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
〈101〉出会いの人間学（３）

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
考えたことがありますか じぶんにできることを
心はあいての気持ちを感じとることができる
考えてみませんか じぶんにできることを

追手門学院大学 名誉教授
志水 紀代子 氏
（『じぶん』レイフ・クリスチャンソン：文 にもんじまさあき：訳
月曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

岩崎書店）

この講座では、それぞれの生きてきた人生を振り返って、新たなすて
きな「じぶん」に出あえる楽しい「しかけ」があります。ためしにどう
ぞ一度ご参加ください。
・筆記用具のみご持参ください。

〈102〉源氏物語の世界 １４

『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
元 龍谷大学 仏教文化研究所 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Ⅵ
－用心棒稼業の哀歓模様－

概要・初回時に必要なものは□内に記載

過去五回の藤沢周平の講義で余す所なく話を終えることができない程
幅広く、そして奥深い魅力の尽きないのがこの作家の素晴らしい所で
梅花女子大学 名誉教授 す。海坂藩の武家物、江戸の市井物、いずれも人の心を捉えて離さない
描写の適確さと人情の機微に触れるさりげない自然（特に光と影）表
木村 正明 氏
現。
今回は、その武家と庶民、海坂と江戸を合わせ持ちつつ、作風の転換
点と目される「用心棒」シリーズを取り上げて、講義をしたいと思いま
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：「孤剣―用心棒日月抄」
著者名：藤沢周平
ISBN:978-4101247106
出版社：新潮文庫
販売価格：724円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具
☆講師の都合により時間帯は“14:00～15:30”になります。

〈202〉マザーグース童謡と『赤毛のアン』

水曜日 午後Ａ
通年（全３０回）

前半１５回は、マザーグース童謡を楽しく学びます。
後半１５回は、NHKの朝ドラ『花子とアン』村岡花子訳で有名になり
大阪府立大学 名誉教授 ましたモンゴメリーの『赤毛のアン』の原書、Anne of Green Gables
を読みます。
安藤 幸江 氏
どちらも親しみやすい英語です。
絵本・ＣＤ・ビデオも使います。
・テキスト代 861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：Anne of Green Gables
受講料 ： １８,０００ 円
著者名：L.M. Montgomery
ISBN:978-0553153279
出版社：Yearling
（講師が発注）
４階 ４０２室
・筆記用具、英和辞書
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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

〈203〉はじめての万葉集
梅花女子大学 教授
市瀬 雅之 氏

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

『万葉集』は、日本に残されたもっとも古い歌集です。二十巻に収
められた歌に、古代の知恵と感性を楽しみます。
今年は、巻一に収められた歌を、時代や文化・風土を交えて読みま
す。はじめての方は、一番の歌から読むチャンスです。長く読まれて
きた方には、やっぱり巻一が面白いと感じていただけます。

・筆記用具 （※お手元に『万葉集』があると便利です）

〈204〉李白と杜甫の世界（Ⅱ）

昨年度に引き続き、人間李白と杜甫の人物像に迫ります。初期から
元大阪薫英女子短期大学 助教授 年代を追って詩作品を味読することから、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 いうイメージを覆すことができればと思っています。映像資料を多用
大原 正義 氏
し、分かりやすい講座にします。長安という国際都市を舞台に活躍、
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

・筆記用具のみご持参ください。

〈205〉インド神話 １
元近畿大学 教授
西尾 秀生 氏

水曜日 午後A

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０３室

インド神話を一緒に読んでみませんか。ヴェーダ聖典や叙事詩など
に多くの神話が含まれています。余り知られていませんが、インドは
最も多くの神話を伝えている国です。神話はただ読むだけでも面白い
のですが、解釈の方法を学び、他の神話と比較すれば、さらに理解が
深まります。『古事記』などにも類似の物語があるように日本でも親
しまれた神話を学びます。

・筆記用具のみご持参ください。

〈206〉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
元 龍谷大学 仏教文化研究所 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 ： ２０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 ４０５室

・筆記用具のみご持参ください。

〈207〉文章道場
作家
清水 規子 氏

木曜日 午後A
前期（全８回）

定員 ： ２０人
受講料 ： ４,８００
４階 ４０３室

名作は名文に裏付けられています。
そう。作品を成すのは文章、文章造りの基礎にあるのです。
例文を味読する一方で、あなた自身の習作を重ねましょう。同好の
仲間と、語らいのひと刻も愉しみましょう。
提出文は添削、講評で応えます。

円
・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
〈301〉三島地域を中心として Ⅱ
－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・兵庫等の周辺地域
の歴史を平安時代後期より戦国時代までをエピソードなどをまじえな
前甲子園短期大学 教授 がらお話します。
小林 章 氏
（２６年度〈Ⅰ〉の続きの内容です。）

木曜日 午前

定員 ： ６０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

３階 ３０４室

・筆記用具のみご持参ください。

〈302〉三島地域を中心として Ⅲ
－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・兵庫等の周辺地域
の歴史を江戸時代の最初より明治初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
（２６年度〈Ⅱ〉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 ３０４室

・筆記用具のみご持参ください。

〈303〉景気変動の本質にせまる

土曜日 午後B
前期（全８回）

景気はなぜ変動するのか、その原因を考えていきましょう。資本の
巨大化や情報化、成長率の低下の実態を知っていきましょう（息抜き
京都経済短期大学 学長 に、好況や不況期の流行語もふくめて）。ブームになった商品の発
岩田 年浩 氏
生・発展・衰退をたどりましょう。さらに株価変動の貴重資料もお渡
しします。広い目で世の中を見れば心も落ちつきます。
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⑨

・筆記用具のみご持参ください。
激変する世界情勢についての情報が溢れるほどある中、世界各地の

ジャーナリスト（元毎日新聞社「英文毎日」編集長） 政治、経済、社会、文化などについての資料（プリント）をベースに
（元大阪国際大、大阪産業大教授） して、最新情勢を把握するようにする。

古谷 浩 氏

水曜日 午後A

定員 ： ３０人
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⑤

国際事情にまつわる情報を国内で把握するだけではなく、時には海
外へ出かけてじかに見聞を広めることにも努め、トピックス（テー
マ）をその時々の最新のものの中から選び出し、解説する。
また、出来れば国際社会全般（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）の今後の行方も展望した
い。
毎回プリントを配布するとともに、ＤＶＤも使用する。
・筆記用具のみご持参ください。
日本の政治、経済、社会、文化など全般にわたる情勢についての資

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、現状を検証するとともに、問題点を
（元大阪国際大、大阪産業大教授） 分析し、我が国の今後を展望する。

古谷 浩 氏
月曜日 午後A

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０５室

激変する世界情勢とともに国内情勢が変化する中、溢れるほどある
情報の中からその時々の最新のトピックス（テーマ）を選び出し、詳
説する。
毎回プリントを配布するとともに、ＤＶＤも使用する。
・筆記用具のみご持参ください。
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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
〈351〉はじめてのパソコン
－家庭のパソコンを活かそう－(Windows7)

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

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。
元追手門学院大学 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。

月曜日 夜間
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：よくわかるMicrosoft Office Ｗｏｒｄ 2010＆Excel 2010
ISBN:978-4893119087
出版社：ＦＯＭ出版
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。）

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

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。

月曜日 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：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。）

〈353〉パワーポイントでプレゼンをしてみよう
(Windows7)

パワーポイントは、プレゼン（発表）をするためのソフトウェアで
す。そのパワーポイントを使って、ご自身がプレゼンしたいことを発
追手門学院大学 経済学部 准教授 表していただきたいと思います。パワーポイントの操作をしてみたい
今堀 洋子 氏
方、皆に披露したいことがある方、パソコンに慣れていなくても構い
ません。前回は、自分史、ご自身の発明の内容、今熱中しているこ
と、ご両親の戦争体験、ご自身の故郷の紹介など、どれも素敵な作品
となりました。プレゼンを通して、ご自身の人生を振り返るきっかけ
定員 ： ３０人
にもなるようです。興味のある方であれば、どなたでも参加していた
金曜日 午前
受講料 ： ４,８００ 円
だけます。この機会にいかがですか？
前期（全８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。）
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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
〈354〉パソコンの活用（準中級） 2015
(Windows7)
ICT技術講師
西濃 誼史 氏

木曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 IT学習室

〈355〉パソコンにチャレンジ（準中級） 2015
(Windows7)
ICT技術講師
西濃 誼史 氏

木曜日 午後A

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 IT学習室

〈356〉ワード応用 2015春 (Windows7)
ICT技術講師
西濃 誼史 氏

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

〈357〉エクセル応用 2015春 (Windows7)
ICT技術講師
西濃 誼史 氏

水曜日 午後B
前期（全１５回）

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００
４階 IT学習室

円

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
パソコンを活用しましょう。ワードの基礎が出来る方、エクセルは
出来ると良いのですが、出来なくても、最初に少し学習をします。
〔準中級〕
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
込みも学習します。
・テキスト代 1,008円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：１冊で丸わかり！ ワード＆エクセル2010
ISBN:978-4-8222-6878-7
出版社：日経BP社
（講師が発注）
・筆記用具、ＵＳＢメモリー（第１回目に説明します。）
パソコンを活用しましょう。ワードの基礎が出来る方が対象です。
〔準中級〕
ワードを使って、誕生日カードや簡単に出来る連絡網、チラシなど
を作ります。少し写真の編集もしましょう。また、写真を使ってムー
ビーを作成します。楽しくパソコンにチャレンジ。
・テキスト代 1,296円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：なるほど楽しいワード 作品づくりにチャレンジ編
ISBN:978-4-89311-907-0
出版社：FOM出版
（講師が発注）
・筆記用具、ＵＳＢメモリー（第１回目に説明します。）
ワードの基礎が出来る方。〔中級〕
ワープロソフトMicrosoft Word 2010を使います。基礎で学んだワー
ドを一歩進めて見栄えのいい文書を作成します。住所録の宛名を文書
の指定位置や宛名ラベルに挿入して印刷も出来ます。一緒にステップ
アップしましょう。
・テキスト代 2,160円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：よくわかる Microsoft Word 2010応用
ISBN:978-4-89311-850-9
出版社：FOM出版
（講師が発注）
・筆記用具
エクセルの基本操作・簡単な関数（合計や平均）やグラフの作成が
出来る方。〔中級〕
表計算ソフトMicrosoft Excel 2010を使って、少し上の関数や表の
作成、グラフの活用、複数ブックの操作など、エクセルのステップ
アップをしましょう。使い勝手が広がり、楽しさが増します。
・テキスト代 2,160円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：よくわかる Microsoft Excel 2010応用
ISBN:978-4-89311-848-6
出版社：FOM出版
（講師が発注）
・筆記用具
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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
理学博士
指吸 俊次 氏

土曜日 午後B

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

〈402〉くすりと健康 パート１４
－体内のくすりと新薬とで病気を予防しよう!!－
薬学博士
愛下 秀毅 氏

水曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０４室

生命とは何か、地球の生命の始まりから多くの生物が現われるまで
の進化や生命の不思議さ、複雑さ、すばらしさを紹介します。さら
に、遺伝子、タンパク質がどのように生命活動を制御しているのか、
がんはなぜ出来るのか、長寿遺伝子はあるのか、iPS細胞による再生医
療分野の発展など生命科学全般について解説します。
・テキスト名：文系のための生命科学
ISBN:978-4758120197
著者名：東京大学生命科学教科書編集委員会
出版社：羊土社
販売価格：3,024円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具
くすりの起源は？ 体内のくすりとは？ これからのくすりの開発の
仕方は？ そして最近、急速に増加している病気は？ 等について概説
すると共に、さらに、くすりを活用して病気になるリスクを軽減し、
病気にならないようにする対策を概説します。

・筆記用具のみご持参ください。

〈403〉パーソナルカラー（基礎編）

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！ 毎日の
カラーアナリスト
生活や人生をカラフルに楽しくしましょう！ カラーによって心や身体
心理・キャリアカウンセラー に変化が起こる「カラーの不思議」についても学ぶことができます。
浅田 実果 氏
今までの色彩心理セミナーのリニューアル版のセミナーです。カラー
の基礎的なことから始めますので、色に興味のある方、自分を少し変
えてみたい方大集合です。

土曜日 午前
前期（全１５回）

定員 ： ３０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

この講座は会話の初級です。英語を繰り返し聞いて自分で発音し、
それが身につく授業を実践します。元気が沸いてきて海外旅行も楽し
園田学園女子大学 教授 くなる！ そんなコンセプトで進めます。
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
イを行い会話感覚を養います。１分間スピーチの練習を２回行い、自
信と度胸をつけて頂きます。

月曜日 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：未定
（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

〈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：Person to Person Third Edition Starter
Student's Book with CD
著者名：Jack C.Richards
ISBN：978-0194302098
出版社：オックスフォード大学出版
販売価格：2,797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：978-4902290226
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 will focus on speaking skills and will involve pair work and small
group style practices to increase speaking time.There will be role plays,
インタースクール大阪校 講師 games and discussions across a wide range of language functions and topics,
with the accent on natural communication.
マーク・ベネット 氏
〔 このクラスではスピーキング力アップに重点を置いて、ペアワークや小グループでたくさんス
ピーキング練習をいたします。色々なシーンやトピックでロールプレイをしたり、ゲーム、ディス
カッションなどをしながら自然な表現を目指しましょう。〕

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：Let's Talk 2 Second Edition Student's Book
with Self-study Audio CD
著者名：Leo Jones
ISBN：978-0521692847
出版社：ケンブリッジ大学出版
販売価格：2,678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－

Welcome to the Advanced English Communication Course. This course is
designed for students who are upper-intermediate to advanced level English
インタースクール大阪校 講師 speakers. In this course, you will have an opportunity to practice
ホセ・ガルシア 氏
communicating in English through activities such as role plays, presentations,
debates, and topic discussions. Even though students may review some
grammar in class, this course is primarily focused on conversation and other
communicative skills. Students are encouraged to speak up and participate in
class in order to maximize their learning and practice time. I look forward to
meeting all of you in class!
・テキスト名：American Headway Second Edition Level 4
Student Book with Multi-ROM
定員 ： ３０人
著者名：John Soars and Liz Soars
ISBN：978-0194729024
月曜日 夜間
受講料 ： １８,０００ 円
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）
通年（全３０回）
４階 ４０４室
・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〉基礎中国語会話

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」力を向上するため
李 景芳 氏
の、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」実践的な中国語会話の習得を目標に授業を進め
ます。

月曜日 午後Ａ

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０３室

・テキスト名：確実に覚える中国語
著者名：馮雪梅
ISBN：978-4-86398-164-5
出版社：白帝社
販売価格：2,268円 （受講生が書店で購入）
・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。話すは口頭発表と質問と返答を繰り返し、リスニン
李 慶国 氏
グや自己の表現力を身につけます。中国に関する時事問題や身近な日
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奮ってご
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（４）｣
・筆記用具

〈510〉楽しもう、中国語実践講座
－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、
日常的な題材を紹介する教科書を使い、日々変貌する中国の状況を知
大阪国際大学 非常勤講師 ると同時に、日本の文化・日本の良さを中国語でアピールできること
を目指し、続けての中国語学習を楽しんでいただきます。
鄭 以君 氏

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 2,268円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：新・中国ってこんな国！ －日々是変化－
ISBN:978-4255452326
著者名：池上貞子、張国璐
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、徐々にレベルアップをはかっ
追手門学院大学 非常勤講師 ていくものです。
費 文怡 氏
「会話」と「短文」から構成された教科書を使い、また映像教材も
活用して、会話能力と文章読解力を確実なものとし、総合的な中国語
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：ビジュアル中国―初級から中級へ―（CD付）
ISBN:978-4255452487
著者名：衛榕群、汪暁京
出版社：朝日出版社
販売価格：2,484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

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 Ⅲ

初級・中級レベルの方を中心に、日常生活の中でよく使われる会話
を重点的に全員参加の形で授業を行います。会話中級テキストを使
日中文化学院 学院長 い、全員で会話に参加し、中国語の表現方法を身につける事と、聞き
脱 黎霞 氏
取り能力のUPを計ります。
希望者は自分の意見等をまとめて発表する機会もあり、参加者の積
極的な学習機会を提供致します。．

月曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０１室

〈513〉たのしい韓国語

・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） CD一枚付き
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
皆さん、韓国語を楽しく学んでみませんか！
イラストと写真がいっぱいの教科書で効果的に学習しましょう。

インタースクール大阪校 講師
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：カナタKOREAN 初級1
ISBN：978-4336056771
著者名：カナタ韓国語学院
出版社：国書刊行会
販売価格：2,700円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具

〈514〉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、日常的な話題について
京都大学 非常勤講師 やりとりができることをめざして、楽しい４コマ漫画を用いた教科書
小川 雅美 氏
で学んでいきます。クラスメートと協力して練習しましょう。

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 2,268円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：４コマ・スペイン語 初級
ISBN: 978-4255550633
著者名：福嶌教隆
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。）

〈515〉スペイン語・次の一歩

前年度に引き続き、日常生活や趣味に関連するスペイン語の表現を
広く扱います。文法については基礎レベルですが、表現内容が豊かで
京都大学 非常勤講師 すので、教科書を用いてたくさん口頭練習や聴解をし、受講生どうし
小川 雅美 氏
で助け合って学んでいきましょう。

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 2,592円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：総合スペイン語コース初級―改訂版―
ISBN:978-4255550558
著者名：スペイン語教材研究会
出版社：朝日出版社 （講師が発注）
・筆記用具、西和辞典
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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
〈516〉フランス語・初級
関西学院大学 教授
関谷 一彦 氏

金曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

〈517〉フランス語・中級
－フランス語へのかけ橋－
関西学院大学 教授
オリヴィエ・ビルマン 氏

木曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

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
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
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。
・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：ぜんぶ話して!
ISBN:978-4560061183
著者名：レナ・ジュンタ、清岡智比古
出版社：白水社 （講師が発注）
・筆記用具
フランス語の文法をひととおり学習した人がさらにフランス語を使
いこなせるようになるための講座です。
フランス語の仕組みを知り、フランス的な発想を身につけるために
文法の練習問題もしますが、それと平行して、フランスの文化と社会
に出会うために映画や新聞記事も授業に取り入れます。

・筆記用具、仏和辞典、和仏辞典

〈518〉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 ていきます。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

〈519〉ドイツ語会話・基礎

Guten Tag! 本講座ではドイツ語の基礎を身につけます。ドイツで
生活する、あるいはドイツを旅行する際に直面するであろうテーマに
梅花女子大学 非常勤講師 添った会話を練習します。パートナー練習をふんだんに用いて話せる
橋木 郁子 氏
ようになることを目指すとともにリスニング練習によって聴く力と反
応する力を養います。表現することの喜びを知ること。それが外国語
上達への第一歩です。

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：CD付 アクティブに使うドイツ語〈ノイ〉
ISBN:978-4384122787
著者名：三宅恭子、ミヒャエラ・コッホ
出版社：三修社
販売価格：2,916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〉楽しみ深める美術鑑賞
美術作家
大槻 佐保子 氏

金曜日 午後Ａ

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

この絵はどう見ればいいのか？ 作品を目の前にして、見方が分から
ないと感じたことはないでしょうか。とても美しく感じる絵も、とっつ
きにくい作品も、じっくりと見、背景を知ると第一印象とは違った見え
方が現れてきます。古い作品から新しい作品まで楽しく鑑賞する講座で
す。

・筆記用具のみご持参ください。

〈602〉ボーダレス音楽鑑賞

ボーダレスとは境界のないこと。音楽に国境はないといいます。地球
社会にふさわしく、この講座では日本・西洋・民族音楽のさまざまな曲
黒髪山音楽ホール 主宰 種に触れると同時に、絵画・美術・舞踊などとの関連も探って広く音楽
髙橋 曜子 氏
をとらえていきたいと思います。

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公開コンサートの予定です。
・筆記用具のみご持参ください。

「上方落語五流派競演会」提携講座
〈603〉落語の魅力の全て
身近にありながら意外に知らない落語の成り立ち、笑いの仕組み、落
－落語ビデオの鑑賞を中心に－ 語界の現状など落語の全てを古今東西３０本近いビデオ鑑賞を通じて理
解していただきます。落語通になることを受け合います。終了時には
演芸評論家・茨木市文化振興財団 理事 “落語博士”の認定証を差し上げます。なおこの受講生に限り茨木市文
相羽 秋夫 氏
化振興財団主催「上方落語五流派競演会」の入場券を優先的にご購入い
ただけます。
定員
：
３０人
木曜日 午前
受講料 ： ９,０００ 円
通年（全１５回）

４階 ４０４室

・筆記用具のみご持参ください。

〈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
俳優・表現指導者
田中 照人 氏

月曜日 午前
前期（全１５回）

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００
４階 ４０５室

円

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。
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
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。
・教材費 2,000円
（発表時の台本脚本代、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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