
関西学院大学教務機構事務部
〒662-8501  西宮市上ケ原一番町1-155

申込期間：2021年9月9日（木）10：00～
▶お申込の流れ
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※締切日はコースによって異なります。
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お問合せ

同窓割引

関西学院大学

K.G.ライフワークスクール
社会人のための

2021年10月開講
9月9日（木）申込受付開始

2021年度 後期 第16期

「K.G.ライフワークスクール（2021年度後期）」のリンクをクリックしてください。

●検索エンジンより下記キーワードを入力のうえ、検索してください。 ●以下のQRコードを読み取り、アクセスしてください。

●無料のオンラインビデオ会議ツール「Zoom」を利用して開講します。
●ご自身でオンライン受講環境を整えていただくにあたって必要な情報を記載しております。必ずご一読ください。

関学　ライフワーク　2021後期 検 索

●受講料振込用紙と受講に関する「講座のご案内」を、原則として募集締切日の翌業務日に郵送にてご送付いたします。
●受講料振込用紙到着後、入金締切日までに受講料をお振込ください。
●一旦納入された受講料は返金できません。

●お申込はWebより受付いたします。ホームページ「K.G.ライフワークスクール（2021年度後期）」上の「お申込はこちらから」ボタン
を押し、必要事項を入力してお申込ください。電話・はがき・FAXでのお申込は受付しておりません。
●コースごとに募集締切日を設けていますので、ご注意ください。
●お申込数が定員を超過した場合は、抽選によって決定させていただきます。定員超過のため、抽選の結果、ご受講いただけない場合
はメールにてご連絡いたします。
●お申込数が定員を大きく下回った場合等は、不開講となることがあります。不開講の場合はメールにてご連絡いたします。
●お申込後のご連絡に使用しますので、必ずメールアドレスをご登録ください。

●受講料のお支払いを完了された方へ、入金締切日後2業務日までに「受講ご案内メール」を送信いたします。
●講座初日3日前になっても「受講ご案内メール」が届かない場合は、電話にて関西学院大学教務機構事務部までお問合せください。

●「Zoom」を利用して受講してください。講義内容の録画・録音は固くお断りいたします。
●ご欠席の方への後日の録画配信等のサポートはございません。お申込前に講座スケジュールを必ずご確認ください。

▶ご注意事項について

●都合により講座スケジュール等を変更させていただく場合がございます。
●新型コロナウイルス感染症による社会状況等により、急遽休講とする可能性がございます。
●講座運営上支障のある場合はご受講をお断りする場合があります。
●お申込時にご登録いただいた個人情報は教務機構事務部が管理し、本学の生涯学習関連業務および各種行事等のご案内以外に
使用することはありません。
●講座内容は、様々なテーマを取り上げて、より多くの方にご受講いただけるよう、定期的に更新いたします。

ホームページへアクセス1

ホームページにて「オンライン受講にあたって」をご一読ください。2

Webからお申込3

お支払い4

メール案内5

当日6

▶全コース オンラインでの開催です。教室での対面実施はございません。
▶無料のオンラインビデオ会議ツール「Zoom」を利用します。

2021年度 オンライン開催

（　　　）お問合せ：電話
平日9:00～16:30



　関西学院大学は、同窓生を含めた広く社会人の皆様に生涯学習の場の提供、つまり、

キリスト教主義教育に基づく「学びと探求の共同体（ラーニングコミュニティ）」を社会

に開放するという精神のもと、長らくさまざまなプログラムを実施してきました。そして、

その精神を引き継いだ「K.G.ライフワークスクール」を実施しております。

　このプログラムは、皆様の才能、関心、知識に応じた「ライフワーク」の発見とその

発展の場を目指しています。知識を深め、自ら考え、学んでいただき、これまでの人生に

おける経験との相乗効果によって、新しい世界が開け、知的な楽しみが生まれることで

しょう。そして、ここで知り合う方 と々も新たな体験、経験をわかちあいながら、さらに

成長を遂げられることを願いつつ、皆様の積極的なご参加をお待ちしております。関西学院大学学長  

村田　治
むら  た　　  おさむ

　「ライフワーク（lifework）」は「一生の仕事」というのが本来の意味ですが、「仕事」に限らず、自分の時間を使って

熱意・情熱を傾けて取り組む「やりたいこと」や「大好きなこと」も私たちは「ライフワーク」だと考えます。そしてその意

味での「ライフワーク」は、時にまわりと分かち合いながら自分らしさの表現にもつながるものです。

　「K.G.ライフワークスクール」は、学ぶことの重要性やおもしろさを感じていただけるような知的な講座をご提供し、

あわせて皆さまそれぞれの「ライフワーク」に気づくきっかけになったり、新たな行動を起こすことができたりするような

プログラムとなることを願っています。

ごあいさつ

K.G.ライフワークスクールについて

▶無料のオンラインビデオ会議ツール「Zoom」を利用します。

▶大学には来学せず、各自でご用意いただくPC（もしくはタブレット端末やスマートフォン等）を利用して受講して
いただきます。

▶録画講義ではございません。リアルタイムにて同時双方向型の講義となります。そのため、各コースに記載の
日時に受講いただく必要がございます。

▶PC等必要な受講環境については、関西学院大学ホームページ「K.G.ライフワークスクール（2021年度後期）
オンライン受講にあたって」にてご案内しております。お申込前に必ずご確認ください。

2021年度開講にあたってのご注意事項

▶全コース オンラインでの開催です。教室での対面実施はございません。

旧約聖書の物語は、古今東西の画家たちを魅了してきました
が、今回は特に士師やルツ、ヨナ、ヨブなどの物語がどのよう
に絵画的に表現されてきたのか、各作品の背景も解説する。

神田 健次
関西学院大学名誉教授・元神学部教授・学院史編纂室顧問

ヨシュアと遊女ラハブの物語の構造と意味を解明しながら、
多様な絵画表現と画家たちの意図を探る。特別コーナー：セガン
ティーニ

ヨシュアと遊女ラハブ（ヨシュア記2章）

女性士師デボラの召命の物語の構造と意味を、多彩な絵画表現
を通して明らかにする。特別コーナー：シャガール

女性士師のデボラ（士師記4章）

怪力サムソンとデリラの物語の展開とその意味を、画家たちの絵
画表現を通して解明する。特別コーナー：ルーベンス

怪力サムソンとデリラ（士師記16章）

落ち穂を拾うルツの物語が喚起する、興味深い図像学的な展開
を読み解く。特別コーナー：ミレー

落ち穂を拾うルツ（ルツ記3章）

大魚に呑み込まれたヨナの物語の構造と意味を、画家たちの
巧みな絵画表現において解明し、その意味を考える。特別コー
ナー：村野藤吾

大魚に呑み込まれたヨナ（ヨナ書2章）

苦難の中のヨブの物語の構造と意味を、画家たちはいかに描写
しようとしたのかを通して読み解く。特別コーナー：ラ・トゥール

苦難の中のヨブ（ヨブ記2章）

画家たちを魅了してきた旧約聖書の物語
■毎回金曜日
■時　間／11:00～12:30
■定　員／30名
■受講料／15,300円（同窓生14,000円）

■担当講師

コース
�

11/5
［金］

11/19
［金］

11/26
［金］

第1回

第2回

第3回

12/3
［金］

12/10
［金］

12/17
［金］

第4回

第5回

第6回

10/4［月］募集締切

超大国アメリカの大統領は世界政治に大きな影響力を有しま
すが、日米関係にも重要な存在です。本講座では戦後の6人
の大統領と自民党政権の関係を取り上げます。

森脇 俊雅
関西学院大学名誉教授・元法学部教授

第二次大戦の英雄であるアイゼンハワーに対し日米開戦時の閣
僚だった岸が安保条約改定を求める。対照的な経歴の両者の関
係はどうであったか。

アイゼンハワーと岸政権 ー安保改定交渉ー

大統領選挙で南部攻略をめざすニクソンは日本に対し、繊維製
品の自主規制を要求する。沖縄返還を引退の花道としたい佐藤
はこれにどう対応したのか。

ニクソンと佐藤政権 ー沖縄返還交渉ー

レーガノミクスや対ソ強硬路線を掲げるレーガンに対し、「ロン・
ヤス」の個人的関係を強調する中曽根はどう対応したのか。

レーガンと中曽根政権 ー保守主義路線ー

湾岸危機に対して多国籍軍による介入を決断したブッシュは中東
の石油に依存する日本に応分の貢献を求める。海部政権はどう
対応したか。

G.H.W.ブッシュと海部政権 ー湾岸戦争ー

同時多発テロに対してブッシュは「テロとの戦い」を表明し、
強硬路線をとる。日米同盟を重視する小泉政権はどう対応した
のか。

G.W.ブッシュと小泉政権 ーテロとの戦いー

「アメリカ第一」を唱え、従来の政策や方針を次 と々覆すトランプ
に首脳間の信頼関係を重視する安倍政権はどのように対応した
のか。

トランプと安倍政権 ー「アメリカ第一」－

アメリカ大統領と日米関係
■毎回火曜日
■時　間／15:10～16:40
■定　員／30名
■受講料／15,300円（同窓生14,000円）

■担当講師

コース
�

10/26
［火］

11/9
［火］

11/16
［火］

第1回

第2回

第3回

11/30
［火］

12/7
［火］

12/14
［火］

第4回

第5回

第6回

10/1［金］募集締切

「記憶」は誰もが知る当たり前の現象ですが、そこには様々
な不思議が隠れています。現在の認知心理学の中で明らかに
なってきた記憶の仕組みや働きについて、具体的な例を交え
てお話しします。

浮田 潤
関西学院大学元文学部教授

まずは心理学、そしてその一分野である認知心理学について
基本的な事項を押さえておきましょう。

心理学とは？ そして認知心理学とは？

認知心理学で記憶はどのように定義され分類されているのか、
代表的な記憶モデルを中心に説明します。

記憶の過程と区分1

記憶のモデルについてさらに解説し、それを検証する実験を紹介
します。さらにワーキングメモリという概念を取り上げます。

記憶の過程と区分2

記憶は常に正しいものではなく、内容が書き換えられたり、事実
でない記憶を持ってしまったりします。それはなぜでしょう？

記憶の変容・偽りの記憶

記憶は人の成長とともにどのように発達し、また衰えるのでしょう
か。生涯にわたって記憶がどう作られていくのかを概観します。

記憶の生涯発達

記憶は訓練やクスリによって、その性能を上げることができるの
でしょうか？記憶を促進する秘策はあるのでしょうか？

記憶を鍛える

記憶の不思議 ー認知心理学から見た記憶の仕組みと働きー
■毎回月曜日
■時　間／13:20～14:50
■定　員／30名
■受講料／15,300円（同窓生14,000円）

■担当講師

コース
�

10/25
［月］

11/1
［月］

11/8
［月］

第1回

第2回

第3回

11/15
［月］

11/22
［月］

11/29
［月］

第4回

第5回

第6回

10/1［金］募集締切



　関西学院大学は、同窓生を含めた広く社会人の皆様に生涯学習の場の提供、つまり、

キリスト教主義教育に基づく「学びと探求の共同体（ラーニングコミュニティ）」を社会

に開放するという精神のもと、長らくさまざまなプログラムを実施してきました。そして、

その精神を引き継いだ「K.G.ライフワークスクール」を実施しております。

　このプログラムは、皆様の才能、関心、知識に応じた「ライフワーク」の発見とその

発展の場を目指しています。知識を深め、自ら考え、学んでいただき、これまでの人生に

おける経験との相乗効果によって、新しい世界が開け、知的な楽しみが生まれることで

しょう。そして、ここで知り合う方 と々も新たな体験、経験をわかちあいながら、さらに

成長を遂げられることを願いつつ、皆様の積極的なご参加をお待ちしております。関西学院大学学長  

村田　治
むら  た　　  おさむ

　「ライフワーク（lifework）」は「一生の仕事」というのが本来の意味ですが、「仕事」に限らず、自分の時間を使って

熱意・情熱を傾けて取り組む「やりたいこと」や「大好きなこと」も私たちは「ライフワーク」だと考えます。そしてその意

味での「ライフワーク」は、時にまわりと分かち合いながら自分らしさの表現にもつながるものです。

　「K.G.ライフワークスクール」は、学ぶことの重要性やおもしろさを感じていただけるような知的な講座をご提供し、

あわせて皆さまそれぞれの「ライフワーク」に気づくきっかけになったり、新たな行動を起こすことができたりするような

プログラムとなることを願っています。

ごあいさつ

K.G.ライフワークスクールについて

▶無料のオンラインビデオ会議ツール「Zoom」を利用します。

▶大学には来学せず、各自でご用意いただくPC（もしくはタブレット端末やスマートフォン等）を利用して受講して
いただきます。

▶録画講義ではございません。リアルタイムにて同時双方向型の講義となります。そのため、各コースに記載の
日時に受講いただく必要がございます。

▶PC等必要な受講環境については、関西学院大学ホームページ「K.G.ライフワークスクール（2021年度後期）
オンライン受講にあたって」にてご案内しております。お申込前に必ずご確認ください。

2021年度開講にあたってのご注意事項

▶全コース オンラインでの開催です。教室での対面実施はございません。

旧約聖書の物語は、古今東西の画家たちを魅了してきました
が、今回は特に士師やルツ、ヨナ、ヨブなどの物語がどのよう
に絵画的に表現されてきたのか、各作品の背景も解説する。

神田 健次
関西学院大学名誉教授・元神学部教授・学院史編纂室顧問

ヨシュアと遊女ラハブの物語の構造と意味を解明しながら、
多様な絵画表現と画家たちの意図を探る。特別コーナー：セガン
ティーニ

ヨシュアと遊女ラハブ（ヨシュア記2章）

女性士師デボラの召命の物語の構造と意味を、多彩な絵画表現
を通して明らかにする。特別コーナー：シャガール

女性士師のデボラ（士師記4章）

怪力サムソンとデリラの物語の展開とその意味を、画家たちの絵
画表現を通して解明する。特別コーナー：ルーベンス

怪力サムソンとデリラ（士師記16章）

落ち穂を拾うルツの物語が喚起する、興味深い図像学的な展開
を読み解く。特別コーナー：ミレー

落ち穂を拾うルツ（ルツ記3章）

大魚に呑み込まれたヨナの物語の構造と意味を、画家たちの
巧みな絵画表現において解明し、その意味を考える。特別コー
ナー：村野藤吾

大魚に呑み込まれたヨナ（ヨナ書2章）

苦難の中のヨブの物語の構造と意味を、画家たちはいかに描写
しようとしたのかを通して読み解く。特別コーナー：ラ・トゥール

苦難の中のヨブ（ヨブ記2章）

画家たちを魅了してきた旧約聖書の物語
■毎回金曜日
■時　間／11:00～12:30
■定　員／30名
■受講料／15,300円（同窓生14,000円）

■担当講師

コース
�

11/5
［金］

11/19
［金］

11/26
［金］

第1回

第2回

第3回

12/3
［金］

12/10
［金］

12/17
［金］

第4回

第5回

第6回

10/4［月］募集締切

超大国アメリカの大統領は世界政治に大きな影響力を有しま
すが、日米関係にも重要な存在です。本講座では戦後の6人
の大統領と自民党政権の関係を取り上げます。

森脇 俊雅
関西学院大学名誉教授・元法学部教授

第二次大戦の英雄であるアイゼンハワーに対し日米開戦時の閣
僚だった岸が安保条約改定を求める。対照的な経歴の両者の関
係はどうであったか。

アイゼンハワーと岸政権 ー安保改定交渉ー

大統領選挙で南部攻略をめざすニクソンは日本に対し、繊維製
品の自主規制を要求する。沖縄返還を引退の花道としたい佐藤
はこれにどう対応したのか。

ニクソンと佐藤政権 ー沖縄返還交渉ー

レーガノミクスや対ソ強硬路線を掲げるレーガンに対し、「ロン・
ヤス」の個人的関係を強調する中曽根はどう対応したのか。

レーガンと中曽根政権 ー保守主義路線ー

湾岸危機に対して多国籍軍による介入を決断したブッシュは中東
の石油に依存する日本に応分の貢献を求める。海部政権はどう
対応したか。

G.H.W.ブッシュと海部政権 ー湾岸戦争ー

同時多発テロに対してブッシュは「テロとの戦い」を表明し、
強硬路線をとる。日米同盟を重視する小泉政権はどう対応した
のか。

G.W.ブッシュと小泉政権 ーテロとの戦いー

「アメリカ第一」を唱え、従来の政策や方針を次 と々覆すトランプ
に首脳間の信頼関係を重視する安倍政権はどのように対応した
のか。

トランプと安倍政権 ー「アメリカ第一」－

アメリカ大統領と日米関係
■毎回火曜日
■時　間／15:10～16:40
■定　員／30名
■受講料／15,300円（同窓生14,000円）

■担当講師

コース
�

10/26
［火］

11/9
［火］

11/16
［火］

第1回

第2回

第3回

11/30
［火］

12/7
［火］

12/14
［火］

第4回

第5回

第6回

10/1［金］募集締切

「記憶」は誰もが知る当たり前の現象ですが、そこには様々
な不思議が隠れています。現在の認知心理学の中で明らかに
なってきた記憶の仕組みや働きについて、具体的な例を交え
てお話しします。

浮田 潤
関西学院大学元文学部教授

まずは心理学、そしてその一分野である認知心理学について
基本的な事項を押さえておきましょう。

心理学とは？ そして認知心理学とは？

認知心理学で記憶はどのように定義され分類されているのか、
代表的な記憶モデルを中心に説明します。

記憶の過程と区分1

記憶のモデルについてさらに解説し、それを検証する実験を紹介
します。さらにワーキングメモリという概念を取り上げます。

記憶の過程と区分2

記憶は常に正しいものではなく、内容が書き換えられたり、事実
でない記憶を持ってしまったりします。それはなぜでしょう？

記憶の変容・偽りの記憶

記憶は人の成長とともにどのように発達し、また衰えるのでしょう
か。生涯にわたって記憶がどう作られていくのかを概観します。

記憶の生涯発達

記憶は訓練やクスリによって、その性能を上げることができるの
でしょうか？記憶を促進する秘策はあるのでしょうか？

記憶を鍛える

記憶の不思議 ー認知心理学から見た記憶の仕組みと働きー
■毎回月曜日
■時　間／13:20～14:50
■定　員／30名
■受講料／15,300円（同窓生14,000円）

■担当講師

コース
�

10/25
［月］

11/1
［月］

11/8
［月］

第1回

第2回

第3回

11/15
［月］

11/22
［月］

11/29
［月］

第4回

第5回

第6回

10/1［金］募集締切



関西学院大学教務機構事務部
〒662-8501  西宮市上ケ原一番町1-155

申込期間：2021年9月9日（木）10：00～
▶お申込の流れ

1
ホームページへ
アクセス

2
オンライン受講
にあたって
をご一読ください

3
Webから
お申込

4
お支払い

5
メール
案内

6
当日

※締切日はコースによって異なります。

TEL.0798-54-6180             FAX.0798-54-6190
お問合せ

同窓割引

関西学院大学

K.G.ライフワークスクール
社会人のための

2021年10月開講
9月9日（木）申込受付開始

2021年度 後期 第16期

「K.G.ライフワークスクール（2021年度後期）」のリンクをクリックしてください。

●検索エンジンより下記キーワードを入力のうえ、検索してください。 ●以下のQRコードを読み取り、アクセスしてください。

●無料のオンラインビデオ会議ツール「Zoom」を利用して開講します。
●ご自身でオンライン受講環境を整えていただくにあたって必要な情報を記載しております。必ずご一読ください。

関学　ライフワーク　2021後期 検 索

●受講料振込用紙と受講に関する「講座のご案内」を、原則として募集締切日の翌業務日に郵送にてご送付いたします。
●受講料振込用紙到着後、入金締切日までに受講料をお振込ください。
●一旦納入された受講料は返金できません。

●お申込はWebより受付いたします。ホームページ「K.G.ライフワークスクール（2021年度後期）」上の「お申込はこちらから」ボタン
を押し、必要事項を入力してお申込ください。電話・はがき・FAXでのお申込は受付しておりません。

●コースごとに募集締切日を設けていますので、ご注意ください。
●お申込数が定員を超過した場合は、抽選によって決定させていただきます。定員超過のため、抽選の結果、ご受講いただけない場合
はメールにてご連絡いたします。
●お申込数が定員を大きく下回った場合等は、不開講となることがあります。不開講の場合はメールにてご連絡いたします。
●お申込後のご連絡に使用しますので、必ずメールアドレスをご登録ください。

●受講料のお支払いを完了された方へ、入金締切日後2業務日までに「受講ご案内メール」を送信いたします。
●講座初日3日前になっても「受講ご案内メール」が届かない場合は、電話にて関西学院大学教務機構事務部までお問合せください。

●「Zoom」を利用して受講してください。講義内容の録画・録音は固くお断りいたします。
●ご欠席の方への後日の録画配信等のサポートはございません。お申込前に講座スケジュールを必ずご確認ください。

▶ご注意事項について

●都合により講座スケジュール等を変更させていただく場合がございます。
●新型コロナウイルス感染症による社会状況等により、急遽休講とする可能性がございます。
●講座運営上支障のある場合はご受講をお断りする場合があります。
●お申込時にご登録いただいた個人情報は教務機構事務部が管理し、本学の生涯学習関連業務および各種行事等のご案内以外に
使用することはありません。
●講座内容は、様々なテーマを取り上げて、より多くの方にご受講いただけるよう、定期的に更新いたします。

ホームページへアクセス1

ホームページにて「オンライン受講にあたって」をご一読ください。2

Webからお申込3

お支払い4

メール案内5

当日6

▶全コース オンラインでの開催です。教室での対面実施はございません。
▶無料のオンラインビデオ会議ツール「Zoom」を利用します。

2021年度 オンライン開催

（　　　）お問合せ：電話
平日9:00～16:30
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