
 平成から令和へ。元号の切り替えをきっかけに、自分自身や社会の変化について振り
返った方も多いのではないでしょうか。今年度の公開講座では、「古今東西の『王
朝』」を軸に、時代に応じて変わりゆくもの、そして時を経ても変わらぬものに焦点を
当てます。時代の転換点である今、私たちは「変化」をどう捉えるべきなのか。令和を
生き抜くための糸口が見つかるかもしれません。 

 テーマに関する講座以外にも、語学・スポーツなど、今年度もさまざまな講座を開講
します。ぜひご参加ください。 

※過去3年以内の本学公開講座受講者が対象（通常1,000円） 

会

場 

開智国際大学 

開智国際大学 公開講座係 
〒277-0005 柏市柏1225-6  FAX: 04-7163-0096  E-mail: soumu@kaichi.ac.jp 

受付時間 ９:００～１６:３０（土日･祝日を除く） 

☎ ０４-７１６７-８６５５ 

受講料 

1回 500 円 

リピーター 

特典 ※ 

期

間 月 火 

お問合せ先 

開智国際大学 

古今東西の『王朝』 
―変わりゆくもの/変わらぬもの 

テーマ 

７ 月８ 日    ～１１ 月２６ 日  

柏市教育委員会後援 



テ ー マ 関 連 講 座  

⑦ 
講座番号 王朝の歌人「紀貫之」 

～古今和歌集撰者への道～ 

講師：服部 一枝（開智国際大学教授） 

内容 従五位上という卑官の官人貫之が、醍醐
天皇から史上初の勅撰和歌集である『古
今和歌集』編纂の勅命を受けるに至った
経緯を、貫之青年期の政治状況を踏まえ
た上で推察してみたいと思います。 

日時  １１/２６（火）１３:００～１４:３０ 

受講料 １,０００円（全１回） 

内容 

日時  

受講料 

中国の王朝 
～「命が革まる」とは何か？～ 

講師：三枝 秀子（開智国際大学准教授） 

古代中国は「命が革（あらた）まる」こ
とにより天子が代わり、新しい王朝に代
わっていきました。この「命」が「革」
まるとは一体何なのでしょうか。中国王
朝の興亡を分かりやすくお話します。 

１０/９（水）１３:００～１４:３０ 

１,０００円（全１回） 

⑤ 
講座番号 

「シャネル」、 
モード帝国の栄光と悲惨 ⑥ 

講座番号 

講師：原田 操（開智国際大学教授） 

内容 ココ・シャネルが開いた店は、1983年に
ドイツ出身のカール・ラガーフェルドに
引き継がれ変貌を遂げました。「Kaiser
皇帝」と綽名された彼を中心に、ファッ
ションと社会について考察します。 

日時  １０/２２（火）１３:００～１４:３０ 

受講料 １,０００円（全１回） 

〈王〉から読む 
―有島武郎『カインの末裔』 ④ 

講座番号 

講師：佐々木 さよ（開智国際大学教授） 

内容 

日時  ９/２７（金）１３:００～１４:３０ 

カインはアダムとイブの子で、有島は自
作解説にて主人公をその末裔としまし
た。一方、研究史には〈王〉と関連付け
た読みがあります。これらを整理し、京
の都の雅とは無縁で荒々しい〈北の王
国〉から近代化を考えます。 

受講料 １,０００円（全１回） 

③ 
講座番号 インドの宮廷で栄えた

芸能の歴史と現代 

講師：古賀 万由里（開智国際大学講師） 

内容 

日時  ７/１５（月）１３:００～１４:３０ 

南インドでは舞踊や音楽は地方の王によ
り庇護され繁栄しました。王は踊り子の
パトロンとなるだけでなく、自ら曲を作
ることもありました。宮廷で栄えた芸能
の歴史と現代への移り変わりを見ていき
ます。 

受講料 １,０００円（全１回） 

③ ７/１９（金）１４:４０～１６:１０ 

② ７/１９（金）１３:００～１４:３０ 

① ７/１２（金）１３:００～１４:３０ 

好奇心が生んだ芸術～ 

歌劇《後宮からの誘拐》 
～オスマン帝国への畏怖と ② 

講座番号 

講師：飯森 豊水（開智国際大学教授） 

内容 オスマン帝国が1529年にハプスブルク家の拠
点ウィーンを攻撃したのを契機に、西欧には
トルコ趣味が生まれました。モーツァルトの
歌劇を中心にその一風変わった趣味を楽しみ
ます。 

日時  

受講料 ３,０００円（全３回） 

古今東西の『王朝』 
―変わりゆくもの／変わらぬもの 

特別講演 

① 
講座番号 

大村 智 著『ストックホルムへの廻り道』の解説 

講師： 大村 泰三 氏 

ノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智博士
は、開智学園の名誉学園長であり、「開智」の名
付け親でもいらっしゃいます。日本経済新聞掲載
の「私の履歴書」を元に出版された『ストックホ
ルムへの廻り道』の内容について、弟である大村
泰三氏がバックグラウンドを加えて解説します。 （開智学園理事・開智国際大学客員教授） 

７/８・２２，８/５（月） 

１３:００～１４:３０ 

受講料 ３,０００円（全３回） 



一 般 講 座  

⑧ 講座番号 数学パズルを楽しもう ～数のパズルを中心に～ 講師：島田 和昭（開智国際大学教授） 

日時 

内容 大人から子どもまで、数を使ったパズルを楽しみましょう。SEND MORE MONEY などで知
られている暗号パズルや三角陣などの仕組みを知って、実際に問題を解いてみます。 

８/２１(水)・２２(木) １３:００～１５:００ 受講料 ２,０００円（全２回） 

⑨ 講座番号 時流を読む経営者育成 創業・新規事業実践講座 講師：今村 健太郎（開智国際大学准教授） 

日時 

内容 経済・経営環境が目まぐるしく変化する中で、創業・新規事業を検討されている経営者・事業責任者候補の
育成を目的にした実践講座として、融資や助成金獲得も目指せる創業計画の作成に取り組みましょう。 

９/１１・２５，１０/９・２３，１１/１３（水） １９:１５～２０:４５ 受講料 ５,０００円（全５回） 

⑩ 講座番号 ミニテニススキルアップセミナー（上級） 講師：髙橋 早苗（開智国際大学准教授） 

日時 

内容 大きめのボールと短いラケットを使用し、バドミントンコートでダブルスゲームを楽しむスポーツです。幅広い年
齢の方に親しまれています。※当セミナーを継続して受講されている方を対象としたクラスです。 

９/１７・２４（火）１０:４０～１２:１０ 受講料 ２,０００円（全２回） 

⑪ 講座番号 ミニテニススキルアップセミナー（初級） 講師：髙橋 早苗（開智国際大学准教授） 

日時 

内容 大きめのボールと短いラケットを使用し、バドミントンコートでダブルスゲームを楽しむスポーツです。幅広い年
齢の方に親しまれています。※当セミナーに初めて参加される方やミニテニス初心者対象のクラスです。 

１０/１・８（火）１０:４０～１２:１０ 受講料 ２,０００円（全２回） 

⑫ 講座番号 “運動神経”とは何？ 講師：小山 貴（開智国際大学名誉教授） 

日時 

内容 スポーツやダンスが上達しないのは“運動神経”が悪いためと思う人がいますし、高齢者の中には日常動作が
ぎこちなくなる人もいます。そこで［身体を動かすときの複雑な中枢の仕組み］について概略をお話します。 

１０/１０（木）１４:００～１５:３０ 受講料 １,０００円（全１回） 

⑭ 講座番号 終活にはまだ早いあなたへ ～省活(せいかつ)のすすめ～ 講師：得丸 智子（開智国際大学教授） 

日時 

内容 終活が取りざたされる昨今ですが、その前にあなたらしく輝きませんか。カウンセリング研究に端を発する思考
法TAE（Thinking At the Edge）で人生を省察する活動（省活）を行います。「自分らしさ」を再発見しましょう。 

１１/７（木）１３:００～１４:３０ 受講料 １,０００円（全１回） 

⑯ 講座番号 人工知能（AI）で変わることと変わらぬこと 講師：符 儒徳（開智国際大学教授） 

日時 

内容 人工知能（AI）の歴史を振り返りつつ、AIの現状を確認し、AIの今後を考えます。その中で、AIで変わることと変
わらぬことについて考察します。また、AIがモノからコトへ移行する可能性についても考えます。 

１１/９（土）１３:００～１４:３０ 受講料 １,０００円（全１回） 

⑮ 講座番号 コーチングとリーダーシップによる組織文化を創る 講師：八尾坂 修（開智国際大学教授） 

日時 

内容 コーチングとは、自発的行動能力を引き出し促進するためのコミュニケーション・スキルです。コーチングのあり
方をリーダーシップ・パターン例を挙げて探ります。コーチングによる学校・保護者対応ケースを考えます。 

１１/９（土）１１:００～１２:３０ 受講料 １,０００円（全１回） 

⑬ 講座番号 原文で読むドイツ文学  講師：阿部 雄一 （開智国際大学教授） 

日時 

内容 今回は『夜と霧』の邦訳名で知られるV. Frankl “… trotzdem Ja zum Leben sagen”を抜粋で読みます。テ
キストは9月10日以降、申し込まれた方から順次お送りしますので、予習をお願いします。  

１０/２３・３０，１１/６・１３（水） １３:００～１４:３０ 受講料 ４,０００円（全４回） 

夏休み 
特別企画 



お申込方法  

 参加申込書に必要事項を記入し、FAX、郵送もしくは窓口でお申し込みください。インターネット

（http://www.kaichi.ac.jp/exlecture/）からもお申し込みいただけます。 

注意事項  

■ お申し込みされた方には、開講日の10日前を目

安にご案内をお送りします。都合により開講を見

送る場合には、その旨ご連絡いたします。 

受講者特典  

■ 過去3年以内に本学の公開講座を受講された方

は、受講料の半額が免除されます。 

■ 受講者は、本学図書館の利用登録証を無料で

お作りいただけます。 

〒277-0005 柏市柏1225-6 

 開智国際大学 公開講座係 

▲  インターネット  

 お申込フォーム 
FAX 04-7163-0096 

お申込先 

交通のご案内  

柏駅東口から約20分 

柏駅東口「戸張」行バス(4番のりば)から乗車約10分⇒「柏学園前」下車徒歩3分 

徒歩 

バス 

※お車でのご来場はご遠慮いただきます。 


