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公開講座・公開授業 生涯現役
後

受講生募集

期

お申し込み方法
公開講座・公開授業の受講を希望される方は、
「公開講座・公開授業申込書」と記入し、①名前（ふりがな）、
②郵便番号、③現住所、④電話番号（日中、連絡のつく番号を複数記載して下さい）、⑤メールアドレス、⑥受
講希望の講座番号及び公開講座名又はコード番号及び公開授業名を明記の上、茨城大学社会連携セン
ター宛、ＦＡＸ、メール、郵送、持参でお申し込み願います。
（※電話での受付はしていません。）

茨城大学社会連携センター

[生涯学習担当]

029-228-8495
Mail: syougai@ml.ibaraki.ac.jp
FAX.

029-228-8413 〒 - 水戸市文京2丁目1番1号
受付時間（窓口） 9:00〜12: 00、
13:00〜17:00

TEL.

310 8512

●茨城大学社会連携センター
ホームページ

茨城大学社会連携センター

自然災害等に対する休講措置について
自然災害による風水雪被害を受ける可能性があると
予想される場合は休講になることがあります。
茨城大学ホームページ等でご確認下さい。
また、講師の都合により、急遽休講になる場合があ
ります。

http://www.scc.ibaraki.ac.jp

検索

※公開講座とは、本学が所有する教育や研究の成果を地域の皆様に還元し、生涯学習にお役立ていただくことを目的に開講される講座のことです。※各講座・授業の日程等に変更が生じる場合があります。
※公開授業とは、学生対象の正規授業（教養科目・専門科目）を地域の皆様に開放し、学生と共に大学の授業を体験いただけるものです。※公開講座は、募集人数に満たない場合は中止になることがあります。
※各講座・授業に使用するテキスト・教材費については別途負担が必要になる場合があります。※授業内容等については、一部社会連携センターホームページにて確認できます。
※各講座・授業共、先着順の受付になります。
（受付開始前のお申し込みや、お申し込み後のキャンセルはお控え下さい。）
※受講票（事前申込が必要な講座等）と振込票（有料講座・公開授業）は、申込期間終了後に郵送させていただきます。満員の場合は電話等でご連絡いたします。

授業時間（公開授業）

13:00〜14:30

5講時

2講時

10:30〜12:00

4講時

14:40〜16:10

6講時

（有料）

［申込期間］
公開講座は科目に
より申込み期間が
異なりますので
ご注意願います。

生涯スポーツ「安全登山」
楽しい登山を始めよう

10/1（土）
・8（土）
・22（土）
・29（土）
11/5（土）
・12（土）
・19（土）

[日立のみ14:20〜15:50]

講座番号

2

教育と臨床に生かす
インプロヴィゼーション

10/1（土）
・2（日）

講座番号

3

16:20〜17:50

[日立のみ16:00〜17:30]

▲

公開講座

1

[日立のみ12:40〜14:10]

▲

▲

1

講座番号

▲

3講時

▲

8:50〜10:20

▲

1講時

水戸・阿見なし

[日立のみ17:35〜19:05]

新しいインターネットの利用法
自宅でできるソーシャルメディア

【講義概要】
【講義概要】
【講義概要】
歩くことが健康に良いことは、よく知られていま
インプロ（即興演劇）は今、現在の瞬間に生き、 インターネットの利用法もホームページの閲覧だ
す。山を歩き自然の美しさに触れることより、ス
状況に生き、状況に柔軟に対応していく活動です。 けでなく、最近はブログやツイッター、フェイス
トレスが減少して免疫力も高まります。健康維持
日常生活のみならず、特に学校教育やカウンセリ
ブックなど、利用者自らの情報発信や多くの人た
の観点から、近くの山を歩いてみませんか。必要
ングにおいては、「今、ここ」での相手との関係
ちとのコミュニケーションを楽しむソーシャルメ
な知識・技術・安全登山の考え方を基礎から学び
の中で状況にしなやかに対応していくことがしば
ディアの利用に変わってきています。しかし、こ
ます。初めての方に分かりやすいように話します。 しば求められます。今回の講座では、さまざまな
れらの新しいツールを難しいと感じている人たち
疲れない歩き方を学んで、生涯スポーツとしての
ゲームやシーン作りを体験しながら人間にとって
も多いです。
登山を楽しんでみませんか。
「即興」という活動が持つ意味について考えてい
そこで、本講座ではこれら新しいインターネット
①安全に登山を楽しむために（健康・体力と登
きます。
の楽しみ方をやさしく実習しながら、講座で学ん
山）（講義）
教員・カウンセラーなどの専門職の方を主な対象
だことが自宅でもできるように学びます。
②登山の基礎知識（装備と食糧）（講義）
とします。
①新 しいインターネットの利用（ソーシャルメ
③地図の見方「コンパスは何処を指すか」
（講義） 動きやすい服装でご参加下さい（スカート・ハイ
ディアって何？）
④歩き方（良い歩き方・難所の通過の仕方）
ヒール等不可）
②ブログの利用法（書き方、発信の仕方、ツイッ
「コンパスの使い方」（実技）
ターの利用法、交流の仕方）
⑤楽しく歩くために・登山計画の立て方（講義）
③フェイスブックの利用法（ソーシャルメディ
⑥登山実技、自然保護（実技）
アを生活に活かそう）
⑦天候判断の仕方・危急時の対策（講義）
キーボードやマウス操作といった基本的なパソコ
テキスト（楽しい登山・文部科学省）（株）ぎょう
ン操作ができる人。
せい 当日販売します。1,027 円（税込）
平成 28 年度前期と会場を含めほぼ同内容です。
保険加入の為、申込書に必ず生年月日・性別を記
講座では大学のパソコンを使用しますので、個人
入して下さい。
のパソコンの利用はご遠慮下さい。
実技の場所は、講義の時に指定します。時間につ
きましても別途お知らせ致します。
天候により予定が変更になる場合があります。
【担当講師】教育学研究科 正保 春彦
【開講時間】10:00 ～ 17:00
【開講場所】教育学部 D 棟 101 教室
【募集人員】25 名
【回
数】2 回
【受講対象者】教員・カウンセラーなどの専門職の方
【受 講 料】6,169 円

申込期間／9月12日～9月27日

申込期間／9月12日～9月27日

水戸

事前申込

必要

4

くずし字書簡文を読む

11/2（水）
・9（水）
・16（水）
・30（水）
・12/7（水）
14（水）
・21（水）
・1/11（水）
・18（水）
・25（水）

11/5（土）
・6（日）

【担当講師】日本体育協会山岳マスターコーチ
菅谷 政宏
【開講時間】講義 13:00 ～ 15:00
実技 別途ご案内致します
【開講場所】社会連携センター研修室 3 階［水戸］
【募集人数】20 名
【回
数】7 回
【受講対象者】一般市民
事前申込
水戸
【受 講 料】7,197 円
必要

講座番号

【担当講師】教育学部 本田 敏明
【開講時間】8:30 ～ 17:00
【開講場所】教育学部Ｂ棟 202 教室
【募集人員】15 名
【回
数】2 回
【受講対象者】一般市民
【受 講 料】7,711 円

水戸

事前申込

必要

申込期間／9月12日～10月15日

【講義概要】
「くずし字」は、草書体をもとにくずされた文字
の総称で、古文書や古典籍等によく見られる文字
をさしますが、この講座では、明治・大正・昭和
戦前に出版された書簡文（手紙文）の例文集を題
材にして、くずし字で書かれた平易な候文が判読
できるようになることを目指します。（内容の解
説よりも、定型表現や文字の形に対する解説に重
点を置きます。）
開講日程を変更する場合があります。
ある程度くずし字や草書体、変体仮名に対する知
識のある方を対象とします。

【担当講師】人文学部 櫻井 豪人
【開講時間】10:00 ～ 11:30
【開講場所】社会連携センター研修室 3 階［水戸］
【11/2（ 水 ）・9（ 水 ）・30（ 水 ）・
12/7（水）
・21（水）
・1/11（水）
・
18（水）・25（水）】
共通教育棟 2 号館 45 番教室［水戸］
【11/16（水）・12/14（水）】
【募集人員】20 名
【回
数】10 回
【受講対象者】一般市民
事前申込
水戸
【受 講 料】7,711 円
必要

申込期間／9月12日～10月12日

