人権
★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

〈101〉出会いの人間学（２）

前回と同様この講座は、参加した人同士が自由に交差する空間、そして出
会うことが出来る講座です。
追手門学院大学 名誉教授 出会うことで新しい自分をみつけることも出来ます。下のレイフ・クリス
チャンソンの「ともだち」の詩のように。
志水 紀代子 氏
｢ともだちは いっしょにいると楽しい人 あなたのことを思ってくれる人
あなたのことばを聞いてくれる人 あなたのまちがいを教えてくれる人 新
しい世界に連れていってくれる人 いつもあなたを迎えてくれる人・・・｣
（にもんじ まさあき 訳 岩崎書店）
そう、ちょうどこの詩にあるような出会いのある講座です。一度参加して確
定員
：
３０人
月曜日 午前
かめてみられませんか。
１８,０００
受講料 ：
円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

・筆記用具のみをご持参ください。

〈102〉源氏物語の世界 １３

『源氏物語』はとかく雅な世界のみが強調されがちです。しかし、王
朝の姫君は一夫多妻制のもとに、人権的な保障もなく、様々な苦悩を背
龍谷大学 仏教文化研究所 研究員 負って生活しています。現在、宇治十帖を読んでいます。宇治の風土と
岩井 宏子 氏
共に『源氏物語』を楽しみましょう。初心者の方も是非ご参加くださ
い。

木曜日

13:00～14:30

定員 ： ４０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０５室

☆講師の都合により時間帯は“13:00～14:30”になります。
・筆記用具のみをご持参ください。

人文科学
講座番号・講座名・講師・
時間帯・回数・定員・受講料・室名
〈201〉藤沢周平Ⅴ
－下級武士の意気地－

概要・初回時に必要なものは□内に記載

ここ三年、江戸市井の人の哀歓を見てきましたが、久方振りに海坂藩
（と覚しき）の下級武士の心意気に向き合いたいと思います。青年・中
梅花女子大学 名誉教授 年前後期・女性と主人公にも幅をもたせ、時刻も昼過ぎ・夕前・宵・夜
と違え、その内容も仕掛けたっぷりの四作品です。勿論、登場人物の心
木村 正明 氏
の機微、特有の光影による風景描写によって、今に生きる私達の真の姿
も現成します。
☆講師の都合により時間帯は“14:00～15:30”になります。

木曜日
14:00～15:30

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

・テキスト名：「麦屋町昼下がり」
著者名：藤沢周平
ISBN:978-4167192266
出版社：文春文庫
販売価格：591円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具
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★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
〈202〉『不思議の国のアリス』と
マザーグース童謡

水曜日 午後Ａ
通年（全３０回）

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

前半１５回は、『不思議の国のアリス』の後半を原語の英語で読み
ます。
大阪府立大学 名誉教授 後半１５回は、マザーグース童謡を楽しみます。
どちらも親しみやすい英語で、言葉遊びがあります。
安藤 幸江 氏
絵本・ＣＤ・ビデオも使います。
・テキスト代 1,600円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
定員 ： ３０人
テキスト名：Alice's Adventures in Wonderland
受講料 ： １８,０００ 円
著者名：Lewis Carroll
ISBN:978-4870971295
出版社：英光社
（講師が発注）
４階 ４０２室
・筆記用具、英和辞書

〈203〉はじめての万葉集

『万葉集』に収められた歌を、時代や文化・風土を交えて読みま
す。現代の私たちの生活に例えて話すことが多いので、はじめての方
梅花女子大学 教授 でも大丈夫です。これまで『万葉集』を愛読されてきた方には、二十
巻の中に話題を整理します。古の文学と歴史に心豊かな創造力を楽し
市瀬 雅之 氏
みます。

土曜日 午後A

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０１室

・お手持ちの万葉集テキスト（全歌が載っているもの）
（※テキストの詳細は初回時に説明します。）
・筆記用具

〈204〉李白と杜甫の世界

盛唐時代の大詩人李白と杜甫の人物像に迫ります。彼らの作品を初
元大阪薫英女子短期大学 助教授 期から年代を追って味読することから、定着している詩仙・詩聖と
東アジア比較文化国際会議会員 いった人物像の再点検を試みます。可能な限り映像資料を使用し、わ
大原 正義 氏
かりやすい講座にするつもりです。長安という国際都市を舞台に活
躍、あるいは暗躍した様々な人物にも触れたいと思います。

土曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０５室

・筆記用具のみをご持参ください。

〈205〉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
龍谷大学 仏教文化研究所 研究員 もごもの生活史がありありと読み取れます。藤原道長が競争者の全て
岩井 宏子 氏
を克服して栄華の全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 ： ３０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。
前期（全８回）

４階 ４０３室

・筆記用具のみをご持参ください。
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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
〈301〉三島地域を中心として Ⅰ
－大阪・京都・神戸の歴史を学ぶ－

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

三島地域、特に茨木を中心として京都・大阪・兵庫等、周辺地域の
歴史を原始古代より平安時代前期までをエピソードなどをまじえなが
前甲子園短期大学 教授 らお話します。
小林 章 氏

木曜日 午前

定員 ： ６０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

３階 ３０４室

・筆記用具のみをご持参ください。

〈302〉三島地域を中心として Ⅱ
－大阪・京都・神戸の歴史を学ぶ－

三島地域、特に茨木を中心として京都・大阪・兵庫等、周辺地域の
歴史を平安時代後期より室町時代後期までをエピソードなどをまじえ
前甲子園短期大学 教授 ながらお話します。
小林 章 氏
（２５年度〈Ⅰ〉の続きの内容です。）

金曜日 午前

定員 ： ６０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

３階 ３０５室

・筆記用具のみをご持参ください。

〈303〉現代の景気はどのように循環するか

景気はなぜ変動するのでしょうか。その根本原因から起して、現状
へどのように展開してきたかを明らかにしましょう。経済の動向を短
京都経済短期大学 学長 期・中期・長期に分けて、今後の見通しを持ちましょう。
岩田 年浩 氏

土曜日 午後A
前期（全８回）

定員 ： ３０人
受講料 ： ４,８００

円

４階 ４０５室

〈304〉最新国際事情を詳説する⑧

・筆記用具のみをご持参ください。
政治、経済、社会、文化などの国際情勢についての資料（プリン

ジャーナリスト（元毎日新聞社「英文毎日」編集長） ト）をベースに、世界の諸地域の実態を探ります。

激しく変わる国際情勢の中で溢れるほどある情報の中からその時々
（元大阪国際大学、大阪産業大学教授）
のトピックスやテーマを随時取り上げ、詳説します。
古谷 浩 氏
また、国際社会全般（米国、中国、ＥＵ、ロシア、アセアン、朝鮮
半島、アラブ世界、インドなど）の行方も展望します。
毎回プリントを配布し、ＤＶＤも使用します。
定員 ： ３０人
水曜日 午後A
受講料 ： １８,０００ 円
通年（全３０回）

４階 ４０５室

〈305〉その時々の国内問題を掘り下げる④

・筆記用具のみをご持参ください。
国内の政治、経済、社会、文化などにまつわる諸情勢についての資

ジャーナリスト（元毎日新聞社「英文毎日」編集長） 料（プリント）をベースにして、現状を分析するとともに、日本の今

（元大阪国際大学、大阪産業大学教授） 後を考えます。
古谷 浩 氏
激変する国内外情勢の中、溢れるほどある情報の中からその時々の
トピックスやテーマを随時取り上げ、詳説します。
また、国際社会の中での日本の将来像も展望します。
定員 ： ３０人
毎回プリントを配布し、ＤＶＤも使用します。
月曜日 午後A
受講料 ： １８,０００ 円
通年（全３０回）

４階 ４０５室

・筆記用具のみをご持参ください。
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★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〉簿記検定３級（初級）講座

簿記は、ビジネスの基礎知識として企業のすべての分野で必要で
す。簿記に興味があり、就職、転職、実務に生かしたいとお考えの
元ビジネスカレッジ京都専門学校 講師 方、またこれから簿記を始めようとお考えの方、検定にチャレンジし
てみませんか。基礎からわかりやすく説明し、日商３級の合格をめざ
今井 一雄 氏
します。
・テキスト代 約2,500円（予定）
定員 ： ３０人
土曜日 午前
受講料 ： １８,０００ 円
テキスト名：未定
（講師が発注）
※テキスト、問題集は初回時に説明します。
通年（全３０回）
４階 ４０１室
・筆記用具、電卓、定規、赤のボールペン

〈351〉はじめてのパソコン
－家庭のパソコンを活かそう－(Windows7)

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。
追手門学院大学 経済学部 教授 文書作成では Word 2010を用いて、基本的な文字の入力から体裁の
太田 拓男 氏
整った文章のための編集・図形の貼りつけを、表計算では Excel 2010
を用いて、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。
・テキスト名：よくわかるMicrosoft Office Ｗｏｒｄ 2010＆Excel 2010
定員 ： ３０人
ISBN:978-4893119087
月曜日 夜間
受講料 ： ９,０００ 円
出版社：ＦＯＭ出版
販売価格：2,160円 （受講生が書店で購入）
前期（全１５回）
４階 IT学習室
・筆記用具、USBメモリー（第１回目に説明します。）

〈352〉シニア・パソコン講座（準中級）
－ワープロと画像加工－(Windows7)

月曜日 午後B
前期（全１５回）

キーボード操作はある程度できれば大丈夫ですが、いろいろな操作
をマウスで実習します。ワープロの技能を、段組、図形作成などにト
追手門学院大学 准教授 ライして高めましょう。加えて画像処理ソフト（GIMP)を用いて、写真
杤尾 真一 氏
などの加工技術を身につけましょう。スキャナ操作も紹介します。画
像を加えた素敵なワープロ文書を作成しましょう。
GIMPは無料のフリーソフトです。
・テキスト名：GIMP2.8 スーパーテクニック教本
定員 ： ３０人
ISBN：978-4-86391-599-2
受講料 ： ９,０００ 円
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）
４階 IT学習室
・筆記用具、USBメモリー（第１回目に説明します。）

〈353〉インターネットとことん活用講座
－ネットをより身近に－ (Windows7)

この講座では、日々の暮らしの中で役に立つインターネットの活用
方法を、楽しみながら共に学んでいきます。具体的には、ネットで調
追手門学院大学 経済学部 准教授 べたり、ネットを楽しんだり、ネットショッピングをしたり、ネット
今堀 洋子 氏
での交流をしたりということを体験しながら身につけていきます。ま
た、共に学ぶ仲間との交流も大切にしたいと思います。
定員 ： ３０人
金曜日 午前
受講料 ： ４,８００ 円
前期（全８回）

４階 IT学習室

・筆記用具、ＵＳＢメモリー

〈354〉パソコンの活用（準中級） 2014
(Windows7)

木曜日 午前
通年（全３０回）

パソコンの操作やマウスが使え、文字入力が出来る方。ワードやエ
クセルが出来ると良いのですが、出来なくても、最初に少し、それぞ
ICT技術講師 れの学習をします。
西濃 誼史 氏
写真入りの日記、地図入りの通知書、名刺、カレンダー、その他年
間を通じて、さまざまな作品を作ります。USBメモリーやCD-Rへの書き
定員 ： ３０人
込みも学習します。
受講料 ： １８,０００ 円
・テキスト名：未定 （※テキストについては講座内で案内します。）
４階 IT学習室
・筆記用具、USBメモリー（第１回目に説明します。）
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★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

〈355〉インターネット講座 (Windows7)

パソコンの基本操作、マウスの操作、文字入力ができる方。〔基
礎〕
ICT技術講師 インターネットが初めての方や、もう少しインターネットを使いこ
西濃 誼史 氏
なしたい方。ホームページを見る、メールを使う、インターネットの
セキュリティを学びます。
一緒にインターネットを楽しみましょう。

木曜日 午後A
前期（全１５回）

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００

円

４階 IT学習室

・テキスト名：大きな字ですぐわかる はじめてのインターネット
著者名：尾崎裕子
ISBN:978-4-04-870784-8
出版社：ASCII
販売価格：1,296円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、その他（第１回目に説明します。）

〈356〉ワードの基礎 2014春 (Windows7)

パソコンの基本操作やマウスが使え、文字入力が少しは出来る方。
〔基礎〕
ICT技術講師 ワープロソフトMicrosoft Word 2010を使って、様々な文字入力、文
西濃 誼史 氏
書の編集、表やイラスト・写真の挿入を行います。
わかりやすいテキストと追加資料を使って授業を進めます。

水曜日 午後B
前期（全１５回）

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００

円

４階 IT学習室

・テキスト名：大きな字ですぐわかる はじめてのワード
著者名：尾崎裕子
ISBN:978-4-04-870080-1
出版社：ASCII
販売価格：1,296円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、その他（第１回目に説明します。）

〈357〉エクセルの基礎 2014春 (Windows7)

パソコンの基本操作やマウスが使え、文字入力が出来る方。〔基
礎〕
ICT技術講師 表計算ソフトMicrosoft Excel 2010を使って、エクセルの基本操作
西濃 誼史 氏
から表の作成、表の装飾、計算、簡単なデーターベースやグラフの作
成を行います。
わかりやすいテキストと追加資料を使って授業を進めます。

水曜日 午後A
前期（全１５回）

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００

円

４階 IT学習室

・テキスト名：大きな字ですぐわかる はじめてのエクセル
著者名：尾崎裕子
ISBN:978-4-04-870079-5
出版社：ASCII
販売価格：1,296円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、その他（第１回目に説明します。）

〈358〉パワーポイントの基礎 (Windows7)

パソコンの基本操作やマウスが使え、文字入力が出来る方。〔基
礎〕
ICT技術講師 プレゼンテーションソフトMicrosoft PowerPoint 2010を使って、ス
西濃 誼史 氏
ライドの作成と文字入力、見栄えをよくする、図表・グラフ・アニ
メーションの作成、プレゼンテーションの実行方法を、８回の講座で
学びます。

水曜日 夜間
前期（全８回）

定員 ： ３０人
受講料 ： ４,８００
４階 IT学習室

円

・テキスト名：速効！パソコン講座 パワーポイント2010
ISBN:978-4-8399-3867-3
出版社：株式会社毎日コミュニケーションズ
販売価格：596円 （受講生が書店で購入）
・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

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

〈401〉生命科学はとても面白い

生命とは何か、生命の始まりから地球上の多くの生物が現われるま
での進化や生命の不思議さ、すばらしさを分かりやすく解説します。
理学博士 人の体の精巧さ、活動エネルギーはどのように作られているのか、ま
指吸 俊次 氏
た最近の生命科学の進歩やがんとは何か、iPS細胞による再生医療の可
能性などについても話します。

土曜日 午後B

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０１室

・テキスト名：図解 生命科学
ISBN:978-4274207617
著者名：室伏きみ子
出版社：オーム社
販売価格：2,700円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具

〈402〉くすりと健康 パート１３
iPS細胞の作製が成功して以来、難治性の病気に対する治療法および
治療薬の開発が期待されている。そこで今回、技術革新を含めた新し
薬学博士 い、最前線の治療法および新しく開発されたくすり等の最新情報につ
愛下 秀毅 氏
いて概説します。

－夢の治療法とは？ そして最新情報について－

水曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０４室

・筆記用具のみをご持参ください。

〈403〉パーソナルカラー（理論編）

あなたを生き生きと美しく素敵に見せるパーソナルカラー。
アトリエエクリュ代表・AFT認定色彩講師 それは一人一人微妙に異なる素肌・髪・目の色で決まる似合う色グ
パーソナルカラーコンサルタント ループのことです。
乾 宏子 氏
色だけでなく、個性を生かした装い方やコーディネートを学びま
す。

土曜日 午後Ａ

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００

前期（全１５回）

４階 ４０２室

円

・教材費 1,300円
（配色カード・４シーズンカラーパレット代等）
・筆記用具

〈404〉カラーセミナー
－キレイ色で毎日を楽しく！－

好きな色は何色ですか? 普段の自分色にキレイ色をプラス！ 生活
をカラフルに楽しくしましょう。カラーによって心や体に変化が起こ
カラーアナリスト・カラーカウンセラー る「カラーの不思議」についても学ぶことができます。今までの色彩
浅田 実果 氏
心理セミナーのリニューアル版のセミナーです。色彩の基礎から始め
ますので、カラーに興味のある方、好きな方、大集合です！

土曜日 午前
前期（全１５回）

定員 ： ２０人
受講料 ： ９,０００
４階 ４０２室

円

・教材費 500円
（色彩カード・カラーコピー代として）
・１２色以上の色鉛筆、ハサミ、のり
・筆記用具
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語学
★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

〈501〉元気のでる英会話

月曜日 午後Ｂ
通年（全３０回）

英語を繰り返し聞いて自分で発音し、それが役に立つ授業を実践し
ます。元気が沸いてきて海外旅行も楽しくなる！ そんなコンセプトで
園田学園女子大学 教授 進めます。
授業では会話文型の基本をマスターしたり、教室仲間とロールプレ
木村 保司 氏
イングを行い会話感覚を養います。１分間スピーチの練習を仲間の前
で２回ほど行います。とにかく自信と度胸をつけて頂きます。会話の
初級です。
定員 ： ３０人
・テキスト名：未定
（講師が発注）
受講料 ： １８,０００ 円
※テキストは初回時に説明します。
４階 ４０１室
・筆記用具、辞書（英語）

〈502〉Joyful Communication

練習は最上の結果を残します。このクラスでは、日常生活の状況に
おいて、自然に英語でコミュニケーションできる様に励まします。テ
元北陸新聞教育センター 英語講師 キストとは別に補助プリントも使用しながら楽しくレッスンを進めて
いきたいと思います。
ジェームズ・ヘッティンガー 氏

水曜日 午後Ａ

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０１室

テキスト名：Interchange Intro Student's Book (3rd edition) CD付
ISBN:978-0521601498
著者名：Jack C.Richards
出版社：ケンブリッジ大学出版
販売価格：2,970円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具

〈503〉初級英会話
－基礎の見直しからはじめよう－

日本人講師が英会話の基礎から丁寧に指導します。これを機に文法
なども見直してみましょう。英語の音やリズム、表現に慣れ、聞いて
インタースクール大阪校 講師 わかる喜び、英語を話す楽しさを一緒に味わってみませんか？
青野 恭子 氏

金曜日 夜間

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０３室

・テキスト名：FIFTY-FIFTY intro 3rd Edition (Student's Book)
ISBN：978-9620056642
著者名：Warren Wilson，Rodger Barnard
出版社：ピアソン・ロングマン
販売価格：3,035円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、辞書（あれば）

〈504〉初級英会話（２）
－楽しみながら英語を話そう－

この講座では、テキストを使用してコミュニケーションの基礎とな
る正しい文法を学びます。さらに、補助教材を使用し、ペアで、小グ
インタースクール大阪校 講師 ループで、クラス全員で、座ってだけでなく、動き回って様々なト
ピックをお話いたします。単語やフレーズを暗記するだけでなく、楽
ジェニファー・ナカネ 氏
しく、リラックスした雰囲気の中で一緒に英語を楽しみましょう！

月曜日 夜間

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０３室

テキスト名：マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）
ISBN：9784902290226
著者名：Raymond Murphy
出版社：ケンブリッジ大学出版
販売価格：2,365円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、辞書（あれば）
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★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
〈505〉英会話・中級
関西学院千里国際キャンパススペシャルプログラム教育ディレクター

マイケル・バセット 氏

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
This is an oral English class for intermediate level adult students. We'll
study in pairs and in fours with discussion, communication activities and
topics taken from our text,Impact Issues 3.
One unit takes about 4-5 lessons. Students will select the units to study.
The class has weekly homework, from the text. Students will gain fluency
through speaking with different partners each week and through 4 person
role-plays based on the topics. We'll use game/language cards to warm up
each week in groups of 4. Let's learn together challenging our brains as well
as our tongues and ears! This class is taught using only English and we hope
all students switch into English during the lesson time,too.
〔 このクラスは大人向けの英会話中級レベルのクラスです。
２人ペアになったり、または４人グループで、テキスト“Impact Issues 3”からの題
材を基にディスカッション、コミュニケーション活動で学習します。
４～５レッスンごとに学習する題材を受講生の皆さんが選びます。宿題は毎週あり
テキストから出題されます。テキストのトピックスを基に毎回異なったパートナーと
の会話や４人でのロールプレイを通じて流暢さを身につけます。毎週、レッスンの始
めに４人グループに別れて、ゲームやカードを使ってウォームアップします。頭
（脳）、口、耳をフル活用し、一緒に学びましょう。このクラスでは、英語だけで授
業をしますので、受講生の皆さんも講座中は英語のみでがんばりましょう。〕

月曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０３室

・テキスト名：Impact Issues 3
ISBN:978-9620199325
著者名：Richard R. Day, Joseph Shaules and Junko Yamanaka
出版社：Pearson,Longman
販売価格：3,316円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、ノート

〈506〉中級英会話
－楽しみながら英語を話そう－

This course is for all learners who want to build their fluency in
English.There will be plenty of talking time in class supported by vocabulary
インタースクール大阪校 講師 building,listening and speaking strategy exercises.
I'll also try to introduce useful phrases and idioms not usually found in
マーク・ベネット 氏
textbooks.
〔 クラスではたくさん話して、英語がスラスラ出るようになることを目指します。語彙力アップやリ
スニング、スピーキングのコツに加え、学校では習わないような役に立つ表現も伝授いたしま
す。〕

木曜日 夜間

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０１室

・テキスト名：Interchange 3 Fourth Edition (Student's Book)
ISBN：978-1107648708
著者名：Jack C.Richards with Jonathan Hull and Susan Proctor
出版社：ケンブリッジ大学出版
販売価格：2,970円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、辞書（あれば）

〈507〉上級英会話
－コミュニケーションの醍醐味を求めて－

This course is open to students who have upper-intermediate to advanced
English skills. In this course, students will learn how to communicate using
インタースクール大阪校 講師 practical and natural English and learn higher level vocabulary. They will
ホセ・ガルシア 氏
practice all four aspects of English (speaking, listening, reading and writing)
but the main focus will be on speaking and listening. Students will also have
the opportunity to engage in topic discussion, skits, and will also do speeches
and presentations. Even though there may be a little discussion on grammar,
the class is mainly intended for the practice of communicative English.

月曜日 夜間

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０４室

・テキスト名：American Headway Second Edition Level 4
ISBN：978-0194729024
著者名：John Soars and Liz Soars
出版社：オックスフォード大学出版
販売価格：3,076円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、辞書（あれば）
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★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

〈508〉中国語会話・初級

外国語を学ぶ時、誰でも「外国語で話せるようになりたい。」と思
いますね。そこで本講座では、中国語の基礎をしっかりと固め、同時
追手門学院大学 非常勤講師 に会話の基本となる「聞き取れる」力、「話せる」力の向上を実現す
李 景芳 氏
るため、リスニングや会話の練習を繰り返して、「聞き取れる」、
「話せる」、「読み取れる」実践的な中国語学習を目標に授業を進め
ます。
・テキスト代 2,592円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：たのしくできる We Can！中国語・初級
定員 ： ３０人
ISBN:978-4255452234
月曜日 午後Ａ
受講料 ： １８,０００ 円
著者名：佐藤晴彦、徐送迎
出版社：朝日出版社 （初回時のみ講師が発注）
通年（全３０回）
４階 ４０３室
・筆記用具

〈509〉実用中国語
－中国語を通して本当の中国を知ろう－

読み、書き、話す、翻訳することを盛り込んだ総合中国語講座で
す。読みはテキスト使用、書きは受講者の作文を通じて中国語の表現
追手門学院大学 教授 方法を学びます。話すは質問と返答を繰り返し、リスニングや自己の
李 慶国 氏
表現力を身につけます。時事問題やネットの話題や身近な日常生活な
どを話題にします。それぞれの学習経験をベースに振ってご参加くだ
さい。

水曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０３室

・テキスト代 500円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
小冊子配布｢声に出して読む中国語（３）｣
・筆記用具

〈510〉聴き上手から話し上手へと
－中国語・応用会話（準中級）－

中国語の基礎を一年以上習得された方を対象とするこの講座では、
今まで習ってきた中国語を「話し上手」になるように学び続けます。
大阪国際大学 非常勤講師 日々変貌する中国の今を反映する語句を取り入れながら、基本文型と
慣用文型による反復練習を重ね、日常に応用できる、自然に身に付く
鄭 以君 氏
中国語会話の学習をぜひこの時間で楽しんで頂きたいと思います。

水曜日 夜間

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

・テキスト代 2,376円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：中国語へのアプローチⅡ 初級～中級編
ISBN:978-4255451428
著者名：楊凱栄、張麗群
出版社：朝日出版社
（講師が発注）
・筆記用具

〈511〉中国語・中級

この講座は、中国語の発音や基本文型等をひととおり学んだ方を対
象とし、学習したものを復習しながら、中国語の基礎を着実に学び、
追手門学院大学 非常勤講師 定着させ、徐々にレベルアップをはかっていくものです。
費 文怡 氏
教科書を使い、また映像教材も活用して、より実用的な中国語のコ
ミュニケーション能力を身につけていきましょう。

木曜日 午後Ａ

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０４室

・テキスト名：表現する中国語Ⅱ （スリム版 初級から中級へ）
ISBN:978-4891748326
著者名：楊凱栄、張麗群
出版社：白帝社
販売価格：2,592円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具

- 21 -

★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

〈512〉中国語・応用会話

中国へ旅行に行きたいんですが中国語はさっぱり聞き取れません！
そんな方にピッタリのコースです。現地の空港に着いたけど荷物が出
日中文化学院 学院長 て来ない、ホテルのエアコンがつかない…。中国旅行に備えて、30回
脱 黎霞 氏
のレッスンで旅先の中国で実際に役立つような旅行会話を身に付けま
す。現地の人と現地の言葉で話してみましょう。旅がもっと素敵なも
のになります。

月曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０５室

・テキスト代 2,600円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：漢語教程Ⅱ（上）
著者名：楊寄洲
出版社：北京語言大学出版社 （講師が発注）
・筆記用具

〈513〉韓国語・初級

皆さん、韓国語を基礎から学んでみませんか。
いちからゆっくりわかる迄、ていねいに勉強していきます。文字から
インタースクール大阪校 講師 始めて簡単な会話まで楽しく学んでいきましょう。
金 明子 氏

月曜日 午後Ａ

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０４室

・テキスト名：基礎から学ぶ韓国語講座 初級 改訂版
ISBN：978-4336057501
著者名：木内明
出版社：国書刊行会
販売価格：2,268円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具

〈515〉スペイン語・入門

スペイン語は、スペインやアメリカ地域で広く使用されている言語
です。このクラスでは、主に初心者を対象に、日本のことをスペイン
京都大学 非常勤講師 語話者に紹介する内容の会話を学んでいきます。受講生の皆さんがス
小川 雅美 氏
ペイン語圏を旅行する時にも使える表現が多く出てきます。一緒に日
本と世界を再発見しましょう。

金曜日 夜間

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

・テキスト代 2,484円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：ディエゴと日本再発見！－初級スペイン語－
ISBN: 978-4255550589
著者名：尚真貴子、福地恭子、他
出版社：朝日出版社 （講師が発注）
・筆記用具（辞書については講座内で案内します。）

〈516〉スペイン語・次の一歩

前年度に引き続き、日常会話で多用される動詞を用いて自己表現の
練習をし、会話につなげていきます。話し相手とスムーズなやりとり
京都大学 非常勤講師 ができる表現を折り込みます。スペイン語を１年以上学んだ人が対象
小川 雅美 氏
です。教科書が終わった後は、受講生の皆さんのご希望に合わせて、
会話もしくはビデオ視聴を中心とした内容にする予定です。

月曜日 午後Ａ

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

・テキスト代 2,700円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：入門 スペイン語工房
ISBN:978-4255550169
著者名：小川雅美、Jordi Juste
出版社：朝日出版社 （講師が発注）
・筆記用具、スペイン語の辞書

- 22 -

★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
〈517〉フランス語・初級

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

本講座は、これからフランス語を学ぼうとする初心者を対象にして
います。フランス人と簡単なコミュニケーションができること、基礎
関西学院大学 教授 的なフランス語の文法を理解すること、フランス語の学習を通してフ
関谷 一彦 氏
ランス文化を知ることを目指します。外国語の学習はその国に関心を
見出し、楽しみながら、持続的に学習することが何よりも大切です。

金曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

・テキスト名：未定
※テキストは初回時に説明します。
・筆記用具

〈518〉フランス語・中級
－フランス語へのかけ橋－

基礎フランス語の文法と語彙を理解し、次のステップに上がりたい
受講生のための講座です。共通の話題を設けるために、教科書を使い
関西学院大学 教授 ます。
オリヴィエ・ビルマン 氏
フランス語の仕組み・フランス社会に関する再確認を目指します。

木曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

・筆記用具、仏和辞典、和仏辞典

〈519〉フランス語 初級から中級を目指して
－楽しく、少しずつ－

フランス語を少し学んだことのある初級者が対象です。
さまざまな文を読んだり映像も見たりしながら基礎文法を身につけ
パリ第８大学 文学博士 てゆきます。のんびり楽しく、いっしょにフランス語を話しましょ
上田 章子 氏
う。

月曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０４室

・テキスト代 約2,000円（予定）
（講師が発注）
※テキストは初回時に説明します。
・筆記用具、辞書

〈520〉ドイツ語会話・入門

Guten Tag! 本講座ではドイツ語会話の基礎を学びます。文法は本
当に必要な項目にしぼって学習します。ミュンヘンを中心とする南ド
梅花女子大学 非常勤講師 イツの映像を見ながら、ドイツ語が実際に使われている場面を確認
橋木 郁子 氏
し、会話の練習をします。新しい外国語を身につけるためには、その
言語を使ってみることが大切。とにかく見て、聞いて、話してみま
しょう！

土曜日 午後B

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０３室

・テキスト名：ドイツ語の時間 <ときめきミュンヘン>
ISBN:978-4255253701
著者名：清野智昭、他
出版社：朝日出版社
販売価格：2,808円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具
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芸術
★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

〈601〉手でなぞる楽しい西洋美術史

歴史が後世からの目線で編まれていることを念頭に、時代を越えた比
較を交えながら前半は「ヨーロッパ的近代美術への道筋」、後半は「ア
美術作家 メリカ的現代美術への道筋」として、西洋美術の歴史を大きく二つの
大槻 佐保子 氏
パートに分けて辿っていきます。また、かんたんな実習を取り入れて美
術史との絵画を自分の手で体験します。

金曜日 午後Ａ

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０５室

・筆記用具、（実習時）色鉛筆等の画材
（※第１回目に実習時必要な持ち物の説明をします。）

〈602〉クラシック歳時記

西洋音楽の基層には、生誕祭や復活祭を軸とする教会暦があり、生活
習慣も支えています。振り返って我が国の伝統音楽は四季折々の自然・
黒髪山音楽ホール 主宰 風物と共にあり、文学・美術・香や食とも和合するものです。クラシッ
髙橋 曜子 氏
クを主に進めながら適宜、日本音楽を織りまぜ両者の理解を深めていき
ます。

水曜日 午後Ａ

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０４室

※最終の３０回目はきらめきホールでの発表会の予定です。
・筆記用具のみをご持参ください。

〈603〉大衆芸能の魅力
－ビデオ鑑賞を中心に－

落語・漫才・浪曲・講談・奇術・曲芸・漫談・コント・喜劇・コメ
ディ・狂言など「お笑い」に関するさまざまな芸能の成り立ちや仕組み
演芸評論家・茨木市文化振興財団 理事 を解説し、その後にビデオを鑑賞していただいて、理解していただこう
相羽 秋夫 氏
という講座です。毎回その時々に起った演芸ニュースの裏をリポートし
ます。各回笑いに包まれた楽しい内容です。お気軽にご参加下さい。

木曜日 午前
通年（全１５回）

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００

円

４階 ４０４室

・筆記用具のみをご持参ください。

〈604〉演劇を通して体感する
自分を活かすコミュニケーションと表現力

演劇的手法を通して、日常コミュニケーションの楽しさを、新しい自
分を発見してみませんか。
俳優・表現指導者 まずは楽しむこと、そして相手を受け入れること、最後に集まった皆
田中 照人 氏
さんで一つの作品にチャレンジします。
演劇経験は一切関係ありません。

水曜日 午前
前期（全１５回）

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００
４階 ４０５室

円

・教材費 2,000円
（台本脚本代、衣装費、小道具費として）
・筆記用具
・動きやすい服装でご参加ください。
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