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「ポッキーゲーム」からスタート♪
「１１月１１日は何の日か知っていますか？」とみなさまにお

尋ねしたところ、私たち学生は「ポッキーの日」でしたが、みな
さまの間では「独身の日」という認識の方が多かったように思

います。この日は学生に合わせていただき、三代目J Soul 

Brothersの「Share The Love」という曲に合わせてブロックを回
し、曲が止まった時にブロックを持っていた人が最近のハッ

ピーをシェアしました。「１ヶ月ぶりにみなさんに会えてお話し
できたことがとーーってもハッピーです！」という言葉が大変

嬉しく、聞いた瞬間みなさまもハッピーになられたはずです！

これからももっとお互いハッピーでワンダフルになれる関係を
作り上げていきましょうね♪最後にみんなで実際にポッキーを

シェアして食べました。ぜひ来年からはみなさまもポッキーの
日で盛り上がっていきましょう！！

音読講座のみなさまは、もう５回目のベテランさんです！今回

は、『ドウモとコウモ』『月・日・雷の旅立ち』『アマガエルの親不
孝』『月見草』の４作品を紹介してくださいました。毎回なのです

が、声の出し方や間のとり方、台詞に心を込めて読まれている

のが伝わってきます。そして学生のゆっこちゃんと舞花ちゃん
の絵とのコラボでさらに内容が分かりやすかったです。特に「ど

うにもこうにもならん」の由来や、アマガエルの雨が降る前に泣
く理由に納得しました。音読講座の講師のみなさま、回を重ね

るごとの素晴らしい講義ありがとうございます！みなさまからも、

聞きたい内容のものがあれば、講師の方か、学生までお声がけ
お願いします！次の第６弾も乞うご期待です！！

大学院講義「音読講座第5弾」

10月のワンダフル大学院に引き続き、久保さんがた

くさんの干し柿を持ってきてくださいました！

上田先生の元気度CHECK Session！
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「元気CHECK!!!!!」ということで、上田先生が２つのSessionをしてくださいました。
まず１つ目は、手拍子3回を2セット、手をクロスクロス、気合を入れて

「ハッッッ！！」とみんなでガッツポーズをしました。みなさま、リズムは今も覚えて

いらっしゃいますか？これだけでも、大きな声が出ていたり、笑顔になったりと、行
う前より、十分元気になれましたね。
２つ目は、男女2人ペアで床にうずくまり、相手が言う「いいね！」よりも大きな声

で「いいね！」と返しあい、体勢もだんだん高くしていきました。 最終的に教室中
にみなさまの「いいね！いいね！」という声が響き渡り、活気にあふれていました。

本当に一気に全員が元気になれましたね！元気CHECKをする前とした後では
声が大きくなり、笑顔が増え表情も明るくなり、みなさま見るからに元気になられて
いました♪

初！脳トレ講座「後出しジャンケン」

久保さんの干し柿♪

次は今回が初めての講座で、ちょこっと５分の

脳トレ講座、後出しジャンケンをしました。最初
はゆっくりのペースで、班長さんに後出しジャン
ケンで勝ったり負けたりしました。だんだん慣れ

てくると、「ジャンケンポン、ポン、ポン」と連続で
ペースを上げていきました。ゆっくりだとほとんど

の方がついていけていましたが、ペースを上げ
ると得意な方と不得意な方に別れていたように
感じました。個人的には後出しジャンケンで負け

るほうが難しかったように思います。どうしても本
能的に勝ちたいという思いがあるのですかね

…！（笑）みなさまはどうでしたか？優勝者さん
には手作りの可愛いメダルが贈られました！

５分という短い時間でしたが、とても盛り上がり

つつ、脳も活性化されましたね！大成功の脳ト
レ講座でした。ありがとうございました！

その他にもこんにゃくのレシピなども

持ってきてくださり、前回の水仙の球
根もそうでしたが、今回の干し柿もとて

も大人気でした♪食べるのが楽しみ
ですね。ありがとうございました！！

優勝者代表☆
笑顔の
ヨッサン！



Pepper 最終報告会！！ そして、先月のPepper中間報告に引き続き、今月は最終

報告会をさせていただきました！東京で開催されるペッ
パーアプリチャレンジというコンテストに応募するため、私

たち学生と８名のワンダフル大学院の皆様で共創した「問

いフル Intelligence」はPepperの悩みを多世代の二人で受
け入れ、問いかけ、共感する、この３ステップを若者・高齢

者・Pepperという三項関係の中で行うことで、多世代のコ
ミュニケーションをより良くするといったものでした。そしてこ

の日はみなさまにコンテストの結果発表をさせていただき

ましたが結果は…落選でした。しかし、私たちのチームは
最終選考まで残り、そして特別枠で番外編として東京でプ

レゼンテーションをさせていただけることになったのです！

今回のコンテストの本選考では、ソフトバン

クが求める選考基準を満たせず、とても残
念で悔しい結果となりましたが、学生と高
齢者さんの反応は違いました。ショックから

自宅へ帰れない学生もいた中、高齢者の
皆様は「生きてるうちにこんなこと何度だっ

てある」「結果は残念だったけど、このプロ
ジェクトに参加できたことが楽しかった」と
おっしゃってくださいました。人生経験の

長い皆様の、力強く暖かい言葉は学生に
とってとても励みになりました。今年の春に

始まった、学生と高齢者という多世代の
人々があつまって話し合い、時にぶつかり
合い

S C H E D U L E
ワンダフル大学院は

毎月第2月曜日に開講です。

事務局だより

【開催日】
ワンダフル大学院

1月はお休みです。
2月12日

【時 間】 10時〜12時
【場 所】 同志社女子大学
京田辺キャンパス 聡恵館
５階 Ｔ５５６

講義のミーティングに

Wonderful Café
ワンダフルカフェは月曜日にオープン

（講義の準備にどうぞ。予約制です。）

チームワンダフルです♪
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ワンダフル⼤学院
Wonderful Graduate School of 
Mindfulness Performance

65歳になったらプロフェッサーになろう
⼈⽣のスーパーデザインプロジェクト

ワンダフル大学院は，人生の経験を積んだ高
齢者が，それぞれの生き方を多世代に伝える

語りを通して生き方を学び合う学校
です。
大学院ではシニアがプロフェッサーになり，15
分の講義をします。講義テーマは自由です。

ただし，「なぜ，この講義をしようと思ったか」，
「伝えたいことは何か」という，講師が生き方の

柱としている価値，すなわち魂の語りの
講義が，ワンダフル大学院の特徴です。

大学院に参加するすべての人が，年を重ねる

たびに生きるのが楽しくなる。そん

な場所であることをめざしています。
（日下菜穂子）

【発行】

ワンダフル・エイジング・プロジェクト
同志社女子大学 日下研究室内

〒619-0232 京田辺市興戸南鉾立

電話：(0774)65-8659（直通）
（0774)65-8543（現代社会学部）

email: prt-wa@dwc.doshisha.ac.jp
http://dwc-gensha.jp/HP_kusaka/top.html

１１月は通常のワンダフル大学院に加え、特別歴史講座の遠足があり、盛りだくさ
んな一か月となりましたね。そして今年も残りわずかになりました。本日で2017年
のワンダフル大学院も終了です。来年度も元気なみなさまにお会いできるのを楽

しみにしています！Ｍｅｒｒｙ Christmas ＆よいお年を♪ （かえきこ）

今後の講義予定
■第２回絵画講座
■引き継ぎ会
３月に卒業をひかえる４回生から３回生
へ、ワンダフル大学院の引き継ぎ会を
させていただきます！
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同志社女子大学現代社会学部の2年から4年生までの学生たちが、チー

ムワンダフルとして，シニアの先生方の講義をよりカッコよくするお手伝い
をします。院生さんとの交流の中で刺激を受け、新しい自分の一面を発

見しています。

Have a 
Nice
Christmas…

本⽇のゲスト
芝浦工業大学様

頭につけるだけで
脳波により⼼の状態
を数値化できる機械
を実際に⾒せていた
だきまた！感情が⽬
で⾒える時代になっ
たのかと驚きでした。
アンケート協⼒もお
願いいたします♩

ながらもなんとか完成させた、Pepperアプリ開発プロ
ジェクトですが、このプロセスこそが、まさに多世代の
コミュニケーションをより良いものにしてくれたと感じ

ています。そして、このプロジェクトの総括として最後
に上田先生からお話をしていただきました。「私たち
自身が当事者になり、いろんな方の知恵を絞って私
たちの世界を私たちで創る。ゴールをみんなで共有
してみんなでなんとかする、それが世界を変えてい
く。」 今回の結果は残念でしたが、私たちがしてき
たことは間違っていなかったんだと思えます。東京
の頭の固い人たちに私たちの「問い」は伝わりませ
んでしたが、ワンダフル大学院の皆様と最高の経験
ができました。本当にありがとうございました！！
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大学院講義「歴史講座」による遠足第2弾 出発前のJR京⽥辺駅で集合写真をパシャリ。

⾒どころは、本殿前右側の天正２年，1574
年刻銘の『四⾓形⽯灯篭』。みんなで必死
に探しました。無事⾒つけることができて
良かったです！！

棚倉孫神社

待ちに待った歴史グループによる遠⾜です。⾬が降らないか⼼配
していましたが、晴れ男と晴れ⼥が多いのか、みなさまの⽇頃の
⾏いがいいのかは分かりませんが（笑）、暑いぐらいの快晴で、
遠⾜⽇和でしたね♪今回の遠⾜も前回と同様、⽇下先⽣の「今⽇
も⼀⽇ワンダフル〜！！」の掛け声で元気に出発しました！

甘南備寺

⻯宮⾨を潜り抜けると、⽢南備寺に着きま
した。⽿⽯を供える⾵習があることから、
⽿の仏として信仰されています。綺麗な鯉
も泳いでいましたね。

一休寺

宮⽥先⽣や久保先⽣には敵いませんが、
⼀休寺については、歴史グループの学⽣
が説明させていただきました！紅葉がと
ても綺麗でしたね♪

黙々寺

茨の道を進んでいくと、黙々寺に辿り
着きました。中国の伝説⼥王の⽣物で
ある⻲趺に乗る碑⽂がありました。

みなさまが安全に歩くことがで
きるように、徳⽥さんが⽵や枝
をどけてくださいました！！ま
るでヒーローですね！

薪神社

宮⽥先⽣による説明の後、境内で昼⾷
をとりました。ピクニック楽しかった
ですね♪

厳島社

⻩⾊グループ ⻘グループ ⾚グループ ピンクグループ

いつも以上にみなさまとお話できた気がします。たくさん歩いてたくさん笑って、とても楽しい遠⾜でしたね！感想などまた
お聞かせください♪歴史講座講師のみなさま、ありがとうございました！そしてみなさま、おつかれさまでした！！

学⽣のみんなはキノコだと勘違いしていましたが、久
保さんに猿の腰掛だと教えていただきました！実際⽣
で⾒たのは初めての⽅が多かったのではないでしょう
か♪


