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（５）
－哲学カフェへのお誘い－

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

昨年度『この講座では、それぞれの生きてきた人生をふり返って、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。』と私は書きました。
追手門学院大学 名誉教授 さて、そんな自分に出あえたかどうか、どうだったでしょうね。新しい自分を発
志水 紀代子 氏
見できる場所、哲学への入り口がここにあります。あなたも一度ためしにこの
カフェにどうぞご参加下さい。

月曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

・筆記用具のみお持ちください。

〈１０２〉源氏物語の世界 １６

『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、様々な苦悩を背負って生活
元 龍谷大学 仏教文化研究所 研究員 しています。現在、宇治十帖を読んでいます。宇治の風土と共に『源氏物語』
岩井 宏子 氏
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 ： ３５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。
・筆記用具のみお持ちください。
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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
〈２０１〉漱石の世界Ⅱ
－漱石と猫とその周辺の事ども－

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

前年度に続いて「吾輩は猫である」に取り組みます。単なる通読でない、
種々の出来事や時代相・人物との関わりを数多く眺める事で、小説の内容に
梅花女子大学 名誉教授 留まらない、漱石の時代の様相を面白く、深く掘り下げます。
前年度に受講していない人にもすぐ理解できる様、幅広く楽しく尚且つ深く
木村 正明 氏
をモットーに、猫の眼の様に“漱石先生”の世界を変幻自在にお付き合い致し
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：吾輩は猫である
著者名：夏目漱石
ISBN:978-4101010014
出版社：新潮文庫
販売価格：680円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具

〈２０２〉『赤毛のアン』
－第２１章～第３３章－

『赤毛のアン』の原書、Anne of Green Gablesを続いて読みます。
第21章の“A new Departure in Flavorings”（「香料ちがい」）から第33章の
“The
Hotel Concert”（「ホテルの音楽会」）までを精読します。英語は中級で
大阪府立大学 名誉教授
す。講師が英文を読み、解説します。重要な単語や難しいものは、講師の後
安藤 幸江 氏
について発音をしていただきます。

水曜日 午後Ａ

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

〈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

・テキスト代 800円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：Anne of Green Gables
著者名：L.M. Montgomery
ISBN:978-0553153279
出版社：Yearling
（講師が発注）
・筆記用具、英和辞書

『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、巻三に収められた歌を、時代や文化・風土を交えて読みます。はじ
めての方でも、資料は講師が準備します。巻一や巻二から、一歩踏み出した
新しい歌世界までを楽しんでいただけます。

・筆記用具 （※お手元に『万葉集』があると便利です）

〈２０４〉芭蕉の世界（Ⅱ） 奥の細道俳諧道

元禄２年春３月、芭蕉４６歳。
いよいよ命をかけた旅路「奥の細道」への出発です。歌枕探訪と
元 大阪薫英女子短期大学 助教授 「不易流行」、それこそが芭蕉が目指した「奥の細道」の真髄です。
大原 正義 氏
プロジェクターを駆使し、多くの資料を提供します。
さあ、「奥の細道」の旅の追体験をされませんか。

土曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０１室

・筆記用具、ノート
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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
〈２０５〉仏教入門
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 ４０４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
仏教はわが国に伝わってから1500年近い歴史がありますが、「仏教とは何
か」といわれると、私たちは案外その中身を知りません。
この講座では、仏教の本質を理解できるように、ブッダの生涯や教理、インド
から日本までの仏教史を説明します。またヒンドゥー教の哲学・神話・ヨガとの
関係なども分かりやすく説明します。

・筆記用具、資料（A4サイズ）を挟むファイル

〈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、悲喜こもごもの生活史
元 龍谷大学 仏教文化研究所 研究員 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盛
岩井 宏子 氏
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。
前期（全８回）

４階 ４０５室

〈２０７〉文章道場 ２０１７春
作家
清水 規子 氏

木曜日 午後A

定員 ： ２０人
受講料 ： ４,８００ 円

前期（全８回）

４階 ４０３室

・筆記用具のみお持ちください。
この講座では、種々の作品との出会いがあります。創作に踏みだす一歩と
なる機会にもなるはず。
具体的に絞ったテーマにあわせた例文をとりあげて、解説します。
受講生の書かれた習作を添削、講評で応えます。また合評会の趣きで感想
や意見交換の場とします。こうした「例文デー」と「講評デー」交互に設ける仕
組で、同好の仲間と愉しく励みましょうよ！

・筆記用具のみお持ちください。
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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 Ⅳ
－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

茨木市域を中心に京都・大阪・神戸など周辺の地域の歴史を、江戸時代末
より茨木市制が発足する頃までの間を、色々なエピソードをまじえながら講義
前 甲子園短期大学 教授 します。
小林 章 氏

木曜日 午前

定員 ： ４５人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０５室

・筆記用具のみお持ちください。

〈３０３〉お金との付き合い方

私たちの生活に必要な経済知識をお金を中心に説明していきます。知らな
いと大きな損につながってしまいます。
前 京都経済短期大学 学長 大切なお金をどのように使っていくか。お金をもうけた人たちの例、身近な
岩田 年浩 氏
福祉の状況もお話しします。
しっかりした生き方はきっちりした金銭感覚からできていきます。

金曜日 午後A

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 ４０５室

・筆記用具のみお持ちください。

〈３０４〉最新国際事情を詳説する⑪

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）をベースにして、最新情勢を
ジャーナリスト（元毎日新聞社「英文毎日」編集長） 把握するようにします。
（元 大阪国際大、大阪産業大教授） 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
古谷 浩 氏
新のものの中から選び出し、解説します。
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）の今後の行方も展望します。
定員 ： ３０人
水曜日 午後A
毎回プリントを配布するとともに、ＤＶＤも使用します。
受講料 ： １８,０００ 円
通年（全３０回）

４階 ４０５室

・筆記用具のみお持ちください。

〈３０５〉その時々の国内事情（時事問題）を
掘り下げる⑦

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、問題点を分析し、我が国の今
ジャーナリスト（元毎日新聞社「英文毎日」編集長） 後を展望したいと思います。
（元 大阪国際大、大阪産業大教授） 激変する世界状況とともに国内の諸情勢が変化する中、溢れるほどある情
古谷 浩 氏
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、詳説します。
毎回プリントを配布するとともに、ＤＶＤも使用します。
定員 ： ３０人
月曜日 午後A
受講料 ： １８,０００ 円
通年（全３０回）

４階 ４０５室

・筆記用具のみお持ちください。

〈３５１〉パソコンの基礎
(Windows10)
－Windowsの基本操作からWord・Excelまで－

最初に Windows でのアプリとファイルの管理の仕方を勉強して、パソコンの
基本操作がスムーズにできるようになりましょう。
追手門学院大学 名誉教授 つぎに Word 2013 を用いて文章の作成・編集の技法と図形・写真の貼り付
太田 拓男 氏
けを学びます。後半は Excel 2013 の表計算のからくりを学び、実用的な表・
データベースが作れるようになりましょう。これらはPC活用のキーとなります。
・テキスト名：よくわかるMicrosoft Office Word 2013 ＆ Excel 2013
定員 ： ３０人
Windows8.1 update対応
木曜日 午前
受講料 ： ９,０００ 円
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）
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。）
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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
〈３５２〉シニア・パソコン講座（準中級）
－ワープロと画像加工－(Windows10)

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。ワープロの技能を高めましょう。段組みや図形作成などにト
追手門学院大学 准教授 ライします。加えて画像処理ソフト（GIMP：無償）を用いて、写真などの加工技
杤尾 真一 氏
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。
・テキスト代 1,620円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：GIMP2.8 スーパーテクニック教本
出版社：株式会社晋遊舎
ISBN：978-4-86391-599-2
定員 ： ３０人
月曜日 午後B
受講料 ： ９,０００ 円
※上記テキストを利用予定ですが、変更の可能性があります。
お持ちでない場合は講師が発注します。（詳細は第１回目に説明）
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。）

〈３５３〉パソコンを活用する（準中級） 2017
(Windows10)
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

〈３５４〉ワード基礎のステップアップ
(Windows10)
ICT技術講師
西濃 誼史 氏

水曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 IT学習室

〈３５５〉エクセル基礎のステップアップ
(Windows10)
ICT技術講師
西濃 誼史 氏

水曜日 午後A

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 IT学習室

〈３５６〉エクセル2013応用（中級）
(Windows10)
ICT技術講師
西濃 誼史 氏
木曜日 夜間

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 IT学習室

パソコンを楽しく使いましょう。ワードの基礎を使える方が対象です。
〔準中級〕
Windows10の操作を最初に説明します。
ワードを活用しましょう。暮らしで役に立つはがき・名簿・案内状などを作りま
す。様々な作品ができるのは、楽しいですよ。インターネットを使って作品の
素材を収集します。
・テキスト代 1,922円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：はがき 名簿・案内状のつくり方
著者名：辻野功
ISBN:978-4-7741-6945-3
出版社：技術評論社
（講師が発注）
・筆記用具、その他（第１回目に説明します。）
ワードの入門（文字の入力や簡単な編集）ができる方が対象です。〔基礎プラ
ス〕
ワードを少しステップアップしませんか。画像や図形を主に学習し、実用的
な文書を作成するための、便利な機能を学びます。テキストは Word 2016 で
すが、使用するパソコンは Word 2013 で分かりやすく説明します。
・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：いちばんやさしい Word 2016 スクール標準教科書 中級
著者名：森田 圭
ISBN:978-4-8222-5304-2
出版社：日経BP社
（講師が発注）
・筆記用具、その他（第１回目に説明します。）

エクセルの基礎（エクセルの基本操作、合計や平均の関数）がわかる方が対
象です。〔基礎プラス〕
エクセルの基礎をステップアップしませんか。実用的な表を作成・整形する
ための、便利な機能を学びます。テキストは Excel 2016 ですが、使用するパ
ソコンは Excel 2013 で分かりやすく説明します。
・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：いちばんやさしい Excel 2016 スクール標準教科書 中級
著者名：森田 圭
ISBN:978-4-8222-5301-1
出版社：日経BP社
（講師が発注）
・筆記用具、その他（第１回目に説明します。）
エクセルの基本操作・簡単な関数（合計や平均）・グラフの作成ができる方
が対象です。〔中級〕
表計算ソフトMicrosoft Excel 2013を使って、関数や表の作成、グラフの活
用、ピボットテーブルを作成、その他エクセルの応用を学びます。
・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 2013 応用
ISBN:978-4-86510-264-2
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
〈４０２〉くすりと健康 パート１６
－（続）体を作っている器官の役割と
その器官が起こす病気について!!－

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 ４０１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
体を構成している器官、例えば脳・血液・骨・筋肉などの役割とそれに関連
する病気発症メカニズムについて、また病気になった時の症状とその病気に
なった時の対策について概説すると共に検査値の見方、人体の不思議につ
いても言及します。

・筆記用具のみお持ちください。

〈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。
それは一人一人微妙に異なる素肌・髪・瞳の色で決まる色グループのことで
アトリエエクリュ代表・AFT認定色彩講師 す。
パーソナルカラーコンサルタント 本講座では、パーソナルカラーの基礎と、そのもとになる色の基本を学びま
乾 宏子 氏
す。色を通じて客観的な視点で自分自身と向きあうことで、自分らしさをもっと
魅力的に印象づけることができるとわかります。

金曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 ４０５室

・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！－ 「色の不思議」をご存知ですか? 色は心や身体に変化を起こす“力”を持っ
カラー・心理カウンセラー ています。普段の自分の好きな色にキレイ色をプラスして、毎日の生活や人
キャリアコンサルティング技能士 １級 生をカラフルに楽しくしましょう！ 今までの色彩心理セミナーをリニューアルし
浅田 実果 氏
ました。色の基礎から始めますので、色に興味のある方、自分を少し変えてみ
たい方は大集合です。お待ちしています。

土曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 ４０２室

・教材費 500円
（配色カード・カラーコピー代・画材代として）
・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くなる！ そん
園田学園女子大学 教授 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イを行い
木村 保司 氏
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。テキストとは別に補助
元北陸新聞教育センター 英語講師 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
( James Hettinger )

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

テキスト名：Interchange Intro Student's Book (4th edition) DVD付
ISBN:978-1-107-64866-1
著者名：Jack C.Richards
出版社：ケンブリッジ大学出版
販売価格：3,078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、聞いて分かる喜び、英
インタースクール大阪校 講師 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：Passport Second Edition Level 1 Student Book
ISBN：978-0194718165
著者名：Lewis Lansford, Angela Buckingham
出版社：オックスフォード大学出版
販売価格：2,840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－

このクラスでは基礎的な文法の復習をしながら、簡単な日常会話を学びま
す。また、英語を話すために、リスニングアクティビティや新しい単語をどんど
インタースクール大阪校 講師 ん学んでいきます。旅行がしたい方、外国の人と話したい方、英語が好きな
方、ぜひご参加下さい。お待ちしております。
ホセ・ガルシア 氏
( Jose Garcia )

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：Interchange Intro Student's Book (4th edition) DVD付
ISBN:978-1-107-64866-1
著者名：Jack C.Richards
出版社：ケンブリッジ大学出版
販売価格：3,078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
( Michael Bassett )

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 the 2nd half of our text, Can You Believe It? (Student
Book Level 3), units 8-14.
One unit takes about 4 lessons. The class has weekly homework, from the
text. Students will gain fluency through speaking with different partners each
week and through 4 person discussion 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.
〔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“Can You Believe It? (Student Book Level 3)”の後半（８～１４課）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レッスンごとに題材を学習します。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人でのディスカッション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：Can You Believe It? - Student Book Level 3 著者名：Jann Huizenga, Linda Huizenga
出版社：オックスフォード大学出版 ISBN:978-0194372763
販売価格：2,754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
インタースクール大阪校 講師 plays, 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
( Mark Bennett )

〔このクラスではスピーキング力アップに重点を置き、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：Speak Now 3 Student Book with Online Practice
著者名：Jack C Richards, David Bohlke
出版社：オックスフォード大学出版 ISBN：978-0194030175
販売価格：3,175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

Welcome to our Advanced English Communication Course. My name is
Neil Richard Ross and I would like you to join me in a fun and instructive
インタースクール大阪校 講師 class to improve your English language skills. In this course we will cover
ニール・ロス 氏
many different areas of communication, for example, reviewing grammar,
( Neil Ross )
learning new vocabulary, improving our listening skills, and engaging in small
talk. All of this will be enhanced and put into practice by applying what we
have learned in role play discussions between pairs of students, as well as in
a group setting. By joining our class you will have the opportunity to
practice your communication skills, learn new vocabulary, have a lot of fun,
and hopefully make some new friends. I would love to see you join our class
so please consider enrolling and joining us on Monday evenings. I am looking
forward to seeing you soon!
・テキスト名：English for Life Intermediate: Student's Book
with MultiROM
ISBN： 978-0194307604
定員 ： ３０人
著者名：Tom Hutchinson
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：2,873円 （受講生が書店で購入）
通年（全３０回）
４階 ４０３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。
本講座では、中国語の基礎をしっかりと固め、同時に会話の基本となる「聞き
追手門学院大学 非常勤講師 取れる」力、「話せる」力を向上するための、リスニングや会話の練習を繰り返
李 景芳 氏
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：スリーステップで学ぶ中国語―文型から会話へ―
著者名：張新力
ISBN：978-4384410396
出版社：三修社
販売価格：2,700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方法を学びます。
追手門学院大学 教授 話すは口頭発表と質問と返答を繰り返し、リスニングや自己の表現力を身に
李 慶国 氏
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 1,500円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：杜賽康戒酒
著者名：蕭新如
（講師が発注）
・筆記用具

〈５１０〉愉快な中国語・応用会話（中級）

中国語の基礎を１年以上習得された方を対象とします。
この講座では、隣国である中国の日々変貌する「今」の社会情勢と人間像に
大阪国際大学 非常勤講師 触れる話題を取り上げている応用会話の教科書を使い、中国語学習を楽しく
続けていただくと同時に日本の文化・日本社会の「今」を中国語で表現できる
鄭 以君 氏
ことを目指します。

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：ことばと文化 一挙両得 中級中国語
著者名：陳淑梅, 陸薇
ISBN:978-4255452890
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ていくものです。
追手門学院大学 非常勤講師 教科書を使い、言葉の勉強と同時に中国の文化を紹介し、また映像教材も
費 文怡 氏
活用して、より実用的な中国語コミュニケーション能力を身につけていきましょ
う。
☆講師の都合により時間帯は“13:50～15:20”になります。

木曜日
13:50～15:20

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０４室

・テキスト名：ことばと文化 一挙両得 中級中国語
著者名：陳淑梅, 陸薇
ISBN:978-4255452890
出版社：朝日出版社
販売価格：2,376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（中級）

すでに一定の中国語基礎があり、一千語程度を習得済の学習者が望まし
い。会話中級テキストを使い、全員参加の形で授業を行います。中国語の表
日中文化学院 学院長 現方法を身につける事と、聞き取り能力のUPを図ります。
脱 黎霞 氏
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 ４０５室

〈５１３〉たのしい韓国語・初級

・テキスト代 2,000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 第2册（下）
著者名：楊寄洲
ISBN:978-7561916377
出版社：北京語言大学出版社 （講師が発注）
・筆記用具
韓国語を基礎から学んでみませんか。文字や発音から始めて初歩的な文
法そして、簡単な会話までていねいに楽しく学習していきます。

インタースクール大阪校 講師
金 明子 氏

金曜日 午後Ａ

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０１室

〈５１４〉たのしい韓国語・中級

・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
初級を終えて次の中級に一歩進んでみたいと考えておられる皆さん！ より
レベルアップした文法を学びながら表現豊かな会話を楽しんでみませんか。

インタースクール大阪校 講師
金 明子 氏

金曜日 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：基礎から学ぶ韓国語講座 中級 改訂版
ISBN：978-4336059413
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・中級

このクラスでは、スペイン語学習歴１年以上の方を対象に、会話・読解・作文
の総合力向上をめざします。テーマは、日常の生活習慣、旅行の思い出、健
京都大学 非常勤講師 康管理、社会問題など、さまざまです。課ごとに異なる文法事項に焦点を当て
小川 雅美 氏
てパターン練習で形式に慣れていき、次に会話や作文、文章読解に応用し
ていきます。

金曜日 午後Ｂ

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：Entre amigos 2 （改訂版）
ISBN:978-4255550756
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－
元 関西学院大学 教授
オリヴィエ・ビルマン 氏
( Olivier Birmann )

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：パリ-ボルドー
著者名：藤田裕二
ISBN:978-4-255-35259-6
出版社：朝日出版社 （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、それと並行して、フランスの文化と社会に出会うために文
学作品や映画、シャンソン、そしてフランスの時事問題を授業に取り入れま
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

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ていきま
パリ第８大学 文学博士 す。のんびり楽しく、いっしょにフランス語を話しましょう。
上田 章子 氏

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 3,456円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：Totem 2 DVD付
ISBN:978-2011560551
著者名：Jean-Thierry Le Bougnec, Marie-Jose Lopes
出版社：Hachette Francais Langue Etrangere （講師が発注）
・筆記用具、辞書

〈５１９〉ドイツ語日常会話・入門

Guten Tag! ドイツ語圏の国々へ旅行する際に必要な日常会話を身につけ
ます。レストランでの注文の仕方、道のたずね方、デパートでの買い物などシ
神戸大学 非常勤講師 チュエーションに合わせた会話を、パートナー練習によってマスターします。
橋木 郁子 氏
アルファベットの発音から始めますのでドイツ語初心者の方も安心してご参加
下さい。
Sprechen wir aut Deutsch! （ドイツ語で話そう！）

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：どいちゅ
ISBN:978-4255253954
著者名：齊藤公輔, 田原憲和, Marco Schulze
出版社：朝日出版社
販売価格：2,700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
〈６０１〉西洋美術史案内 2017

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
「ヨーロッパ」が成立する中世後半期以後の西洋美術の流れをスライドによ
る作品例をもとにたどって行き、その新たな魅力を発見する。

京都市美術館 館長
潮江 宏三 氏

水曜日 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 2,000円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：西洋美術史案内
出版社：私家版
（講師が発注）
・筆記用具

〈６０２〉音楽の夢サロン

クラシックの名曲を毎回わかりやすく解説し、鑑賞していきます。また時折、
手づくりのコンサートやお茶の時間をもうけて、色々な形で音楽に触れていき
黒髪山音楽ホール 主宰 ます。ちょっとしたサロンにお出かけする気持ちでどうぞ！
髙橋 曜子 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

〈６０３〉落語の笑い 2017
－落語ビデオの鑑賞を中心に－
演芸評論家
相羽 秋夫 氏

木曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

通年（全１５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。
・筆記用具のみお持ちください。
大人の笑いである落語。その成り立ちや仕組みについて、東西の落語家
３０人近くの落語のビデオを鑑賞する中で理解していただきます。落語通に
なったあなたに、終了時に“落語博士”の認定証を差し上げます。講座の冒
頭には、演芸界のニュースの解説をします。笑いの絶えない講座です。

・筆記用具のみお持ちください。
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