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〉『よろずや平四郎活人剣』
－天保の改革の表裏－

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

旗本の子と言い条、女中腹の冷遇の身、裏店住まいに”よろずもめ事仲裁”
の看板を掲げ東奔西走。雲弘流仲間との道場開き騒動を横糸に、兄の目付
梅花女子大学 名誉教授 監物の依頼で、老中水野忠邦配下の鳥居耀蔵との戦いを裏糸に、かつての
木村 正明 さん 婚約者早苗を色模様に織り入れ、見事な着物に仕立てる藤沢周平の手技満
載の一編。天保の改革に潜む暗部とその元の様々な庶民の暮しに同化して
生きむとする平四郎の姿を活写しています。

木曜日
14:00～15:30

定員 ： １６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 さん

土曜日 午後A

定員 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０１室

☆都合により時間帯は“14:00～15:30”になります。
・テキスト名：よろずや平四郎活人剣 (上)
著者名：藤沢周平
ISBN:978-4167192365
出版社：文芸春秋社（文春文庫）
販売価格：858円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具

『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。
今期は、巻七をテーマに万葉集を読みます。現代語から訓読、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。筆記用具だけで気軽にお出かけください。

・筆記用具 （※お手元に『万葉集』があると便利です）

〈２０４〉仏教入門 ６

ゴータマ・ブッダが説いた初期仏教の入門講座です。
今年度は中村元訳『尼僧の告白（テーリーガーター）』を読みます。
この経典にはブッダの直弟子であった女性の修行者たちが、どのように出家
パーリ学仏教文化学会 理事
元 近畿大学 教授 し、修行し、究極の悟りを開いたかを述べています。
難解な教理はでてきませんので、初めて受講されても理解できます。
西尾 秀生 さん

水曜日 午後A

定員 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０４室

・テキストは配布します。
・筆記用具

〈２０５〉平家物語を読む
本年度は、『平家物語』の講読の進め方を大きく見直します。人物表現を楽
しむことができるように、巻三の全文を読み、補足資料や解説を増やします。
同志社大学 嘱託講師 本文の音読は、昨年度と同様に行うようにいたします。教材は、現代語訳付き
桑原 一歌 さん の本を拡大してプリント冊子を作成し、少し大きな文字になるようにします。
－人々の生き方－

木曜日 午後Ａ

定員 ： １６人
受講料 ： ４,８００ 円

前期（全８回）

４階 ４０３室

・プリントを印刷し配布します。
・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〉地図と地形で読み解く
古代の都市・村落・交通路

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

古代の地域社会を構成していた都市・村落・交通路などについて、歴史地
理学の立場から「どこに何があったのか」について考察する。復原的作業に
追手門学院大学 教授 おいては、地図や地形資料だけでなく古文書や発掘データも用いる。具体例
南出 眞助 さん としては、古代難波宮、平城京、平安京、茨木市内の条里地割、古代山陽道
の直線道路痕跡などがあげられる。

金曜日 午後B

定員 ： ２６人
受講料 ： ４,８００ 円

前期（全８回）

４階 ４０５室

・教材費 500円（カラーコピー代 等）
・筆記用具、蛍光ペン（３色以上）

〈３０２〉社会情勢を知る

私日本の位置はきびしいものがあります。米中の政治・経済・軍事の対立は深
刻になっています。
京都経済短期大学 元学長 すべての根本である経済力の発展をどのように進めるか、人間関係を意味
岩田 年浩 さん 多いものにするにはどうすべきか。考えるべき課題を整理していきましょう。

水曜日 午後A

定員 ： １６人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 ４０１室

・筆記用具

〈３０３〉名言で語る日本の歴史

日本の歴史をわかりやすく、意義深く学んでいきましょう。歴史の事実を知る
ことと自分の生き方の参考になることを取り上げていきましょう。
京都経済短期大学 元学長 武人・軍人・経済人・政治家・文学者たち・学者たちの生きたようすと残され
岩田 年浩 さん た言葉をみていきます。

金曜日 午後A

定員 ： １６人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 ４０３室

・筆記用具

〈３５１〉Windowsの基本操作から
Word・Excelの活用 (Windows10Ｐｒｏ)

簡単な文書作成と表作成の経験のある方が対象です。
自分でＰＣの設定やファイルの管理が出来るようになるためのWindows１０
の基本機能を扱います。次に実用的な文書作成のためのWordのテクニック、
追手門学院大学 名誉教授
太田 拓男 さん さらに関連するデータを活かすことを目指してExcelのテクニックに進みます。

木曜日 午前

定員 ： １５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 Word 2019 基礎
よくわかるMicrosoft Excel 2019 基礎

ISBN：978‐4865103823
ISBN：978‐4865103809
出版社：ＦＯＭ出版 ※２冊とも使用。㊟類似テキストがあります。
販売価格：各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。）
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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（準中級）

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

文字入力・マウス操作の出来る方が対象です。
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
追手門学院大学 准教授 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
杤尾 真一 さん 術を身につけましょう。バージョンが2.10に上がり操作画面などが変わったの
で、新規に取り組む方も大歓迎です。便利な機能も増えました。

－フリーソフト(GIMP)で画像編集－(Windows10Ｐｒｏ)

月曜日 午後Ｂ

定員 ： １５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 ２０２２ (準中級)
(Windows10Ｐｒｏ)
ICT技術講師
西濃 誼史 さん

木曜日 午後A

定員 ： １５人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 IT学習室

〈３５４〉エクセル活用講座 ２０２２
(Windows10Ｐｒｏ)
ICT技術講師
西濃 誼史 さん

水曜日 午後A

定員 ： １５人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 IT学習室

〈３５５〉大人も楽しいプログラミング
２０２２春（初級） (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 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:978-4802612296
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が対象です。〔準中級〕
Word2019を使います。最初にWordの基礎を少し練習して、POP・ポスター・
案内図・暮らしに役立つ書類の作り方、などを作成します。インターネットで画
像素材を取り込んで、年賀状やクリスマスカードを作ります。様々な作品を
作って一緒に楽しみましょう。
・テキスト代 1,958円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：実例満載Wordでできる
POP・はがき・案内図・暮らしで役立つ書類のつくり方
出版社：技術評論社 （講師が発注）
ISBN:978-4297110833
・筆記用具、USBメモリー、その他（第１回目に説明します。）

エクセルの基礎が出来る方が対象です。〔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、SmartArtグラフィックで見栄え良く、入力規則を使って楽に入力、
グラフの作成などを学習します。エクセルは奥が深く、楽しいですよ。

・テキスト代 1,210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Excel2019演習問題集
出版社：FOM出版 （講師が発注）
ISBN:978-4865104271
・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、文字入力の出来る方が対象です。〔基礎〕
子供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、子供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。
カエルの合唱やすだれ越しに見える花火などを作成します。

・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。）
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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

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
藍野大学 理学療法学科 講師 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
岩村 真樹 さん
技を混じえて学習を行います。
安藤 卓 さん

木曜日 午前

定員 ： １６人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 ４０１室

・筆記用具

〈４０２〉くすりと健康 パート２１
－気になる身近な病気との縁の切り方、
くすりとの付き合い方!!－

気になる身近に起こる病気を中心に、その病気の起こるしくみ、それを治す
くすりの働くしくみについて、さらに、くすりとの付き合い方について概説しま
す。また、検査の種類と目的についても解説します。

薬学博士
愛下 秀毅 さん

水曜日 午前

定員 ： １６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 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。

金曜日 午前

定員 ： １６人
受講料 ： ９,０００ 円

前期（全１５回）

４階 ４０３室

・教材費 1,500円
（配色カード・４シーズンカラーパレット代）
・筆記用具

〈４０４〉カラーセミナー

あなたの好きな色は何色ですか。
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
１級キャリアコンサルティング技能士 力を知って色を上手に使うことで、毎日の生活や人生をカラフルに楽しく過ご
公認心理士・カラーアナリスト しましょう！ 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
浅田 実果 さん の基礎から始めますので、簡単で楽しいです。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

定員 ： １６人
受講料 ： ４,８００ 円

前期（全８回）

４階 ４０２室

・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
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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
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。
園田学園女子大学 名誉教授
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 さん
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 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０４室

・テキスト名：Passport Second Edition Level 1 Student Book with CD
著者名：Angela Buckingham, Lewis Lansford
ISBN：978-0194718165
出版社：オックスフォード大学出版
販売価格：2,981円 （受講生が書店で購入）
・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 さん
( James Hettinger )

水曜日 午後Ａ

定員 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０３室

〈５０３〉初級英会話 １

・テキスト名：Interchange Intro Student's Book (4th edition) DVD付
著者名：Jack C.Richards
ISBN：978-1107648661
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

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 さん
☆都合により時間帯は“14:00～15:30”になります。

金曜日
14:00～15:30

定員 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

・テキスト名：Passport Second Edition Level 2 Student Book with CD
著者名：Angela Buckingham, Lewis Lansford
ISBN：978-0194718226
出版社：オックスフォード大学出版
販売価格：2,981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

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。将来海外旅行がしたい方、外国の人と話したい方、英語
ジョナサン・マクナブ さん が好きな方、ぜひご参加下さい。お待ちしております。
( Jonathan Macnab )
・テキスト名：American English File 2 (3rd Edition)
Student's Book with Online Practice
定員 ： １６人
著者名： Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, 他
月曜日 夜間
ISBN：978-0194906395
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：3,630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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※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

〈５０５〉初級ビジネス英会話

このクラスでは、ビジネス英語初級の方を対象に、ビジネスシーンで必要な
英語スキルをしっかり学びます。授業では自身や会社の紹介、会議や商談の
インターグループ 講師 準備、発注や指示出し、社交スキルなどを英語で学習します。ビジネス英語
ジェラルド・ヘイリー さん に必要なスピーキングやリスニングのスキルアップも目指します。一緒に楽しく
学びましょう。
( Jerald E. Haley )

金曜日 夜間

定員 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０４室

・テキスト名：Business Venture 3rd Edition Level 2
Student Book with Multi-ROM
著者名：Roger Barnard, Jeff Cady, Angela Buckingham, 他
ISBN：978-0194578189
出版社：オックスフォード大学出版
販売価格：3,421円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、ノート、辞書（あれば）

〈５０６〉英会話（中級）

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ズディレクター topics taken from the 2nd half of our text, Totally True (Student Book 2).
One unit takes about 4 lessons. The class has weekly homework, from the
マイケル・バセット さん
text. Students will gain fluency through speaking with different partners each
( Michael Bassett )
week and through 4-person discussion and role plays based on the topics.
We'll use game/language cards and warm up prints each week in groups of 2
or 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)”のテキスト後半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、レッスンのはじめに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、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 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０３室

〈５０７〉中級英会話

・テキスト代：2,300円（釣り銭が無いようにお願いします。）
テキスト名：Totally True: Student Book 2
著者名：Jann Huizenga
ISBN:978-0194302043
出版社：オックスフォード大学出版 （講師が発注）
・筆記用具、ノート、クリアファイル

This course will develop interactive speaking skills, fluency, and confidence
in speaking. There will be a range of exercises and activities with a focus on
インターグループ 講師 the natural speaking style of native speakers of English.
ポール・ミッチェル さん
〔このクラスでは、よりスムーズに自信をもって話せるように英会話スキルの向上を目的としてい
( Paul Mitchell )
ます。様々なアクティビティなどを通し、ネイティブスピーカーの自然な英語表現を学んでいきま
す。〕

木曜日 夜間

定員 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０３室

・テキスト名：Touchstone Second Edition Level 3 Student's Book
著者名：Michael McCarthy, Jeanne McCarten, Helen Sandiford
ISBN：978-1107665835
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、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
〈５０８〉上級英会話

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

Welcome to our English Class! With a focus on upper-level students
(upper-intermediate to advanced) and a goal of improving your grammar,
インターグループ 講師 vocabulary, and speaking ability regarding everyday subjects, we invite you
ニール・ロス さん to join our fun and friendly class. Whether you wish to improve your
language skills for travel, socializing with international friends, or for daily
( Neil Ross )
life in our global environment, our language class will fit your needs. Please
join us on a weekly basis and have fun learning English while you meet new
friends.

月曜日 夜間

定員 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０３室

・テキスト名：Speakout Upper Intermediate Second Edition
Students' Book and DVD
著者名：Frances Eales, Steve Oakes
ISBN：978-1292116013
出版社：Pearson
販売価格：3,542円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具、辞書（あれば）

〈５０９〉基礎中国語会話

外国語を学ぶ時、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 「聞き取る」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
李 景芳 さん 習を繰り返します。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 ： １６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：978-4863981416
販売価格：2,640円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具

〈５１０〉実用中国語会話（中級）

この講座は中国語の学習経験１年以上の方を対象とします。（初級～中級）
中国語の諺を含んだテキストと旅行会話集（補助教材）を使い、実践的日常
追手門学院大学 教授 会話能力をさらに高めることを目指します。また映像資料も利用して中国の観
李 慶国 さん 光地を紹介します。毎回、リスニングや会話練習を取り入れて、楽しく授業を
進めていきます。

水曜日 午前

定員 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０３室

・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：中国の智慧ーことわざで学ぶ初中級中国語
著者名：相原茂、蘇紅
ISBN:978-4255453606
出版社：朝日出版社 （講師が発注）
・筆記用具、中日辞典

〈５１１〉続ける中国語応用会話（中級）

中国語の発音基礎「拼音」などを１年以上習得された方を対象とします。
「不怕慢、就怕站」…幅広い中級レベルの中で、中国社会及び人々の生活
の様子を反映する古い諺と新語を含めた題材を取り入れ、応用できる中国語
大阪国際大学 非常勤講師
鄭 以君 さん 会話を持続可能な形で学習していただき、「温故知新」をしながら講義を進め
て参ります。

水曜日 夜間

定員 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

・プリントを印刷し配布します。
・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

〈５１２〉学びなおしの初級中国語

中国語を学んできたが、このあたりで基礎に立ちかえり自信や実践力をつ
けたい。過去に学んだが忘れてしまった、または途中までだったので基礎か
追手門学院大学 教授 ら学びなおしたい。少し話せるが基礎を学習した経験がない。初心者だが、
松家 裕子 さん がんばって一年で会話力をつけたい。こうしたみなさんと、名教師が編んだ到
達度の高い初級テキストで楽しく学びたいと思います。

木曜日 午前

定員 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０４室

・テキスト代 2,970円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
テキスト名：北京の風（改訂版）
ISBN:978-4891742492
著者名：木村 英樹、小野 秀樹、陳 蓉
出版社：白帝社 （講師が発注）
・筆記用具

〈５１３〉中国語会話（初級） ２

この授業では、すでに一定の中国語基礎があり、基本的な文法力があり、
1000語程度を習得済の学習者を対象とします。
日中文化学院 院長 またこの授業では、一方通行的な講義だけでなく、対話やインタラクティブ
脱 黎霞 さん な練習を重視します。受講生の皆さんには、授業というコミュニケーションの場
への積極的な参加を望みます。
各課の内容が多いので教材は途中で終わる場合があります。

月曜日 午前

定員 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０１室

・テキスト代 2,400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 第二冊（上）
著者名：楊 寄洲
ISBN:978-7561946381
出版社：北京語言大学 （講師が発注）
・筆記用具

〈５１４〉楽しい韓国語（初級）

韓国語に興味がある方、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
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
インターグループ 講師
キム スヒョン さん 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 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０１室

・テキスト基礎から学ぶ韓国語講座 入門
ISBN：978-4336065575
著者名：木内 明
出版社：国書刊行会
販売価格：1,760円 （受講生が書店で購入）
・筆記用具

〈５１５〉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 さん 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 ： １６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Ⅱ（CD付改訂版）
著者名：新大久保語学院、李志瑛、金貞姫、沈熙眞
出版社：アスク出版
ISBN：978-4866390949
販売価格：2,970円 （受講生が書店で購入）
・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

〈５１６〉旅のスペイン語

主に学習歴１年以上の方を対象に、スペイン語圏の旅行を想定し、その旅
行が安全で充実したものとなるようなスペイン語力を養成します。また、ネット
京都大学 非常勤講師 記事や講師が旅先で録音した音声などにも触れます。初心者の方へは学び
小川 雅美 さん やすくアドバイスいたします。

金曜日 午後Ｂ

定員 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０１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：978-4255551128
著者名：小川 雅美
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

〈５１８〉フランス語（中級）

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。
元 関西学院大学 教授 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
オリヴィエ・ビルマン さん 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
( Olivier Birmann )
す。

木曜日 午前

定員 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２室

・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

〈５１９〉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。
具体的なシチュエーションでの会話を通して初級文法を復習します。映像
や音楽、文学作品などからフランス文化のさまざまな側面を学んでいきます。
パリ第８大学 文学博士
上田 章子 さん のんびり楽しく、いっしょにフランス語を話しましょう。

月曜日 午前

定員 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０２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

〈５２０〉耳から学ぶドイツ語会話（初級）

Guten Tag! ドイツ語圏の国々へ旅行する際に必要な日常表現を学びま
す。今回は特に聞く練習、すなわちリスニング練習に力を入れます。それと並
神戸大学 非常勤講師 行して、パートナー練習やグループワークで簡単な会話をマスターします。ア
橋木 郁子 さん ルファベットの読み方から始めますので、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 ： １６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０３室

・テキスト名：耳から学ぶドイツ語
著者名：Roland Schulz , 大薗 正彦
出版社：三修社
ISBN:978-4384122978
販売価格：2,640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〉西洋の美術
－１９世紀から２０世紀へ－

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
印象派以降に焦点を合わせ、西洋の美術の１９世紀から２０世紀への展開
を追います。

京都市立芸術大学 名誉教授
潮江 宏三 さん

水曜日 午前

定員 ： ２６人
受講料 ： １８,０００ 円

通年（全３０回）

４階 ４０５室

〈６０３〉落語の聴き方・楽しみ方
－ビデオ鑑賞－
演芸評論家
相羽 秋夫 さん

木曜日 午後A

定員 ： １６人
受講料 ： ４,８００ 円

前期（全８回）

４階 ４０１室

・テキスト（資料）を印刷し配布します。
・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。

・筆記用具
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