人文科学
★時間帯 午前→10:00～11:30

午後Ａ→13:30～15:00

講座番号・講座名・講師・
時間帯・回数・定員・受講料・室名

午後Ｂ→15:30～17:00

夜間→19:00～20:30

概要・初回時に必要なものは□内に記載

〈208〉栄花物語の世界

『栄花物語』は物語風に書かれた歴史書ともいうべき作品です。平安貴族
社会の公私にわたる記事が文学的に判りやすく記され、悲喜こもごもの生活
元龍谷大学 仏教文化研究所 研究員 史がありありと読み取れます。藤原道長が競争者の全てを克服して栄華の全
岩井 宏子 氏
盛を極めるに至るまでの権力の争奪戦を読んでいきます。現在、道長の時代
を読んでいます。
『源氏物語』を理解する上でも有益です。
木曜日
定員 ： ２５人
14:50～16:20
受講料 ： ４,８００ 円
☆講師の都合により時間帯は“14:50～16:20”になります。
後期（全８回）

４階 ４０５室

〈209〉文章道場 2016秋
作家
清水 規子 氏

木曜日 午後A

定員 ： ２０人
受講料 ： ４,８００ 円

後期（全８回）

４階 ４０３室

・筆記用具のみご持参ください。
“読む、書く、語る”を前提とした講座です。
「例文」とした作品の文章力、視点の当て方、切り口の妙などを読みとり味
わってください。
あなた自身もまた自作に取り組んで書こう、書きましょう。
同好の仲間と大いに語りあうのも、愉しく励みになるはずです。
習作は添削、講評で応えます。

・筆記用具のみご持参ください。
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社会科学
★時間帯 午前→10:00～11:30

午後Ａ→13:30～15:00

講座番号・講座名・講師・
時間帯・回数・定員・受講料・室名

午後Ｂ→15:30～17:00

夜間→19:00～20:30

概要・初回時に必要なものは□内に記載

〈306〉経済・経営知識の基本

経済(学)と経営(学)は少し共通点はありますが、全く異なります。この二つの
知識を暮しの点から生かしてみることにしましょう。
京都経済短期大学 学長 また、「政治の根本に経済あり」について、今後の景気のゆくえについて
岩田 年浩 氏
知っていきましょう。
最後に、世界の大富豪と彼らの共通点を知ってみましょう。
定員 ： ３０人
受講料 ： ４,８００ 円

金曜日 午前
後期（全８回）

４階 ４０３室

・筆記用具のみご持参ください。

〈361〉はじめてのパソコン
－家庭のパソコンを活かそう－(Windows10)

キーボードに触れるのは初めてという方が対象のパソコン入門講座です。
文書作成では Word 2013を用いて、基本的な文字の入力から体裁の整っ
追手門学院大学 名誉教授 た文章のための編集・図形の貼り付けを、表計算では Excel 2013を用いて、
太田 拓男 氏
表計算のからくりから実用的な表作成までの講義と実習を一人一台のパソコ
ンで行います。

月曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

後期（全１５回）

４階 IT学習室

・テキスト名：よくわかるMicrosoft Office Word 2013 ＆ Excel 2013
Windows8.1 update対応
出版社：ＦＯＭ出版
ISBN:978-4-86510-184-3
販売価格：2,160円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、USBメモリー（第１回目に説明します。）

〈362〉シニア・パソコン講座（準中級）
－続・画像加工－(Windows10)

これまでに実施した（準中級）「ワープロと画像加工」の参加者から、テキスト
の残りの部分を受講したいという希望がありました。このときのテキスト
追手門学院大学 准教授 「GIMP2.8スーパーテクニック教本」のやり残した部分を、一緒にチャレンジし
杤尾 真一 氏
ましょう。以前の「PaintShopPro」のテキストの方も参加していただけるように
GIMPの基本をおさらいしてから始めます。

月曜日 午後B

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

後期（全１５回）

４階 IT学習室

・テキスト名：GIMP2.8 スーパーテクニック教本
ISBN：978-4-86391-599-2
出版社：株式会社晋遊舎
販売価格：1,620円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、USBメモリー（第１回目に説明します。）

〈364〉ワード2013基礎
(Windows10)
ICT技術講師
西濃 誼史 氏
木曜日 午後Ｂ

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

後期（全１５回）

４階 IT学習室

パソコンの基本操作や文字入力が少しは出来る方。〔初級〕
賢いワープロソフトMicrosoft Word 2013を使って、新しい文字入力の方法
や様々な文字入力、文書の編集、表やオンライン画像の挿入を行います。友
達や町内会にステキな配布物が作れます。
・テキスト代 2,160円（釣り銭が無いようにお願いします。）
テキスト名：よくわかるMicrosoft Word 2013 基礎
ISBN:978-4-89311-986-5
出版社：ＦＯＭ出版
（講師が発注）
・筆記用具、その他（第１回目に説明します。）

〈365〉エクセル2013基礎
(Windows10)
ICT技術講師
西濃 誼史 氏

木曜日 午後Ａ

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

後期（全１５回）

４階 IT学習室

パソコンの基本操作や文字入力が出来る方。〔初級〕
表計算ソフトMicrosoft Excel 2013を使って、エクセルの基本操作から表の
作成、表の装飾、計算、データーベースやグラフの作成を行います。
Excel 2010で勉強された方も、一部の操作が変わっています。一緒に考え
ながら、楽しく勉強をしませんか。

・テキスト代 2,160円（釣り銭が無いようにお願いします。）
テキスト名：よくわかるMicrosoft Excel 2013 基礎
ISBN:978-4-89311-985-8
出版社：ＦＯＭ出版
（講師が発注）
・筆記用具、その他（第１回目に説明します。）
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自然科学
★時間帯 午前→10:00～11:30

午後Ａ→13:30～15:00

講座番号・講座名・講師・
時間帯・回数・定員・受講料・室名
〈406〉パーソナルカラー（実践編）
－似合う色とメイクでコーディネイト－

午後Ｂ→15:30～17:00

夜間→19:00～20:30

概要・初回時に必要なものは□内に記載
綺麗で素敵への近道はパーソナルカラーを知ることです。一人ひとり肌分析

アトリエエクリュ代表・色彩検定協会認定色彩講師 をして似合う色をみつけたら、肌を美しく見せてくれる色とメイクのマジックで

パーソナルカラーコンサルタント 若々しく個性的に魅せましょう。そして、洋服・ヘア・メイク・バック・シューズま
乾 宏子 氏
で全て含めたトータルコーディネイトの実践で自分らしさを生かしながらセンス
アップをしましょう。
金曜日
10:00～12:00

定員 ： ２０人
受講料 ： １５,０００ 円

後期（全１５回）

４階 ４０１室

☆講師の都合により時間帯は“10:00～12:00”になります。
・教材費 3,000円（カラーパレット、プリント代等）
・筆記用具

〈407〉カラーセラピー

色を使ってリラックス！ そして、今まで知らなかった自分にも出会えます。
色えんぴつ、パステル、マジックなど様々な画材の色を楽しみながら“自分を
カラーアナリスト・心理・キャリアカウンセラー 開放できる場所”です。色を使って楽しく若々しく毎日を過ごしましょう。画材
浅田 実果 氏
はご用意致します。初めての方のご参加もお待ちしています。一緒に楽しく
“色”を使いましょう。
土曜日
10:00～12:00

定員 ： ２０人
受講料 ： １５,０００ 円

後期（全１５回）

４階 ４０２室

☆講師の都合により時間帯は“10:00～12:00”になります。
・教材費 500円（スケッチブック、画材費）
・筆記用具、１２色以上の色鉛筆

〈408〉怒りを上手にコントロールしよう！
～暮らしに活かすアンガ－マネジメント～

仕事、家庭、子育て、その他人間関係で、イラッとすること、頭にくることは誰

戦略マーケティング研究所ケイ・ファクトリー取締役 にでもあることだと思います。大切なことはその時の対処法。アンガ－マネジメ

アンガ―マネジメントコンサルタント ントで怒りの仕組を知って、自分や他人の感情とうまく付き合い、上手に伝え
佐野 智世 氏
る。怒りによる後悔をなくし、気持ちよく、楽しく暮らせることを目指します。

木曜日 午前

定員 ： ２０人
受講料 ： ９,０００ 円

後期（全１５回）

４階 ４０1室

・筆記用具のみご持参ください。

芸術
★時間帯 午前→10:00～11:30

午後Ａ→13:30～15:00

〈601〉西洋美術史案内
京都市美術館 館長
潮江 宏三 氏

水曜日
10:30～12:00

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

後期（全１５回）

４階 ４０５室

午後Ｂ→15:30～17:00

夜間→19:00～20:30

西洋美術の基本的な事柄を理解していただいて、これからの鑑賞に役立て
るように、西洋美術隆盛の時代に起こったできごとを取り上げて解説します。
巨匠たちの作品の背景にあるものに触れ、視点を深めていただくように、解説
していきたいと思っています。

☆講師の都合により時間帯は“10:30～12:00”になります。
・教材費（資料） 1,000円
・筆記用具
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