
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

大阪府高齢者大学校は、平成 21 年度にシニアの皆様が自らの力でＮＰＯ法人を立ち上げられて以来、 

時代のニーズや受講生の要望に応えつつ、多種多様な魅力ある講座を開設され、シニアの方々が社会で 

活躍するために必要な再学習の機会を提供されてこられました。平成３０年度には 2,700 名を超える方 

が入学されるなど、年々順調にその規模を拡大されております。これもひとえに、これまでの皆様方のご 

努力の賜物であり、その真摯な取組みに心から敬意を表します。 

  最近では「人生 100 年時代」が到来すると言われますが、長い人生をできる限り健康で、自分らしく 

有意義に過ごすことは、すべての人々の願いです。 

  そうした中で、本大学校で学ばれる皆様には、各講座を通じて、新たな仲間との出会いを大切していた 

だくとともに、学ばれた知識や経験を活かし、それぞれの地域で進められている「健康づくり」や「生き 

がいづくり」にもご協力いただくなど、地域の担い手・支え手としてご活躍いただきますよう、心から期 

待いたしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府からのメッセージ 

大阪府福祉部高齢介護室長 今野 聡 

 

                                            

 

本校は、2,700 名を超える受講生を抱える全国的にもマンモス校と 

いわれる生涯学習機関で、今年創立 10 周年を迎えました。 

これを期に、本校の理念・役割を世間のみなさまに、より深く知って頂く 

ために、「コーダイ」という愛称を使うことにしました。 

 

コーダイの活動の基本方針は、「①学習する ②仲間づくり ③健康づくり」の３本柱からなりた

っており、併せて社会参加活動を受講生に促しています。 

学習システムの基本は、200 名を超えるボランティアで支えられた高度学習システム「OKALS

―V」（Osaka Koudai Advanced Learning System supported by Volunteers)です。 

受講生からスタートし徐々に運営に関わっていく仕組みの中で育成されたボランテアが運営して

いますので、受講生の目線に沿ったシステムであるのが特徴です。 

 

来年１月に実施予定の創立 10 周年記念式典には、今までお世話頂いた方々をお招きし、お祝

いするとともに、「今後のコーダイの果たすべき役割について」のシンポジウムを開き、皆様と

夢を語り合う予定です。同時に、スポーツ交流大会と高大祭（日頃の学習成果を発表する文化

祭）を実施し、「コーダイ フェスタ」として 2 日間に亘って開催します。 

 

学習事業だけではなく、被災地支援活動の継続実施、国家戦略特区の養父市との連携強化、大

阪万博実現に向けた応援活動などを行っています。また、子ども科学フェスティバル、パソコン

お絵かき教室などを実施し、大阪府民のためのボランティア活動にも取り組んでいます。 

 

姉妹校の大阪区民カレッジ・府民カレッジ、及び同窓会組織の校友会とは「コーダイ グループ」

として結束して大阪のため、日本のために活動していきます。 

 

 

 

 

 

ごあいさつ 
認定 NPO 法人 大阪府高齢者大学校 
        理事長 和田 征士 

 

応募者へのご挨拶 
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◆2009 年に次の「理念」のもと、NPO 法人 大阪府高齢者大学校（高大）が設立されました。 

１．私たちは仲間と楽しみながら学習します。 

２．私たちは何よりも自らと仲間の趣味を大切にします。 

３．その趣味を仲間と共に深め、更に拡げて外部の人と共に楽しみます。 

４．地域のまちづくりを行政、市民などと協働して実施します。 

５．私たちは活動を通じて、自らの健康づくり・生きがいの充実を図ります。 

６．そして、私たちはシニア世代の責任として地球環境問題に積極的に取り組みます。 

 

 

◆2008 年 7 月の大阪府老人大学廃止決定に伴い、新たに NPO 法人として大学校を立ち上げることを老人大学

OB 関係者に呼びかけ、多くの方の賛同を得て、NPO 法人大阪府高齢者大学校を申請、2009 年 1 月に認証を

受けました。 

◆2008 年 12 月に 600 名の受講生募集(廃校当時は約 1,200 名)を開始し、2009 年 4 月に開講。教室は 

piaNPO で船出しました。3 期目で 1,354 名の受講生を迎えることが出来、講座のみならず社会事業でも発展

させていく高大の基礎を固めました。 

 そして、「生涯学習」と「社会への参加活動」という社会的課題解決に取り組んでいます。 

◆2016 年 10 月関西シニア大学校交流会において、生涯学習校が連携・協働しながら、これから進むべき方向 

を確認し、共に行動することを関西の生涯学習校１１校が「共同宣言」をしました。 

◆2017 年 9 月に認定ＮＰＯ法人の認証を受ける。その後、ファンド部を立ち上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆高大は 2018 年度創立 10 周年を迎え、「高齢者が動けば社会が変わる」という 10 周年記念誌を発行し、 

全受講生を対象に合同オリエンテーション時に啓蒙しています。 

  そして、高大 10 周年を機会に、創立 10 周年記念、大阪万博の誘致応援などのプロジェクトがスタートし、

受講生およびスタッフ全員が一丸となり推進しています。 

◆2018 年 3 月首都圏の生涯学習機関との交流(川崎、東京、千葉)を開始。7 月、関西シニア大学校勉強会、 

１０月 関西シニア大学校交流会を高大が幹事となり実施しております。 

◆2018 年 高齢者大学校の愛称を全受講生から募集し「コーダイ」と決定すると共に、ロゴマーク、スローガン

を受講生から募り、決定しました。 

 
 

 

 

 
  
 

 

 

 

大阪府高齢者大学校の変遷 

理 
 
念 

沿 革 

創立 10周年記念誌 

 

高大の歩み 
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◆認定 NPO 法人 大阪府高齢者大学校の使命 

Osaka Koudai Advanced Learning System supported by Volunteers（ＯＫＡＬＳ－Ｖ） 

（ボランティアによって支えられたコーダイの高度な学習システム）を推進し、超高齢化社会の中で活力ある

人づくりを行い、世の中に寄与しています。 

コーダイは、①学習する ②仲間づくり ③健康づくりを活動方針の 3 本柱としています。 

さらに社会参加・社会貢献活動を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 

 

◆ コーダイは 2,763 名の受講生を擁しています。先駆的カリキュラム作りと魅力的講師陣の確保は正に

コーダイの命です。そのため教科研究部門を設置し分野毎の専門家を育成しています。講座改革委員会を

設け、常に 2～3 年先を見据えて活動しています。 

 

◆ コーダイは 200 名のボランティアで支えられています。65 科目にはクラスディレクター（CD）が各

2 名配置され、受講生と講師のサポートをしています。 

 

◆ コーダイの生涯学習システムはこのようにして出来ています。 

この根幹をなすのがコーダイの誇るボランティアです。 

‘楽しいからやる’が基本で、皆さん、活き活きとして活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKALS－V活動の推進 
 

学習する 仲間づくり  健康づくり 

◆ コーダイに 来て 学んで 見つめ直そう 

ご自身を！ 人生を！ 未来を！ 

-4- 



 

 

 

 

  

            

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ★開催日：2019 年 1 月 22 日(火)・23 日（水）10 時より開催 

      ★開催場所：大阪市中央体育館 

            大阪市港区八幡屋公園内 

      ★アクセス：大阪メトロ中央線 朝潮橋下車西へ 

            徒歩 5 分  

      ★式典内容：記念式典、記念講演会、シンポジウム、 

                功労者表彰式、アトラクション（ジャズ、フラメンコ、 

チアリーディングなど) 

★10 周年記念式典では、多数のイベントを用意しています。 

★新規受講生の皆様のご来場もお待ちしています！ 

記念式典 

２０１８創立１０周年記念式典 
コーダイフェスタ２０１８ 

高大祭・スポーツ交流大会で楽しいコーダイライフ 
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シルバーアドバイザー(SA)養成講座 (3 科目)             

分 野 
科目 

番号 
科  目  名 

募集 

人数 
学習 

曜日 
主 な 講 師 備 考 

シルバーア

ドバイザー 

(SA) 

1 家族と社会に役立つサポートデザイン科 42 水 
椎名 保友(日常生活支援ネットワーク) 
長谷川 美津代(吹田傾聴ほほえみ 代表)  

2 おもしろ「子ども科学・手作りおもちゃ体験」科  42 木 音田 輝元(大阪府高齢者大学校 講師) 他  

3 国際文化交流科 42 月 
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  

 

分 野 
科目 

番号 
科  目  名 

募集 

人数 

学習 

曜日 
主 な 講 師 備 考 

歴 史 

10 日本の起源と文化を知る科(旧石器―飛鳥時代) 42 木 
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  

11 歴史学古代科  (弥生後期―平安前期) 50 木 
若井 敏明(関西大学 非常勤講師)、 
鈴木 明子(奈良女古代学学術研究ｾﾝﾀｰ協力研究員) 

 

12 歴史学中世科  (平安後期―安土桃山) 50 水 
仁木 宏(大阪市立大学 教授)  
川元 奈々(高槻市教育委員会学芸員) 他   

13 歴史学近世科  (江戸時代) 50 水 
笠谷 和比古(大阪学院大学 教授)、 
清水 秀司(大阪府高齢者大学校 講師) 他 

 

14 歴史学近現代科 (明治維新―平成) 50 金 
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  

15 戦国武将の生き方に学ぶ科 50 木 
小和田 哲男(静岡大学 名誉教授)、 
清水 秀司(大阪府高齢者大学校 講師) 他  

16 歴史に輝く先人たちの生き方に学ぶ科  42 月 
木村 幸比古(霊山歴史館 副館長)、 
横山 輝樹(大阪学院大学 非常勤講師) 他  

17 世界史から学ぶ科 45 木 大阪大学講師陣 他  

18 もっと知りたい大阪の歴史科 42 水 橋本 孝成(摂南大学 非常勤講師) 他 

 

 

社 会 19 現代社会を考える科 42 水 大阪大学、大阪府立大学等講師陣 他  

大 阪 

  再 発 見 

20 大阪の史跡探訪科 45 水 大阪府高齢者大学校 講師、各地ガイド協会 他  

21 日本の京（みやこ）探訪科 42 金 植田 正幸(大阪府高齢者大学校 講師)  

22 大阪の良さを世界に楽しくアピールしよう科 42 木 陸奥 賢(大阪府高齢者大学校 講師) 他   

23 日本城郭史と関西のお城探訪科 42 月 中井 均(滋賀県立大学 教授) 他  

語 学 交 流 

24 基礎英会話科月曜コース 42 月 ダイアン・ゴトウ(大阪府高齢者大学校講師)ﾞ   

25 基礎英会話科火曜コース 42 火 
ジェフリー・ロバート・ベル 
(大阪府高齢者大学校 講師) 

 

26 基礎英会話科金曜コース 42 金 
ブライアン・ローリンソン 
(大阪府高齢者大学校 講師) 

 

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

28 旅で使えるハングル会話科 35 火 元 龍任(大阪府高齢者大学校 講師) 科名改称 

29 基礎から学ぶ役立つ中国語科 35 月 韓 雪仙(大阪府高齢者大学校 講師)  科名改称 

 

美 術・ 

芸 術 

 

30 美の世界と美術散歩科 45 木 
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 

 

31 似顔絵のイロハを楽しく学ぶ科   35 月 ラッキー植松(漫画家・イラストレーター)   

32 基礎から学ぶ美術科 35 火 
戎谷 真木子(大阪芸術大学 非常勤講師)  

小林 典子(元大阪大谷大学 教授) 
 

33 カメラ芸術科 42 木 平松 佑介(大阪芸術大学 非常勤講師)   

パ ソ コ ン 
34 ●IT・デジタルフォトアート科 32 月 深井 美智代(大阪府高齢者大学校 講師)  新規科目 

35 IT・パソコン初級科 32 火 深井 美智代(大阪府高齢者大学校 講師)   

科 学・ 

技 術 

36 未来への先端科学技術を楽しく学ぶ科 50 火 京大、阪大、奈良先端科学技術大学院大学、他大学講師陣  

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

38 科学を学びものづくりを楽しむ科 42 金 
青野 昭芳(元和泉工業高校教諭) 
日本弁理士近畿支部講師陣 他  

文 化・ 

  文 学・   

   芸 能 

39 総合文化を身につける科 42 水 大阪音楽大学、大阪芸術大学、他大学講師陣  

40 朗読を楽しむ科 42 木 阿部 良行(大阪府高齢者大学校 講師)   

41 ●源氏物語の面白さを学ぶ科 42 金 たつみ 都志(武庫川女子大学 名誉教授) 新規科目 

本  科 (52 科目) 

 

2019 年度  分野別募集科目一覧表  
注；科目名冒頭の●印；新規科目 
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分 野 
科目 

番号 
科  目  名 

募集 

人数 

学習 

曜日 
主 な 講 師 備 考 

文 化・ 

  文 学・   

   芸 能 

42 日本文学の良さを楽しむ科 42 月 奈良女子大学 講師陣 科名改称 

43 文芸を楽しく学ぶ科 42 木 
鶴島 緋沙子(大阪府高齢者大学校 講師・作

家) 、奈良女子大学 講師陣 他 科名改称 

44 ●ﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを楽しむ科 火曜ｺｰｽ 50 火 江本 あきこ(大阪府高齢者大学校 講師) 新規科目 

45 ﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを楽しむ科 水曜ｺｰｽ 50 水 江本 あきこ(大阪府高齢者大学校 講師) 科名改称 

46 音楽を楽しむ科 45 月 上田 啓子(元大阪音楽大学 講師) 他  

47 歌を愛し歌を楽しむ科 50 金 
小澤 聖子(声楽家) 
中森 由利子(ピアニスト) 

 

48 笑いの創造科 36 水 
月亭 文都(大阪府高齢者大学校 講師・落語

家)、日本笑い学会 講師陣 他 
 

自 然 と の 

ふ れ あ い 

49 自然文化を楽しく学ぶ科 42 水 
菅井 啓之(京都光華女子大教授） 
清水 孝之(森林インストラクター) 他 

科名改称 

50 世界遺産を楽しく学ぶ科 42 火 
堀 信行(東京都立大学 名誉教授)  
久保 美智代(旅する世界遺産研究家) 他  

 

51 和食を愛する科 45 火 
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 

 

52 ●ローカル文化探検科 42 水 
森田 浩司（大阪国際大学 准教授） 
中牧 弘允（吹田市立博物館 館長） 

新規科目 

53 家庭園芸を楽しむ科 42 金 
横井 邦彦・池田 廣(フラワーソサイエティ) 

服部 和雄(大阪府高齢者大学校講師) 他 
科名改称 

運動・ 

スポーツ・

健康 

54 スポーツ・健康科 50 月 大阪体育大学 講師陣  

55 アウトドア科 36 火 堅本 盛行(大阪府高齢者大学校 講師) 他  

56 健康長寿を楽しく学ぶ科 36 金 田村 典子(元関西大学 教授) 他  

57 シニアの健康と医療を易しく学ぶ科 50 月 
岡本 啓司(大阪府高齢者大学校 講師) 

神戸健康大学 講師陣 他 
 

高 齢 者 の 

生 活 課 題 

58 醸造を楽しく学ぶ科 50 金 酒造メーカー講師陣 他  

59 男と女のおしゃれライフ科 45 水 
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 

 

60 身の回りに関する法律を易しく学ぶ科 50 月 
三木 秀夫・大川 哲次 弁護士 
吉田 栄司(関西大学 教授) 他 

 

61 鉄道を学び旅を楽しむ科 42 金 
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 

科名改称 

実 践 研 究 部 (12 科目) 

分 野 
科目 
番号 

科  目  名 
募集 

人数 
学習 

曜日 
主 な 講 師 備 考 

語 学 交 流 
70 英会話を楽しむ科月曜コース 42 月 

ジェフリー・ロバート・ベル 
(大阪府高齢者大学校 講師) 

 

71 英会話を楽しむ科火曜コース 42 火 
ブライアン・ローリンソン 
(大阪府高齢者大学校 講師) 

 

美 術・ 

芸 術 

72 油彩画専攻科 35 火 中川 知美(大阪芸術大学 講師)  

73 油彩画応用科 42 木 森 倫章 (大阪芸術大学 客員教授)  

74 水彩画専攻科 42 金 阿南 元信(現代水彩画会委員・日本美術家連盟会員)  

75 水彩画応用科 42 木 大豊 世紀(大阪芸術大学 客員教授)  

76 カメラ芸術応用科 42 火 太田 眞(大阪府高齢者大学校 講師)  

パ ソ コ ン 

77 IT・パソコン Office 専攻科 32 木 藤田 美穂(大阪府高齢者大学校 講師) 曜日変更 

78 ●IT・パソコン Web デザイン科 32 水 藤田 美穂(大阪府高齢者大学校 講師) 新規科目 

79 ●IT・プログラミングを楽しく学ぶ科 32 金 森田 浩司(大阪電気通信大学 非常勤講師)  新規科目 

文化・文学 

・芸能 
80 音楽鑑賞を深める科 45 火 本岡 浩子(元大阪音楽大学 教授)   

自 然 と の 

ふ れ あ い 
81 自然文化を深める科 42 火 

中瀬 重幸(みのお森の学校長) 

増田 昇(大阪府立大 名誉教授) 他 
 

 

 

 

 

 

◆「シルバーアドバイザー（SＡ）養成講座」および「実践研究部」は、継続受講ができます。 
◆「本科」は、原則として、同一科目の継続受講はできません（科名改称科目は継続受講できます）。 
◆「SＡ養成講座」は一定条件を満たせば大阪府知事の「シルバーアドバイザー認定証」を取得出来る科目です。 
◆「実践研究部」は原則として、大阪府高齢者大学校、大阪府老人大学、大阪府ＳＡ養成講座、大阪区民カレッジ、

大阪府民カレッジ、大阪府アクティブシニア講座を修了された方が対象です。 
◆ 講師・教室等の都合により、募集人数・学習曜日・科目名・担当講師等が変更になる場合があります。 
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注：科目名冒頭の  ●印・・新規科目   ★印・・実践研究部  ☆印・・SA 養成講座          

教 室 教育会館：大阪市教育会館  福祉会館：大阪府社会福祉会館   

    森宮ホール：森ノ宮ホール  住之江：住之江公園 

※ 講師・会場などの都合により、曜日、日程、教室、カリキュラム内容等が変更になる場合があります。 

授業以外に遠足、社会への参加活動、コーダイフェスタ、修学旅行などの高大行事が 10 日あります。  

授業と行事を通して仲間づくり、趣味の深耕・拡大、社会への参加活動などを楽しみながら推進します。 

   

 

 

曜日 
科目 

番号 
科 目 名 教 室 

募集 

人数 
専攻科目の日程 主要行事等の日程 

月 

曜 

日 

3 ☆国際文化交流科 教育会館 42 4 月 8,15,22  

5 月 13,20,27 

6 月 3,10,17,24  

7 月 1,8,22,29 

8 月  夏休み 

9 月 2,9,30 

10 月 7,21,28 

11 月 11,18,25 

12 月 2,9,16 

1 月 6,20,22,23,27 

 2 月 3,10,17 

 3 月 2,9,16,23,24 

 

 

 

4/8 入学式 

 5/20,11/11   遠足 

 6/3  社会への参加準備活動 

 7/29,1/20  高大白熱教室 

9/30,2/3  社会への参加活動 

 

1/22,23   コーダイフェスタ 

3/16     学習成果発表会 

      修了式 

3/23-24  修学旅行 

  

 

 

 

 

 

16 歴史に輝く先人たちの生き方に学ぶ科 〃 42 

23 日本城郭史と関西のお城探訪科 〃 42 

24 基礎英会話科月曜コース 福祉会館 42 

29 基礎から学ぶ役立つ中国語科(科名改称) 教育会館 35 

31 似顔絵のイロハを楽しく学ぶ科 〃 35 

34 ●IT・デジタルフォトアート科 〃 32 

 
37 宇宙と生命の神秘へ遭遇する科 〃 50 

42 日本文学の良さを楽しむ科(科名改称) 〃 42 

46 音楽を楽しむ科 〃 45 

54 スポーツ・健康科    〃 50 

57 シニアの健康と医療を易しく学ぶ科 〃 50 

60 身の回りに関する法律を易しく学ぶ科 〃 50 

70 ★英会話を楽しむ科月曜コース 福祉会館 42 

火 

曜 

日 

25 基礎英会話科火曜コース 福祉会館 42 4 月 8, 16,23 

5 月 7,14,21,28 

6 月 4,11,18,25 

7 月 2,9,16,23 

8 月  夏休み 

 9 月 3,10,17,24 

 10 月 1,8,15,22,29 

 11 月 5,12,26 

 12 月 3,10,17 

1 月 7,14,22,23,28 

2 月 4,18,25 

3 月 10,17,18 

   

  

 

 

  

4/8 入学式 

 5/21,11/5   遠足 

 6/4  社会への参加準備活動 

 7/23,1/14  高大白熱教室 

9/24,1/28 社会への参加活動 

 

1/22,23   コーダイフェスタ 
3/10     学習成果発表会 
         修了式    

3/17-18  修学旅行 

 

28 旅で使えるハングル会話科(科名改称) 教育会館 35 

32 基礎から学ぶ美術科 〃 35 

35 IT・パソコン初級科 〃 32 

36 未来への先端科学技術を楽しく学ぶ科 〃 50 

44 ●ボイストレーニングを楽しむ科火曜コース 〃 50 

50 世界遺産を楽しく学ぶ科 〃 42 

51 和食を愛する科 〃 45 

55 アウトドア科 
森宮ホール 

/教育会館 
36 

71 

1 

★英会話を楽しむ科火曜コース 福祉会館 42 

72 ★油彩画専攻科 教育会館 35 

76 

 

★カメラ芸術応用科 

 

 

創作科 

〃 42 

80 

72 

★音楽鑑賞を深める科 〃 45 

81 

 

★自然文化を深める科 〃 42 

2019 年度曜日別科目名・日程表 
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曜日 
科目 

番号 
科 目 名 教 室 

募集 

人数 
専攻科目の日程 主要行事等の日程 

水
曜
日 

1 ☆家族と社会に役立つｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ科 教育会館 42 4 月 8,10,17,24 

5 月 8,15,22,29 

6 月 5,12,19,26 

7 月 3,10,17,24 

8 月  夏休み 

9 月 4,11,18,25 

10 月 2,16,23,30 

11 月 6,13,27 

 12 月 4,11,18 

 1 月 8,15,22,23,29 

 2 月 12,19,26 

3 月 11,18,19 

 

4/8 入学式 

 5/22,11/6   遠足 

 6/5  社会への参加準備活動 

 7/24,1/15  高大白熱教室 

9/25,1/29 社会への参加活動 

 

1/22,23   コーダイフェスタ 

3/11     学習成果発表会 
     修了式  

3/18-19  修学旅行 

 

12 歴史学中世科 〃 50 

13 歴史学近世科   〃 50 

18 もっと知りたい大阪の歴史科 〃 42 

19 現代社会を考える科 〃 42 

20 大阪の史跡探訪科 〃 45 

39 総合文化を身につける科 〃 42 

45 
ボイストレーニングを楽しむ科 

     水曜コース(科名改称) 

 

〃 50 

48 笑いの創造科 森宮ホール 36 

49 自然文化を楽しく学ぶ科(科名改称) 教育会館 42 

52 ●ローカル文化探検科 

 

〃 42 

59 男と女のおしゃれライフ科 〃 45 

78 ●IT・パソコン Web デザイン科 〃 32 

木

曜

日 

 

2 
☆おもしろ「子ども科学・ 

手作りおもちゃ体験」科 
教育会館 42 4 月 8,11,18,25 

5 月 9,16,23,30 

6 月 6,13,20,27 

7 月 4,11,18,25 

8 月  夏休み 

9 月 5,12,19.26 

10 月 3,17,24,31 

11 月 7,14,21 

 12 月 5,12,19 

 1 月 9,16,22,23,30 

 2 月 13,20,27 

3 月 12,19,20 

 

4/8 入学式 

 5/23,11/7   遠足 

 6/6  社会への参加準備活動 

 7/25,1/16  高大白熱教室 

9/26,1/30 社会への参加活動 

 

1/22,23   コーダイフェスタ 

3/12     学習成果発表会 
     修了式  

3/19-20 修学旅行 

 

10 日本の起源と文化を知る科 〃 42 

11 歴史学古代科 〃 50 

15 戦国武将の生き方に学ぶ科 〃 50 

17 世界史から学ぶ科 〃 45 

22 
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 

30 美の世界と美術散歩科 教育会館 45 

33 カメラ芸術科 〃 42 

40 朗読を楽しむ科 〃 42 

43 文芸を楽しく学ぶ科(科名改称) 〃 42 

73 ★油彩画応用科 〃 42 

75 ★水彩画応用科 

科 

〃 42 

77 ★IT・パソコン Office 専攻科（曜日変更）    〃 32 

 

金

曜

日 

14 歴史学近現代科 教育会館 50 4 月 8,12,19,26 

5 月 10,17,24,31 

6 月 7,14,21,28 

7 月 5,12,19,26 

8 月 夏休み 

9 月 6,13,20,27 

10 月 4,11,18,25 

11 月 1,8,15,22 

12 月 6,13 

 1 月 10,17,22,23,31 

2 月 14,21,28 

3 月 6,12,13 

4/8 入学式 

 5/24,11/8   遠足 

 6/7  社会への参加準備活動 

 7/26,1/17  高大白熱教室 

9/27,1/31 社会への参加活動 

 

1/22,23   コーダイフェスタ 

3/6       学習成果発表会 

      修了式 

3/12-13  修学旅行 

 

21 日本の京（みやこ）探訪科 〃 42 

26 基礎英会話科金曜コース 福祉会館 42 

27 
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 

38 科学を学びものづくりを楽しむ科 〃 42 

41 ●源氏物語の面白さを学ぶ科 〃 42 

47 歌を愛し歌を楽しむ科 〃 50 

53 家庭園芸を楽しむ科(科名改称) 住之江 42 

56 健康長寿を楽しく学ぶ科 森宮ホール 36 

58 醸造を楽しく学ぶ科 教育会館 50 

61 鉄道を学び旅を楽しむ科(科名改称) 〃 42 

74 ★水彩画専攻科 〃 42 

79 ●IT・プログラミングを楽しく学ぶ科 〃 32 

 
-9- 



 
 

 

 

★家族,親戚など身近で直面する事例(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。 

心と身体の健康、ケアリスク

やケア関連法律、認知症、家族

や身近な人へのケアサポート術

（急病処置・傾聴・車ｲｽｶﾞｲﾄﾞ

等）、正しい服薬や介護ロボッ

ト等の最新知識や手際よい対処法を易しく学びま

す。また、修得した知識や対処法が安全・安心に繋

がりシニアライフの生きがい・やりがいになること

を目指し、楽しく学習します。 

＊資格取得テーマ時は学習費関連として5,000円～10,000

円が別途必要 
 

 

 

 

 

★学習と実践で実現したい…子どもに笑顔を！ 

＜おもしろ科学実験とたのしい手作りおもちゃ＞

学んだスキルを仲間と一緒に＜第4回子ども科学フ

ェスティバル＞で発信！子ども達のワクワク・ドキ

ドキ＜笑顔とありがとう！＞は最高の思い出… 

こんな世界が広がっていく、「笑声・笑顔いっぱい

のたのしい講座」です。合言葉は、「今から・ここ

から、あなたの一歩が未来

です！」 

 

＊ブログ「わくわく子ども教室」

で検索！ 

 

 

 

 

★私たちにできる国際交流をしてみませんか！ 

講義では日本と世界の文化や文化交流について楽

しく学びます。 

また、留学生との交流や地

域実践活動を通じて仲間づく

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。 

詳しくは高大ＨＰのブログをご覧下さい。 
 

 

 

 
  

 

 

★地下に残された遺構や遺物を通して、考古学の観

点から日本の起源を探求し古代史の謎について楽

しく学んでいきます。(時代区分；旧石器～飛鳥時代) 

次々と発掘される遺構や遺物から古代の本当の姿

が見えてきています。 

残されている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、考古学の基礎知識をはじ

め、現在はどのような論争があるの

か、散策するときの史跡の見方、新聞

ニュースのミニ解説などをやさしく学んでいきます。 

 

シルバーアドバイザー 

養成講座 講座説明  

“ボランティア活動の仲間づくり!” 

シルバーアドバイザー講座では、仲間と共に、

長年培ってきた知識や経験を生かし、地域活動に

必要なコーディネーターの要件を学習します。 

修了生は、一定条件を満たせば大阪府知事の

「シルバーアドバイザー認定証」を取得すること

ができます。 
 

教材費関係、交流会費、校外学習費などが 

別途必要です。 

本科  講座説明  

“わくわくする講座が一杯!” 

あなたの希望する科がきっと見つかります。 

初めて本校に申し込みされる方は、優先的に入

学できる制度を設けています。 
 

教材費関係、交流会費、校外学習費などが 

別途必要です。 

科によっては、特別教室費用・設備使用料な

どを入学金と一括で支払う必要があります。 

 

 (水曜日) 

講師：椎名 保友(日常生活支援ネットワークネットワーク) 

長谷川 美津代(吹田傾聴ほほえみ代表) ほか 

 (木曜日) 

講師：音田 輝元(大阪府高齢者大学校 講師) ほか 

 

３.国 際 文 化 交 流 科 (月曜日) 

講師：楠本 政幸(大阪府国際交流財団 評議委員長)、 
各領事館関係者 ほか   

 

10.日本の起源と文化を知る科 (木曜日) 

講師：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) ほか 

 

※外国語の経験は必要ありません。 
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★邪馬台国から藤原氏全盛期まで、文献資料を中心 

に遺跡・遺物にも目を配って古代の謎に迫ります。 

(時代区分；弥生後期～平安前期) 

古代人は大陸から稲・鉄の技術、

制度・文化を取り入れ、弥生の倭国

から日本を生み出しました。 

多くの試みと挫折…この中で光る

もの、見つけませんか。この講義

では文献史料を中心に邪馬台国・

卑弥呼の時代から、飛鳥、奈良時代を経て、平安時代

までの歴史について学びます。 

 

 

 

★仁木教授のコーデｨネートによって選ばれた若手

研究者がリレー講義方式で、豊かな中世社会の風

景を講義します。(時代区分；平安後期～安土桃山) 
  

中世は武士の登場と戦乱の時

代というイメージがあります。

政治や戦いの歴史を中心とし

た講座のみならず、当時の権力

者の実像、また、今日の日本の原型である「都市―京

都･大坂、町村、そして宗教」等を組み込み､幅広いジ

ャンルに視点をおいた学びです。 

 

 

 

★徳川家康が関ヶ原合戦を制し､江戸幕府を開闢, 
爾来 265 年間の時々の将軍の治世下の事件、社
会･経済、文化等の視点から江戸時代を俯瞰しま
す。 (時代区分；江戸時代) 

江戸時代は長い戦国期からようや

く安定と平和が保たれた時代とされ

ています。15 代続いた将軍が治めた

時期には多くの事件や社会的不安が

あります｡ 

その真相について､近世史のベテラ

ン講師陣がわかりやすく講義します。 

 古文書の読み方の初歩の講義もあり 

ます。 

 

 

 

 

★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。(時代区分；明治維新～平成)  

明治維新から、現在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、大阪市立大

学の現職教授を中心とした講師陣が、

熱く語ります。     

私たちの住む、この大阪を舞台に広く

世界との歴史上のかかわりを時代を

追って勉強をしてみませんか。 

 

 

 

 

★歴史ファンに人気のある時代！乱世を生き抜いた

武将達！現代にも通じる生き方を学びましょう。 

 

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、何を考え、戦い、生き抜いたのか。 

戦国武将達は、領国の経営と領民の安定、家臣団の

拡充に心血を注ぎ、戦には蓄えた 

力を注ぎこみ命がけで戦った。 

私達は戦国武将の中に多くの事を 

学ぶ事ができます。 

この講座では、歴史に名を残し 

た武将の生き方を中心に学びます。 

 

 

 

 

★先人たちが紡いできた業績や生き方の学びを通   

して日本の国、日本人とは、を考えよう。 

  

平和で安定した近世から改革と 

創造に邁進した明治・大正に活躍 

した先人たちの生き方を振り返り、 

これからの日本の歩みに想いを馳せ       

ヒントを与えてくれる講座です。 

 明治以降の近代化も江戸時代に 

その素地を作った先人がいました。 

著名な人物の他、それら先人たちに 

も光を当て、その偉業を学びます。 

 

12.歴 史 学 中 世 科（水曜日) 
講師：仁木 宏(大阪市立大学 教授) 

川元 奈々(高槻市教育委員会学芸員) ほか 
 

11.歴 史 学 古 代 科（木曜日） 

講師:若井 敏明(関西大学 非常勤講師) 
鈴木 明子(奈良女古代学学術研究センター協力研究員) 

 

13.歴 史 学 近 世 科（水曜日) 
講師：笠谷 和比古 (大阪学院大学 教授) 

      清水 秀司(大阪府高齢者大学校 講師) ほか 

 

14.歴 史 学 近 現 代 科 (金曜日) 

講師：佐賀 朝(大阪市立大学 教授)  
     島田 克彦(桃山学院大学 准教授) ほか 
 

15.  (木曜日) 

講師：小和田 哲男(静岡大学 名誉教授） 

清水 秀司(大阪府高齢者大学校 講師)ほか 
 

 (月曜日) 
講師：木村 幸比古(霊山歴史館 副館長) 

横山 輝樹(大阪学院大学 非常勤講師) ほか 
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★グローバル化の進展する現在、国際人としての知 

識や考え方を､世界史の大きな流れの中から楽し

く学びます。  

人類の誕生から近代までの世界

の歴史をユーラシア大陸を中心と

して、日本、西洋を含めて世界全体

を見渡し､各々の時代に世界の各地

域がどのように結び付き、発展した

かを学びます。 

昨年度から西洋史の講義を増やして 

バージョンアップしております。 

 

 

 

 

★大阪が持つ歴史・文化などの多様性、奥深さを学び、

一緒に大阪を再発見してみませんか! 

大阪は、秀吉時代は政治･経済の中心、明治維新で

は遷都候補地にも上がり、日本の中心都市として栄

えてきました｡そこで創造された多様

な事物が全国に広がっていった力の

ある都市・大阪です。産業、文化、

まちづくり、生活、自然、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、これからの大阪を考えるヒントを学

びます。 

  

 

 

★日本社会が抱える政治、経済、教育、介護、 

エネルギー、防災、国防等々の諸課題を楽しく 

学びます。 

 現代社会が抱える諸問題について幅広く学習し、普

段感じている疑問点などについて、ヒントになるよう

講義が進みます。疑問が解消しないときは、どしどし

質問しましょう。  

 

 

 

★大阪は歴史も古く史跡の宝庫です。歴史の講義と

史跡探訪を交互に行います。 

名前は知っていても行ったことのない数多くの大

阪の史跡。教室の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。 

そして、歴史の勉強をし

ながら健康ウオーキング

(4～5 ㌔ 約１万歩)がで

きます。 

 

 
 

 

 

★日本の京(みやこ)は飛鳥京から数々の遷都を重ね、

平安京まで時代の流れを味わって見ませんか。 

日本の古代歴史は奈良・大阪・滋賀・京都と遷都し

てきました。  

その遷都に注目し、歴代の天皇が

過ごした京(みやこ)の史跡や遺

跡を歴史的な見地から学び、最近

の発掘で徐々に解明されつつあ

る謎の多い京(みやこ)を自分の眼で現地探訪すると、

新たな発見と感動が期待出来る講座です。 

 

 

 

★知っているようで知らない大阪、本当の大阪は何

か、大阪の魅力を世界にアピールします。 
 

大阪は歴史と文化の宝庫です。 

大阪人も知らない大阪の魅力、人

情豊かな上方文化、明治期の産業

革命、そして現代の大阪。 

大阪の歴史、食、芸能、文化な

どを通して真の大阪人気質、大阪文化の奥深さ、大阪 

の魅力を見直し、大阪の良さを国内及び世界にアピ 

ールする基礎知識を身につけましょう。 

 

 

17. 世 界 史 か ら 学 ぶ 科 (木曜日) 

講師：大阪大学 京都大学 同志社大学 講師陣 ほか 

講師陣 ほか 

18.もっと知りたい大阪の歴史科 (水曜日) 

講師：橋本 孝成(摂南大学 非常勤講師)ほか 

 

19.現代社会を考える科 (水曜日) 
講師：大阪大学、大阪府立大学、近畿大学等 

講師陣、行政機関専門官、弁護士 ほか 

 

20.大 阪 の 史 跡 探 訪 科 (水曜日) 

講師：大阪府高齢者大学校 講師陣 

各地ガイド協会 ほか 

 

21.日本の京(みやこ)探訪科  (金曜日)       

講師：植田 正幸(大阪府高齢者大学校 講師) 

 

22.大阪の良さを世界に楽しくアピール 
しよう科 (木曜日) 

講師：陸奥 賢(大阪府高齢者大学校 講師) ほか 
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★平成１８年１００名城、平成２９年 

“続１００名城“を制定、第三次復興 

ブームが 起きています。 
 

全国の城の歴史、建物、

縄張、天守、石垣などを学

び、関西の有数の城郭(山

城、平山城、平城、水城、

海城など)を探訪します。 

探訪は高低差 200m 以上ある城郭もあり、健康

ウォーキングとなりますのでチャレンジして下さ

い。 

＊城郭探訪費用は１回当り約 5,000円前後必要  

 

 

 

 

★もっと英会話を！ もっと Smooth English! へ 

 Team-Diane クラスの基本は 

More Speak&More Enjoy で

す。英語をもっと身近で確かなも

のへ。 

毎回、Small talk（5W1H）と 

review を繰り返しながら日常の会話表現を学んで 

いきます。授業は英語主体ですがネイティブ講師が 

解りやすくリードしてくれます。今、言いたいこと 

が言える表現力を目指して” Let’s get started!”  

＊2019年度使用教材：講師提供資料使用    

 

 

 

★基礎から学べる日常英会話の講座です。 

ユーモアたっぷりのカナダ人講師が親切に英会話

の基礎を指導します。  

授業は基本的に英語で行われます

が、初心者の方でも心配はいりません。 

ネイティヴの話し方に接し、英語を

身近に体験しながら、仲間と一緒に日

常英会話を学びましょう。 

 

 

 

 

 

 

★英会話に必要なことを１年間通して、やさしく 

しっかり学習する英会話の入門講座です。 

経験豊かで日本語も OK のネイテ

ィブ講師が数十年の実績をもとに作

成した高齢者大学校専用のオリジナ

ルテキストを使います。クラスの仲

間とペアワークなどもして英語を沢

山話しましょう。初めての方も安心して下さい。 

楽しい 1 年が始まります。 

 

＊2018 年度使用教材：English Conversation for Beginners 

(高大オリジナル) 

 

 

 

 

★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ミカルに丸覚えしましょう。 

  美食とファッション・多くの世界

遺産・洗練された芸術・美しい風

景・・・ 

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

切にして、初めてのフランス語を対話形式で 

楽しみませんか。 

 

＊2019 年度使用教材：講師作成のオリジナル教科書 

 

 

 

科名改称★講座内容を刷新しました。 

     経験者はもとより、ハングル初心者も 

     大歓迎です。 
 

韓国旅行や韓国からの観光客増加

でハングルに接する機会が増えまし

た。少しでも話せたら楽しいでしょ

うね。この講座では楽しくわかりや

すいと定評のあるウォン先生のご指導により、旅行や

日常生活のハングル会話を学ぶことが出来ます。”聞

ける話せるハングル会話を！”を目標に、一年間一緒

に楽しく学びましょう。 

＊旧科名：初めてのハングルを楽しむ科 

 

 

23.日本城郭史と関西のお城探訪科 (月曜日) 

講師：中井 均（滋賀県立大学 教授）ほか 

 

24.基礎英会話科月曜コース (月曜日) 

講師：ダイアン・ゴトウ(大阪府高齢者大学校 講師) 

 

25.基礎英会話科火曜コース (火曜日) 
講師：ジェフリー・ロバート・ベル 

(大阪府高齢者大学校 講師) 
 

26.基礎英会話科金曜コース (金曜日) 

講師：ブライアン・ローリンソン 
(大阪府高齢者大学校 講師) 

 

27.フランスの魅力と初めての 
フランス語を楽しむ科 (金曜日)         

   講師：田中 Erika (日仏文化協会) 

 

28.旅で使えるハングル会話科 (火曜日) 

講師：元 龍任(大阪府高齢者大学校 講師) 

 

安土城 

＊2019 年度使用教材： SIDE by SIDE Book & eText 

① 
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科名改称★中国語初級講座。日常会話を楽しく 

学びましょう。                                                                     

 街かどやお店、観光地で中国人との出

会いが増え続けています。そんな場面で

声をかけ、役に立つおもてなしの中国語

を話したいと思いませんか。明るく熱心

な韓先生の指導と中国人留学生との交流を通じて、役

立つ中国語会話を楽しく学びましょう! 

 

＊旧科名：初めての中国語を楽しむ科 

  

 

 

 

★西洋名画も日本の伝統美も。その道のプロが語る

奥深い美の世界。一味違う楽しみ方を学びます。 

その道のプロが「美の世界」

を易しく、深く、面白く解説・

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）や西洋の美も含めて

味わい尽くします。 

美術館巡りのノウハウを勉強して、美術館・博

物館に年5回足をのばし、本物の作品と出会い、美

の世界をたっぷり楽しめます。 

 

 
 

 

 

★似顔絵は、人の心を幸せにするコミュニケーショ 

ンです。きっとお孫さんやお友達との会話が豊か 

になります。 

似顔絵がはじめての方でも大丈

夫! 人の顔の特徴をつかまえる

基礎からステップ式学習で楽しく

学びます。 

また、似顔絵をもとに、「描いて

楽しく・描かれてうれしく・見て

おもしろい!」そんな似顔絵まんがの醍醐味をお伝え

します。 

*特別教室使用料 5,000 円を受講料と一括支払い必要 

 

 

 

 

 

 

★絵画の基礎を学んで新しい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｝を初歩から学びます。 

デッサンから始め、静物画・

模写・風景画・人物画等の制作

を通し絵画技法の初歩を易しく

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、初めての方

も安心して美術の世界に足を踏み込めます。 

クラスの皆と描く楽しみを！さあ、絵筆をとって 

シニアライフを楽しみましょう！ 
※初心者の方を対象にした入門クラスです。 

＊特別教室使用料 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 

 
 
 

 

 

★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。 
 
 近年写真の撮影はとても手軽なも 

のとなりましが、思い通りに撮影す

るためには、技術と表現のノウハウ

が必要です。 

本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

用で 15,000 円を受講料と一括支払い必要 

 

 

 

新規科目★デジカメやスマホで撮影した思い出写真
を活用してもっと楽しみましょう！ 

デジカメの基本操作、撮影、

パソコンで整理、加工から作品

づくりまで楽しく学びます。 

対象はコンデジ・スマホ・一眼レ
フなどデジタルカメラを持って
いる方パソコンの基本操作（マ
ウス・キーボード操作・インター

ネット）ができる方。 
※使用パソコンは Windows10、Microsoft Office です。 

☆ある程度、文字打ちが出来る方が対象です。 

＊別途、テキスト代が必要 

＊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 

 

29.基礎から学ぶ役立つ中国語科 (月曜日) 

講師：韓 雪仙(大阪府高齢者大学校 講師) 

 

30.美の世界と美術散歩科 (木曜日) 
講師：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) ほか 
 

31.似顔絵のイロハを楽しく学ぶ科 (月曜日) 

講師：ラッキー植松(漫画家・イラストレーター) 

 

32.基礎から学ぶ美術科 (火曜日) 

講師：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) 

 

33.カ メ ラ 芸 術 科 (木曜日) 

講師：平松 佑介(大阪芸術大学 非常勤講師) 

3４. IT・デジタルフォトアート科 (月曜日) 

講師：深井 美智代(大阪府高齢者大学校 講師) 
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★“Let’s  Study & Enjoy” 

パソコンをもっと使いこなして自己

流からステップアップしましょう！

Word を使って身近な題材で作品づ

くり、インターネットの様々な活用

を学びます。対象はパソコンの基本

操作（マウス・キーボード操作・イ

ンターネット）ができる方。*別途、テキスト代が必要 

※使用パソコンは Windows10、Microsoft Office です。 

☆ある程度、文字打ちが出来る方が対象です 

＊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 

 

 

 

 

★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。  

先端科学技術が難しいものでなく、

身近にある自然と繋がりがあること

を知り、楽しん

で学んでいただ

きます。微生物・

遺伝子の小さな世界からロボ

ット技術・健康科学・大宇宙まで多岐にわたり経験豊

富・新進気鋭の講師陣が優しく解説します。 

さぁ、皆さんも科学の世界を楽しみましょう！ 

 

 

 

★宇宙と生命に関する先進的な科学の一端を、基礎 

から幅広く分かりやすく学べる講座です。  
宇宙や生命の神秘について知り

たいと思いませんか。太陽や惑星、

銀河、ブラックホール、宇宙の歴史

そして素粒子。また遺伝子やゲノ

ム編集、再生医療、創薬など小さな

世界から大きな宇宙まで幅広い分野を

学びます。iPS 細胞や重力波など最新

の話題を楽しみましょう。 

 

 

 

 

★科学知識を易しく習得しながら、ものづくり技術を 

楽しく体感し、エンジョイしましょう。 

習得した知識でコイルと磁石を応用した身近な変

身スピーカーを手始めにコイルモータ

ー、モーターカー等を体感します。 2

学期は応用編で有機太陽電池づくり、

癒しのキャタビラ

ロボットなどのものづくりを楽

しみます。3 学期は特許法を学

び、独自のアイデアを生かした

楽しいものづくりの学科です。 

＊ものづくり材料費として約 25,000 円前後別途必要 

 

 

 

 

★音楽から始まり、文学や芸能、伝統工芸など幅広い

分野でいろいろな文化の魅力を直に触れることが

できる講座です。 
 

各分野で専門の講師がテーマご

とにピンポイントの分かりやす

い解説がありそ

の魅力について学びます。 

また、聴くだけの講義ばかりではな

く、実習体験も組み込まれ、参加型

の授業を存分に楽しむことが出来

ます。 

 

 

 

★声に出して作品を読むことでより深く作者の意図を

理解し、表現方法の工夫など朗読に楽しくチャレンジ

していただけます。 
 

朗読の基本から始めて、幅広く絵

本、童話、随筆(エッセー)、小説等

を読んでいきます。ミニ発表会、コ

ーダイフェスタ、学習成果発表会の

ほか校外活動で舞台発表の機会も

あります。グループに分かれて発表作品を創り上げる

過程で仲間との絆も深まります。 

子どもたちのきらきらした瞳の前で、絵本を読む 

楽しさは「朗読」ならではの楽しみです。 

 

 

 

35. IT・パソコン初級科 (火曜日) 

講師：深井 美智代(大阪府高齢者大学校 講師) 

(金曜日) 

講師：青野 昭芳(元和泉工業高校教諭) 
日本弁理士近畿支部講師陣  ほか 

 

39.総合文化を身につける科 (水曜日) 

講師：大阪音楽大学、大阪芸術大学、 

奈良女子大学 講師陣ほか 

40.朗 読 を 楽 し む 科 (木曜日) 

講師：阿部 良行(大阪府高齢者大学校 講師) 

  

36.未来への先端科学技術を楽しく学ぶ科(火曜日 
講師：京大、阪大、奈良先端科学技術大学院大学、 

有名国公私立大学のベテラン、新進気鋭の若手講師陣 

 

37.宇宙と生命の神秘へ遭遇する科 (月曜日)     

講師：京都大学、大阪大学、大阪市大、大阪府大 
はじめベテラン、新進気鋭の講師陣 
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新規科目★世界的ロングセラー「源氏物語」を語れ

る人になろう！ 還暦になって分かるこの名作！ 

日本人なら誰でも知っている「源氏物語」。しかし、

そのうち何人が源氏物語のストーリ

ーを話せるでしょうか？光源氏を第

一世代とした三代にわたるこの物語

の中には恋愛・結婚・夫婦関係・出

世・左遷・子供の教育・結婚・裏切り

等すべての人生模様が詰まっていま

す。人生経験豊かな今だからこそ分

かるのです。 

 

 

 

科名改称★古代から近世まで、日本文学には「生と 

死」「恋愛」などの時代を越えたテーマがあります。 

その時の日本人の姿・心を文学作品を通して味わい 

ます。 

 いにしえの世から今も変わらな

い人の心、大きく変化した日本人

の姿などを、名作の中に見て行き

ます。作品が生まれた時代背景を

学び、そして作者の思いも考えてみます。日本文学が持

つ表現の豊かさと奥の深さを味わいましょう。  

＊旧科名：古典文学を楽しむ科 
 
 

 

 

科名改称★「見たまま、感じたままを川柳にしてみたい」

「日常の一寸した出来事をエッセーとして書いてみ

たい」というあなたに… 

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。講師の講義・添

削指導により表現力も豊かになり、

感性が磨かれます。            

また、名作を鑑賞することで人生

の機微を知り、自らも創作することで人生が豊かにな

りますよ！＊旧科名：文章表現を楽しむ科 

 

 
 

 

 

新規科目(44 科、45 科とも同じ講師、同じ内容です) 

★入学時と修了時に顔のアップを撮影、変化・ 

効果を実感しましょう！  

声が出にくくなった、こもる、かす

れる、喉が乾燥する。加齢による喉の

不調を感じる方にお勧めの講座です。 

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。 

このトレーニングには姿勢矯正や

顔のリフトアップ効果もあり、意味や

理屈もわかりやすく説明します。10

年前の声を取り戻しましょう。 

＊特別教室使用料 8,500 円を受講料と一括支払い必要 

 
 

 

 

科名改称 (44 科、45 科とも同じ講師、同じ内容です) 

★入学時と修了時に顔のアップを撮影、変化・ 

効果を実感しましょう！  

声が出にくくなった、こもる、かす

れる、喉が乾燥する。加齢による喉の

不調を感じる方にお勧めの講座です。 

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。 

このトレーニングには姿勢矯正や顔

のリフトアップ効果もあり、意味や理

屈もわかりやすく説明します。10 年前の声を取り戻

しましょう。 

＊特別教室使用料 8,500 円を受講料と一括支払い必要 

 

 

 

 

 

★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！ 

人の心と音楽の繋がりの変遷を一

緒に歌ったり聴いたり、踊ったり体

で感じていくしなやかな講座。多く

のゲスト演奏

家と講師の

共演生演奏で

リッチなリラックスタイムを

プレゼントします! 
 

＊ゲスト演奏家謝礼、特別教室使用料、視聴覚機器使用等で

10,000 円を受講料と一括支払い必要 

41.源氏物語の面白さを学ぶ科 (金曜日) 

講師：たつみ都志(武庫川女子大学 名誉教授) 

 

42.日本文学の良さを楽しむ科 (月曜日) 

講師：奈良女子大学 講師陣 

 

43.文芸を楽しく学ぶ科 (木曜日) 
講師：鶴島 緋沙子(大阪府高齢者大学校 講師・作家) 

奈良女子大学 講師陣 ほか 

 (火曜日) 

講師：江本 あきこ(大阪府高齢者大学校 講師) 

 

 (水曜日) 

講師：江本 あきこ(大阪府高齢者大学校 講師) 

 

46.音 楽 を 楽 し む 科 (月曜日) 

講師：上田 啓子(元大阪音楽大学 講師) 

 

-16- 



 

 

 

★心と身体のバランスを大事にしながら、 

歌う事の楽しさや歌唱力アップを体感 

しませんか。 

発声、音程の取り方、歌唱

法の勉強を通じて本格的な声

楽のレベルに近づけます。 

文部省唱歌から日本歌曲、

イタリア歌曲、世界の慣れ親 

しんできた歌等あらゆるジャンルがマスターできま

す！一緒に楽しく歌いませんか。 

＊特別教室使用料、視聴覚機器使用料等で 12,000円を受講料

と一括支払い必要 

 

 

 

★「笑いの効用」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。 

笑いの聖地大阪から生まれた伝

統芸能の漫才・落語の歴史と発展

過程を学び、漫才作家 大池晶先

生、落語家 月亭文都師匠の実践授

業の他、笑いヨガ・マジック・川柳・

狂言の授業が組まれています。 

また、日本笑い学会の指導を頂き、笑いのルーツを学

ぶ事で笑いやユーモアの感受性を高め、長寿を楽しみ

ましょう。 

  

 

 

科名改称★自然と寄り添って、あるがままの自然と

出会い、人との関わり合い、先人達の営みと日本文化

との繋がり等について学びます。 

植物とふれあい、楽しく

学ぶ事で心も体もフレッ

シュアップしましよう！ 

＊自然の見方、とらえ方、感じ

方を深め、心を育む講座です。 

＊身近な植物の営み・不思議・

美しさを座学で学び自然観察

会を通じて五感で感じます。 

＊京都御苑.奈良春日原始林等校外講座や参加・体験型講座も！ 

＊教材材料費、入園料等別途必要・カリキュラム大幅改革 
 
 

 

 

 

 

 

★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！ 

日本の世界遺産は 22 件

（文化遺産 18、自然遺産４）

になりました。  

世界各国の世界遺産の歴史

的、環境的背景を学び、多くの世界遺産を巡った講

師陣の楽しい講義と映像、ぜひ訪れてみたくなる魅

力的な講座です。奈良や京都の世界遺産を実際に訪

れてその素晴らしさを実感しませんか？ 

 

 

 

 
 
 

★世界無形文化遺産に登録された「和食」。 

伝統ある日本の食文化の継承を考えていきます。 

 

「和食」とは何か、 

食材、料理、栄養、献立、 

おもてなし、味わい、食事

の場や食べ方も「和食」の大切な要素です。 

和食の歴史、和食の基礎、和食の良さ等、月に一度は

食味体験か見学での学習もします 

 

＊食材費、食事代等別途必要 

 
 
 

 

 

 

 

新規科目★あなたの住む町から一歩外に出て、多様

なローカル文化を探検しませんか。 
 

ローカル文化を、暮らし文化、伝統文化、産地文化、

旅行文化、交流文化といった切り口で学び、 

参加・体験型授業の楽しさを 

探検しましょう。また、日本 

列島の四季の変化による細やか

な精神文化の形成も学びます。 

 

 

＊校外学習費、交通費、実習材料費等別途必要  

 

 

 

47.歌を愛し歌を楽しむ科 (金曜日) 

講師：小澤 聖子(声楽家)、中森 由利子(ピアニスト) 

 

50.世界遺産を楽しく学ぶ科 (火曜日) 

講師：堀 信行(東京都立大学名誉教授),實 清隆,(奈良大学名

誉教授),久保 美智代( 旅する世界遺産研究家)ほか 

51.和 食 を 愛 す る 科 (火曜日) 
講師：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) ほか 

 

52.ローカル文化探検科 (水曜日) 

講師：森田 浩司(大阪国際大学 准教授) 
    中牧 弘允（吹田市立博物館 館長） 

 

4８.笑 い の 創 造 科 (水曜日) 

講師:月亭 文都(落語家)、日本笑い学会講師陣 ほか 

 

49.自然文化を楽しく学ぶ科 (水曜日) 
 講師：菅井 啓之(京都精華女子大 教授),清水 孝之(森林イン

ストラクター),沖 和行(元神戸薬科大学 薬草園) ほか 

 

＊旧科名：自然文化を楽しむ科 
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科名改称★あなたのお庭やベランダで花・果樹を育

ててみませんか！経験豊富な講師の方々が優しく

指導してくれます。 

梅田から地下鉄で 25 分の住之江公園、みどり豊

かな公園内の教室があなたを待っています。四季

折々の自然を感じながら一緒に楽しく学びま 

しよう！！  

花・ハーブ・野菜・果樹・観葉

植物の育て方を楽しく学び、公園

事務所と協働しながら栽培実習

や、公園内の樹木の手入れ体験

も！地域の子ども達と収穫祭も！                                 

＊教材費/材料費等別途必要     
旧科名：野菜・花・樹木を育て楽しむ科 

 

 

 

 

★健康寿命を延ばしたいとは思いませんか！ 

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方々と一緒に、自分に合った

方法を学び健康寿命を延ばしましょう。 

・柔軟性と健康ストレッチングﾞに  

ついて正しく学ぶ 

・中高年向け筋力トレーニング 

 (ﾉﾙﾃﾞｯｸｳｵｰｷﾝｸﾞ・ｽﾛｰｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ・          

 ｾﾗﾁｭｰﾌﾞでの運動) 

・効果的な体力トレーニング(筋力

づくり)について科学的、生理学的に学ぶ 

・健康に関する(栄養学、心理学、医学)の知識を学ぶ 

＊特別教室使用料 8,500 円を受講料と一括支払い必要 

＊ニュースポーツ用具代等が別途必要 

 

 
 

 

 

★野外で楽しめる色々なアウトドアプログラム 

 が体験出来ます。一人ではなかなか経験出来 

 ないことでも、仲間と一緒なら楽しく気軽に 

 チャレンジすることが出来ます。 
＊一泊二日の合宿体験（信太山、京都るり渓） 

＊ヨット体験・地引網体験 

＊アウトドアクッキング(青空の下で) 

＊ラフティング(保津川下り) 

＊カヌー体験(川下り・シーカヤック) 

＊シニア世代が楽しめるニュースポーツ色々 

＊竹や木の実を使ってネイチャークラフト 

等々ワクワク、ドキドキのメニューがい
っぱいです！ 

＊材料費・野外・宿泊実習等約 10 万円前後が別途必要 

 

 

 

★心とからだの仕組みを知って、楽しくからだを動
かすことにチャレンジしよう。健康で長生き 

 するために色々な健康法について学び、楽しく 
 生きていくことや人との上手な関わり方を 
 身につけましょう。 
 
＊生涯スポーツで健康づくり(ニュースポーツを体験) 

＊5 歳若返る、コーディネーション運動で健康長寿 

＊笑いヨガ、太極柔力球、認知症予防法 

＊身体の機能向上ストレッチ 

＊からだのバランス調整法 

＊ロコモティブシンドロームと正し  

い歩き方 

＊アイスブレイクとグループワークで人間関係づくり 

  
 

 

★体が健やかで、心が康らかな、本来の自分を取り

戻しましょう。健体康心の知識を楽しく学び、い

つまでも活き活きシニア！をめざしましょう。 

・立ち姿勢歩く姿勢を変えるだけで美しさが増します。 

・運動と食事の時間組みで、滋養分の吸収に差が出る。 

・五感を働かせ、自分と他人を知って、ストレス解消。 

・季節に合わせた食事と生活リズムで、 

 活き活きシニアを。そして自分自身の 

身体の事をもっと学びましょう。 

・医療関係の専門講師から知識を 

易しく学びます。 

＊特別教室使用料 1,000 円を受講料と一括支払い必要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
★適度なお酒は「百薬の長」、「生命の水」。味噌、醤

油、酢などの発酵食品は「長寿の源」。これら醸造、

発酵の興味ある世界を楽しく学んでみませんか。 

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。この伝統的な食文化を楽し

く学びます。体験や工場見学も取り入れた変化に富ん

だ授業です。日本酒認定取得にも挑戦できます。 
 
 

54.スポーツ・健康科 (月曜日)  

講師：大阪体育大学 講師陣 ほか 

 

55.ア ウ ト ド ア 科 (火曜日) 

   講師：堅本 盛行(大阪府高齢者大学校 講師) ほか 

 

56.健康長寿を楽しく学ぶ科 (金曜日) 

講師：田村 典子(元関西大学 教授) ほか 

 

 (月曜日)  

講師：岡本 啓司(大阪府高齢者大学校 講師) 
     神戸健康大学 講師陣 ほか 
 

58.醸造を楽しく学ぶ科 (金曜日) 

   講師：酒造メーカー講師陣 ほか 

 

＊認定資格の取得は別途費用が必要 

 

53.家庭園芸を楽しむ科 (金曜日) 
講師：横井 邦彦(元奈良県フラワーC)、池田 廣(元九州沖

縄農業研究 C)、服部 和雄(大阪高大講師) ほか 
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★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、活力を生み出す源です。 

“これからの人生！”、おしゃれに生きませんか。 

 

いくつになっても「おしゃれ」は

人を魅了し、人の心を和らげます。 

ちょっとした身だしなみや立振

る舞いが魅力度・好感度アップやイ

メージアップにつながります。 

おしゃれに見えるヒントを楽し

く学び、実践しながら日々の生活に

活力を生み出しましょう。 

＊特別教室使用料 1,000 円を受講料と一括支払い必要 

 
 

 

 

★身の回りの生活に密着した法律は知らなきゃ損 

法律を知れば知るほど鬼に金棒、安全・安心！ 

・遺産相続・遺言について考えてみよう！ 

・悪徳商法、特殊詐欺 対策あれこれ！ 

・サイバー犯罪、メディアを巡る法律問題 

・自転車事故・交通事故に関する法律は？  

・隣人とのトラブルを上手に解決 

・介護保険の上手な使い方 

・知財（特許、実用新案、意匠 

等）を活用しよう 

など、事例を中心に討論、法律を

易しく解説し、学んでいきます。 

 

 
 

 

 

科名改称★鉄道好き、旅好きの人気講座。 

ここ数年、鉄道ブーム。鉄道を詳しく知り、鉄道旅

のヒントを学びましょう。 

鉄道の歴史、鉄道が果たしてきた役割、鉄道の未来、

関西の鉄道、鉄道車両や設備など、鉄道に関するあら

ゆる知識が身につきます。 

そして、一番のお愉しみ、

鉄道旅に関するお得な情

報、隠れた観光スポットな

ど、鉄道を利用して旅行す

る際のヒントを多彩な講師

陣と一緒に学びましょう。出発進行！ 

＊旧科名：鉄道を学び旅を楽しみません科 

 

 

 

 

 

★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。 

講師の丁寧な指導で、ネイティブが使

う語彙や言い回しに慣れ、実践的な会話テクニックの

習得を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★基礎的な内容は理解しているが、Listening＆ 

Speaking の力をもっと伸ばしたい方にお薦めの 

講座です。 

本校での長年の経験を活かし、 

丁寧で優しい指導で定評のある 

アメリカ人講師です。ネイティブ

ならではの表現や発音も習得でき

ます。日常のいろいろな場面での

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！ 
 

＊2019 年度使用教材：PASSPORT 2 

原則として本校、大阪区民・大阪府民カレッジ、

大阪府老人大学等を修了された方が対象です。 

初めて本校に申し込みされる方は、経験等を考慮

し、優先的に入学できる制度を設けています。 
 

教材費関係、交流会費、校外学習費などが 

別途必要です。 

科によっては、特別教室費用・設備使用料な

どを入学金と一括で支払う必要があります。 

 

実践研究部  
講座説明  

“更に深く、広く 視野を広げよう！”

う！う！ 

59．男と女のおしゃれライフ科 (水曜日) 
講師：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) ほか 

 

 (月曜日) 
講師：三木 秀夫、大川 哲次 他弁護士陣 

吉田 栄司(関西大学 教授) 

 

61.鉄 道 を 学 び 旅 を 楽 し む 科 (金曜日) 

講師：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) ほか 

 

 (月曜日) 
講師：ジェフリー・ロバート・ベル 

(大阪府高齢者大学校 講師) 

 

71.英会話を楽しむ科火曜コース (火曜日) 
講師：ブライアン・ローリンソン 

(大阪府高齢者大学校 講師) 
 

＊2018 年度使用教材：SIDE by SIDE 2 
(Pearson Education) 
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★油彩画の基本軸を学び、そこから枝、葉をそれぞれ

に楽しく育てていきましょう。 

 

静物画⇒風景画⇒人物画

といった具合に一通り描い

て行きます。 

 

各人各様の世界観を発見

しましょう。 

 

※油彩画の経験(初級レベル)があれば受講可能です。 

＊モデル代・モチーフ代などが別途必要 

＊特別教室使用料 5,000 円を受講料と一括支払い必要 

 

 

 

 

★油彩画を基礎知識、基本技法を踏まえて、更なる

自己表現を追求します！ 

油彩画制作の更なる経験を重

ね、これまでの学習した経験を

ベースに作品制作の応用、展開

を図ります。作品の制作ととも

に、絵画の歴史や絵画の理論にもふれて学習をして

いきます。無限に広がる表現力を身に付け、受講生

同士で切磋琢磨して、より高い技術を実践して、作

品制作のレベルアップを目指します。 
※油彩画の経験（中級レベル）があれば受講可能です。 

＊モデル代・モチーフ代などが別途必要 

＊特別教室使用料 10,000 円を受講料と一括支払い必要 

 
 
 
 
 
 
★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よう。 

水彩の色彩理論や遠近図法及

び各種表現技法の習得や色彩を

学習いたします。具体的には、 

透明水彩画法（透明水彩・不透明

水彩・その他）の技法と実技を習

得し、実際に身の回りのモチーフを使って作品の制作

をします。写生画や半具象画・抽象画を視野に入れた

学習科目です。 
※水彩画の経験（初級レベル）があれば受講可能です。 
＊モデル代・モチーフ代などが別途必要 
＊特別教室使用料 5,000 円を受講料と一括支払い必要 

 
 

 

 

★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、各種表現技法の応用を学

習します。 

透明水彩画法の技法と実

技を重視し、身の回りで使え

る作品制作なども視野に入れ、水彩画を描く感動を体

験しましょう。 

※水彩画の経験(中級レベル)があれば受講可 

＊モデル代・モチーフ代などが別途必要 

＊特別教室使用料 5,000 円を受講料と一括支払い必要 

 

 

 

 

★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、習熟して作品の完

成度を高めていきます。作品へのアプ

ローチの仕方、作画技術、仕上げ技術も講義。 
※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 

 

 

 

 

 

 

★ワンランク上の Office 活用方法を学ぼう！ 
 
Office(Word Excel 

PowerPoint)アプリケーショ

ンワンランク上の活用方法を

ご紹介します。 

毎日のパソコン操作を快適に

する裏ワザやパソコンに関す

る最新情報などをわかりやすく解説します。 

新しい活用法を覚えて、パソコンの上級者を目指し

ましょう！ 
*別途、テキスト代が必要 

※使用パソコンは Windows10、Microsoft Office です。 

＊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 

 

72.油 彩 画 専 攻 科 (火曜日) 

講師：中川 知美(大阪芸術大学 講師) 

 

73.油 彩 画 応 用 科 (木曜日) 

講師：森 倫章(大阪芸術大学 客員教授) 

 

74.水 彩 画 専 攻 科 (金曜日) 
講師：阿南 元信 

(現代水彩画会委員・日本美術科連盟会員) 

 

75.水 彩 応 用 科 (木曜日) 
講師：大豊 世紀(大阪芸術大学 客員教授・ 

           日本画家 日展会員) 

76.カ メ ラ 芸 術 応 用 科 (火曜日) 

講師：太田 眞(大阪府高齢者大学校 講師) 

 

77.IT・パソコンOffice 専攻科 (木曜日) 

講師：藤田美穂(大阪府高齢者大学校 講師) 
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新規科目★IT ツールを使いこなし世界中へ 

情報発信！！ 

現在インターネットなしでは生活できない時代にな
ってきました。ネット活用するこ
とで効率的なパソコン活用を行う
ことができます。ホームページや
ブログ・動画配信やデータの保存
などアイデア次第でたくさんの作
品を簡単に作成発信することがで
きます。一緒に楽しく学んでいき
ましょう。 

＊別途、テキスト代が必要 

※使用パソコンは Windows10、Microsoft Office です。 

＊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 

 

 
 
 
 
 

新規科目★今、話題のプログラミングを学ぼう！ 

 

プログラミングとは何か？ からプログラミング

学習環境【Scratch】を用いたゲーム制作を通して 

プログラミングの考え 

 方を学んでみよう。 
 
 
 
 

＊別途、テキスト代が必要 

※使用パソコンは Windows10、Microsoft Office です。 
＊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 

 
 
 

 

 

 

 

★講師がピアノを弾きながら、童謡からクラシッ

ク、ジャズまで、幅広い音楽の魅力を伝えます。 

時にはゲストを迎えミニコンサートも、 

音楽好きにはたまらない贅沢な授業です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊ゲスト演奏家謝礼、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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

★身近な自然をもっと知りたい、身近な自然ともっ

とふれあいたい！座学を聞いて、現地を歩いて、

自然の中に身をおいて五感をみがきませんか！ 

森・里山・川・海・自然工作・自然観察、銀銅山・

棚田探訪など楽しく学ぶ、あなたのための講座です。 

現地探訪は 5～6 ㎞程度歩くことも健康力 UP！ 

 

 

 
 

オープンキャンパス、講座説明会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

78.IT・パソコン Web デザイン科(水曜日) 

    講師：藤田 美穂(大阪府高齢者大学校 講師) 

 

79.IT・プログラミングを楽しく学ぶ科(金曜日) 

    講師：森田 浩司(大阪電気通信大学 非常勤講師) 

 

80.音楽鑑賞を深める科 (火曜日) 

   講師：本岡 浩子(元大阪音楽大学 教授) ほか 

81.自然文化を深める科 (火曜日) 
講師：中瀬 重幸(みのお森の学校長)、増田 昇 (大阪府立大 

名誉教授)、田中 正視(環境省自然公園指導員) ほか 

 

オープンキャンパス、講座説明会 

丁寧に相談にお答えします 次年度講座の全体説明 

パソコン科の授業風

景 

基礎英会話の授業風景 
新規科目の内容説明 
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★市民公開講座は、コーダイの更なる知名度向上を目指し、受講生ばかりではなく、一般市民も対象に 

積極的に開催しています。 

 

主な講師陣として、上野 千鶴子氏(東京大学 名誉教授)、小和田 哲男氏 

（静岡大学 名誉教授）、たつみ 都志 氏(武庫川女子大学 名誉教授)を迎え、 

開講しました。 
           

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

③歴史分野では、 

・毎年 2 回、小和田哲男先生による戦国武将シリーズ。  

「戦国武将に学ぶ第二の人生」(5 月)が行われ好評でした。 

11 月には、「事業継承の失敗と成功―信長・秀吉・家康を例にー」の講演

が実施されます。  

 ・新たに、大阪城天守閣 北川 央館長による「真田幸村の最期と子供たちの

それから」および、霊山歴史館 木村 幸比古副館長による「同志・西郷と

大久保」の講演が実施されます。 

  が実施されます。 

 

②たつみ 都志先生が語る「映画になった文学作品」は、2017 年 5 月～2018

年３月まで６回開催。また、2018 年 6 月には、有川浩さんの「旅猫リポー

ト」を開催し、物語の展開、説明が素晴らしく、大変好評でした。 

11 月には、重松 清さんの「ブランケット・キャッツ」を題材に、たつみ節

を披露する予定です。 

開催します。 

 

 

①上野 千鶴子先生とたつみ都志先生の対談を「これからどうなる女と男」 

をテーマに高大としてはじめて行いました。お二人の少し辛口だが軽快なト

ークで会場は大変盛り上がりました。 

 

大阪府警による、振り込め 

詐欺や還付金詐欺等防止

の講座を開催しました。 

 

「普通救命講習会(心肺蘇

生と AED の使い方)」 

「四天王寺の歴史に学ぶ」 

講話、伽藍・宝物・庭園の見学 

ウイスキー 

うんちく講座 

 

講演会・講習会 

市民公開講座  
 

★開催実績は、以下の通りです。 

今後、受講生の皆さんのニーズを聞き、市民公開講座の充実を図ります。 

 

-22- 



 

 

 

講  師 所   属 講  師 所   属 

堀 薫夫 大阪教育大学 教授 高大プロフェッサー 佐藤 眞一 大阪大学大学院 教授 高大プロフェッサー 

柏木 宏 
大阪市立大学大学院 教授 

高大プロフェッサー  
陳 礼美 関西学院大学 教授 高大プロフェッサー 

大橋 一友 大阪大学大学院 教授 高大プロフェッサー  小和田 哲男 静岡大学 名誉教授 高大プロフェッサー 

楊 碧雲 
台北市政府教育局 終身教育科 専員 

高大プロフェッサー 
上野 千鶴子 東京大学 名誉教授 

大須賀 公一 大阪大学大学院 教授 磯部 洋明 京都市立芸術大学 准教授 

岡田 雅志 大阪大学大学院 研究員 中村 征樹 大阪大学大学院 准教授 

佐賀 朝 大阪市立大学大学院 教授 藤本 繁夫 大阪市立大学 名誉教授 

的場 輝佳 奈良女子大学 名誉教授 岸本 直文 大阪市立大学大学院 教授 

中井 均 滋賀県立大学 教授 中山 徹 奈良女子大学 教授 

前川 佳代 
奈良女子大学 大和・紀伊半島学研究所 
協力研究員 

木津川 計 
和歌山大学 客員教授  
『上方芸能』発行人 

駒井 彰治 奈良先端科学技術大学院大学 准教授 半場 裕子 京都工芸繊維大学 教授 

菅井 啓之 京都光華女子大学 教授 堀 信行 東京都立大学 名誉教授 

森下 伸也 関西大学 教授 若井 敏明 関西大学 非常勤講師 

大坪 義一 近畿大学 准教授 永吉 宏英 元大阪体育大学 学長 

西川 伸一 JT 生命誌研究館 顧問 橋本 孝成 摂南大学 非常勤講師 

小林 典子 元大阪大谷大学 教授 森田 浩司 大阪電気通信大学 非常勤講師 

本岡 浩子 元大阪音楽大学 教授 上田 啓子 元大阪音楽大学 講師 

森 倫章 大阪芸術大学 客員教授 大豊 世紀 大阪芸術大学 客員教授 

中川 知美 大阪芸術大学 講師 戎谷 眞木子 大阪芸術大学 非常勤講師 

平松 佑介 大阪芸術大学 非常勤講師 楠本 政幸 大阪府国際交流財団 評議員長 

平田 雅男 元大塚国際美術館 学芸室長 浅野  秀剛 あべのハルカス美術館 館長 

羽川 英樹 フリーアナウンサー 近藤 滋 元安土城郭調査事務所 所長 

大池 晶 漫才作家・放送作家 中瀬 重幸 みのお森の学校長 

三木 秀夫 弁護士 椎名 保友 日常生活支援ネットワーク 

池田 廣 一般社団法人フラワーソサイティー 横井 邦彦 一般社団法人フラワーソサイティー 

田中 Erika 日仏文化協会 たつみ 都志 武庫川女子大学 名誉教授 

太田 眞 大阪府高齢者大学校 講師 玉津島 寿彦 酒文化ジャーナリスト・作家 

小澤 聖子 大阪府高齢者大学校 講師・声楽家 月亭 文都 大阪府高齢者大学校 講師・落語家 

清水 秀司 大阪府高齢者大学校 講師 音田 輝元 大阪府高齢者大学校 講師 

陸奥 賢 大阪府高齢者大学校 講師 堅本 盛行 大阪府高齢者大学校 講師 

ジェフリー・ 
ロバート・ベル 

大阪府高齢者大学校 講師 
ブライアン・ 
ローリンソン 

大阪府高齢者大学校 講師 

元 龍任 大阪府高齢者大学校 講師 植田 正幸 大阪府高齢者大学校 講師 

服部 和雄 大阪府高齢者大学校 講師 ダイアン・ゴトウ 大阪府高齢者大学校 講師 

鶴島 緋沙子 大阪府高齢者大学校 講師・作家 阿部 良行 大阪府高齢者大学校 講師 

深井 美智代 大阪府高齢者大学校 講師 阿南 元信 大阪府高齢者大学校 講師 

韓 雪仙 大阪府高齢者大学校 講師 藤田 美穂 大阪府高齢者大学校 講師 

江本 あきこ 大阪府高齢者大学校 講師 岡本 啓司 大阪府高齢者大学校 講師 

平成３０年度 主な講師陣（順不同・敬称略） 

 
主な協力大学 

京都大学、大阪大学、奈良女子大学、大阪市立大学、関西大学、大阪音楽大学、 
大阪芸術大学、奈良先端科学技術大学院大学、大阪電気通信大学、大阪体育大学 ほか 
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クラスミーティングはクラス運営の基本 

「学習する＋仲間づくり＋健康づくり」の３本柱を実現するうえでベースとなるのがクラスミーティン

グの場です。これは高大独特の重要な学習プログラムです。 

全受講生とクラスディレクター(ＣＤ)との話し合いで運営されます。各クラス、２人の CD が主導し、

クラス委員長や班長そしてクラス全員の協力のもとで行ないます。 

 

クラスミーティングは全員参加。多くの仲間づくりの場です 

クラス委員長、班長をはじめクラスのいろいろな役割分担を決め、遠足・コーダイフェスタ・修学旅行 

などの企画を楽しく語り合いながら計画し、実行していきます。 

また午前中の授業の感想や意見を出し合い、人によって異なる認識や感覚の違いを確かめ合います。 

クラス内の諸問題についても本音で話し合い、皆で良いクラスになるよう改善を行ないます。 

この時間を通じて、いつの間にか多くの素晴らしい仲間が出来ます。 

 
受講生１０人以上でクラブを立ち上げることができます。平成３０年度は、以下のようなクラブが自主
運営されています。 

 
・みんなのコーラス     ・南京玉すだれ   ・史跡めぐり    ・ノルディクウォーキング 
・ハーモニカでも吹こう  ・オカリナ     ・ものづくり研究  ・社交ダンスで生き生き人生  
・英語で話そう      ・英語でおしゃべり ・笑いヨガ     ・スマホ・アイフォン 
・高大エッセイ同好会   ・歌体操      ・絵画を楽しむ会  ・やさしいヨガ 
・卓球          ・高大ボウリング  ・校歌を歌う    ・歴史街道散歩 
・高大写楽会       ・高大駅伝部    ・絵画を楽しむ   ・高大朋映詩吟    等 
・日本文学愛好会     ・美術館巡り    ・詩吟                    

 

 

コーダイは、少子高齢化時代の生涯教育機関として「学習する、仲間づくり、健康づくり」、そして社

会への参加活動を特徴とした学習プログラム（OKALSーV）を提供しています。その一日は以下の通り

です。 

10：00～12：00 授業 

12：00～13：00 昼食時間 

13：00～15：00 クラスミーティング（本科）・自主活動（実践） 

仲間づくりが大きな目的で、カルチャーセンターとの大きな違いです。 

15：30～17：00 クラブ活動(自由参加) 

共通の趣味を持った人が、科目の枠を越え、新しい仲間と楽しく交流します。 

 
 

 一日の時間割 

 

クラス運営について

て 

 

クラブ活動の例 
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コーダイは、本募集要項に基づく学習事業以外に、以下のような事業に取り組んでいます。 

 

子ども事業 

★法円坂子どもプラザ 

科学実験やおもちゃの手作り体験から、好奇心に満ちた、科学好きな子供たちを育てる 

ことを目的に開催しています。教室は全 8 回開催しています。約 900 名が参加しています。 

★子ども科学フェスティバル 

空気の分子模型作り、ドライアイスでおもしろ実験、液体窒素でびっくり実験など 

30 テーマを越えて、子どもたちが「ふしぎ」を体験します。 

大阪市立天王寺区民センターに於いて、約 1,500 名の参加がありました。 

★パソコンお絵かき教室 

 

 

 

 

イベント事業 

★コンサート 

・「第 7 回サマーコンサート」 

次代を担う若いミュージシャンにより、エルシアタ－に於いて、 

8 月 26 日(日)に開催し、参加者 650 名が参加しました。 

・「第 11 回いずみホール音楽会」 

2019 年２月 16 日(土)、いずみホールに於いて大阪音楽大学ジャズ 

オーケストラの出演により開催します。 

 

国家戦略特区養父市との連携事業 

・兵庫県養父市と学習事業連携協定を締結しています。 

養父市の有する自然、歴史、環境を体験するために校外学習、野外研修 

を実施しています。養父市は、高大が実施する行事に対して、積極的に 

参加しています。 

 

被災地支援事業 

・2011 年 3 月の東日本大震災で被災し、関西に居住されている方々に 

高大で共に学習し、新たな仲間づくりをとの思いから、毎年 10 名程度を 

受け入れ、2 年間、受講料を免除しています。 

・2018 年 8 月 27 日(月)～29 日(水)、宮城県南三陸町、福島県相馬市・ 

 富岡町・いわき市などで復興状況を研修しました。南三陸町(佐藤 仁町長) 

では義援金を手渡し、地元の方々と交流の場を持ちました。  

参加者４０名 

 

幼稚園児、小学生にパソコンの基礎学習でマウスでお絵かきをして、のびのびとした

自由な発想を楽しみ自ら積極的に興味を持ち論理的な思考力を身に付ける子どもたち

を育てます。 

 

 

 

コーダイの主たる取り組み事業 
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コーダイ 3 本柱の理念と並行する「社会への恩返し」が実践できるよう、シニアのため

の生涯学習校の使命の一つである社会参加活動への啓蒙、推進をサポートしています。 

高齢者のみでの活動や、次世代と交流しての活動等々、自分の気持に合わせて参加できる

多種多様な活動があります。受講生の方が修了後に参加していただける事を願い、社会参加

に関する情報を適時お伝えします。 

社会参加(ボランティア)を狭義に捉えず、広義的に取り組めば簡単に参加出来ます。 

又、高大独自の取組みとして「KOUDAI AWARD(高大顕彰制度)」と「DDS(同期同窓会)」

及び「ボラバス」があります。 

★「KOUDAI AWARD」 

学習する・仲間づくり・健康づくりを活かして、1 年以上に亘り社会参加活動をされている 

個人・団体を応援して表彰します。“他の人に認めてもらう賞”でもあります。 

★「DDS」 

これから社会参加活動を行なおうとする受講生に活動内容を提出して頂き、支援の手助け 

をする制度です。「KOUDAI AWARD」、「DDS」ともに、発表の場を設けています。 

★「ボラバス(社会貢献バス)」 

社会参加の意識向上のため、貸切りバスで市内の社会貢献活動をしている NPO 団

体等を訪問します。「社会貢献」の具体例を目の当たりにすることで、今後の活動の

ヒントにして頂くための取組みです。 

 

 

 

 

 

 

★私たち高大は、徳島県知事の提唱で、大阪府、徳島県、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の各

府県の生涯学習校が一堂に会した｢関西シニア大学校交流会｣を実施、2012 年から本年度で７年目を迎え

ました。 

★その目的は、問題点を把握し、その解決策を議論しながら問題解決に取り組んで行くことです。 

★この交流会は、単に‘交流’するだけではなく、使命感を持って活動、実践するものです。 

★そのためには、｢ひと(シニア)｣、「学びの場＝大学校」、｢地域社会｣の 3 つ(トライアングル・ニーズ)を相互

に関係させながら、シニアとして、学習を通して、社会、地域に参加、貢献し、実践していきたいと考えて

います。そして、この交流会の活動を日本全国にアピールして、その輪を広げていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSC とは、 
ブライト・シニ
ア・センターの
略称です 

｢人生１００年時代｣をわれわれの手で！ 

関西シニア大学校交流会 in OSAKA 2018を開催 
 

 社会参加・ボランティアの推進活動 
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「講座説明会」を下記の通り実施しますので、ご都合の良い日に参加してください。 

なお、参加された方には 2019 年度カリキュラム(暫定版)を差し上げます。 

◆ １１月２０日(火) 豊中市  場所：「豊中市立文化芸術センター」阪急曽根駅前 

                  豊中市曽根東町３―７―2  

◆ １１月２３日(金) 大阪市  場所：「大阪市教育会館(アネックスパル法円坂)内」 

◆ １１月２４日(土)   〃      大阪市中央区法円坂 1-1-３5  

◆ １１月２７日(火)  茨木市  場所 :「福祉文化会館」JR 茨木駅前、阪急茨木市駅前                                           

                  茨木市駅前四丁目 7-55 

◆ １１月２8 日(水) 吹田市  場所：「吹田市立千里市民センター2 階」阪急南千里駅前 

                 吹田市津雲台 1-2-1 

１１月２９日(木) 枚方市  場所：「ラポールひらかた４階」京阪枚方市駅前 

   枚方市新町２-１-３５ 

◆ １2 月  1 日(土) 堺 市  場所：「東洋ビル１階３号室」南海堺東駅前        

堺市堺区北花田口町３-１-１５ 

※ 上記はいずれも午後の部のみ実施、開始 14:00～終了 15:30  

◆ １2 月  2 日(日)  大阪駅前 場所：｢大阪市立総合生涯学習センター｣ 

            大阪市北区梅田１-２-２-５００ 駅前第 2 ビル 5 階 

         ※午前の部・開始 10:00～終了 11:30 ・ 午後の部・開始 14:00～終了 15:30 

講 座 説 明 会  

① 講 座 期 間 

◇ 2019 年４月～2020 年３月の 1 年間（夏期及び年末年始は休講） 

※ 学習回数 ４1 回（午後は主にクラスミーティングや自主活動の時間になります） 

② 開 講 場 所 

◇ 大阪市教育会館(アネックスパル法円坂)内 

〒540-0006  大阪府大阪市中央区法円坂 1-1-35  

※ 科目によっては、｢森ノ宮ホール｣、「大阪府社会福祉会館」、「住之江教室」が開講 

場所となります。 

③ 受 講 料 

◇ 5２,０00 円 （SA 養 成 講 座 ・ 本科・ 実 践 研 究 部  い ず れ も 同 額 ）  

※ 2017 年度と 2018 年度受講生以外の方は特別教材費 1,400 円が必要となります。 

※ 特別教室使用料等の特別費用が発生する場合は、受講料と一括納入が必要です。 

※ 科目によっては、教材費関係、校外学習費、実習材料費等も別途必要です。 

募  集  案  内 

第 1 回 10 月２４日(水) 第 2 回 １０月２５日(木) 

◆ 時  間  受   付 ：    9 時 30 分～ 10 時                     

教室見学 ：  10 時～12 時     講座相談会 ： 10 時～13 時 

◆ 会  場   認定 NPO 法人 大阪府高齢者大学校  7 階及び教室 (３階・5 階・6 階) 

大阪市中央区法円坂 1-1-35 大阪市教育会館(アネックスパル法円坂)内 

TEL 06-6360-4400 

◆ アクセス    JR 環状線 「森ノ宮」駅から西へ 600m 

大阪メトロ 長堀鶴見緑地線・中央線 「森ノ宮」駅 ②出口から西へ 500m 

大阪メトロ 谷町線・中央線 「谷町四丁目」駅 ⑩⑪出口から東へ 600m 

オープンキャンパス   
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12/1１～1２合格発表・12/中旬通知    １２/３１迄に入金         4/８入学式         開 講 
                                            

申込結果通知を全員 

に郵送します。 

受講決定者に受講料 

納入の郵便振込用紙 

を同封しますので、 

１2 月末迄に納入下 

さい。抽選もれの方 

には空き科目表と申 

込書を送付します。 

受講料を郵便局で振込

みください。    

振込用紙の半券を領収

書に代替し、入金通知

は致しません。 

未納入の場合は入学権

利放棄と見なします。

合格後の科目変更はで

きません。 

 

２月下旬に入学通

知を送りますので

４月８日入学式に

参加ください。 

一旦納入された受

講料は返金できま

せん。入学後受講

生にかかる傷害保

険に加入します。 

 

４

月 

 

日

よ

り

開

講 

結果通知～受講料納入～入学式～開講まで 

10

期

０ 

認定ＮＰＯ法人 大阪府高齢者大学校・募集委員会 (問合時間：月～金・10 時～17 時) 
〒540-0006 大阪市中央区法円坂 1-1-35 TEL：０６-６３６０-４４００  
        ホームページ：https://osaka-koudai.or.jp/ 

問
い
合
せ
先 

 
 

① 2019 年４月～2020 年３月までの全期間を通し、健康で受講できる方を対象とします。 

※ 受講時のご自身の体調等の把握及び管理については、自己責任としますのでご留意ください。 

② 年齢、居住地は問いません。 

③ 受講できる講座は１科目のみで、複数科目の申し込みはいずれも無効となります。 

※ 但し、２科目以上受講を希望される方は、最初の受講料の入金確認後に受付させて頂きます。 

④ 「シルバーアドバイザー(SA)養成講座」および「実践研究部」は、継続受講できます。 

⑤ 「本科」は、原則として同一科目の継続受講はできません。(科名改称科目は継続受講できます)。 

⑥ 「ＳＡ養成講座」は、社会活動の意欲がある方ならどなたでも受講できます。 

⑦ 「実践研究部」は、原則として大阪府高齢者大学校、大阪府老人大学、大阪府ＳＡ養成講座、大阪府ア

クティブシニア講座、大阪区民カレッジ、大阪府民カレッジを修了された方が対象です。 

① 申込受付期間： 2018 年１０月１日(月) ～ 2018 年 12 月７日（金）午後 5 時迄 

※ 12 月 7 日迄の到着分で募集人数を超えた科目は、12 月８日(土)に抽選します。(見学可能) 

※ 募集人数に満たない科目は 12 月８日以降も先着順で受付します。(募集人数を超えた科目は抽選) 

※ 土曜日・日曜日・祝日の郵便到着分は、それぞれの翌平日の受付とします。 

⓶「受講申込書」に必要事項を記入し、下記「問い合せ先住所」まで郵送、またはご本人がご持参ください。   

③ 「ホームページ」からの受講申し込みは、2018 年 12 月７日午後５時で受付終了となります。 

※ 上記②③以外の FAX、電話、E メールなどの受付はできませんのでご注意ください。  

④ 本校を初めて受講される方は、優先入学とします（優先人数が募集人数を超えた場合は抽選）。 

※ 優先入学の申込対象期限は２０１８年１２月７日（金）午後５時迄とします。 

⑤ 申込状況は 11 月 1 日から本校のホームページに掲載しますのでご確認ください。 
               

10 月１日                 12 月７日  12 月８日 ～                    締切 2019 年 2 月末 

受講申込に関する留意事項 

・午後５時までの到着分を受付します 

・募集人数を超えた科目は 12 月８日に抽選 

・平日の毎日午後５時までの到着分を受付、募集人数を超えた科目

は、その日の午後５時以降に抽選し、募集を締切ります。 

 

受 講 資 格 

※ なお、12 月 7 日午後５時時点で募集人数に達しない科目は、開講しない場合があります。 
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認定ＮＰＯ法人 大阪府高齢者大学校 募集委員会 宛 
〒540‐0006 大阪市中央区法円坂 1‐1‐35  

2019 年度受講申込書 

データの入力ミスを防ぐため、楷書で読みやすい文字でご記入願います。 申込日 平成   
 

年   
 

月   
 

日 

ふりがな   性 別 
○で 
囲む 男（M）女（F） 満年齢    

 

歳 

氏 名   生年月日 
昭和 

大正・平成 
  

 

年   
 

月    
 

日 

〒    -     
 

 

住 所   

電話番号              
 

携帯電話    -     -     
 

Ｆａｘ番号              
 

E-Mail  
 

【受講希望の科目番号・曜日・科目名を正確に記入願います。（6頁～7頁を参照して確認ください）】 

科目番号 曜日 科 目 名  

  
 

 
 

 

【本校(大阪府高齢者大学校、以下高大）受講についてお尋ねします】 

高大受講歴：下記該当するところ、左欄に〇をつけてください。 高大受講回数を記入ください。 

 ①受講初めて   ③29年度高大生 高大受講は、今回を含めて何回目ですか 

 ②30年度高大生    ④元高大生 （       ）回目 

現在高大受講生の皆さまは、 

現受講科目名・受講番号を右欄へ 

必ず記入ください（名札に記載あり） 

現在受講中の科目名 
（                           ） 

受講番号 

30 -     

 

過去受講歴：該当する番号すべてに〇をつけてください、該当しない場合は（7.その他）へ記入ください。 

１．現在大阪府高齢者大学校受講生 ２．大阪府高齢者大学校修了生 ３．大阪府老人大学修了生 

４．大阪府アクティブシニア講座修了生 ５．大阪府 SA養成講座修了生  ６．大阪区民カレッジ・府民カレッジ 

７．その他（                                     ） 

志望動機： 

あ 

経歴： 

 

あ資格など： 

 

【関西在住】   東日本被災者支援大学校 「受講申込者」 記入欄 

被災地住所 被災状況(自由記載) 

  

あ       県         市・郡        区・町・村  

【アンケートに、ご協力願います】         

本校をどのようにして知られましたか、下記該当番号に〇をつけてください。（複数回答可） 

1. 現在高大受講生  2. 知人 3. 区・府民カレッジ 4. 地下鉄広告 5. 高大ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

6. 近畿労金 7. ＮＨＫラジオ 8. 民放ラジオ 9. 新聞 10. 府・市区政だより 

11. 市役所・図書館等の公共施設     12. いちょう並木 13. 企業（    ） 14. その他(    ) 

※下表は、大阪府高齢者大学校記入欄 

受付番号 受付日 合否結果 合否通知確認 振込確認 入学通知確認 

      

送付先 

◆ 申込は、郵送 または、ご本人が持参下さい。FAXは受け付けません。 
◆ ホームページからの受講申し込みは、12 月 7 日午後 5 時で受付終了となります。 
◆ 複数申込は失格とし、その受講申し込みは無効になります。 

◆  

◆  

 

※個人情報は、本校学校運営の目的以外には使用しません。                            
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校友会は各同窓会及び同期同好会等で構成している同窓会連合組織 

です。活動目標は次の通りです。 

★クラブ活動やボランティア活動を通じて、楽しい仲間と一緒に自分の 

出来る範囲で少しでも社会に役立つ様な役割を担います。 

★高大の学習事業にも参画し、受講生とも積極的に交流を図ります。 

★修了生・受講生の皆さんと「新しい仲間の輪を広げ、趣味を深め、絆 

を深め、健康で元気なシニアの充実感・満足感を高めます。 

★「高大」と「校友会」は２人３脚で取り組んでいきます。  
 

 

 

 

 

★現在 8 ヶ所の地区にあり、修了生に限らず、受講中の方等いつでも入会して頂けます。 

入会は居住地又は近辺の会とは限っていません。御自身の都合でお決め頂けます。 

★まずは自分のシニアライフを豊かにするため、好きなクラブに入って思い切り  

 楽しんで下さい。高大同窓会は自分が楽しむ場です。 

★それ以外にも、クラブ活動や各種行事を通じて仲間を作り、趣味を広げエンジ 

ョイシニアを体感して下さい。元気な高齢者でいる事も、地域への貢献の一つ 

です。 

★高大同窓会は自分のための健康寿命延伸の場です。 

 

 

 

 

★平成 25 年に大阪区民カレッジとして、高大の姉妹校として設立されました。 

設立時は 3 校だけでしたが年々増加し、現在は区民 6 校、府民 7 校となり、発展し続ける大好きな 

私たちの町を、仲間と共に盛り上げていくことを目的に活動する、地域密着型カレッジとして定着して 

います。 

★市内の大阪区民カレッジと、府下の大阪府民カレッジは別組織ですが、設立主旨が同じであり連携して活動

しています。 

★各校とも共通のカリキュラム以外に、各々の地域の特性に応じた講座が組まれており、楽しく学習できます。 

★「健康・学習・信頼・感謝・貢献」の 5 つの輪で結び、地域を良く知り、仲間との交流を深め、カレッジ 

の生活をエンジョイしましょう。 

 

 

 

 

 

 

高大同窓会 

「大阪区民カレッジ／大阪府民カレッジ」 (高大・姉妹校) 
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高大「校友会」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森ノ宮ホール 

〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央 1-14-1(2 階) 

JR 環状線「森ノ宮」駅北改札口出て左へ徒歩 30m 

大阪メトロ「森ノ宮」駅⑦-B から徒歩 10m 

Byou  

B 

住之江教室（住之江公園） 

〒559-0015 大阪市住之江区南加賀屋 1-1-17 

大阪メトロ四つ橋線「住之江公園」駅 ①番出口を出てすぐ左側へ 

ニュートラム「住之江公園」駅 北へ 400m  

 

 

１番出口 

大阪府社会福祉会館 

〒54２-00１2 大阪市中央区谷町 7-4-15 

大阪メトロ谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅 

④番出口南へ２50ｍ、谷町 7 丁目交差点を西へ 50ｍ 

大阪市教育会館（アネックスパル法円坂）内 

〒540-0006 大阪市中央区法円坂 1-1-35 

JR 環状線「森ノ宮」駅から西へ 600ｍ 

大阪メトロ長堀鶴見緑地線・中央線「森ノ宮」駅②番出口西へ 500ｍ 

大阪メトロ谷町線・中央線「谷町四丁目」駅⑩⑪出口から東へ 600ｍ 

 

ア ク セ ス 
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