人文科学 ／

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
〈２０７〉平家物語を読む
－人々の生き方－

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

本年度から、新たに『平家物語』の講読を始めましょう。和漢混淆文のリズム
を感じながら、読みすすめていきます。本年は、登場する人物たちがたどった
同志社大学 嘱託講師 前後の人生を資料で少し補足し、巻一から四までを中心に、主要な場面を抜
桑原 一歌 さん 粋して読みます。教材は、プリント冊子を作成し、書き込みもできるようにしま
す。
定員 ： １６人
受講料 ： ４,８００ 円
・プリント冊子を配布します。
４階 ４０３室
・筆記用具

木曜日 午後Ａ
後期（全８回）
まんえん

〈３０６〉コロナ蔓延以後の大国間の興亡

世界は二分される争いの中にあります。戦後76年間のアメリカの圧倒的な経
済力が衰えてきたからです。米中間の戦争の可能性をリアルにお話ししましょ
京都経済短期大学 前学長 う。
岩田 年浩 さん
経済・政治・軍事・交通・資源など多くの分野で、陰に陽に争いが生じていま
す。実際を見ていきましょう。
定員 ： １６人
水曜日 午後A
受講料 ： ９,０００ 円
後期（全１５回）

４階 ４０１室

・筆記用具

〈３０７〉名言が語る日本の歴史

名言は人間を勇気づけます。戦における武人や軍人。人の心を打つ随筆
家・歌人・俳人・小説家たち。激論の嵐の中で日本を導いた政治家たち。日本
京都経済短期大学 前学長 の学問のレベルを世界の水準に引き上げた学者たち。勇気づけられます。
これらを調べながら、その人の生い立ちや社会の背景をみていきましょう。
岩田 年浩 さん

金曜日 午後A

定員 ： １６人
受講料 ： ９,０００

後期（全１５回）

４階 ４０３室

円
・筆記用具

〈３６１〉Windowsの基本操作からWord・Excel入門
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作
太田 拓男 さん 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。
(Windows10Ｐｒｏ)

木曜日 午前
後期（全１５回）

定員 ： １５人
受講料 ： ９,０００

円

４階 IT学習室

・テキスト名：よくわかるMicrosoft Word 2019 ＆ Microsoft 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。）

〈３６２〉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が、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を
追手門学院大学 准教授 身につけましょう。バージョンが2.10に上がり操作画面などが変わったので、新
杤尾 真一 さん 規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・マウス操作ができる方を対象とします。）

－フリーソフト(GIMP)で画像編集－(Windows10Ｐｒｏ)

月曜日
16:00～17:30
後期（全１５回）

定員 ： １５人
受講料 ： ９,０００
４階 IT学習室

円

☆都合により時間帯は“16:00～17:30”になります。
・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。）
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社会科学

／

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
〈３６３〉大人も楽しいプログラミング（2021年）
(Windows10Ｐｒｏ)
ICT技術講師
西濃 誼史 さん
水曜日 午前

定員 ： １５人
受講料 ： ９,０００

後期（全１５回）

円

４階 IT学習室

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
マウスの操作、文字入力のできる方を対象とします。〔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を学
習します。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：講師が作成
・筆記用具、USBメモリー、その他（第１回目に説明します。）

〈４０６〉加齢に伴う身体機能の変化と
健康の維持 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。
藍野大学 講師
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、
岩村 真樹 さん その後加齢に伴い生じる変化について解説します。
安藤 卓 さん
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。
定員 ： １６人
木曜日 午前
受講料 ： ９,０００ 円
後期（全１５回）

４階 ４０１室

・筆記用具

〈４０７〉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で
アトリエエクリュ代表・色彩検定協会認定色彩講師 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 さん 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 ： １６人
金曜日 午前
受講料 ： ９,０００ 円
・教材費 1,500円
（配色カード・４シーズンカラーパレット代）
後期（全１５回）
４階 ４０３室
・筆記用具

〈４０８〉カラーセミナー

あなたの好きな色は何色ですか？ その理由を考えたことはありますか？
色には不思議な力があって、人の心や身体に様々な影響を与えます。色の力
心理カウンセラー・カラーセラピスト を知って上手く使い、毎日の生活や人生をカラフルに楽しく過ごしましょう！
キャリアコンサルタント 今までの色彩心理セミナーを８回講座にリニューアルしました。色に興味のあ
浅田 実果 さん る方のご参加お待ちしています。

土曜日 午前

定員 ： １６人
受講料 ： ４,８００

後期（全８回）

４階 ４０２室

円

・教材費 500円
（配色カード・カラーコピー・画材料として）
・色えんぴつ（なるべく12色以上）、ハサミ、のり

〈４０９〉レジリエンス・アンガーマネジメント
－コロナ禍を健やかに過ごしましょう－

長びくコロナ禍で心が疲れていませんか？ レジリエンスやアンガーマネジメ
ントを学んで、心の回復力を高め、感情を上手にコントロールし、コロナ禍を元
アンガーマネジメントコンサルタント 気に乗り切りましょう。
産業カウンセラー
佐野 智世 さん

木曜日 午前

定員 ： １６人
受講料 ： ４,８００

後期（全８回）

４階 ４０３室

円
・筆記用具
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