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認定ＮＰＯ法人大阪府高齢者大学校 

〒540-0006 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 

専用電話：06－6360－4471 HP:https://Osaka-koudai.or.jp  
       

<  2科目> 

<46科目> 

<12科目> 

<  3講座> 

 



シルバーアドバイザー
養成講座

シルバーアドバイザー養成講座では、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。

ボランティア活動の仲間づくり!

音田 輝元
コーダイ 講師

他 講師

学んだスキルを仲間と一緒に！

「第6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「笑顔いっぱいの楽しい講座」です。

合言葉は、今から・ここから、あなたの一歩が未来です！

1 木曜日 講師

※SA認定証（シルバーアドバイザー）の取得可。講義は日本語で行われます。

楠本 政幸
大阪府国際交流財団
評議委員長

松村 嘉久
阪南大学国際観光学部
教授

目まぐるしく世界情勢が変化する中で、日本でもグローバル化、

多様化が進み、他国との相互理解が求められています。経験豊富

な国内外講師のユニークな講義を通して、国際理解について楽し

く一緒に学びませんか！新聞を読む事が楽しくなります。

2 月曜日 講師

本 科 学びの分野は全部で１１。座学系5分野、校外系2分野、

スキル系3分野、健康系1分野。その中から、あなたの

希望する科がきっと見つかります。

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。

わくわくする科目がいっぱい！

近藤 滋
元安土城郭調査事務所 所長

岸本 直文
大阪市立大学大学院 教授

他 講師

貝塚・古墳などの遺跡、発掘された石器・土器・鏡などの遺物。

今までの考古学の成果から、日本の起源と文化を考え、考古学の

基礎知識をはじめ、現在どのような論争があるのか、散策をする時

の遺跡の見方、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。

（時代区分；旧石器・縄文・弥生・古墳時代）

10 木曜日 講師

若井 敏明
関西大学 非常勤講師

鈴木 明子
奈良女子大学 古代学学術研
究センター 協力研究員

他 講師

１世紀、中国歴史書にポツンと登場する倭国。３世紀、卑弥呼（ひみこ）

没後すぐ古墳時代に突入。５世紀、雄略大王の頃ヤマト政権の基盤を

固めるが後継不在で越前から継体大王を迎える。その子欽明の仏教

伝来、聖徳太子あたりから学校で習った歴史です。

１世紀～平安初期１２世紀日本を中国・朝鮮関係も交えて学びます。

（時代区分；邪馬台国から飛鳥・奈良・平安時代）

１１ 木曜日 講師
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仁木 宏
大阪市立大学 教授

前川 佳代
奈良女子大学大和・紀伊半島
研究所古代学・聖地学研究員

他 講師

中世は大河ドラマで一番多く取り上げている時代です。院政から

源平、鎌倉、室町・南北朝、応仁の乱・戦国、信長・秀吉の登場。講

座では、政治・戦いの歴史のみならず権力者の実像、鎌倉新仏教、

荘園の変遷、戦国大名の領国統治、惣村や町の成立等庶民生活

にも視点を当てて幅広く学びます。

（時代区分；院政から鎌倉・室町・南北朝・戦国・織豊期）

１２ 水曜日 講師

横山 輝樹
関西大学 非常勤講師

清水 秀司
コーダイ 講師

他 講師

近世史の中で「家康が開き、慶喜が閉じた江戸時代」に絞り込み、

今まで学習してきた知識とは一味違った観点から、史実に基づき

あまり知られなかった真相の解説をします。この時代には、よく

知っている事件や出来事がありましたが真相はいかに。古文書の

読み方の初歩の講義もあります。

（時代区分；関ケ原から江戸時代）

１３ 水曜日 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

他 講師

明治維新から戦後の高度成長期を経験し、低成長の平成の時代

に至る日本の近現代史を概観しながら、今日の大阪がどのよう

に成立、発展してきたか、市政、産業、市民生活、大阪万博等の

視点で明日の大阪を考えるためのヒントや示唆を現役の大学教

授たちが熱く語ります。

（時代区分；幕末から明治・大正・昭和・平成）

１４ 金曜日 講師

清水 秀司
コーダイ 講師

他 講師

戦国時代の幕開けとなる応仁の乱から生き抜いた武将達、何を考

え、戦い、生き抜いたのか。戦国武将の「乱世」を生き抜く才智と

は？現代も生かせる文化・教養・人材登用術なども学べます。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。

１５ 木曜日 講師

木村 幸比古
霊山歴史館 学術アドバイザー

木村 武仁
霊山歴史館 課長

横山 輝樹
関西大学 非常勤講師

他 講師

「我々は我々の歴史の中に我々の未来の秘密が横たわっていると

いうことを本能的に知る」岡倉天心の言葉です。江戸時代から幕

末にかけて活躍した人物、一人ひとりにスポットを当て深く学び

ます。複雑で混沌とした今を生きるヒントが見つかるかもわかりま

せん。

１６ 月曜日 講師

＊探訪費用は1回あたり約6,000円必要

市沢 哲
神戸大学大学院 教授

太田 浩司
長浜市 学芸専門監

他 講師

鎌倉時代から江戸時代まで武家政権が約700年続きました。この

間の合戦の歴史を机上で学び、さらに講師の先生の案内で合戦地

跡を探訪します。探訪は標高差（３～４００m）の低山を歩くことが

あり脚力が必要ですが、ウォーキングが楽しめます。

１７ 金曜日 講師

２



大阪大学、同志社大学、
龍谷大学などの講師陣人類が地球上に拡散し、オリエント・地中海・ヨーロッパ・東アジア・中

央ユーラシア・東南アジアの広大な地域の古代から現代までの悠久の

時の流れの中で、多様な文明・宗教・民族が織りなす歴史をグローバ

ル・ヒストリーの視点を交えて学びます。

18 木曜日 講師

橋本 孝成
大阪大学適塾記念センター
招聘研究員

他 講師

大阪の都市形成の歴史から始まり、大阪の文化史、人物、経済など

幅広く大阪の歴史を学ぶ講座です。

今まで知らなかった大阪の一面を知り、大阪を再認識するきっかけ

になることと思います。

19 水曜日 講師

大澤 研一
大阪歴史博物館 館長

森田 克行
前・今城塚古代歴史館 特別館長

各地ガイド協会

大阪には名前は知っていても行ったことのない多くの史跡があり

ます。教室では先生の講義で学び、次は現地を訪れ史跡をガイドさ

んの案内で巡ります。大阪の歴史を実感・体感できる探訪は約5～

6㎞、約１万歩程度の健康ウォーキングです。

20 水曜日 講師

陸奥 賢
コーダイ 講師

大阪のまちは歴史と文化の宝庫です。大阪人も知らない大阪の

歴史、食、芸能、文化などを通じて真の大阪人気質、文化の奥深

さ、魅力を見直し、さらに大阪のまちを探訪しながら大阪の良さ

が実感できます。

21 木曜日 講師

※探訪費用は１回あたり約6,000円必要

中井 均
滋賀県立大学 名誉教授

三浦 正幸
広島大学 名誉教授

他 講師

日本の城郭の歴史、石垣、堀、建築物などを机上で学び、関西の山

城、平城など１１城の探訪を予定しています。探訪は高低差３００ｍ

以上ある山城もあり、脚力が必要です。また、100名城、続100名

城スタンプにもチャレンジして下さい。

22 火曜日 講師

カレン・ミユキ・エガワ
コーダイ 講師

英会話指導の経験が豊富でマルチリンガル、もちろん日本語も

OKのカレン先生がオリジナルテキストを使い、やさしく英会話を

教えてくれます。聞く、話すの練習を繰り返すことで、英会話に慣

れ親しむことができます。初めての方でも大丈夫です。

23 水曜日 講師<新規科目>

<曜日変更>

※2022年度使用教材： 講師提供資料使用 ３



ブライアン・ローリンソン
コーダイ 講師

経験豊かで日本語もOKのネイティブ講師が作成した発音から会話

に必要な事柄を高齢者大学校専用のオリジナルテキストで学びます。

ネイティブの発音をより多く聞き、理解できることが会話のはじまり

です。しっかり基礎から初めましょう。初めての方も安心してください。

楽しい1年が始まります。

24 火曜日 講師

元 龍任
コーダイ 講師

「アンニョンハセヨ？」リズミカルな挨拶から始まる教室の一日は

ユーモア溢れるウォン先生の楽しい授業で笑いが絶えません。

ハングル会話が初めての方でも安心して仲間と一緒に楽しみながら

学べます。ハングル会話を通して韓国ドラマ・kpopなどの韓国文化

の魅力に触れてみませんか。

25 水曜日 講師

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

岩佐 倫太郎
美術評論家

他 講師

豊かな趣味を味わってみませんか？ 日本から西洋、世界の美術

との出会いが心の豊かさと新鮮な活力を与えて、美術の専門家、

講師陣が皆様を美の世界に誘います。

座学とは別に近隣の美術館を散策します。ご一緒しませんか！

26 木曜日 講師

ラッキー植松
漫画家・イラストレーター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。

27 月曜日 講師

※教材費関係、校外学習費、実習材料費などが別途必要
※イーゼル・油彩絵の具代1,500円を受講料と一括支払い必要

戎谷 眞木子
大阪芸術大学 非常勤講師

初めてでも楽しんで絵画技法を学べる入門コースです。

鉛筆デッサン、油彩画、水彩画の描き方や絵の具の違いを体験し

ていただきます。模写、静物、風景、人物を描きながら楽しく学び

ます。風景はクラスみんなと写生に出かけます。

28 火曜日 講師

※パソコンの環境設備使用料等で3,000円を受講料と一括支払い必要
※校外撮影会などの費用が別途必要

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の機能の使い方から基礎知識を学び、表現

テクニックを撮影技術・実習で身につきます。素敵な写真が撮れるよ

うになります。

29 木曜日 講師

※202２年度使用教材：English Conversation for Beginners (高大オリジナル)

※2022年度使用教材： 選定中

<曜日変更>

<科名改称>

<科名改称>

※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、また校外撮影実習のため携帯電話必要

４



藤田 美穂
コーダイ 講師

ゼロから始めるパソコンクラスです！！

パソコンに興味があっても何から始めたらいいかわからない方や、

基礎からしっかり学びたい方。パソコン操作、文書作成やインター

ネット、写真活用など。ゆっくり進めていきますので初めての方でも

安心して受講していただけます。

30 火曜日 講師

※パソコン環境設備使用料等で20,000円を受講料と一括支払い必要

京都大学、大阪大学、奈良
先端科学技術大学院大学
はじめ有名国公私立大学
のベテラン・新進気鋭の若
手講師陣

人生１００年時代の扉を開く我々が豊かに楽しく生きるために、最前

線の知識（医療、健康、バイオ、食の安全、環境問題など）を各界の経

験豊富な講師陣にわかりやすく解説していただきます。

31 火曜日 講師

京都大学、京都工芸繊維
大学、京都市立芸術大学、
大阪大学、大阪府立大学
大阪市立大学、名古屋大学

無？から一瞬で宇宙が誕生して138億年、45億年前に地球の誕生、

35億年前にバクテリアの出現、それから真核細胞の出現、多細胞生

物の出現を経ていよいよ50万年前に人類が出現しました。この宇

宙、生命の起源と営みの神秘をやさしく学びませんか

32 月曜日 講師

筒井 博司
元大阪工業大学 教授

関谷 毅
大阪大学 教授

中村 征樹
大阪大学大学院 准教授

他 講師

脳科学とＡＩの進展により、ロボットが急速に発展しています。また、

ＡＩの進展で多方面での応用が進んでいます。これらを学び、未来社

会がどう変化するか、どう変化すべきかを一緒にわかりやすく学び

ます。

33 金曜日 講師

北見 真智子
大阪音楽大学 講師

池永 寛明
大阪ガスエネルギー文化研究所
顧問

杉田 菜穂
大阪市立大学 准教授

他 講師

人類が社会に存在する様々な要因によって、育んできた文化。文学、

音楽、絵画、哲学等人々が築き上げた有形無形の文化を総合的に学

び親しむ科です。大阪の文化論、俳句や川柳、能や狂言、現地でも学

ぶ寺社・仏像、折り染めの実技など楽しく総合文化に親しみましょう。

34 水曜日 講師

阿部 良行
コーダイ 講師

他 講師

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、

朗読劇等を読んで行きます。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。子どもたち

のキラキラした瞳の前で、絵本を読む楽しさは「朗読」ならではの楽

しみです。

35 月曜日 講師

<新規科目>

<新規科目>

未来社会

<曜日変更>

<科名改称>

※特別教室使用料1,000円を受講料と一括支払い必要

５



上田 啓子
元大阪音楽大学 講師

他講師

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！

人の心と音楽の繋がりの変遷を一緒に歌い、聴き、踊り、体で感じる

しなやかな講座です。多くのゲスト演奏家(10人程）達と講師の生の

共演で世界の音楽をプレゼントします！

36 月曜日 講師

※ゲスト演奏家謝礼、視聴覚機器使用等で12,000円を受講料と一括支払い必要

小澤 聖子
声楽家

さあ声を出してみよう！発声練習はストレス解消。歌うのに準備や

道具は要らない。上手下手で判断しないで意欲的になると自然にう

まくなる。自分を出さない生き方から自己表現する喜びに気づこう。

歌うことを楽しもう。歌うことは生きてる証拠。と講師は常に明るい

ポジティブなソプラノ歌手小澤聖子先生の講座です。

37 金曜日 講師

※特別教室使用料、視聴覚機器使用料等で15,000円を受講料と一括支払い必要

菅井 啓之
元京都光華女子大学 教授

沖 和行
元神戸薬科大学 薬用植物園

清水 孝之
森林インストラクター

他 講師

身近な自然にもっと親しみませんか！

＊自然と人との関わりから思わぬ新しい世界がひろがります。

＊植物の生きるための工夫や仕組み、美しさの不思議を観察し植物

の持つ力を学びます。

＊春日山原始林、京都御苑の体験学習から日本的自然観のこころを

学びます！

38 木曜日 講師

中川 一
元京都大学防災研究所 所長

鈴木 康久
京都産業大学 教授

河合 典彦
国交省淀川環境委員会 委員

他講師

古代より流域に多くの人が住み、数多くの歴史と文化を育んできた

“母なる淀川”。琵琶湖を主水源とし、国内屈指の豊かな生物多様性

を有する河川でもあります。この淀川の素晴らしい自然・歴史事跡

を歩き多面的価値を再発見してみませんか。探訪は12000歩程度。

39 火曜日 講師

堀 信行
東京都立大学 名誉教授

井上 敏
桃山学院大学 准教授

竹村 和花
温泉学会理事 温泉研究家
（社）日本旅行作家協会 正会員

世界遺産のTV番組を監修されている講師や世界遺産を巡って

いる講師陣によるお話と映像で楽しく学べる講座です。校外学

習では実際に奈良や京都などの世界遺産を訪れガイドさんの説

明を受け、知らなかった世界の大きさを学べます。

40 火曜日 講師

※校外学習の際は別途諸費用がかかります。

荻原 千鶴
お茶の水女子大学 名誉教授

前垣 和義
相愛大学 客員教授
作家

他 講師

大阪だけに限らず、地方（ローカル）の暮らし、伝統、産地、旅行、

交流といった文化を切り口として、講義だけでなく、参加・体験型

授業の楽しさを探検しましょう。また、受講生参加型で皆さま方

のローカル文化のご披露も期待いたします。

41 水曜日 講師

<新規科目>

<曜日変更>
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長村 智司
元奈良県農技センター 所長

服部 和雄
元農業改良普及センター長

竹田 義
元大阪府立花の文化園 園長

他 講師

今人気の「家庭園芸」を始めてみませんか？初心者の方も大歓迎。

自然に囲まれた住之江公園の教室で、経験豊富な講師が丁寧に教

えます。午後は野菜の栽培や収穫体験、花の種まき、樹木の剪定な

どの実習等、多彩なカリキュラムで皆さんをお待ちしています。

42 金曜日 講師

大阪体育大学講師陣

他 講師

健康長寿に欠かせないもの、それは運動です。筋肉は何歳から

でも太らせることができ柔軟性も高めることができます。体力測

定をはじめストレッチ・スロージョギング・ノルディックウォーク・

筋トレ・脳トレなど多彩なプログラムを用意し皆さんをお待ちし

ています。

43 月曜日 講師

※校外授業の体験費70,000円前後が、別途必要

早狩 実紀
日本陸上3000ｍ障害記録
保持者
北京五輪2008日本代表

堅本 盛行
コーダイ講師

他 講師

人気のラフティング（保津峡）、今話題のSUP、カッターボート

/OPヨット、パラグライダーで“小さな大冒険”に挑戦。室内

ニュースポーツや歌声喫茶では、安全優先のメニューで、体力に

不安のある方も、ここならBack to the 青春。

44 火曜日 講師

※校外授業の体験費70,000円前後が、別途必要

青木 洋
世界一周ヨットマン
青木ヨットスクール校長

砂山 真一
ポジティブアースネイチャーズ
スクール代表理事

他 講師

元オリンピック陸上代表、ギネス登録ヨットマン、お二人を講師に

招き大幅にグレードアップしたアウトドア科アスリートコース。人気

のラフティング、ヨット操船、カヤックに加え、修験道体験では体力

の限界にも挑戦。集え、体力自慢、健脚自慢。

45 木曜日 講師

田村 典子
元関西大学 教授

堅本 盛行
コーダイ 講師

人生１００年時代です。身体の仕組みを学び、ストレッチ、スロー

ジョギング、脳トレ運動に加え、食事やお薬の話、色でわかる人の

性格、そして、懐かしい歌を唄って笑い、太極柔力球や狂言の体験

もします。教室に笑いが絶えない授業がいっぱいです。

46 金曜日 講師

山口 明人
大阪大学 名誉教授

大阪市立大学、奈良女子
大学、大阪健康大学、関西
国際大学 他

一番関心のある新型コロナウイルス、膝の話、歯の話、心臓の話、

正しい姿勢と歩き方、ストレス対処法、食事と健康、認知症等、健康

に関することを多彩な講師陣が分かり易く解説します。

楽しく学ぼうがクラスのモットーです。

47 月曜日 講師

<新規科目>

※特別教室使用料15,000円を受講料と一括支払い必要

※特別教室使用料3,000円を受講料と一括支払い必要

※特別教室使用料3,000円を受講料と一括支払い必要
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※特別教室使用料15,000円を受講料と一括支払い必要

江本 あきこ
声楽家、ボイストレーナー
元劇団四季

48 火曜日 講師

「声量がない・こもる」「高い声が出ない」「喉が痛くなる・乾燥する」

「かすれる・透明感がない」「息が続かない」「むせる」「滑舌が悪い」

などの加齢による声の老化を防ぐ発声法を学ぶ講座です。

シニアの声と20年向き合ってきた講師が自信をもってお届けする

プログラム！腹式呼吸からはじめ、表情筋や身体の色々な筋肉を

ほぐし伸ばし鍛えます。親しみのある歌を使い理論的に進め10年

前の声と身体を目指します。

顔のアップの写真・身長を記録、撮影し、一年前と比べて効果を実感

していただきたいと思います。

49

※食材費、見学費用は別途必要

的場 輝佳
奈良女子大学 名誉教授

伏木 亨
甲子園大学 副学長、(一社)
和食文化国民会議 会長

東四柳 祥子
梅花女子大学 教授

他 講師

世界無形文化遺産に登録された伝統ある日本の食文化の「和食」

や歴史について学びます。食材、料理、栄養、献立、おもてなし、

味わい、食事の作法、季節の味わいも「和食」の大切な要素です。

その良さを知る月１回の食味体験、実習、見学があります。

50 火曜日 講師

酒造メーカー講師陣

他 講師
醸造・発酵は日本の文化と共に発展した食文化です。お酒専用の

好適米は？ビールの原料は、二条大麦or六条大麦？ 知らない事

の再発見。醸造製品は、健康に関する効能が多々あります。座学、

味噌つくり体験や工場見学も取り入れた変化に富んだ授業です。

51 金曜日 講師

見寺 貞子
神戸芸術工科大学大学院
教授

山川 アンク
日本メンズ協会 理事長

他 講師

・法体系と法哲学 ・憲法の成り立ちと争点

・契約、債権債務、財産管理に関して

・相続と生前贈与、遺言について考えよう

・悪徳商法、サイバー犯罪、ハラスメント

・刑事事件と少年事件 ・隣人、旅行、離婚の法律問題

・メディアを巡る法律問題など事例を中心に皆で考えていきましょう

52 金曜日 講師

市原 靖久・吉田 栄司
関西大学法学部 教授

三木 秀夫・大川 哲次
弁護士

他 講師

53 月曜日 講師

水曜日

お洒落とは何でしょうか、もう一人の自分を作ってみませんか！

四季折々の服装のバランスと色彩、ボイトレ、靴の選び方、姿勢の

良い歩き方、日常生活におけるエチケットなど、スマートに生きて

いくための情報を学びませんか？女性も男性もお持ちしています。
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須田 寬
鉄道友の会 会長、
元JR東海 社長

羽川 英樹
フリーアナウンサー

他 講師

多彩な講師陣から、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学び

ます。“てつたび”の想い出づくりしてみませんか。

54 金曜日 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 他

現代社会が抱える諸問題、克服すべき諸課題について政治、経済、

エネルギー、介護、サイバーセキュリティ、防災等の各分野でご活躍

中の有識者によるご講義を通して、豊かな知識と的確な判断力を

身につけることを目標とした講座です。

55 水曜日 講師

実 践 科 原則としてコーダイの本科、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。ただし、

コーダイが初めての方でも、経験等を考慮し入学できる

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・設備使用料などを受講料

と一括で支払う必要があります 。

“更に深く、広く 視野を広げよう！”

70

ダイアン・ゴトウ
コーダイ 講師

英語を話したい方、集まって下さい。日常の出来事、経験、旅行、季節

に合わせた話題など、様々なテーマで授業が進みます。

会話は聞くことも大事ですが、自分の思いが伝わらないといけません。

ネイティブ講師が実践的な話し方をわかりやすく説明してくれます。

月曜日 講師

71

ジェフリー・ロバート・ベル
コーダイ 講師

Koudai (Koureisha Daigaｋkou) welcomes you to come

enjoy learning conversational English with a friendly

and experienced Canadian teacher who has been

living in Japan for over twenty-five years.

授業は基本的に英語です。

火曜日 講師

※202２年度使用教材：講師提供資料使用

※2022年度使用教材: SIDE by SIDE 3

※2022年度使用予定教材:‘Passport １’

72

ブライアン・ローリンソン
コーダイ 講師

丁寧で優しい指導、楽しい雰囲気のなかで、ネイティブならではの

英会話表現が習得できます。海外旅行の様々な場面での会話など、

役立つ英会話を身につけましょう！

皆んなで英会話学習を楽しみたい人を大募集です。

金曜日 講師

※特別教室使用料1,000円を受講料と一括支払い必要

９



74

森 倫章
大阪芸術大学 客員教授

油絵の魅力をより一層深めるために今までの経験を基に、静物、

風景、人物をモチーフの中心として制作を進めます。また、今日の

多様な表現、知識にも触れ、各自の作品制作でも試みてみます。

“自分なりの表現を目指しましょう”

水曜日 講師

75

鴨脚 えり子
コーダイ 講師
光風会会員

水彩画の透明描法の基本的な表現を中心に、画材・技法の紹介や

実技指導を致します。鉛筆デッサンから始めますので、描き方が

わからない方、久しぶりの方、何年か描いているけれどやり直し

たい方など、それぞれに合わせながら楽しんでいただきたいです。

金曜日 講師

76

大豊 世紀
大阪芸術大学 客員教授
日本画家 日展会員

透明水彩画の基礎を踏まえた上で、さらに深め楽しむことが出来る

ように、親切丁寧な講座を進めます。制作技術の向上はもちろんで

すが、見る方に制作者の心（意図）が伝わる作品を目指して表現の

幅を広げ楽しみながら学びましょう。

木曜日 講師

77

藤田 美穂
コーダイ 講師

ワードを使って文書作成、エクセルで表計算、パワーポイントで動き

のあるスライドショーなど 当科では身近な使い方を易しく解説しつ

つ、ワンランク上の活用方法を丁寧に紹介します。便利なワザを覚え

てパソコンライフをもっと楽しみましょ

木曜日 講師

※油彩画の経験（中級レベル）があれば受講可能です

73

八田 晶一
ホルベインワークショップ 講師
日本美術家連盟会員

基本的なデッサンの技術を身につけながら静物、風景、人物の表現

方法を学びます。学んだ技術を生かしながら油彩画の基本的な技術

を学び、各自各様の世界を発見しましょう。

月曜日 講師

※モデル代、モチーフ代、貸イーゼル代等別途必要

<科名改称>

※油彩画の経験（初級レベル）があれば受講可能です

78

久世 嵩史
大阪電気通信大学 非常勤講師

パソコンを使って、世界中の様々な情報に触れるための方法や知識

を学びましょう！

オリジナルホームページ制作やクラウドサービスによる共有、画像や

動画編集、ＳＮＳ利用などを通じて、WEBの世界を体験しましょう！

水曜日

※パソコン環境設備使用料等で20,000円を受講料と一括支払い必要

講師

※モデル代、モチーフ代、貸イーゼル代等別途必要

※水彩画の経験（中級レベル）があれば受講可能です

※モデル代、モチーフ代等別途必要

※パソコン環境設備使用料等で20,000円を受講料と一括支払い必要

＊モデル代・モチーフ代等別途必要

<科名改称>
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79

深井 美智代
コーダイ 講師

自分のカメラを知り、基本操作、撮影、パソコンでの整理、編集など

を学び、写真をつかった作品づくりを楽しみましょう。対象は、コン

デジ、一眼レフなどデジタルカメラを持っている方、簡単な文書作

成などパソコンの基本操作ができる方。

月曜日 講師

80

森田 浩司
大阪電気通信大学 総合情報
学部 ゲーム＆メディア学科
特任講師

金曜日 講師

81

本岡 浩子
元大阪音楽大学 教授

他 講師

「心の健康に必要なものは音楽」ある音楽家の言葉です。それに相応

しい名曲を掘り下げ、名盤の聴き比べやゲスト演奏家の素晴らしい

生演奏を堪能しましょう。生誕250年のベートーヴェンなどのクラ

シックからポピュラー、ジャズ、古楽へとジャンルを越えて広がる心

豊かな時間をどうぞ！！

火曜日 講師

<新規科目>

※パソコン設備使用料等で20,000円を受講料と一括支払い必要

※ゲスト演奏家謝礼、視聴覚機器使用等で12,000円を受講料と一括支払い必要

コーダイライフの紹介（One Day Life)

週に1日コーダイに登校することで、生活リズムが豊かで健康なものとなり、

人とのつながりや友情が醸成されます。コーダイでは、右図のように1日の

時間が流れます。午後の自主活動では、コーダイ全体の行事やイベント等の

計画をみんなで議論し、実行するための準備作業を行います。

まさに、キャッチフレーズである“エンジョイ コーダイ”そのものです。

【一日の時間割】
１０：３０～１２：３０ 授業 （クラスにより10:00～12:00）

１２：３０～１３：３０ 昼食

１３：３０～１５：００ 自主活動（午後に講義がある場合は１５：３０）

１５：３０～１７：００ クラブ活動（自由参加／自主運営）

※授業時間について； 10:00～12:00授業クラスは12:00～13:00（昼休み）、13:00～15:00（午後）となります。

【自主活動について】
「学習する＋仲間づくり＋健康づくり」の3本柱を実現する上でベースとなるのが自主活動です。カルチャーセンター

にはない、コーダイ独自の重要な学習プログラムです。自主活動は全員参加でクラスディレクター主導の下、受講生

の自主性を前面に打ち出して運営されます。全員がいろいろな役割を担い、コーダイフェスタ等のイベントや、各科に

見合った自主講座の企画、他にも新型コロナ、地球温暖化等の社会的テーマを設定して議論等を行います。

この時間を通じて多くの素晴らしい仲間が出来るでしょう。

【クラブ活動について】
共通の趣味を持った人が、科目の枠を超え新しい仲間と楽しく交流します。受講生10人以上でクラブを立ち上げる

ことができます。 （「スマホ・iPhoneクラブ」「ヨガクラブ」「卓球クラブ」「オカリナクラブ」「歴史街道散策クラブ」 等）

パソコンやインターネットを使った最新情報通信の活用方法を学び

ます。「Zoomを使ったオンラインセミナー」 「eスポーツやゲーム

実況配信」 「動画撮影とSNS投稿」 「ものが動くプログラミング

作」などなど。みんなでエンジョイしましょう！

※パソコン設備使用料等で20,000円を受講料と一括支払い必要

<本科から実践科に移動>
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短 期 講 座 諸事情により１年間を通して学ぶことができない方のた

めの講座です。

1講座約10回で、月2回程度のペースで行います。

無理せず、講座を楽しみたい方に最適です。短期間で知識を身につけよう！

大阪街歩き英語DE案内講座

ヒューマンアカデミー（株）
講師

2025年の「大阪・ 関西万博」の開催を控え、外国人旅行者の困りごと（道に迷う

など）に対して積極的に声をかけ、⾃然に英語で交流を図ることができるコミュニ

ケーション能力・感覚を養い、おもてなしができるようになることを⽬指します。

・開催曜日：月曜日（５月から１０月まで月２回、全10回の予定）

・募集予定人数：３０名

・会場：大阪市立総合生涯学習センター 開講時間：1４：００～1６：００

・受講料：20,000円

S1 月曜日

S2 講師歌びと万葉集講座 ～万葉集をわかりやすくおもしろく～

林 和清
現代歌人集会 理事長

S3

水曜日

講師

【申込み受付期間・申込み方法】

◇ ２０２２年１月５日から１月３1日（月）１０時から１５時（土日祝日を除く）まで。

◇ 申込みは、コーダイ事務所への持参又は郵送でお願いします。FAX、電話での受付は行いません。

◇ １月31日（月）１５時で定員になり次第締め切りをします。

◇ ２月１日（火）に募集人数を超えた講座の抽選を行います。但し、定員に達しない場合は、募集を継続

します。

◇ 受講決定の方には決定通知書に同封した振込用紙を送付しますので、指定期日内に受講料の振り込

みをお願いします。なお、一旦納入された受講料は返金できません。

◇ 本科との併講や複数講座の申し込みは可能です。但し、本科受講決定者で当該講座も受講決定者と

なった場合は、本科受講の取りやめ（キャンセル）はできませんので、ご注意ください。

【特記事項】

◇ 受講に関しては全期間を通して、健康且つ自己完結で受講できる方を対象としています。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。

◇ 講師・会場等の都合で日程、募集予定人数、予定教室、講座内容が変更になる場合がありますので

ご了承ください。

万葉集を歌人ごとにその生涯と作品を追って、わかりやすくおもしろく学びます。

代表的な歌人を時代順にとりあげて、その人物と歌の魅力に迫ります。歴史と文学

を知ることのできる講座です。万葉集をドラマチックに学びましょう。

・開催曜日：水曜日（５月から12月まで月1回、全8回の予定）

・募集予定人数：6０名

・会場：大阪歴史博物館 ・開講時間：10：００～12：００

・受講料：14,400円

講師

変化し続ける地球環境を学ぶ講座

堀 信行
東京都立大学 名誉教授

木曜日 講師

人類の願いは、災害のない、安心・安全な地球。他方、地球環境は人類以前の太古

から変化し、今後も変化し続ける不気味な存在。地球に生まれ、地球環境に育まれ

た人類ゆえ、地球環境を深く学ぶことは人類を再認識することでもあります。

・開催曜日：木曜日（５月から１０月まで月２回、全10回の予定）

・募集予定人数：60名

・会場：大阪歴史博物館 ・開講時間：10：００～12：００

・受講料：18,000円

１２


