
 

 

 
 
 
 
注；①特別教室使用料などの特別費用が発生する場合は、受講料と一括納入する必要があります。必要金額は該当各科ごとに 

記載しています。  また、教材関係、交流会費、校外学習費なども別途必要です。  
②講師、会場の都合により、曜日、日程、教室、募集人員、カリキュラム内容等が変更になる場合があります。                         

シルバーアドバイザー(SA)養成講座 (3 科目) 

分  野 
科目 

番号 
曜 

日 
科  目  名 教 室 

募集 

人数 
講 師 

シルバー 

アドバイザー 

(SA) 

 1 水 家族と社会に役立つサポートデザイン科 教育会館 42 長谷川 美津代(吹田傾聴ほほえみ代表) 
椎名 保友(日常生活支援 NW) 他 
他 ★家族、親戚など身近で直面する認知症・日常介護等の最新知識や正しい対処等を楽しく学び、とっさの時に手際よく対処出来

る事を学びます。安全・安心に繋がるシニアライフの生きがいを目指します。 ＊資格取得テーマ時は学習費 5,000 円～10,000 円必要。 

 2 木 おもしろ「子ども科学・手作りおもちゃ体験」科 教育会館 42 音田 輝元(高大 講師) 他 

★学習と実践で実現したい…子どもに笑顔を！学んだスキルを仲間と一緒に「法円坂子どもプラザ」や「大阪科学フェスティバル」
で発信。子ども達のワクワク・ドキドキは最高！こんな世界が広がっていく、笑い声・笑顔いっぱいの楽しい講座です。 

 3 月 国際文化交流科 教育会館 42 楠本 政幸(大阪府国際交流財団 
評議員長)、各領事館関係者 他 

★日本と世界の文化や文化交流について楽しく学び、留学生との交流や地域実践活動を通して、仲間づくりや国際文化交流を深め
地域で活躍する国際文化交流コーディネーターを目指します。外国語の経験は必要ありません。 

 

 
本  科 (５０科目) 

分  野 
科目 

番号 
曜 

日 
科  目  名 教 室 

募集 

人数 
講 師 

歴 史 

10 木 日本の起源と文化を知る科（旧石器―飛鳥時代） 教育会館 42 近藤 滋(元安土城郭調査事務所 所長) 

岸本 直文(大阪市立大学 教授) 他 

 ★地下に残された遺構や遺物を通して、考古学の観点から古代史の謎について楽しく学んでいきます。遺跡や今までの考古学の
成果から日本の起源と古代の文化を考え、散策する時の史跡の見方等を易しく学んでいきます。 

11 木 ☆歴史学古代科   （時代区分：弥生後期～平安前期） 教育会館 50 若井 敏明(関西大学 非常勤講師) 
鈴木明子(奈良女学術研究ｾﾝﾀｰ協力研究員)  

★邪馬台国・卑弥呼の時代から、飛鳥、奈良時代を経て平安時代までの歴史を、文献資料を中心に遺跡・遺物も通して学び古代
の謎に迫ります。 

12 水 ☆歴史学中世科    （時代区分：平安後期～安土桃山） 教育会館 50 仁木 宏(大阪市立大学 教授) 他 

★武士の登場と戦乱の時代というイメージのある中世社会を、政治や戦いの歴史を中心に、当時の権力者の実像や今日の日本
の原型である「都市―京都･大坂、 町村、そして宗教」等にも触れながら、幅広いジャンルに視点をおいて学びます。 
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13 水 ☆歴史学近世科        （時代区分：江戸時代） 教育会館 50 笠谷 和比古(日文研 名誉教授) 
清水 秀司(高大 講師) 他 

★265 年続いた江戸時代を、事件、社会･経済、文化等の視点から俯瞰します。１５代続いた将軍治世下では多くの事件や社会的 
不安が発生しましたが、その真相を分かりやすく解説します。又現在の日本文化の礎ともいうべき江戸時代の豊かさを学びます。 

 
 
 
本講座では大坂・京都を中心として講義および現地見学で学んでいきます。 
 

14 金 歴史学近現代科   (時代区分：明治維新～平成) 教育会館 50 佐賀 朝(大阪市立大学 教授) 
島田 克彦(桃山学院大学 准教授)他 

★激動の近代から現代について都市大阪の視点から学びます。明治維新から戦後の高度成長期を越えた今の時点に至る    
アジア世界に深くかかわった日本の近現代史について、現役の大学教授たちが熱く語ります。 

15 木 戦国武将の生き方に学ぶ科 教育会館 50 小和田 哲男(静岡大学 名誉教授) 
清水 秀司(高大 講師) 
 
清水 秀司(高大講師) 
高大高大 
 

★歴史ブ一ム、武将ブ一ムが続いています。戦国時代の幕開けとなる応仁の乱から、乱世を生き抜いた武将達は何を考え、戦 
い、生き抜いたのか、その生き方に多くの事を学ぶ事ができます。歴史に名を残した武将の生き方を楽しく学びます。 

学ぶ事ができます。 
 
16 月 ☆歴史に輝く先人たちの生き方に学ぶ科 教育会館 42 笠谷 和比古(日文研 名誉教授) 

木村 幸比古(霊山歴史館副館長)他 

木村 幸比古(霊山歴史博物館副館長)他 
 

★「人が時代を創り、時代が人を動かす」 平和で安定した近世から改革と創造に遭遇した明治・大正に活躍した先人たちの業績 
や生き方を通して、日本国とは、また日本人とは、を考えます。講座で取り上げる先人は、西郷隆盛以下よく知られた人々です。 

17 木 世界史から学ぶ科 教育会館 45 大阪大学講師陣 他 

★グローバル化の進む中で、国際人として生きていくための知識や考え方を､世界史の流れの中で学びます。人類誕生から近代
迄の歴史を、ユーラシア大陸を中心に日本、西洋を含めて見渡し、世界各地がどのように結びつき発展したかを学びます。 

18 水 ☆もっと知りたい大阪の歴史科  (科名改称) 教育会館 42 橋本 孝成(摂南大学非常勤講師) 他 

★大阪の歴史をもっと知りたい、学びたいというニーズに応えます。日本の中心都市として栄えてきた大阪の産業、文化、まちづく 
り、生活、芸術、大阪の人物を取り上げ、大阪の先進性や実力を再認識してながら、これからの大阪を考えるヒントを学びます。 

大阪の先進性や実力を再認識してながら、これからの大阪を考えるヒントを学びます 
 社 会 
19 水 現代社会を考える科 教育会館 42 大阪大学,大阪府立大学講師陣 他 

★現代日本社会が抱える政治、経済、教育、介護、エネルギー、防災、国防等々の諸課題について学び、共に考え、豊かな知識 
を身に着けることを主眼とした学科です。これら諸課題に関し丁寧な解説で深く学びます。 

大阪再発見 

20 水 大阪の史跡探訪科 教育会館 45 高大講師陣、各地ガイド協会 他 

★大阪は歴史も古く史跡の宝庫です。その歴史的な史実と意義について講義でしっかり学んで、仲間と一緒に現地を訪ねて実感 
します。歴史を勉強しながら健康ウォーキング（４～５キロ 約１万歩）ができます。 

21 金 日本の京（みやこ）探訪科 教育会館 42 植田 正幸(高大 講師) 

★日本の京(みやこ)について、飛鳥京から平安京まで数々行われた遷都に注目し、京の史跡や遺跡を歴史的な見地から学びま
す。発掘で徐々に解明されつつある謎の多い京を現地訪問もします。新たな発見と感動が期待できる講座です。 

22 木 大阪の良さを世界に楽しくアピールしよう科 福祉会館 42 陸奥 賢(高大 講師 )  
木津川 計(和歌山大学 客員教授)他
他 ★知っているようで知らない大阪、本当の大阪は何か。大阪の歴史、食、芸能、文化などを通して、真の大阪気質、大阪文化の奥

深さ、大阪の魅力を再発見し、大阪の良さを世界にアピールする基礎知識を身につけましょう。 
 

平成３０年度    分野別募集科目一覧表 
詳細は次のホームページでもご覧 
いただけます。 
httpｓ://osaka-koudai.or.jp/ 
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番号 
曜 
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募集 

人数 
講 師 

大阪再発見 
23 月 

日本城郭史と関西のお城探訪科 
（新規科目） 

教育会館 42 中井 均（滋賀県立大学 教授）他 

★ロマン多い城!。平成２９年に「続日本１００名城」が制定され、まさに第３次復興ブーム到来。講座では、全国の城の歴史、建物、
縄張、天守、石垣などを楽しく学びます。また関西の有数の城郭を探訪します。＊城郭探訪費に、1 回当たり５，０００円前後必要。 

語学交流 

24 月 基礎英会話科月曜コース 福祉会館 42 ダイアン・ゴトウ(高大 講師) 

★もっと英会話を！もっと Smooth English! へ。英語は中学１年レベルで十分。授業は会話主体で、講師が分かりやすくリードし、
身近な会話表現で、最大限に実力を引き出してくれます。     ＊29 年度使用教材：講師提供資料使用 30 年度も同予定 

25 火 基礎英会話科火曜コース 福祉会館 42 ジェフリー・ロバート・ベル(高大 講師) 

★経験豊かな講師の親切、丁寧な指導で英会話の基礎を学びます。授業は基本的に英語ですが、初心者の方でも心配はいりま
せん。ネイティブの話し方に接し、英語を身近に体験しながら楽しく学びます。＊29 年度使用教材：SIDE by SIDE Book&eText①  

26 金 基礎英会話科金曜コース 福祉会館 42 ブライアン・ローリンソン(高大 講師) 

★英語の基礎を最初からしっかり復習する英会話の入門講座。経験豊かで日本語もＯＫのネイティブ講師が、丁寧に進めていき
ます。初めての方も安心して楽しく学べます。    ＊29 年度使用教材：English Conversation for Beginners (高大オリジナル) 

27 金 フランスの魅力と初めてのフランス語を楽しむ科 教育会館 42 田中 Erika (日仏文化協会) 

★おしゃれなフランス語！よく使う基本的な会話文を、フレーズごとリズムカルに丸覚えしましょう。魅力いっぱいのフランスを学び、 
美しいフランス語をリズム・イントネーションを大切に、対話形式で楽しみませんか！ ＊２９年度使用教材：講師作成のオリジナル教科

書 28 火 初めてのハングルを楽しむ科 教育会館 42 元 龍任(高大 講師) 

★ハングルを初めて学ぶ方に最適な入門講座です。韓国語が全く分からなくても大丈夫です。ネイティブ講師による授業で、ハン
グルの文字や正しい発音を基礎から学べます。仲間と一緒に少しづつ楽しく学んでいきましょう。 

29 月 初めての中国語を楽しむ科 森ノ宮ホール 36 韓 雪仙(高大 講師) 

★中国語初級講座。日常会話を楽しみながら学びましょう。いつも明るく熱心な講師が、基本となる発音・会話そして中国文化をや
さしく楽しく教えてくれます。また、中国留学生との交流を行い、会話を通じて日中文化の理解を深めます。 

美術・芸術 
 

30 木 美の世界と美術散歩科 教育会館 45 平田 雅男(元大塚国際美術館 学芸室長) 

小林 典子(元大阪大谷大学 教授) 他 

★美術館・博物館等での学習も含め、その道のプロが奥深い「美の世界」を深く、かつ易しく講義します。日本の伝統美（絵画、浮
世絵、絵巻・屛風、仏像、刀剣、工芸等）や西洋の美も含めた「美の世界」に深く入り込みます。さあ、「美の世界」をたっぷりと！ 

 
 
31 月 ☆似顔絵のイロハを楽しく学ぶ科 (科名改称) 教育会館 42 ラッキー植松(漫画家 イラストレータ) 

★似顔絵は、「描いて楽しく・描かれてうれしく・見ておもしろい」、人の心を豊かにするコミュニケーションです。絵が好きならば経験が
なくても大丈夫！似顔絵、イラストを基礎から楽しく描いてみませんか。＊特別教室を使用するため 5,000 円を受講料と一括支払必要

要。 
32 火 基礎から学ぶ美術科 教育会館 45 戎谷 眞木子(大阪芸術大学 非常勤講師) 

小林 典子(元大阪大谷大学 教授) 

★絵画の基礎を学んで自分を発見しましょう。絵画｛鉛筆デッサン、(透明)水彩画、油彩画など｝の技法を初歩から学び、スケッチ
にも出かけます。実技以外にも美術の周辺知識にも触れます。初めての方も安心して美術の世界に足を踏み込めます。 
＊特別教室を使用するため 5,000円、イーゼル・油彩絵の具使用料 3,000 円を受講料と一括支払い必要。 

33 木 カメラ芸術科 教育会館 42 平松 佑介(大阪芸術大学 非常勤講師) 

★デジタル一眼レフカメラを使って、撮影と写真表現の基礎を学びませんか。当科では、カメラの初歩的な使い方から、表現のテ 
クニックまで、写真を使った表現全般を実践的に学びます。 ※受講に際してはパソコンによる E-メールの環境を有し、データ 
の取り込みや E-mailによる写真の添付送信などパソコンの基本操作が出来ることが必要です。 

＊パソコン、プリンター等の環境設備使用料、プリント諸費用等で 15,000 円を受講料と一括支払い必要。 

パソコン 

34 火 IT・パソコン初級科火曜コース 教育会館 32 深井 美智子(高大 講師) 

35 木 IT・パソコン初級科木曜コース 教育会館 32 深井 美智子(高大 講師) 

★Word の基本を学びます。Word は職場、家庭で幅広く使われている優れもの！  Ｗｏｒｄの基本操作から、案内状・名刺・いろ
いろなはがきの作成、インターネット、メール操作、デジカメ写真の加工などを仲間と共に楽しく学びます。  ※講座説明会場
でスキルチエックを受けて頂いた上で、申し込み下さい。＊パソコン環境設備使用料等で１5,000 円を受講料と一括支払い必要。 

科学・技術 

36 火 未来への先端科学技術を楽しく学ぶ科 教育会館 50 京大、阪大、他大学講師陣 

★現在の科学研究から、次世代の科学技術を覗いてみませんか。微生物・遺伝子の小さな世界からロボット技術・健康科学・大宇
宙まで多岐に渡り、経験豊富な新進気鋭の講師陣が易しく解説します。さあ、皆さんも科学の世界を楽しみましょう。 

37 月 宇宙と生命の神秘へ遭遇する科 教育会館 50 京都大学、大阪大学 他大学講師陣 

★宇宙と生命に関する先進的な科学の一端を、基礎から幅広く判りやすく学べる講座です。宇宙については素粒子から太陽、惑星、銀河、ブ
ラックホール、宇宙の歴史、宇宙開発までを、生命については遺伝子や細胞、再生医療、創薬などを学び、科学の神秘を実感して下さい。 

38 金 科学を学びものづ く り を楽 しむ 科    
(新規科目)     

教育会館 42 
竹本 信之(元大阪電気通信大学 教員) 

青野 昭芳(元和泉工業高校 教諭) 他 

 

 

 

★科学を基礎にしたものづくりに挑戦しませんか！音響学を活かしたマイスピーカー、有機太陽電池、おしゃべりロボットなどの  
ものづくりを楽しみながら創意工夫を発揮して、発明を目指し特許を学びませんか。＊材料費として約 20,000 円前後別途必要。 

文化・文学 

芸 能 

39 金 世界の文化に親しむ科 教育会館 42 国立民族学博物館 講師陣 

★世界のいろいろな民族・文化を知り、日本を振り返るきっかけに！家族、食文化、言葉、音楽、宗教などを通して、世界のさまざ
まな文化を学び、文化を伝え、守る、再生することは何かを考えます。国立民族博物館での展示品見学と講義も設けています。 

40 水 総合文化を身につける科 教育会館 42 大阪音楽大学、大阪芸術大学 
奈良女子大学 講師陣 

★音楽、美術、文学、歴史、大阪学、科学、芸能、伝統工芸など八つの分野が網羅された講座です。分野ごとに、専門の講師が  
テーマをピンポイントで絞り、興味深く解説します。聴くだけではなく実習体験も組み込まれています。 

41 
 

木 朗読を楽しむ科 教育会館 42 阿部 良行(高大 講師) 

★朗読は、あなたの声で作者の心・想いを伝えます。発声・発音、アクセントの朗読の基本練習から、童謡、随筆、小説等多岐に
亘ります。 声を出すことの爽快感。声に出して作品を読むことで、感動や元気を読み手と聴き手が共有することができます。 
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文化・文学 

  芸 能 
 

42 月 古典文学を楽しむ科 教育会館 42 奈良女子大学 講師陣 

★神話の世界に見る古代の人々から江戸の庶民まで、人々は何を考え思っていたのでしょうか。その疑問を古典文学が解き明か
します！代表的な古典文学について、その作品が生まれた背景、原文とその内容を解りやすく学びます。 

 
43 木 文章表現を楽しむ科 教育会館 42 鶴島 緋沙子(高大 講師・作家) 

奈良女子大学 講師陣 他 

★初心者歓迎！川柳、俳句、エッセイ、そして短歌と盛り沢山の楽しい講座です。自分の想いを言葉にして表現することは、新しい
自分を発見できる楽しさがあります。また先達の作品鑑賞を通して、人生の機微を知り、自らも創作することで人生が豊かに！ 

44 水 ボイストレーニングでシニアライフを楽しむ科 教育会館 50 江本 あきこ(高大 講師) 

★姿勢矯正や顔のリフトアップ効果のある、身体を使って楽に声を出し歌うための色々なトレーニングを行います。楽しく歌う中で、
声を出しやすい身体づくりを目指します。入学時と修了時の写真や声の変化で、効果を実感出来ます！１０年前の声を取り戻し
ましょう。音楽だけでなく朗読、司会がより楽しくなります。 ＊特別教室使用料 4,000 円を受講料と一括支払い必要。 

 45 月 音楽を楽しむ科 教育会館 45 上田 啓子(元大阪音楽大学 講師) 

★ピアノの生演奏と共に音楽の歴史を辿る優雅な時間をあなたに！多くのゲスト演奏者と講師の共演生演奏でリッチなリラックス 
タイムをプレゼント。＊演奏者謝礼、特別教室使用料、視聴覚機器使用料等で 10,000 円を受講料と一括支払い必要。 

46 金 歌を愛し歌を楽しむ科 (新規科目) 教育会館 45 小澤 聖子(声楽家)          
田邊 由利子(ピアニスト) 

★発声、歌唱法の基本を学び、歌う事の楽しさや歌唱力アップを体感しませんか。文部省唱歌から世界の慣れ親しんできた歌まで 
あらゆるジャンルがマスターできます！ ＊特別教室使用料、視聴覚機器使用料等で 7,500 円を受講料と一括支払い必要。 

 
親しんできた歌等あらゆる 
ジャンルがマスターできます！ 
親しんできた歌等あらゆる 
ジャンルがマスターできます！ 
 

47 水 笑いの創造科 森ノ宮ホール 36 月亭 文都(高大 講師・落語家)、 
日本笑い学会 講師陣 他 

★いつまでも健康で元気の秘訣は、生活に「笑い」を取り入れる事です。伝統的な漫才・落語の歴史などを学び、漫才台本の作成
や落語の実践授業も体験します。また笑いヨガ、マジック、川柳、狂言の授業も楽しく学びます。 

自然との 

ふれあい 
 

48 水 自然文化を楽しむ科 教育会館 42 只木 良也(名古屋大学名誉教授) 

高柴 健一郎(星のソムリエ) 他 

★自然文化を親しみませんか！・・・思わぬ世界が広がります。身近な自然との触れ合いからおもちゃつくりまで、知ってるつもりで 
も知らないことが多いことに気付きます。講座・校外学習・もの作り実践と様々な経験を通して楽しく学びます。 

49 火 世界遺産を楽しく学ぶ科 教育会館 42 堀 信行(東京都立大学 名誉教授)他 

★夢とロマンいっぱいの世界遺産。知るほどに夢が広がります！行きたい、観たい、感じたい世界遺産。そんな世界遺産を楽しく
学び、京都・奈良、関西の世界遺産を訪ね、現地でその素晴らしさを肌で感じましょう。又、世界各国の世界遺産を学びます。 

50 火 和食を愛する科 教育会館 50 的場 輝佳(奈良女子大学 名誉教授) 

松井 徳光(武庫川女子大学 教授)他

他 ★世界無形文化遺産に登録された「和食」。「和食」とは何か、和食の構成要素（食材、料理、栄養、献立、おもてなし、食事の場や
食べ方など）、和食の歴史、和食の基礎、和食の良さ等を楽しく学びます。旨味体験もします。＊食材費、食事代等別途必要。 

51 金 野菜・花・樹木を育て楽しむ科 住之江 42 服部 和雄(高大 講師)、横井 邦彦・ 

池田 廣(一般社団法人ﾌﾗﾜｰｿｻｲェﾃｨｰ) 
他 ★野菜・花、果樹・樹木の育て方を学び、植物の基礎、繁殖などのノウハウを習得します。また農園で安心・安全な野菜作り、花の

栽培実習を行い、公園内の樹木の手入れも体験します。   ※実習・校外学習は、曜日を変更する場合があります。 

運動 

スポ ー ツ 

健康 

52 月 スポーツ・健康科 教育会館 50 大阪体育大学 講師陣 他 

★正しいストレッチング・運動(筋力トレーニング)を、経験豊富な講師の指導のもとで、自分に合った方法を学び、健康寿命を延ば
しましょう。実技と座学を交えたカリキュラム構成です。 ＊特別教室使用料 4,000 円を受講料と一括支払い必要。 

53 火 ☆アウトドア科  (科名改称) 森ノ宮ホール/
パレストラ 36 堅本 盛行(高大 講師) 他 

★野外での色々な楽しい活動とイベントを上手に企画し実践する体験型のアウトドア学科です。一人では出来なくても、仲間と一
緒に楽しく気楽にチャレンジしましょう！野外活動、里山体験、ネイチャークラフト、ラフティング、カヌー体験、シニア世代が今か
ら始めるニュースポーツなどワクワクドキドキのメニューがいっぱいです。＊材料費・野外・宿泊実習費等約 10 万円前後が必要。 

54 金 健康長寿を楽しく学ぶ科 森ノ宮ホール 36 田村 典子(元関西大学 教授) 他 

★心とからだの仕組みを知って、楽しくからだを動かす色々な運動を体験することにより、仲間と笑顔で歓談し、健康で長生きでき
る方法を身に付けましょう。健康を増進できる色々な楽しいメニューがいっぱいです。 

 
。 55 月 シニアの健康と医療を易しく学ぶ科 教育会館 50 岡本 啓司(高大 講師) 

神戸健康大学 講師陣 他 

★健康な“こころ”と“身体”を維持するための基礎知識と分り易い医療の知識を、楽しく易しく学び、いつまでも活き活きシニアを目
指しましょう。シニアにとって身近で関心の深い内容を易しく講義します。＊特別教室使用料 1,000 円を受講料と一括支払い必要 

 

 

高齢者の 

生活課題 

 

56 金 醸造を楽しく学ぶ科 教育会館 50 玉津島 寿彦(酒文化ジャーナリスト) 

酒造メーカー 講師陣 他 

★日本酒、ワイン等のお酒と味噌や醤油、酢などの発酵食品は、いずれも人類が生み出した貴重な食品です。この伝統的食文化 
を楽しく学びます。希望者は一年間で二つの認定資格(日本酒認定、ワインコンシェルジュ)に挑戦できます＊資格取得別途費用必要 

57 水 ☆男と女のおしゃれライフ科 (科名改称) 教育会館 45 山川アンク(日本メンズ美容協会理事長)  

見寺 貞子(神戸芸術工科大学 教授) 他 

★年齢に関係なく男も女もおしゃれに関心を持つことが、人を輝かせ活力を生み出します。ちょっとした身だしなみや立ち振る舞い 
が、魅力度・好感度アップやイメージアップに繋がります。おしゃれに見えるヒントを学び実践し、日々の生活に活力を生み出し      
ませんか。＊特別教室使用料 1,000 円を受講料と一括支払い必要。 

58 月 身の回りに関する法律を易しく学ぶ科 教育会館 42 竹下 賢(関西大学 名誉教授) 

三木 秀夫・大川 哲次 弁護士 他 

★身の回りの生活に密着した法律は、知れば知るほど鬼に金棒、そして安全・安心。遺産相続・遺言、悪徳商法、サイバー犯罪、  
自転車事故・交通事故、介護保険、易しい特許等身の回りで発生し易い事例を、専門家が易しく楽しく解説してくれます。 

59 金 鉄道を学び旅を楽しみません科 教育会館 42 山田 健治(神戸山手大学 講師) 
辻本 弘樹(京阪神エルマガジン社) 他     

★鉄道好き、旅好きの人気講座。鉄道の歴史、車両の変遷、鉄道の未来など、鉄道に関するあらゆる知識が身につきます。また、 
鉄道旅に関するお得な情報、隠れた観光スポットなど、鉄道を利用した旅行のヒントを楽しく学びませんか。 



 

 

実 践 研 究 部(１４科目) 

 
分  野 

科目 

番号 
曜 

日 
科  目  名 教 室 

募集 

人数 
講 師 

語学交流 

60 月 ☆英会話を楽しむ科月曜コース (科名改称) 福祉会館 42 ジェフリー・ロバート・ベル(高大講師) 

★基礎英会話科を修了された方を対象に、より楽しい英会話を学びます。授業は基本的に英語です。コミュニケーションの為のリ 
スニングスキルとスピーキングスキルのブラシュアップを目指します。*29 年度使用教材：SIDE by SIDE 2 （Pearson Education） 

61 火 ☆英会話を楽しむ科火曜コース (科名改称) 福祉会館 42 ブライアン・ローリンソン(高大講師) 

★基礎英会話科を修了された方の更なる会話スキルのブラシュアップを目指します。ネイティブならではの表現や発音も習得でき
ます。日常会話を実践的に学びながら、コミュニケーションの楽しさを実感しましょう。 ＊30 年度使用予定教材：PASSPORT １ 

62 火 ハングル会話を楽しく学ぶ科 教育会館 42 徐 秀京(高大 講師) 

★ハングルの基本的な読み書きを勉強されてきた方が対象です。ネイティブ講師により、スムーズな日常会話を目指します。基本
文型の会話練習で発音や文法を学び、応用練習で聞く・話すコツを習得します。会話を通じて韓国の文化や習慣も学びます。 

美術・芸術 
 

63 木 油彩画専攻科 教育会館 42 森 倫章(大阪芸術大学 客員教授) 

★油彩画を基礎から学び、無限に広がる表現、技法の楽しさを実感しましょう！油彩画の基本として、鉛筆、木炭デッサンで 
モチーフをしっかり捉えることを学びます。また油絵の画材等の使い方や、油絵具の配合、配色についても学びます。    

 ＊油彩画の経験（初級レベル）があれば受講可能。      ＊モデル代・モチーフ代等が別途必要。 
＊特別教室を使用するため 5,000円を受講料と一括支払い必要。 

 64 火 油彩画応用科 教育会館 42 中臣 偕一郎(高大 講師) 

★これまでと違った表現をしてみませんか。身近なものの見方を変えて、感じたままをキャンバスに描いてみましょう。デッサンから
油彩画に至る技法を習得し、ものの見方を変えるなどの経験をして、無限に広がる表現力を手に入れましょう。          
※油彩画の経験（中級レベル）があれば受講可能。       ＊モデル代・モチーフ代等が別途必要。 
＊特別教室を使用するため 5,000円を受講料と一括支払い必要。 

 
65 木 水彩画専攻科 教育会館 42 大豊 世紀(大阪芸術大学 客員教 

・日本画家 日展会員) 

★身近な草花・樹木、旅先での思い出にスケッチを！親しみやすい透明水彩画を基礎から楽しく学びます。水彩画の基本から、 
画面の捉え方・まとめ方・色彩の使い方・描画素材による表現効果の種類と違いなど、水彩表現の基本を学びます。 
※水彩画の経験（初級レベル）があれば受講可能。       ＊モデル代・モチーフ代等が別途必要。 
＊特別教室を使用するため 5,000円を受講料と一括支払い必要。 

 
66 金 水彩画応用科 教育会館 42 阿南 元信(現代水彩画会委員・ 

日本美術家連盟会員) 
★水彩画をより一層深めるとともに、個性と創造性を高め、表現の幅を広げ楽しく制作しましょう。水彩の色彩理論や遠近図法、各
種表現技法として透明水彩画法（ガッシュ・透明水彩・その他）を習得し、実際に身の回りのモチーフを使って作品を制作しま
す。 ※水彩画の経験（中級レベル）があれば受講可能。   ＊モデル代・モチーフ代等が別途必要。 
＊特別教室を使用するため 5,000円を受講料と一括支払い必要。 

 67 月 カメラ芸術研究科 教育会館 42 太田 眞(高大 講師) 

★いままで学んだ撮影基礎知識と技術を土台にして、写真の幅を広げ奥深さを追求しよう。カメラ芸術研究科修了レベルの方を 
対象に、撮影実技、構図研究、ＲＡＷ画像の調整技術を学び、更にプリントして作品の完成を目指します。※当科は、撮影技術
を習得された方のクラスです。電子メール交換、PSE(ﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟｴﾚﾒﾝﾂ)使用能力が必要です。＊校外撮影会などの費用が別途 
必要。＊パソコン、プリンター等の環境設備使用料、プリント諸費用等で 15,000 円を受講料と一括支払い必要。 

68 火 カメラ芸術創作科 教育会館 42 太田 眞(高大 講師) 

★いままで学んだ知識・技術の蓄積を生かして、より高度な作品作り、更なる飛躍を目指そう。カメラ芸術研究科修了レベルの方が
対象です。撮影実技・受講者相互間の撮影作品の検証を行い、自己作品の過不足を認識・調整し、作品の完成度を高めます。
※パソコンの使用が滞りなく行え、メール環境を備え PSEを使用して写真プリントを出力できる能力が必要。＊校外撮影会等の 
費用が別途必要。＊パソコン,プリンター等の環境設備使用料、プリント諸費用等で 15,000 円を受講料と一括支払い必要。 

次の実践パソコン分野の 3 科目(科目番号 69，70，71)について：  ＊Windows 10、Microsoft Office2016 を使用予定。 

※講座説明会場でｽｷﾙﾁｪｯｸを受けた上で申し込み下さい。＊パソコン環境設備使用料等で 15,000 円を受講料と一括支払い必要。  

  

 

パソコン 

69 月 IT・パソコン office専攻科 教育会館 32 藤田 美穂(高大 講師) 

★ベーシックアプリである Office、実践できるスキルをじっくり学びます。本科修了レベルを対象。Ｏｆｆｉｃｅ（Word,Excel,PowerPoint）  
の基本をじっくり学び、さらに生活に応用できるもう一歩進んだ利用方法を、明るく分かりやすい講義で楽しく学びます。 

。 
70 水 IT・パソコンweb専攻科 教育会館 32 藤田 美穂(高大講師) 

★IT ツールを使いこなし世界中へ情報発信！オリジナルホームページの作成、ブログ作成や写真編集・ビデオ作成などパソコン 
を使って「ものづくり」を行います。皆さんのアイディアで、オリジナリティ溢れる作品を楽しみながら学びましょう。 金 IT・パソコングラフィック専攻科 

71 金 ☆IT・パソコングラフィック専攻科 教育会館 32 森田 浩司(大阪電気通信大学 非常勤講師) 

★もっとパソコンを使いこなす！パソコンの無限大の可能性を体感してみましょう！インターネット閲覧や Office ソフトを使うだけで 
は得られない様々な応用知識やテクニックを、グラフィック制作を通して学びます。 

文化・文学 

芸能 

72 火 音楽鑑賞を深める科 教育会館 45 本岡 浩子(元大阪音楽大学 教授) 

★尽きぬ音楽の魅力が、講師が自ら弾くピアノと語りで、解き明かされていきます。豊潤で贅沢な楽興の時を毎週お楽しみくださ
い。童謡からクラッシック、ジャズ迄。幅広い音楽の魅力を伝えます。 
＊演奏者謝礼、特別教室使用料、視聴覚機器使用料等で 10,000 円を受講料と一括支払い必要。 

自然との 

 ふれあい 

73 火 自然文化を深める科 福祉会館 45 中瀬 重幸(みのお森の学校長） 
増田 昇(大阪府立大学特認教授) 他 

★身近な自然をもっと知りたい、自然文化ともっと触れ合いたい！座学を聞いて、現地を探訪し楽しく学ぶあなたのための講座     
です！森・山・川・海・伝統野菜・自然工作・里山体験、自然観察、銀銅山・棚田探訪など自然を体感し、楽しく仲間と交流を！ 

注 1：  ☆印；科名改称、またはカリキュラム内容の大幅変更                                   

注 2： 教室、講師欄に記載されている略称の正式名は次の通りです。 
高大：大阪府高齢者大学校、                                          教育会館：大阪市教育会館、   
福祉会館：大阪府社会福祉会館、                      住之江 ：住之江公園 

                                                 


