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開催日程 過去の実施内容 お申し込み

過去の実施内容

◆第31回（2011年度）

●神田一ツ橋キャンパス

（1）織田信長と本能寺の変

 —明智光秀はなぜ謀反したのか—
文芸学部 教授 堀 新

（2）加藤清正と朝鮮

 —秀吉の朝鮮侵略における清正の動向とその実像—
国際学部 元教授 北島 万次

●研修センター杉並寮

（1）食べ方と咬み合わせのバランス 生活科学科 教授 黒澤 美智子

（2）手軽にできる健康のためのストレッチ体操 文芸学部 教授 坂口 麗衣

（3）寿命120年の栄養学

 —ヒトは何を食べるべきか—
家政学部 教授 薗田 勝

（4）からだをほぐして心もすっきり

 —呼吸法とストレッチでゆったりリラックス—
家政学部 准教授 足立 美和

●八王子キャンパス

『源氏物語』の未来へ ～その新たなることばの響き～

作家・国文学者 林 望

愛知学院大学教授 川名 淳子

共立女子短期大学文科

教授
菅野 扶美

柿沢安耶シェフの食育教室

オーガニック野菜スイー

ツ専門店「パティスリーポ

タジエ」のオーナーパティ

シエ

柿沢 安耶

えいごでハロウィンパーティ - ネイティブ講師

おやこでゴルフレッスン

(社)日本プロゴルフ協会

ティーチングプロ

拓殖大学ゴルフ部・共立

女子第二中学高等学校

ゴルフ部コーチ

小林 弘和

おやこであんしん！護身術
知的障害児のための性

の健康ファシリテーター
橋本 明子

鳥が鳴く古代東国の風景

共立女子第二中学高等

学校 校長

博士（歴史学）

八王子市史編纂・原始古

代部会長 関 和彦

各地で活躍する共立生

生涯学習への誘い

共立アカデミー

公開講座

研修センター杉並寮

神田一ツ橋キャンパス

八王子キャンパス

過去の実施内容

お申し込み

ボランティアセンター

環境学習への取り組み

共立女子大学コレクション

お問い合わせ

窓口連絡先一覧

公開講座
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島根県古代文化セン

ター客員研究員

雲南市文化財保護審議

員
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