第１３２期京都中央労働学校 募集要項
●申し込みの手続きは「申込用紙」に必要事項を記入し、受講料をそえて申し込んでください。
●募集の定員は、各コース６０名です。（定員になり次第〆切ります）
●講義時間は、午後７時〜９時（休憩も含みます）
●総合コースは、１８回のうち１２回以上出席し受講料を納入された方に修了証書をお渡しします。
それ以外のコースは、９回のうち６回出席で修了証書をお渡しします。
●テ キスト は、経 済学コ ース以 外はレ ジュメ を準備 してお ります 。経済 学コー スは、 マル クス著
『資本論』新日本新書 第１〜２分冊を使います。注文の方は、申込用紙に記入を。
●受講料は、総合コースは、１０，０００円、それ以外は、８，４００円です。
※金額に消費税が含まれています。

電話（075）841-8141
FAX（075）821-3665
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● 各コ ー ス の会 場 は 、『 京 都 学習 会 館 』
（上京区堀川丸太町西一筋目上ル）です。
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■二・四輪共に駐車場はありません。

二条城市営駐車場へお願いします。
● 地下鉄丸太町駅・二条城前駅から
『京都学習会館』まで歩いて１０分
以内です。
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２月２１日（土）午後６時３０分受付開始
京都学習会館（堀川丸太町西一筋目上ル）

二条 城前駅
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申込先は……
京都労働者学習協議会

職場・学園
労働組合
電話：職場（

（全国単産
）

-

自宅（

）
）

-

〒６０２-８１４７
京都市上京区堀川丸太町西一筋目上ル
『京都学習会館』内
電話（０７５）８４１-８１４１
ＦＡＸ（０７５）８２１-３６６５

◎京都学習協のホームページ

〝京都学習情報〟

www6.plala.or.jp/kyotohorimaru/
労働学校などの学習情報が掲載されて
います。また、月曜日から金曜日の５日
間、連日「学習通信」が更新されちょっ
と深く学ぶことができます。すでにアク
セスは二万件を超えています。

京都中央労働学校は、科学的社会主義を学ぶ学校です。総合コースは、
現代日本社会＝〝理不尽社会〟で働きがいや生きがいをもとめて歩つづけ
ていくために、どうしても学んで欲しい内容です。そのことによって働き
がいや生きがいをハッキリさせるとともに、阻んでいるものを明らかにし、
これを実現するための実践の道筋を学んでゆきます。総合コースで科学的
社会主義を学ぶことによって、社会や仲間の姿がしっかりと見えてきます。
……それは羅針盤をもった人生を歩むことになるのです。
働くものの未来を学ぶ

総合コース
2/21(土)開校式 記念講演「労働者と学習」
2/24(火)第１課 私たちはどんな時代に生きているか
2/27(金)第２課 労働者とは誰のことか
3/03(火)第３課 なぜ人間はお金を求めるのか
3/06(金)●DISCUSSION① 人生や社会のことなどをみんなで考えます。
3/10(火)第４課 〝搾取〟っていまでもあるのか─そのしくみ
3/13(金)第５課 努力すれば資本家になれるのか
3/17(火)第６課 *知のE SSCE NCE ⅰ……真理とは
3/20(金)第７課 人生をきりひらく〝ものの見方・考え方〟
3/24(火)第８課 「自己責任」とはどういうことか
3/27(金)第９課 君の生きてきた時代
3/31(火)第10課 日本社会のしくみと特徴
4/03(金)●DISCUSSION② 勝ち負けとはなにか、それで幸せになれるのか
4/07(火)第11課 *知のESSCENCE ⅱ……科学とヒューマニズム
4/10(金)第12課 労働法を活用しよう。
4/14(火)第13課 *知のESSCENCE ⅲ……個性は何によって輝くか
4/17(金)第14課 労働組合 その性格と任務
4/21(火)第15課 世界の〝変化〟をどうみるか
4/24(金)第16課 社会主義とはどういう社会か……労働者階級の歴史的使命
●総合講師団
櫻田 忠衛・京都大学講師//林 昭・龍谷大学名誉教授//鰺坂 真・関西大学名誉教授
吉坂 大慈・学習協講師//井手 幸喜・京都橘大学講師//萬井 隆令・龍谷大学教授
伊藤 大一・大阪経済大学////芦田 文夫・立命館大学名誉教授

科学的社会主義の

世界観コース
◎2/21 (土) 開校式 記念講演「労働者と学習」
①2/27 (金) 第１課 君は〝社会〟をどうみるか
②3/06 (金) 第２課 人類社会の形成
③3/13 (金) 第３課 史的唯物論とはなにか
④3/20 (金) 第４課 歴史の法則性
⑤3/27 (金)●DISCUSSION
⑥4/03 (金) 第５課 国家とイデオロギー
⑦4/10 (金) 第６課 資本主義の根本矛盾
⑧4/17 (金) 第７課 必然の国から自由の国への飛躍
⑨4/24 (金) 第８課 歴史の偽造はゆるされない

講師は……

鰺坂 真
関西大学名誉教授

経済学コース
『資本論』を読む!!
◎2/21 (土) 開校式 記念講演「労働者と学習」
講師は……
①2/23 (月) 第１課 資本の世界はどんな社会か !!
上瀧 真生
②3/02 (月) 第２課 なにが商品交換を成り立たせるのか !!
流通科学大学教授
③3/09 (月) 第３課 商品の価値はどうやって表されるか !!
④3/16 (月) 第４課 商品の世界はどんな社会か !!
⑤3/23 (月) 第５課 貨幣はどうして生まれたか!! 貨幣はどんな役割を果たすか !!
⑥3/30 (月)●DISCUSSION ──上瀧先生と一緒に前半の復習を行います。
⑦4/06 (月) 第６課 資本とはなにか？ 資本を生み出す鍵はなにか !!
⑧4/13 (月) 第７課 人間が労働するとはどういうことか !!
⑨4/20 (月) 第８課 資本のもけはどうやって生まれるか !!

はたらく

権利コース
◎2/21 (土)開校式 記念講演「労働者と学習」
①2/24 (火) 第１課 労働者にとって労働法をとはなにか
②3/03 (火) 第２課 あなたはどんな働き方をしていますか──パート、アルバイト、派遣……
③3/10 (火) 第３課 あなたの労働時間は──フレックスタイム・変形労働時間
④3/17 (火) 第４課 休みのルールを知っています──休憩・休日・年次有給休暇・育児介護休業
⑤3/24 (火) 第５課 給料がなければ働けない──給料・ボーナス・退職金・最賃
⑥3/31 (火) 第６課 会社の都合でいつでも〝くび〟──解雇とは
萬井隆令（龍谷大）
⑦4/07 (火) 第７課 「仕事中」の災害は誰の責任？──労働災害
先生を中心に講師
⑧4/14 (火) 第８課 見たことがありますか〝就業規則〟 ──就業規則
⑨4/21(火) 第９課 職場の〝いじめ〟はありますか──ハラスメント……。 団を編成中です。

