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健康・スポーツ講座
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生涯学習講座
大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部

2022年4月〜2023年3月開講講座

エクステンションセンター（2号館2階）
〒564-8511 大阪府吹田市岸部南二丁目36番1号
https://www.osaka-gu.ac.jp/life/lifelong/index.html

ご質問 ・ ご相談はエクステンションセンターまで。
9:00〜17:00（日・祝日を除く）の間でお電話お待ちしています。
※6/2（木）、8/5（金）～ 15（月）、12/26（月）～ 2023/1/6（金）は受付を
　行いませんのでご注意ください。大阪学院大学　生涯学習講座

☎06-6381-8434（
代
表
）

受講料500円毎に1ポイント

ポイント3倍・5倍キャンペーンを実施!

40ポイントで受講料が500円割引!

新規（ 　    マーク）講座の受講生、満 70 歳以上の受講生、
夫婦 ・ 親子受講生（同じ講座に限る）はポイントが 3 倍 !
親子受講で中学生以下の受講生はポイントがなんと 5 倍 !

お申込み先

♥NEWNEW

うれしい
特典

生活・教養講座

※受講料に材料費、教材費、教材等作成費を含みます。　※全講座、筆記用具をご持参ください。

楽しく学んで教養を深めよう！

新講座 対面講座 動画配信

戦間期のイギリスは海洋
覇権に依拠する海洋帝
国でありながらも、財政
的困難から海軍力の維
持に苦慮しました。本講
では、特にワシントン条
約を中心に海軍軍縮とイ
ギリスの関わりについて
歴史的に概観します。　

【日　時】 7/23（土）
　　　      ①10：30 ～ 12：00
　　　      ②14：00 ～ 15：30

【講　師】 山口　悟（本学商学部教授）
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申込締切：7/8（金）

受講料 一般：2,400円    本学学生・卒業生：2,000円　 定員：20名

戦間期イギリスと海軍軍縮

オーストラリアとニュージーランド
は、母国イギリスと共に北アフリカ
やヨーロッパ、さらに太平洋で第
二次世界大戦を戦いました。本
講では、特に日本との関係に留
意して、第二次世界大戦と両国
の関りを概観します。

【日　時】 7/30（土）
　　　      ①10：30 ～ 12：00
　　　      ②14：00 ～ 15：30

【講　師】 山口　悟
　　　      （本学商学部教授）
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申込締切：7/15（金）

受講料 一般：2,400円    本学学生・卒業生：2,000円　 定員：20名

オーストラリア・ニュージーランドと第二次世界大戦

何もない画用紙に、何気
なく選んだ雑誌やパンフ
レットの切り抜きを貼り合
わせたら、思いもかけな
い自分自身と出会うこと
があります。グループで
語り合いながら、自分自
身との出会いを体験して
みませんか。　

【日　時】 
　　　      13：30 ～ 16：00

【講　師】 岩岡 眞弘（本学経済学部講師 ・ 臨床心理士）

【持ち物】 ハサミ、ノリ、切り抜いても良い写真、
　　　　 雑誌やパンフレットなど

申込締切：6/17（金）

受講料 一般：4,500円    本学学生・卒業生：3,800円　 定員：10名

三浦哲郎は日本文学の最後
の私小説家といわれ、短篇小
説の名手としても知られていま
す。その作品はリリシズムを静
謐に湛えた文体で語られてお
り、感性のしなやかさが作品に
よくあらわれています。三浦の
作品を読むと、優しい気持ち
になって、心が温められます。

【日　時】 9/17（土）
　　　     14：00 ～ 15：30

【講　師】 吉田　卓
　　　      （本学特任教授）
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申込締切：9/2（金）

受講料 一般：1,900円    本学学生・卒業生：1,600円　 定員：20名

三浦哲郎の短篇小説－彼の文体の魅力をめぐって－

♥NEWNEW

101 コラージュ療法への誘い
いざな

① 7/2（土） ② 7/9（土）

自分の思考のクセを知り、マイ
ナス思考をプラス思考にする、
折れない・しなやかな心（レジリ
エンス）の秘訣やコツを、デー
タをもとに事例や簡単なワーク
を用いながら、お伝えいたしま
す。

【日　時】 5/14（土）
　　　     14：00 ～ 16：00

【講　師】 武田 祥子
　　　      （キャリアジェンヌ代表
　　　　   キャリアコンサルタント）

申込締切：4/28（木）

受講料 一般：1,900円    本学学生・卒業生：1,600円　 定員：20名

102 女性のための自分磨き～頭と心のストレッチ～
「ポジティブシンキング」（しなやかに生きる）

ワシントン会議の光景



①清盛と重盛
父の清盛は横暴だが子の重
盛は思慮深い、と『平家物
語』では二人の人物像は対
照的です。「殿下乗合」の段
でも二人はそのように描かれ
ますが、しかしそれは史実と
違っていたことが知られてい
ます。

① 10/8（土）

②忠度都落ち
平家の都落ちに際して薩摩
守忠度は、自作の和歌を師
の藤原俊成に託し勅撰集に
選ばれることを願った、という
逸話は有名です。但しこの話
は『平家物語』諸本の間に異
同があり、逸話が成長したこ
とが推測できます。

② 11/12（土）

③教経は生きていた？
能登守教経は平家随一の猛
将です。『平家物語』では壇ノ
浦の合戦で、源義経を追い
詰めたものの及ばず、ついに
入水する姿が描かれます。と
ころが教経は、その１年も前
に死んでいた、と記す史料が
あるのです。

③ 12/10（土）

自分の今の年齢から100歳まで、健康
な状態で人生を謳歌したいですね！
そのためには、身体の基本となる姿勢
を整えることがとても大切です。
この姿勢講座は見た目も綺麗に、そし
て健康になりたい方に大好評です！　
ストレッチする時間は、最短で15秒。
正しい姿勢を取り戻し、快適な身体を
手に入れてください。

【日　時】 7/2（土）
　　　     ①10：30 ～ 12：00   ②13：00 ～ 14：30

【講　師】 水野 安祥
　　　      （『あなたに効く 15 秒ストレッチ』著者、S-BODY JAPAN　オーナー院長）
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申込締切：6/17（金）

受講料 一般：3,500円    本学学生・卒業生：3,000円　 定員：15名

健康になる姿勢講座～あなたに効く15秒ストレッチ～
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申込締切：10/27（木）

受講料 一般：1,900円    本学学生・卒業生：1,600円　 定員：20名

90分でわかる〈石川啄木〉―その漂泊と波乱の人生―

沖縄は北海道、京都と並ぶ人気の国
内観光地ですが、そこに住んでみると
旅行先とはまた違った魅力に溢れる場
所です。大手旅行会社の現地の統括
部長として4年と2ヶ月暮らした私がそ
の魅力についてお伝えします。アフ
ターコロナにおいては「暮らすように旅
する」「ワーケーション」などが旅のト
レンドになるといわれていますが、沖縄
はそれにぴったりな場所と言えます。

【日　時】 9/10（土）
　　　     10：30 ～ 12：00

【講　師】 草野 宏基 （本学経営学部講師）
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申込締切：8/26（金）

受講料 一般：1,500円    本学学生・卒業生：1,200円　 定員：20名

沖縄の観光と歴史～その知られざるワンダーランド～♥NEWNEW
【日　時】 

　　　     14：00 ～ 15：30
【講　師】 野口　隆 （本学経済学部教授）
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申込締切：9/20（火）

受講料 一般：3,300円    本学学生・卒業生：3,000円　 定員：20名

『平家物語』文学と歴史

19世紀後半の中国の政治・社会
について、3人の政治家の生涯
を辿りながら概観します。1回目
は曽国藩、2回目は李鴻章、3
回目は袁世凱です。彼らの視点
から西洋化に対峙した近代中国
の苦悩や問題点を考えます。

【日　時】 

　　　     14：00 ～ 15：30
【講　師】 根無 新太郎

                  （本学法学部講師）
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申込締切：5/27（金）

受講料 一般：3,300円    本学学生・卒業生：3,000円　 定員：20名

近代中国の政治家たち ♥NEWNEW

2021年に創立100年を迎えた中国共産
党が覇権を目指す行動を強化。台湾海
峡への進行、新疆ウイグル自治区の人
権状況などをめぐるアメリカと中国との
対立。危険な不確実性の時代へ突入
した世界の中の日本を見た場合、歴史
を見た場合、今後、日本の果たすべき
役割とは？国連やワシントンのシンクタンクである頭脳集団、
ブルッキングス研究所で「世界の中の日本」について研究
してきた講師が、平和構想の視点で解説します。

【日　時】 7/9（土）　11：00 ～ 12：30
【講　師】 中野　有（本学経営学部教授）

申込締切：6/24（金）

受講料 一般：1,500円    本学学生・卒業生：1,200円　 定員：20名

106 世界の中の日本・日本の役割
－米中対立の中の日本の役割　歴史は未来を照らす鏡である－

19世紀末から20世紀初頭の東アジア
は、イギリスをはじめとする欧米諸国が
こぞって中国に進出し、日本もそれに続
くなど、国際政治の中心にありました。
その『坂の上の雲』の時代の東アジア
国際政治について考えます。

【日　時】 7/16（土）
　　　     10：30 ～ 12：00

【講　師】 尾﨑 庸介
　　　      （本学国際学部准教授）

申込締切：7/1（金）

受講料 一般：1,500円    本学学生・卒業生：1,200円　 定員：20名

109「坂の上の雲」の時代の国際政治
－歴史から考える世紀転換期の東アジア－

袁世凱

① 6/11（土）
② 7/9（土）
③ 9/17（土）

♥NEWNEW
大阪の街は1970年（昭和45）の万博関連工
事で、新道ができ道が拡幅され、谷町線などの
地下鉄が敷かれ、より都市化しました。万博前、
1963年（昭和38）の地図には、消え去った
堀川や運河、改正前の町名、合併前の銀行、
また今はなき建物や工場、映画館、鉄道、市電
などが記されています。戦後18年の地図で、
戦災から復興した大阪の街を観ていきましょう。

【日　時】 10：30 ～ 12：00

申込締切：5/10（火）

受講料 一般：9,600円    本学学生・卒業生：8,000円　 定員：20名

111 消えた町名や鉄道、市電、堀川が描かれた
昭和38年の地図で、大阪を観る

① 5/28（土） 北区 ・ 旭区 ・ 城東区（鶴見区を分区）・ 都島区

東区（南区と合区、中央区に）・ 東淀川区（淀川区を分区）・ 西淀川区 ・ 此花区② 6/25（土）
③ 7/23（土） 南区（東区と合区、中央区に）・ 福島区 ・ 港区 ・ 東成区

西区 ・ 大淀区（北区と合区、北区に）・ 浪速区 ・ 西成区④ 9/24（土）
⑤ 10/22（土）天王寺区 ・ 生野区 ・ 大正区

阿倍野区 ・ 住吉区（住之江区を分区）・ 東住吉区（平野区を分区）⑥ 11/26（土）
■（　）内は現在の区。　■各区の講話内容は、前後する場合があります。

【講　師】 西俣　稔（大阪案内人）
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写真の楽しみは、自分の気
持ちや感動を「いかに写し
撮るか」にあります。自分の
イチオシの写真を飾ったり、
人に見せて会話する、こうし
た行為によって、心に元気を
与えてくれます。本講座は、写真の基本からちょっとした工
夫で見違えるような写真を撮るコツまで楽しく学んでいきま
す。（講座の進行具合により、隣接地で撮影実習あり）初
心者から楽しく学べる写真教室です。こんな方が対象です！
・これから写真を始めたい ・撮影の“きほん”を一から学びたい
・ありきたりの写真からチヨット、スパイスの効いた写真にしたい

【日　時】 5/14（土）　10：30 ～ 12：00
【講　師】 前田 義夫（写真家）
【持 ち 物】 レンズ交換ができるデジタルカメラ又は絞りや

シャッタースピードの操作可能なデジタルカメラ
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申込締切：4/28（木）

受講料 一般：2,500円    本学学生・卒業生：2,000円　 定員：20名

見違える程良くなる！デジカメ撮影術

「奥の細道」漫遊記－最終章－

文学散歩の最高峰といえる「奥の細
道」への旅を敢行した者による、エピ
ソード満載の数々を、面白おかしく説
明します。今回は、最終章として「酒
田」～「大垣」までを、旅で作った俳
句とともにわかりやすく話します。

【日　時】 10/29（土）　10：30 ～ 12：00
【講　師】 佐々木 清次（元大阪学院大学高等学校　国語科教諭）

申込締切：10/14（金）

一般：1,900円    本学学生・卒業生：1,600円　 定員：20名

113 文学散歩
秋の京都を歩きませんか？今回
は、太秦・御室・花園の街に、映
画・文学・歴史を訪ねます。ご期待
ください！
【集合場所】京福電車「帷子ノ
辻」駅 改札口前（阪急電車西院
もしくは四条大宮で乗り換え）
【行程】蛇塚古墳－大映撮影所
跡－大映通り－広隆寺－蚕ノ社－
長泉寺－仁和寺－妙心寺
※拝観料として別途800円必要。

【日　時】 11/5（土）　10：00 ～ 12：30
【講　師】 佐々木 清次（元大阪学院大学高等学校　国語科教諭）
【持ち物】 歩きやすい服装、飲み物

申込締切：10/17（月）

一般：2,600円    本学学生・卒業生：2,100円　 定員：15名

今年は、石川啄木没後110年の年にあたります。しかし、
110年経った今もその歌は色あせることなく、多くの人々に愛
され続けています。貧窮・失職・借金・病気・家庭の不和・長男
の夭折、多くの不幸が彼を襲いました。そして、その経験を通
して多くの歌が詠まれ
ました。この講座では
〈石川啄木〉の人生
を追いながら、その歌
の魅力に迫っていきた
いと考えています。

【日　時】 11/12（土）　14：00 ～ 15：30
【講　師】 福森 裕一  （博士 ( 文学 )）

昭和38年、梅田周辺
の地図



健康・スポーツ講座
楽しく体を動かそう！

語学講座
英語のコミュニケーションスキルをUPしよう！

English

今 話 題 の パ ー ソ ナ ル カ
ラー、あなたの魅力を引き出
すパーソナルカラーを個別に
診断してまいります。似合う
色を知って今よりもっと素敵
なあなたに出逢ってみません
か？「色」で５歳～１０歳
若返る。より美しく・若々しく・
優しく・カッコよく～なりたい
自分になる「色」探し。

【日　時】 5/14（土）
　　　     10：30 ～ 12：00

【講　師】 二宮 恵理子
　　　      （（社）国際カラープロフェッショナル協会代表理事）
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申込締切：4/27（水）

受講料 一般：2,000円    本学学生・卒業生：1,800円　 定員：20名

パーソナルカラー診断 ～あなたが輝く似合う色～

顔タイプ診断と骨格診断で、似
合うシルエット、イメージを導きだ
します。5～10歳若返り、着やせ
効果があり垢ぬけた印象をつく
り、またなりたいイメージをつくる
ことができるファッションアイテム
をご紹介します。洋服の整理が
でき無駄買いがなくなり、自信を
持って新しいファッションを楽しん
でいただけると思います。講師による個別診断があります。
自分自身を改めて理解できる講座です。

【日　時】 6/25（土）　10：30 ～ 12：00
【講　師】 大石 和美（骨格診断アナリスト）
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申込締切：6/10（金）

受講料 一般：2,000円    本学学生・卒業生：1,800円　 定員：15名

顔タイプ診断を取り入れた骨格診断

プリザーブドフラワーでブーケを
作ります。部屋に飾ってインテ
リフラワーとしても楽しんでいた
だけます。お花を見ると心身共
に癒されますので、この機会に
是非、ご自身で幸せのブーケ
を作ってみませんか。

【日　時】 6/11（土）
　　　　 10：30 ～ 12：00

【講　師】 大石 和美
　　　      （英国式フラワーライフ協会代表）

【持ち物】 はさみ、持ち帰り袋
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申込締切：5/27（金）

受講料 一般：6,400円    本学学生・卒業生：5,400円　 定員：10名

プリザーブドフラワーのブーケ

Withコロナの時代においてゴルフはクラブをスイングするため
に自然とソーシャルディスタンスのとれるスポーツなので、ゴ
ルフを新たに始めたり、再開したりする人が増えています。こ
の講座は初心者から経験者までを対象に、ゴルフの基本を
レッスンしていきます。１回目はゴルフスイングに必要な体操
とアドレスおよびグリップの基本、２回目はアプローチの基
本、３回目はバンカーの基本をレッスンします。大学敷地内
のゴルフ練習場で行います。

【日　時】 14：00 ～ 15：30
【講　師】 宮髙 秀夫（日本プロゴルフ協会トーナメントプロ）

【持ち物】 動きやすい服装、飲み物、手袋、ゴルフクラブ
（1W、7I、AW、PW、SW※お持ちでない方には貸出します。）

英国の庭園によく見られるトピ
アリーをプリザーブドフラワーで
作ります。家の中にお庭を感じ
ることができるトピアリーを作っ
てみませんか。トピアリーとは樹
木を刈り込んで作られた自然の
造形物です。

【日　時】 7/16（土）
　　　　 10：30 ～ 12：00

【講　師】 大石 和美
　　　      （英国式フラワーライフ協会代表）

【持ち物】 はさみ、持ち帰り袋

121

申込締切：7/1（金）

受講料 一般：6,400円    本学学生・卒業生：5,400円　 定員：10名

プリザーブドフラワーのトピアリー

紙粘土「行灯・お香立て」を作
りましょう。陶芸家が提案する
新しい 分 野 の「 紙 粘 土 」、
びっくりするような手品的な技法
です。大人の方はもちろん、小
学生の自由研究にもぴったりで
す。※小学生の方は保護者同
伴でお願いします。（同伴保護
者の見学・お手伝いは無料）

【日　時】 7/30（土）　10：30 ～ 12：00
【講　師】 中井 二上

　　　      （陶芸家・華道二上流家元・園芸アドバイザー・近鉄百貨店文化サロン講師・
　　　　　　　　ならリビング手作り教室講師 ・ 道の駅かつらぎ講師）

【持ち物】 エプロン ・ タオル ・ 大きめの持ち帰り袋
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申込締切：7/15（金）

受講料 一般：2,600円    本学学生・卒業生：2,100円　 定員：15名

紙粘土「あんどん作り」
「やさしい英会話講座」の内容がリニューアルします！「ごみを

減らす方法を話し合う」「日帰り旅行の計画を立てる」等、様々
なジャンルに関連したタスク（課題）を達成するために、英語で
自分の伝えたいことを相手に伝え、相手の言うことを理解でき
るようになり、コミュニケーション能力が身につきます。テキスト
をご購入いただきます。〔4,180 円（税込み）※受講料に含む〕

【日　時】 10：30 ～ 12：00
【講　師】 イーオン外国人教師
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申込締切：4/25（月）

受講料 一般：28,000円    本学学生・卒業生：24,000円　 定員：15名

やさしい英会話  Ⅰ

いつまでもおしゃれをあきらめない
～思いとは裏腹に年齢とともに悩
み が 多 くなる 体 型 、で も 大 丈
夫！！今大流行の骨格診断の
データを元に体すっきりとスタイル
良く見える体型カバーの法則を学
びます。
（個別に骨格を診断します。）

【日　時】 6/4（土）
　　　     10：30 ～ 12：00

【講　師】 二宮 恵理子
　　　      （（社）国際カラープロフェッショナル協会
　　　        代表理事）
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申込締切：5/20（金）

受講料 一般：1,900円    本学学生・卒業生：1,600円　 定員：20名

骨格診断 ～スタイルアップ！体型カバー法則～

128・129123・124 エンジョイゴルフ（春）（秋）　

 

受講料 一般：9,200円    本学学生・卒業生：7,800円　 定員：12名

123 申込締切：5/20（金） 124 申込締切：9/9（金）

①123（春） 6/4（土） ② 6/11（土） ③ 6/18（土） 予備日 6/25（土）

①124（秋） 9/24（土） ② 10/1（土） ③ 10/8（土） 予備日 10/15（土）

フラはどなたでも、いくつでも、いつからでも始められる踊りで
す。心地よいハワイアンミュージックに合わせ、ゆっくり体を動
かすと心身ともにリラックスできます。まずは一度気軽に始め
てみませんか？人生に笑顔をプラスしましょう！

【日　時】 10：30 ～ 12：00
【講　師】 荒木 和子（HULA HALAU O NAPUAMAKAHIKINA 主宰）

【持ち物】 動きやすい服装、タオル、飲料水

128・129125〜135 ハワイアン・フラダンス

受講料 一般：5,000円    本学学生・卒業生：4,500円　 定員：15名

申込締切：各初回日の 2 週間前

125
（4月）回

4/9（土）①

4/16（土）②

126
（5月）

5/7（土）

5/14（土）

127
（6月）

6/4（土）

6/11（土）

128
（7月）

7/2（土）

7/9（土）

129
（9月）

9/10（土）

9/17（土）

130
（10月）

10/1（土）

10/8（土）

131
（11月）

11/5（土）

11/12（土）

132
（12月）

12/3（土）

12/10（土）

133
（1月）

2023年

1/7（土）

1/21（土）

134
（2月）

2/4（土）

2/18（土）

135
（3月）

3/4（土）

3/11（土）

4/23（土）③ 5/21（土） 6/18（土） 7/16（土） 9/24（土）10/22（土）11/19（土）12/17（土）1/28（土） 2/25（土） 3/25（土）

5/14（土）① 6/4（土）② 6/11（土）③ 6/18（土）④ 6/25（土）⑤

7/2（土）⑥ 7/9（土）⑦ 7/16（土）⑧ 7/23（土）⑨ 7/30（土）⑩

「やさしい英会話講座」の内容がリニューアルします！「場面
にふさわしい服を選ぶ」「店の館内放送を聞き、必要な情報を
集める」等、様々なジャンルに関連したタスク（課題）を達成す
るために、英語で自分の伝えたいことを相手に伝え、相手の言
うことを理解できるようになり、コミュニケーション能力が身につ
きます。テキストをご購入いただきます。〔4,180 円（税込み）
※受講料に含む〕

【日　時】 10：30 ～ 12：00
【講　師】 イーオン外国人教師
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申込締切：9/20（火）

受講料 一般：28,000円    本学学生・卒業生：24,000円　 定員：15名

やさしい英会話  Ⅱ

10/8（土）① 10/22（土）② 10/29（土）③ 11/5（土）④ 11/12（土）⑤

11/19（土）⑥ 11/26（土）⑦ 12/3（土）⑧ 12/10（土）⑨ 12/17（土）⑩



お申込みから受付までの手順

　06-6381-8495 （24 時間受付）

生涯学習講座 受講申込み用紙（2022年4月～2023年3月開講講座）

受講申込み用紙にご記入の個人情報につきましては、受講の登録手続・連絡の利用および本学の講座の
ご案内以外には利用いたしません。※貯まったポイントを使用される場合は○をつけてください。

講座の受付 受付けは先着順です。定員になり次第締め切らせていただきますので申込は締切日までに行ってください。

講座の開講中止 一定の申込者数に満たない講座は中止する場合があります。その際は 10 日前を目途に連絡します。

開講決定後の
キャンセル

開講決定後のキャンセルは原則としてお断りします。また、返金の対応もできかねます。キャンセルする場合は各講座申込締切日前にご連絡ください。
なお、受講料の振込がない場合でもキャンセルとはみなしません。申込後、連絡がない場合は、受講料を請求させていただきます。

申込み
下記ファックス申込み用紙

またはインターネットを
ご利用ください

開講が決定次第
受講登録書類発送

受講料納入
登録書記入

返　送
登録処理

手続きが済みましたらこちらから
連絡はいたしません。

生涯学習案内 HP

携帯から
アクセス！！

講座開始
当日講座開始 15 分前までに

エクステンションセンター
窓口にお越しください。

キリトリ

フリガナ 性　別

電話番号 −　　　　　　− 携帯番号 −　　　　　　−

E - m a i l （携帯可）

講座コード ※ポイント希 望 講 座 名

□ に 印（ ✓ ）を 記 入 し て く だ さ い

お名前 男 ・ 女

生年月日
住　所

〒　　　　−
　西暦　　　　 　　年
　　　　　月　 　日生

●何で講座を知りましたか
　□DM　　　　□サンケイリビング折込
　□ ホームページ　□通信機関誌
　□知人の紹介（　　　　　　　　　　　） 
　□その他（　 　　　　　　　　　　 ）
●講座を受講されたことがありますか（欠席も含めて）
　□はい 受講生番号（　　　　           　）　  □いいえ
●今回（2022年度生涯学習講座）で
　既に他の講座を申込みされていますか？
　□はい 　□いいえ

●受講区分はどれに該当しますか
　□一般
　□在学生　　　　学籍番号　（　　　　　　　　　　）
　□卒業生　　　　学籍番号　（　　　　　　　　　　）
　□在学生の家族　在学生氏名（　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　学籍番号　（　　　　　　　　　　）
　□卒業生の家族　卒業生氏名（　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　学籍番号　（　　　　　　　　　　）
　□その他（ 　　　　　　　　　　　　）

●タイトルの左の数字は講座コードです。　●受講料には消費税を含みます。　●本学学生 ・ 卒業生の受講料は学校法人大阪学院大学の在学生 ・ 卒業生およびその家族を対象とします。

交通機関のストライキや台風 ・ 災害など、やむを得ない事情で中止になった場合、できる限り振替日を設定する予定ですので
あらかじめご了承ください。

FAXアクセス

千里中央

蛍池

大阪空港

山田

岸辺

正雀
南茨木

門真市

尼崎

京阪線

大阪環状線

JR

JRおおさか東線

茨木

線
塚
宝
急
阪

地
下
鉄
御
堂
筋
線

線
里
千
急
阪

JR京都線

阪急京都線

十三 淡路淡路

JR山陽新幹線 J R東海道新幹線
阪急神戸線

JR神戸線

線
山
知
福
Ｒ
Ｊ

 

本学

新大阪

大阪・梅田

大阪モノレール

岸辺駅・正雀駅から徒歩約5分!
大阪からJRで12分、梅田から阪急で20分
通学に便利です!

動画配信

動画 URL の視聴期間は講座日から 1 ヶ月です !

外出を控えたい方、期間中何度も視聴したい方にオススメ

対面講座時に講座内容を録画します。

動画 URL は当該講座受講生全員に講座終了後から
3 日以内を目途にメールにてお送りします。
お申込時にメールアドレスをお伺いしますので事前に
ご準備ください。

「ステップアップ英会話講座」の内容がリニューアルします！
「Discuss the outcome of a news story」「Debate 

whether cooking at home or eating out is better.」等、
ディスカッションやディベートを通じて、様々なジャンルに関連
したタスク（課題）をグループメンバーと一緒に達成し、コミュ
ニケーション能力を向上させます。テキストをご購入いただきま
す。〔4,180 円（税込み）※受講料に含む〕

【日　時】 13：00 ～ 14：30
【講　師】 イーオン外国人教師
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申込締切：4/25（月）

受講料 一般：28,000円    本学学生・卒業生：24,000円　 定員：15名

ステップアップ英会話  Ⅰ

5/14（土）① 6/4（土）② 6/11（土）③ 6/18（土）④ 6/25（土）⑤

7/2（土）⑥ 7/9（土）⑦ 7/16（土）⑧ 7/23（土）⑨ 7/30（土）⑩

「ビジネス英会話講座」では、設定シーンをビジネスでに特化
しています。使用頻度の高い表現を実践練習を通じて身につ
けます。様々なビジネスの場面で英語で自信を持って切り抜
けられるようになっていきます。
テキスト（プリント教材）をご購入いただきます。〔2,750 円（税
込み）※受講料に含む〕

【日　時】 10：30 ～ 12：00
【講　師】 イーオン外国人教師
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申込締切：12/10（土）

受講料 一般：27,000円    本学学生・卒業生：23,000円　 定員：15名

ビジネス英会話

1/7（土）① 1/21（土）② 1/28（土）③ 2/4（土）④ 2/18（土）⑤

2/25（土）⑥ 3/4（土）⑦ 3/11（土）⑧ 3/18（土）⑨ 3/25（土）⑩

「ステップアップ英会話講座」の内容がリニューアルします！
「Decide on gifts to bring back from a trip」「Create a 

story based on a picture」等、ディスカッションやディベート
を通じて、様々なジャンルに関連したタスク（課題）をグループ
メンバーと一緒に達成し、コミュニケーション能力を向上させま
す。テキストをご購入いただきます。〔4,180 円（税込み）
※受講料に含む〕

【日　時】 13：00 ～ 14：30
【講　師】 イーオン外国人教師

139

申込締切：9/20（火）

受講料 一般：28,000円    本学学生・卒業生：24,000円　 定員：15名

ステップアップ英会話  Ⅱ

10/8（土）① 10/22（土）② 10/29（土）③ 11/5（土）④ 11/12（土）⑤

11/19（土）⑥ 11/26（土）⑦ 12/3（土）⑧ 12/10（土）⑨ 12/17（土）⑩

※本学講師の役職は 2021 年 10 月 1 日現在を示します。


