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大阪樟蔭女子大学　小阪キャンパス

公 開 授 業 一 覧平成23年度
秋期講座

安田 純生 講師講師

一般社会人対象
60名 （30名未満は不開講）定員

第23回国文学科公開授業1
明治の末から大正を経て昭和の初めまでの時期、大阪に、どうい
う歌人がいて、どういう短歌を作っていたのか、特に、大阪の町を
どのように歌ったかについて話す予定です。また、同じ頃に大阪
に来て大阪を詠んだ歌人の作品にも触れたいと思います。

全5回
講座

11月5日（土）～
主催：国文学科

受講料 1 人 5,000 円
10:40～12:10

川田 順・木下利玄

花田比露思

植松寿樹・菊池庫郎

中村憲吉

若山牧水　ほか

スケジュール

11/5

11/12

11/19

1
2
3

11/26

12/3
4
5

長谷川 伸三 講師講師

一般社会人対象
60名 （30名未満は不開講）定員

近世大坂の古文書を読む2
この講座では、大阪樟蔭女子大学が所蔵する近世古文書を通し
て、近世大坂の歴史と社会に触れていただくとともに、近世古文
書の読解力を身につけていただきます。大坂三郷南組岩田町・
綿屋七右衛門家文書から 10 点ほどを選んで、対象にします。
（2005･06･10 年度にもテキストにしましたが、よりいっそう
深く読解します。）初級者にも配慮します。

全5回
講座

10月12日（水）～
主催：国文学科

受講料 1 人 5,000 円
13:00～14:30

岩田町と綿屋

家屋敷と売買

奉公人と弟子入り

商家の女性

商業活動と経営

スケジュール

10/12

10/26

11/9

1
2
3

11/16

11/30
4
5

①有田 節子 教授
②③大﨑 紀子 講師
④⑤小林 明美 教授

講師

一般社会人
（日本語教育に関心がある人）

対象

50名 （15名未満は不開講）定員

多言語文化社会と日本語3

世界で約 365万人の学習者がいる日本語（国際交流基金調べ、2009年）
いったいどんな人が、どんなふうに日本語を学んでいるのか。学習者の多
様な母語や文化圏を通して、世界の日本語教育の現在を概説する。

全5回
講座

11月5日（土）～
主催：国際英語学科

受講料 1 人 5,000 円
13:00～14:30

世界に広がる日本語 -中南米篇

世界に広がる日本語 -アジア篇

世界の日本語教育 -東南アジア事情

世界の日本語教育 -東欧・中欧事情

世界に広がる日本語 -中央アジア篇

スケジュール

11/5

11/12

11/19

1
2
3
11/26

12/3
4
5

武田 雅子 教授講師

一般社会人対象
20名 （10名未満は不開講）定員

英詩で学ぶ英米文化4
ＤＶＤ,ＣＤなどの映像や音声を手がかりにして、シェリー、ポーなどの英詩の作品世界から英米文化を考
えます。英詩を読むことで新しい英語世界への窓を開くことになるでしょう。今回は、ミュージカルの歌の
中の「詩」を楽しみ、『源氏物語』を英語で読むという新機軸も入れましたのでお楽しみに。英語は中学レベル
で大丈夫です。また、かなりできる方も、原詩は深いのでくみ取れることはいくらでもあります。当てられて
読まされたりしませんので、気軽においでください。
なお、「詩で巡る英国の旅」は春期の続きですが、各回完結していますので、今期新参加でも全く差し支えあ
りません。

全8回
講座

10月14日（金）～
主催：国際英語学科

受講料 1 人 8,000 円
10:40～12:10

詩で巡る英国の旅Ⅴ イングランド中部（２）：Milton, C.Rossetti

音楽美の詩人：Edgar Allan Poe

詩で巡る英国の旅Ⅵ イングランド南部（１）：Eliot, Chaucer

ミュージカルMy Fair Lady

詩で巡る英国の旅Ⅶ イングランド南部（２）：Hardy, Shelley

英語で『源氏物語』

詩で巡る英国の旅Ⅷ ロンドンおよびその近郊：Blake

クリスマスの歌

スケジュール

10/141
10/212
11/43
11/114
11/185
12/26
12/97
12/168

角田 憲一 教授講師

美容師免許取得者（女性のみ）対象
30名 （20名未満は不開講）定員

美容師・学び直し講座7
この講座は、ヘアデザインのベースとなる基本カットを早期習得できる内容です。カット手順とカット工程を
分かりやすく説明するのでヘアデザインを創る３つの技法「ワンレングス」「グラデーション」「レイヤー」が理解
できます。基本をマスターすることでどうしても切れなかったラインやデザインが出せるようになるので、お
客様に接して喜んでいただける美容師としてのやりがいを感じられるようになっていただきたいと思います。

全6回
講座

10月4日（火）～
主催：被服学科

受講料1人 15,000 円
13:00 ～ 14:30

ワンレングスカット

レイヤーカット

グラデーションカット

スケジュール

10/4

10/11

10/18

1
2
3

一般社会人、他大学の学生対象
50名 定員

女性の感性とインテリア8
この講座では、豊富な実績を持つインテリア・建築関連のプロフェッショナルが、それぞれの仕事内容やデ
ザインに対する基本的な考え方を語ります。快適で居心地の良い空間を造るためには、そこで過ごす人々の
要求する条件をはじめ、様々な要因に対処しなければなりませんが、それを解決し、実施する体験などを通
じて、計画を進めていく上での苦労、やりがい、そしてデザインの魅力を解説します。

全6回
講座

10月1日（土）～
主催：インテリアデザイン学科

受講料1人 5,000 円
13:00 ～ 16:10

スケジュール

10/1

10/22

11/5

11/12

12/3

1
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3

4
5

12/176

ドナルド・カドゥアー 准教授講師

一般（高校生以上）対象

15名 （6名未満は不開講）定員

Travelers'  English 初級クラス5

Travelers'  English6

Adventures in Travel!  旅には冒険がつきものです。将来の海外旅行に備えて基本的な英
語表現を使いこなせるようになりましょう。授業ではリスニングやスピーキングのトレー
ニングをしたり、旅先で役に立つ語彙や表現を身につけます。楽しくてアットホームな雰囲
気の中で、ネイティブの先生方とおしゃべりしながら英会話を学びませんか？

Adventures in Travel!  旅には冒険がつきものです。将来の海外旅行に備えて基本的な英
語表現を使いこなせるようになりましょう。授業ではリスニングやスピーキングのトレー
ニングをしたり、旅先で役に立つ語彙や表現を身につけます。楽しくてアットホームな雰囲
気の中で、ネイティブの先生方とおしゃべりしながら英会話を学びませんか？

全8回
講座

10月3日（月）～
主催：国際英語学科

受講料 1人 15,000 円
10:40～12:10

英語で情報を確認する

英語で依頼をする

あなたの旅行計画は？

英語で買い物をする

サービスに対して意見を言う

旅行中に病気になったら

飛行場でチェックイン /フライト中に

税関と出入国管理局

スケジュール

10/3

10/17

10/24

11/7

11/141
2
3
4

5
11/21

11/28

12/5

6
7
8

ボニー・ヨネダ 教授講師

一般（高校生以上）対象

15名 （6名未満は不開講）定員

中級クラス

全8回
講座

10月5日（水）～
主催：国際英語学科

受講料 1人 15,000 円
10:40～12:10

新しい観光のかたち

他ではあり得ない宿泊

設備とアメニティーグッズ

外食をする

スケジュール

10/5

10/12

10/19

10/26

1
2
3
4

11/95
11/16

11/30

12/7

6
7
8

日帰りツアー

お土産を買う

交通機関の遅れ

顧客の満足

10/25

11/1
4
5
11/86

グラデーションカット

マッシュルームカット

ベリーショート

一般（高校生以上）対象

徳永 正直 教授コーディネーター

100名定員

芸術と鑑賞（音楽と美術）9
この講座は、「本物にふれる」をコンセプトに音楽と美術を中心にして、現在プロのアーティストとして活躍
されている方々をお招きし、演奏を披露し、あるいは創作活動についての想いを述べていただくことで、美
的で貴重な体験をしていただけます。芸術の美に触れることで、人間としての生活の潤いや教養の広がりを
感じてみませんか。

全11回
講座

10月11日（火）～
受講料1人 10,000 円
14:40 ～ 16:10

スケジュール

雑貨キュレーターからお寺の設計まで

模して型を表す…イメージの実体化

草屋根運動

デザインはリアルなものづくり　

イタリア料理人アリーチェの楽しい生活術

内部と外部の接点

－ヘルシンキ、パリ、ミラノ、留学と仕事、ライフスタイルを交えて－

－模型とは何か、埴輪から続く造形表現－

－屋根に草を生やすと見えてくるいろいろなこと－

お申込み方法・受講までの流れ

2 受講決定のご案内

1 受講の申し込み

申込締切 2011 年 9月 16日 ( 金 ) 必着

3 受講料の振込 4 受講開始 (開講初日 )

申込締切後、講座の受
講が決定しましたら、
受講案内と振込依頼書
をご送付いたします。
最少催行人数に達せず、不開講
となった講座についてはお電
話にてご連絡いたします。

受講案内と振込先依頼書がお手元に届きま
したら、案内をもとに期日までに受講料を
お振込み下さい。なお、振込依頼書の左側「振
込金受取証 ( 本人保存用 )」は「仮受講証」
を兼ねていますので、お振込み後は大切に
保管の上、講座当日にご持参ください。

開講初日は 3 の仮受講証をご持参下さい。受付
にて正式な受講証をお渡しいたします。
なお、仮受講証を含め、受講証は入校証を兼ね
ております。受講当日は門衛に提示の上、学内
にお入りいただき、学内では必ずご着用いただ
きますようお願いいたします。

でのお申込み
からお申込み

でのお申込み

※個人情報の取り扱いについて：受講のお申込みに際しご提供いただいた個人情報は適切な方法で管理し、法令上の理由など特段の事情がない限り、受講者の同意なしに第三者への開示・提供はい
たしません。また、受講者の個人情報は、本学の責任において登録・管理し、今後の講座のご案内等を送る際に利用させていただきますのでご了承下さい。なお、上記の利用目的に同意できない場合
は、ご連絡いただければ提供いただいた個人情報を削除することができます。

FAX：06-6723-8348
必ず送信が完了したことをご確認ください。大きく分かりやすくご記入ください。

ハガキ・FAX

ハガキ

FAX

大学窓口

樟蔭HP
申込フォーム

必要事項をご記入の上、
下記申込先までご送付下さい。

下記の申込用紙に
必要事項をご記入の上、
大学事務局学術振興課に
ご持参下さい。

携帯・PCから樟蔭HPの公開講座ページ
から申込フォームに必要事項をご入力の上、
ご送信下さい。

FAX：06-6723-8348

〒577-8550 東大阪市菱屋西 4-2-26
大阪樟蔭女子大学 学術振興課宛http://www.osaka-shoin.ac.jp/univ/

PC HP

記入必要事項
①住所 ②氏名（ふりがな） ③年齢 ④性別 ⑤電話番号 
⑥参加希望講座名、及び講座番号

http://univ.osaka-shoin.com/

- 講座の申込み方法は 3通り -

下記の申込用紙をご利用下さい。携帯HP

公開授業（1～9）受講申込み [FAX送信 /大学窓口用 ]

★氏名

★郵便番号・ご住所 ［都道府県・市町村・マンション名・号室までお書きください］

（男・女）
（　　歳）

★電話番号（自宅）

★FAX番号

★E-mail ［※緊急のお知らせなどをお送りする場合がございますのでお持ちの方は必ずご記入ください。］

★電話番号（携帯）

@

★フリガナ

★ご希望の講座にチェック　 してください。

英詩で学ぶ英米文化4
10/14 より 全 8回 8,000 円

美容師・学び直し講座7
10/4 より 全 6回 15,000 円

近世大坂の古文書を読む2
10/12 より 全 5回 5,000 円

1
11/5 より 全 5回 5,000 円

短歌講座第23回国文学科公開授業

多言語文化社会と日本語3
11/5 より 全 5回 5,000 円

～世界の日本語教育～ 女性の感性とインテリア8
10/1 より 全 6回 5,000 円
芸術と鑑賞（音楽と美術）9
10/11 より 全 11回 10,000 円

Travelers' English5
10/3 より 全 8回 15,000 円

初級クラス

10/5 より 全 8回 15,000 円
Travelers' English6 中級クラス

中国語

短歌講座

※予備日： 12/17 ※予備日： 1/6

※予備日： 12/12

※予備日： 11/15

※予備日は必要に応じて連絡いたします。

※予備日： 12/14

※予備日： 12/7

※中学校卒業程度のレベル

※この講座は本学学生も一緒に受講いたします

※この講座は本学学生も一緒に受講いたします

※英検準 2級程度のレベル

主催：学芸学部

日時 テーマ 講師

玉井 恵里子

橋本 治朗

前田 由利

黒柳 亮

アリーチェ・コロジニ

貴志 雅樹・竹原 義二・
武井 誠・鍋島 千恵

10/11

10/18

10/25

11/1

11/8

1
2
3
4
5
11/156
11/22

11/29

12/6

12/13

7
8
9
10
12/2011

ヴァイオリンとピアノ 

チェロとピアノ

ピアノトリオ

ピアノソロ

弦楽四重奏

コントラバスとピアノ

トランペットとピアノ

日本画

彫刻

染色

第43回日展見学に関するレクチャー

日時 テーマ 講師
日比 浩一・鈴木 華重子

池村 佳子・鈴木 華重子

鈴木 華重子・日比 浩一・池村 佳子

鈴木 華重子

日比 浩一・馬場 和子・三木 香奈・池村 佳子

南出 信一・鈴木 華重子

吉田 治人・吉田 順子

竹内 浩一

宮瀬 富之

春日井 路子

紺谷 武

～世界の日本語教育～
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Edgar A�an Poe

Song  Percy Bysshe She�ey
Rarely, rarely come� thou,
Spirit � Delight!
�erefo� ha� thou left me now
Many a day and night?
Many a weary night and day
'Tis since thou art �ed away.

How �a� ever one like me
Win thee back again?
With �e joyous and �e �ee
�ou wilt scoff at pain.
Spirit false! thou ha� forgot
A� but those �o need thee not.

As a lizard with �e �ade

Of a trembling leaf,

�ou with sorrow art dismayed;

Even �e sighs � grief

Re�oach thee, that thou art not near,

And ��oach thou wilt not her.

Let me set my mournful ditty

To a merry measu�;--

�ou wilt never come for pity,

�ou wilt come for pleasu�;

Pity then wi� cut away

�ose cruel wings, and thou wilt stay.

Edgar A�an Poe

Song  Percy Bysshe She�ey
Rarely, rarely come� thou,
Spirit � Delight!
�erefo� ha� thou left me now
Many a day and night?
Many a weary night and day
'Tis since thou art �ed away.

How �a� ever one like me
Win thee back again?
With �e joyous and �e �ee
�ou wilt scoff at pain.
Spirit false! thou ha� forgot
A� but those �o need thee not.

As a lizard with �e �ade

Of a trembling leaf,

�ou with sorrow art dismayed;

Even �e sighs � grief

Re�oach thee, that thou art not near,

And ��oach thou wilt not her.

Let me set my mournful ditty

To a merry measu�;--

�ou wilt never come for pity,

�ou wilt come for pleasu�;

Pity then wi� cut away

�ose cruel wings, and thou wilt stay.

■ 小阪キャンパス _公開授業一覧パンフ _中面


