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UEDA WOMEN'S jUNIOR COLLEGE SUPPORT COURSE

上田女子短期大学では、

地域の皆様の生涯学習や総合学習、教育機関

あるいは心理、社会福祉専門職の皆様の研修会のための

知的資源の提供、発信を通して地域との連携に取り組みます。

開学以来、40年以上に及ぶ伝統と実績を裏付ける、

理論と実践を踏まえた教養・専門科目を用意しております。

上田女子短大サポート講座（出張講座）のご案内

対象：全 …一般・高校生・専門職向　  …一般向（成人・大学生など）　  …高校生向　  …専門職向

上田女子短期大学　地域連携センター
〒386-1214　上田市下之郷乙620
TEL 0268-39-7061　FAX 0268-39-7062
E-mail : chiiki@uedawjc.ac.jp

お申込み・
お問い合わせ先

 表現
テ　ー　マ 講　座　概　要 備　　考 対象 講師名

デッサン基礎

初心者向け、形態と動きの把握、　描画材
は木炭・鉛筆など。
高校生（美大受験含む）向け、形態と動きの
把握、描画材は木炭・鉛筆など。

描画材は各自用意

笹井 弘
幼児教育学科
教授

フレスコ画古典技法 中世ヨーロッパ教会建築内部の壁画技法、
この講座では、パネルに描く。

材料費3000円程度、
夏季間隔を空けて
3日間程度

全

ハンド・メイド・フォト
（ピンホール写真）

靴箱カメラを制作、印画紙に撮影、現像、
焼き付け、ポジ現像の手順で行う。長時間
露光の作品は２日間ほど時間が必要。暗室
はトイレなどを利用する。

材料費1000円程度。
終日

メゾチント（銅板画） 銅板画の一種で、絹のようなディテールと
神秘的でありながら力強い黒が特徴の版画

材料費2000円程度。
3日間程度 全

油絵

初心者向け基礎講座「表現したいことは何
か」を考え、その表現内容を伝えるための
色彩、構図、形態把握をとおして油絵技法
を学ぶ。

各自画材準備。
120分×5回程度

エコアプローチ造形 植物を生態学的視点で観察し、その特徴を
利用し、感動を伴う造形作品を制作する。

材料費2000円程度。
時間調整可 全

動くおもちゃの制作
洗濯バサミと紐、割りばしや紙コップなど
身近な物を使って動く仕掛けの幼児向けお
もちゃを制作する。

材料費200円程度。
90分×2回程度、
1回でも可
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テ　ー　マ 講　座　概　要 備　　考 対象 講師名

実践
森の幼稚園・自然保育

森の幼稚園、自然保育、野外保育など森や
野原など自然を活用した保育について。「実
践」・「理論」など学んでいきます。森の幼
稚園をやってみたいがどのようにしたらい
いの。方法、やり方は、何をやるの。理論
で考えるも可。実際に森を歩きながらの講
座も行います。

1回でも、複数回でも
可。

実施方法ご相談下さい。

全

上原 貴夫
総合文化学科
教授

学校困り観に
どう向き合うか

学校に行きづらい、学校に適応できない、
なじめない、不登校など、そんな時にどう
したら。親として何を言ってあげたらよい
か。小・中・高校の先生であればその指導は
どのようにするか。一緒に考えませんか。

少人数、グループも可。
実施方法ご相談下さい。

絵本の仕組みと特徴

子どもたちに親しまれている絵本を用いな
がら、絵本の仕組みや特徴を紹介します。
あらためて絵本の魅力と面白さについて学
び合いましょう。

90分×1～2回 全
酒井 真由子
幼児教育学科
専任講師

子どもの遊びの世界
絵本や映画に描かれている遊ぶ子どもの姿
を通して、子どもの遊びの豊かさや面白さ
についての理解を深めます。

90分×1～2回 全

心理学入門 心理学に興味のある高校生を対象とし、体
験を通して楽しく学べる入門講座です。 50分×1回

長櫓 涼子
幼児教育学科
准教授

保育の心理学

〈一般向け〉
専門職者を対象に、子どもの豊かな感情発
達を目指した保育に役立つ心理学を学びま
す。

〈高校生向け〉
福祉・保育・教育系の大学や短大を目指す高
校生を対象に子どもの心の発達と関わり方
について学びます。

〈一般向け〉
90分×2～3回

〈高校生向け〉
50分×1回

発達と支援
専門職者を対象に、発達障害を抱えた子ど
もへの支援について、グループ・ワークを
交えながら学びます。

90分×2～3回

コミュニケーション力
講座

企業や一般の方に向けた心理学ワーク
ショップです。対人関係における感情表現
と傾聴技法を学び、コミュニケーション力
をアップさせましょう。

1回の場合
180分×1回

複数回の場合
90分×2～3回

企業向け
心理学ワークショップ
～自分らしさを活かそう～

心理テストを用いた自己分析を行い、あな
たの良さを分析しましょう。また、心理学
の基礎知識を学び、職場の人間関係に活か
してみませんか。

1回の場合
180分×1回

複数回の場合
90分×2～3

子育ての心理学

子育て家庭を対象に、子どもの発達と心理
について学びます。また親の心理にも焦点
を当てながら、ワークショップ形式で子育
ての悩みや楽しみをみんなで分かち合いま
しょう。

180分×1回

 保育・心理・福祉

対象：全 …一般・高校生・専門職向　  …一般向（成人・大学生など）　  …高校生向　  …専門職向



UEDA WOMEN'S jUNIOR COLLEGE SUPPORT COURSE

テ　ー　マ 講　座　概　要 備　　考 対象 講師名

対人援助の基礎

社会福祉現場で必要な対人援助技術を基礎
から見直します。対人援助技術としての傾
聴の意味や、相手を見ることの意味を演習
を交えて学びます。　

90分×2～3回
市東 賢二
幼児教育学科
教授

ニーズの把握と
支援方法

対人支援におけるニーズ把握のポイントと
支援計画策定に向けた支援技術の選択から
実践方法について学びます。

大谷 誠英
幼児教育学科
専任講師

システム思考による
問題解決　

組織運営における問題に対し、論理思考に
よる問題把握からシステム思考による問題
解決の方法を学びます。

複数回講座

内的変容を目的とした
対人支援　

自立のために必要な自律の力を身につける
ための支援である、ナラティブアプローチ
やリフレーミングについて学びます。

複数回講座

専門職としての
役割形成

対人支援において役割の固定化は支援の固
定化に繋がるため、専門職は柔軟に多様な
役割を担う必要があります。そこで、専門
職としての役割を見直すと共に、多様な役
割の形成方法を学びます。

複数回講座

福祉施設の
システム構築

施設運営では対人支援と通常業務の２つの
流れがあり、職員はこの狭間で働いていま
す。そこで、職員の負担軽減を目的として、
２つの流れをシステム的に稼働させる方法
を構築します。

複数回講座

職員個々の能力向上
によるチーム形成

専門職としてチームワークの必要性は周知
されているものの、個々の能力に左右され
てしまう。そこで、個々の能力向上とそれ
によって得られるチームワークについて学
びます。

複数回講座

スーパービジョン講座

スーパービジョンの基礎的な考え方から、
スーパーバイザーとしての役割や身につけ
る態度など、スーパービジョンに必要な知
識や技能を学ぶ講座です。

90分×3～5回
（1回講座は応相談）

市東 賢二
幼児教育学科
教授

大谷 誠英
幼児教育学科
専任講師

 保育・心理・福祉

対象：全 …一般・高校生・専門職向　  …一般向（成人・大学生など）　  …高校生向　  …専門職向
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 健康

対象：全 …一般・高校生・専門職向　  …一般向（成人・大学生など）　  …高校生向　  …専門職向

テ　ー　マ 講　座　概　要 備　　考 対象 講師名

森ウオーク

森を歩いてみませんか。森はさまざまなも
のを提供してくれるステキなフィールド。
気持ちを落ちつける、自然を楽しむ、森で
語らいたい。ウサギ、リス、シカなど森の
生き物を知りたい。
森の不思議を味わってみたい。
ご希望をお寄せ下さい。

実施場所、実施時期な
どご相談下さい。

上原 貴夫
総合文化学科
教授

 自然
テ　ー　マ 講　座　概　要 備　　考 対象 講師名

ニホンジカ、サル、
クマなど動物の生態と
鳥獣被害対策

身近な動物にシカやサル、クマなどがいま
す。これら動物の生態について学びます。
動物による農作物、りんご、梨などに対す
る被害対策も考えます。被害対策は動物に
合わせた対策が必要です。一緒に考えてみ
ませんか。

公民館、地域の集会場、
また田や畑、山林など
現地での講座も可。

上原 貴夫
総合文化学科
教授

 文学・言語
テ　ー　マ 講　座　概　要 備　　考 対象 講師名

絵本や物語の
読み聞かせの重要性

幼児教育における絵本や物語の読み聞かせ
の重要性を実践的に学びます。

回数や時間はご希望に
応じます。

長田 真紀
幼児教育学科
教授

児童文学の世界

日本の児童文学の作家・作品を取り上げ、
講読します。子どもから大人まで楽しめる
その豊かな文学世界を一緒に味わいましょ
う。

取り上げる作家・作品、
回数や時間はご希望に
応じます。

近代文学の世界
日本の近代文学の作家・作品を取り上げ、
講読します。その豊かな文学世界を一緒に
楽しみましょう。

取り上げる作家・作品、
回数や時間はご希望に
応じます。

古典文学にみる
信濃の国

長野県歌「信濃の国」には「浅間（山）」「姨捨
山」「園原」などの名所歌枕が数多く登場し
ます。この講座では記紀・万葉・平安時代の
文学に描かれた信濃国の様子や、名所歌枕
を取り上げ、当時の人々が信濃の地にどの
ようなイメージを抱いていたのかを考察し
ます。

西山 秀人
総合文化学科
教授平安女流文学の世界

清少納言の『枕草子』をはじめ、『蜻蛉日記』
『和泉式部』『更級日記』等の作品中から有
名な場面を取り上げ、講読します。平安女
性たちのライフスタイルについて考えなが
ら、楽しく読み進めていきましょう。

取り上げる作品・内容・
回数・時間はご相談に
応じます。

『源氏物語』を読む

『源氏物語』五十四帖の中から有名な場面を
取り上げ、講読します。作者紫式部の生涯
や平安貴族の生活習慣についての理解を深
めながら、じっくりと読み進めていきま
しょう。

内容・回数・時間はご相
談に応じます。
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 文学・言語

 図書館・情報

対象：全 …一般・高校生・専門職向　  …一般向（成人・大学生など）　  …高校生向　  …専門職向

テ　ー　マ 講　座　概　要 備　　考 対象 講師名

恋のうたを読む

『百人一首』をはじめ、『万葉集』『古今集』
などに採られている恋の歌を取り上げ、鑑
賞します。歌人の生涯や当時の恋愛生活に
ついても理解しながら、和歌文学の魅力を
味わいましょう。

内容・回数・時間はご相
談に応じます

西山 秀人
総合文化学科
教授

あなたの知らない
長野県方言

へら、とぶ、まえで…私たちは共通語を話
していると思っている皆さん、県民には県
民の「方言」があるのです。

大橋 敦夫
総合文化学科
学科長
教授

日本語の特質 いろいろな言語と比べながら、日本語の特
質を明らかにしていきます。

90分×2回
（90分×1回も可）

身近な方言グッズ収集
のすすめ

方言は本来話しコトバですが、現在は、書
いて、読んで、楽しむようにもなりました。
拙著『魅せる方言』(三省堂2014)で、ご紹
介した事例をもとに、身近な方言グッズ収
集の楽しみについてお話しします。

 地域・ボランティア
テ　ー　マ 講　座　概　要 備　　考 対象 講師名

実践
街づくり・地域づくり

地域を活性化させたい。地域を元気にした
い。地域に人を呼び寄せたい。こんな時ど
うする。
体験を交えながらお話します。

上原 貴夫
総合文化学科
教授

ボランティア

ボランティアをしたい。どうするのか。ボ
ランティアで気をつけたいこと。どこへ行
けばできるの。などなど、一緒に考えましょ
う。
災害ボランティア、日々の生活の中でのボ
ランティア。NPOからソーシャルビジネ
スまで幅広く、学びます。

少人数グループも可。
実施方法ご相談下さい。

テ　ー　マ 講　座　概　要 備　　考 対象 講師名

暮らしに役立つ
図書館と情報の調べ方

みなさんは図書館のコンピュータ検索を使
いこなしているでしょうか。本来見つかるは
ずの本にたどり着けないことも多いのでは
ないでしょうか。この講座では、様々な図書
館の検索システムを紹介しながら、生活に
必要な情報を入手する方法を身につけます。

講師用、受講者のPC
（インターネット接続）、
プロジェクターが必要
です。90分程度。
講座内容は予めご相談
下さい。

木内 公一郎
総合文化学科
准教授
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 音楽
テ　ー　マ 講　座　概　要 備　　考 対象 講師名

「音楽」をみつめる
初期教育のヒント

子どもたちへの音楽指導は「音楽とは何か」という根源
的な疑問をいつも指導者に投げかけてきます。歌う、
聴く、弾く、踊る、楽譜を読む...etc.これら「音楽」の
名のもとに営まれる諸活動は、元をただせばどのよう
な認識や思考の積み重ねによるものなのか? 少しずつ
丁寧に解きほどきながら、音楽の初期教育のあり方に
ついて、参加者の皆さんと一緒に考えていきます。

要ピアノ
（1回講座）

町田 育弥
幼児教育学科
学科長
教授

こ～んなふうに
できている!
楽曲分析の楽しみ

早口言葉から管弦楽まで、さまざまなコンポジションを
素材に、その細部のできかたや仕掛けを観察し、「音に
よるオブジェ」としての面白さの秘密を探っていきます。

要ピアノ
（1回講座）

歌を読む　歌を創る
つぶやきから作曲へ

身近でなじみ深い歌を、その歌詞とメロディの関係に
焦点を当てて観察するところからはじめ、参加者の皆
さん一人一人にオリジナル歌曲の試作に挑戦してもら
います。完成された「詩」でなくても、テキストは意外
なところに転がっているかもしれません。
３回完結で、最終回は披露試演会を予定しています。

要ピアノ
（3回講座）

ピアノで話そう

講師著のピアノ教本「みみをすます」を素材に、楽譜な
しで楽しく弾けるアイディアや、２つや３つの音で弾
ける連弾曲、その他、「動作」「音型」「言葉」などをテー
マとした様々な楽曲を紹介します。実演や、受講者参
加の演奏を交えたセミナー。音楽の先生方や、これか
らピアノを始めてみようかな?という方にお勧めです。

要ピアノ
（1回講座）

歌声とともに

私たちが暮らす長野県は、童謡のふるさととも言われ、
信州ゆかりの作品がたくさんあります。
明るく元気に毎日を過ごすために、これらの童謡や唱
歌、歌謡曲を歌いながら、心も身体も軽やかにリフレッ
シュいたしましょう。

要ピアノ
（90分　　

　×1回） 平澤 節子
幼児教育学科
准教授

子どもと音楽
幼児教育や保育を目指す高校生を対象に、保育現場にお
ける音楽について学びます。手あそびやリズムあそびを
実践しながら、その活動の意味について考えていきます。

50分
×1～2回

対象：全 …一般・高校生・専門職向　  …一般向（成人・大学生など）　  …高校生向　  …専門職向

 図書館・情報
テ　ー　マ 講　座　概　要 備　　考 対象 講師名

高校生と大人のための
論文・レポートの書き方

論文やレポートを書くとは、どのようなこ
となのか。大学・短期大学における指導法
を用いて、そのプロセスや「書くこと＝考
えること」を理解していきます。大学・短期
大学に進学すると、「書くこと」は必須の技
術となります。一般の方にも対応していま
す。
第１回　 論文・レポートの作成プロセスを

学ぶ
第２回　論文のテーマと構想を考える

50分×２回
（１回でも可能ですが、
その場合は論文の書き
方の概略説明中心とな
ります）
講座内容は予めご相談
下さい。

木内 公一郎
総合文化学科
准教授



〒386-1214上田市下之郷乙620
TEL 0268-39-7061（直通）　FAX 0268-39-7062
E-mail ： chiiki@uedawjc.ac.jp
ホームページ : http://www.uedawjc.ac.jp

地域連携センター


