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まずは一番大事なヨガの基本、呼吸から。鼻を押さえ、深～く息

を吸い込み、吐きます。喜多朗「シルクロード」の曲とともに、ゆっ
たりとした時間が流れます。なにかと忙しい４月。無理をしがちで

すが、深い呼吸をすることで、気持ちが落ち着きますね。

最後は、頑張った自分

に拍手をして終了です。
みなさまのこの素敵な笑

顔！体と心をほぐし、気

持ちのいいスタートを切
ることができましたね。

次回のヨガ講座も楽し
みです！！

第９回ワンダフル大学院は
ヨガ講座からスタート！！
今回は、学生に代わって
赤羽さんと吉武さんが初講

師を務められました。お二
人は昨年１０月からの生き
がい創造教室に参加され
ていた仲良しコンビ。
ヨガ歴が長いお二人ならで

はの講座の開幕です！ Column  〜ワンダフル大学院〜
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みんなで学ぶと人生は楽しい
どこにもない学校を、みんなで作る。

ワンダフル大学院は2016年春に京都の南・京田辺市で、シニアと大学生が中心に
なってスタートさせた本当の学校ではない「大学院大学」です。

経験を積んだシニア、伝えたいことがある人、みんなが先生になり、教えることを通し
て生き方の学びを集大成させる。人生のより熟達したエキスパートを目指す新しい学
校です。

学校づくりに参加して、成長する喜びを実感しよう

☆★講師陣のご紹介★☆

大学院講義 「ヨガ講座」
新シリーズ、スタートです！

料理教室やまち中探検など

特技をいかして
先生になろう！

チームで魅⼒的な授業に
ブラッシュアップ！

大学院の講義
大学院は、月に１度の開講です。

講義はその内容から、大きく３
つの専科にわかれています。

講義は、参加者が講師チーム
を作り、チームで１５分のレク
チャーを行います。そしてその

後に参加者と講義について語り
合う「お福寄せ演習」が１５分の
合計３０分が１講義です。

教え・感謝される喜びを地域に「お福わけ」
「人は教えられることでは変わらない」。新しい世界を知る、わくわくすドキドキの驚きに

満ちた楽しみから、人は学び成長します。その学びは、自分から主体的に動くからこそ
得られるものではないでしょうか。大学院では、教えることを通して得た喜び、人ととも

に体験を共有することで広がる世界への驚きを「幸福」として、「お福寄せ演習」で高め

ます。そして５回以上の講義を経たグループが、地域に出てその「幸福」を地域におす
そ分けする「お福分け演習」に出かけます。その取り組みは今年からスタートです！

いくつかの教室から

お気に入りを見つけて
楽しく参加しよう！

授業後のカフェで、
みんなで語り合う。
感謝される「福」を
集めて幸福アップ！

企画、給食、広報・・
学校運営の仕事も
みんなでやろう！

みんなが意⾒と⼒を
出し合って、誰もが
⼀⽣学べる学校で、
地域⼒アップ！

大学院という場所
これまでできていたことができなくなったり、何かを失うことで初めて、なくしたものの
大切さを知ったり、喪失という限界を超えた人の語りには、迫力があり説得力も増す
はずです。「大学院」の講義では、知識の伝達だけでなく、「なぜ大切か」、「どう使え

るか」という意図を伝えるのが目的です。
小学校に入学したばかりの子供たちは、一度は「どうして勉強しなくちゃいけないん
だろう」と考えることでしょう。そんな子供たちには学ぶ意味や楽しさに気づいてもら
える場所として、人生経験を積んだ大人にとっては、これまでをふりかえり経験してき
たことの意味を探す場所として、その場所を作る大学生は、それぞれの求める成長

の機会にあふれた場所として、みんなで大学院を創ります。

なんと今回、奥田藍さんのご友人、東
さんがスペシャルゲストでご登場！４月
は出会いの季節ということで、仲が深ま
るアフリカの曲「Kalele song」を教えてく

ださりました！Kaleleは「ようこそ」Yama
は「お母さん」Yaboは「お父さん」という
意味だそうです。意味を知るとまた歌い
たくなりますね♪教室は一瞬でアフリカ
の世界に引き込まれてすごい熱気！

今もこの歌が頭から離れないのは私だ
けでしょうか…？

二人一組で行うストレッチ。

あちこちで「気持ちいい」と
いう声が聞こえてきました。

一人ではなくペアで行うこと
で、自然と心の距離も縮ま
る気がします。みなさま、新

しいご友人はできましたで
しょうか？

♪Kalele song♪

⾚⽻ 典⼦さん
赤羽さんがヨガを始められたのはなんと３

５年前。身体の健康のために始められま
した。継続して行うことで、姿勢が良くなっ

たそうです。

吉武 洋⼦さん
吉武さんは、５年前から市の教室に通わ

れています。朝起きるときにすっきり目覚
められるようになったそうです。

ヨガを続けると
こんないいことが

…！



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。

学生だより

【開催日】
２０１７年 5月8日（月）

6月12日（月）
７月10日（月）

【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

今月は就活生あるあるをお届けします！

その1:人に会えなさ過ぎて友達に会うと，もはや変なテンションになる。
その2:今が何曜日か分からない。

その3:私服で外出するとスーツ姿の人を見ただけで冷や汗をかく。
詳しくお聞きになりたい方はつる・かなに聞いてみてください！！（つる・かな）

今後の講義予定
■絵画講座
全員で描く楽しさがある

■電脳講座
チームワンダフルと共に未来を拓く
■音読講座第4弾
次回は女性リーダー登場
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同志社女子大学現代社会学部の3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。4月から3年生も加わり，フレッシュさが増しています。

よろしくお願いします！！

遠⾜開催！！
５月８日（月）、ワンダフル
大学院初の第１回遠足開
催です！これからも皆様
のたくさんの企画、お待ち

しております。

そして！！
皆さんの街京田辺の魅力
を、市民目線で大学院か

ら発信していこうというプロ
ジェクトを計画しています
ので、乞うご期待…！

新メンバーに
よる「生きが
い創造教室」
が４月からス
タート！！

いよいよ遠⾜へ！歴史講座！！
4月の講座，後半は恒例の宮田さんによる歴史講座

でした！５月に開催予定の遠足にむけて事前学習
となりました。
みなさま，遠足の準備は万端でしょうか？天神山遺

跡，継体天皇筒城宮跡，下司古墳とまわっていきま
す。ぜひ4月に宮田さんからお話いただいた内容や，

みなさまが出してくださった疑問や知りたい事を実
際に目で見て確かめる事ができたらいいですね。

今⽉のWonderful!!Photo♪

みなさまの自然な表情と，仲の良さが

伝わってくる１枚です。

上田先生と歌を歌いまし
た！「愛は勝つ」と校歌でし
たね。みなさま知っている歌
という事もあり，大盛り上がり

でした！
上田先生とのコラボ，全体が
まとまるような温かさがありま
す。

身近な場所にこれだけ大昔からのものがのこってい
るということで興味も他の場所の倍ほどに感じられる
のではないでしょうか！

そして！初のワンダフル大学院での外出イベントで
すね！！初めてということでドキドキしたりワクワクし
たりとさまざまかと思われますが、楽しみたいですね
♪
再び外出イベントはあるのでしょうか？

さまざまな企画、お待ちしております！！

歴史講座講師の宮田先生で

す。
グループの皆様と計画した遠

足。多くの大学院生が参加して
くださるということで、準備も万端
です！！歴史の知識をたくさん

お持ちの宮田さん、頼りになりま
す！！！

歴史講座：講師
宮田 先生！！


