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
〈２０６〉平家物語を読む
－人々の生き方－

木曜日 午後Ａ

後期（全８回）

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

後期は、『平家物語』巻三後半部分の全文を読みます。後白河院と平清盛
の対立が明確になり、平家の将来に暗雲が立ちこめてきます。
同志社大学 嘱託講師 講座では本文を少しずつ音読し、補足資料で人物関係を捉えます。教材
桑原 一歌 さん は、現代語訳付き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。
定員 ： １６人
受講料 ： ４,８００ 円
・プリントを印刷し配布します。
４階 ４０３室
・筆記用具

〈３０６〉世界情勢を見る、学ぶ

世界は今、歴史の画期に入っています。この状況を歴史と経済の両面から
取り上げていきます。
元 京都経済短期大学 学長 大国の興亡、戦争の辛さ悲しさ、他人事ではなく、よく観て考えましょう。授
岩田 年浩 さん 業では歴史的なフィルムを数分入れていきます。

水曜日 午後A

定員 ： １６人
受講料 ： ９,０００

後期（全１５回）

４階 ４０１室

円
・筆記用具

〈３０７〉名言に学ぶ日本の歴史

今期は名言にふくまれるエッセンスを取り上げ、今までの人生をふり返り、元
気をわきおこしていただく内容にします。人生をかけ、生命をかけて生きた人
元 京都経済短期大学 学長 たちの言葉をつづっていきます。関連する動画をとりあげます。
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 (Windows10Ｐｒｏ)

最初に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。次にＷｏｒｄを基本操作から学
追手門学院大学 名誉教授 び、写真などを取り入れた美しい文書作成のテクニックが使えるようになりま
太田 拓男 さん 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。
・テキスト名：よくわかるMicrosoft Word 2019 ＆ Microsoft Excel 2019
定員 ： １５人
木曜日 午前
出版社：ＦＯＭ出版
ISBN:978-4865104004
受講料 ： ９,０００ 円
販売価格：2,200円 （受講生が書店で購入）
後期（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。）

〈３６２〉シニアパソコン（準中級）
これまでに実施した（準中級）「画像編集」の参加者から、テキストの残りの
部分を受講したいという希望がありました。このときのテキスト「知識ゼロからは
追手門学院大学 准教授 じめるGIMPの教科書」のやり残した部分を、一緒にチャレンジしましょう。以前
杤尾 真一 さん の「PaintShopPro」や「GIMP2.8」に参加された方にも楽しんでいただけるように
GIMPの基本をお浚いしてから始めます。
・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
定員 ： １５人
出版社：ソシム株式会社
ISBN:978-4802612296
受講料 ： ９,０００ 円
販売価格：1,980円 （受講生が書店で購入）
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。）

－続・フリーソフト(GIMP)で画像編集－(Windows10Ｐｒｏ)

月曜日 午後Ｂ
後期（全１５回）
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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
２０２２秋（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

後期（全１５回）

４階 IT学習室

語学
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。
クリスマスのプログラムも作成します。
・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。）

〈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 理学療法学科 准教授 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
安藤 卓 さん し、その後加齢に伴い生じる変化について解説します。
藍野大学 理学療法学科 講師 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。
水曜日 午前

定員 ： １６人
受講料 ： ９,０００ 円

後期（全１５回）

４階 ４０２室

・筆記用具

〈４０７〉パーソナルカラー（実践編）
－似合う色とメイクでコーディネート－

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

アトリエエクリュ代表・色彩検定協会認定色彩講師 る似合う色グループのことです。

パーソナルカラーコンサルタント 本講座では、一人ずつ診断をして似合う色を見つけます。その後、自分の
乾 宏子 さん イメージをメイクカラーやメイク方法、洋服のデザイン・柄・素材、配色に活かし
て自分らしいトータルカラーコーディネートを実践していきます。
金曜日
定員 ： １６人
10:00～12:00
・教材費 2,600円
受講料 ： １５,０００ 円
（カラーパレット・カラーファン・他メイク消耗品代）
後期（全１５回）
４階 ４０３室
・筆記用具
〈４０８〉カラーセラピー
色を使ってリラックス！ 上手に絵を描くのではありません。感じたままに色
１級キャリアコンサルティング技能士 を塗るだけです。色えんぴつ・マジック・パステル等画材は何でもＯＫです。色
公認心理士・カラーアナリスト を楽しみながら自分を開放できる場所です。色を使って楽しく若々しく毎日を
浅田 実果 さん 過ごしましょう。初めての方も気軽にご参加ください。一緒に楽しい時間を過
ごしましょう。
土曜日
定員 ： １６人
10:00～12:00
受講料 ： ８,０００ 円
・教材費 500円
（スケッチブック、画材費として）
後期（全８回）
４階 ４０２室
・色えんぴつ（なるべく12色以上）、ハサミ、のり
－色を使ってリラックス－

〈５１７〉フランス語（初級）

金曜日 午前
後期（全１５回）

本講座は、フランス語の初級文法についてある程度学んだ方を対象としま
す。
関西学院大学 教授 教科書『フラッシュ！』の後半からスタートします。フランス語を初めて学ぼう
関谷 一彦 さん とする方は、来年春から受講して下さい。
・テキスト代 2,640円（釣り銭が無いようにおねがいします。）
定員 ： １６人
テキスト名：フラッシュ！
ISBN：978-4411011329
受講料 ： ９,０００ 円
著者名：エマニュエルアンティエ他
出版社：駿河台出版社 （講師が発注）
４階 ４０２室
・筆記用具
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