
四天王寺大学オープンカレッジ 令和3年度 後期

【1】身につく英語力を伝授 〔中級レベル〕

本講座は中級レベルの内容になります。英語習得の近道となるのは、理
解できる英語の民話などをたくさん聞き読むことです。この方法を実践す
ることで、今までにない速さで確実に英語力が身に付き、成績もどんどん
上がります。ElementaryレベルからIntermediateレベルに上げることを
目標にしましょう。

本講座は上級レベルの内容になります。英語習得の近道となるのは、理
解できる英語の民話などをたくさん聞き読むことです。日常会話が不自
由なく理解できる方は、更に英語力を身につけてください。Intermediate
レベルからAdvancedレベルに上げることを目標にしましょう。

「Story Listening」の受講経験者向け

主に会話を中心とした授業になります。テキストだけでなく、幅広いジャン
ルのテーマを取り上げ、更なる語彙力アップ、会話力アップをめざします。
以前にハングルを習った経験（対話できるレベル）のある方も一緒に集い、
リラックスした雰囲気の中で楽しい時間を過ごしてみませんか。

受講生募集

「Story Listening」の受講「未」経験者向け

紅子 メイスン 名誉教授

受講料 １1,000円 定員 15名

日程
（土曜日）
全6回

1月 22日・29日

2月 5日・12日・19日・26日

時間 １５：００～１６：３０

語 学

語 学
【2】身につく英語力を伝授 〔上級レベル〕

紅子 メイスン 名誉教授

生活会話や映画のセリフで楽しく学ぼう！初級韓国語
本講座は、文字の読み書きやあいさつ、簡単な自己紹介などが出来る
方が対象です。また、コロナの影響により韓国語学習をお休みされた方
の復習としてもお勧めします。日常会話表現の学習や映画のセリフで楽
しく学習する等、実際に使える初級レベルの内容で行います。

韓 在熙 教授【3】韓 在熙先生と学ぼう！初級韓国語

韓国語を総合的にしっかり学びませんか

受講料 １1,000円 定員 15名

日程
（土曜日）
全6回

1月 22日・29日

2月 5日・12日・19日・26日

時間 １3：15～１4：45

受講料 １0,800円 定員 15名

日程
（土曜日）
全6回

1月 22日・29日

2月 5日・12日・19日・26日

時間 １3：15～１4：45

受講料 １0,800円 定員 15名

日程
（土曜日）
全6回

1月 22日・29日

2月 5日・12日・19日・26日

時間 １0：30～１2：00

キ ム ミスン

ハ ン ゼ ヒ

◆初心者の方は、下絵の手本をなぞる写仏から始めて作品を仕上げ
ます。未経験で不安をお持ちの方も、仏画の魅了と、描ける面白さに
出会っていただけるよう丁寧に指導します。（観音・地蔵菩薩、簡単な
梵字の作品など）
◆経験者の方は、 それぞれのペースに合わせて進めていきます。講師
のアドバイスを受けながら、色々な技法・絵具を使い、自身が思い描く
完成像の仏画をめざしましょう。

受講料 15,0００円 定員 10名

日程
（土曜日）
全6回

1月 8日・29日

2月 5日・19日・26日

3月 5日

時間 １3：15～１4:45

あなただけの慈悲あふれる仏さまを描いてみませんか

語 学

【4】金 美順先生の実践・中級韓国語の応用 金 美順 講師語 学

【5】ほとけさまを描く
久保田 聖美 講師技 能

【7】日本書紀を読む〔１２〕

『日本書紀』の書き下し文での講読を行います。なかなか読む機会
のない書物ですが、古代史を学ぶ上では一度通して読んでおきたい
書物です。古代史にできるだけ絡めて読んでいきます。内容的には、白
村江の戦い、天智天皇の大津宮、壬申の乱へとダイナミックな歴史の
展開する時代です。
① 孝徳紀 ② 斉明紀 ③ 天智紀

南河内地域を含め史・資料や地図などを通じて地域の歴史を基礎か
ら学ぶ講座です。今期は特に、南河内に関連する３つの古代寺院の『流
記資財帳』を通じて古代から中世への変革を中心に歴史を掘り下げて
考えてみたいと思います。地域の歴史に興味・関心をお持ちの方におす
すめです。
① 『西琳寺文永注記』の世界から
② 『観心寺流記資財帳』の世界から
③ 『龍泉寺流記資財帳』の世界から

南河内地域の古代を文献史料から探る

古代史史料の講読

中山 潔 講師

受講料 3,8００円 定員 20名

日程
（土曜日）
全3回

1月 8日

2月 19日

3月 12日

時間 １0：００～１1：３０

受講料 3,8００円 定員 ２０名

日程
（土曜日）
全3回

1月 29日

2月 12日

2月 26日

時間 １0：00～１1:30

天神信仰における道明寺天満宮の位置付け
①土師氏と道明寺天満宮の発祥
②人を神として祀る～菅原道真公の生涯～
③ 天満宮創建のその後～大坂夏の陣や道明寺駅開業など～
④ 道明寺天満宮の宝物と梅園見学（実地見学）
≪大雨・大雪の場合は2/21に延期≫
≪集合場所等の詳細は講座内にて説明≫

受講料 ４,8００円 定員 20名

日程
（月曜日）
全4回

1月 24日・31日

2月 7日・14日

時間 １0：55～１2:25

歴 史
【6】創成期の日本資本主義 — 渋沢栄一の生きた時代 —

受講料 3,６００円 定員 20名

日程
（土曜日）
全3回

2月 5日・12日・19日

時間 １3：15～１4:45

戸田 文明 教授

※文庫本日本書紀（四）（五）から紐解きます。（旧版『日本古典文学大系 日本書紀 上・下』でも同じ）

【8】史料で学ぶ南河内地域の歴史 ③
中山 潔 講師

歴 史

歴 史

【9】宮司が繙く道明寺天満宮の歴史
南坊城 光興 講師歴 史

ひもと

【10】歴史の道を歩く －畿内の古道や町並み・史跡を訪ねて－
中山 潔 講師歴 史

① 多の里から百済寺、蘇我の里へ 【（集合）近鉄橿原線 新ノ口駅 （解散）近鉄大阪線 真菅駅 】
② 薪の里一休寺から大住隼人の里 【（集合）JR学研都市線 京田辺駅 （解散） 同線 大住駅 】
③ 近江大津宮・崇福寺跡を訪ねて 【（集合）JR湖西線 唐崎駅 （解散） 同線 大津京駅 】

京阪神周辺の古道を歩きながら、歴史探索で教養を身に付けよう！
受講料 7,1００円 定員 20名

日程
（火曜日）
全3回

① 1月 18日

② 2月 8日

③ 3月 1日

時間 10：00 【現地集合】

現地集合「午前10時 厳守」、現地解散「午後3時 予定」
※歩行距離8～10Km程度で、歩く箇所によっては若干の高低差あり
※小雨決行、昼食・水筒・雨具など持参、および履き慣れた靴
※雨天予備日：①1月25日（火） ②2月22日（火） ③3月15日（火）
※マスクを必ず着用の上、隣同士が密にならない程度間隔を保って歩行ください
※昼食時などにおいては、極力黙食にご協力ください

古道や古い町並みを歩きながら、時には寄り道した場所での
新しい発見もあり、健康と教養を深めるにはピッタリの講座です。

日本近代経済の父といわれる渋沢栄一の生きた時代（幕末から明治）
の、経済状況の変化を検証し、渋沢が活躍し得た経済条件について考え
てみたいと思います。
① 天保期の経済的発展 資本主義の胎動
② 開国の影響 世界資本主義への従属
③ 維新変革と経済近代化 日本資本主義の成立



た い し 塾

受講料 3,６００円 定員 30名

日程
（月曜日）
全3回

2月 21日・28日

3月 7日

時間 １1：00～１2:30

矢羽野 隆男 教授

令和の時代の「和の精神（こころ）」

【A】他者と共に生きる知恵を学ぶ
―サハラ砂漠以南のアフリカの実践から―

20世紀半ばに独立を果たしたサハラ砂漠以南のアフリカの国々には、貧困・飢餓・紛争・虐殺などの問題が起きました。
そうした経験により培われた生活の知恵をとおして、和の精神について考えます。

田原 範子 教授

【B】和の精神（こころ）と企業家群像
―江戸時代から現代の経営者まで― 天野 了一 教授

強欲経営者が現代日本をお騒がせする一方、優れた企業家精神で名声を遺した経営者がどの時代にもいます。
「和の精神の実践」をキーワードに、現代人が知っておきたい歴史的企業家達の哲学と活動について紹介します。

【C】これからの宗教の役割
―和の中の多様性、多様性の中の和― 岡﨑 桂二 名誉教授

宗教は得てして紛争の種となるが、社会生活の基盤でもある。そして日本の将来はあらゆる面での多様性の受容にか
かっています。多様な背景を持った移民をどのように受け入れるのかを宗教面から考えたいと思います。

【11】河内における懐徳堂と泊園書院の活動
— 天皇陵、釈奠（孔子祭典）、 漢詩 —オンライン

大阪を代表する漢学の学校である懐徳堂と泊園書院。両校の共通点に河
内での活動があります。懐徳堂の並河寒泉は河内の天皇陵の治定に貢献し
ました。泊園書院の藤澤南岳は所蔵していた孔子像を道明寺天満宮に寄託
して以後、今も釈奠（せきてん＝孔子の祭典）が受け継がれています。また泊
園門下で藤井寺の豪農・実業家の岡田松窓は、多くの漢詩を残した漢詩人
でもありました。幕末から明治大正の河内文化の一端を覗いてみましょう。

懐徳堂・泊園書院の河内での活動

岡﨑 桂二 名誉教授
【13】一歩進んだイスラム理解

オンライン

受講料 3,６００円 定員 30名

日程
（水曜日）
全3回

1月 19日

2月 2日・16日

時間 １3：15～１4:45

インドネシアからモロッコに広がるイスラム圏に１５億人以上が暮らしていま
す。その人々をつなぐのがコーランの言葉、アラビア語です。ソファー、コットン、
シャーベットと、知らないうちに私達が使っている言葉もそうです。ムスリムは何
を信じ、何を食べ、楽しみは何なんだろう。ありのままの姿を各面から探ってい
き、一歩深く踏み込んだイスラム世界の今を知りましょう。

ムスリム（イスラム教徒）の信仰・生活・文化

令和となりましたが、社会のあり方も急激に変化し、先が見通しにくい時代です。
しかし、だからこそ聖徳太子の「和の精神」を普遍的な価値としてとらえ直し、
様々な課題について、皆さんと考えを深めて参ります。

オンライン講座

【12】摂河泉の歴史〔2〕
オンライン

受講料 3,６００円 定員 30名

日程
（月曜日）
全3回

1月 24日

2月 21日

3月 7日

時間 １5：00～１6:30

中山 潔 講師

大阪平野(摂河泉地域)の古代史を史（資）料や地図などを通じて学ぶ講座
です。今年度は古代を中心に、地域の素材から歴史を掘り下げて考えてみた
いと思います。大阪平野や摂河泉、畿内地域の歴史に興味・関心をお持ちの
方におすすめです。
① 平安京の成立と難波津の変容
② 地域に現れる振興寺院 摂津国総持寺
③ 地域に現れる山岳霊場 葛城修験の世界

大阪平野(摂河泉地域)の古代史を文献史料から探る

※申込者限定公開
※リアルタイム配信のみ

15:00～16:30

15:00～16:30

15:00～16:30

銀行名 支店名 口座種別 口座番号 口座名義

三井住友銀行 大阪第一支店 当座 1025034 学校法人
四天王寺学園りそな銀行 羽曳野支店 普通預金 4059676

指定口座への受講料振込み
・ 受講される方のお名前でお振込みをお願いします。 手数料は各自ご負担ください。

たいし塾

072-956-3345
open@shitennoji.ac.jp

www.shitennoji.ac.jp/ibu/exten

9：00～17：30 （日曜・祝日除く）

令和3年度 後期

お電話でお申し込み

電話番号 072-956-3345
〔受付時間〕 9：00～17：30（日曜・祝日を除く）

受講料のお振込み

受 付 完 了

受 講

WEBサイトにアクセス 希望する講座名をチェック
必要事項を入力

送信ボタン

WEBでお申し込み

受講料のお振込み

受 付 完 了

ご自宅へ関係書類をお送りします。

・お申込み時に入力いただいたメールアドレスへ入金確認および
受講決定通知をお送りします。
・受講日の前日までに、オンライン受講に必要なIDやパスコード、
視聴URL等をお送りします。

受 講

受講初回はエクステンションセンターへお越しください。
受講される教室を案内します。

銀行名 支店名 口座種別 口座番号 口座名義

三井住友銀行 大阪第一支店 当座 1025034 学校法人
四天王寺学園りそな銀行 羽曳野支店 普通預金 4059676

指定口座への受講料振込み
・ 受講される方のお名前でお振込みをお願いします。 手数料は各自ご負担ください。

ご自身のパソコンやタブレット、スマートフォンにてご視聴ください。

◆開講初日の前日までのキャンセルには、1講座あたり1,000円のキャンセル料が発生し、振込による返金は、振込手数料を差し引いての返金額となります。
◆本学図書館、および堺方面発着のスクールバスは利用できません。

〒583-8501 羽曳野市学園前3丁目2-1 近鉄南大阪線「藤井寺」駅または「古市」駅より『四天王寺大学』行バス
駐車場・駐輪場の利用可能（自動車700台・二輪車600台収容可能）

http://ex.shitennoji.ac.jp/

令和4年1月～3月


