
                      

 

 

■講 師 精神科医授  片田 珠美 
■日 時 ３/６（土）13:00～14:30 
『コロナ禍で倒産や廃業、失業者も増えています。副 

業を解禁する大企業は「これまでのように高い給料を 

払えない」というメッセージを暗に送っているのでし 

ょう。年金もこれからどうなるかわかりません。「一寸 

先は闇」という言葉通りの不透明な時代です。先の見 

えない時代にどう生きればいいのかお話しします。       
 

■受講料 (会) 3,080 円(一)3,410 円 

先の見えない時代の生き方 
                 

      

 

■講 師 神戸大学国際文化学研究推進センター 協力研究員 南郷 晃子 
■日 時 1/24（日）13:00～14:30 
江戸時代の説話集に収められた武家の怪異譚。名前 

を頼りに話を探ると、武家の記録にたどりつくこと 

があります。武家の「祖」についての記録には、怨 

霊の話、狐の話、雷神の話など、不思議な世界があ 

るのです。武家資料に含まれるこれらの話の意味に 

ついて、雷神になった松江藩家老の説話などを例に 

考えます。 

■受講料 (会) 3,410 円(一)3,740 円 

怪異学入門６ 家と怪異譚～武家の「祖」をめぐる伝承から 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

■講 師 安泰寺住職 ネルケ無方 
■日 時 1/２４から日曜 10:30～12:00 
仏教は「天上天下、唯我独尊」という喝破から 

始まりますが、その真意は？「八風不動」より 

も「風吹かば即ち倒る」という構えが大事かも 

！？「喫茶去」も「一期一会」も 捉え方次第 

でとんでもないウソになる。禅語をガイドライ 

ンに、心の手放し、本当の自由の意味など、青 

い目の禅僧と一緒に考えてみませんか？※初回は１日体験併設。 
 

■受講料  ４回(会)13,640 円(一)14,960 円 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

■講 師 大阪大谷大学教授 貫名 譲 
■日 時 ３/1(月)10:15～11:45 
 

室町時代、蓮如は本願寺を再興しただけでなく、強大 

な教団を形成します。また越前吉崎、京都山科、大坂 

と蓮如が赴くところに人が集まり町が築かれました。 

蓮如はどのように人々の心を掴んでいったのか、大坂 

のまちづくりにどのように関わったのかを解説します。 
 

■受講料  (会) 2,860 円(一)3,190 円 

 

2021 年 冬 朝日カルチャーセンター・中之島教室 

 冬の新設・１日講座一覧 
              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

■講 師 園田学園女子大学教授 大江 篤 
■日 時 3/28（日）13:00～14:30 
「怪異」は本当に存在するのかわかりません。しかし 

ある不思議な出来事を「怪異」という情報として発信 

する人々とその言葉を受容するコミュニケーションに 

よって成立します。怪異学では、様々なツールを使っ 

て情報発信する宗教者等を「媒介者」と呼んでいます。 

占いを操る媒介者に着目し、「怪異」の構造を考えます。 
 

■受講料  (会) 3,410 円(一)3,740 円 

                      

 
 

 

■講 師 国際日本文化研究センター プロジェクト研究員 木場 貴俊
■日 時 2/28（日）13:00～14:30 
怪物に人が食べられる話はよくありますし、逆に人 

間が怪物を食べるという話も少なからずあります。 

他に食べ物はたくさんあるというのに、何故人は怪 

物を食べるのでしょうか。怪物という存在を考える 

上で大事なヒントがあると考えています。 

講座では、その意味を考えてみたいと思います。 

 

■受講料  (会) 3,410 円(一)3,740 円 

 

 

 

 

怪異学入門 7 食と怪異～怪異を食べるということ 怪異学入門 8「怪異」と占い～媒介者たちが語るもの 

                     

 
 

 

■講 師 関西大学非常勤講師  今尾 文昭 
■日 時 1/27、3/24 水曜 13:00～14:30 
天皇陵古墳について最近の調査結果に照らして詳細 

に解説するシリーズ講座です。初回の今期は、陵墓 

とはなにか、古墳とはなにかについてお話しします。 

①1 月 27 日 可変と不変のはざま 

②3 月 24 日 律令期陵墓の成立 
 

 

■受講料  ２回(会) 6,160 円(一)6,820 円 

                     

 
 

 

■講 師 元国際日本文化研究センター教授 笠谷和比古 
■日 時 3/17（水）15:00～16:30 
一般に信長と秀吉は外向きで海外展開型、家康は内 

向き、鎖国、農本主義といったイメージでとらえら 

れていますが、大きな誤りです。家康が政権を掌握 

した１６００年の関ヶ原合戦のあと、彼が亡くなる 

１６１６年までの約１５年間は、最も国際関係が華 

やかに展開した時代でした。多岐にわたる国際関係 

の意義を明らかにしていきます。 

■受講料  (会)2,860 円(一)3,190 円 

天皇陵古墳を学ぶ 天皇陵古墳とは 徳川家康と国際関係 

ネルケ無方の『禅入門』 蓮如の生涯 



                      

 
 

 

 

■講 師 大阪市立大学名誉教授 井上 浩一 
■日 時 1/2２から第４金曜 15:30～17:00 
小さな都市国家から大帝国へと発展したローマの歴史について、少し

視点を変え、ローマの歴史を彩った人物をめぐる逸話を軸に、ローマ

史を新たな視点からたどります。プルタルコス『英雄伝』やタキトゥ

ス『年代記』、『新約聖書』など、ローマの歴史を語る史料を読みなが

ら、大帝国へと発展したローマ、その歴史を創り上げた人々の姿を、

小さなエピソードも交えて説き明かしていきます。 

■受講料  3 回 (会) 9,240 円(一)10,890 円 

 

                  

 
 

 

■講 師 仏教大学名誉教授  渡辺 忠司 
■日 時 2/12（金）10:30～12:00 
町掟は｢町｣という地域の｢法律｣です。町内の町民の 

生活、生業の規制など、さまざまな条文が規定され 

ています。また町を代表する役職｢町年寄｣は選挙(入 

札)によって選ばれていました。町掟の条文を読んで 

、近世自治の進歩性や限界を考えます。 
 

■受講料  (会)3,190 円(一)3,520 円 

                  

 
 

 

■講 師 学研プライムゼミ特任講師  野島 博之 
■日 時 １/４（月）13:00～16:45（途中休憩含む） 
今年度の受験生は、過去問がない過酷な環境をくぐりぬけて本番を迎

えます。シミュレーションの機会を提供する為、野島オリジナル予想

問題（共通テスト完全準拠型、解答解説冊子あり）3 回分を分析と思

考を重ね作成しました。そのうちの１つを用います。当日は、初めて

の共通テストに臨むにあたっての心得を少し話したあと、テスト（60

分）→採点→講義、というスケジュールで進めます。 

■受講料  (会)5,060円(一)5,610円 教材代2,000円  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
 

 

 

■講 師 大阪大学名誉教授 奥西 峻介 
■日 時 2/6（土）13:00～14:30 
ギルガメシュは、実在の人物としては、シュメールの 

王でした。シュメール語の大洪水伝説や創世神話など、 

『ギルガメシュ叙事詩』の背景を紹介して、洪水が人 

類を滅ぼすという古代人が抱いた世界観（ある種の終 

末論）について理解を深めたいと思います。(シリーズ 

の１日講座、１回でもご受講できます)。 

■受講料  (会) 3,080 円(一)3,630 円 

 

                      

 
 

 

 

■講 師 講談師 玉田玉秀斎 
■日 時 1/24（日）10:30～12:00 
１９４１年１２月８日、米国に衝撃を与えた真珠湾 

攻撃。連合艦隊司令長官の山本五十六はなぜ、航空 

攻撃による奇襲に踏み切ったのか。真珠湾攻撃から 

８０年の今年、山本五十六の人生を講談師が語りま 

す。           
  
 

 

■受講料  (会) 3,080 円(一) 3,410 円 

 

                      

 
 

 

 

■講 師 京都大学名誉教授 伊藤 之雄 
■日 時 1/19 から第３火曜 13:00～14:30 
明治維新の大変革は、西欧列強に学びながらも、試行錯 

誤を重ね、比較的犠牲も混乱も少なく成功した。そのこ 

とは、変革に失敗したアジア諸国や、大きな犠牲を払っ 

たフランス革命・ロシア革命等と比較するとよくわかる。 

大久保・木戸・西郷・岩倉・伊藤らの人物も論じながら 

最新の視角から辿ります。（６カ月コースの前半） 
 

■受講料  ３回(会) 10,230 円(一) 11,220 円 

 

 
 

真珠湾攻撃から８０年 講談師が語る山本五十六 

逸話でたどるローマの歴史 

                      

 
 

 

 

■講 師 徳島大学名誉教授 東  潮 
■日 時 1/25 から第４月曜 13:00～14:30 
４世紀半ばに建国し、版図を拡大した新羅。加耶諸国、百済、高句麗

が滅び、統一新羅国家が成立しました。墓制の積石木槨墳、官位制な

どから、新羅王権の特質をさぐり、唐の冊封体制、真德王と唐太宗昭

陵十四国蕃君長、唐・新羅の百済戦争、唐の羈縻政策（熊津都督府、

鶏林大都督府設置）、遣新羅使、新羅仏教と白鳳寺院、新羅金京と藤原

京など、新羅と唐、倭（日本）との国際関係について考えます。 

■受講料  ３回 (会) 9,570 円(一)10,560 円 

 

ギルガメシュ叙事詩の世界 エデン（荒野）とは何か 新羅の考古学 

                      

 
 

 

 

■講 師 大阪大学名誉教授 蜂矢 真郷 
■日 時 2/17（水）13:00～14:30 
古代語とは、上代（奈良時代およびそれ以前）と中 

古（主に平安時代）の日本語とを、一括して言うも 

のです。上代語と現代語との大きな違いは、「上代 

特殊仮名遣」と呼ばれ、母音の数が多い）ことです。 

 『古事記』『日本書紀』『万葉集』など万葉仮名で表 

記された例を挙げ、その違いがどのような意味を持 

つのか、現代語との比較も含めて解説します。 

■受講料  (会) 3,080 円(一)3,410 円 

 

                      

 
 

 

 

■講 師 大阪大学名誉教授 蜂矢 真郷 
■日 時 3/17（水）13:00～14:30 
古代のことばについて国語学の語構成を研究する立場から、語の表す

ところに迫ります。今回は上代（奈良時代及びそれ以前）に使われて

いる「上代特殊仮名遣」と、現代語との違いから、カミ［上］とカミ

［神］との関係を取り上げます。両者を異なるものと見るか、つなが

りがあるのか、論争となった経緯や結果、問題点について解説します。 
 

■受講料  (会) 3,080 円(一)3,410 円 

 

古代語とは何か 古代語を読み解く 

古文書こと始め 町掟と町の自治～古文書で探る近世を学ぶ 

                      

 
 

 

 

■講 師 元大阪府立北野高校教諭 佐々木利昌 
■日 時 ３/４（木）13:00～14:30 
講師が２０１７年に訪れたマレーシアのペナン島、 

キャメロン高地、マラッカ等を紹介しつつ、ベン 

ガル湾と南シナ海の中間に位置するマレー半島の 

熱帯雨林の風土と「海のシルクロード」による文 

明交流の歴史を現地で撮影した写真をもとに解説 

する。(シリーズの１日講座です、１回でもご受講いただける内容です) 

■受講料  (会)2,970 円(一) 3,300 円 

 

共通テスト直前実戦演習（日本史） 

世界史の旅 マレーシア紀行 

明治維新の意義Ⅰ1853 年～1869 年 



                     

 

 

■講 師 コンサートピアニスト 田尻 洋一 
■日 時 3/18（木）【11 時の部】11:00～12:40【14 時の部】14:00～15:40 

■場 所 大阪市中央公会堂 中集会室（大阪市北区中之島１－１－２７） 
ベートーヴェン生誕２５０周年にあたる２０２０年、中之島教室において、１年間にわたりピアノソナタ３２曲の全曲 

演奏を行ったピアニストの田尻洋一さん。今回はアンコール企画として、その際のアンケート結果からリクエスト上位 

曲を中心にプログラムを組みました。 

【11 時の部】 ピアノソナタ第３番、第８番「悲愴」、第 14 番「月光」、第 23 番「熱情」 

【14 時の部】 ピアノソナタ第 17 番「テンペスト」、第 26 番「告別」、交響曲第５番「運命」（田尻編）ほか。 
 

■受講料 各回(会)4,730 円(一)4,950 円 ※３/11 以降のキャンセルはお伺いできません。 

                      

 
 

■講 師 リスボン市立ファド博物館公認日本ファド大使 月本 一史  
■日 時 3/13（土）10:30～12:00  

 

ファドに欠かせない楽器「ポルトガルギター」をテー

マに、資料や映像、そして実際の演奏を通してご紹介

します。初めてファドを聴く方からファドファンまで、 

リスボンへ旅した気分でお楽しみください。 
 

 

■受講料 (会)3,300 円(一)3,740 円 

 

                      

 
 

■講 師 音楽評論家 奥田 佳道 
■日 時 2/13（土）13:00～14:30 
ドイツ・ロマン派を代表する作曲家ブラームスは、 

20 代最後の年から 63 歳で亡くなるまで音楽の都 

ウィーンを拠点に演奏、創作を行いました。ドイツ 

北部の港街ハンブルク出身のブラームスとハプスブ 

ルクの帝都ウィーンの「相愛」ぶりに想いを寄せ、 

名曲誕生の背景を紹介します。 
 

■受講料  (会)3,300 円(一)3,630 円 

 

                       13:30 

 

■講 師 大阪大学名誉教授 和田 章男 
■日 時 2/2（火）10:30～12:00 
フランス恋愛心理小説の元祖『クレーヴの奥方』（1678）は、16 世

紀中葉のアンリ２世治下の宮廷を舞台に禁断の恋を描く。理性と情念

のはざまで揺れるヒロインの内的ドラマが、簡潔な文体と精緻な心理

分析のもとに展開する。舞踏会、婚礼、儀式などの宮廷風俗、まなざ

しや沈黙が暴く心の秘密、古典悲劇にも類するほどの凝縮した小説技

法を考察するともに、ルイ 14 世の時代に完成する古典主義の世界観

と美学を紹介する。 
 

■受講料  (会)3,080 円(一)3,410 円 

 

ラ・ファイエット夫人『クレーヴの奥方』を読み解く                         
 

■講 師 大阪大学名誉教授 和田 章男 
■日 時 3/9（火）10:30～12:00 
ジャン・コクトーに才能を見出されながら夭逝したラディ 

ゲの『ドルジェル伯の舞踏会』（1924）は、20 世紀にお 

ける『クレーヴの奥方』の奇跡的再現と評価されるほどに 

古典的で整然とした名作。人妻が青年への恋を夫に告白するという

ラ・ファイエット夫人の小説と同じ構図を持ちながら、「心理がロマネ

スクである小説」では出来事は何も起こらない。ドルジェル伯夫妻と

青年の三者が織りなす微妙な心理の綾を紐解きながら、戦後のパリの

社会・風俗、都市と郊外という場の意味を考える。 

■受講料  (会)3,080 円(一)3,410 円 

レーモン・ラディゲ『ドルジェル伯の舞踏会』を読み解く    

田尻洋一のベートーヴェン三大ピアノソナタ＆交響曲第５番「運命」 at 中央公会堂 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
 

■講 師 大阪芸術大学非常勤講師、美術史家 木村 太郎 
■日 時 1/12 から第２火曜 10:30～12:00 
（９カ月コースの第１期） ①「天地創造」「ノア 

の箱舟」など、②「バベルの塔」「イサクの犠牲」 

など、③「モーセの十戒」「ダヴィデとゴリアテ」 

などをテーマに、キリスト教の様々なエピソードを 

イタリアの名画とともにたどります。 
 

■受講料 ３回(会) 9,240 円(一)10,230 円 

 

ブラームスと楽都ウィーン Vol.1 
 

イタリア絵画でよむキリスト教の物語 

ポルトガルの歌 ファドを知る 

                      

 
 

■講 師 美術史家 池田 健二 
■日 時 2/12（金）13:00～16:45（途中休憩含む） 

 

フランス内の四つの巡礼路にある諸聖人の教会や 

、サンティヤゴ大聖堂について語る諸章を読みます。 

どの章においても、記された諸教会の現在の映像と 

12 世紀の記述内容を詳細に比較します。 
 

■受講料  (会)5,830 円 

(一)6,490 円 

 

続・12 世紀の『サンティヤゴ巡礼案内』を読み解く 

                      

 
 

■講 師 美術史家 池田 健二 
■日 時 3/12（金）13:00～16:45（途中休憩含む） 

マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの四つの福音書の記述 

を追いながら、タンパンや柱頭に刻まれ、壁画やモザ 

イクに描かれたその聖なる生涯の諸場面を多数の映像 

で読み解き、簡素で深淵なロマネスクの美の世界に浸 

ります。今回は①「受胎告知」から「マギの礼拝」へ

へ      ②「神殿への奉献」から「エジプトへの避難」へ 
 

■受講料  (会)5,830 円(一)6,490 円 

 ロマネスクの福音書 Ⅰ 

                      

 
 

■講 師 ギタリスト バンドネオン奏者 タンゴ・グレリオ 
■日 時 3/1（月）13:00～15:00 
タンゴに情熱をそそぎ、時には厳しい批判にさら 

されながらも、ついに新しいスタイルの音楽を築 

き上げた鬼才アストル・ピアソラ。20 世紀最高 

の作曲家のひとりと評される彼の生き様を様々な 

資料と生演奏を通して探ります。【演奏予定】 

リベルタンゴ／デカリシモ／アディオス・ノニーノ他 

■受講料  (会) 3,300 円(一)3,740 円 

             

 

生誕１００年 ピアソラ～あるタンゲーロの見た夢 



                       

 

 

■講 師 YUBA メソッド研究・研修センター清風学園研究員、ピアノアカンパニスト  阿部 真理子 
■日 時 2/25（木）13:00～14:30  
「オクターヴﾞが届かない」「指が速く動か 

ない」「脱力できない」等の問題は、ロー 

テーション、手首の掌屈位(しょうくつい) 

・背屈位(はいくつい)、尺側偏位(しゃくそ 

くへんい) で解決！理論を学び、指の拡げ 

方や手首の高さ等を具体的にアドバイス。 

■受講料  (会)3,410 円(一) 3,850 円 
     ※テキスト代 1,650 円 

          

弾きやすい！教えやすい！YUBA ピアノメソッド 

機能解剖学に基づく３つの打鍵テクニックを学ぶだけ 

 

 

                       

■講 師 YUBA メソッド研究・研修センター清風学園研究員、ピアノアカンパニスト  阿部 真理子 
■日 時 2/25（木）15:00～16:30  
演奏や指導の現場ですぐに使える、簡単な実践法を少人数制で学びま

す。「R.T.ボード」を使い、YUBA ピアノメソッドの中核となる脱力

ローテーション打鍵を、片手ずつゆっくり弾き習得することからはじ

めます。オリジナル練習曲や既存のピアノ曲を例に、個別の悩みに対

応します。 

 

■受講料  (会)3,630 円(一) 4,070 円 
     ※テキスト代 1,650 円 

 

                                 

 

■講 師 関西棋院四段 白石 京子 
■日 時 3/26（金）10:30～12:00  
囲碁は「難しそうなイメージ」とよく言われますが、 

ルールは単純です。勝利条件、５つのルール、そし 

て２つの特殊ルール、これだけです。３０分の講義 

の後は、対局にも挑戦してもらいます。囲碁は選択 

肢が多く自由度が高いからこそ個性が発揮されるゲ 

ームです。講座を通じて一緒に楽しみましょう。 

■受講料 (会・一) 2,860 円 

 

３０分で覚える囲碁入門講座                        

 

■講 師 元朝日新聞写真部次長 渡辺 瑞男 
■日 時 1/28、2/11（木）15:30～17:30 他 
経験に応じて被写体に応じた撮影のコツやシャッ 

タースピードの工夫、背景のぼかし方などを助言 

します。デジタル、フィルム、コンパクト、スマ 

ホなどカメラの種類は問いません。初日は撮影実 

習、2 日目は教室で講評します。※実習の場所・ 

時間帯は 1 月 14 日に決定します。（定期講座と併設、現地経費は各自） 

■受講料 2 回(会) 5,720 円(一)6,380 円 

もっとカメラを使いこなそう！「楽しいカメラ教室」２日体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
 

■講 師 立命館大学非常勤講師 渡部 亮一 
■日 時 2/20（土）13:00～14:30 
鑑真来日のエピソードで、知られている戒律。戒律 

とは、仏教修行者が守るべき法律で、殺人や盗み、 

みだらな行為を禁じるなどの内容が、戒律経典には 

記されています。講座では、大乗仏教の戒律経典『 

梵網経（ぼんもうきょう）』の内容を、日中新羅の高 

僧による注釈を交えて概説します。 
 

■受講料  (会) 3,080 円(一) 3,630 円 

 

 
 

読めば面白い戒律経典『梵網経』入門 

                      

 

 

■講 師 古代民俗研究所 大森 亮尚 
■日 時 １/14 から第２木曜 13:00～14:30  
伝説とは、神話など古くから語り伝えられ、伝承されてきた話ですが、

歴史上の人物も伝説として語られてきた人達が多くいます。『記紀』に

登場する倭
やまと

建
たけるの

命
みこと

や神功皇后など、実在したのか、それとも神話世

界の空想の人物なのか。講座では実在した人物から始めて、伝説とは

何か、伝説化される人物とはいかなる人か追いかけ探ります。 

■受講料  ３回(会員のみ)9,240 円 

                      

 
 

■講 師 通訳士・英語教材著者 上田 麻鈴 
■日 時 2/11（木・祝） 10:30～12:00  
中学時代に習ったけれど、なかなかすっきりと理解 

しにくい①冠詞の a と the と無冠詞②単数形か複数 

形か（「リンゴが好き」は I like an apple?）③get 

と take の違い・使い分けなど、実践的な英会話に 

役立つ表現を学びます。 

■受講料  (会)3,190 円(一) 3,520 円 

 

                      

 

 

■講 師 高岡市万葉歴史館館長 坂本 信幸 
■日 時 3/15（月）13:00～14:30 
人生を象徴する４つの文字、「生」「恋」「別」「死」 

をテーマに、春夏秋冬の４期、１年をかけて万葉集 

を味読します。最終回は「死」。万葉人の死生観に 

も触れながら歌をひもときます。 
 

 
 

■受講料  (会)2,970 円(一) 3,300 円 

 

 

 

                      

 
 

■講 師 現代歌人集会理事長 林  和清㊨ 

    歌誌「塔」主宰   吉川 宏志㊧ 

■日 時 3/20（土）13:00～14:30 
２０１８～１９年『ＮＨＫ短歌』で源氏物語 

の和歌についてエッセイをリレー連載した現 

代歌人二人が、光源氏の青春時代の光と影を 

テーマに、今までにない切り口で語り尽くし 

ます。 

■受講料  (会)3,630 円(一) 4,070 円 

       

迷い解消！中学文法のツボ  

生・恋・別・死の万葉歌 

伝説の人物を追いかけて 

林 和清×吉川 宏志 

光源氏の青春～その光と影 

                      

 
 

■講 師 大阪大学名誉教授 沖田 知子 
■日 時 1/8 から第 2・4 金曜 15:30～17:00 
『不思議の国のアリス』(Alice’s Adventures in Wonderland) が

今なお子どもや大人にも愛される一因は、オックスフ 

ォード大学の数学講師であった作者ルイス・キャロル 

のことばと論理の遊びにあります。ことばとそこに込 

められた心との関係を立体的に読み解く「ことば学」 

の観点から、キャロルの仕掛けた英語の遊びの謎解き 

に挑戦してみましょう。初回は１日体験併設。 

■受講料  6 回(会) 18,480 円(一) 20,460 円 

 

 

 

アリスのことば学―不思議の国の謎解き

YUBA ピアノメソッド個別対応講座 
腕・手・指に負担が少なくいつまでも無理なく弾ける！ 



                       

 
 

■講 師 ホルベイン工業（株）顧問 小杉 弘明 
■日 時 3/12（金）13:30～15:30  
ガーゼやスポンジの描法などを学び、ウェット・ 

オン・ウェットとウェット・オン・ドライで「プ 

ラタナス」を描きます。（Ⅰ～Ⅲを未受講の方もぜ 

ひご参加ください） 

 

■受講料 (会)3,410 円(一)3,740 円 
     （教材費を含む） 

                       

 

■講 師 ホルベイン工業（株）顧問 小杉 弘明 
■日 時 2/24（水）13:30～15:30  

水彩絵具を使ったさまざまな技法を覚えると、表現の 

幅がぐんと広がり、作品づくりに役立ちます。今回は 

ステンシルリフトなど、さまざまな色抜き描法につい 

て聞き、マスキングを実践しながら「白樺」を描きま 

す。（Ⅰ、Ⅱを未受講の方もぜひご参加ください） 

■受講料  (会)3,410 円 

 (一)3,740 円（教材費を含む） 

 水彩画の上達テクニックⅢ

                       

 

■講 師 ホルベイン工業（株）顧問 小杉 弘明 
■日 時 3/9、3/23（火）13:30～15:30  
油絵の道具を持っていない、一度描いてみたいという方 

向けの体験講座です。１日目は道具や油絵具の使い方や 

特徴について話を聞いた後、小さなキャンバスに地塗り 

をします。２日目は、初日に濃淡をつけた地塗りに、り 

んご本来の色を乗せて作品を完成させます。道具は全て 

貸し出します。 

■受講料 ２回(会)8,580円(一) 9,240円（教材費を含む） 

 

                       

 

■講 師 蒼樹会 髙﨑 尚昭 
■日 時 3/8（月） 13:00～16:00  
３時間で風景画のコツを学ぶ集中講座です。 

桜の花びらの彩色や影のつけ方、枝の塗り 

方・着彩の順序、桜の木と背景とのバラン 

スなどについてお話しします。下書きした 

用紙を使い、ポイントを絞ってレクチャー 

します。講義の後、彩色して仕上げましょう。 
 

■受講料 (会) 4,730 円(一)5,060 円（教材費を含む） 

 

                       

 

 

■講 師 新制作協会会員 中井 英夫 
■日 時 2/17（水）13:30～16:30  
人物をより人物らしく描くには、人体の構図のとり方 

とプロポーションの正確な描写力を身につけることが 

大切です。ヌードモデルを観察し、木炭デッサンで形 

の捉え方、陰影の付け方、立体感の出し方を学びます。 

はじめの 45 分は講義、2 時間モデルを観察しながら 

描きます。 

（デッサンスケールやはかり棒はお貸しします）   

■受講料 (会) 6,490円(一)6,820円（モデル料を含む） 

 

              モデル料を含む        

                       

 

 

■講 師 白日会会員  金井 良勝 
■日 時 1/7 から第 1・3 木曜 13:30～15:30  

観察の仕方、構図、形のとり方、質感、明暗のつけ方 

など、モチーフに応じてアドバイスします。テクニッ 

クと表現の幅を広げましょう。初心者も熟練者も経験 

に応じてアドバイスします。今期は①静物②人物（女 

性モデル）を３回ずつ描きます。油彩のほか、水彩、 

パステル、色鉛筆など画材自由です。 

■受講料  ６回(会)23,100 円(一) 25,080 円 

       （モチーフ代、モデル料を含む）  

          

 春に描きたい桜のある風景

金井絵画教室（油彩ほか画材自由） 

                       
 

■講 師 水彩画家 さがわちえみ 
■日 時 1/25（月）13:15～15:15  
色鉛筆アートは、いつでも、どこでも気軽に始められ 

準備が簡単です。季節感のあるモチーフで、重ね塗り 

の方法などを学び、色鉛筆とは思えない厚みのある作 

品に仕上げていきます。講座では、七福神（福禄寿） 

を描きます。（定期講座と併設） 

■受講料 (会・一)2,860 円 ﾓﾁｰﾌ代 100 円 

おとなの色鉛筆アート１日体験 七福神（福禄寿）を描く  

人体の比率と立体感～裸婦デッサン
                       

 

■講 師 新制作協会会員 中井 英夫 
■日 時 3/31（水）13:30～16:30  
パステルは淡い独特の色調が魅力です。木炭での形 

の取り方、構図について実践的に学び、パステルで 

ぼかしや重ね塗りをしながら色を付けていきましょ 

う。パステルをお持ちでない方にはお貸しします。 

（モデルポーズは 120 分） 
 

■受講料 (会)5,500 円(一)5,830 円 
（モデル料を含む） 

３時間で学ぶ人物画（パステル） 

                       

 

 

■講 師 色鉛筆画家・イロドリアル代表  ぼんぼん 
■日 時 2/20（土）13:00～16:00  

リアルな色鉛筆画のテクニックを注目のアーティ 

ストに学ぶ３時間講座です。スマートフォンやタ 

ブレットに映ったモチーフを拡大・縮小させなが 

ら、形をとり、丁寧に色を重ねていきます。基本 

の塗り方とリアルに見せるコツを聞きながら仕上 

げましょう。 

※データ受信できるスマートフォンかタブレットが必要です。 

■受講料  (会)4,950 円(一) 5,280 円（教材費を含む） 

          

油絵をはじめよう～手ぶらでＯＫ！ 

                      
 

■講 師 日本美術家連盟会員 国際書画連盟理事 美帆 秀映 
■日 時 2/1（月）16:30～18:30  
マスクに絵柄を描き、楽しい気持ちで生活してみませ 

んか？花・動物など、描き方のコツをお教えします。 

お好きなマスク（プリーツ無しのタイプに限る）をご 

持参ください。※4 日前までにお申し込みください。 

(定期講座「華やかな墨彩画」と併設) 

■受講料 (会) 2,530 円(一)2,860 円 

 

マスクに絵を描こう！ 華やかな墨彩画１日体験

水彩画の上達テクニックⅣ 

リアルに描く！色鉛筆画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

■講 師 日本プラスター㈱ 代表取締役社長 奥山 浩司 
■日 時 ①2/28②3/28（日）10:30～12:30  
家の壁を漆喰にするだけで、驚くほど快適な暮らしに変 

わります。消石灰を主原料にした漆喰は、カビの繁殖や 

湿気を調節し結露を抑えるほか、臭いを消すなど自然素材ならではの

優れた力を持つ壁材で、今その魅力があらためて注目されています。

漆喰の特徴や効力、扱い方などをお話しし、実際に塗っていただきま

す。用具や材料の準備は不要です。どうぞお気軽にご参加ください。 

■受講料 各回(会)3,960 円(一)4,510 円 

 

誰でも気軽にできる 漆喰の塗り方レッスン 
                       
 

 

■講 師 万華鏡講師 鈴木 明子 
■日 時 ①1/8 ②2/5 ③3/5（金）13:30～15:30 
オリジナルキットを使って本格的な万華鏡 

を作ります。ご希望の誕生月をお申し出く 

ださい。（定期講座と併設） 

 

■受講料  

各回(会・一) 2,860 円  
教材費 5,500 円 

誕生石の万華鏡

                       

 

■講 師 日展会友 原田 幹久 
■日 時 1/4（月）①10:30～12:30 ②13:00～15:00  

新しい年への願いを込めて書いてみましょう。 

長く筆を持っていないという方もぜひお越しく 

ださい。「景気和暢」（けいきわちょう・春の景 

色が穏やかで和むこと）などの見本をご用意し 

ます。経験に応じてアドバイスします。 

（書道・漢字ＡＢクラスと併設） 

■受講料 各回(会・一)2,860 円 

                       

 

■講 師 和のイラストレーター・グラフィックデザイナー 鮎 裕 
■日 時 3/10（水）14:00～16:00  
季節感、趣ある画を少ない筆数で 

シンプルに。 

ホッとする画風、手描きのぬくもり。 

みずみずしい心で描く一枚は宝物に。 

１日講座では桜の花を描きます。 

 

■受講料 (会)2,860 円 

(一)3,080 円 教材費 500 円  （講師作品） 

 

                       

 

■講 師 アクセサリーデザイナー 若宮 テイ子 
■日 時 3/4（木）13:00～15:30  
 

入手困難なクリスタライズをふんだんに使いサン 

キャッチャーを仕上げます。長さは約５０cm。 

貴重なクリスタルを使用のため先着限定５名様 

限定。(定期講座と併設)  

 
 

■受講料 (会) 3,300 円 

(一)3,630 円 材料費 3,900 円 

若宮テイ子・ビーズワークアクセサリー１日体験 

光のチカラサンキャッチャー 和のイラスト 桜を描く 

                       

 

■講 師 カリグラファーズ・ギルド会員 木作 輝代 
■日 時 ２/2５（木）15:00～16:30 

19 世紀に金属ペンが開発されるまで、中世ヨー 

ロッパの主要な筆記具は羽根ペンでした。今回、 

グースの風切羽根をペンの形に成形し、金属のイ 

ンクどめを入れて完成させます。中世に戻った気 

分で文字を書いてみませんか？（定期講座と併設） 

■受講料  (会)3,190 円 

(一)3,410 円 教材費 400 円 

 

中世の筆記具「羽根ペン」を作りましょう  
カリグラフィー１日体験  

 

２０２１年の書き初め 景気和暢  

                       

 

■講 師 日本総合ヨガ普及協会理事長 山本 正子 
■日 時 3/24（水）13:00～14:30  
ヨガの動きを取り入れて眼球周りの筋肉を動かし、血流 

を良くして疲れの緩和を目指します。視力向上や近視や 

老眼など眼のいろいろなトラブルに効果があるとされて 

います。眼に関することで何かお悩みの方、ぜひご受講 

ください。※眼だけではなく、身体全体を動かしますので、動きやす

い服装でお越しください。 

■受講料 (会)2,750 円(一)3,080 円 

眼（アイ）ヨガ 視力でお悩みの方に                        

 

■講 師 日本総合ヨガ普及協会理事長 山本 正子 
■日 時 3/24（水）14:45～16:15  
花粉症や鼻づまりは、息苦しさ、集中力や脳の活力低下につながりま

す。ヨガなどの知識だけでは完全に予防・解消できないかもしれませ

んが、少しでも楽になるよう、ヨガを取り入れてみましょう。片足バ

ッタのポーズで仙骨と首、足首を刺激し、鼻づまりに効くツボも押さ

え、その場で鼻がスッキリとする快感を味わいましょう。  

■受講料 (会)2,750 円(一)3,080 円 

鼻ヨガ 

                       

 

■講 師 Jcotton 佐々木 木綿 
■日 時 2/27（土）10:00～12:00 
ポンポンのような球形の黄色い花が枝先に房の 

ように咲くミモザ。やさしい色合いや形を自然 

に近い状態で残しながら丁寧に乾かした、講師 

オリジナルの季節のドライフラワーとミモザを 

使い直径１８センチのリースを作ります。 

■受講料 (会)3,190 円 

(一)3,520 円 材料費 4,000 円 
     材料費 5,000 円                      

ミモザと季節の植物のリース                        

 

■講 師 北欧絵織物研究所主宰 矢吹 恵子 
■日 時 2/18（木）13:00～16:00 
絵を描くように横糸を織り込む伝統的な北欧絵織物 

の技法を体験しましょう。深みのある美しい色合い 

の糸を使って、花に囲まれた家を織り上げます。 

※織板額のサイズ 10ｃｍ×17ｃｍ 

■受講料 (会)4,400 円 

(一)5,060 円 
材料費 4,730 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花に囲まれた家 北欧絵織物 1 日体験



                       

 

■講 師 元宝塚歌劇団宙組 実羚 淳 
■日 時 2/11（木・祝）  
元宝塚歌劇団の講師からの直接の指導です。ジャズ 

ダンスで、一緒に、体を動かしましょう。基礎から 

レッスンしますので、初心者の方も大歓迎です。 
 

①11:00～12:15 小学生〜初級クラス（対象：小学生〜学生） 

②12:45～14:00 大人クラス・初級 

③14:30～15:45 経験者（バレエなど少しでも経験あれば OK） 

■受講料 各クラス(会・一)3,410 円 

実羚淳ダンスワークショップ A 

                       

 

■講 師 日本花架拳学会教授 重本由紀子 
■日 時 3/３（水）15:00～16:30 
深い呼吸と優雅な動作で、体のすみずみまで活性 

化します。音楽に合わせてゆっくりと体力づくり 

をしてみませんか。「体を芯から温める」をテーマ 

に、舞気功の基本動作を練習します。年齢を問わ 

ず、初心者も楽しめます。 

（女性向け・定期講座と併設) 
 
 

■受講料 (会・一)2,420 円 

 

 

すこやか舞気功１日体験 体を芯から温める“舞気功” 

                       

 

■講 師 メロディムーン２２５主宰(元宝塚歌劇団） 名月かなで 
■日 時 3/20（土）10:30～12:00 
誰もが知っているようなミュージカル映画のダンス 

ナンバーを、タカラジェンヌ気分で踊りましょう。 

元宝塚歌劇団雪組の名月かなで先生が、楽しく指導 

します。ジャズダンスの要素を取り入れた簡単な振 

付で、どなたでも無理なくご参加できる内容です。 

(女性限定) 
 

■受講料  (会)2,530 円（一)2,860 円 

 

ミュージカル映画の名曲を踊る 

                       

 

■講 師 ゆうき指圧院長 大谷内 輝夫 
■日 時 3/30（火）13:15～14:45  
世界変形性関節症会議で認められたゆうきプログラムは、 

整形外科医や各医療現場で多数採用されています。股関節 

の痛み・膝の痛みを自分で治し、股関節・ひざ痛由来の脊 

柱管狭窄症の予防体操。講座では、寝転んだ状態で痛む部 

位の圧をとり、半月板調整など、家庭でもできる簡単な体 

操を紹介します。 
 

■受講料 (会)2,860 円(一)3,190 円 
 

膝痛・股関節痛を治せば 脊柱管狭窄症は治る                         

 

■講 師 飛龍会 大野 まさみ 
■日 時 3/20（土）10:00～12:00  
しなやかさは様々なパフォーマンスとして、または 

内部感覚に収めての心の在り方としても大変重要な 

ことです。今回は胴体力の基本『胴体の三方向への 

動き』に加えて骨盤の歪み修正や胸の動きの調整を 

行い、弾力のある強さを予感させるしなやかな背骨 

の動きを探ります。 

■受講料 (会)3,410 円(一)3,850 円 

 

胴体力メソッドは何か 

                       

 

■講 師 ソフトバンク スマートフォンアドバイザー 
■日 時 ①1/29（金）②2/25（木） 

13:30～15:30  
自宅にいながら、オンラインを使った、家族や友人との交流、趣味や

運動、食事、医療、情報収集など具体的な事例とともに紹介いたしま

す。ビデオ通話やネット動画などの一部機能は体験していただきます。 

 

■受講料 各回(会)1,760 円(一)2,090 円 

初めてのオンライン体験 

                       

 

■講 師 NPO 法人気功協会運営責任者 天野 泰司 
■日 時 3/6（土）10:00～12:00 
「肩の荷がおりる気功」や、「免疫を活性化させる  

微笑みの気功」を講師から直接に学び、心身ともに 

十分にリラックス。春の勢いに乗って、身体内部の 

自然治癒力を活性化させていきます。花粉症と肩コ 

リの密接な関係を知り、肩の違和感に気づいて、楽 

に気持ちよく動きながら動きをスムーズにしていくと、自然に花粉症

も楽になっていくでしょう。この時期にだけできる特別なレッスンを。 

■受講料 (会)2,860 円(一)3,410 円  

 

肩が楽になる気功 …花粉症にさようなら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■別途費用が必要な講座もございます。お問い合わせください。受講料には設備費（教室維持管理費）を含んでおります。 

 （会）は会員料金、（一）は一般料金です。 

■日程変更や講座中止などある場合がございます。事前に必ずお問い合わせください。 

■ホームページでは常時、全講座（新設）を紹介しています。また講座ごとにちらしも作成しております。 

 

■お申込み、お問い合わせは…月～土 9:30～18:30、第 2・4 日曜 9:30～13:30 

（第 1・3・5 日曜、11/23(月)、12/29(火)～2021 年 1/3(日)、1/11(月)、2/23(火)は休館します）   

 

〒530-0005 大阪市北区中之島 2-3-18 中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾀﾜｰ 18Ｆ 

☎（０６）６２２２－５２２２  朝日カルチャーセンター・中之島教室 

 



                   オンライン講座は、自宅のパソコンやスマートフォン、タブレットで気軽に受講できます 

講  座  名 日  時 講  師   会員 一般 

西洋占星術 土星、天王星、キロンの関係性 
１１/９（土） 

1３:00～15:00  

占星術研究家  

松村 潔 
  2,750  3,850  

天王星と土星の直接の関係はきわめて強い緊張感が発生するのでその触媒としてキロンの関与について説明します。 

（ミーティング）英米小説の翻訳 
0１/２３（土） 

13:00～16:00 

文芸翻訳家  

越前 敏弥 
  8,910 9,790  

長編小説の翻訳にじっくり取り組むことで、翻訳のきびしさと楽しさの両方を堪能していただきます。※英検２級以上、ＴＯＥＩＣ７５０点以上が対象。 

ミーティング形式で行います。音楽に癒やされるのか？その疑問に関する最先端の神経科学的研究について話します。 

文芸翻訳教室 
0１/２３（土） 

16:30～18:00 

文芸翻訳家  

越前 敏弥 
  3,410   3,850 

翻訳書の楽しさや文芸翻訳の仕事のおもしろさを伝えるために、さまざまな実例を挙げながらその魅力を紹介します。 

仏教美術の基礎 
0１/２８（木） 

10:30～12:00 

京都芸術大学教授 

金子 典正 
  3,300  3,300  

ブッダの四大聖跡である誕生の地ルンビニー、悟りを開いた成道の地ブッダガヤ、初転法輪の地サールナート、涅槃に入ったクシナガラの現地の様子を紹

介しながら、それにまつわる仏像や仏教美術の作品について丁寧に解説します。※10/22 に行った同名のオンライン講座と同じ内容です。 

仏教美術の基礎・続編 
0１/２８（木） 

16:00～17:30 

京都芸術大学教授 

金子 典正 
  3,300  3,300  

釈尊の八大聖地のうち、初回の四大聖地（誕生、成道、初転法輪、涅槃）の講座で紹介できなかったラージギルの霊鷲山、サヘート・マヘートの祇園精舎、

ヴァイシャリーのアナンダの仏塔などについて、現地のスライドをご覧いただきながら、それにまつわる仏教美術の作品について解説します。 

昆虫はスゴイ！人間もスゴイ！～体のデザインの秘密 
1/30､2/27、3/27 3 回 

土曜 13:30～14:30 

東京工業大学名誉教授 

本川 達雄 
  7,590  7,590  

①「われわれ陸の脊椎動物はスゴイ！」、②「昆虫大繁栄の秘密」、③「共生による大繁栄…サンゴ」の３つのテーマでお話しします。毎回、各動物の褒

め歌を歌います。乞うご期待。  

① われわれ陸の脊椎動物はスゴイ！ 
１/３０（土） 

13:30～14:30 

東京工業大学名誉教授  

本川 達雄 
  2,640 2,640 

生物は元々海中で誕生したものであり、体の半分以上を水が占めている。そんなものが陸という乾燥した環境で暮らすのはものすごく大変なこと。陸上生

活の困難と、それを解決している体の作り（デザイン）について考えます。 

西洋占星術 サビアンシンボルの本質を引き出す 
２/１３（土） 

1３:00～15:00 

占星術研究家 

松村 潔 
  2,750 3,850 

サビアンシンボルをアカシックレコードとして活用する際の問題点などを説明します。 

② 昆虫大繁栄の秘密  
２/２７（土） 

13:30～14:30 

東京工業大学名誉教授  

本川 達雄 
  2,640  2,640  

昆虫は種の数で全動物の 3/4 を占めており、大繁栄している仲間である。第 1 回で述べるように、体の小さなものほど、乾燥した陸での生活は厳しいはず

だが、その困難を、昆虫はクチクラを開発することで克服しました。省エネの秘策も開発した昆虫のすごさに迫ります。 

  わかりやすい西洋占星術 
３/６（土） 

10:30～12:00 

占術家（占いの家ジュピター）  

ラクシュミー 
  3,300 3,300  

太陽系の惑星と 12 星座を中心に西洋占星術がどういうしくみになっているのかの基礎を 90 分で学びます。（初めての方向け） 

  西洋占星術 外宇宙との接点としての冥王星 
３/１３（土） 

1３:00～15:00 

占星術研究家  

松村 潔 
  2,750  3,850 

冥王星を、その人の根源的な目的性、意図、太陽系の内輪から見たものでなく、客観的な姿勢としてその位置を考えてみます。 

③ 共生による大繁栄…サンゴ 
３/２７（土） 

13:30～14:30 

東京工業大学名誉教授  

本川 達雄 
 2,640 2,640 

も生物多様性の高いのは、陸では熱帯雨林、海ではサンゴ礁。サンゴはクラゲと同じ刺胞動物の仲間で、樹木のような形の、頑丈な殻を作り、その上を粘

液でコーティングして体を守るため、敵に食われにくい。自他ともに栄える共生世界を作り上げたサンゴのすごさを解説すます。 

●オンラインセミナーアプリ Ｚｏｏｍ（ズーム）ウェビナーを使ったオンライン講座です。簡単にダウンロードでき、パソ 
コンやタブレット、スマートフォンで配信を見ることができます。受講者側のお名前や映像、音声は配信されません。（ミ 
ーティング形式で行う講座は異なります。）オンライン講座の申し込みは WEB（カード）決済のみで承ります。 
 
 
 
 
 
 
 

 

朝カルオンライン 続々登場 


