夏休み宿題対策講座 各種体験講座

生涯学習講座

平成27年度

夏期

「私」をかえる「まち」をかえる「未来」をかえる

敬愛大学生涯学習

マスコットキャラクター

KeLLくん

番号

講座名

授業料

曜日

時間帯

回数 締切日 講座開始

分野

番号

講座名

Ⅱセ1 Kids English Summer Camp

4,000 日 10：00〜15：00 1 7/16 7/26

Ⅱセ14 Travel English

Ⅱセ2 キッズ英語体験講座

5,000 火 15：00〜16：10 5 7/14 7/28

Ⅱセ15 Letʼs Talk English

Ⅱセ3 小学生の読書感想文

1,000 金 11：30〜14：30 1
材料費込

9：00〜12：00
13：00〜16：00

Ⅱセ5 ひらりん先生の科学工作教室

1,500
材料費込

日

Ⅱセ6 フレーベル模様折り紙

無料

水 12：00〜13：30 1 7/15 7/29

Ⅱセ7 バルーンアート

無料

水 12：00〜13：30 1 8/11 8/26

Ⅱセ8 一戦国武将の生き方 −真田家を中心にー

無料

1 7/25 8/9

8/4 8/19

7/2 7/18
7/2 7/18

（応用）
Ⅱセ21 ステップアップ！スペイン語

16,200 土 15：00〜16：30 9

7/2 7/18

Ⅱセ24 英語で学ぶ中国の名言

14,400 木 10：00〜11：30 8 7/11 7/23

7/8 7/22

Ⅰセ7 ビジネス英語

8,100 水 17：30〜18：20 9

7/8 7/22

Ⅰセ8 英語で学ぶ英語

7,000 月 19：30〜20：20 7 7/13 7/27
11,200 火 17：00〜18：20 7

学

4 7/14 7/28

7/6 7/21

12,600 月 10：00〜11：30 7 7/13 7/27

教養

語

9：30〜11：00

7,000 月 18:30〜19：20 7 7/13 7/27

Ⅰセ21 やさしい中国語物語

7,200 月 16：40〜18：10 4 7/27 8/10

7/2 7/18

16,200 土 13：00〜14：30 9

8,100 水 15：30〜16：20 9

（英会話）
Ⅱセ13 日常的コミュニケーション

9

16,200 土 11：10〜12：40 9

Ⅰセ1 キッズ英語Ⅰ

（話せるようになる講座） 7,200 火
Ⅱセ12 英語による自己表現

9：30〜11：00

Ⅱセ19 しっかり身につく中国語トレーニング

Ⅰセ3 キッズ英語Ⅲ

Ⅱセ11 学び直しの英語Ⅱ-英字新聞を読む-（高校英文法長文の復習） 8,400 月 15：00〜16：00 7 7/13 7/27

7/9 7/23

（初級）
Ⅱセ20 いきいき！スペイン語

Ⅰセ6 リスニング強化

Ⅱセ10 学び直しの英語Ⅰ
（中学英文法長文の復習） 8,400 月 13:50〜14：50 7 7/13 7/27

回数 締切日 講座開始

12,600 月 12：00〜13：30 7 7/13 7/27

学

水 12：00〜13：30 1

時間帯

9,000 火 19：00〜20：30 5 7/14 7/28

Ⅱセ18 耳で覚える中国語「これから使えるひと言フレーズ特集」 16,200 土

14,800 火/水 9：30〜17：00 1泊2日 7/15 8/4

Ⅱセ9 先生の卵と行く サマーキャンプ

曜日

10,800 木 17：10〜18：40 6

Ⅱセ17 中国語リスニング学習

7/9 7/24

木 12：00〜13：30 1 7/21 8/6

授業料

語

キッズ

2,000

Ⅱセ4 粘土クラフト

チーバくん

許諾番号：千葉県 第Ａ６８７-１

敬愛大学 生涯学習センター
（稲毛駅前）

会場
分野

千葉県ＰＲマスコットキャラクター

Ⅱセ22 初めての短歌

4,800 火 11：10〜12：40 4 7/14 7/28

こんなに面白い！
Ⅱセ23 漢字って、

5,400 木 12：00〜13：30 2

Ⅱセ25 あなたの大切な人との軌跡を一冊の本に

9,600 水 14：00〜15：00 8 7/15 7/29

8/4 8/20

キッズ 向 け 講 座
Ⅱセ1

Kids English Summer Camp

Ⅱセ2

「キャンプ」
といっても郊外での学習ではありません。一日室内でネイティブの先生
と英語を使って過ごす講座です。英語が話せなくても心配はいりません。日本語
の話せるネイティブの先生です。英語でゲームをしたり歌ったり書いたり聞いたり
と盛りだくさんです。

日時： 7/26
（日／10：00〜15：00／３００分／昼食持参）
講師： Akibari Hourieh Homa Zakeri
（敬愛大学生涯学習講座講師）
定員：１５名
教材： なし

Ⅱセ4

Ⅱセ3

歌を通して挨拶や日常に使える言い回しを覚えたり、
フォニックスを使って英語の
つづりと発音を学んだりしていきます。ゲームやプリントも効率的に使い、読む・書
く・聴く・話すと、
すべての側面から英語に触れていきます。講師は英語で授業を進
めていく予定ですが、理解しにくいことは適宜、
日本語でも対応いたします。

日時： 7/28、8/4・11・18・25
（火／15：00〜16：10／70分）
講師： 三幣真理
（敬愛大学生涯学習講座講師）
定員：１５名
教材： プリント

粘土クラフト

Ⅱセ5

粘土というと子供の頃に使ったイメージですが、今回は軽くてや柔かい粘土を使用するので、ふわふわ手
触りがよく、初めての方でもステキな作品を作ることができます。思わず「これが粘土なの？」という作品
が仕上がります。作品は「鏡のまわりにスイーツデコ」です。マカロン、フルーツ、クッキーなどを作って、鏡
の周りにクリームを絞って付けていきます。小学校４年生以上。
３年生以下は保護者同伴であれば可。

日時： 8/6
（木／12：00〜13：30／９０分）
講師： 三宅知子
（敬愛大学生涯学習講座講師）
定員： 15名
教材： 大学で用意

Ⅱセ7

キッズ英語体験講座

ひらりん先生の科学工作教室

Ⅱセ6

「光の実験３点セット」
・
・
・光の不思議 作って調べて遊んじゃおう！ １・虹メガネ
（昨年の
講座の発展型、倍の夢が見えるよ） ２・針あな写真機
（見るだけのピンホールカメラ）
３・ポラリン
（偏光板の不思議、テープがアートに！） 午前9：00〜12：00の講座は小
学校3.4年生。午後13：00〜16：00の講座は小学校5.6年生が対象となります。

Ⅱセ8

「楽しく書ける！」
という喜びや達成感を味わってもらうことを大事にします。必要な
部分の下書きを並べて、一つの感想文が出来上がるという作業をします。お子さ
ん一人一人の実際の姿を見ながら、
そのお子さんにふさわしい助言と手助けをし
ます。実際に課題図書でなくても大丈夫。書くのはお子さん自身です。お子さんが
書きあがるように後押しします。

日時： 7/24
（金／11：30〜14：30／１８０分）
講師： 首藤久義
（千葉大学名誉教授 日本国語学会常務理事）
定員： 15名
教材： プリント

日時： 8/9
（日／9：00〜12：00・13：00〜16：00／各回１８０分）
講師： 平山好孝
（元教員）
定員： 15名
教材： 大学で用意

バルーンアート

小学生の読書感想文

フレーベル模様折り紙

ドイツの教育学者フレーベルが、子供達の教育のために考案した、美しいパズル
のような幾何学折り紙。正方形・三角形・五角形・六角形などに折ったモチーフを
並べたり、つないだり、立体にしたり、パズルのように展開するパターンは、子供か
ら大人まで楽しめます。想像や工夫を養い、脳の働きを活性させます。

日時： 7/29
（水／12：00〜13：30／9０分）
講師： 千葉市生涯学習センターより派遣
定員： 15名
教材： 300円
（材料費）

一戦国武将の生き方 −真田家を中心にー

Ⅱセ9

先生の卵と行くサマーキャンプ

細長い風船や丸い風船をねじり、つなげて組合せて作る、夢のあるバルーンアート。いろいろな色の風船を組み合わ
せて動物や花の形を作ります。バルーンの特徴と割れない扱い方などのコツを学ぶ、初めての方むけの、かんたんに
作る事ができる講座です。
「割れそうで、こわい〜」と思っている人も多いのですが…。ちょっとした、勇気があれば「あ
なたも、人気者になれる！」。今回は犬、剣と帽子、花、を作ります。対象者小学校４年生以上、３年生以下は保護者同伴。

今年は戦国時代の最後の武将
「真田幸村」
が大活躍した大坂夏の陣から400年。
今なお多くの日本人から尊敬される真田幸村。その真田家と、関ヶ原の戦い、大坂
の陣
（冬/夏）
あたりの教科書には載っていない逸話等をお話しします。

夏休みの思い出を小学校の先生を目指す大学生と一緒に作りませんか。コテージ
に宿泊し、昆虫採集体験、バーベキュー、
キャンプファイアーなど盛りだくさん。夏
休みの宿題も相談に応じます。

日時： 8/26
（水／12：00〜13：30／9０分）
講師： 菅原勝男
（バルーンWindow会）
定員： 15名
教材： 500円
（材料費）

日時： 8/19
（水／12：00〜13：30／9０分）
講師： 関本有紀
（八街郷土史研究会）
定員： 15名
教材： プリント

日時： 8/4・5
（火・水／9：30〜17：00／2日間）
講師： 敬愛大学教職員並びに教員志望大学生
定員： 40名
教材： なし
場所 君津市
「ロマンの森共和国」

Ⅰセ1

キッズ英語Ⅰ

Ⅰセ3

動きを伴う歌や絵本、ゲームで楽しく英語を体験学習します。対象：幼稚園児年
長。前期講座途中からの受講となります。

日時： 7/22・29、8/5・19・26、9/2・9・16・30
（水／15：30〜16：20／50分）
講師： 菊池優子
（敬愛大学生涯学習講座講師）
定員： 若干名
教材： プリント

申込
方法

①申込

ウラ面の用紙にて郵送、FAX、
もしくはHPよりEメール
（電話不可）

キッズ英語Ⅲ

英語簿記本に加え簡単な算数、理科、社会の内容を英語で考え表現します。対象：
小学生高学年。前期講座の途中からの受講となります。

日時： 7/22・29、8/5・19・26、9/2・9・16・30
（水／17：30〜18：20／50分）
講師： 菊池優子
（敬愛大学生涯学習講座講師）
定員： 若干名
教材： ロングマン子供ディクショナリー 3,110円

②締め切り後
「受講通知」
もしくは
「閉講通知」
発送
＊
「受講通知」
に講座の詳細が記入してあります。
＊希望者多数の場合は抽選にて受講者を決定します。

〒263-0043
問合せ時間

生涯学習講座係

（郵貯銀行のみ）

千葉市稲毛区小仲台2-3-12こみなと稲毛ビル6階

生涯学習センター TEL&FAX：043-256-3420（直通）
月〜金 11:00〜16:00
（祝・祭日除く）

③受講料振込み

振込先

受講
可能

郵便局備え付けの振込用紙、またはATMでお振り込みください。
払込取扱票通信欄に講座番号と講座名を記入してください。

●口座番号 00110-9-601279番
●加入者名 敬愛大学生涯学習センター

TEL：043-284-2261（直通）FAX：043-251-6407

問合せ時間

月〜金 11:00〜16:00（祝・祭日除く）

注 意事 項
Ⅰお申込み
（各講座の締切日必着）

「講座名」
「 講座番号」
をご確認の上、本学のHPより、Eメールで申し込みいただくか、
FAXまたは封書・ハガキで郵送ください。

Ⅱ 受講可否の通知発送等
（締切日後、1週間以内に通知）

1.申込多数の場合は締切後に抽選とさせていただきます。
2.受講申込者が開講人数に満たない場合は講座を中止とさせていただきます。
3.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でお願いいたします）
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.講座の録画・写真撮影はご遠慮ください。

Ⅲ 教材購入について

1.テキスト
「要」
でお申し込みの方は講座開始日に会場にて販売いたします。
2.当日欠席等で購入できない方はご連絡ください。
3.テキスト
「要」
でお申し込み後の返品はできません。

Ⅳ 受講料振込期間

1.受講料は受講通知受理後、お振込みください。
2.キャンセルの場合は、振込期間内に必ずご連絡ください。
（注意）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。
お振込みのない事をもってキャンセルとはなりません。
3.開講日以降の受講料はご返金できません。

敬愛大学は市民参加型の
「人を育てる」
を実践しています。
語学 力を身に付ける・活かす講座
Ⅱセ10

学び直しの英語Ⅰ
（中学英文法長文の復習）

Ⅱセ11

学び直しの英語Ⅱ-英字新聞を読む-（高校英文法長文の復習）

Ⅱセ12

英語による自己表現（話せるようになる講座）

中学教科書を使い、文法長文の基礎を固め、中学英文法の全体構造を説明し、自
信を持って学習が進められるようにします。文法の要の不定詞、動名詞、現在分
詞、過去分詞等を理解し、語彙や文が使えるようにします。

中学の文法の理解と語彙力を踏まえて、次に進む講座です。中学の不定詞、現在分詞、
過去分詞等の理解を踏まえ、分詞構文等を学び、英字新聞を通して日常的な語彙を増
やしていき、
ビジネスやトラベルに使えます。中学英語の基礎を学び終えている方。

中学教科書で文法長文の基礎を固め、中学英文法の全体構造を理解し、不定詞、
動名詞、現在分詞、過去分詞等を理解した。語彙を覚え、文を覚えた。
「けれども話
せない、
どうしよう。」
こういう方が話せるようになるための講座です。

日時： 7/27、8/10・17・24、9/7・14・28
（月／13:50〜14：50／60分）
講師： 三木 勝
定員： 15名
（敬愛大学生涯学習講座講師）
教材：ＮＥＷＣＲＯＷＮ９３６円／英文法がわかる本 ７００円

日時： 7/27、8/10・17・24、9/7・14・28
（月／15：00〜16：00／60分）
講師： 三木 勝
定員： 15名
（敬愛大学生涯学習講座講師）
教材：ＮＥＷＣＲＯＷＮ９３６円／英文法がわかる本 ７００円

日時： 7/28、8/4・11、9/8
（火／9：30〜11：00／60分）
講師： 三木 勝
定員： 15名
（敬愛大学生涯学習講座講師）
教材：ＮＥＷＣＲＯＷＮ９３６円／英文法がわかる本 ７００円

Ⅱセ13

日常的コミュニケーション（英会話）

Ⅱセ14

Travel English

Ⅱセ15

Letʼs Talk English

日常的な様々な場面、例えば、
レストランで注文したり、
ショッピングで品物の説
明を聞いたり、
また、乗り物を利用するときや行先を訪ねたりするとき等で使う日
常的な英会話。

海外の空港やホテル、レストラン、銀行など、海外旅行先で使える英会話。頭の中では理解していても、いざその場面に
なると言葉にならない方がたくさんいます。そして、海外旅行先で状況に応じた内容を伝えられたり、トラブルに対応でき
る英会話力が身につけられれば、海外旅行がますます楽しくなってくるでしょう。旅行先でのホテルやレストランなど、
しっかりとした英会話を話すことで、より良いコミュニケーションが取れ、サービスが提供されることことと思われます。

毎週テーマが異なる今話題の話を練習します。授業の終わりに受講生皆の前で話題の説明をする練習
をし、他の受講生はそれについて耳を傾け、議論をします。英語を長く話す練習です。リスニングと会話
のスキルを向上させます。話題は、
・人を描写（外見と性格）
・ストーリー説明。例えば、映画や本のストー
リー・日本文化（日本の祝日、伝統、習慣、着物、うちわ、けん玉、三味線）
・簡単な英語で日本のことわざ。

日時： 8/10・17、9/7・14
（月／16：40〜18：10／9０分）
講師： Georeg Whalley
（敬愛大学非常勤講師）
定員： 15名
教材： プリント

日時： 7/23、8/6・20、9/10・17・24
（木／17：10〜18：40／9０分）
講師： Georeg Whalley
（敬愛大学非常勤講師）
定員： 15名
教材： プリント

日時： 7/28、8/4・11・18・25
（火／19：00〜20：30／9０分）
講師：Ｔom Jackman
（敬愛大学生生涯学習講座講師）
定員： 15名
教材： プリント

Ⅱセ17

中国語リスニング学習

Ⅱセ18

耳で覚える中国語「これから使えるひと言フレーズ特集」

Ⅱセ19

しっかり身につく中国語トレーニング

中国語を勉強して方々にとって、
「聴」
「説」
「読」
「写」
の中、最も難しいのが 「聴」
と
いう方が多いと思います。このようなお悩みをお持ちの方々がリスニング能力
アップのための講座です。
レベルアップを目指す方に最適です。

中国語を学んだ方でも、テキストを離れたら会話をするのは難しいものです。更
に、相手の言葉を聴き取ることは大変です。この講座は、
「聴くこと」
を重視した内
容で、中国語の基本的会話をすばやく、
スムーズに話せることを狙います。

中国語の日常生活会話を中心に、耳と脳を連動しながら、
しっかり身につくトレー
ニングです。テキストを閉じて会話できることが目標です。

日時： 7/27、8/10・17・24、9/7・14・28
（月／12：00〜13：30／90分）
講師： 楊 紅
（敬愛大学生涯学習講座講師）
定員： 20名
教材： プリント

日時： 7/18・25、8/1・8・22・29、9/5・12・19
（土／9：30〜11：00／90分）
講師： 楊 紅
（敬愛大学生涯学習講座講師）
定員： 20名
教材： プリント

日時： 7/18・25、8/1・8・22・29、9/5・12・19
（土／11：10〜12：40／90分）
講師： 楊 紅
（敬愛大学生涯学習講座講師）
定員： 20名
教材： プリント

Ⅱセ20

いきいき！スペイン語（初級）

Ⅱセ21

ステップアップ！スペイン語（応用）

生きた日常会話や旅行、
スペイン語圏での友達作りに役立つフレーズを楽しく学
びます。テキストには日本語での文法説明もあり、要点 確認しながら学べます。
文化や習慣も紹介します。対象者：直接法現在形を勉強中か習得済みの方または
現在形から復習したい方。継続講座のため途中から学びます。

ネイティブ講師と楽しく会話しながら、
スペイン語で文化交流や意見交換ができ
るレベルを目指します。受講生のレベルに合わせAV教材やプリントなどの補助教
材を使用します。対象者：直説法現在形を習得済みが目安ですが、参加者のレベ
ルに柔軟に対処します。継続講座のため途中からになります。

日時： 7/18・25、8/1・8・22・29、9/5・12・19
（土／13：00〜14：30／9０分）
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： 20名
教材： El Español Universal １A １,５００円

日時： 7/18・25、8/1・8・22・29、9/5・12・19
（土／15：00〜16：30／9０分）
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： 20名
教材： El Español Universal １A １,５００円

Ⅰセ6

リスニング強化

Ⅰセ7

ビジネス英語

Ⅱセ24

英語で学ぶ中国の名言

『老子』
には、
「美しい言葉は信用ならない。真実の言葉に飾りはない。」
というような、ハッ
とさせられるような名言がたくさんあります。その中から特にすばらしい名言を取り上げ
て、原文や現代語訳だけでなく英語訳も紹介して、ゆっくり読みながら、楽しく語り合いま
す。予習も辞書も必要ありません。読めない人や知らない人がいても大丈夫。
『老子』
とそ
の英語訳に出会うことを通して人生経験を見直して楽しむことができる講座です。

日時： 7/23、8/6・20・27、9/3・10・17・24（木／10：00〜11：30／9０分）
講師： 首藤久義
（千葉大学名誉教授 日本国語学会常務理事）
定員： 20名
教材： プリント

Ⅰセ8

英語で学ぶ英語

リスニングスキル上達を目標に会話、
スピーヅ、案内、
アナウンスなどのリスニン
グ練習を通して理解力を鍛えます。前期講座の途中からの受講となります。

ビジネスシーンを想定し、
リスニング、会話練習、単語＆フレーズの勉強、
ロールプ
レイ、時事ネタを使用した意見交換、
フリートークを行います。前期講座の途中か
らの受講となります。

基礎英語を復習し、自由に日々のことを話し合いながら、会話文や英会話の上達
を目指します。前期講座の途中からの受講になります。

日時： 7/27、8/10・17・24、9/7・14・28
（月／18:30〜19：20／50分）
講師： Georeg Whalley
（敬愛大学非常勤講師）
定員： 15名
教材： プリント

日時： 7/27、8/10・17・24、9/7・14・28
（月／19：30〜20：20／50分）
講師： Georeg Whalley
（敬愛大学非常勤講師）
定員： 15名
教材： プリント

日時： 7/21、8/4・11・18、9/8・15・29
（火／17：00〜18：20／80分）
講師： Georeg Whalley
（敬愛大学非常勤講師）
定員： 15名
教材： プリント

Ⅰセ21

やさしい中国語物語

あなたの「学ぶ意欲」にお応えします！

やさしい童話や物語を楽しみながら、音読を通して中国語の発音、互換、文法、言
葉の表現力、会話とリスニングまで相互的に学ぶ講座です。前期講座の途中から
の受講となります。

新講座の開設なども随時Webで紹介しています。

日時： 7/27、8/10・17・24、9/7・14・28
（月／10：00〜11：30／90分）
講師： 楊 紅
（敬愛大学生涯学習講座講師）
定員： 15名
教材： プリント

敬愛大学 生涯学習講座

検索

w w w.u - ke iai. ac . jp

文 化・教 養 を 高 め る 講 座
Ⅱセ22

初めての短歌

Ⅱセ23

短歌を初めて学ぶ方を歓迎します。短歌を捜索する喜びとすぐれた短歌に触れる楽しさ
を体験します。今、若い方にも短歌が人気となっています。是非、
この機会に作って楽しん
でみませんか。あなたの周りの日常がもっと面白く見えてくるようになるかもしれません。

漢字って、
こんなに面白い！

思わず話したくなるような漢字の不思議さ、面白さ、奥の深さをいろいろな方法で
学びます。漢字がより身近に感じていただけます。毎回プリントを使い知らなかっ
たことや知ってよかったことなどを盛りだくさんお教えします。

日時： 8/20・27
（木／12：00〜13：30／90分）
講師： 首藤久義
（千葉大学名誉教授 日本国語学会常務理事）
定員：２０名
教材： はじめて使う漢字辞典 1,000円

日時： 7/28、8/４・11、9/8
（火／11：10〜12：40／90分）
講師： 三木 勝
（敬愛大学生涯学習講座講師）
定員： 15名
教材： プリント

Ⅱセ25

あなたの大切な人との軌跡を一冊の本に

自分や家族だけでなく、可愛がっていたペット等、
ともに過ごしてきた大切な人と
の掛け替えのない時を一冊の本にして、思い出としてあなたの宝にしてみません
か。初めての方でも最後まで優しく親切にお教えします。

日時： 7/29、8/5・19・26、9/2・9・16・30（水／14：00〜15：00／6０分）
講師： 国吉辰俊
（元小学館編集長）
定員： 15名
教材： プリント

〈キリトリ〉

●
イオン稲毛

こみなと稲毛ビル 6F（1F 千葉銀行）

●JR総武線稲毛駅
東口より徒歩約1分

JR総武線

●イオン稲毛向かい

至 船橋

稲毛駅

︿キリトリ﹀

敬愛大学
生涯学習センター

センター講座No. 講座名

氏名
〒

何で知りましたか？

申 込 み は 1 講 座 に つき 1 枚
（複数の場合コピー・手書き可）

セ

フリガナ

住所
至 千葉

生涯学習講座申込書（各種体験講座・夏休み宿題対策講座）

ー

年齢

歳

学年

年生

TEL：

テキスト

男 ・ 女

要 ・ 不要

FAX：

緊急連絡先
（携帯）
：
ホームページ ・ 新聞折込 ・ 図書館 ・ 公民館 ・ DM ・ 知人 ・ オニオン新聞 ・ 学校 ・ その他（

＊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。

）複数可
（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の場 合 キリトリ 不 要

平成27年度

