
四天王寺大学オープンカレッジ 令和４年度 後期

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。

「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。

中級レベルの洋書でスキルアップ

文字の読み書きや挨拶、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、韓国の歌を訳して学ぶなど、楽しみながら実際に使え
る初級レベルの講座です。

初級レベルの洋書で学び直し

受講料 １8,000円 定員 15名

日程
（土曜日）
全10回

11月 19日

12月 3日・10日・17日・24日

1月 21日・28日

2月 4日・25日

3月 4日（土）

時間 １3：15～１4：45

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

知識ゼロからスタートしましょう！入門韓国語！

受講料 １8,000円 定員 15名

日程
（土曜日）
全10回

11月 19日

12月 3日・10日・17日・24日

1月 21日・28日

2月 4日・25日

3月 4日

時間 １5：00～１6：30

受講料 １8,000円 定員 15名

日程
（土曜日）
全10回

11月 19日

12月 3日・10日・24日

1月 21日・28日

2月 4日・25日

3月 4日・11日

時間 １3：15～１4：45

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―[中～上級レベル]

語 学

韓国語（ハングル）をはじめて学習する方を対象としています。文字の読み書き
や入門レベルの基礎的な文法を学び、自己紹介などの基礎的表現を学習しま
す。韓国ドラマやK-POPに興味をお持ちの方も、韓国語の勉強をはじめてみま
せんか。

語 学
【4】韓 先生と学ぼう！

韓 在熙 教授

初級韓国語

【5】金 先生の
実践・中級韓国語の応用

金 美順 講師

語 学

韓国語を総合的にしっかり学びませんか

ハ
ン

キ
ム

ハン ゼヒ

キム ミスン

【1】身につく英語力を伝授
―読解力を鍛える―[初級レベル]

紅子 メイスン 名誉教授

【3】韓 先生と学ぼう！ハ
ン 入門韓国語

韓 在熙 教授
ハン ゼヒ

受講料 １8,000円 定員 15名

日程
（土曜日）
全10回

11月 19日

12月 3日・10日・24日

1月 21日・28日

2月 4日・25日

3月 4日・11日

時間 １0：55～１2：25

受講料 １8,000円 定員 15名

日程
（土曜日）
全10回

11月 19日

12月 3日・10日・17日・24日

1月 21日・28日

2月 4日・25日

3月 4日

時間 １0：30～１2：00

【1】～【9】

対面講座



【6】日本書紀を読む［14］

『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、
壬申の乱、天武天皇の浄御原宮での政治、持統天皇の登場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

11月 19日

12月 17日

1月 21日

3月 11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[5]

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

12月 3日

1月 7日

2月 4日

3月 4日

時間 １0：00～１1：30

受講料 7,500円 定員 10名

日程
（月曜日）
全3回

11月 14日・21日

12月 5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 20,000円

日程
（土曜日）
全8回

11月 19日

12月 10日・24日

1月 7日・21日

2月 4日・25日

3月 4日

時間 １3：15～１4：45

文庫本『日本書紀(五)』から紐解きます。（旧版『日本古典文学大系 日本書紀 上・下』・現代語訳のついた小学館版でも同じ）
① 天武即位前紀（壬申の乱） ②③ 天武紀 ④持統紀

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鎌倉時代から室町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西大寺叡尊と河内国②悪党楠木正成の登場③南北朝の動乱と畠山氏④丹南郡松原荘のようす

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（細・中・大）をご準備ください。安価（100円ショップ等で購入）な筆で十分です.

【10】～【15】

オンライン講座 【無料】
※YouTubeの
配信はありません

当講座は前期からの継続者を優先いたしますので、定員に空きがある場合のみ
新規受講生の募集をいたします。
※前期からの継続の方は、11月8日(火)までにお申し込みください。
期限を過ぎますと受付をお断りする場合があります。
※定員に空きがある場合、11月9日(水)より新規募集を行います。

【11】村上春樹をめぐる冒険＜その二＞ 坂田 達紀 教授

【10】親子間の葛藤の意味

青年の「反抗期」はあるもので、それがないと問題が起こる可能性が高いと信じられていますが、実際はそう簡単ではありません。
「反抗期」とは何なのか、親子間の葛藤の有無が何を生むのかについて見ていきましょう。

11月24日（木）

13：15～14：15「反抗期」とは何か

丹羽 智美 准教授

真夜中、鏡に映る〈僕以外の僕〉とは何者/何物なのか？ なぜ僕を心の底から憎んでいるのか？──本作品を通して、村上春樹の
描く現実と非現実、そして、人間が自身の内部に抱える〈ある種の暗闇〉に迫りたいと思います。

短編「鏡」を読む

12月3日（土）

13：15～14：15



【A】聖徳太子の御霊をお慰めする聖霊会とは
―四天王寺の聖霊会とその歴史―

【B】聖徳太子ゆかりの寺院とその芸術
―飛鳥仏教の美を探る―

【C】「聖徳太子絵伝」とその絵解き
―聖徳太子の何を伝えたかったのか―

藤谷 厚生 教授

四天王寺をはじめ聖徳太子ゆかりの寺院で執り行われる聖霊会（しょうりょうえ）は、聖徳太子のお命日にその御霊をお慰
めする法会です。現在の四天王寺では、毎年4月22日に大規模な古式ゆかしい舞楽大法会として執り行われています。その
舞楽大法会の構成、歴史、見どころなどを解説します。

太子がお住まいになられた奈良斑鳩の里には、法隆寺や中宮寺といった太子ゆかりの寺院が現存しています。そういった太
子ゆかりの寺々に残る仏像や工芸品を取りあげて、飛鳥仏教の美とは何か一緒に考えてみましょう。

聖徳太子の生涯を絵で描き、障壁画や掛け軸、巻物などで表現した「聖徳太子絵伝」についての概説をふまえて、四天
王寺大学において学芸員課程を履修している学生による「聖徳太子絵伝」に関する展示（学生による解説付き）を御
覧いただき、その後、四天王寺聖霊院絵堂の壁画「聖徳太子絵伝」のレプリカで、四天王寺よりお越しいただく僧侶に
よる絵解きを拝聴します。（ただし、絵解きは、完全版だと90分ほどかかりますので、30分程度に短縮したものをお聞きい
ただきます。）

聖徳太子ゆかりの寺院と芸能

【14】「依存症」を理解する

【13】子どもの言葉はどう育つ？

近年、アルコール依存だけでなく、薬物依存、買い物依存、ギャンブル依存など、さまざまな
依存症が注目されています。本講では、人が依存に至ってしまう仕組みについて解説し、その対策や支援方法について考えます。

11/26(土)

12/10(土)

2/4(土)

13:30～15:00

13:30～15:00

13:30～15:00

川下 維信 准教授

上野 淳子 准教授

【12】食と健康

健康寿命を延ばすためには毎日の食事が大切です。シニア世代の食事の傾向を知り、市販品等も利用したお手軽料理やちょっと
した「食べ方」のコツで栄養バランスを整える方法を考えます。

1月24日・2月21日（火）

13：15～14：15
健康寿命を延ばす「食べ方」のコツ

谷口 美佳 教授

子どもはどうやって言葉を理解し、話せるようになるのでしょうか。外国語学習はいつから
始めれば良いのでしょうか。子どもの言葉をめぐる心理学の研究結果をもとに、発達に良い環境とは何かを考えます。

2月7日（火）

11：00～12：00

2月7日・14日・21日（火）

14：00～15：00

【15】産業遺産の未来 森嶋 俊行 講師

歴史的な工場や鉱山を示す概念「産業遺産」が広まりだしてから約半世紀になります。この普及は、どのような世界の変化や、その
中での日本の立ち位置の変化を示すものなのでしょうか。最近の出来事や研究動向から読み解きたいと思います。

2月10日（金）

13：15～14：15

南谷 美保 教授

た い し 塾た い し 塾

四天王寺よりの絵解きご担当の僧侶の方
本学学芸員養成課程修了予定学生

南谷 美保 教授

日本に仏教を導入された聖徳太子への信仰とその思想は、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。夏の
「たいし塾」の講座では、聖徳太子信仰や聖徳太子の思想が今日まで受け継がれた歴史的背景について学んできました。今
回は、そうした太子信仰が具体的に示される場であるゆかりの寺院の仏教芸術や、仏教芸能について学びたいと思います。昨
年度から継続されてきたさまざまな聖徳太子１４００年御聖忌行事も、めでたくフィナーレの時期を迎えようとしています。そうした
時期にふさわしく、この講座でも祝祭的な要素を中心に取り上げます。

無料 対面講座

産業遺産から読み解く日本と世界の現在と未来



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 後期

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。（当日キャンセルによる返金不可）

◆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、不開講となることがあります。

〒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11月～令和5年3月


