同志社講座 2019 春

4 月開講

同志社講座

「源氏物語 第二帖 帚木の巻を読む」
講師：岩坪健（いわつぼ たけし）同志社大学文学部国文学科教授

＜講師より＞
前回で、第一帖・桐壺の巻を読み終わりました。今回からは第二帖・帚木の巻を読み始めます。当巻の前半は、有
名な雨夜の品定めです。そこに書かれている女性論は、現代にも通じる優れた批評です。しかも注意して読めば、痛
烈な男性論にもなっています。
室町時代になると、雨夜の品定めに書かれた女君を、登場人物に当てはめるようになります。その結果、桐壺の巻
は序章で、帚木の巻は源氏物語の総論として位置づけられ、重視されました。
当時の風習などにも触れつつ、初心者の方にも理解できるよう、読み進めていきます。
東京サテライト･キャンパスでの昼下がり、光源氏の世界に浸ってみませんか。

同志社大学図書館所蔵 源氏物語画帖「源氏御手かゝみ」

同志社大学図書館所蔵 古土佐源氏五拾四状画賛

＜概要＞
回 数：全 6 回
開催日： 4/4(木) 5/9(木) 6/6(木) 7/4(木) 8/1(木) 9/5(木)
時 間： 14:00～ 15:30
会 場： 同志社大学東京サテライト・キャンパス (東京都中央区京橋 2 丁目 7-19 京橋イーストビル 3 階)
受講料： 一括のみ 18,000 円 ＊事前振込み制です。
教 材： 「大島本源氏物語 帚木・空蝉」増田繁夫（編）和泉書院 1,620 円（税込み）
＊教材をご希望の方はお申込み時に 教材希望 を選択してください。
＜講師プロフィール＞
1957 年京都市出身。 1981 年京都大学文学部国語学国文学科卒。1989 年大阪大学大学
院文学研究科博士後期課程単位取得退学。1991 年「源氏物語古注釈の研究 - 中世源氏学
の流れ-」で文学博士。1989 年「源氏物語の二段階伝授について－河内方と四辻善成・一条兼
良をめぐって」で第 16 回日本古典文学会賞受賞。2014 年『源氏物語の享受 注釈・梗概・絵
画・華道』で第 15 回紫式部学術賞を受賞。

同志社講座 2019 春

英会話

3 月開講 トライアル講座 昼

トライアル 「簡単英会話～ネイティブ表現でトレーニング」
講師：前田 久美（まえだ くみ） 英語講師
海外旅行でもっとスマートに話せたら・・・、旅行者に道を聞かれたらイメージどおり答えたい・・・、海外の友人と親しく
話したい・・・。 中学英語レベルの単語とフレーズなのに言葉が出てこないのはなぜでしょうか？それは、自然なフレー
ズと英語的表現が身についていないから。本講座では、状況に応じて言葉が出てくるようにアウトプットの練習をおこ
ないます。レベル感や内容などが心配な方は是非トライアルで体感してください。

＜概要＞
回数： 隔週 2 回
開催日：3/12(火) 3/26(火)
時 間： 15:00~16:30
会 場： 同志社大学東京サテライト・キャンパス (東京都中央区京橋 2 丁目 7-19 京橋イーストビル 3 階)
受講料： 4,000 円 初回の受付でお支払いください。
定 員：16 名
教 材：講師から配布します。

＜90 分のプログラム例＞
〇ウォーミング アップ：宿題の発表 作成したダイアローグを 2 人一組で実践します。
〇レッスン：＜１＞今週のフレーズの紹介～繰り返し発話練習、会話をグループで練習
＜２＞映画の１シーンでリスニングトレーニング、会話練習
〇ホームワークアサイン: キーワードを提示します。テーマにそった会話の作成などが宿題です。

＜講師プロフィール＞
インターナショナルスクール高校課程卒業後、米国大学で秘書課を専攻。帰国後企業勤務を経
て英語講師に。以来 20 年以上英語教育に携わり、大学や大手企業で幅広い層のクラスを担
当。明るく分かりやすい授業と英語力を定着させる指導力に定評がある。

同志社講座 2019 春

英会話

3 月開講 トライアル講座 夜

トライアル 「英会話力と文法 ブラッシュアップ講座」
講師：前田 久美（まえだ くみ） 英語講師
英語は好きだけど自分の言葉でもっと話せるようになりたい、海外から戻って使う機会が減ったが英会話力をキープ
したい、文法に自信はあるけど思うようには話せない、ニュースで見聞きしたことを話題に話してみたい・・・。
本講座は、ニュースを素材にネイティブが日常使う表現を身につけ、美しい発音、流暢なリズム、正しい文法で話すト
レーニングを繰り返します。ニュースのポイントや背景を知りご自身の感想や意見を話すことにチャレンジしましょう。
本講座は 2 回のトライアルレッスンです。内容や雰囲気を体感するのに最適です。

＜概要＞
回数：隔週 2 回
開催日： 3/12(火) 3/26(火)
時 間：18:30~20:00
会 場：同志社大学東京サテライト・キャンパス (東京都中央区京橋 2 丁目 7-19 京橋イーストビル 3 階)
受講料：4,000 円 初回の受付でお支払いください。
定 員：16 名
教 材：講師から配布します。
＜90 分のプログラム例＞
〇ウォーミングーアップ
〇レッスン

ホームワークで作成した短い文章を一人一人発表。

レッスン素材は、英語で発信されているニュースからピックアップします。

＜１＞提示したニュースのタイトルからイメージしたことを言葉に
＜２＞キーワードの語彙やフレーズを紹介
＜３＞ディクテーション
＜４＞発話練習/感じたことの意見交換 英語で話すトレーニングを行います。
〇ホームワーク アサイン
＜講師プロフィール＞
インターナショナルスクール高校課程卒業後、米国大学で秘書課を専攻。帰国後企業勤務を経
て英語講師に。以来 20 年以上英語教育に携わり、大学や大手企業で幅広い層のクラスを担
当。明るく分かりやすい授業と英語力を定着させる指導力に定評がある。

同志社講座 2019 春

4 月開講

「簡単英会話～ネイティブ表現でトレーニング」
講師：前田 久美（まえだ くみ） 英語講師
海外旅行でもっとスマートに話せたら・・・、旅行者に道を聞かれたらイメージどおり答えたい・・・、海外の友人と親しく
話したい・・・。 中学英語レベルの単語とフレーズなのに言葉が出てこないのはなぜでしょうか？それは、自然なフレー
ズと英語的表現が身についていないから。本講座では、状況に応じて言葉が出せるようアウトプットの練習に重きを
置いています。

＜概要＞
回数：隔週 10 回
開催日：4/9(火) 4/23(火) 5/7(火) 5/21(火) 6/4(火) 6/18(火) 7/2(火) 7/16(火) 7/30(火)
8/6(火)
時 間：15:00~16:30
会 場：同志社大学東京サテライト・キャンパス (東京都中央区京橋 2 丁目 7-19 京橋イーストビル 3 階)
受講料：21,000 円 初回の受付でお支払いください。
定 員：16 名
教 材：講師から配布します。

＜90 分のプログラム例＞
〇ウォーミングアップ：宿題の発表 作成したダイアローグを 2 人一組で実践します。
〇レッスン：＜１＞今週のフレーズの紹介～繰り返し発話練習、会話をグループで練習
＜２＞映画の１シーンでリスニングトレーニング、会話練習
〇ホームワークアサイン: キーワードを提示します。テーマにそった会話の作成などが宿題です。

＜講師プロフィール＞
インターナショナルスクール高校課程卒業後、米国大学で秘書課を専攻。帰国後企業勤務を経
て英語講師に。以来 20 年以上英語教育に携わり、大学や大手企業で幅広い層のクラスを担
当。明るく分かりやすい授業と英語力を定着させる指導力に定評がある。

同志社講座 2019 春

4 月開講

「英会話力と文法 ブラッシュアップ講座 」
講師：前田 久美（まえだ くみ） 英語講師
自分の言葉でもっと話せるようになりたい、海外から戻って使う機会が減ったが英会話力をキープしたい、英文法に自
信はあるけど思うようには話せない、ニュースで見聞きしたことを話題に話してみたい・・・。
本講座は、ニュースを素材にネイティブが日常使う表現を身につけ、美しい発音、流暢なリズム、正しい文法で話すト
レーニングを繰り返します。ニュースのポイントや背景を知りご自身の感想や意見を話すことにチャレンジしましょう。

＜概要＞
回 数：隔週 10 回
開催日：4/9(火) 4/23(火) 5/7(火) 5/21(火) 6/4(火) 6/18(火)
7/2(火) 7/16(火) 7/30(火) 8/6(火)
時 間：18:30~20:00
会 場：同志社大学東京サテライト・キャンパス (東京都中央区京橋 2 丁目 7-19 京橋イーストビル 3 階)
受講料：21,000 円 初回の受付でお支払いください。
定 員：16 名
教 材：講師から配布します。

＜90 分の進行例＞
〇ウォーミングーアップ

ホームワークで作成した短い文章を一人一人発表。

〇本日のトピックス レッスン

レッスンの素材は、英語で発信されているニュースからピックアップします。

＜１＞まず、タイトルからイメージしたことを言葉に
＜２＞キーワードの語彙やフレーズを紹介
＜３＞ディクテーション
＜４＞発話練習/提示した「ニュース」をテーマに意見交換 英語で話すトレーニングを行います。
〇ホームワークアサイン
＜講師プロフィール＞
インターナショナルスクール高校課程卒業後、米国大学で秘書課を専攻。帰国後企業勤務を経て
英語講師に。以来 20 年以上英語教育に携わり、大学や大手企業で幅広い層のクラスを担当。
明るく分かりやすい授業と英語力を定着させる指導力に定評がある。

