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（８）
－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

この講座に参加すると、新たな素敵な「自分」に出会える“しかけ”があっ
て、それぞれが生きてきた人生に、思いがけない新たな意味付けや発見があ
追手門学院大学 名誉教授 ります。
志水 紀代子 氏
まだ一度も来られたことのない方、そんな自分に出会えるかどうか、試しに
どうぞご参加下さい。そして、これまで知らなかった「自分」を見つけて下さ
い。
今年度は、テキストを使用します。

月曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

・テキスト代：2,200円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：ハンナ・アレント再論－〈あるべき政治〉を求めて
著者名：寺島俊穂
ISBN:978-4-86065-135-0
出版社：萌書房
（講師が発注）
・筆記用具
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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〉八嶽党秘聞Ⅱ
－哀しみの八ヶ嶽と浮世絵の町江戸－

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

前年に引き続き藤沢周平の伝奇小説『闇の傀儡師』を読み進めます。この
小説の登場人物は、八嶽党関連の者以外、時の幕府要人のみならず、主人
梅花女子大学 名誉教授 公鶴見源次郎も友人細田民之丞も、実在の旗本御家人という、創作には稀な
設定になっています。八嶽党とのやりとりの背景の、時代の状況にリアリティー
木村 正明 氏
を持たせる為と思われます。剣のやりとりに、浮世絵を中心とした江戸文化の
あり方も小説の魅力を倍加させています。（尚、新しく受講される方にも違和
感のない講義形態であるのが講師の特徴ですので、ぜひ。）
☆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：闇の傀儡師（上）（下）
著者名：藤沢周平
ISBN:978-4-16-719248-8（上）
ISBN:978-4-16-719249-5（下）
出版社：文芸春秋社（文春文庫）
販売価格：各693円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具

〈２０２〉『鏡の国のアリス』 ２
（５章～８章）

英語の文章を読むことに興味のある方。（英語力高卒以上、中級程度）
昨年度に引き続き『鏡の国のアリス』を読みます。今期は、第５章の“wool
and
water”（「ウールと水」）から第８章の“It's My Own Invention”（「それはわ
大阪府立大学 名誉教授
たしの発明です」）までです。
安藤 幸江 氏
第６章は“Humpty Dumpty”（「ハンプティ・ダンプティ」）で、第７章は“The
Lion and the Unicorn”（「ライオンとユニコーン」）です。どちらも有名なマ
ザーグースです。

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：Through the Looking-Glass
著者名：Lewis Carroll / さし絵：Sir Tenniel John
出版社：Pan Macmillan
（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。
今年は巻六の歌を、時代や人物、文化や風土を交えて読みます。現代訳か
ら訓読、原文へと読むようにしていますので、はじめての方でも親しむことが
できます。資料は講師が準備します。筆記用具だけでお出かけください。

・筆記用具 （※お手元に『万葉集』があると便利です）
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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

〈２０５〉仏教入門 ４

ゴータマ・ブッダ（釈尊）の説いた仏教の入門講座です。
今年度は中村元訳『ブッダ最後の旅』を読み、ゴータマ・ブッダが説いた教
パーリ学仏教文化学会 理事 えを明らかにしようと考えています。
元 近畿大学 教授 この経典には難解な教理は出てきませんので、初めて受講されても理解で
西尾 秀生 氏
きる内容です。今年度からの参加も歓迎します。

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

・テキスト名：ブッダ最後の旅 －大パリニッバーナ経－
著者名：中村元
出版社：岩波書店（岩波文庫） ISBN:9784003332511（文庫）
ISBN:9784000071949（ﾜｲﾄﾞ）
販売価格：（文庫）1,111円、（ワイド）1,540円
（※内容は同じです。どちらかを受講生が書店で購入）
・筆記用具

〈２０６〉徒然草を読む
－背景とともに－

昨年度に引き続き、『徒然草』から未読の章段を抜粋して読みましょう。
『徒然草』は、約七百年前の都周辺の世の中から題材を取っていますので、
同志社大学 嘱託講師 時代背景の補足等もプリントで資料を添え、できる限り行います。ただし、昨
桑原 一歌 氏
年前期『方丈記』と比べると作品そのものを読むことが主となります。

木曜日 午後Ａ

定員 ： ３０人
受講料 ： ４,８００ 円

前期（全８回）

４階 ４０５室

〈２０７〉文章道場 ２０２０・前期
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

・テキスト名：日本の古典をよむ⑭ 方丈記・徒然草・歎異抄
著者名：神田秀夫・永積安明・安良岡康作 校訂・訳
出版社：小学館
ISBN:978-4-09-362184-7
販売価格：1,980円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具
エッセイを書いてみませんか。
近ごろ、よく知っているつもりの漢字でも、さて書こうとしたら書けやしない。
そんな憶えがあるのでは？読むこと、書くことは脳細胞の活性化につながるは
ずです。
この講座では、参考になる文例を読むこと、思いのままに自作の一文を書く
ことなどを主眼としております。脳細胞を生きいきと保ちましょう。
☆提出文については、添削、講評で応えます。
・筆記用具
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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〉地図で読み解く大阪・京都への
地理と歴史

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

講師の専門は地理学です。本講座では、おもに地図や空中写真を題材とし
て、大阪平野や京都盆地の地理と歴史を読み解く作業を行います。自然環
追手門学院大学 教授 境の変化にあわせて、先史時代の遺跡分布、古代宮都や交通路の痕跡、中
南出 眞助 氏
世城館跡、「町」の成立、近世都市の設計原理と完成形、明治以後の都市再
開発などについて、具体的な事例にもとづきながら説明します。

金曜日 午後B

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 ４０５室

〈３０３〉日本をとりまく政治・経済情勢
経済学博士
岩田 年浩 氏

金曜日 午後A

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 ４０３室

〈３０４〉名言が語る日本の歴史
－祭・神楽・詩吟の観賞をふくむ－
経済学博士
岩田 年浩 氏

水曜日 午後A

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 ４０５室

※フィールドワークの際は、集合場所を変更する可能性があります。
詳細は初回時に説明します。
・教材費 1,000円（カラーコピー代 等）
・筆記用具、蛍光ペン（３色以上）
現代日本を取りまく、トピカルな話題を取り上げていきます。政治・経済・軍
事・情報化・教育の根本で、経済原理がどのように作用しているかを掘り下げ
るのがこの講座の特徴です。

・筆記用具
日本史上の武人・軍人・探検家・医師・俳人・経済人を取り上げます。これら
先人の名言とその背景をたどります。
今年度からは、関係する祭の様子、神楽、詩吟をDVDで見てもらい、立体
的に観賞し、元気を受け取っていただけるように致します。

・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
〈３５１〉Windowsの基本操作からWord・Excel入門

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

まず、 Windows１０ でファイルやフォルダ、さらにUSBメモリなどのドライブの
管理が思い通りにできるようになりましょう。
追手門学院大学 名誉教授 次にWordを最初の基本操作から学び、写真などを取り入れた美しい文書
太田 拓男 氏
作成のテクニックが使えるようになりましょう。後半は、データの関連性を活か
すExcelの巧妙な仕掛けを学びます。WordとExcelの連携も扱います。
(Windows10)

木曜日 午前

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 IT学習室

・テキスト名：よくわかるMicrosoft Office Word 2019 ＆ Excel 2019
出版社：ＦＯＭ出版
ISBN:978-4-86510-400-4
販売価格：2,200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（準中級）
キーボード操作はある程度できれば大丈夫です。いろいろな操作をマウス
で実習します。画像処理ソフト（GIMP：無償）を用いて、写真などの加工技術
追手門学院大学 准教授 を身につけましょう。バージョンが2.10に上がり操作画面も変わりました。新規
杤尾 真一 氏
に取り組む方も大歓迎です。便利な機能も増えました。
※文字入力ができてマウス操作ができる方。

－フリーソフト(GIMP)で画像編集－(Windows10)

☆都合により時間帯は“16:00～17:30”になります。
月曜日
16:00～17:30

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 IT学習室

〈３５３〉パソコン活用講座２０２０ （準中級）
(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

〈３５５〉エクセル活用講座２０２０ （準中級）
(Windows10)
ICT技術講師
西濃 誼史 氏
水曜日 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〉楽しいプログラミング講座２０２０
(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

・テキスト名：知識ゼロからはじめるGIMPの教科書
著者名：ソシムデザイン編集部
出版社：ソシム株式会社
ISBN:978-4-8026-1229-6
販売価格：1,980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。）
パソコンの操作、文字入力の出来る方。〔準中級〕
簡単なWindowsの操作や、エクセルの基礎を学習します。
ワードで絵や案内状を作成したり、エクセルの名簿を使って、名札や名刺を
作成します。また、エクセルでは、予定表を作成してみましょう。写真の簡単な
編集もします。年末には、年賀状やクリスマスカードを作成します。一緒にパ
ソコンを楽しみませんか。

・筆記用具、USBメモリー、その他（第１回目に説明します。）
エクセルの基礎ができる方。〔準中級〕
最初に少しエクセルの基礎を復習します。エクセルを学習したが、使い道
が分からない方も一緒に学びませんか。エクセルの問題を解きながら、表の
作成、関数、入力ミスを防ぐ、シートの連携、グラフの作成やデータベース機
能などを学習します。エクセルは奥が深く、楽しいですよ。
・テキスト代 1,100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Excel2016演習問題集
出版社：FOM出版 （講師が発注） ISBN:978-4-86510-339-7
・筆記用具、USBメモリー、その他（第１回目に説明します。）
マウスの操作、文字入力のできる方。〔基礎〕
２０２０年度小学校のプログラミング教育必修化で、注目のプログラミング学
習。中でも子ども向けに開発されたスクラッチは、画面上で、ブロックを組み合
わせることで、子どもから大人まで簡単にプログラムが作成できます。お子さ
んやお孫さんとの話題づくりや頭の体操にいかがでしょうか。
・テキスト代 1,000円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：講師作成資料「楽しいプログラミング」
・筆記用具、USBメモリー、イヤホン、
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
〈４０１〉加齢に伴う身体機能の変化と
健康の維持
藍野大学 講師
岩村 真樹 氏
安藤 卓 氏
木曜日 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
加齢とともに生じる心身機能の変化について学ぶ講座です。
学習の流れとしては、まず最初にひとのからだの構造と機能について学習
し、その後加齢に伴い生じる変化について解説します。
また、加齢と関連の深い病気や健康維持や増進に重要な運動について実
技を混じえて学習を行います。

・筆記用具

〈４０２〉くすりと健康 パート１９
－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!!（５）－

体を構成している器官、例えば消化器・泌尿器・皮フ器官・末梢血管などの
役割と、それに関連する病気になったときの症状と治療法について、さらには
検査の種類と目的、人体の不思議について概説します。

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

・筆記用具

〈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。
それは一人ひとり微妙に異なる素肌・髪・瞳の色で決まる色グループのこと
アトリエエクリュ代表・色彩検定協会認定色彩講師 です。
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。
定員 ： ３０人
金曜日 午前
受講料 ： ９,０００ 円
・教材費 1,400円
（配色カード・４シーズンカラーパレット代等）
前期（全１５回）
４階 ４０５室
・筆記用具

〈４０４〉カラーセミナー

あなたは何色が好きですか？あなたの好きな色には意味があります。
色には不思議な力があって、人の心や身体に影響を与えてくれます。色の
心理カウンセラー・カラーアナリスト 役割を知り、上手に使うことで、毎日の生活や人生をカラフルに楽しく過ごしま
キャリアコンサルタント しょう。 今までの色彩心理セミナーをリニューアルしました。色の基礎から始め
浅田 実果 氏
ますので、簡単で、楽しめます。色に興味のある方、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・画材費として）
・１２色以上の色鉛筆、ハサミ、のり
・筆記用具

- 18 -

語学
※輸入テキストは、価格が変動する場合がありますのでご了承ください。
受講生購入の場合、取り寄せに時間がかかることがありますので、お早めに書店等へお問い合わせ
いただくことをおすすめします。

★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。中学１～２年程度の英語力が必要です。
英語を繰り返し聞いて発音し、それが身につく授業を実践します。元気が沸
園田学園女子大学 名誉教授 いてきて海外へ旅行したくなる！ そんなコンセプトで進めます。
授業では会話の定型をマスターしたり、仲間とロールプレイを行い会話感覚
木村 保司 氏
を養います。人前で話す自信と度胸を付けて頂きます。

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：PASSPORT ‐English for International Communication‐
ISBN:978-0-19-451302-9
(Student Book)
著者名：Angela Buckingham, Norman Whitney
出版社：オックスフォード大学出版
販売価格：2,574円 （受講生が書店で購入）
・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：3,245円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具

〈５０３〉初級英会話 Ⅰ

金曜日
18:30～20:00
通年（全３０回）

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
インターグループ 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
☆都合により時間帯は“18:30～20:00”になります。
・テキスト名：Passport Plus Student Book
ISBN：978-0-19-457397-9
定員 ： ３０人
著者名：Angela Buckingham, Norman Whitney
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：2,574円 （受講生が書店で購入）
４階 ４０３室
・筆記用具、辞書（あれば）

〈５０４〉初級英会話 ２

月曜日 夜間
通年（全３０回）

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
インターグループ 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 )
テキスト名：American Headway 3rd Edition Starter
Student Book with Oxford Online Skills
ISBN:978-0-19-472542-2
定員 ： ３０人
著者名：John Soars and Liz Soars
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：3,520円 （受講生が書店で購入）
４階 ４０４室
・筆記用具、辞書（あれば）
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※輸入テキストは、価格が変動する場合がありますのでご了承ください。
受講生購入の場合、取り寄せに時間がかかることがありますので、お早めに書店等へお問い合わせいただくことをおすすめします。

★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〉ENGLISH CONVERSATION
-INTERMEDIATE LEVEL(中級)

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

This is an oral English class for intermediate level adult students. We'll
study in pairs and in fours with discussion, communication activities and
千里金蘭大学スペシャルプログラムディレクター topics taken from the 1ｓｔ half of our text, Totally True (Student Book 2),
units 1-9.
マイケル・バセット 氏
One unit takes about 3 lessons. The class has weekly homework, from the
( Michael Bassett )
text. Students will gain fluency through speaking with different partners each
week and through 4-person discussion and role plays based on the topics.
We'll use game/language cards to warm up each week in groups of 4. Let's
learn from each other in an up-tempo and fun way! 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“Totally True (Student Book 2)”の前半（1～9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。
３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や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

〈５０６〉中級英会話

・テキスト名：Totally True: Student Book 2
著者名：Jann Huizenga
出版社：オックスフォード大学出版 ISBN:978-0194302043
販売価格：2,222円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、ノート、クリアファイル

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
インターグループ 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 ４０３室

〈５０７〉上級英会話

・テキスト名：Smart Choice Level 2 Student Book
with Online Practice and On The Move
著者名：Ken Wilson, Thomas Healy
ISBN：978-0-19-4602730
出版社：オックスフォード大学出版
販売価格：3,289円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、辞書（あれば）

We are looking forward to seeing you in our advanced English language
class. Our aim is to enjoy learning English through conversation, grammar
インターグループ 講師 practice, listening activities and communicating with our fellow students.
ニール・ロス 氏
Through our interaction, we will be able to improve our understanding,
( Neil Ross )
communication and conversation both in daily life situations and while
vacationing abroad, talking with foreign friends, and with local people
interested in improving their language skills. We hope to see you in our
class during the 2020 curriculum year !

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：Headway Advanced Student's Book
with Online Practice
著者名：Liz Soars
ISBN：978-0-19-454761-1
出版社：オックスフォード大学出版
販売価格：3,520円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、辞書（あれば）
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※輸入テキストは、価格が変動する場合がありますのでご了承ください。
受講生購入の場合、取り寄せに時間がかかることがありますので、お早めに書店等へお問い合わせいただくことをおすすめします。

★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

外国語を学ぶとき、誰でも「その言語で会話ができるようになりたい」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
追手門学院大学 非常勤講師 「聞く」力、「話す」力を向上させるための、リスニングや実用的な会話練習を繰
李 景芳 氏
り返します。そうすることで、「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：プラクティカル中国語
著者名：張素芳、許麗、張小鋼
出版社：白帝社
ISBN：9784863981416
販売価格：2,640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－

本講座は中国語学習歴２年以上の方を対象とし、読む、書く、話す、翻訳す
ることを盛り込んだ、総合的かつ、実践的な講座です。現代中国小説、散文
追手門学院大学 教授 や中国に関する時事問題の読解を通じて、中国の社会、経済、文化、生活習
李 慶国 氏
慣など、中国人の生活や考え方について理解を深めます。活力溢れる中国を
一緒に覗いてみましょう！

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。）
テキスト名：語文精選（六）声に出して読む中国語
（講師編集冊子）
・筆記用具、中日辞典

〈５１０〉続ける中国語応用会話 ～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、今の社会生活になじみ深い題材や、ホットな話題が収録され
大阪国際大学 非常勤講師 た新語満載の音読教材を使い、「今」を反映する中国語の歌も取り入れなが
ら、中国語学習の継続を楽しんでいただきます。日常的な会話を中国語で表
鄭 以君 氏
現する力を身につけることで、中国社会や中国文化への理解がより豊かにな
ることを願います。

水曜日 夜間

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

〈５１１〉中国語（中級）

・テキスト代 2,420円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：音読で身につく中国語～中級
著者名：崎原麗霞・丁雷
ISBN:978-4-255-45323－1
出版社：朝日出版社
（講師が発注）
・その他、プリント配布
・筆記用具

中国語の基礎学習と実践との橋わたしをする講座です。「発音する・読む」
から「話す」へ。教科書用に作られた発音つきの文章から、中国で読まれてい
追手門学院大学 教授 る文章へ－。教科書と補充教材を使って、中国の知識も増やしていきます。
松家 裕子 氏
ずっとつづけてきた方も、間があいてしまったという方も、いっしょに声を出し
て、楽しく学びましょう！（中国語の基礎をひととおり学んだ方を対象としま
す。）

木曜日
13:10～14:40

定員 ： ３０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０４室

☆都合により時間帯は“13:10～14:40”になります。
・テキスト代 2,530円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：話してみたい 中国語 スピーキング倶楽部
著者名：相原茂、玄宜青
ISBN:978-4-255-45065-0
出版社：朝日出版社
（講師が発注）
・筆記用具
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※輸入テキストは、価格が変動する場合がありますのでご了承ください。
受講生購入の場合、取り寄せに時間がかかることがありますので、お早めに書店等へお問い合わせいただくことをおすすめします。

★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〉体験漢語・旅行篇

この授業は「体験型学習」を目的にしています。（初級から中級レベル）
学習者は模擬的言語環境の中、さまざまな形で実際の運用力を磨くことが
日中文化学院 講師 できます。コミュニケーションタスクを目的とした技能訓練型の授業を実現する
脱 黎霞 氏
ために、学習者を授業活動の中心とします。授業の中で、教師は学習者の皆
さんとのやりとりを重視し、学習者の場面に即した練習を授業の主要内容とし
ます。
教材は豊富なカラー挿絵があり、日本語訳と附属MP3付きです。

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 2,800円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：体験漢語・旅行篇
著者名：張 如梅 他
ISBN:9787040203127
出版社：高等教育出版社 （講師が発注）
・筆記用具

〈５１３〉楽しい韓国語：初級

韓国語に興味のある方、韓国語を基礎からしっかりと学んでみませんか。
「話す、聞く、読む、書く」という４つのことをバランスよく練習します。文字や
インターグループ 講師 発音から始めて、簡単な日常会話までを楽しく学習していきます。仲間と一緒
キム スヒョン 氏
に勉強する楽しさを味わってみませんか。

金曜日 午前

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 初級 （改訂版）
ISBN：978-4-336-05750-1
著者名：木内 明
出版社：国書刊行会
販売価格：2,310円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具

〈５１４〉楽しい韓国語：応用

応用へとどんどん進んでみたいと考えておられる皆さん、より自然な韓国語
をより積極的に学習できるように頑張ってみませんか。会話のスキルも簡単な
インターグループ 講師 ものから実用的なものまで幅広く学べるようにしました。韓国語がもっと上手に
キム スヒョン 氏
なりたいという仲間と一緒に楽しく勉強してみませんか。

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

・テキスト名：できる韓国語 中級Ⅰ（CD付改訂版）
ISBN：978-4-87217-927-9
著者名：新大久保語学院 李志暎
出版社：アスク出版
販売価格：2,750円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具

〈５１５〉旅のスペイン語

スペイン語を初めて学ぶ方を含めたさまざまな学習歴の方を対象に、旅行
で使えるスペイン語を学んでいきます。教材は、配布資料と講師が取材した
京都大学 非常勤講師 画像や音声です。初心者も経験者もともに声を出して楽しみつつ、スペイン
小川 雅美 氏
語と旅の面白さを追求しましょう。

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 2,750円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：スペイン語と歩こう
ISBN：978-4-255-55112-8
著者名：小川雅美
出版社：朝日出版社 （講師が発注）
・筆記用具、ノート、スペイン語の辞書、あればスマホ
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※輸入テキストは、価格が変動する場合がありますのでご了承ください。
受講生購入の場合、取り寄せに時間がかかることがありますので、お早めに書店等へお問い合わせいただくことをおすすめします。

★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
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。

・プリントを印刷し配布します。
・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 3,520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
（テキストは初回時に説明します）
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〉ドイツ語初級会話
－コミュニケーションで学ぶドイツ語－

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学びま
す。あいさつや自己紹介、レストランでの注文の仕方、デパートでの買い物な
神戸大学 非常勤講師 ど場面に応じた会話を、パートナー練習やグループワークでマスターします。
橋木 郁子 氏
発音から始めますので、初心者の方や、もう一度ドイツ語にトライしようと思わ
れる方も安心してご参加下さい。

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：シュピッツェ！１
ISBN:978-4-255-25422-7
著者名：新倉真矢子 他
出版社：朝日出版社
販売価格：2,970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〉西洋の近代絵画 2020

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
ヨーロッパの「近代」が成立するフランス革命期以降のヨーロッパ絵画の展
開を、「近代絵画」とは何かという観点に立って紹介します。

京都市立芸術大学 名誉教授
潮江 宏三 氏

水曜日 午前

定員 ： ４０人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０５室

・テキストを別途印刷予定。
・筆記用具

〈６０２〉ベートーヴェン再発見

オリンピックイヤーの２０２０（令和2）年は、人類愛を音楽に託したベートー
ヴェンの生誕２５０年に当たります。障害者でもあったベートーヴェンの音楽を
黒髪山音楽ホール 主宰 さまざまな局面から聞き、併せてドイツ・オーストリアを中心に発展したクラシッ
髙橋 曜子 氏
ク音楽に親しんでいこうと思います。

水曜日 午後Ａ

定員 ： ３０人
受講料 ： ９,０００ 円

通年（全１５回）

４階 ４０１室

〈６０３〉落語で笑って１年間
－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１５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
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、修了時に“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
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