
常磐大オープンカレッジ

2022年度 秋冬 常磐大学 地域連携センター

※オープンカレッジは会員制となっております。詳しい申込方法は裏面もしくはホームページをご覧ください。

ときわんこ

教養講座 4⃣

方法

対象

動画配信日程

時間

受講料

オンデマンド配信

一般・シニア

講座1回につき約90分

一般 3,000円
卒業生 2,850円

2023年

2/21(火)

2/28(火)

3/7(火) 全3回

【概要】

地域には知られざる文化財が眠ってい

ます。その中には〈明日の国宝〉と呼ぶ
べき文化的価値が高いものも少なくあり
ません。

私は地域博物館と連携し、地域文化財
の発掘に努めています。そうした活動の
中から、横山大観旧宅・菜香亭(さいこう

てい)洋食器・霞ヶ浦の美人画の３件を紹
介し、「お宝は地域にあり」という考え
について検証します。

教養講座 1⃣

会場

対象

日程

時間

受講料

常磐大学（対面）

一般・シニア

13:30～15:00
（90分）

一般 3,000円
卒業生 2,850円

講師 齊藤泰嘉（常磐大学 特任教授）

講座番号：222A001

一般申込
受付期間 11月24日(木)10:00
申込方法
電話・web 029-232-2652

月～金(土日祝日は除く) 10:00～17:00
※最終日のみ16:00まで

https://ssl.smart-academy.net/tokiwa/

24時間申込可能（土日祝日含む）

【お申込みにあたっての留意事項】※裏面もご覧ください

○受講・駐車場利用のお申込みは先着順です。
専用駐車場には台数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。

○申込期限前に定員に達した講座は、受付を締め切らせていただきます。
○申し込みが開講人数に満たなかった場合、中止となる場合がございます。

講座一覧

2023年

2/15(水) 第一回

2/22(水) 第二回
3/1(水) 第三回

※配信終了(2023/3/31)まで

繰り返しご覧いただけます

オンデマンド配信
（オンライン講座）

事前に収録した動画を視聴していただく講座です。
ご登録いただいたメールアドレス宛に講座動画のURLをお送りいたしますので、
お手持ちのパソコンやスマートフォンなどからアクセスして動画をご覧ください。

誤配信を防ぐため、ＷＥＢからの申し込みに限定とさせていただきます。
※お申込みいただく際はメールアドレスの誤入力にご注意ください

12月16日(金)16:00～

【概要】

芸術はそれを育む地域の歴史や風土と

切り離しては捉えられませんが、さまざ
まな民族や宗教、ことばと文化がまじり
あった〈東欧〉の音楽は、いま私たちに

何を伝えようとするのでしょうか。
ポーランド、ハンガリー、チェコで生

まれた作品を中心に、音楽における〈東

欧〉の意味について考えてみたいと思い
ます。

教養講座 2⃣

講師 菅野弘久（常磐短期大学 教授）

講座番号：222A002

【概要】

「刑務所」と聞いて、みなさんは何をイメー

ジされるでしょうか。

一般に「犯罪」や「刑罰」と関連付けられて

イメージされる「刑務所」ですが、すべての犯

罪者が刑務所に入るわけでもなければ、刑務所

に入るだけが刑罰というわけでもありません。

私たちは、犯罪や刑罰、刑務所という言葉を日

常的に見聞きしながら、それらについてほとん

ど知りません。

この講座では刑務所を題材に、犯罪と刑罰に

ついての理解を深めていきたいと思います。

教養講座 3⃣

講師 山梨光貴（常磐大学 助教）

講座番号：222A003 講座番号：222A004

講師 渡辺賢治（常磐短期大学 准教授）

【概要】

現在、キャラクターコンテンツを用いた地域創生が

展開していますが、一過性やビジネス第一主義などに

傾倒し、いつの間にか雲散霧消することも多々ありま

す。そうした中で日本全国の温泉地を擬人化し、継続

的かつ独自性を持ちながら展開するコンテンツとして

『温泉むすめプロジェクト』(通称『温泉むすめ』)が

挙げられます。

本講座では春夏講座の内容をさらに一歩進めた形で

『温泉むすめ』を視座として、キャラクターコンテン

ツにおける地域創生の事例や物語の再構築、それらを

補完するメディアの役割や影響力について考えていき

ます。併せて、人々がメディアをどう受容しイメージ

や解釈を行うのか、人文学の視点からも迫ります。

・申込みをされていない方へのURLの共有・講義内容(講義資料を含む)の静止画・動画の撮影、及びSNS等への転載を固く禁じます。
・講義の資料は、視聴URLと同じタイミングでメールにてお送りいたします。

資料データはPDFファイルでお送りしますので、閲覧できる環境をお確かめください。

13:30～15:00
（90分）

2023年

2/2(木)

2/9(木)

2/16(木) 全3回

会場

対象

日程

時間

受講料

常磐大学（対面）

一般・シニア

一般 3,000円
卒業生 2,850円

13:30～15:00
（90分）

2023年

2/13(月)

2/20(月)

2/27(月) 全3回

会場

対象

日程

時間

受講料

常磐大学（対面）

一般・シニア

一般 3,000円
卒業生 2,850円

【お願い】

定員 15名 定員 15名

定員 15名



入会と受講のご案内

■受講料等の取扱い

（1）受講料の支払いについて
開講が決定した講座につきましては、払込票をお送りします。コ

ンビニエンスストアにて期日までにお支払いください。（振込手数

料は各自ご負担ください）
お支払いがない場合「受講取りやめ」とみなします。こちらから

のご連絡はいたしませんので、お支払い期限にはご注意ください。

お願いとご注意

（2）キャンセル・返金について
キャンセルされる場合はお電話にてご連絡ください。

講座開始7日前以降につきましては、お支払いいただいた受講料
の返金はお受けいたしかねますので、予めご了承ください。

なお、本学または講師のやむを得ない事情により開講が中止と

なった場合には、受講料を返金致します。

よくある質問をまとめています
https://ssl.smart-academy.net/tokiwa/open/faq/

■会員制について
常磐大学オープンカレッジは会員制です。年齢・性別・学

歴等の資格条件はなく、どなたでも入会できます。初めての
受講申込みの際に入会していただくことになります。なお、
入会・更新のみのお申込みはお受け致しかねますのでご了承

ください。

会員種別ごとの入会金（個人会員）

①一般 ･･････････････････････････････････････････････

②学生（大学生・専門学校生等） ･･･････････････････････

※通信による教育を行う課程および聴講生等を除く

③高校生以下・シニア（満70歳以上）の方 ･･･････

④学校法人常磐大学の各学校の在学生・卒業生 ･･･

⑤学校法人常磐大学の各学校の在学生の家族 ･･･

※ 父母・祖父母・兄弟・姉妹・配偶者・子とする

2,000円

1,000円

無料

無料

1,000円

■会員更新について
会員資格は入会または更新した時期(春夏期・秋冬期)を含めて

4年間有効です。更新料は各種会員の入会金と同額です。更新時
に会員種別が変更になる場合は、該当する新たな会員種別の入
会金をご参照ください。更新料は受講料と一緒に請求させてい

ただきます。

■会員サービスについて
• オープンカレッジお申込み先行受付
• 学内施設のご利用

図書館・学生食堂・学内ファミリーマート・ブックセンター等

※会員サービスは会員資格有効期限内のみとなっております。

※新型コロナウイルス感染症対策により、サービスの利用を一部お控え

いただくことがあります。

■会員種別・入会金について
会員種別は下記の①～⑤があります。お申込みの時点で該当す

る会員種別を、受講申し込みの際に自己申告してください。後
日、身分・年齢を証明する顔写真入りの書類(学生証・運転免許証
等)をご提示いただきます。入会金は受講料と一緒にお支払いいた

だきます。なお、入会金無料の場合でも必ず入会手続きが必要と
なります。

お申込みから受講までの手順

申し込み 開講決定
受講料
支払い

申し込み
手続き完了

受講開始

▶電話

以下の内容をお知らせください。

①会員番号（会員の方のみ）

②氏名 ③年齢 ④電話番号 ⑤住所

⑥希望する講座名 ⑦駐車場利用の有無

▶web

希望する講座を選び、画面の案内に沿って

必要事項を入力してください。

◎オンライン講座をご希望の方はWEBからの

申込に限定させていただきます。（メールア

ドレスを登録していただく必要があるため）

※講座は申込者数が開講可能人数に達し

ましたら開講いたします。中止となる場

合もありますのでご了承ください。

⚫ 申込講座の開講が決定しましたら「受講決定通知」・

「請求書(払込票)」等ご案内を郵送にて送付いたします。

⚫ 「受講決定通知」にて講座開講日・開催場所等の詳細を

ご確認ください。

⚫ 「請求書(払込票)」に記載の合計金額を指定期日までに

コンビニエンスストアからお振込みください。

(払込手数料は各自負担となります)

・当センター窓口での支払いはお受けいたしかねます。

・新規申し込みの方、会員有効期限を更新した方は

請求金額に入会費又は更新料が含まれます。

※受講料のお支払いをもって、申し込み手続きは完了となり

ます。

⚫ 新規会員の方・更新会員の方には、講座の

初回受付時に会員証をお渡しします。

⚫ 学生の方・シニア(満70歳以上)の方は身

分・年齢を証明する顔写真入りの書類をご

提示ください。(講座初回受付時に確認いた

します)

常磐大学 地域連携センター
〒310-8585 水戸市見和1-430-1

TEL ：029-232-2652（月～金） ／ FAX ：029-232-2861

E-mail ▶ renkei＠tokiwa.ac.jp HP ▶ https://ssl.smart-academy.net/tokiwa/

《お問合せ先》

【オンライン講座を受講する方】

・会員証発行対象の方は、第一回の配信日を目

安に郵送にて送付いたします。

・講座動画を視聴するためのURLにつきまして

は、ご登録いただいたメールアドレスへメー

ルをお送りいたします。

■講座に関する注意事項

（1）休講・補講・代講について
本学または講師のやむを得ない事情等により、休講や

補講、別の講師による代講を行うことがあります。

（2）オンライン講座(オンデマンド配信)について
インターネット回線につながったパソコン・タブレッ

ト・スマートフォン等、動画の視聴が可能な端末をご用
意ください。

動画の視聴には大量のデータ(パケット)通信を必要と

します。お客様個々の契約内容によっては高額な通信料
が発生したり、通信速度の制限が行われたりすることが
ありますのでご注意ください。

お申込みの前に必ずお読みください


