


応募者の皆様へのご挨拶

大阪府からのメッセージ 大阪府福祉部高齢介護室長 片伯部 真由

認定ＮＰＯ法人 大阪府高齢者大学校
理事長 古矢 弘道

理事長からのご挨拶

コーダイは本年度、創立１５周年を迎えます。この間、培ってきた経験とノウハウを生かしながら、

さらなる飛躍を目指して生涯学習システムを大きく変革しようと行動しています。同時に、コーダイ

の方針である魅力的な講師の招聘、先駆的なカリキュラムの開発を念頭に置きながら、科目の新陳

代謝を積極的に推進し、受講生の皆様の興味を掻き立てる様な科目の開講に挑戦し続けています。

本年度59科目中、新規科目7科目、科名変更に伴うカリキュラムのバージョンアップ15科目と

大きく中身の新陳代謝を図りました。また、昨年度から開講しました通年市民公開講座も直ぐに定

員オーバーになるほどの好評を博していますが、本年度はさらに充実した市民公開講座を準備中

です。

受講生の皆様には学びを核としてコーダイが心地良い居場所となり、コーダイ生活を満喫して頂

き、在学中も修了後もコーダイファミリーとして、「好きやねん！コーダイ」を合言葉に皆様と共に楽

しく歩み続けたいと思っています。是非、コーダイへ一歩足を踏み入れ、ご一緒に１５周年記念行事

を楽しみましょう。皆様のご応募を心よりお待ち申し上げます。

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、多くのボラン

ティアの方々によって運営されている、高齢者による高齢者のための大学校です。

新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、令和４年度には約２，３００名の方々がご入学され、充実し

たコーダイ生活を送っておられます。これは、受講生の方及び学校関係者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。

昨年度から就任された古矢理事長の、「コーダイを変える、コーダイが変わる、そして私たちも変わる」と

いうキャッチフレーズのもと、大阪府高齢者大学校はニューコーダイ創造活動に取り組まれ、皆様にとって

より魅力的で素晴らしい生涯学習校となるよう、常に新たな挑戦を掲げ、進化を続けておられます。

令和５年度においても、新型コロナウイルス感染予防対策を講じながら、様々な分野の講座が開講されま

す。「学び」「仲間づくり」「健康づくり」を３本柱とする「コーダイ」で、かけがえのない仲間や講師の方々と出

会い、充実した時間をお過ごしください。

皆様が学ばれた知識や経験を活かして、地域活動やボランティア活動等でご活躍されることを願ってお

ります。



【コーダイの使命】

コーダイは「学びを核とし、仲間づくり、健康づくりを柱とした生涯学習」と「ほんの少しでも

人のお役に立つ社会への参加活動」の2つの社会的課題に取り組み,「子どもから高齢者まで笑顔

と活力で満ち溢れた生涯学習校」を目指している認定ＮＰＯ法人です。

【１日の過ごし方】

コーダイの学習時間は原則10時30分から15時の自主活動までです。

右図にあります様に、10時30分～12時30分まで授業。12時30分～13時30分までお昼休み。

13時30分～15時まで自主活動です。

また、15時30分～17時までは趣味を楽しむ仲間とのクラブ活動でこちらは自由参加です。

「自主活動」

自主活動はカルチャーセンターにないコーダイの大きな特徴であり、「学び」を核としてクラス仲間と

のコミュニケーションを通じて発信力、傾聴、協調性などを高めていきます。

自主活動はＣＤの主導の下、受講生の主体性を発揮しながら復習・予習、イベントの準備活動、科独自

のテーマなどをクラスメートと意見交換しながら充実した午後の時間を過ごします。

「自主企画講座」

26テーマの授業の内、1テーマは自科に関連した内容で日ごろから関心のあるテーマや聴講したい

講師についてクラスで意見交換をして決めていただきます。

そして、受講生の意見をカリキュラムに反映し、科目の活性化を図ります。

「社会への参加活動」

コーダイの重要な使命の一つである社会への参加活動は、在学中にほんの少しでも人のお役に立つ

活動を学び、学んだことをご自身で出来る範囲で少しでも社会に還元できる活動に目覚める人材養

成を目的としています。

そして、在学中・修了後、皆さんが地域などで活動していただければと考えています。

【ビッグイベント】

入学式、春・秋の遠足、社会への参加活動、コーダイジョイフルゲームズ(体育祭)、コーダイフェスタ（文

化祭）、修学旅行(１泊２日)、修了式などがあり、クラスの仲間で話し合い、役割を分担して企画・実行

しながら若者とは違う高齢者スタイルで創春していただきます。

「コーダイジョイフルゲームズ」

全校生が一堂に会して盛大にスポーツ大会を行います。体力測定、高齢者に相応しい運動、ゲームな

どを通して、多くの受講生が屋外で楽しみながら健康維持を図ります。

「コーダイフェスタ」

各科をアピールする発表や演芸を披露し、一日楽しく過ごします。そして、当日までの準備活動を通し

て協調性を発揮しながらクラス内の親睦を深め仲間づくりを行います。

コーダイライフの案内 “好きやねん！
コーダイ！

コーダイ生の一日
（10:30～17:00）

自主活動

（13:30～15:00）

クラブ活動

（15:30～17:00） 授業

（10:30～12:30）

昼食

（12:30～13:30）



講座期間
２０２３年４月～２０２４年３月までの１年間です。（夏期及び年末年始は休講）

※学習回数３６回（午前は授業、午後は自主活動及び一部授業になります）

受講資格

◇２０２３年４月～２０２４年３月までの全期間を通して健康且つ自己完結で午前、午後の授業

自主活動等に受講や活動出来る方を対象とします。

◇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、受付させて頂きます。

◇全科目とも継続受講が可能です。

受講料

◇６０，０００円（本科・実践科・SA講座）いずれも同額です。

※特別教室使用料・機器設備使用料等が発生する場合は、受講料と一括納入が必要です。

※科目により、教材関係費、校外学習費、実習材料費等が別途必要です。

一旦納入された受講料は返金できません。

受講受付・
期間

◇2022年10月17日（月）～11月25日（金）15時まで

◇「受講申込書」に必要事項を記入し、１７ページ下欄「問い合せ先」まで郵送、または本人がご

持参ください。

◇ホームページの「申込フォーム」からの受講申し込みは、2022年1１月25日（金）15時で

受付終了となります

FAX、電話、Eメールでの受付はできませんのでご注意ください。

※11月25日（金）までの到着分で募集人数を超えた科目は11月29日（火）に抽選します。

※11月25日（金）時点で募集人数に満たない科目は申込み期間以降も受付をいたしますが、

大幅に募集人数に達しない科目については開講しない場合があります。

※土・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。

※11月26日(土)～12月8日(木)到着分は12月9日(金)〈発表日）〉の受付とします。

※本校を初めて受講される「新人」の方は、優先入学とします。但し、「新人」の方は、応募が

募集人数を上回る科目については、「新人」70％、「現受講生及び修了生」３０％の割合で抽選

により合格者を決定します。

※優先入学の申し込み対象期限は2022年11月25日（金）15時までとします。

短期講座
【申し込み期間
・申し込み方法】

◇２０２３年１月５日(木)～１月３１日（火）１５時（土日祝日を除く）で定員になり次第締め切ります。

◇申し込みは、コーダイ事務所へ持参又は郵送でお願いします。

FAX、電話、Eメールでの受付はできませんのでご注意ください。

◇２月１日（水）に募集人数を超えた講座の抽選を行います。

但し、定員に満た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。

※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。

※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ます。

※受講時、ご自身の体調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 0 2 3年度 募集要項 〈 本科 ・実践科 ・ S A講座・短期講座 〉



2 0 2 3年度募集日程

10月１７日（月） 申し込み受付開始

申し込み状況は10月18日（火）からホームページに掲載

10月18日（火）

～11月22日（火）

講座説明会（各会場）

・10／18(火)大阪市（梅田） ・10／２5(火)枚方市 ・10／２7(木)大阪市（阿倍野）

・１0／31(月)堺市 ・11／2(水)大阪市（教育会館） ・11／4(金)豊中市

・11／8(火)東大阪市 ・11／21(月)吹田市 ・11／22(火)大阪市（教育会館）

※詳細は１８ページ「講座説明会のご案内」をご覧ください

11月25日（金） 申し込み締め切り

ホームページの「申込フォーム」は11月25日（金）15時で受付を終了します

11月29日（火） 募集定員を超えた科目の抽選

◇11／29(火)＝定を超えた科目の抽選を行います

12月5日（月）

12月9日（金）

～2月末

受講決定者の決定通知及び発表掲示・定員未達科目受付について

◇12／5(月)＝申し込み結果通知を全員に郵送 （受講決定者に受講料振込用紙を同封）

振込用紙の半券を受領書の代替えし、入金通知はいたしません

◇12／9（金）＝10時～15時迄、教育会館・多目的室①にて受講決定者発表を行います

定員に満たない科目は締め切り後も毎日15時まで受付し、定員を超えた科目は

即日抽選を行い、結果をご連絡致します

12月31日（土） 入金締切り(厳守ください)

◇未入金の場合は入学権利放棄とみなし、受講決定者名簿から削除します

◇入金後の講座変更はできません

◇一旦納入された受講料は返金できません

1月16日（月）

～２月末

未入金者発生に伴う定員未達科目の再募集開始

◇毎日１５時まで受付、定員を超えた科目はその都度抽選を行います

4月7日（金） 入学式（大阪国際会議場）

3月初めに入学案内送付、4月7日の入学式にご参加ください



 

 

 

 

 

教 室 ： 教育会館教室（含む教育会館東館）、 社会福祉会館教室、 助産師会館教室、 長居ユースホステル、  

YOSHUホール、 

住之江教室：住之江公園管理事務所 2階、 寺田町教室：南煙会館 3階 ➡ 左記載の 2教室はエレベーターがありません  

※ 講師・会場・応募者数の都合で募集予定人数、予定教室、曜日、日程が変更になる場合があります。 

※ 教育会館教室を使用する一部の科は期中に教育会館内での教室変更があることをご承知おきください。 

※ 都合により講師、カリキュラム内容等に変更があります。 

※ 募集予定人数未達の場合は休講になることがあります。 

※ 授業以外に遠足、社会への参加活動、コーダイフェスタ、コーダイジョイフルゲームズ、修学旅行など 

コーダイ行事が１０回あります。 

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行います。 

※ 応募資格は午前の授業、午後の自主活動や各種イベントに出席できる方が対象です。 

注：科目名先頭の  ●印・・新規科目  〇印・・科名改称  ■印・・2科統合  ★印・・実践科  ☆印・・SA養成講座 

曜日 
科目 
番号 

科 目 名 予定教室 
募集 

予定人数 
専攻科目の日程 主要行事等の日程 

月 
 

曜 
 

日 

2 ☆国際文化交流科 教育会館 ２８ 4月 10・１７・２４日 

5月 8・１５・２２日 

6月 5・１９・２６日 

7月 3・10・24日 

8月  夏休み 

9月 11・25日 

10月 16・23・30日 

11月 20・２７日 

12月 4・１１・１８日 

1月 15・２９日 

2月 19日 

4月 7日 入学式 

5月 22日 社会への参加 活動

準備（午後） 

6月 12日 遠足 

10月 20日 コーダイジョイフル 

ゲームズ(調整中) 

11月 6日 遠足 

１１月 17日 コーダイフェスタ 

         （調整中） 

1月 22日 社会への参加活動 

2月 5～6日 修学旅行 

2月 19日 成果発表会 

・修了式 

１6 ■歴史を彩る人物を学ぶ科 教育会館 4４ 

27 〇似顔絵まんが科 教育会館 4２ 

32 宇宙と生命の神秘へ遭遇する科 助産師会館 5４ 

３５ 朗読を楽しむ科 教育会館 ３２ 

４４ 〇健康づくりを目指す運動・スポーツ科 長居ユースホステル 40 

4８ シニアの健康と医療を易しく学ぶ科 教育会館 ４６ 

53 身の回りに関する法律を易しく学ぶ科 教育会館  ５４ 

70 ★日常英会話実践科 教育会館 4４ 

73 ★デッサンから学ぶ油彩画科 寺田町教室 ４２ 

79 〇★デジカメ・スマホ写真活用科 教育会館 ２８ 

火 
 

曜 
 

日 

2１ ○近畿の名城を講師と巡る科 教育会館 4２ 4月 11・18・25日 

5月 9・16・23日 

6月 6・20・27日 

7月 4・11・18日 

8月  夏休み 

9月 12・19・26日 

10月 10・24・31日 

11月 21・28日 

12月 5・12日 

1月 16・30日 

2月 13日 

4月 7日 入学式 

5月 23日 社会への参加  

活動準備（午後） 

6月 13日 遠足 

10月 20日 コーダイジョイフル 

ゲームズ(調整中) 

11月 7日 遠足 

11月 17日 コーダイフェスタ 

        （調整中） 

1月 23日 社会への参加活動 

2月 6～7日 修学旅行 

2月 13日 成果発表会 

・修了式 

24 基礎英会話科 教育会館 4４ 

28 絵の基礎を楽しく学ぶ美術科 寺田町教室 42 

30 初心者パソコン入門科 教育会館 ２８ 

31 人生１００年時代のサイエンス科 教育会館 4６ 

3７ ■音楽の森を楽しむ科 YOSHUホール 40 

40 知って愉しむ淀川探訪科 教育会館 32 

4１ 世界遺産を楽しく学ぶ科 助産師会館 50 

4５ アウトドア科 長居ユースホステル 36 

５０ 和食を愛する科 教育会館 4８ 

７１ ★英会話を楽しむ科 社会福祉会館 34 

81 ●★アンチエイジングパワーボイス科 教育会館 40 

 

2023 年度  曜日別科目名・日程表 



 

 

曜日 
科目 

番号 
科 目 名 予定教室 

募集 

予定人数 
専攻科目の日程 主要行事等の日程 

水  

曜  

日 

11 〇中世史を楽しく学ぶ科（平安院政期-安土桃山） 教育会館 4６ 4月 12・19.26日 

5月 10・17・24日 

6月 7・21・28日 

7月 5・12・19日 

8月  夏休み 

9月 13・20・27日 

10月 4・11・25日 

11月 22・２９日 

12月 6・13日 

1月 17・31日 

2月 14日 

4月 7日 入学式 

5月 24日 社会への参加  

活動準備（午後） 

6月 14日 遠足 

10月 20日 コーダイジョイフル 

ゲームズ（調整中） 

11月 8日 遠足 

11月 17日 コーダイフェスタ 

        （調整中） 

1月 24日 社会への参加活動 

2月 7～8日 修学旅行 

2月 14日 成果発表会 

・修了式 

1２ 〇近世史を楽しく学ぶ科（関ケ原～江戸時代）   教育会館 ５４ 

15 ●世界の今、日本の今を知る科 助産師会館 ５４ 

17 

 

もっと知りたい大阪の歴史科 教育会館 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 大阪の史跡探訪科  教育会館    40 

23 ○会話を楽しむビギナーズ英語科 教育会館 4４ 

２５ 

 

○韓国語会話を楽しく学ぶ科  

 

教育会館 32 

34 総合文化に親しむ科 教育会館 4４ 

42 ローカル文化探検科 社会福祉会館 34 

49 ○アンチエイジングイキイキボイス科 教育会館 40 

７４ ★油彩画応用科 寺田町教室 42 

78 ★IT・パソコンWebデザイン科 教育会館 28 

木 
 

曜 
 

日 

1 〇☆子どもとふれあう科学実験・手作りおもちゃ科 教育会館 28 4月 13・20・27日 

5月 11・18・25日 

6月 1・８・２２日 

7月 6・13・20日 

8月  夏休み 

9月 14・21・28日 

10月 5・12・26日 

11月 2・30日 

12月 7・14日 

1月 11・18日 

2月 15日 

 

 

 

4月 14・21・28日 

5月 12・19・26日 

6月 2・9・23日 

7月 7・１４・２１日 

8月  夏休み 

9月 15・22・29日 

10月 6・13・27日 

11月 24日 

12月 1・8・15日 

1月 12・19日 

2月 16日 

4月 7日 入学式 

5月 25日 社会への参加 

 活動準備（午後） 

6月 15日 遠足 

10月 20日 コーダイジョイフル 

ゲームズ(調整中) 

11月 9日 遠足 

11月 17日 コーダイフェスタ 

        （調整中） 

1月 25日 社会への参加活動 

2月 8～9日 修学旅行 

2月 15日 成果発表会 

・修了式 

10 ■古代史を楽しく学ぶ科 助産師会館 5４ 

１4 ○世界史を楽しく学ぶ科 

 

教育会館 5４ 

2０ 〇ディスカバー大阪まち歩き探訪科 

科 

社会福祉会館 34 

26 美の世界と美術散歩科 教育会館 4６ 

29 カメラ芸術科 教育会館 ２８ 

3６ ●～ドラマチックに学ぶ～古事記と万葉集科 

 

科 

教育会館 ５０ 

３９ 自然文化を楽しく学ぶ科 

 

教育会館 32 

４６ アウトドア科アスリートコース 長居ユースホステル ３６ 

 ７２ ●★大阪街かど英語 DE案内科 

科 

科 

教育会館 4４ 

7６ ★水彩画応用科 

 

寺田町教室 42 

７７ 

1３  

〇生活に役立つパソコン科 

〇近現代史を楽しく学ぶ科（明治維新～平成） 

～・平成） 

教育会館 

教育会館 

２８ 

4４ 

金 
 

曜 
 

日 

13 ○近現代史を楽しく学ぶ科（明治維新～平成） 教育会館 ４４ 4月14・21・28 日 

5月12・19・26 日 

6月2・9・23 日 

7月7・１４・２１日 

8月 夏休み 

9月15・22・29 日 

10月6・13・27 日 

11月24 日 

12月1・8・15 日 

1月12・19 日 

2月 16 日 

4月 7日 入学式 

5月 26日 社会への参加 

 活動準備（午後） 

6月 16日 遠足     

10月 20日 コーダイジョイフル 

ゲームズ（調整中） 

11月 10日 遠足 

１１月 17日 コーダイフェスタ 

            （調整中） 

1月 26日 社会への参加活動 

2月 9～10日 修学旅行 

2月 16日 成果発表会 

・修了式 

18 

1８ 

●大阪と周辺の建築探訪科 

 

社会福祉会館 34 

２２ 武家政権 700年・合戦史科 

 

教育会館 4２ 

3３ 脳・ＡI・ロボットとこれから迎える未来社会科 教育会館 4６ 

38 

 

歌を愛し歌を楽しむ科 

 

教育会館 40 

4３ 家庭園芸を楽しむ科 住之江教室 36 

４７ 健康長寿を楽しく学ぶ科 教育会館 ３２ 

5１ 醸造を楽しく学ぶ科 助産師会館  ５４ 

5２ 大人のお洒落な生き方を学ぶ科 教育会館 32 

５４ 鉄道を学び旅を楽しむ科 教育会館 5４ 

75 ★水彩画を楽しむ科 

科 

寺田町教室 42 

80 ★エンジョイ ICT科 教育会館 ２８ 

 

短 期 講 座 

分 野 
講座 

番号 
講 座 名 

募集 

予定人数 
曜日 予 定 教 室 備 考 

歴 史 90 ●ローマ帝国と世界史講座    ６０ 火 教育会館 全１０回 

自然との 
ふれあい 

91 変化し続ける地球環境を学ぶ講座    6０ 水 大阪歴史博物館 全１０回 
 

 



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

佐藤 和次
コーダイ 講師

他 講師

科学実験やもの作りのおもしろさを味わってみませんか！！

一流の科学者がその法則を発見した道筋…問題意識・思考・感動

を、「身の回りにある簡単な道具・材料」を使って追体験。学んだ

スキルを地域イベントで発信！子ども達の笑顔を求め、シニアが

楽しく学ぶ講座です。合言葉「いつでも、どこでも、誰にでも楽し

い科学・もの作りの体験を！！」

1 木曜日
講師

※授業は日本語で行いますので、外国語の必要はありません。

楠本 政幸
大阪府国際交流財団
評議委員長

柿島 裕
アジア協会アジア友の会
ジェネラルマネージャー

他 講師

国内外の講師による講義で、国際交流の意義と、各国への理解を

深めましょう。合わせて外国人留学生等との交流会で相互理解の

大切さも学んでいきます。自主活動・社会参加活動でボランティア

入門もしてみませんか。

2 月曜日 講師

本 科
学びの分野は全部で11。「歴史」「関西再発見」「語学交流」

「美術・カメラ」「パソコン」「科学・技術」「文学・文芸」「音楽」

「自然とのふれあい」「運動・スポーツ・健康」「暮らしと生活」。

この中から、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！

若井 敏明
関西大学 非常勤講師

鈴木 明子
奈良女子大学大和・紀伊半島
学研究所古代学・聖地学研究
センター 協力研究員

他 講師

魏志倭人伝に登場した3世紀前半の倭国を始まりに、現在の奈良

盆地南東部の纏向に中心を持つヤマト王権が日本列島を統一して

いく過程である古墳時代を経て、7世紀後半からの律令時代、平安

時代まで。教科書では習わなかった古代史を楽しく学びます。

10 木曜日 講師

１１ 水曜日 講師

松永 和浩
大阪大学 准教授

前川 佳代
奈良女子大学大和・紀伊半島
学研究所古代学・聖地学研究
センター 協力研究員

新谷 和之
近畿大学 准教授

他 講師

中世は大河ドラマで最も多く取り上げられている時代です。平安後

期院政から源平、鎌倉、室町・南北朝、応仁の乱・戦国、信長・秀吉

の登場までの波乱に富んだ時代です。講座では、政治・合戦の歴史

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の生活・文化にも視点を当てて幅

広い内容を学びます。

<科名改称>

<２科統合>

<科名改称>

※「日本の起源と文化を知る科」「歴史学古代科」の2科統合



１２ 水曜日 講師

清水 秀司
コーダイ 講師

内海 寧子
神戸学院大学 非常勤講師

他 講師

関ケ原の戦、徳川家康による幕府開設に始まり慶喜の将軍職辞職

で終焉を迎える江戸時代。その間に起こった様々な出来事や事柄、

歴代将軍による政策、地域社会や生活文化について今日的視点か

ら学びます。古文書の読み方の初歩的な講義もあります。

１３ 金曜日 講師

佐賀 朝
大阪公立大学 教授

島田 克彦
桃山学院大学 教授

他 講師

近現代史を楽しく学ぶ科は明治維新の政変、日本国憲法の制定、

帝国議会の成立から始まります。そして、対外的には日清・日露戦

争と国内的にはデモクラシーが展開されます。その後、昭和恐慌か

ら満州事変を経て15年戦争で終戦を迎えます。戦後は戦後改革、

戦後復興と高度成長、バブル崩壊を経て現代の世界の中における

日本の課題について学びます。

１４

１５

月曜日 講師１６

木曜日 講師

若井 敏明
関西大学 非常勤講師

木村 幸比古
霊山歴史館 学術アドバイザー

他 講師

古代から近現代までの歴史上の人物に焦点を当ててその時代背景

を探る全く新しい日本通史です。聖徳太子、天武天皇、空海、紫式

部、源義経、後醍醐天皇、信長・秀吉・家康、吉田松陰、渋沢栄一な

ど歴史にその名を刻む人物を取り上げます。政治、経済、宗教、思

想、文化・芸術、等広範囲に亘り人物と時代背景を学びます。

１７

大阪大学、同志社大学、
龍谷大学などの講師陣

人類の誕生から現代まで悠久の時の流れを、多彩な講師陣が、そ

の専門性を生かした講義をします。一つの国一つの地域の時間軸

を重視した「縦の歴史」でなく、同時代の世界を横軸に捉える「横の

歴史」新しい世界史グローバルヒストリーを学ぶ講座です。

<科名改称>

<科名改称>

<２科統合>

<科名改称>

水曜日

上川 龍之進
大阪大学 教授

浅利 美鈴
京都大学 准教授

近畿防衛局

他 講師

講師

激動する現代、今も未来も見通すことは困難です。外交・経済・地球

環境など、私たちの周りには様々な問題が提起されています。

これらのことを広く俯瞰し、考える一助にしましょう。

水曜日 講師

橋本 孝成
大阪大学 適塾記念センター
研究員

石原 武政
大阪公立大学 名誉教授

他 講師

大阪の文化、人物、経済、村落・都市の成り立ちなど幅広く大阪の

歴史を学ぶ講座です。大阪の意外な一面に触れて、新しい目で大

阪を見直してみませんか？

大阪市立図書館ホームページより

※「戦国武将の生き方に学ぶ科」「歴史に輝く先人に学ぶ科」の2科統合



18

水曜日
講師19

木曜日 講師

大澤 研一
大阪歴史博物館 館長

豆谷 浩之
大阪歴史博物館 研究主幹

他 講師 ガイド協会

大阪には、前を通ったことがあるのに気づかなかった、名前は知っ

ていても行ったことがない史跡が数多くあります。当講座では、講

師に机上で学び現地を探訪します。探訪は、約１万歩程度のウォー

キングです。貴方も大阪の歴史を勉強し、体感しませんか！

20 講師

陸奥 賢
コーダイ 講師

知っているようで知らない大阪、その大阪の魅力・面白さを見つけ

てみませんか。大阪の歴史は古く、大阪にル－ツのある「大阪発祥

の文化・芸術・食・企業」、「大阪が輩出した素晴らしい作家・俳人・

漫画家」等がたくさんあります。本当の大阪の魅力・面白さをまち

歩きしてディスカバ－しませんか。

21 火曜日 講師

※探訪費用は１回あたり約6,000円必要（バス利用時）

中井 均
滋賀県立大学 名誉教授

中西 裕樹
京都先端科学大学 特任准教授

新谷 和之
近畿大学 准教授

他 講師

お城ブームの中、一流の講師に城郭に関するイロハを学び、平城、

平山城、山城等を探訪します。中には高低差200m超えもあり、

脚力が必要ですが、山歩きが趣味の方にも喜ばれています。

日本100名城、続100名城のスタンプ収集のきっかけになると思

います。

22 金曜日 講師

カレン・ミユキ・エガワ
コーダイ 講師

豊富な指導経験を持つカレン先生からビギナーズの英会話を学び

ます。 オリジナルテキストを基に、中学・高校で学んだ英語を思い

出しながら、聞く、話すの繰り返し練習で英会話に親しみましょう。

まずは、ネイティブの発音に慣れることからスタート！

23 講師

※2023年度使用教材： 講師提供資料使用

<科名改称>

水曜日

＊探訪費用は1回あたり約6,000円必要（バス利用時）

市沢 哲
神戸大学大学院 教授

中井 均
滋賀県立大学 名誉教授

太田 浩司
淡海歴史文化研究所 所長

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。標高差（３00～４００m）のコースを歩くことがあ

り脚力が必要ですが、低山ハイキングが楽しめます。

<科名改称>

＊校外学習の際は別途諸費用がかかります。

西田 雅嗣
京都工芸繊維大学 教授

笠原 一人
京都工芸繊維大学 助教

他 講師

大阪や周辺の都市にはレトロな西洋建築物が多く残っています。

一流の講師から西洋建築の歴史、様式および特徴などを学び、

代表的な建築物を講師と探訪します。素晴らしい建築物や美しい

内装に歴史を感じるひと時が楽しめます。

金曜日 講師



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。

韓国語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。韓国語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（美術ソムリエ）

他 講師

心に豊かさと新鮮な歓びを味わいたい方には、見逃せない授業が

満載です。浮世絵や日本画・西洋画の持つ優雅さ、その作品の魅力

と歴史について、専門の先生から受ける講義は「至福の時間」とな

ります。美術館巡りも、旬の出会いを皆さんで選べるので面白いで

すよ。

26 木曜日 講師

ラッキー植松
漫画家
日本漫画家協会 会員

似顔絵の基礎からまんが的応用まで、どなたでも楽しく描けます。

絵が苦手でも大丈夫！ 似顔絵のコツをつかみ、思わずふき出す

アイデアでユニークな作品作り。「描いて楽しく・描かれてうれしく・

見て面白い」 そんな〝似顔絵まんが〟に取り組んでみませんか?

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
二科会 会友

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、水彩と絵を描くうえで理解しやすい画材を用い楽しく学

びます。模写、静物、風景、人物を描きデッサン、構図、色彩を学び

ます。もっと描きたい方は入門コースを修了し上のクラスへ。

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
CANON EOS学園講師

誰もが気楽に使えるようになったカメラですが、本当に伝えたいこと

を表現するためには言葉と同じようにボキャブラリーを増やし、文法

を学ぶ必要があります。カメラ芸術科では撮影に必要なカメラの基

本操作と、表現のための写真の使い方を学びます。

29 木曜日 講師

※E-mailでの写真送信ができる環境と学外撮影時の連絡手段として携帯電話
が必要となります。

<科名改称>

ブライアン・ローリンソン
コーダイ 講師

ネイティブの発音をしっかり、たくさん聞く、文をつくる、会話をし

てみる。英会話を初めて習う人、基礎を再確認したい人にピッタリ

です。日本語OKの経験豊かな講師が高齢者大学校専用のテキスト

をつくりました。さあ皆で楽しみましょう。

※2023年度使用教材：English Conversation for Beginners (高大オリジナル)

<科名改称>



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

大阪大学、大阪公立大学、奈
良先端科学技術大学院大学、
理化学研究所はじめ有名国
公私立大学のベテラン・新
進気鋭の講師陣

一緒に科学の扉を開いてみませんか！サイエンスには、なぜ？どう

して？を解き明かす喜び、知る楽しさがあります。ゲノム編集、ガン、

認知症、生活習慣病、遺伝子組み換え食品、気候変動、スパコンなど

高齢者にも理解できるよう分かりやすく解説頂きます。

31 火曜日 講師

京都大学、京都市立芸術大
学、京都情報大学院大学、
龍谷大学、立命館大学、大
阪大学、大阪公立大学のベ
テラン、新進気鋭の講師陣

コロナワクチンや新薬創成に応用されるゲノム技術や、ｉＰＳ細胞、

分子生物学、植物の生体防御からロボットまで新しい講師も迎えて

学びます。古代の人が空を見て「なぜ？」と思った原点から、解かれ

てきた宇宙と科学の世界ものぞいてみませんか。月の見え方が少し

かわるかも。

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 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

村田 正博
大阪公立大学 名誉教授

杉田 菜穂
大阪公立大学 教授

他 講師

詩歌(俳句や川柳も)、音楽、能や狂言、大阪の文化芸能、現地でも

学ぶ寺社・仏像など多岐にわたる分野を、確かな講師とともに楽し

く学びます。人が社会の中に存在する様々な要因により育んできた、

有形・無形の文化に親しむことは心豊かに生き抜くためのエッセン

スとなる事でしょう。

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、朗読劇等を味わい

ます。今年度からボイストレーニングも2コマ加わりました。

ミニ発表会、コーダイフェスタ、学習成果発表会で舞台発表会の機会

もあります。グループで発表作品を創り上げる過程で仲間との絆も

深まります。

35 月曜日 講師

未来社会



林 和清
現代歌人集会 理事長

小黒 世茂
現代歌人協会 会員
日本文藝家協会 会員

古事記の神々とそれを祀る神社は古代と現代を繋いでいます。神話

から歴史がはじまり天皇家を中心に国づくりが完成した頃大和歌が

盛んに詠まれ万葉集として残っています。私達の日常には古代から

繫がっているものも数多くあります。それを発見するためにも、ドラ

マチックに古代を学びませんか。

36 木曜日 講師

37 火曜日

菅井 啓之
元京都ノートルダム女子大学
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

植物がいのちをつなぐ工夫や仕組みを観察し植物の持つ不思議な

力を学びます。身近な植物とのふれあいから営み・美しさを五感で

感じ植物のおもしろさを発見しましょう。春日山原始林、京都御苑、

万博日本庭園の自然観察を通じて日本的自然観を学びます。

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。淀川の素晴らしい自然と、水害による

河川の改修の歴史を学び探訪することで多面的な価値を再発見し

てみませんか。探訪は１０～１２kmほど歩きます。（ハード・健脚向)

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 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

世界遺産の基礎知識、その価値を講座と校外学習（京都・奈良の世

界遺産をめぐる）で学ぶ楽しいクラスです。講師陣には「TV番組の

世界遺産を監修している方」「文化財に詳しい方」「世界を巡ってい

る方」などを迎え、知らなかった世界の広さ大きさを学びます。

さあ皆さんもご一緒に！

40

火曜日 講師41

<新規科目>

<２科統合>

小澤 聖子
ソプラノ歌手
日演連・関西二期会所属

「歌うことは健康の第一歩」

①さあ声をだしてみよう⇒吐くことを意識して声の老化予防や声

楽の初歩を学ぼう②表現する喜びを分かち合おう⇒自分に合った

曲できらめく瞬間・自己表現する喜びを感じよう③童謡・唱歌は日本

の心⇒童謡唱歌の美しい歌詞を感じながら文化を後世に伝えよう

金曜日

※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

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

他 講師

「音楽を楽しむ科」と「音楽鑑賞を深める科」の講師陣が一体となっ

て、ピアノや歌、楽器の合奏などで探訪する「音楽の森」。

響き豊かな音楽専用ホールでのジャンルを問わないミニコンサート

中心の講座です。

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

講師



長村 智司
（一社）フラワーソサイエティ―
会長

畑 明宏
NHKガーデニング講師･樹木医

髙橋 太一郎
農業サポートセンター 代表

他 講師

今人気の「家庭園芸」を始めませんか？自然に恵まれた住之江公

園で午前中は専門的な知識を易しく教えていただき、午後からは

仲間と一緒に野菜作り、花の栽培、剪定等楽しみましょう。多彩な

カリキュラムで皆さんをお待ちしています。初心者の方大歓迎！

42

金曜日 講師

大阪体育大学講師陣

他 講師

人生１００年時代と言われています。健康で長生きをすること、す

なわち健康寿命をどれだけ長く保つことができるのかが問われて

います。こころもからだもリラックスして気持ちよく生活を送るこ

とができることをこの講座でともに学びましょう。

43

月曜日
講師

※校外授業の体験費70,000円前後が、別途必要

堅本 盛行
コーダイ 講師

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

ラフティング・キャンプファイヤー・カヌー、どれをとっても一人で

は挑戦出来ませんが、仲間と一緒なら周りの視線もへっちゃらで

す。未体験ゾーンへ、小さな大冒険があなたを待っています。

甦る青春。

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

もっと、さまざまなアクティビティーを体験したい、そんな希望を

山歩き、本格ヨット乗船、カヤック、SUP、ラフティング、カッター

体験、OPヨット、キャンプ、パラグライダーなどの多彩なプログ

ラムで実現。仲間とともにフィールドワークを楽しみませんか。

山歩きは約28,000歩程度の歩行脚力が必要です。

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

世界でもトップクラスの平均寿命ですが、健康寿命との差はまだま

だあります。心と身体の仕組を知り、ストレッチやスロージョギング、

脳トレ等でバランスを整え、薬の話や色、音、アロマ、食事、ふれあ

い等、五感を豊かにする話。意外な狂言や太極柔力球を通じて楽

しく学ぶ科です。

46

金曜日 講師47

<科名改称>

※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

原田 彰子
食のマイクロツーリズム推進
協議会 代表理事

他 講師

大阪だけに限らず、地方（ローカル）の暮らし、産地、食、伝統、文学、

芸能、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。また受講生参画型で皆さま

のふるさと、わがまちのローカル文化ご披露も期待いたします。

水曜日
講師



※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

水曜日
講師

※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

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「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、食事の食べ方も「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

「法律ってなあに？」 に始まる当科では、様々な特殊詐欺の手口、

成年後見制度やリバースモーゲージ、遺言の書き方、お隣とのトラ

ブルなどなど、身近だけど難しい法律問題を易しく扱います。自分

（と大切な人）を守るために、仲間とともに楽しく学びませんか？

52 金曜日

講師

市原 靖久
関西大学法学部 教授

吉田 栄司
関西大学法学部 教授

大川 哲次
弁護士

他 講師

53 月曜日

「頭から脚まで」１０人以上の講師陣による講座です。

色彩や服装のコーディネートバランス、表情筋・ボイストレーニング

立位姿勢、スキンケア、リフトアップマッサージ、臭い、靴の選び方

和服の美しさなど。お洒落な生き方のヒントが学べます。

49

講師

マスク生活で加速する「こもり声」「唾液の誤嚥」、そして「声のかす

れ」「喉の乾燥」「息が続かない」などの加齢による喉の不調を感じ

る方にオススメ。シニアの声と２０年間付き合ってきた講師が自信

をもって声の老化を防ぐ発声法（姿勢矯正や顔のリフトアップ効果

あり）を教えます。目指せ！１０年前の声と身体！

★入学時と終了時に顔の撮影・身長測定。

<科名改称>

山口 明人
大阪大学 名誉教授

的場 輝佳
奈良女子大学 名誉教授

人生１００年時代が現実味を帯びてきました。それを応援するのが

この科目です。健康に一番大切な運動と脳・膝・腰・食生活・ストレ

ス・認知症等との関係。プライマリーウォーキング、エクササイズと

軽く運動する授業もあります。一緒に健康寿命を楽しみましょう。

月曜日 講師



54

実 践 科

“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

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。単語を並べるだけでも通じますが、今少し英語

らしい表現を身につけてみませんか？ 英会話は日常的に慣れるこ

とが大事です。そして継続は力なり。ネイティブ講師がお待ちしてい

ます。

月曜日

71

ジェフリー・ロバート・ベル
コーダイ 講師

日々の生活、海外旅行などに役立つ英会話を仲間と楽しく学びたい

方集まってください。カナダ出身、日本在住２５年を超える経験豊か

な講師が、日常生活の様々な場面をテキスト、経験談を通じ、時に

はユーモアを交えながら楽しく分かりやすく指導、また授業は平易

な英語で進められます。

火曜日

※2023年度使用教材：講師提供資料使用

※2023年度使用教材: SIDE by SIDE 3

72

橋爪 紳也
大阪公立大学 教授

全国通訳案内士

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

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・感覚を養うことを目指します。

講義では大阪の魅力について理解を深め、大阪の魅力を英語で外国

人旅行者に伝えるスキルを学びます。

木曜日

羽川 英樹
フリーアナウンサー

井上 学
龍谷大学文学部歴史学科
教授

他 講師

鉄道の歴史、役割、未来、関西の鉄道など多彩な講師の方々をお

迎えして知識を深めてまいります。

また、旅の情報、楽しみ方、ヒントなどを学び実践して、楽しい思い

出をつくりましょう。

金曜日

<新規科目>

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

※モデル代、モチーフ代、貸イーゼル代等別途必要

※油彩画の経験（初級レベル）があれば受講可能です

講師

講師

講師

講師

講師

原則としてコーダイの本科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 。



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

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けます。

金曜日

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。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。趣向を変えて巻物の模写、正月飾り、自分の扇の制作など

も考えています。

木曜日

77

藤田 美穂
コーダイ 講師

普段の生活にパソコンをプラス！パソコンは持っているけどもう

少し使えるようになりたい方、案内文やポスター、家計簿、アルバ

ム作成など日常生活で使える簡単な操作方法や役立つ裏ワザも

習得できますのでパソコン生活がもっと便利に楽しくなりますよ。

木曜日

※油彩画の経験（中級レベル）があれば受講可能です

78

久世 崇史
大阪電気通信大学 非常勤講師

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

※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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深井 美智代
コーダイ 講師

思い出写真を活用しませんか？カメラ・スマホ・パソコンを使って、

写真や動画の撮り方・ファイル整理・編集までムービーやZineな

ど制作を通して写真活用術を学びます。対象は、スマホ、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

※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

<科名改称>

講師

講師

講師

講師

講師

講師

※水彩画の経験（初級レベル）があれば受講可能です

パソコンやスマートフォンを使って、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！
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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

81

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」「ドローン体験」「ものが動くプログ

ラミング作成」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

<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

江本 あきこ
声楽家、ボイストレーナー
元劇団四季

火曜日

本科を終えた方は、ヨガマットを使い、「たんでん腹筋発声法」で声

にパワーを！丹田、背中、股関節など、それぞれを１つずつ声と繋

げていき、体を100％使うと今まで出たことのない本当の声が出

る、シニアでもこんなに声と身体が変わる！ということを実感して

ください。★本科終了の方対象★入学時と終了時に横向き全身の写真撮影。

★「胡坐をかく」「足を伸ばして座る」「仰向けで寝る」などの動作を行います。

講師

講師

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！

ローマ帝国と世界史講座

桑山 由文
京都女子大学文学部 教授

一都市国家にすぎなかったローマは、最盛期、ヨーロッパ及び地中海沿岸全域を

支配下におき、大きな影響を及ぼし、現代の我々の社会や文化にも様々な側面で

繫がっています。その歴史を建国から滅亡までを追い、世界史的意義を学びます。

・開催曜日：火曜日（6月から１2月まで全10回の予定）
・募集予定人数：6０名

・会場：大阪市教育会館 ・開講時間：1４：００～1６：００

・受講料：20,000円

90 火曜日

91 講師水曜日

講師

問い合せ先 認定NPO法人大阪府高齢者大学校・募集委員会（月～金 10時～16時）
〒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６階

募集専用電話：06-6360-4471 ホームページ https://osaka-koudai.or.jp

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

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：水曜日（4月から１０月まで全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：13：30～15：3０

・受講料：20,000円

LINE
ホームページ友達追加 メルマガ会員募集中

メルマガ



講座説明会のご案内

皆さまのご質問にお答えいたします。講座選びにお役立てください。
☆何れも予約は不要ですが、各会場の収容可能人数の都合により外で
お待ちいただく場合がございます。

【講座説明会】 お問い合せ専用電話 ０６-6３６０-４４７１（10:00～16:00)

〇講座説明会
☆午前の部 ： 開始：10:30～12:0０

（受付：10:00～10:30)

月 日 開催地 開 催 場 所

10月18日(火) 大阪市・
梅田

「大阪市立総合生涯学習センター第1研修室」
住所:大阪市北区梅田1-2-2-500 駅前第2ビル5階

11月 2日(水) 大阪市・
教育会館

「大阪市教育会館7階」(JR 環状線 森ノ宮駅 大阪メトロ中央・谷町線 谷町四丁目駅)
住所:大阪市中央区法円坂1-1-35 アネックスパル法円坂

開始：14:00～15:30 （受付：13:30～14:00)

月 日 開催地 開 催 場 所

10月25日(火） 枚方市
「ラポールひらかた4階 大研修室」（京阪 枚方市駅）
住所：枚方市新町2-1-35

10月27日(木）
大阪市・
阿倍野

「阿倍野市民学習センター3階 講堂」
（大阪メトロ御堂筋線 天王寺駅 谷町線 阿倍野駅 ＪＲ 天王寺駅
住所：大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10-1-300 あべのベルタ3階

10月31日(月) 堺市
「フェニーチェ堺〈堺市民芸術文化ホール3階文化交流室〉(南海高野線 堺東駅}
住所：堺市堺区翁橋町2丁1番1号

11月 4日(金） 豊中市
「豊中市千里文化センター（コラボ）」（北大阪急行 千里中央駅）
住所：豊中市新千里東町1丁目2番2号

11月 8日(火） 東大阪市
「東大阪市立市民多目的センター3階 大会議室」（近鉄/JR 河内永和駅）
住所：東大阪市高井田元町1丁目2-13

11月21日（月） 吹田市
「吹田さんくすホール」（JR 京都線 吹田駅）
住所：吹田市朝日町1-40１ さんくす1番館4階

11月22日(火)
大阪市・
教育会館

「大阪市教育会館7階」(JR 環状線 森ノ宮駅 大阪メトロ中央・谷町線 谷町四丁目駅)

住所:大阪市中央区法円坂1-1-35 アネックスパル法円坂

★「講座見学」について

講座説明会にご出席の方で、お申し込み順に後日授業の様子（授業風景）を直接教室でご覧いただけます！

授業見学日は11月初旬の予定で、先着順とさせていただきます。

詳しくは説明会にてご相談ください。見学人数は1クラス３名程度の予定で行います。

従って、今年度の事前予約制オープンキャンパスはありません。

※当日は講座やコーダイの行事（イベント）に関するご質問にもお答えいたします。

☆午後の部 ： 開始：14:０0～1５:30
（受付：13:30～14:00)



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！

 

 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 大阪市教育会館（アネックスパル法円坂）内 

2023 年度受講申込書 

◆受講申し込みは郵送またはご本人が持参ください、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、11 月 25 日 15 時で受付終了となります 

◆複数申し込みや不正記入は失格とし、その受講申し込みは無効になります 

※楷書でご記入願います  申込日 年 月 日 

フリガナ   性 別 ○で囲む 男 ・ 女 満年齢 歳 

氏 名 
  

生年月日 T・S・H    年   月   日 

 〒    

住 所 

固定電話              携帯電話    -     -     

Fax 番号              E-mail  

【受講希望科目 ※科目番号・曜日・科目名は（5 頁～6 頁）で確認の上、ご記入ください】 

科目番号 曜日 科目名 

   

【本校（認定 NPO 法人 大阪府高齢者大学校）受講についてご記入ください】 

受講歴（該当する番号に〇をつけてください） 高大受講回数（今回を含めての回数です） 

① 初めて受講 ② 2022 年度受講生 ③ 元受講生 
初めての方は「１」と記入してください 

（     ）回目 

現受講生 
必須 

受講中の科目名  2022 年度受講番号（名札参照） 

  22 -      

【特記事項がある場合ご記入ください】 

 

【アンケートにご協力ください】 
本校（大阪府高齢者大学校）をどのようにお知りになられましたか、該当番号に〇をつけてください（複数回答可） 

1 現受講生 2 知人 3 区民・府民カレッジ 4 本校ホームページ 

5 大阪メトロ広告 6 近畿労金 7 NHK 8 民放ラジオ 

9 新聞 10 府・市区政だより 11 市役所・図書館などの公共施設 

12 いちょう並木 13 企業 14 その他 

 

※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 

      

※個人情報は、本校学校運営の目的以外には使用いたしません 

送付先 

   -     

 



2023年度 短期講座受講申込書 

※短期講座受付は、2023年 1月 5日～1月 31日です 

※楷書でご記入願います  申込日 年 月 日 

フリガナ   性 別 ○で囲む 男 ・ 女 満年齢 歳 

氏 名 
  

生年月日 T・S・H 年 月 日 

 〒    

住 所 

固定電話              携帯電話    -     -     

Fax番号              E-mail  

 

【講座名】 

講座 

番号 曜日 講座名 教室 講座 

回数 主たる講師陣 

90 火曜 ローマ帝国と世界史講座 大阪市教育会館 10 桑山 由文（京都女子大学文学部教授） 

91 水曜 変化し続ける地球環境を学ぶ講座 大阪歴史博物館 10 堀 信行（東京都立大学名誉教授） 

      

【受講希望の講座番号・曜日・科目名をご記入ください】 

講座番号 曜 日 講 座 名 

   

【現受講生は、記入してください】 

曜日 受講中の科目名 2022 年度受講番号（名札参照） 

  22 -      

【アンケートにご協力ください】 

本校（大阪府高齢者大学校）をどのようにお知りになられましたか、該当番号に〇をつけてください（複数回答可） 

1 現受講生 2 知人 3 区民・府民カレッジ 4 本校ホームページ 

5 大阪メトロ広告 6 近畿労金 7 NHK 8 民放ラジオ 

9 新聞 10 府・市区政だより 11 市役所・図書館などの公共施設 

12 いちょう並木 13 企業 14 その他 

 

〒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 

認定 NPO法人 大阪府高齢者大学校 募集委員会宛 

 

※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 

      

※個人情報は、本校学校運営の目的以外には使用いたしません 

   -     

 

送付先 



市民公開講座・イベント・子ども事業の紹介

◇市民公開講座・イベント

当講座は、コーダイの知名度向上とともに、受講生だけでなく、一般市民の方にも聴講できる講座、各種イベント

を積極的に開催しています。

2022年度の講座では、NHK大河ドラマの時代考証を担当された小和田哲男氏、応仁の乱の著者呉蓙勇一氏、

歌人で宮中歌会始選者の永田和宏氏、その他大学教授などをお迎えして実施。また、大阪桐蔭高等学校吹奏楽

部のコンサートを開催、大阪公立大学との連携市民公開講座を新たに開講するなど、今後も魅力ある講座を提

供して参ります。

◇子ども事業

子どもの時期に科学実験・もの作りで感動体験・ふしぎ体験することで、好奇心にみちた科学好きな子どもを

育てることを目的とした教室です。（法円坂子どもプラザ、子どもプラザ高槻・堺、科学フェスなど）



大阪市教育会館・教育会館東館教室

〒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

・大阪メトロ中央線・長堀鶴見緑地線「森ノ宮」駅②出口西へ500ｍ

・大阪メトロ中央線・谷町線「谷町四丁目」駅⑩⑪出口東へ500ｍ

助産師会館教室
〒543-0032大阪市天王寺区細工谷１丁目１番５号

・ＪＲ環状線「鶴橋」駅中央出口、西出口

・近鉄「鶴橋」駅西出口

・大阪メトロ千日前線「鶴橋」駅④号出口から700m約10分

社会福祉会館教室

〒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
③④出口 谷町筋を南へ３00m
・谷町7丁目交差点を西へ50m

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

寺田町教室（南煙会館）

〒543-0044大阪市天王寺区国分町１６－４

・ＪＲ環状線「寺田町」駅 北口から北西へ５分

大阪市立長居ユースホステル教室

〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-1

・大阪メトロ御堂筋線 長居駅①番出口から10分

・JR阪和線 長居駅東出口から徒歩10分

YOSHUホール

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-4-11 モリビル２階

・大阪メトロ長堀鶴見緑地線「松屋町」駅①出口から３分

・大阪メトロ堺筋線「長堀橋」駅①出口から５分

アクセス

大阪歴史博物館（短期講座教室）
〒54０－０００８ 大阪市中央区大手前４丁目1‐32
・大阪メトロ谷町線・中央線「谷町四丁目」駅 ／谷町線②・中央線
⑨出口

大阪メトロ長居駅①出口を右方向へ➡公園入口へ
➡スタジアムへ続く道を真っ直ぐ進む→スタジア

ム左方向へ➡ヤンマースタジアムに沿いながら➡
ヨドコウ桜スタジアムとヤンマースタジアムの間を
抜ける➡ユースホステル入口

大阪メトロ
鶴橋駅

大阪メトロ・長居駅
⓵番出口




