 

場所：文教大学越谷校舎 

  

mailto:kshougai@stf.bunkyo.ac.jp
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8．授業科目の概要（シラバス） 
こちらでも確認できます ⇒ http://www.bunkyo.ac.jp/guide/syllabus.htm 

 

科目名 音韻論 学年 3 

サブタイトル  

教員名 笠原 園子 連絡方法 manaba 個人指導コレクション 

授業概要 

音声学（１年次必修）と音韻論は互いに密接に関係しているので、音声学の基

本を復習しながら、音韻論という新しい学びとともに英語音声についての理

解を深めていく。 

到達目標 

1. 音声面から英語という言語をより深く理解することができる。 

2. 中学生、高校生に英語の発音を明示的に教えることができる。 

3. 自らの発音を向上させるために必要な知識を得ることができる。 

授業計画（1 回） 音声学と音韻論 

授業計画（2 回） 音素と異音 

授業計画（3 回） 英語の子音 

授業計画（4 回） 英語の母音 

授業計画（5 回） 英語の音節構造；聞こえ度、音素配列 

授業計画（6 回） 英語の音節構造；音節主音的子音 

授業計画（7 回） 英語のリズムと日本語のリズム 

授業計画（8 回） 語アクセント 

授業計画（9 回） 複合語アクセント 

授業計画（10 回） 等時性 

授業計画（11 回） 脚の構造 

授業計画（12 回） 強アクセント・リズム 

授業計画（13 回） イントネーション；音調群と核 

授業計画（14 回） イントネーションの文法的機能 

授業計画（15 回） イントネーションの談話的機能 

授業外での学修 

（予習・復習） 

予習では、テキストに出てきた専門用語のリストを作成したり、疑問点をまと

めておく。復習では再度ノートと教科書の見直しを行い、そのうえで疑問が残

れば図書館で調べたり、次回の授業で教員に質問できるようにまとめておく。  

その他詳細については、必要に応じ、授業内で説明を行う。 

授業外学修時間 
各回の授業に対し、授業計画に従ってテキスト部分の予習に 2 時間程度、取

り上げられた内容の復習に 2 時間程度の復習を行うこと。 

フィードバック 最終授業で解説をおこなう。 
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テキスト 
English Phonetics and Phonology - an introduction, 3rd ed., 2019, Philip 

Carr, Wiley-Blackwell. 

 

参考書 

 

授業中に紹介する。 

受講生へのメッセ

ージ 

この授業を履修するにあたって以下の条件を満たしているか確認してくださ

い。 

１．英語音声学をはじめとする英語学の基本的な知識を十分に持っている。 

２．話のロジックを追うことができる（論理的思考力を持っている）。 

３．受講にあたり基本的なマナーを守ることが出来る。 

 

英語という言語を音声面から深く理解していく楽しさを皆さんと共有したい

と思います。 

実務経験のある教

員に関する情報 

会議通訳者としての経験をふまえ、社会で使われる英語の実際について言及

する。 
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科目名 心理学概論 学年 1 

サブタイトル  

教員名 神田 信彦 連絡方法 kanda@koshigaya.bunkyo.ac.jp 

 

 

授業概要 

心理学の領域は多岐にわたるが、本講義では心理学のなりたち、主要な基本

概念、考え方や主な領域を紹介する。それらはさまざまな状況での人間の振

る舞いを理解するための枠組みとなる。また、心理学を学び、それを通じて

人間を研究しようとする者に求められる態度やあり方にも言及する。 

到達目標 

(1) 心理学のなりたちについて理解し説明できる。 

(2) 心理学の諸領域について理解し、説明できる。 

(3) 心理学の基礎概念を理解し説明できる。 

(4) 人の心の基本的な仕組みや働きの考え方や理論を理解し説明できる。 

(5) 心理学の研究方法について理解し、説明できる。 

授業計画（1 回） 

授業の進め方に関するオリエンテーション心理学とは何か 

・心理学の歴史とさまざまな視点 

・研究方法 

・倫理 

授業計画（2 回） 

自己と社会との関係の理解（１） 

・対人関係を動機づけるもの 

・人が社会と自分をとらえる仕組み 

授業計画（3 回） 
自己と社会との関係の理解（2） 

・他者と集団の影響 

授業計画（4 回） 

心と行動の発達（1） 

・発達の考え方 

・発達研究の方法 

授業計画（5 回） 

心と行動の発達（2） 

・私たちの発達の過程行動の獲得（1） 

・古典的条件づけ 

授業計画（6 回） 

行動の獲得（2） 

・オペラント条件づけ 

・社会的学習理論 

授業計画（7 回） 言語と思考 

授業計画（8 回） 感情 

授業計画（9 回） 人格と動機づけ 

授業計画（10 回） ストレスとメンタルヘルス 

授業計画（11 回） 記憶と認知の仕組み 

授業計画（12 回） 感覚のしくみ 

授業計画（13 回） 知覚の仕組み 

授業計画（14 回） 行動の生物的基盤と仕組み（1） —神経系の構造と機能— 

授業計画（15 回） 行動の生物的基盤と仕組み（2） —脳と行動— 

mailto:kanda@koshigaya.bunkyo.ac.jp
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授業外での学修 

（予習・復習） 

2 回目以降の授業では、事前に配布する資料の該当回の部分に目を通し、そ

の概要を把握するとともに疑問点があれば、授業時に質問すること。 

授業後の復習を必ず行い、その回の授業の理解度を確認するとともに疑問点

があれば、自分で調べ、不明であれば次回授業時に質問すること。 

授業外学修時間 予習には 1 時間程度をあてること。復習については最低 3 時間をあてること。 

フィードバック 

定期試験については、試験前に出題の方針を提示する。また各自が問題を持ち

帰り自己採点ができるようにするとともに、必要に応じ知識の修正を行うよ

うに図る。これをもってフィードバックに代える。 

テキスト 資料を配付する。 

参考書 授業時に随時紹介する。 

受講生へのメッセ

ージ 

受講生が講義に関する質問や自分の見解等を授業時に積極的に述べることを

期待する。聴講生・科目等履修生の聴講：可 
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科目名 Gender Studies 学年 3 

サブタイトル  

教員名 糸井 江美 連絡方法 itoi@bunkyo.ac.jp 

 

 

 

 

授業概要 

Gender issues and discrimination play an important part in every social 

problem everywhere. Students begin s with a review of the history of 

women's studies and gender concepts held throughout history by various 

societies. Students will study and research into how racial discrimination, 

social rank, sexual impulses, nationalism and gender are related while 

taking up concrete examples in various countries including Japan. 

ジェンダーは社会のあらゆる問題と関係がある。この授業では女性学の歴史、

及びジェンダー概念について学ぶことから始める。つぎに、人種差別、階級、

セクシャリティ、ナショナリズムとジェンダーがどのように関係しているか

について、日本をはじめ諸外国の例を具体的に取り上げながら考える。 

到達目標 

ジェンダー・スタディーズが取り扱う分野を広く知り、歴史、地理、社会、生

物などの多様な学問分野からの切り口に触れる。グローバルな視点からの洞

察と日本におけるごく身近な問題としての視点を培う。自らの問題として捉

え、改善にどのように関わっていけるかを模索する。 

授業計画（1 回） オリエンテーション： 授業概要の説明、課題の説明など 

授業計画（2 回） 

ジェンダー・スタディーズの理論 

フェミニズム理論 

国際的な人権確立について 

授業計画（3 回） 

日本における教育 

学校文化 

性教育について 

授業計画（4 回） 結婚制度 性別分業 について日本と諸外国の比較 

授業計画（5 回） 言語とジェンダー 言葉づかい 女言葉 男言葉 

授業計画（6 回） ジェンダーと労働問題 法律の整備について 

授業計画（7 回） 生物としてのジェンダー 性転換 染色体異常 

授業計画（8 回） スポーツの世界におけるジェンダー問題 身体能力 

授業計画（9 回） セクシャル・マイノリティ   差別、法律、人権にかかわる問題 

授業計画（10 回） 芸能界とジェンダー 性の商品化 

授業計画（11 回） 宗教とジェンダー 

授業計画（12 回） 学生の発表     世界のジェンダー問題 

授業計画（13 回） 学生の発表     日本が抱えるジェンダーの諸問題 

授業計画（14 回） 学生の発表     未来の展望について 

授業計画（15 回） 学期の総括と振り返り。課題の再確認。 

mailto:itoi@bunkyo.ac.jp
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授業外での学修 

（予習・復習） 

 

課題として出された記事や原稿を読み、大意を把握しておく。発表がある場合

はその準備を行う。 

授業外学修時間 

各回の授業に対し、授業計画に従って各テーマに関する内容把握や発表準備

に 2 時間程度、取り上げられた内容や自分が発表した内容（発表のやり方を

含め）を内省すること等に 2 時間程度の復習を行うこと。その他詳細につい

ては、必要に応じ、授業内で説明を行う。 

フィードバック 各学生の発表終了後に主に口頭で講評する。 

 

テキスト 

 

授業中に指示をする。配布プリントなどを使用。 

参考書 

「よくわかるジェンダー・スタディーズ」ミネルヴァ書房 2,600 円千田有紀 他 

 

ジェンダー論をつかむ 有斐閣 2,090 円 ISBN-10: 4641177163 

受講生へのメッセ

ージ 

身近な問題として捉えながら学びましょう。将来がより良い世の中になる為

に行動することも必要です。  
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科目名 Special Topics in Area Studies 学年 4 

サブタイトル Survey Class on Climate Change 

教員名 ラメイ アレック ラッセル 連絡方法 
arukuramen@gmail.com 又は外国

語学科準備室 

 

 

 

 

 

 

授業概要 

Climate Change is the biggest existential threat of our generation and 

affects every aspect of our lives. This class will discuss the breadth of 

climate change by discussing the geographical and topical significance of 

this massive problem. This class differs from the fall class titled, 

"Environmental Issues" for the following reasons. 

1. It is taught completely in English 

2. It focuses on human causes for climate change and will focus less on 

biological effects 

3. It includes a final project focusing on a student-initiated solution to a 

local environmental problem 

4. It is taught in an on-demand/realtime format 

 

Classes will proceed in a 2 to 1 ratio of video assignments to realtime 

class. In other words, there will be one class in person (probably on the 

computer) proceeded by two classes on-demand (with quizzes). This will 

begin again with another real-time course followed by two more on-

demand courses. 

 

 

 

 

 

 

 

到達目標 

Students will learn about the gravity of climate change, what they can 

do to help lesson the impacts of climat e change in our changing world, 

and how they should prepare for its uncertain future. Concretely 

speaking, at the end of this course students will have reinterpreted some 

of their life habits and taken significant steps at a ffecting change. Some 

examples of this might include: 

 

1. Changing the way they commute to school/work 

2. Begin composting 

3. Decrease their dependency on plastics 

4. Increase the green in their home or office 

5. Change their consumer habits 

 

 

 

 

 

授業計画（1 回） 

(Realtime class) Orientation: Module 1 on Climate Change effects 

1. Introduce Manaba, the syllabus and the expectations of the course 

2. Introduce study.com and how to do research for this class 

3. Explain the expectations of assignments and reports 

4. Explain On-demand and how the hybrid nature of the course 

5. Discuss the final project of the class 

6. Discussion about the Corona virus pandemic and how it is related to 

climate change 

7. Discussion about student's knowledge about climate change 

 

 

授業計画（2 回） 

Module 2 on Climate Change effects: 

This class discussion will include the following: 

1. Discussion on an assigned video (made by the instructor) 

2. Completion of a quiz 

mailto:arukuramen@gmail.com
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授業計画（3 回） 

Module 3 on Climate Change effects: 

This class discussion will include the following: 

1. Discussion on an assigned video (made by the instructor) 

2. Completion of a quiz 

3. Reflection paper on modules 2 and 3 on climate change effects 

授業計画（4 回） 

Realtime Class (2): 

In today's class we will review some of the main points of Climate Change 

effects and have a discussion about some of the most salient points from 

videos. We will watch parts of a movie on climate change (Planet of the 

Humans), a book on human evolution (Sapiens) and more on a book on 

Climate Change ("The Uninhabit able Earth"). We will end class 

discussing about the next two on-demand modules. 

授業計画（5 回） 

Reading Reports on Climate Change. 

There will be a video uploaded to manaba introducing several newspaper 

articles on climate change. The student will choose 3 of them to make a 

video for their classmates. Editing is expected. 

授業計画（6 回） 

Your assignment today is to watch 3 of the videos from your classmates and 

write a reflection paper on them. These papers will be used next real-time 

class to inspire discussion. 

授業計画（7 回） 

Realtime class 3: 

Today I will discuss your reflection papers on your classmate's videos. After 

this, we will discuss about your first essay assignment. Finally, we will 

begin to discuss some solutions we can take to fight against climate change. 

授業計画（8 回） 

First paper due. 

Your first paper will be due tonight. Today's class will be for individual 

consultation for only students who need it. 

授業計画（9 回） 

Enacting Change Module 1: 

Today students will watch a video (by the instructor) about enacting 

change. Many solutions will be introduced. After watching this video there 

will be a quiz to test your comprehension. 

授業計画（10 回） 

Realtime Class 4: Enacting Change Module 2 

Today students will choose three of the topics introduced in last class and 

do further research. They will be required to submit a paper by next week. 

The first part of today's class will be spent on reviewing the articles  

introduced and discussing the significance and implications of these 

environmental 'solutions'. The last 30 minutes will be open for consultation 

on paper #2. 

授業計画（11 回） 

Final Projects Module 1: 

Today, students are required to watch a video (made by the instructor) 

about various ways they might enact change. Then, they are to post their 

comments onto the Manaba threat to start a conversation. Each student 

will be required make an original post and comment on at least two other 

student's posts. 
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授業計画（12 回） 

Final Projects Module 2: 

Judging by your posts from last week, I will make groups for final projects. 

It is your job to contact your group members and have a discussion about 

some ways you can enact change in your daily life. From then, you will write 

a reflection paper about your discussion. 

授業計画（13 回） 

Realtime class 5: Final Projects Module 3 

In today's class, your group is to present a short introduction about how 

each member is to enact change in their daily life. You will also choose 

which way you want to be evaluated on this project. 

授業計画（14 回） 

Progress report: 

Students will submit a progress report on their final project. This will be in 

place of class. 

授業計画（15 回） 

Students will submit either a group video or paper discussing their project. 

These will be compiled into a video or written portfolio and posted on the 

University website. A grade will be given in accordance with the quality. If 

necessary, students will need to make corrections before uploading to the 

internet. 

 

授業外での学修 

（予習・復習） 

Students will be required to write short reflection papers on lectures and 

at the end of the class be required to write an essay on one of the topics of 

climate change. 

 

授業外学修時間 

This class will take preparation and review time of between 60-90 minutes 

a class. This includes writing a final paper of 800 words and reviewing for 

the final test. 

フィードバック 
Feedback will be given in class during discussion, on reflection papers, 

essays and on their final project. Feedback will be passed out via Manaba. 

テキスト 
There is no text, but students should have a working knowledge of 

Manaba, which will be used to upload material. 

参考書 Nothing 

受講生へのメッセ

ージ 

Climate Change will effect every part of our lives, so the sooner we learn 

how to deal with it, the more potential there is to fight its affects in a 

positive manner. 

実務経験のある教

員に関する情報 

According to the severity of the Corona virus, there is a potential to meet 

in person instead of realtime. However, on-demand classes will remain on-

demand regardless of the state of the Corona virus. 

  

 ※この科目は、英語で授業を行います。 
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科目名 国際理解教育 学年 1 

サブタイトル ~共に生きるグローバルな社会をめざして~ 

教員名 手嶋 將博 連絡方法 mteshima@bunkyo.ac.jp 

授業概要 

 ユネスコが提起した国際理解教育は、平和・人権・民主主義をキーワードとし

て、多文化社会に生きる人間の育成をめざす教育として提唱されてきた。この基

本的考え方に基づき、日本における国際理解教育は、(1)異文化や、異なる文化

の人々を受容し「共生」する力、(2)自らの伝統・文化に根ざした自己の確立、

(3)自ら発信し行動する力、といった諸能力を涵養する教育として期待されてい

る。 

 本講義では、国際理解教育の基本的な概念や内容を学習しながら、その最も重

要な要素としての「共生」について学ぶ。国際理解教育は、体験型ワークショッ

プやアクティブラーニング等を通して、各分野や用語、カリキュラム等の基本、

国際理解教育の意義や今後の課題、理論・実践について学習する。 

到達目標 

到達目標： 

1. 国際理解教育の様々な内容や体験型学習を通して、異文化理解・自文化理解・

コミュニケーション能力等について基本的な知識や考え方を理解する。 

2. さらにそれらを発展させた国際交流・グローバル教育・人権教育等の関連す

る教育分野についても理解を深め、現代社会における様々な事象を多面的に

捉え、省察することができる。 

3. 国際理解教育の究極の目標である「共生」の意義や考え方を理解し、国際化

に対応するために必要な素養を身に付ける。 

授業計画（1 回） 1. 国際理解教育序説ー「グローバリゼーション」と「国際化」の定義ー 

授業計画（2 回） 2. 国際理解教育の目標ーグローバリゼーションと多文化共生ー 

授業計画（3 回） 3. 「共生をめざす教育」の理論と実践－外国人児童生徒等の事例から－ 

授業計画（4 回） 
4. 異文化コミュニケーションと日本文化ー授業実践にみるコミュニケーション

と文化の学習ー 

授業計画（5 回） 5. 比較と特定化を通した異文化・自文化理解ー文化概念と日本文化の本質ー 

授業計画（6 回） 
6. 多文化社会におけるイメージと認識ーつくられる「現実」・差別と偏見の構造

ー 

授業計画（7 回） 7. 日本人と外国人ー「ウチ」と「ソト」はどこで分けられるのかー 

授業計画（8 回） 8. マジョリティとマイノリティー多文化社会の構造と日本の学校の課題ー 

授業計画（9 回） 9. 多文化共生と社会統合のあり方ー文化理解から多文化共生へー 

授業計画（10 回） 
10. グローバル社会に生きるための資質の形成ーグローバリゼーションの「学

び」に必要なことー 

授業計画（11 回） 
11. グローバリゼーションと授業実践ー「もし世界が 100 人の村だったら」「貿

易ゲーム」等を事例にー 

授業計画（12 回） 
12. グローバリゼーションと持続可能な開発目標（SDGs）ーSDGs の意義と主

体的・横断的な学びー 

授業計画（13 回） 
13. 持続可能な開発目標（SDGs）の授業実践ー持続可能な社会を生きるための

資質能力形成ー 

授業計画（14 回） 
14. グローバル社会に生きるーグローバルな資質としての外国語コミュニケー

ション能力ー 

mailto:mteshima@bunkyo.ac.jp
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授業計画（15 回） 15. まとめー多文化共生社会への変革と未来ー 

授業外での学修 

（予習・復習） 

1.予習…テキストの次回授業の該当箇所や、次回の授業で使用する資料等をあら

かじめ読んでおき、理解しづらい個所や不明な個所、課題と思われる箇所を見つ

けて、説明を聴いて確認したり、授業で質問したりできるように準備をしておく

こと。 

2．復習…授業で配布するレジュメや資料を用いて、講義から学んだ基礎知識の

復習・定着を行う。 

②アクティブラーニングにおいて意見交換・討論を行い、自分の考えをまとめた

ワークシート（授業終了時の学習の振り返り）作成が宿題となっている場合はそ

れを行い、次回授業の冒頭で提出。 

③返却されたワークシートは他の資料同様に全て保管し、自分の考えの変容を

フィードバックし、再構成するために読み返すこと。 

授業外学修時間 

 授業計画に従って、事前に次回の授業内容に関するテキストや参考図書を読

んでくるために、2 時間程度の予習を行う。 

 授業後は、授業で使用したレジュメや資料を用いて、講義から学んだ基礎知識

の復習・定着を行うとともに、授業の振り返りのワークシートを作成するため、

2 時間程度の復習を行う。 

 その他の詳細については、必要に応じ、授業内で説明を行う。 

フィードバック 

 授業の最後の 10 分程度で、受講者相互による学習の振り返りの意見交換を行

った後、宿題で作成してきたワークシートを、次回の授業時冒頭に提出させ、コ

メントや評価を付けて返したり、いくつかの代表的な意見をコピーして配布、あ

るいはコースパワー上からダウンロードできるようにし、様々な意見を概観し

ながら、受講者がお互いの知識を広げたり、深めたりできるようにする。 

テキスト 

＊松尾知明著、『多文化共生のためのテキストブック』、明石書店、2011 年、2520

円、ISBN:978-4-7503-3450-9  その他、毎回、授業内容に応じた資料を配布す

る。 

参考書 

＊佐藤郡衛・佐藤裕之（編著）、『「共に生きる子ども」を育てる国際理解教育』、

教育出版、2006 年、2,420 円、ISB N:978-4316801568 

＊開発教育協会編、『ワークショップ版 世界がもし 100 人の村だったら＜第 5

版＞』、2016 年、2,200 円、ISBN:978- 4877732233 

＊北村 友人・佐藤 真久・佐藤 学編著、『SDGs 時代の教育:すべての人に質の

高い学びの機会を』、学文社、2019 年、3,300 円、ISBN:978-4762028755 

その他、授業内容に応じて随時紹介する。 

受講生へのメッ

セージ 

 本講義は国際理解教育の基本的な概念や内容を学習しながら、体験型ワーク

ショップやアクティブラーニング等を通して、その最も重要な要素としての「共

生」の考え方について学んでいきます。 

 本講義での学習は、今後、2 年次の「異文化理解教育」や 3 年次の「国際理解

教育の研究」における参加型の体験授業・ワークショップ等の具体的な授業実践

へ、さらに、大学院教育学研究科の「国際理解特論」における、学術的な国際理

解教育の研究へと発展し、受講者の「国際的資質」を段階的に深められるよう構

成されています。 
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科目名 ヨーロッパ文化研究Ⅰ 学年 2 

サブタイトル ドイツ語圏を中心としたヨーロッパの事情 

教員名 山川 智子 連絡方法 初回授業時にお伝えします。 

授業概要 

ヨーロッパ文化について幅広く学び、問題意識を深め、日本と日本文化を相対

的に考えるための思考力を身につける。言語、文化、教育政策、文学、芸術な

どを扱う。歴史的、地理的背景の異なる地域について学びながら、相違点とと

もに本質的な共通点も探る。グローバル化した現代において、ヨーロッパで直

面する課題は日本にとっても無関係ではないことを理解していく。東アジアの

なかの日本とヨーロッパについて、大局的に物事を考える能力を身につけるこ

とを目標とする。 

到達目標 

この授業をとおして、現代ヨーロッパを、言語、文化、教育政策、文学、芸術

といった、幅広い視点から捉えられるようになります。歴史的、地理的背景の

異なる地域の文化を知ることで、自分の文化を相対的に考え、問題意識を深め

ることができます。 

授業計画（1 回） 授業の案内 

授業計画（2 回） ドイツ・ヨーロッパに関する映像資料の紹介 

授業計画（3 回） ヨーロッパにおける言語教育の歴史と現状 

授業計画（4 回） 現代ヨーロッパの言語教育の理論ー「複言語・複文化主義」 

授業計画（5 回） 独仏関係とヨーロッパ統合ー歴史的変遷 

授業計画（6 回） ヨーロッパ各国の教育制度 

授業計画（7 回） ヨーロッパの高等教育の変遷 

授業計画（8 回） ドイツの教育制度ー日本との比較 

授業計画（9 回） ドイツの環境政策、食文化、生活習慣 

授業計画（10 回） ドイツ語圏地域における文学の役割 

授業計画（11 回） ドイツの歴史教育 

授業計画（12 回） ドイツの政治教育 

授業計画（13 回） 日独交流史 

授業計画（14 回） 日本の近代化とヨーロッパ 

授業計画（15 回） 

授業のまとめと振り返り 

 

※場合により、授業予定、日程の変更もあります。 

授業外での学修 

（予習・復習） 

授業で紹介した資料を読み込み、それぞれの点に関して、自分自身の考えを持

てるようにしてください。 
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授業外学修時間 

各回の授業に対し、授業計画に従い、授業資料を読み込み、疑問点を明確にす

るための予習に 2 時間程度、授業で取り上げられた資料全体を読むこと等に 2

時間程度の復習を行うこと。その他詳細については、必要に応じ、授業内で説

明を行う。 

 

フィードバック 毎回記入するリアクション・ペーパーのコメントを参考にし、次回以降の授業

を組み立てていく。 

 

テキスト 

 

毎回資料を配付します。 

 

参考書 

 

適時、紹介します。 

受講生へのメッセ

ージ 

日ごろから国内・国外のニュースに目を向け、何ごとにも好奇心を持って取り

組んでいってください。 学生から教員への連絡方法は初回授業で伝えます。 
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科目名 ボランティア論 N 学年 2 

サブタイトル 現代社会におけるボランティアの諸相 

教員名 二宮 雅也 連絡方法 ninomi-m@koshigaya.bunkyo.ac.jp 

授業概要 

現代社会では、災害ボランティアや福祉ボランティアといった社会的課題の

克服をサポートする活動から、スポーツや音楽などの各種イベントを支える

ボランティア、地域再生といった「まちづくり」を支えるボランティアまで多

岐に及んでいる。この授業では、さまざまな場面でのボランティア活動事例を

教材としながら、現代社会における活動の意味を考える。その動機や活動の本

質はどこに見いだせるのだろうか。授業では、理論的側面からのアプローチで

はなく、実際に活動を体験・実習しながら、ボランティア活動の本質に迫るこ

とを目的としている。そうした経験を踏まえて、活動する主体（送り手）と客

体（受けて）のそれぞれの立場を考えながらボランティアを考察する。 

到達目標 
現代社会とボランティアの関係性に対し、社会を取り巻く構造的な理解を含

め多角的な観点から考察ができるようになること。 

授業計画（1 回） ボランティアとは何か？ 

授業計画（2 回） ボランティアの本質的理解 

授業計画（3 回） 現代社会とボランティア（多様化するボランティア活動） 

授業計画（4 回） 
ネオリベラリズム（新自由主義）とアウトソーシング化（NPO,NGO そして

ボランティア） 

授業計画（5 回） 障害の理解とボランティアの実際 

授業計画（6 回） ボランティア事例—学生災害ボランティア— 

授業計画（7 回） ボランティア事例—災害ボランティアとコミュニティ FM— 

授業計画（8 回） ボランティア事例—災害ボランティアと NPO— 

授業計画（9 回） ボランティア事例—まちづくりとボランティア— 

授業計画（10 回） ボランティア事例—スポーツボランティア— 

授業計画（11 回） ボランティア事例—コミュニティカフェ— 

授業計画（12 回） 障害者スポーツを支えるボランティア 

授業計画（13 回） ボランティア活動体験報告 

授業計画（14 回） ボランティア体験報告 

授業計画（15 回） ボランティアの未来 

mailto:ninomi
mailto:-m@koshigaya.bunkyo.ac.jp
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授業外での学修 

（予習・復習） 

予習、復習としては、講義毎に紹介する講義に関連する資料や文献を学習（復

習）しておくこと。 

 

授業外学修時間 
各回の授業に対し、次回授業の内容に関して 2 時間程度の予習、また各回で

扱った授業内容に関して 2 時間程度の復習を行うこと。その他詳細について

は、必要に応じ、授業内で説明を行う。 

フィードバック 授業に関する全ての質問に対し、直接、あるいはメール等で回答する。 

テキスト 授業中に指示する 

 

 

 

参考書 

身体と教養ー身体と向き合うアクティブ・ラーニングの探求 山本敦久  編

ナカニシヤ出版 ボランティア化する社会と身体：大学生を取り巻くボラン

ティアの状況（二宮雅也）ISBN 9784779510601 

 

スポーツボランティア読本 「支えるスポーツ」の魅力とは？ 二宮雅也 

悠光堂 ISBN：978-4-90687 3-84-5 

 

受講生へのメッセ

ージ 

ボランティア活動の本質を理解するために活動を実際に経験してもらいま

す。既にサークル等で活動をされている方はそれを代替することもできます。

活動する場や機会が無い人には、それを紹介します。 

聴講生・科目等履修生受講  可否：可 

実務経験のある教

員に関する情報 

日本財団ボランティアサポートセンター参与としての実務内容を講義に含

む。 
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科目名 語りの技法 学年 2 

サブタイトル からだはことばを拒絶し、ことばはからだを掴まえる 

教員名 八藤後 忠夫 連絡方法 yattoko@bunkyo.ac.jp 

 

 

 

授業概要 

教師にとって、児童・生徒・他の教員とのコミュニケーションとは何か？こ

とばの力を考え、実践するいわば”レッスン”の場である。教育実践の土台は

一方では「科学」によって形成される。しかし教育現場は予測を超えたまさ

にアドリブの世界。実践はからだの「動き」と「所作」によって決まる。愛

と情熱では優れた教育実践はできないが、理論だけでもダメであろう。その

双方をつなぐための授業である。その意味からも「からだ」と「ことば」は

同一のものであることを実感してもらいたい。 

到達目標 

1） ことばとからだの繋がりに関して理解ができる 

2） その理解をもとに実際にからだを動かし，体感できる 

3） 体感できたことをことばで表現することができる 

授業計画（1 回） 1.オリエンテーション・講義／この授業の目的は何か？ 

授業計画（2 回） 
2.からだをほぐす・その方法／理論と実技／その 1；ボディーワークの実践か

ら”自分の硬直性”を自覚する 

授業計画（3 回） 
3.からだをほぐす・その方法／理論と実技／その 2；ボディーワークの実践か

ら”コミュニケーション”とは何かを考える 

授業計画（4 回） 
4.からだをほぐす・その方法／理論と実技／その 3；「ことばとからだ」を考え

る 

 

授業計画（5 回） 

5.謡う（歌う）・叩く・踊る／実技／その 1；木遣りうたを音符なしで歌い、和

太鼓を楽譜なしで叩く、必然とからだが動くか？ 

 

授業計画（6 回） 

6.謡う（歌う）・叩く・踊る／実技／その 2；木遣りうたを音符なしで歌い、和

太鼓を楽譜なしで叩く、必然とからだが動くか？ 

授業計画（7 回） 
7.謡う（歌う）・叩く・踊る／実技／その 3；グループごとに即興で創作し、表

現としての発表を行う 

授業計画（8 回） 
8.「語り」とは何か？／理論と実技／その 1；日本の大衆芸能・新内（しんな

い）語りを体験する 

授業計画（9 回） 
9.「語り」とは何か？／理論と実技／その 2；日本の大衆芸能・新内（しんな

い）語りを体験する 

授業計画（10 回） 
10.「語り」とは何か？／理論と実技／その 3；新内（しんない）語りから「素

読」「朗読」のレッスンへと 

授業計画（11 回） 11.「語る」ことの意味 

授業計画（12 回） 12.実際に語ってみる（語りとしての民謡や童謡を歌う） 

授業計画（13 回） 13.実際に語ってみる-2（詩の朗誦） 

授業計画（14 回） 14.身体・ことば・表現 

授業計画（15 回） 15.まとめ・総合討論 

授業外での学修 

（予習・復習） 

1） 授業で配布された資料の復習を行う 

2） 授業で紹介された論文や著書を可能な限り読む 

mailto:yattoko@bunkyo.ac.jp
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授業外学修時間 

各回の授業に対し、配布資料に対する予習・復習を 2 時間程度行う、また実技

（レッスン）課題の練習に対して 2 時間程度の予習・復習を行うこと。その他

詳細については、必要に応じ、授業内で説明を行う。 

フィードバック 
1） 指示された「著書」「論文」「映像」等を講義時間外に確認し閲覧する． 

2） レッスン課題の不足分を講義以外で練習する． 

テキスト 資料を配付する 

参考書 授業中に指示する 

受講生へのメッセ

ージ 

「しなやかな”こころ”と”ことば”」について一緒に「動きながら」考えたい。

なお、外部講師の関係で授業の順番が変更となることがある。また、地域連携

センター・シニアアカデミー受講生の方々の参加も予定している。 

2020 年度は新型コロナウイルス感染防止のため、特に実技部分に関してはオ

ンライン（オンデマンド型）授業で行った。この状況が続く場合には 2021 年

度も同様の授業となる予定である。 
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科目名 生きがい論 学年 3 

サブタイトル  

教員名 神田 信彦 連絡方法 kanda@koshigaya.bunkyo.ac.jp 

 

 

授業概要 

「生きがい」は何かと問われて戸惑う人も多い。「ある」という人々でもそ

の内容はしばしば異なる。本講義では「生きがい」とは何かを幾つかの視

点から捉え、私たちが生き、生活する中で「生きがい」はどのように位置

づけられるかを検討する。また、生きがいと関係するとされる「幸福」と

の関係について考える材料とすべく「幸福論」についても検討する。 

 

 

到達目標 

(1) なぜ「生きがい」が注目されるのか自分の考えを述べることができる。 

(2) 「生きがい」とはどのようなものか一般的な考え方を説明できるととも

に自分の考えを述べることができる。 

(3) 「生きがい」に関するさまざまな視点を理解し、説明でき、比較検討で

きる。 

(4) 日本人の「生きがい」という語の扱いの歴史を説明できる。 

(5) 「生きがい」と「幸福」との関連について自分なりの視点で考え説明で

きる。 

授業計画（1 回） 授業の進め方に関するオリエンテーション／諸調査見る現代人の生きがい 

授業計画（2 回） 高齢者福祉や生涯学習と生きがい 

授業計画（3 回） １９６０年代末からみられた生きがい論ブームとその背景 

授業計画（4 回） 明治期から第二次世界大戦までの生きがいの扱われ方 

授業計画（5 回） 江戸時代以前の生きがいの扱われ方 

授業計画（6 回） 生きがいの語の成り立ちと意味 — 梅棹忠夫の考え方とその検討 — 

授業計画（7 回） 神谷美恵子の生きがい観(1) — 生きがいを形作るもの — 

授業計画（8 回） 神谷美恵子の生きがい観(2) — 生きがいの役割とはたらき — 

授業計画（9 回） 見田宗介の生きがい観 

授業計画（10 回） 和田修一の生きがい観 

授業計画（11 回） 梅棹忠夫の生きがい観／清水幾多郎の生きがい観／宮城音弥の生きがい観 

授業計画（12 回） 小林司の生きがい観／日野原重明の生きがい観 

授業計画（13 回） 
その他の論者の生きがい観 —中村元、塩尻公明他—／諸家の生きがい観の

比較検討 

授業計画（14 回） 生きがいを考えるヒント(1) — ヒルティの幸福論／アランの幸福論 — 

授業計画（15 回） 生きがいを考えるヒント(2) — ラッセルの幸福論／三谷隆正の幸福論 — 

mailto:kanda@koshigaya.bunkyo.ac.jp
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授業外での学修 

（予習・復習） 

授業を受けるにあたり、事前に配布される資料に目を通し、内容を理解する

と共に疑問点や自分の観点を明確にしておくこと。 

各回の授業終了後は、当該回の授業内容を振り返るとともに自分の考えを整

理しまとめること。 

授業外学修時間 
予習に最低 1 時間をあて、復習には関連する文献に目を通すことも含め最低

3 時間の時間を当てること。 

フィードバック 

小レポートに関しては、よく書かれているもののポイントを後日の授業で紹

介する。 

定期試験に関しては、問題を持ち帰り自己採点を行なえるようにし、誤答が

あれば問題の捉え方や知識の修正を図れるようにする。これによってフィー

ドバックに代える。 

 

テキスト 

 

資料を配付する。 

参考書 授業中に指示する。 

受講生へのメッセー

ジ 

受講生が講義に関する質問や自分の見解等を授業時に積極的に述べること

を期待する。   

聴講生・科目等履修生の聴講：可 
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科目名 Environmental Issues 学年 3 

サブタイトル 身近な環境から地球規模の環境: 

教員名 糸井 江美 連絡方法 itoi@bunkyo.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

授業概要 

Students will consider environmental problems from the point of view of ethics 

as well as studying the damage environmental problems cause our society and 

our globe. Students will develop their basic ways of thinking through research 

in order to consider what actions should be taken to protect the environment. 

Students will study the theoretical side of nature and human relations, natural 

destruction and man-made pollution and measures that should be taken. 

Students will research concrete example of environmental problems and offer 

potential solutions. 

環境問題に対して倫理学的観点から考察し、環境に関する行動の根拠と

なる基礎を身に付けることを目的とする。自然と人間の関係、自然破壊

や汚染、およびその対策に関して、理論的側面を押さえつつ、実践的に

も学んでいく。人間の利便性の追求によって引き起こされた自然破壊

が、やがては人間の生活をも脅かすようになることを具体的な事例を交

えつつ学ぶ。これらを通して、理系・文系という枠組みをこえて、環境

問題を自分のことばで語ることを目指す。 

 

 

到達目標 

１．学問の分野として環境問題がどのように扱われ、何を網羅している

のかを知る。 

２．環境問題に関して歴史的な流れ、地域的な違いなどを理解する。 

３．サーカス、自然公園、動物園や水族館を調べることによって身近な

問題として捉えることができる。 

４．日々の生活に取り入れることができる取り組みを提案し、実行に移

すことができる。 

授業計画（1回） 
オリエンテーション 授業の概要、評価方法などを説明する。環境につい

てどのような問題意識を持っているかを調査する。 

授業計画（2回） 
Natural Resources 

資源について個人の消費と自然の資源 

授業計画（3回） 
エコシステム 

エコシステムの概念を理解する。 

授業計画（4回） 

エコシステムにおけるエネルギーの流れ 

食物連鎖 

熱帯雨林 

授業計画（5回） 
Biodiversity 

生物の多様性について種の保存 

授業計画（6回） 
環境汚染  

原因と結果コントロール 

授業計画（7回） 
環境保全 

ゴミの処理の取り組み 

授業計画（8回） 公害の事例研究個人の取り組み自治体の取り組み 

授業計画（9回） 
国内の環境問題 

歴史的な側面、地域的な側面 

mailto:itoi@bunkyo.ac.jp
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授業計画（10回） 沖縄の辺野古その歴史と現状政治と環境問題 

授業計画（11回） 
大気の汚染呼吸と健康 

アレルギー問題 

授業計画（12回） 水源の汚染飲み水と健康 

授業計画（13回） 学生のグループ発表 

授業計画（14回） 学生のグループ発表 

授業計画（15回） 学生の発表と授業の包括 

授業外での学修 

（予習・復習） 

指定されたTed Talksを見て、感想をまとめる。グループのメンバーと発

表準備をする。 

課題のプリントを読む。 

授業外学修時間 

各回の授業に対し、配られた資料を読むための予習に2時間程度、発表準

備に2時間程度、さらにレポート作成準備のために２時間程度の復習を行

うこと。その他詳細については、必要に応じ、授業内で説明を行う。 

フィードバック 
発表時には個別に助言やコメントを与える。課題は提出先にmanabaでコ

メントを送る。 

テキスト 教科書は指定しない。 

参考書 授業中に案内する。 

実務経験のある教

員に関する情報 

山階鳥類研究所で研究助手として勤務した経験から、野鳥を通して自然

環境に関する知識を得ることができ、身近であり、また重大、深刻な問

題として環境を捉えることができるようになった。 
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科目名 演劇論Ⅰ 学年 2 

サブタイトル 道成寺の芸能 

教員名 青木 祐子 連絡方法 z5003896@bunkyo.ac.jp 

授業概要 

能とお伽草子の関係を紐解くことは、能の成立と受容を考える上で重要な課題

である。能とお伽草子の関係に注目し、能が演劇としてどのような効果を発揮

しているかについて考察を深めながら、能および演劇全般に対する分析的理解

に必要な視野と能力を身につけることを目標とする。 

到達目標 
能をはじめとした古典芸能に対して、鑑賞に必要な基礎知識を身に付け、分析

的理解ができるようになる。 

授業計画（1 回） ガイダンス および 道成寺について 

授業計画（2 回） 能とお伽草子 

授業計画（3 回） 道成寺説話について 

授業計画（4 回） 『道成寺縁起絵巻』と絵解き 

授業計画（5 回） 能『鐘巻』について 

授業計画（6 回） 能『道成寺』について（1） 

授業計画（7 回） 能『道成寺』について（2） 

授業計画（8 回） 大念仏狂言『道成寺』 

授業計画（9 回） 山伏神楽『鐘巻』 

授業計画（10 回） 歌舞伎舞踊『京鹿子娘道成寺』（1） 

授業計画（11 回） 歌舞伎舞踊『京鹿子娘道成寺』（2） 

授業計画（12 回） 人形浄瑠璃『日高川入相花王』について 

授業計画（13 回） その他の道成寺物 組踊・浪曲など 

授業計画（14 回） その他の鬼女の芸能 能『黒塚』 

授業計画（15 回） 授業のまとめ・小レポート提出 

 

授業外での学修 

（予習・復習） 

事前に配布される資料を読んだうえで、講義に臨むようにすること。疑問や関

心を持ったことは図書館やインターネット等を利用して調べ学習をする。 

授業終了後は取り上げた作品を読んで理解を深め、要点を整理し、鑑賞コメン

トを記入すること。 

 

授業外学修時間 授業前は事前配布資料に 2 時間程度の予習、授業後は取り上げた文学作品・映

像について 2 時間程度の復習を行うこと。 

mailto:z5003896@bunkyo.ac.jp
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フィードバック 
授業時に提出された鑑賞コメントの内容や質問について、授業時や次回授業時

に返答する。 

 

テキスト 

 

授業時に資料を配布する。 

参考書 授業時に適宜紹介する。 

受講生へのメッ

セージ 
授業内で取り上げる作品や順序は、変更することがある。 



  

 

 



3131313131 

 

 

 

 

2021年度 春学期 

     文教大学シニアアカデミー受講申込書 

 
 

※申込期間と開講期間 

学 期 申 込 期 間 開 講 期 間 

春学期 2021年 2月 1日(月)～3月 11日(木)必着 2021年 4月 8日(木)～7月 30日(金)  

  
 

ふりがな   性 別 年 齢 

氏  名    
(2021年 4月 1日現在)  

       歳 

生年月日 西暦        年    月    日生 

住  所 

〒     ― 

電話番号 
           携帯電話 

(お持ちの方) 

E-mail             ＠ 

 
     

開講期 
希望科目に

〇印 
科目名 担当教員 曜日 時限 

春
学
期
（
４
月
～
７
月
） 

 
 

音 韻 論 笠 原 園 子 火 ２ 

 心理学概論 神 田 信 彦  木 ２ 

 
 

Gender Studies 糸 井 江 美  木 ２ 

 
 

Special Topics in Area 

Studies 
ラメイ・アレック 木 ３ 

 国際理解教育  手 嶋 將 博 金 ２ 

 ヨーロッパ文化研究Ⅰ 山 川 智 子 金 ３ 

春学期受講希望科目         合計        科目 

 

〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島 3337 

送付先：文教大学 地域連携センター 

FAX： 048-974-8878    E-mail： kshougai@stf.bunkyo.ac.jp

― ― ― ― 
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2021年度 秋学期 

文教大学シニアアカデミー受講申込書 
 

※申込期間と開講期間 

学 期 申 込 期 間 開 講 期 間 

秋学期 2021年 7月 1日(木)～8月 19日(木)必着 2021年 9月 10日(金)～2022年 1月 18日(火) 

 
 

ふりがな   性 別 年 齢 

氏  名    
(2021年 4月 1日現在)  

       歳 

生年月日 西暦          年     月     日生 

住  所 
〒     ― 

電話番号 
         携帯電話 

(お持ちの方) 

E-mail                     ＠ 

     

〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島 3337 

送付先：文教大学 地域連携センター 

FAX： 048-974-8878    E-mail： kshougai@stf.bunkyo.ac.jp 

開講期 
希望科目に 

○印 
科 目 名 担当教員 曜日 時限 

秋
学
期
（ 

９
月
～
１
月) 

 
ボランティア論 二 宮 雅 也 月 ３ 

 
語 り の 技 法 八藤後 忠夫 火 ５ 

 
生きがい論 神 田 信 彦 木 ２ 

 
Environmental Issues 糸 井 江 美 木 ４ 

 
演  劇  論 Ⅰ 青 木 祐 子 金 １ 

秋学期受講希望科目         合計        科目 

― ― ― ― 
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文教大学 地域連携センター                               

〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島 3337    

 

東武スカイツリーライン・東京メトロ日比谷線直通  

北越谷駅西口下車 徒歩約 10分 

  ※駐車できるスペースがありませんので、お車・バイク 

 以外の交通手段をご利用ください。 

 0120-160-449（固定電話のみ対応）  

TEL： 048-974-8811(代表)                 

(地域連携センターとご指名ください。)  

                     


