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【1】洋画で英語力アップ

ヘミングウェイ作品の多くは映画化されており、「老人と海」を始め高い
評価を受けています。映画を鑑賞しながら、その簡潔で力強い表現を身に
つけましょう。

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、習得することで、確実に英語力のレベルが違っ
てきます。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。

初級レベルの洋書で学び直し

字の読み書きやあいさつ、簡単な会話ができる初級・基礎レベルの方が
対象です。日常表現を学習しながら、聞き取る力や短文・映画セリフの翻
訳を行う等、楽しく学習できる講座です。

ヘミングウェイを観る・読む・聞く

岡﨑 桂二 名誉教授

受講料 １0,800円 定員 15名

日程
（土曜日）
全6回

6月 18日

7月 2日・16日・30日

8月 20日

9月 3日

時間 １1：00～１2：30

語 学

語 学

【2】身につく英語力を伝授

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

中級レベルの洋書でスキルアップ

受講料 １8,000円 定員 15名

日程
（土曜日）
全10回

6月 11日・18日・25日

7月 2日・16日・23日・30日

8月 20日・27日

9月 3日

時間 １3：15～１4：45

受講料 １8,000円 定員 15名

日程
（土曜日）
全10回

6月 11日・18日・25日

7月 2日・16日・23日・30日

8月 20日・27日

9月 3日

時間 １5：00～１6：30

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。
リラックスした雰囲気の中で楽しい時間を一緒に過ごしましょう。

あなただけの慈悲あふれる仏さまを描いてみませんか

受講生募集

―読解力を鍛える―[初級レベル]

語 学

【3】身につく英語力を伝授
―読解力を鍛える―[中～上級レベル]

紅子 メイスン 名誉教授

「英語で民話を聞いて英語力を養う方法」を指導します。中級レベルの洋
書や民話などをたくさん読むクセをつけることで、どんどん上達していきます。
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。

語 学
【4】韓 先生と学ぼう！

韓 在熙 教授

初級韓国語
受講料 １8,000円 定員 15名

日程
（土曜日）
全10回

6月 18日・25日

7月 2日・16日・23日・30日

8月 20日・27日

9月 3日・１0日

時間 １3：15～１4：45

【5】金 先生の
実践・中級韓国語の応用

金 美順 講師

語 学

受講料 １8,000円 定員 15名

日程
（土曜日）
全10回

6月 11日・18日・25日

7月 2日・16日・23日・30日

8月 6日

9月 10日・17日

時間 １0：30～１2：00

韓国語を総合的にしっかり学びませんか
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【6】日本書紀を読む［13]

『日本書紀』の書き下し文での講読を進めます。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。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。

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 4,800円 定員 20名

日程
（土曜日）
全4回

6月 25日

7月 23日

8月 27日

9月 24日

時間 １0：00～１1：30

歴 史

歴 史

【7】史料で学ぶ
南河内地域の歴史[4]

中山 潔 講師

あなただけの慈悲あふれる仏さまを描いてみませんか

水墨画で楽しい日常を！

受講料 4,800円 定員 20名

日程
（土曜日）
全4回

7月 2日・16日

8月 6日

9月 10日

時間 １0：00～１1：30

受講料 7,500円 定員 10名

日程
（水曜日）
全3回

6月 22日・29日

7月 6日

時間 １3：15～１4：45

技 能
【8】初めての水墨画

今井 真理 教授

技 能
【9】ほとけさまを描く

久保田 聖美 講師

受講料 １7,500円 定員 13名

日程
（土曜日）
全7回

6月 18日

7月 2日・16日・30日

8月 20日

9月 3日・１7日

時間 １3：15～１4：45

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）
① 斉明紀 ②天智紀 ③天智紀 ④天武紀

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平安時代から鎌倉時代の歴史をできる
だけ原史料(活字史料)を読みながら学んでいきたいと思います。

①河内源氏と武士の時代の到来 ②南河内の残る荘園制度の残影 ③天野山金剛寺と八条女院 ④叡福寺と聖徳太子信仰

水墨画はとても奥深いものです。初めての水墨画という講座名のとおり、まずは、初歩的な四君子の中から季節に合わせて
描くことで墨と戯れていただき、水墨画の世界を体験してみませんか。基本的には黒と白というモノトーンの世界と顔彩を使
用します。筆を1～3本（細さ違い）お持ちください。

〇初心者の方：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）
〇経験者の方： 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。

オンライン講座 【10】～【14】は無料講座
※YouTubeの
配信はありません

【10】人生の最期まで自宅で過ごすための知恵 看護学部講師によるリレー講座

これから本格化する超高齢社会においては、高齢者のケアは社会の最重要課題となります。多くの高齢者の方々は、人生の最期まで
心身の機能を維持しつつ住み慣れた場所で安心して過ごすことを望んでいると思います。この講座は、そんな生活を可能にするため
の知恵を身につけるためのものです。

【11】食と健康

コロナ禍で「フレイル」という言葉を耳にすることが増えました。フレイルを予防して、心身ともに
健康で活動的な毎日を送るための食事のポイントについて考えます。

8月 2日（火）

13：15～14：15

食事で心も身体も健やかに

谷口 美佳 教授

①健康寿命と生活の質 ②訪問看護の上手な活用 ③人生会議（アドバンス・ケア・プランニング）の始め方

9月 6日（火）

７月2日（土）
10：30～11：30

７月9日（土）
10：30～11：30

７月23日（土）
10：30～11：30

※道具をお持ちでない方や、必要な画材が不足の方は購入していただきます。 （一式：5,200円）



た い し 塾
今年は、聖徳太子が薨去されて１４００年の御聖忌を迎え、また四天王寺学園の創立１００周年に当たります。太子が日本に仏教を導入され
て１４００年、太子信仰とその思想は、私たち日本の歴史や文化の中に連綿として受け継がれてきました。勿論、太子信仰やその思想が今日
まで受け継がれたのは、それが各時代に於いて人々の心の救済や時代的ニーズに応えて来たからに他なりません。今回は、そういった点に
着目しながら、歴史的また社会的に見られる太子信仰やその思想の特徴、その意義などについて多面的に考えてみたいと思います。

【A】聖徳太子信仰と四天王寺 <その１>
南谷 美保 教授―古代から中世の四天王寺をめぐって―

【B】「聖」としての聖徳太子
藤谷 厚生 教授―日本仏教における太子像―

【C】聖徳太子の思想と救済
西岡 秀爾 講師―グリーフケアの視点から―

【D】聖徳太子信仰と四天王寺 <その2>
南谷 美保 教授―人々の聖徳太子への想い―

【E】聖徳太子の思想と信仰
藤谷 厚生 教授

聖徳太子信仰の聖地とされる四天王寺の歴史と、四天王寺が政治や文化の中で、どのように位置付けられたのか振り返り、聖徳
太子の時代から中世に至る時代の四天王寺において、どのように聖徳太子信仰が発展したのかを考えてみましょう。

日本書紀の推古記には、聖徳太子が「聖」の皇子であるとする記事が見られます。本講では聖という概念とは何か、また日本仏
教の歴史に於いて、太子はどのようにとえられてきたのかを、様々な資料をもとに考えてみます。

太子の四箇院創設をはじめとする衆生救済は、わが国の社会福祉の源流といえます。「独断」を避け、「和（分かち合い）」を
重んじたその心は、今なお様々な「悲嘆（グリーフ）」を抱える人たちにとっても支えとなることでしょう。

飛鳥時代からの長い歴史の中で、何度も伽藍を失いながらも、復興を遂げてきた四天王寺。江戸時代から現代までの歴史の中
に示される四天王寺と聖徳太子に人々が寄せた想いをたどってみましょう。

―現代社会におけるその意義―

聖徳太子が著された三経義疏や十七條憲法をもとに、太子が説かれた大乗仏教の思想や信仰の特徴を考えるとともに、1400年
を超えた現代社会に生きる私たちが何を学ぶべきか、その意義についても考えてみます。

聖徳太子と私たち―1400年の時空を超えて―

6/4(土)
13:15～14:45

【14】世界遺産の未来

【15】「旅行業務取扱管理者」取得サポート講座 【有料】

【13】村上春樹をめぐる冒険

近年、「遺産(ヘリテージ)」とされるものは増加し続けており、「世界遺産」はその最たるものである。なぜ現代人は遺産を必要とする
のか、遺産を保存し続けた先に何があるのか、様々な事例をもとに考察していきたいと思います。

旅行業界にお勤めの方や、これから同業界に就職を考えている方には取得しておきたい国家資格です。国内・総合W受験コース（全
35回）、国内受験コース（全20回）があり、すべてWEB上での講義です。詳細はお電話にてご確認ください。

A 国内・総合W受験コース：40,000円 B 国内受験コース：25,000円

※事前収録しオンデマンド方式で配信

※視聴期間内は繰り返し学習可

6/25(土)

7/16(土)

9/3(土)

9/24(土)

13:15～14:45

13:15～14:45

13:15～14:45

13:15～14:45

ひじり

森嶋 俊行 講師

※東京リーガルマインドの教材を使用

坂田 達紀 教授

【12】ストレスとうまくつきあおう

社会生活をするうえで、心理的ストレスは誰にでも生じます。そんなストレスについて理解し、無くそうとするのではなく、うまく
つきあっていくにはどのような方法があるのかを一緒に学んでいきましょう。

6月 14日・21日・28日（火）

11：00～12：00
心理的ストレスの特徴について理解し、上手に対応する方法を学びます

川下 維信 准教授

村上春樹の作品は、長編でも短編でもとても面白い。とても面白いのだが、難しいと言って敬遠する人もいる。本講座では、村上作
品をどのように読めばよいのかを示して、その面白さにアプローチすることを試みたいと思います。

短編「青が消える（Losiｎg Blue）」を読む

7月2日（土）

13：45～14：45

増え続ける「遺産」から世界をどう読み解くか？

９月9日（金）

13：15～14：15



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4年度 前期

お電話でお申し込み
電話番号 072-956-3345
〔申込受付時間〕 9：30～17：00（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 付 完 了

ご自宅へ関係書類をお送りします。

Zoomでのオンライン受講に必要なIDやパスコードは、受講日の前日ま
でに、お申込み時に入力いただいたメールアドレスへお送りします。

受 講

受講初回は地域連携推進センター（旧エクステンションセンター）
へお越しください。受講される教室をご案内します。

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。

注意事項
◆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。
◆受講申込人数が少ない場合は、不開講となることもあります。

〒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6月～9月

但し、【15】「旅行業務取扱管理者」取得サポート講座は有料のため、上記指定口座にお振込みください。


