
『悲嘆Jについて学ぶ
事故や事件、災害、病気等で愛する人たちをなくした方の

悲しみ、苦しみに共感し、ともに歩むために公開講座を開きます。

主催 :公開学習センター

協力 :上智大学グリーフケア研究所

時期 2011年10月 6日 (木)～2012年 1月 19日 (木 )

会場 上智大学 四谷キャンパス

■議ヨ
"1古

E 2011年8月 31日 (水)13:00～9月 11日 (日)24:00

疇
…

 220名

…

 18,000円 EI計猥J」む 9月 16日

“

υ

▼講義スケジュール

1  程:F見給き 悲嘆ケアか目指すもの      言木 慶子  f冨交詈名世峯
ケア研獅 所長

2 1温
:£星1:? 増霜皇牲讐2婁傷秀S～     江 杏   111ま

の森主宰

3 
Ψ 騒 ]ツ  しヽのうのケアから学んだこと  内藤 しヽつみ ふし内Fシ クつニック院長

41:曇翼騒響輩1貫纏ご計ξ:象肇盆晃:]こ～若林―美 害]香懇言[会
5 1盟 :2騒棄! 愛する夫を看送つて       たテなか わ`,こ  マ

'一
リンク研究所 FT長

6 1規
:こ星

g?霧
嘗ζ髪種]是斃男″」百13 水谷 イ多  花は大学害員教授

71曹]翼星g?この世の神の国     ll_3ソ わブタ
1魯英詈量詈参層

崇

8 
鰭曇5型号1↑! Jヽ児科医として考えた事     矩谷 売太  聖:|万「Ξザ病院刀幌～=:長

 ユ
=長

9 1:発型]″は 質晰 獣∫ξ霧 :謂傷籍ζから― 中本寸 秀制  上雷大学文字pll助敦

10 1:曇
:E星1:? 薦菫[蟹負:l]:下

しみをどう  ョ野原 重現 I詈1:5][ξ冒曇÷重早靡 所長

¬
花諏『 見♂記

キリス激 とグリ フケア(1)高山 貞美 上習大学■螂 融 授

12 
花訪F見『 聡  キリスト教とグリーフケア(2) 武日 なほみ 上彗大学■宇::准教授

1房0918[1望ぁ星ξを言唇:R[見2鱈 :素量3曇じ言:F[曇呈濠塁[讐望璽甚三二曇くださぃ.

★ 講座申込みの詳細につきましては、裏面を参照ください。★



コーディネーターからのメッセージ

グリーフケア講座に関心のある皆様ヘ

人生は喪失の連続と言われていますが、多くの人々は、この世に生きている間は「おくり人」、つまり

家族や親戚、友人を看取り、そして最後に私自身が「おくられ人Jと なるのではないでしょうか。その
「おくり人」の間、親しい人々をお送りした後の淋しさや苦しみは体験したことのない者には想像さえで
きない程のことです。しかし、私たちは人生の中で体験するであろう「大切な方を喪失した後」の状態、
つまり「悲嘆」について前もって考えておくことは、その後の心身の健康のため、非常に大切な事柄で

あると考えます。

この講座は、喪失後の悲嘆について学び、癒されることを実感するためのものです。多くの方々のこ

参加をお待ちいたしております。

コーディネーター

高木慶子情任教授

くコーディネータープロフィール>
高木慶子 (たかき よしこ)氏。熊本県生まれ.聖心女子大学文字吉防心理学科卒業.上智大学神..部修
士課程1多了。博士 (宗教文化).

lFt在 上智大学特lI教授 上智大学クリーフ,ア研究所所長.「生と死を考える会全国協議会J会長「兵
庫 生と死を考える会」会長.援助修道会会員。十数年来 ターミナル (終末期)にある人々のスピリ
チュアルケア 及び悲嘆にある人々の心のケアに携わる一方 学校教育現場で使用できる「生と死の教
育Jカ リ■ュラムビデオを詢JF.1昌広い分野で全国||に テレビや議漬会で活躍中.言言として 「死と
向き合う瞬問―ターミナル ケアの現場から』 (学習研究社)『大震災 生かされたいのち』 (言秋社 )

「喪失体験と悲観―阪●淡路大震災て子どもと死別した34人の母親の言葉J(医学書院)な ど多数.

新規の方は 登録者番号の取得か l_要となりますので

下記のお電話でお手続きくださしヽ

登録専用電話番号 :03-3238-3551

※お電話の受付時間は 右の表をこ参照ください。

講座予約は テレホンサービスによる24時 間予約受付
となります。

音声にしたかって 希望する講座の 際 座番号Jと こ本
人の「登録者番号Jでお申し込みくださしヽ

儲座番号卜 ……口■団■
予約専用電話番号 :03-3238-4499
※予約期間終了後 請座定員に空きがある場合は 9月
12日 (月 )か ら電話1332383551で 予約を承ります.

(9月 11日 までの電記番号と異なりますので こ注意

くださしヽ )

希望する講座の番号(4桁 )と

「」を押す
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講座予約の
「1」 と「■」を押す
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0こ予約いただいた方にま 「受講料振込

`頼
書Jを
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送いたしますので 受請料振込期限までに 指定の銀行日座へ受
講料をおlF込 くださしヽ こ入金が確認でき次第 受薫証を郵送いたします。

0こ本人の都合で講座をキャンセルされた場合には 受姜料は返全いたしませんので、予めこ了承ください。
0入金が確認でき次第 受講証を郵送いたしますので 受講証に記載の教室に直接お越しください。


