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小学生の夏休み理科工作

学び直しの中国語Ⅰ　
中国語Ⅰ（入門）
やさしい中国語物語Ⅰ
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中国語会話
中国語で漢詩を読むⅠ
中国語で漢詩を読むⅡ
スペイン語（入門）
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世界が読む『村上春樹』
月木の英会話（初級）
月木の英会話（中級）
英語で学ぶ英語　 
旅行に使える英会話
学び直しの英語Ⅰ
学び直しの英語Ⅱ
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英字新聞を読む
Enjoy English LifeⅠ
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敬愛大学生涯学習センター（稲毛駅前）

後援　千葉県教育委員会╱千葉市教育委員会

平成26年度
前期

チーバくん

タータンタセ学習学学学学大敬 タセンタンン大愛大大大大 タ大大 セ生 セセ大学 ン生敬 ターセンタ学習セ涯学習学生涯愛大学敬愛大 プープオーオオ月オオオオ月 ープ月オー月オ プンンンンンンンンンンン!!!敬愛大学生涯学習センター敬愛大学生涯学習センター44月オープ月オープンン!!敬愛大学生涯学習センター4月オープン!敬愛大学生涯学習センター4月オープン!

●JR総武線稲毛駅東口下車徒歩1分
●イオン駐車場向い
●敬愛大学生涯学習センターでは新講座の
　開設を随時Webで紹介しています。
　www.u-keiai.ac.jp
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リスニング強化Ⅰ
リスニング強化Ⅱ
ボキャブラリー強化Ⅰ
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TOEIC500点実践対策 ─リスニング─
TOEIC500点実践対策 ─リーディング─
英検２級対策 ─リーディング─
英検２級対策 ─リスニング─

日常生活に役立つ心理学
短歌を始める
短歌の作り方
絵画鑑賞
絵画制作─初心者の為のデッサン─
大人の水彩色鉛筆
クレイクラフト（フラワー）
クレイクラフト（スイーツデコ）
『百人一首』の旅を楽しむⅠ
『百人一首』の旅を楽しむⅡ
『奥の細道』の旅を楽しむⅠ
『奥の細道』の旅を楽しむⅡ
中国の山と親しむ

ビブリオバトル
─お母さんのお薦め本─絵本・童話
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東欧を知ろう
アラブ世界を知ろう
朝鮮半島を知ろう
憲法
経営立地論

ヒトの命を守る植物の生き方を科学する
健康は腸から
ビブリオバトル入門～お薦め本でゲーム～

英検２級対策
　
TOEIC 実践対策
　
韓国語能力試験（初級）対策
　

中国語「新HSK検定３級」
（中国漢語水平考試）対策　

やさしい英語
英語が苦手な方のための英国留学講座Ⅰ（入門）
英語が苦手な方のための英国留学講座Ⅱ（初級）
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学び直しの英語Ⅰ（中学英文法の復習）
学び直しの英語Ⅱ（高校英文法の復習）

（
正
規
授
業
科
目
）

大
学
公
開
講
座

文
化
・

教
養
講
座

無
料
講
座

5,000 
5,000 
4,000 
4,000 
14,000 

無料
無料
無料

21,000 

21,000 

21,000 

21,000 

16,000 
16,000 
16,000 
20,000 
16,000 
16,000 

5
5
4
4
14

1
1
2

10

10

10

10

10
10
10
10
10
10

4/8
5/20
6/24
4/11
4/3

4/18
5/7
5/7

3/30

3/30

3/30

3/30

3/27
3/27
3/27
3/27
3/27
3/27

4/15
5/27
7/1
4/18
4/10

4/26
5/14
5/17

4/12

4/12

4/23

4/12

4/12
4/12
4/12
4/15
4/12
4/12

講 座 名 受講料 締切日 講座開始回数No分野 講 座 名 受講料 締切日 講座開始回数No分野

1
2
3
4
5

6
7
8

9

10

11

12

13
14
15
16
17
18

外
国
語
講
座

メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
講
座

メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
講
座

資
格
取
得

韓
国
語

中
国
語

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
ロ
シ
ア
語

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
3232

34
35
36
37
38
39

33

No. 　　～ 　　は［申込み→締切後受講通知受理→受講料振込み→受講可能］
申込はFAX・Eメール・郵送。

399

セ1 セ46No.  　　～  　　は［申込み→締切後受講通知受理→受講料振込み（無料は除く）→受講可能］
申込はFAX・Eメール・郵送。
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チーバくん　許諾番号 千葉県 第A687-1
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生涯学習講座
お申込み方法お申込み方法

。

。

新規講座、夏期集中講座等については随時Webで紹介しています。
www.u-keiai.ac.jp

敬愛大学生涯学習センター4月オープン!敬愛大学生涯学習センター4月オープン!

案内図

JR総武線 至 千葉
至 船橋

敬愛大学
生涯学習センター
（こみなと稲毛ビル 6F

1F 千葉銀行）
稲毛駅

イオン稲毛



リスニング強化Ⅰセ25

英検2級対策─リーディング─セ31

英検2級対策─リスニング─セ32
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歌やゲームや絵本を使いながら英語を学んでいきます。
【通年1コース】日時：4/9・16・23、5/7・14・21・28、6/4・11・18
（水15：00～15：50） 申込締切日：3/19
【通年2コース】日時：6/25、7/2・9・16・23、8/27・9/3・10・17・24
（水15：00～15：50） 申込締切日：6/11
講師：菊池　優子（English Teachers in Japan　千葉支部長）　定員：12名
対象者：幼稚園年長～小学校低学年　教材：プリント　受講料：各9,000円

KIDS英語Ⅰ　セ1

KIDS英語Ⅱセ2

KIDS英語Ⅲセ3

本や歌を使って英語に接しながら、基本的な音や単語を学びます。
【通年1コース】日時：4/9・16・23、5/7・14・21・28、6/4・11・18
（水16：00～16：50） 申込締切日：3/19
【通年2コース】日時：6/25、7/2・9・16・23、8/27・9/3・10・17・24
（水16：00～16：50） 申込締切日：6/11
講師：菊池　優子（English Teachers in Japan　千葉支部長）　定員：12名
対象者：小学校低学年～小学校中学年　教材：プリント　受講料：各9,000円

簡単な算数、理科、社会の内容などを英語で学び、考え、表現します
【通年1コース】日時：4/9・16・23、5/7・14・21・28、6/4・11・18
（水17：00～17：50） 申込締切日：3/19
【通年2コース】日時：6/25、7/2・9・16・23、8/27・9/3・10・17・24
（水17：00～17：50） 申込締切日：6/11
講師：菊池　優子（English Teachers in Japan　千葉支部長）　定員：12名
対象者：小学校中学年～小学校高学年 　教材：プリント　受講料：各9,000円

楽しくチャレンジ講座
■キッズ英語■

■スペイン語■

ここ4～5年の間にヨーロッパEC諸国で急速に普及しているCLIL（クリル）や、
PHONICS（フォニックス）を取り入れた学習法で学びます。

JR稲毛駅前に敬愛大学生涯学習センターオープン！ 
敬愛大学生涯学習センター（稲毛駅前）

磁石や電池を用いて、作品を仕上げます。お昼持参で参加してください。
日時：7/25（金10：00～12：00、休憩1時間　13：00～16：00）　
講師：平山　好孝（元教員）　申込は先着順。材料を用意する都合がございます
ので、キャンセルの方は速やかにご連絡ください。定員：15名　受講料：無料
申込締切日：定員になり次第　教材：大学でご用意します。

小学生の夏休み理科工作セ 4

特別講座

童話の『田舎のねずみと町のねずみ（　下的鼠和城市的鼠）』等を取り入れた親し
みやすいテキストを使った授業内容です。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/7・14・21、7/5（土9：00～10：40）　
講師：楊　紅（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：初級レベルの方及
び発音に自信がない方　教材：プリント＋CD　受講料：20,000円　申込締切日：3/25

学び直しの中国語Ⅰセ 5

発音をマスターし、中国の文化を紹介しながら、日常生活での基本的な会話がで
きるように、指導を行います。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/7・14・21、7/5（土11：00
～12：40）　講師：楊　紅（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：20名　
対象者：初めて中国語を学ぶ方　教材：黄麗華・味岡美玲≪会話で学ぼう　基
礎中国語≫（白帝社）2,400円＋税　受講料：20,000円　申込締切日：3/25

中国語Ⅰ（入門）セ 6

やさしい童話を用いた、物語を楽しみながら勉強します。
【Aコース】日時：4/7・14・21、5/12・19・26、6/2・9・16・23
（月10：00～10：50）　申込締切日：3/16
【Bコース】日時：6/30、7/7・14・28、8/5・18・25、9/1・8・22
（月10：00～10：50）　申込締切日：6/16
講師：楊　紅（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：入門レベ
ル終了された方　教材：プリント　受講料：各10,000円

やさしい中国語物語Ⅰセ 7

やさしい中国語物語Ⅰの継続講座です。
【Aコース】日時：4/7・14・21、5/12・19・26、6/2・9・16・23
（月11：00～11：50）　申込締切日：3/16
【Bコース】日時：6/30、7/7・14・28、8/5・18・25、9/1・8・22
（月11：00～11：50）　申込締切日：6/16
講師：楊　紅（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：やさしい中国語
物語Ⅰレベル終了した方　教材：プリント　受講料：各10,000円　申込締切日：6/16

やさしい中国語物語Ⅱセ 8

中国語の会話能力の向上を目指します。
【Aコース】日時：4/8・15・22、5/13・20・27、6/3・10・17・24
（火10：00～10：50）　申込締切日：3/25
【Bコース】日時：7/1・8・15・22・29、8/5・26、9/9・16・30
（火10：00～10：50）　申込締切日：6/17
講師：黄　麗華（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：中級コースレベ
ルを終了した方　教材：《街なかの中国語》孟国、井田　綾（東方書店）3,000
円＋税＋プリント+映像　受講料：各10,000円

中国語会話セ 9

漢詩を正しく美しく読むための基礎作りを発音、声調から指導します。
【Aコース】日時：4/10・17・24、5/8・15・22・29、6/5・12・19
（木14：00～14：50）　申込締切日：3/19
【Bコース】日時：6/26、7/3・10・17・24、8/7・28、9/4・11・18
（木14：00～14：50）　申込締切日：6/12
講師：松山　峰子（陳　彬）（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　
対象者：中国語中級以上の方　教材：プリント　受講料：各10,000円

中国語で漢詩を読むⅠセ10

正しい発音、声調で漢詩を一字一句一首づつ中国語で読みます。
【Aコース】日時：4/10・17・24、5/8・15・22・29、6/5・12・19
（木15：00～15：50）　申込締切日：3/19
【Bコース】日時：6/26、7/3・10・17・24、8/7・28、9/4・11・18
（木15：00～15：50）　申込締切日：6/12
講師：松山　峰子（陳　彬）（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　
対象者：中国語中級以上の方　教材：プリント　受講料：各10,000円

中国語で漢詩を読むⅡセ11

外国語講座
■中国語■

日本語でも説明します。マルチメディア教材を用いて文化や習慣もご紹介し
ます。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/7・14・21、7/5（土13：00
～14：40）　講師：マリオ・ホセ・アタパウカル・オバンド（敬愛大学生涯
学習講座講師） 定員：15名　対象者：初めて学ぶ方、基礎から学び直したい
方　受講料：20,000円　教材：El Español Universal　1A　1,400円　
申込締切日：3/26

スペイン語（入門）セ12

日本語での質問もOKです。スペイン語圏の日常生活も紹介します。ご希望の
方には必要に応じレベルチェックをいたします。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/7・14・21、7/5（土15：00
～16：40）　講師：マリオ・ホセ・アタパウカル・オバンド（敬愛大学生涯
学習講座講師）　定員：15名　対象者：スペイン語「入門」修了者または直説
法現在形から学び直したい方　受講料：20,000円　教材：入門の継続講座で
す。テキストは途中からになります。El Español Universal　1A　1,400円
申込締切日：3/26

スペイン語（応用）セ13

日常会話。
【Aコース】日時：4/11・18・25、5/9・16・23、6/6・13・20・27
（金20：00～20：50）　申込締切日：3/23
【Bコース】日時：7/4・11・18、8/1・8・22・29、9/5・12・19
（金20：00～20：50）　申込締切日：6/18
講師：名倉　道子　定員：15名　受講料：各10,000円　対象者：特に条件
なし。 教材：プリント

ボキャブラリー強化Ⅱセ28

TOEIC500を目指している方。
【Aコース】日時：4/8・15・22、5/13・20・27、6/3・10・17・24
（火19：00～19：50）　申込締切日：3/23
【Bコース】日時：7/1・8・15・22、8/5・19・26、9/2・9・16
（火19：00～19：50）　申込締切日：6/17
講師：名倉　道子　定員：12名　対象者：英検2級程度　受講料：各12,000
円　教材：第一回目にテストを受けていただき、第2回目からテキストを使用しま
す。テキストは未定。

TOEIC500点実践対策─リスニング─セ29

検定対策講座
■英語■

TOEIC500を目指している方。
【Aコース】日時：4/8・15・22、5/13・20・27、6/3・10・17・24
（火20：00～20：50）　申込締切日：3/23
【Bコース】日時：7/1・8・15・22、8/5・19・26、9/2・9・16
（火20：00～20：50）　申込締切日：6/17
講師：名倉　道子　定員：12名　対象者：英検2級程度　受講料：各12,000
円　教材：第一回目にテストを受けていただき、第2回目からテキストを使用しま
す。テキストは未定。

TOEIC500点実践対策─リーディング─セ30

文化・教養講座

リーディングを中心とした講座です。
【Aコース】日時：4/10・17・24、5/8・15・22、6/5・12・19・26
（木19：00～19：50）　申込締切日：3/23
【Bコース】日時：7/3・10・17・24、8/7・21・28、9/4・11・18
（木19：00～19：50）　申込締切日：6/17
講師：名倉　道子　定員：12名　対象者：英検準2級程度　受講料：各
12,000円

世界が読む『村上春樹』　セ14
アメリカにおいて村上春樹がどのように読まれているかを考えます。
日時：5/9・15・23・30、6/6・13・20・27、7/4・11（金17：00～18：50）
講師：芳賀　理彦（敬愛大学専任講師）　対象者：特に条件なし。 教材：プリ
ント　受講料：20,000円　申込締切日：4/24

リスニングを中心とした講座です。
【Aコース】日時：4/10・17・24、5/8・15・22、6/5・12・19・26
（木20：00～20：50）　申込締切日：3/23
【Bコース】日時：7/3・10・17・24、8/7・21・28、9/4・11・18
（木20：00～20：50）　申込締切日：6/17
講師：名倉　道子　定員：12名　対象者：英検準2級程度　受講料：各
12,000円

簡単で役に立つ旅行英語
【Aコース】日時：4/9・16・23、5/7・14・21・28、6/4・11・18
（水11：00～11：50）　申込締切日：3/23
【Bコース】日時：7/2・9・16・23、8/6・20・27、9/3・10・17
（水11：00～11：50）　申込締切日：6/18
講師：名倉　道子　定員：15名　受講料：各10,000円　対象者：特に条件
なし。 教材：プリント

Enjoy English LifeⅡセ24

あなたもネイティブのような発音を目指しませんか。
【Aコース】日時：4/7・14・21、5/12・19・26、6/2・9・16・23
（月19：00～19：50）　申込締切日：3/23
【Bコース】日時：6/30、7/7・14・28、9/1・8・22・29
（月19：00～19：50）　申込締切日：6/18
講師：George Whalley（敬愛大学非常勤講師） 定員：15名　対象者：特に
条件なし。 受講料：Aコース10,000円、Bコース8,000円　教材：プリント

あなたもネイティブのように耳を鍛えましょう。
【Aコース】日時：4/7・14・21、5/12・19・26、6/2・9・16・23
（月20：00～20：50）　申込締切日：3/23
【Bコース】日時：6/30、7/7・14・28、9/1・8・22・29
（月20：00～20：50）　申込締切日：6/18
講師：George Whalley（敬愛大学非常勤講師） 定員：15名　対象者：特に
条件なし。 受講料：Aコース10,000円、Bコース8,000円　教材：プリント

リスニング強化Ⅱセ26

日常会話。
【Aコース】日時：4/11・18・25、5/9・16・23、6/6・13・20・27
（金19：00～19：50）　申込締切日：3/23
【Bコース】日時：7/4・11・18、8/1・8・22・29、9/5・12・19
（金19：00～19：50）　申込締切日：6/18
講師：名倉　道子　定員：15名　受講料：各10,000円　対象者：特に条件
なし。 教材：プリント

ボキャブラリー強化Ⅰセ27

セ

短歌を始めるセ34
短歌を初めてなさる方のための講座です。
【Aコース】日時：4/11・25、5/9・23、6/13（金10：00～10：50）
申込締切日：3/25
【Bコース】日時：6/27、7/11、8/8・22、9/12（金10：00～10：50）
申込締切日：6/13
講師：三木　勝（敬愛大学生涯学習講座講師） 定員：15名　対象者：短歌を
学びたい方　受講料：各4,500円　教材：プリント
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日常生活に役立つ心理学セ33
生活上の疑問を心理学的に考える
【Aコース】日時：4/9・16・23、5/7・14・21・28、6/4・11・18　
（水18：00～18：50）　申込締切日：3/19
【Bコース】日時：7/2・9・16・23・30、8/6、9/3・10・17・24
（水18：00～18：50）　申込締切日：6/18
講師：田中　未央（敬愛大学専任講師）　対象者：特に条件なし。 教材：プリン
ト　受講料：各10,000円

東口駅から
徒歩1分
至便な場所

「私」をかえる「まち」をかえる「未来」をかえる

入門終了レベルの方
【Aコース】日時：4/7・10・14・17・21・24、5/12・15・19・22・
26・29、6/2・5・9・12・16・19・23・26（月・木17：00～17：50）
申込締切日：3/19　
【Bコース】日時：6/30、7/3・7・10・14・17・28・31、9/1・4・8・
11・22・25（月・木17：00～17：50）　
申込締切日：6/16　
講師：George　Whalley（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：特
に条件なし。高校生・大学生も可　受講料：Aコース20,000円、Bコース
14,000円　教材：プリント

月木の英会話（初級）セ15

初級終了レベルの方
【Aコース】日時：4/7・10・14・17・21・24、5/12・15・19・22・
26・29、6/2・5・9・12・16・19・23・26（月・木18：00～18：50）
申込締切日：3/16
【Bコース】日時：6/30、7/3・7・10・14・17・28・31、9/1・4・8・
11・22・25（月・木18：00～18：50）
申込締切日：6/16
講師：George Whalley（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：特に
条件なし。高校生・大学生も可　受講料：Aコース20,000円、Bコース
14,000円　教材：プリント

月木の英会話（中級）セ16

英語を少し強化したい人のための講座
【Aコース】日時：4/8・22、5/20、6/10・24（火17：00～18：50）
申込締切日：3/16
【Bコース】日時：7/8・22・29、9/9・30（火17：00～18：50）
申込締切日：6/17
講師：George Whalley（敬愛大学非常勤講師） 定員：15名　対象者：英語
が少しできる方。 受講料：各10,000円　教材：プリント

英語で学ぶ英語　セ17

海外旅行で役立つ英語が身に付きます
【Aコース】日時：4/10・17・24、5/15・22・29、6/5・12・19・26　
（木16：00～16：50）　申込締切日：3/16
【Bコース】日時：7/3・10・17・24・31、9/4・11・18・25
（木16：00～16：50）　申込締切日：6/19
講師：George Whalley（敬愛大学非常勤講師） 定員：15名　対象者：英語
に自信のない方。 受講料：Aコース10,000円、Bコース9,000円　教材：プ
リント

旅行に使える英会話セ18

■英語■

中学英語の説明を中心とします。
日時：4/7・21、5/19、6/2・16・30、7/7、8/4・18、9/1（月14：00
～14：50）　講師：三木　勝（敬愛大学生涯学習講座講師） 定員：15名
対象者：特に条件なし。英語を基礎から復習したい大学生も可。
受講料：10,000円　教材：〔中学教科書〕NEW CROWN ENGLISH SERIES 
1・2・3（三省堂）　 936円　英文法がわかる本（東京文芸社）700円　申込締
切日：3/16　

学び直しの英語Ⅰセ19

実作中心となります。
日時：4/7・21、5/19、6/2・16・30、7/7、8/4・18、9/1（月15：00
～15：50） 講師：三木　勝（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名
対象者：特に条件なし。英語を基礎から復習したい大学生も可。
受講料：10,000円　教材：〔中学教科書〕NEW CROWN ENGLISH SERIES 
1・2・3（三省堂）　 936円　英文法がわかる本（東京文芸社）700円　申込締
切日：3/16　

学び直しの英語Ⅱセ20

中学英文法中心で表現力が中心になります。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/7・14・21、7/5（土17：00～17：
50） 講師：三木　勝（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：
特に条件なし。英語を基礎から復習したい大学生も可。　受講料：10,000円
教材：プリント　申込締切日：3/23

英字新聞入門セ21

高校の文法を活用しながら英字新聞を読む能力を養います。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/7・14・21、7/5（土18：00～18：
50） 講師：三木　勝（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：
特に条件なし。英語を基礎から復習したい大学生も可。　受講料：10,000円
教材：プリント　申込締切日：3/23

英字新聞を読むセ22

日常生活を英語で。
【Aコース】日時：4/9・16・23、5/7・14・21・28、6/4・11・18
（水10：00～10：50）　申込締切日：3/23
【Bコース】日時：7/2・9・16・23、8/6・20・27、9/3・10・17
（水10：00～10：50）　申込締切日：3/23
講師：名倉　道子　定員：15名　受講料：各10,000円　対象者：特に条件
なし。 教材：プリント

Enjoy English LifeⅠセ23
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No 　　 ～   　　は
［申込み→締切後受講通知受理→受講料振込み（無料講座を除く）→受講可能 ]
A・Ｂコースについては、A・Ｂともに同じ内容です（ 　　 ～   　　は除く）。
※テキスト代別（税別）

大人の水彩色鉛筆　　セ38
色鉛筆で描き、水でなじませていく画法です。 
【Aコース】日時：4/10・24、5/15・22、6/5（木12：00～13：40）
申込締切日：3/19
【Bコース】日時：6/12・19・26、7/3・10（木12：00～13：40）
申込締切日：5/29
講師：信國　恵子（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：特に
条件無し　教材：プリント　持参するもの：水彩色鉛筆、水入れ、消しゴム、
画用紙かスケッチブック　受講料：各10,000円

花を題材にした作品を作ります。
日時：4/10、5/8、6/12（木10：00～11：40）　講師：三宅　知子（敬愛
大学生涯学習講座講師）　定員：15名　受講料：5,500円　材料費実費　
申込締切日：3/19　持ち物：はさみ、木工用ボンド、サランラップ

スイーツを題材にした講座です。
日時：4/24、5/22、6/26（木10：00～11：40）　講師・定員・対象者・
教材・受講料は（フラワー）に同じ　申込締切日：4/10

クレイクラフト（フラワー）セ39

クレイクラフト（スイーツデコ）セ40

歌に詠まれた舞台の周辺を探ります。
【Aコース】日時：4/11・18・25、5/9・16（金12：00～12：50）
申込締切日：3/19
【Bコース】日時：5/23・30、6/6・13・20（金12：00～12：50）
申込締切日：5/9
講師：名古屋　茂郎（敬愛大学元特別講師）　定員：15名　受講料：各5,000
円　教材：プリント

「百人一首」の旅を楽しむⅠ

歌に詠まれた舞台の周辺を探ります。Aコースとは異なった場所
【Aコース】日時：4/11・18・25、5/9・16（金13：00～13：50）
申込締切日：3/19
【Bコース】日時：5/23・30、6/6・13・20（金13：00～13：50）
申込締切日：5/9
講師・定員・教材・受講料はⅠに同じ。講座内容はⅠとⅡは異なった内容に
なります。

「百人一首」の旅を楽しむⅡセ42

クレイクラフト（粘土スイーツデコ）クレイクラフト（粘土スイーツデコ）
日本人の心を捉えて離さない「奥の細道」の旅を机上で楽しみませんか。
【Aコース】日時：4/11・18・25、5/9・16（金14：00～14：50）　申込締切日：3/19
【Bコース】日時：5/23・30、6/6・13・20　（金14：00～14：50）　申込締切日：5/9
講師：名古屋　茂郎（敬愛大学元特別講師）　受講料：各5,000円　定員：15
名　教材：おくのほそ道」角川書店　潁原 退蔵　705円＋税

「奥の細道」の旅を楽しむⅠセ43

敬愛大学生涯学習センター（稲毛駅前）
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日本人の心を捉えて離さない「奥の細道」の旅を机上で楽しみませんか。
【Aコース】日時：4/11・18・25、5/9・16（金15：00～15：50）
申込締切日：3/19
【Bコース】日時：5/23・30、6/6・13・20（金15：00～15：50）
申込締切日：5/9
講師・定員・教材・受講料はⅠに同じ。講座内容はⅠとⅡは異なった内容に
なります。

「奥の細道」の旅を楽しむⅡセ44

中国の山々をレベル別に紹介します。　　
日時：4/9・16・23、5/14・21（水14：00～14：50）　講師：松山　峰
子（日本山岳文学学会常務理事）　定員：15名　対象者：中国の山に興味のあ
る方　教材：プリント　受講料：5,000円　申込締切日：3/19

中国の山と親しむセ45

ビブリオバトル─お母さんのお薦め本─絵本・童話　セ46

無料講座

お気に入りの本を持ち寄ってその面白さについて5分程度で紹介しあい、どの本
が読みたくなったかを投票して一位を決める書評ゲーム。
日時：5/12・26（月14：00～15：50）　講師：安岡　貴美代（敬愛大学生
涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：お子様に童話を読んでいる方　受講
料：無料　申込締切日：4/30　教材：プリント

短歌の作り方セ35

を

短歌を初めてなさる方のための講座です。
【Aコース】日時：4/11・25、5/9・23、6/13（金11：00～11：50）
申込締切日：3/25
【Bコース】日時：6/27、7/11、8/8・22、9/12（金11：00～11：50）
申込締切日：6/13
講師：三木　勝（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：短歌を
学びたい方　受講料：各5,000円　教材：プリント　

絵画鑑賞　セ36
絵画の見所をわかりやすく説明します。
【Aコース】日時：4/8・22、5/13・20、6/3（火14：00～14：50）
申込締切日：3/25
【Bコース】日時：6/10・17・24、7/1・8（火14：00～14：50）申込締切日：5/27
講師：信國　恵子（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：特に条件
無し　教材：プリント　受講料：各5,000円　

絵画制作─初心者の為のデッサン─セ37
対象の形や陰影を鉛筆を使って描いていきます。 
【Aコース】日時：4/8・22、5/13・20、6/3（火15：00～16：50）
申込締切日：3/25
【Bコース】日時：6/10・17・24、7/1・8（火15：00～16：50）
申込締切日：5/27
講師：信國　恵子（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：特に条件
無し　持参するもの：デッサン用の鉛筆、練り消しゴム、画用紙かスケッチブック
受講料：各5,000円

ン

セ41

稲毛キャンパス

■英語■

①東欧という地域　②③東欧の歴史を振り返る　④社会主義という経験
⑤東欧のいま
日時：4/15・22・29、5/13・20（火14:40～16:10）　講師：森下　嘉之
（敬愛大学非常勤講師）　受講料：5,000円　申込締切日：4/8

東欧を知ろう1

①アラブ人と国家　②国民国家と少数派　③今日のアラブ社会　④アラブ諸
国の経済　⑤アラブと国際関係
日時：5/27、6/3・10・17・24（火14:40～16:10）　講師：水口　章
（敬愛大学教授）　受講料：5,000円　申込締切日：5/20

アラブ世界を知ろう2

①南北朝鮮の人々の暮らし　②南北分断の歴史と統一問題　③韓国の政治と
経済　④北朝鮮の政治と経済
日時：7/1・8・15・22・29（火14:40～16:10）　講師：文　浩一（敬愛
大学非常勤講師）　受講料：4,000円　申込締切日：6/24　 

朝鮮半島を知ろう3

①憲法の意義・憲法の種類　②法の支配・三権分立　③日本国憲法の内容の
概要と理解　④憲法の制定・改正および変遷とは
日時：4/18・25、5/2・9（金10:40～12:10）　講師：覺正　豊和（敬愛
大学教授･法学博士）　受講料：4,000円　申込締切日：4/11

憲法4

立地論の考え方とはどのようなものなのかをチューネンの農業立地論、ウェ
ーバーの工業立地論、レッシュの市場地域論などを通して学びます。
日時：4/10・17・24、5/1・8・15・22・29、6/5・12・19・26、
7/3・10（木10:40～12:10）　講師：青木　英一（敬愛大学教授）受講料：
14,000円　申込締切日：4/3

経営立地論5

大学公開講座～正規授業科目～

なぜ人間は健康を維持するために植物が作り出す物質を食すのか。植物成分
が人間にとっていかに大切かを植物の立場から解説。
日時：4/26（土10:00～12:00）　講師：富川　宗博（元国立遺伝学研究所
教授）　受講料：無料　申込締切日：4/18

ヒトの命を守る植物の生き方を科学する6

腸内を綺麗にして健康でいられるようにするためのポイントを学びます。
日　時：5/14（水12:00～13:00）　講師：原　善子（千葉県ヤクルト販売
管理栄養・食育指導士）　受講料：無料　申込締切日：5/7

『健康は腸から』～腸年齢を若くして美腸に～7

無料講座

本を読み、ストーリーを楽しみながら、ボキャブラリーを増やしていける多
角的な英語学習法です。
日時：4/12・19・26、5/10・17、6/7・14・21、7/5・12（土13:00～
14:30）　講師：名倉　道子（日米文化学院講師）　定員：15名　対象者：年
齢を問わず楽しく英語を学びたい方　受講料：16,000円　申込締切日：
3/27　教材：『こころが温まる10の短編　Price of love』著者：サラ・ブレ
ーク　IBCパブリッシング出版（CD付）1,800円＋税

やさしい英語13

中1から中3前半までの英語を学習。この範囲の文法・英作文を駆使して、聞
ける・話せる力を身につけます。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/7・14・21、7/5（土10:30～
12:00）　講師：三木　勝（敬愛大学生涯学習講座講師）・（日米文化学院講師）
　定員：20名　対象者：特に条件なし　受講料：16,000円　申込締切日：
3/27　教材：〔中学教科書〕NEW  CROWN ENGLISH SERIES 1・2・3 
（三省堂）936円　英文法がわかる本（東京文芸社）700円　

英語が苦手な方のための英国留学講座Ⅰ（入門編） 14

中2から中3までの英語および英字新聞の社会面の記事を学習します。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/7・14・21、7/5　（土13:00
～14:30）　講師：三木　勝（敬愛大学生涯学習講座講師）・（日米文化学院講
師）　定員：20名　対象者：特に条件なし　受講料：16,000円　申込締切
日：3/27　教材：〔中学教科書〕NEW CROWN ENGLISH SERIES 1・2・
3 （三省堂）936円　英文法がわかる本（東京文芸社）700円　

英語が苦手な方のための英国留学講座Ⅱ（初級編）15

ネイティブの実践的な講座です。
日時：4/15・22、5/13・20・27、6/10・24、7/1・15・22（火18:30
～20:00）　講師：（日米文化学院講師）　定員：12名　対象者：簡単な日常
会話ができる方　受講料：20,000円　教材：プリント　申込締切日：3/27

英語が苦手な方のための英国留学講座Ⅲ（実践編）16

中1の英語から進めていきます。インターネットの英語の世界にアクセスでき
る力を養っていきます。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/7・14・21、7/5（土8:30～
10:00）　講師：三木　勝（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：20名　
受講料：16,000円　対象者：特に条件なし。英語を基礎から復習したい方。
教材：〔中学教科書〕NEW CROWN ENGLISH SERIES 1・2・3 （三省堂）
936円　英文法がわかる本（東京文芸社）700円　申込締切日：3/27　

学び直しの英語Ⅰ～中学英文法の復習～　17

学び直しの英語Ⅰ(中学校英文法から英字新聞の社会面のリーディングへと領
域を広げ、高校レベルの英文法へと入っていきます。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/7・14・21、7/5（土15:00～
16:30）　講師：三木　勝（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：20名　受講
料：16,000円　申込締切日：3/27　教材：基礎英語の完成（中部日本教育
文化会）600円＋税＋プリント　対象者：高校英文法復習希望の大学生も可。

学び直しの英語Ⅱ～高校英文法の復習・英字新聞を読む～　18

外国語講座

■韓国語■

ハングル文字と基本文法を習得し基本表現（挨拶、職業）など、身近な事柄
について簡単に話せることを目標にします。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/14・21、7/5・12（土8:30～
10:00）　講師：金　美英（敬愛大学生涯学習講座講師）　対象者：初めて韓
国語を学ぶ方　教材：『基礎から学ぶ韓国語講座　初級（改訂版）』、著者・
木内　明（国書刊行会）2,100円+税　定員：20名　受講料：16,000円　
申込締切日：3/23　

韓国語Ⅰ（入門）19

英検の2級を目指している方の為の講座です。　
日時：4/12・19・26、5/10・17、6/7・14・21、7/5・12（土14:45～
16:15）　講師：名倉　道子　定員：12名　対象者：英検準2級程度　受講
料：21,000円　申込締切日：3/30　教材：未定

英検2級対策　　9

HSKは中国政府が開発・公認した唯一の中国語検定で、世界共通基準の資格です。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/7・14・21、7/5（土8:30～
10:00）　講師：松山　峰子（陳　彬）（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：12
名　対象者：約150時間の学習履歴もしくは、約600語程度の単語を有する方
受講料：21,000円　申込締切日：3/30　教材：『中国語検定　HSK公認テキ
スト3級CD付』　著者：宮岸雄介（㈱スプリックス）2,980円+税 

中国語「新HSK検定3級」（中国漢語水平考試）対策　　　　12

TOEICを受験される方の講座です。
日時：4/12・19・26、5/10・17、6/7・14・21、7/5・12（土16:30～
18:00）　講師：名倉　道子　定員：12名　対象者：英検準2級程度　受講
料：21,000円　申込締切日：3/30　教材：第一回目にテストを受けていた
だき、第2回目からテキストを使用します。テキストは未定。

TOEIC実践対策　　　10

韓国語能力試験・初級（1・2級）教材をもとに、試験問題の傾向と対策の学
習方法を提供します。
日時：4/23、5/7・21・28、6/4・11・25、7/2・9・23（水14:40～
16:10）　講師：金　美英（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：12名　対象
者：韓国語能力検定の資格を取得したい方、表現力を強化したい方　教材：
TOPIK韓国語能力試験初級（1、2級）対策～語彙、文法、作文編『単行本』
出版社：白帝社　2,000円+税　※韓国直輸入のため返品不可　受講料：
21,000円　申込締切日：3/30　

韓国語能力試験（初級）対策　11

検定対策講座

No.　　  ～　　 は[申込み→受講料振込み→受講可能]　受講通知の発送はありません。1 5

好きな本を持ち寄って、その面白さをプレゼンテーションで競い読書の楽し
さを分かち合う広場を参加者で作ります。
日時：5/17・6/14（土10:30～12:00）　講師：安岡　貴美代（敬愛大学生
涯学習講座講師）　受講料：無料　申込締切日：5/7

敬愛ビブリオバトル入門～お薦め本でゲーム～8

No.　　 ～　　 は〔申込み→全員受講可能〕申込はFAX・Eメール・郵送6 8

■中国語■

発音や基本文型を確認しながら、会話中心に指導を行います。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/7・14・21、7/5（土10:30～
12:00）　講師：松山　峰子（陳　彬）（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：
20名　対象者：初心者または少し中国語のできる人　教材：入門の継続講座
です。テキストは途中からになります。黄麗華・味岡美玲≪会話で学ぼう基
礎中国語≫（白帝社）2,400円＋税　受講料：16,000円　申込締切日：
3/25　

中国語Ⅱ（初級）23

発音や基本文型を再確認しながら、旅行、滞在、ビジネスに必要な簡単な会
話の指導を行います。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/7・14・21、7/5（土13:00～
14:30）　講師：松山　峰子（陳　彬）（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：
20名　対象者：初級コースレベルを修了した方　教材：初級の継続講座です。
テキストは途中からになります。黄麗華・味岡美玲≪会話で学ぼう　基礎中
国語≫（白帝社）2,400円＋税　受講料：16,000円　申込締切日：3/25　
　

中国語Ⅲ（中級）24

書いて読める、聞いて話せる韓国語の運用能力を養います。相手に合わせた
レベルで韓国語会話ができることを目標にします。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/14・21、7/5・12（土10:30
～12:00）　講師：金　美英（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：20名　対
象者：ある程度ハングル文字の読み書きができる方　教材：入門からの継続
講座で、テキストは途中からになります。『基礎から学ぶ韓国語講座　初級
（改訂版）』、著者・木内　明（国書刊行会）2,100円+税　受講料：16,000
円　申込締切日：3/23　

韓国語Ⅱ（初級）20

自己表現の幅を広げ、ある程度自分のまとまった意見を述べ、書くことを目
標にします。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/14・21、7/5・12（土13：00
～14：30）　講師：金　美英（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：20名　
対象者：初級文法を活用し、基本的な会話ができる方　教材：『基礎から学ぶ
韓国語講座　中級』、著者・木内　明（国書刊行会）2,100円+税　受講料：
16,000円　申込締切日：3/23 

韓国語Ⅲ（中級）21

韓国語によるさまざまな情報を理解し、聞き取り、読んで書く能力を高めま
す。又意見を述べたり、書くことを目標にします。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/14・21、7/5・12（土15:00
～16:30）　講師：金　美英（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：20名　対
象者：中級コースを修了もしくは、ハングル文字が無理なく読み書きでき、
連体形の仕組みを理解している方　教材：中級の継続講座で、テキストは途
中からになります。教材：NewカナタKOREA　中級Ⅰ　著者：カナタ韓国語
学院　3,000円＋税　受講料：16,000円　申込締切日：3/23　

韓国語Ⅳ（上級）22

うすいグリーン部分は敬愛大学教員が担当しています。G.Whalley先生はコロンビア大学でTESOLの資格を取得
★韓国語（森先生）・ベトナム語（小高先生）・フランス語（田村先生）を新設しております。webでご覧ください。
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Excel 2010 応用36
関数応用・データベース機能・グラフ　他
日時：6/7・14・21（土13:30～16:00）　講師：徳永　実千代（敬愛大学生
涯学習講座講師）　申込締切日：5/22　受講料：8,000円　定員：20名　
教材：30時間でマスターExcel2010　実教出版　857円＋税

Word 2010 応用35
文書作成（ワードアート・図・他）・Word色々な機能・はがき作成・差込印
刷　他
日時：6/7・14・21（土10:00～12:30）　講師：徳永　実千代（敬愛大学生
涯学習講座講師）　受講料：8,000円　定員：20名　申込締切日：5/22　
教材：30時間でマスター　Word2010　実教出版　905円＋税

Excel 2010 基礎34
Excel基本操作・関数入門・グラフ　他
日時：5/10・17・24（土13:30～16:00）　講師：徳永　実千代（敬愛大学生
涯学習講座講師）　受講料：8,000円　定員：20名　申込締切日：4/24　
教材：30時間でマスター　Excel2010　実教出版　857円＋税

●JR総武線稲毛駅東口下車徒歩13分
　またはバス約5分（2番乗り場山王町行・敬愛学園下車）
●京成みどり台駅下車徒歩15分　モノレール穴川駅徒歩約15分
●駐車場がありませんので公共の交通機関をご利用ください。

案内図
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平成26年度　生涯学習講座申込書（前期）
申込みは１講座につき１枚（複数の場合コピー・手書きも可）
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講座
番号 講座名

テキスト

敬愛大学生涯
学習センター

A・Bのある講座 A ・ B
年齢

歳
ＴＥＬ： （　　　）

（　　　）ＦＡＸ：

（　　　）緊急連絡先：
（携帯）

要 ・ 不要男・女
氏名

フリガナ

何で知りましたか ホームページ・新聞折込・図書館・公民館・DM・知人・リビング・学校・その他（　　　　）（複数可）

住所

〒263－8588　千葉市稲毛区穴川1－5－21
生涯学習講座係
ホームページ　http://www.u-keiai.ac.jp
　　　　　　（インターネットからも申込可）　
問合せ時間 火～木　11：00～16：00（祝・祭日除く）

＊お申し込みの際、記入漏れ・Fax等誤送信の無いよう、ご確認お願い致します。

生涯学習の講座に関するお問い合わせは

稲毛キャンパス

敬愛大学生涯学習センター（稲毛駅前）  稲毛キャンパス

芭蕉の辿った道を本文と曽良の随行日記をもとに写真と地図で辿る楽しい旅
です。さあ、ご一緒に旅を楽しみましょう。
日時：4/12、5/10・24、6/7、7/19（土13:00～14:30）　
講師：名古屋　茂郎（敬愛大学元特別講師）　受講料：8,000円　定員：15名
申込締切日：3/30　教材：「おくのほそ道」角川書店　潁原 退蔵　705円＋税

「奥の細道」の旅を楽しむ30

文化・教養講座

入力小技・文書作成（文字揃え・文字修飾など）・表（基礎）・図挿入　他
日時：5/10・17・24（土10:00～12:30）　講師：徳永　実千代（敬愛大学生
涯学習講座講師）　受講料：8,000円　定員：20名　申込締切日：4/24　
教材：30時間でマスター　Word2010　実教出版　905円＋税

Word 2010 基礎33

メディアセンター講座

カンツォーネを歌います。基本的な技術の習得を図りつつ「オー ソレミー
オ」を仕上げます。
日時：4/26、5/24、6/21（土13：00～14：30）　
講師：木内　弘子（二期会会員）　定員：15名　
申込締切日：4/11　対象者：初心者・経験者18才以上　教材：プリント

声楽入門32

■インドネシア語■

入門では文法から比較的簡単な挨拶やインドネシアの紹介、発音、挨拶、数
字、日付、曜日、時間、語幹動詞、形容詞までを学びます。
日時：4/12・19・26、5/10・24、6/7・14・21、7/5・12（土10:30～
12:00）　講師：ヌヌック・エンダー・スリムリヤニ（敬愛大学生涯学習講座講
師）　定員：15名　受講料：16,000円　対象者：はじめてインドネシア語を
学ぶ方　申込締切日：3/30　教材：インドネシア語レッスン初級〈1〉第1課
～第6課（マルチリンガルライブラリー）ホラス由美子著　2,600円＋税

インドネシア語（入門）27

■ロシア語■

ロシア語の基礎、文字の読み方と発音について学びます。ロシアの社会や文
化、旅行に必要な会話表現を極力盛り込むようにします。
日時：6/7・14・21・28、7/5（土10:30～12:00）　講師：吉村　貴之（敬
愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：ロシア文字が読め、名詞の性や単
数.複数の区別を理解されている方　受講料：8,000円　申込締切日：5/22　
教材：プリント

ロシア語（入門）29

基本的な文法を実際にいろいろなところで使います。ビデオを見ながら、実
際に会話をしながら、応用的なインドネシア語を身につけます。
日時：4/12・19・26、5/10・24、6/7・14・21、7/5・12（土13:00～
14:30）　講師：ヌヌック・エンダー・スリムリヤニ（敬愛大学生涯学習講座講
師）　定員：15名　受講料：16,000円　対象者：インドネシア語入門レベル
修了の方　申込締切日：3/30　教材：インドネシア語レッスン初級〈1〉第7
課～第10課＋プリント(マルチリンガルライブラリー)ホラス由美子著　
2,600円＋税

インドネシア語（応用）28

日時：5/10・17・24（土9:30～16:30）　講師：佐竹　勇子（敬愛大学非常
勤講師）　受講料：25,000円　申込締切日：4/24　教材：よくわかるマスター
Word2010対策テキスト＆問題集　FOM出版　2,000円＋税

「MOS」取得を目指す方の対策講座「MOS」は、マイクロソフトOffice製品
の利用スキルを証明する世界共通の認定資格です

MOS Word 201037

資格取得
～ライセンスプログラム認定科目開放講座～

日時：7/5・12・19（土9:30～16:30）　講師：佐竹　勇子（敬愛大学非常
勤講師）　受講料：25,000円　申込締切日：6/19　教材：よくわかるマスタ
ーExcel2010対策テキスト＆問題集　FOM出版　2,000円＋税

MOS Excel 201038

日時：6/7・14・21（土9:30～16:30）　講師：佐竹　勇子（敬愛大学非常
勤講師）受講料：25,000円　申込締切日：5/22　教材：よくわかるマスタ
ーPowerPoint 2010 対策テキスト＆問題集　FOM出版　2,000円＋税

MOS Power Point 201039

〒　　　　　－

平成26年度　生涯学習講座申込書（前期）
申込みは１講座につき１枚（複数の場合コピー・手書きも可）

〈キリトリ〉

F
A
X
の
場
合
は
キ
リ
ト
リ
不
要

講座
番号 講座名

テキスト

稲毛
キャンパス

年齢

歳
ＴＥＬ： （　　　）

（　　　）ＦＡＸ：

（　　　）緊急連絡先：
（携帯）

要 ・ 不要男・女
氏名

フリガナ

何で知りましたか ホームページ・新聞折込・図書館・公民館・DM・知人・リビング・学校・その他（　　　　）（複数可）

住所

＊お申し込みの際、記入漏れ・Fax等誤送信の無いよう、ご確認お願い致します。

8 39No 　　 ～   　　は
［申込み→締切後受講通知受理→受講料振込み→受講可能］。
※テキスト代別（税別8％）

色彩を楽しむ淡彩画31
鉛筆等でデッサンし透明水彩で着色する事によりアーティスティックな色彩
の世界を楽しめます。
日時：4/16、5/7・21、6/4・18、7/2
（水13:00～15:00）
講師：藤浪　秀一（NHK高校通信教育美術
講師）受講料：13,000円 (画材費は別)　
持参するもの：4B鉛筆‥その他画材につい
ては初日先生から説明。定員：15名　
申込締切日：4/2　　
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チーバくん

敬愛大学生涯学習センター4月オープン!敬愛大学生涯学習センター4月オープン!

特
別
講
座

大
学
公
開
講
座

分

No

No

New

中国人との交流、中国旅行などに役立つよう、日常会話を中心に授業を進め
ます。テキストの他、映像教材も活用し、生きた中国語を身につけられるよ
うに指導します。
日時：4/14・21・28、5/12・19・26、6/2・9・16・23・30、7/7（月
16:20～17:50）　講師：黄　麗華（敬愛大学非常勤講師）　定員：20名　対
象者：中級コースレベルを終了した方または中検4級合格した方　受講料：
19,000円　教材：《街なかの中国語》孟国、井田　綾（東方書店）3,000円
申込締切日：3/25　

中国語（会話）26

中国語の会話能力の向上を目指し、受講者に自分の意見や考え、または自分
が経験したことなどを自由に表現することができるように、指導を行います。
日時：4/12・19・26、5/10・17・24、6/7・14・21、7/5（土15:00～
16:30）　講師：黄　麗華（敬愛大学非常勤講師）　定員：20名　対象者：中
級・会話コースレベルを終了した方、または中検3級合格した方　受講料：
16,000円　教材：《街なかの中国語》孟国、井田　綾（東方書店）3,000円+
税＋プリント+映像　申込締切日：3/25　

中国語Ⅳ（上級）25

※個人情報については本学プライバシーポリシー規程に基づき厳重に管理いたします。

FAX.043（251）6407 TEL.043（284）2261（直通）

お申込み方法お申込み方法お申込み方法お申込み方法

Ⅰ お申込み方法は、講座一覧表をご覧ください。

Ⅱ 講座について
①受講当日「郵便振替受領証」ご持参の上、受付に提示。
②最少催行人数に満たない場合は閉講、定員を越える
場合も有、申込み多数の場合は抽選になります。
③開講日5日前までに受講通知が届かない場合は、生
涯学習講座係までご連絡ください。
④講師の都合および事故、台風、地震等により、やむ
を得ず講座を中止、内容変更、延期、代講とする場
合があります。予めご承知おきください。
⑤講座の録音・録画・写真撮影はご遠慮ください。
⑥この講座はすべて傷害保険不加入です。(参加中の
事故等については自己責任にてお願いいたします)

Ⅲ 教材購入について
テキスト「要」でお申し込みの方は講座開始日に受付
会場にて販売いたします。当日欠席等で購入できない
方は生涯学習講座係までご連絡ください。
※テキスト「要」でお申し込み後の返品はできません。

Ⅳ キャンセル・返金についての注意事項
①キャンセルの場合は、締切後、７日以内に必ずFAX
又は郵便で（TEL・Ｅメール不可）ご連絡下さい。
　ご連絡のない場合は受講料全額をお支払いいただき
ます。　
　お振込みの無い事をもってキャンセルとはなりません。
②開講日以降の受講料はご返金できません。

Ⅴ 受講料振込みについて  

　 ～        、      ～       については、受講通知受理後
お振込みください。

払込取扱票通信欄に講座番号と講座名を記入

郵便局備え付けの振込用紙、またはATM
口座番号　00160－4－704732番
加入者名　敬愛大学生涯学習講座

399セ1 セ46

　 FAX・郵送・Eメール（Tel不可）

ンンンンンンンンンン!!!敬愛大学生涯学習センター敬愛大学生涯学習センター44月オープ月オープンン!!敬愛大学生涯学習センター4月オープン!敬愛大学生涯学習センター4月オープン!
新規講座、夏期集中講座等については随時Webで紹介しています。

www.u-keiai.ac.jp

セ
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