敬愛大学様

生涯学習講座チラシ

平成 27 年度

冬期

下版

表面

あなたの
あなたの“学ぶ意欲”
“学ぶ意欲”にお応えします!

平成 27年度

生涯学習講座

冬期

講座は分野別に掲載しています。
番号

講

座

受講料 曜日

名

回数 定員 締切日

時間帯

教室

講座開始

キッズ

キッズ英語 Kinder Ｃiass（年中クラス）千葉市商品券対象

9,000

土

10：30 ～ 11：15

10

12

1/6 センター

1/16

Ⅳセ2

キッズ英語 Kinder Ｃiass（年長クラス）

9,000

土

11：30 ～ 12：15

10

12

1/6 センター

1/16

Ⅳセ3

中学校英語準備講座

10,800

月

17：00 ～ 18：00

9

15

1/7 センター

1/18

Ⅳキ25

書初め教室（小学生）

1,500

木

10：00 ～ 12：00

1

15

12/13 キャンパス 12/24

Ⅳキ26

親子で門松づくり

1,500

土

10：00 ～ 11：30

1

10

12/5 キャンパス 12/19

Ⅲキ39

ひらりん先生の科学工作教室

1,500

土

9：00 ～ 12：00

1

15

12/5 キャンパス 12/19

Ⅲキ40

子供のバルーンアート

1,000

土

10：00 ～ 11：30

1

15

12/5 キャンパス 12/19

Ⅲキ41

子供のクレイクラフト

1,500

土

10：00 ～ 11：30

1

10

12/5 キャンパス 12/19

Ⅳセ4

英会話（初級）

7,200

木

11：40 ～ 13：10

4

12

1/11 センター

1/21

Ⅳセ5

英会話（中級）

6,000

木

9：00 ～ 9：50

5

12

1/4 センター

1/14

Ⅳセ6

英会話（上級）

6,000

木

9：00 ～ 9：50

5

12

1/11 センター

1/21

Ⅳセ7

ナオミ先生と実践英会話

18,000

火

19：00 ～ 20：30

10

15

12/23 センター

Ⅳセ8

学びなおしの中学英語

16,200

月

15：20 ～ 16：50

9

15

Ⅳセ9

早朝英会話Ⅱ

千葉市商品券対象

10,800 木金

7：00 ～ 7：40

6

Ⅲセ10

早朝英会話

千葉市商品券対象

10,800

金

7：00 ～ 7：40

Ⅲセ11

木

Ⅳセ12
Ⅲセ21

はじめての韓国語

Ⅲセ22
Ⅲセ23

分野

番号

講

座

受講料 曜日

名

Ⅳセ13

やさしい中国語物語

16,200

月

Ⅳセ14

しっかり身につく中国語トレーニング

18,000

Ⅳセ15

ロシア語（初級）

8,000

Ⅳセ16

いきいきスペイン語（初級）

Ⅳセ17

ステップアップ！スペイン語（応用）

Ⅳセ18
Ⅳセ33

時間帯

回数 定員 締切日

10：00 ～ 11：30

10

15

月

11：40 ～ 13：10

10

木

17：10 ～ 18：30

5

18,000

土

13：00 ～ 14：30

18,000

土

15：00 ～ 16：30

世界各国の暮らしと観光（中国編）

18,000

月

世界各国の暮らしと観光（韓国編）

4,800

火

Ⅳセ19

世界各国の暮らしと観光（モンゴル編）

4,800

水

Ⅳセ20

世界各国の暮らしと観光（イラン・ペルシャ編）

5,000

木

Ⅳセ24

世界各国の暮らしと観光（インド・ネパール編）

4,800

Ⅳセ27

真田信繁
（幸村）
と関が原合戦・大阪の陣の実像

7,200

1/12

Ⅲセ41

私と“ちば”歴史と地理から再発見！ 千葉市商品券対象 16,400

1/7 センター

1/18

Ⅳキ28

年賀はがきの書き方（一般）

1,500

10

12/23 センター

1/8

Ⅳセ29

Let's Try 水彩画

12,600

6

10

1/15 センター

1/29

Ⅳセ30

フラワーアレンジメント入門

6,600

おもてなし英会話

千葉市商品券対象 20,000

10：00 ～ 11：30

10

15

12/20 センター

1/14

Ⅳセ31

秘書検定2級直前対策

おもてなし英会話Ⅱ

千葉市商品券対象 20,000 金日 19：00 ～ 20：30

10

15

12/20 センター

1/15

Ⅲセ32
Ⅲキ53

Word 2013応用

Ⅲキ54

Excel 2013応用

15

12/23 センター

1/12

韓国語初中級（読解・作文）

12,600

火

13：00 ～ 14：30

7

15

12/23 センター

1/12

韓国語初中級（会話・リスニング）

12,600

火

11：20 ～ 12：50

7

15

12/23 センター

1/12

パソコン

7

ビジネス

10：00 ～ 11：00

文化

火

教養

8,400

世界を知る

世界とつながる 語学

Ⅳセ1

世界と つ な が る 語 学

分野

教室

講座開始

1/6 センター

1/18

15

1/6 センター

1/18

15

12/23 センター

1/14

10

15

1/5 センター

1/16

10

15

1/5 センター

1/16

13：40 ～ 15：10

10

20

1/7 センター

1/18

11：40 ～ 12：40

4

20

1/7 センター

1/19

14：00 ～ 15：00

4

20

12/23 センター

1/13

15：10 ～ 16：00

5

20

1/24 センター

2/4

水

14：00 ～ 15：00

4

20

2/14 センター

2/24

火

13：00 ～ 14：30

4

20

1/7 センター

1/19

土

8：50 ～ 10：20

8

15

1/16 センター

1/30

木

13：00 ～ 15：00

1

15

12/13 キャンパス 12/24

木

12：00 ～ 13：30

7

10

12/21 センター

1/14

木

19：00 ～ 20：00

3

12

2/7 センター

2/18

7,200

木

19：00 ～ 20：30

4

20

12/23 センター

1/14

就業予定者向けプログラム 千葉市商品券対象 15,000

金

15：00 ～ 18：00

3 若干名

1/19 センター

2/5

8,000

土

10：00 ～ 12：30

3

15

2/1 キャンパス

2/13

8,000

土

13：30 ～ 16：00

3

15

2/1 キャンパス

2/13

Ⅳキ55

マイクロソフトオフィススペシャリスト Word2013 千葉市商品券対象 17,000

土

9：30 ～ 16：30

4

15

2/1 キャンパス

2/13

Ⅲキ56

マイクロソフトオフィススペシャリスト Excel2013 千葉市商品券対象

9：30 ～ 16：30

4

15

1/28 キャンパス

2/9

17,000 平祝

敬愛大学生涯学習講座は千葉市ひとづくり応援カタログ商品券活動に参画しています。
＊対象講座 7講座 9日程 詳細は「千葉市ひとづくり応援カタログ」パンフレットを参照ください。

世界とつながる 語学 言葉はコミュニケーションを広げるツールです。新しい出会いのためにチャレンジしましょう！
Ⅳセ 4

英会話（初級）

英会話を本格的に始めたい方対象の講座です。英会話を楽しみながら学べます。
日本人講師だから基本から学べます。英語検定3級、TOEIC400点以下、学校
教育で英語を学んだことのある方対象です。
会場：稲毛センター 講師：名倉 道子（敬愛大学生涯学習講座講師） 講師
から一言：英会話を学びたいとお考えの方、ぜひこの機会に始めましょう 授
業時間：11：40〜13：10 曜日：木 回数：4回 定員：12名 日程：1/21、
2/18、3/17、3/31 教材：プリント（無料） 申込締切日：1/11 受講料：
7,200円

Ⅳセ 7

ナオミ先生と実践英会話

ネイティブ講師の講座です。英語だけの会話中心のレッスンです。レベルに関
係なくチャレンジしましょう。
会場：稲毛センター 講師：Zottor Naomi（敬愛大学生涯学習講座講師） 講
師から一言：Let's Enjoy English ! 授業時間：19：00〜20：30 曜日： 火
回 数：10回 定 員：15名 日 程：1/12、1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、
2/23、3/1、3/8、3/15 教材：プリント（無料） 申込締切日：12/23 受
講料：18,000円

Ⅲセ 10

早朝英会話

千葉市ひとづくり応援カタログ商品券対象講座
商品券番号0241341
1日の活動前にネイティブ講師と朝食を取りながらフランクに英会話を楽しみ
ましょう。ネットワーク作りにも役立ちます。千葉市ひとづくり応援カタログ
商品券を利用すると4割引で受講できます。
会場： 稲毛センター 講師：Zottor Naomi（敬愛大学生涯学習講座講師）
講師から一言：Let's Enjoy English ! 授業時間：7：00〜7：40 曜日： 金
回 数：6 回 定 員：10 名 日 程：1/29、2/5、2/12、2/26、3/4、3/11
教材：プリント（無料） 申込締切日：1/15 受講料：10,800円

Ⅲセ 21

はじめての韓国語

初めて韓国語を学ぶ方対象の講座です。好きな韓国カルチャーをより楽しみま
せんか。
会場：稲毛センター 講師：森万佑子（敬愛大学非常勤講師） 講師から一言：
韓国語は覚えやすい言語です。ぜひチャレンジしてください。 授業時間：10：
00〜11：00 曜日：火 回数：7回 定員：15名 日程：1/12、2/2、2/16、
3/1、3/8、3/15、3/22 教材：プリント（ 無料） 申込締切日：12/23 受
講料：8,400円

Ⅳセ 13

やさしい中国語物語

中国語の初級レベルを学んだ経験の方対象です。やさしい中国の童話を読みな
がら学びます。
会場：稲毛センター 講師：楊紅（敬愛大学生涯学習講座講師） 講師から一
言：中国の童話を楽しみながら中国語を楽しみましょう。授業時間：10：00〜
11：30 曜 日： 月 回 数：10回 定 員：15名 日 程：1/18、1/25、2/1、
2/8、2/15、2/22、2/29、3/7、3/14、3/28 教材：プリント（ 無料） 申
込締切日：1/6 受講料：16,200円

Ⅳセ 16

いきいきスペイン語（初級）

スペイン語の学習経験のある方が対象です。生きた日常会話で学びます。
会場：稲毛センター 講師：マリオ・ホセ・アタパウカル（敬愛大学生涯学習
講座講師） 講師から一言：スペイン語は世界で話されている言語です。海外
旅行にも役立ちます。 授業時間：13：00〜14：30 曜日： 土 回数：10回
定員：15名 日程：1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/5、
3/12、3/19 教材：El Espanol Universal 1A 価格（税込み）：2,000
円 申込締切日：1/5 受講料：18,000円

Ⅳセ5

英会話（中級）

英語検定準2級、TOEIC600点以下、日常会話は支障ない方。講師日本人かネ
イティブ。
会場： 稲毛センター 講師：Brendyn Lane（明治大学非常勤講師） 講師か
ら一言：英語は話していることが上達のポイントです。私とレベルアップしま
しょう 授業時間：9：00〜9：50 曜日： 木 回数：5回 定員：12名 日
程：1/14、1/28、2/18、3/3、3/17 教材： プリント（ 無料） 申込締切
日：1/4 受講料：6,000円

Ⅳセ8

学びなおしの中学英語

英語を学びたいけどスターとできない方、中学校英語の復習から始めませんか。
ここから英語学習をスタートしましょう。
会場：稲毛センター 講師：三木勝（敬愛大学生涯学習講座講師） 講師から
一言：英語を学びたい方、中学校の英語を一から学び直してみませんか、今か
ら英語を習い直しましょう。 授業時間：15：20〜16：50 曜日：月 回数：
9回 定 員：15名 日 程：1/18、1/25、2/1、2/15、2/22、2/29、3/7、
3/14、3/28 教材：NEW CROWN 1.2.3、英文法が分かる本 価格（税込
み）：936円、700円 申込締切日：1/7 受講料：16,200円

Ⅲセ11

おもてなし英会話

千葉市ひとづくり応援カタログ商品券対象講座
商品券番号0241364
千葉の魅力を海外の方に伝えることに興味のある方、英語検定準2級レベルの方対
象です。千葉市ひとづくり応援カタログ商品券を利用すると4割引で受講できます。
会場：稲毛センター 講師：名倉道子（敬愛大学生涯学習講座講師） 講師か
ら一言：外国の方が千葉にも多く訪れています。千葉の魅力を知っていただき
ましょう。 授業時間：10：00〜11：30 曜日： 木 回数：10回 定員：15
名 日 程：1/14、1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/3、3/10、3/17、
3/24 教材：プリント（無料） 申込締切日：12/20 受講料：20,000円

Ⅲセ22

韓国語初中級（読解・作文）

韓国語を学んだ経験のある方対象の講座です。読み書きを中心に学びます。
会場：稲毛センター 講師：森万佑子（敬愛大学非常勤講師） 講師から一言：
ハングル文字は韓国独自のものです。決まった法則がありますので、分かりや
すいです。 授業時間：13：00〜14：30 曜日： 火 回数：7回 定員：15名
日 程：1/12、2/2、2/16、3/1、3/8、3/15、3/22 教 材： プ リ ン ト（ 無
料） 申込締切日：12/23 受講料：12,600円

Ⅳセ14

しっかり身につく中国語トレーニング

中国語の初級レベルを学んだ方対象です。日常会話をスムーズにできることを
目標とします。
会場：稲毛センター 講師：楊紅（敬愛大学生涯学習講座講師） 講師から一
言：中国語の発音は少し難しいかもしれません。だからこそ話すというトレー
ニ ン グ が 大 事 で す。 授 業 時 間：11：40〜13：10 曜 日： 月 回 数：10回
定 員：15名 日 程：1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、2/29、3/7、
3/14、3/28 教材： しっかり身につく中国語トレーニング（ベル出版） 価
格（税込み）：1,944円 申込締切日：1/6 受講料：18,000円

Ⅳセ17

Ⅳセ6

英会話（上級）

英語検定2級、TOEIC600点以上。ビジネスシーンで英会話を学びます。講師
ネイティブ。
会場： 稲毛センター 講師：Brendyn Lane（明治大学非常勤講師） 講師か
ら一言：英語力はますます重要になっています。ワンランク上の英語力を身に
付けましょう 授業時間：9：00〜9：50 曜日：木 回数：5回 定員：12名
日程：1/21、2/4、2/25、3/10、3/24 教材：プリント（無料） 申込締切
日：1/11 受講料：6,000円

Ⅳセ9

早朝英会話Ⅱ

千葉市ひとづくり応援カタログ商品券対象講座
商品券番号0241341
1日の活動前にネイティブ講師と朝食を取りながらフランクに英会話を楽しみ
ましょう。ネットワーク作りにも役立ちます。千葉市ひとづくり応援カタログ
商品券を利用すると4割引で受講できます。
会場： 稲毛センター 講師：Zottor Naomi（敬愛大学生涯学習講座講師）
講師から一言：Let's Enjoy English ! 授業時間：7：00〜7：40 曜日：木金
回 数：6回 定 員：10名 日 程：1/8、1/15、1/22、2/19、3/17、3/18
教材：プリント（無料） 申込締切日：12/23 受講料：10,800円

Ⅳセ12

おもてなし英会話Ⅱ

千葉市ひとづくり応援カタログ商品券対象講座
商品券番号0241364
千葉の魅力を海外の方に伝えることに興味のある方、英語検定準2級レベルの方対
象です。千葉市ひとづくり応援カタログ商品券を利用すると4割引で受講できます。
会場： 稲毛センター 講師： 名倉道子（敬愛大学生涯学習講座講師） 講師から一
言：外国の方が千葉にも多く訪れています。千葉の魅力を知っていただきましょう。
授業時間：19：00〜20：30 曜日：金日 回数：10回 定員：15名 日程：1/15、
1/22、1/29、2/5、2/19、2/26、3/4、3/11、3/18、3/20 10：00〜11：30
（成田方面） 教材：プリント（無料） 申込締切日：12/20 受講料：20,000円

Ⅲセ23

韓国語初中級（会話・リスニング）

韓国語を学んだ経験のある方対象の講座です。会話をを中心に学びます。
会場：稲毛センター 講師：森万佑子（敬愛大学非常勤講師） 講師から一言：
韓国語で会話を楽しむ講座です。一緒に学びましょう。 授業時間：11：20〜
12：50 曜 日： 火 回 数：7回 定 員：15名 日 程：1/12、2/2、2/16、
3/1、3/8、3/15、3/22 教材：プリント（無料） 申込締切日：12/23 受
講料：12,600円

Ⅳセ15

ロシア語（初級）

ロシア語の学習経験のある方。受講者のレベルに合わせて授業を進めます。
会場：稲毛センター 講師：吉村貴之（敬愛大学非常勤講師） 講師から一言：
受講者のレベルに合わせて授業を進めますので安心して受講してください。
授業時間：17：10〜18：30 曜日：木 回数：5回 定員：15名 日程：1/14、
1/21、1/28、2/4、2/18 教材：プリント（無料） 申込締切日：12/23 受
講料：8,000円

ステップアップ！スペイン語（応用）

スペイン語の学習経験のある方が対象です。ネイティブ講師と意見交換ができ
るレベルを目指します。
会場： 稲毛センター 講師： マリオ・ホセ・アタパウカル（敬愛大学生涯学習
講座講師） 講師から一言：スペイン語は世界で4億人以上の方が話しています。
スペイン語を自在に話せるようになりませんか。 授業時間：15：00〜16：30
曜 日： 土 回 数：10 回 定 員：15 名 日 程：1/16、1/23、1/30、2/6、
2/13、2/20、2/27、3/5、3/12、3/19 教材：El Espanol Universal 1A
価格（税込み）：2,500円 申込締切日：1/5 受講料：18,000円

敬愛大学

生涯学習講座

検

索

詳細はWebで
KeLLくん

千葉市ひとづくり応援カタログ商品券は千葉市が発行する知識向上のための費用補助制度です。指定された講座の商品券をコンビニエンス
ストアで購入すると4割引で受講できます。詳細は敬愛大学生涯学習係までお問い合わせください。

敬愛大学様

生涯学習講座チラシ

平成 27 年度

冬期

下版

裏面

世界を知る 国際情勢 海外の国々の言葉を学ぶ入口として、その国のことを学んでみませんか？
Ⅳセ 18

世界各国の暮らしと観光（中国編）

Ⅳセ19

お隣の国中国。さまざまな情報が届いています。その国の国民の生活は実際と
は違うものです。中国人の講師から国の特徴、国民生活を学び、言語のことも
学びます。言葉を学ぶきっかけにしませんか。
会場：稲毛センター 講師：楊紅（敬愛大学生涯学習講座講師） 講師から一言：
中国語に興味を持っていてもいきなり語学講座はハードルが高いものです。まず
中国のことを知りませんか。 授業時間：13：40〜15：10 曜日：月 回数：10
回 定員：20名 日程：1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、2/29、3/7、
3/14、3/28 教材：プリント（無料） 申込締切日：1/7 受講料：18,000円

Ⅳセ 20

世界各国の暮らしと観光（イラン・ペルシャ編）

その国の講師から国の特徴、国民生活を学び、言語のことも学びます。言葉を
学ぶきっかけにしませんか。
会場：稲毛センター 講師：アキバリ フーリエ（敬愛大学生涯学習講座講師）
講師から一言：中近東の人々の暮らしを知っていただき、言葉を学んでみたい
と感じていただけるようにがんばります。 授業時間：15：10〜16：00 曜
日：木 回 数：5回 定 員：20名 日 程：2/4、2/18、2/25、3/3、3/10
教材：プリント（無料） 申込締切日：1/24 受講料：5,000円

世界各国の暮らしと観光（モンゴル編）

Ⅳセ33

その国の講師から国の特徴、国民生活を学び、言語のことも学びます。言葉を
学ぶきっかけにしませんか。
会場：稲毛センター 講師：ツェデウ ヒシゲジャルガル（敬愛大学生涯学習
講座講師） 講師から一言：相撲でおなじみのモンゴル。人々の生活をお知ら
せします。言葉も学んでみましょう。 授業時間：14：00〜15：00 曜日：水
回数：4回 定員：20名 日程：1/13、1/20、1/27、2/3 教材：プリント
（無料） 申込締切日：12/23 受講料：4,800円

Ⅳセ24

世界各国の暮らしと観光（インド・ネパール編）

その国の講師から国の特徴、国民生活を学び、言語のことも学びます。言葉を
学ぶきっかけにしませんか。
会場：稲毛センター 講師：ダリル・ハイ・パラサド（敬愛大学生涯学習講座
講師） 講師から一言：インドネシアのことに興味を持っていただき、言葉を
学びたいと思っていただけるようがんばります。 授業時間：14：00〜15：00
曜日：水 回数：4回 定員：20名 日程：2/24、3/2、3/9、3/16 教材：
プリント（無料） 申込締切日：2/14 受講料：4,800円

キッズ向講座 英語や工作、書道など楽しい講座を用意しました
Ⅳセ 1

キッズ英語 Kinder Ciass（年中クラス）

千葉市ひとづくり応援カタログ商品券対象講座
商品券番号0241351
100%英語の環境で絵本の読み聞かせ、歌などで自然に英語に触れていきます。 年中
幼児対象。千葉市ひとづくり応援カタログ商品券を利用すると4割引で受講できます。
会場：稲毛センター 講師：三幣真理（敬愛大学非常勤講師） 講師から一言：
英語を学ぶ時期として最適といわれるこの時期に英語を始めましょう。 授業時
間：10：30〜11：15 曜 日：土 回 数：10回 定 員：12名 日 程：1/16、
1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/5、3/12、3/19 教 材：CD・
DVDなど使用 申込締切日：1/16 受講料：9,000円

Ⅳセ 3

中学校英語準備講座

Ⅳキ25

英語教育は中学校から本格的にスタートします。入学前に学び始めることで不
安も無くし、しっかりスタートできます。小学生6年生が対象です。
会場：稲毛センター 講師：三木勝（敬愛大学生涯学習講座講師） 講師から一言：英語を
学ぶには最初が大事です。中学校の準備ためにも最適な講座です 授業時間：17：00〜
18：00 曜日：月 回数：9回 定員：15名 日程：1/18、1/25、2/1、2/15、2/22、
2/29、3/7、3/14、3/28 教材：NEW CROWN 1・2・3 価格（税込み）：936円、英
文法がわかる本 価格（税込み）：700円 申込締切日：1/8 受講料：10,800円

Ⅳキ 26

親子でミニ門松づくり

子供のバルーンアート

書初め教室（小学生）

Ⅳセ 31

秘書検定2級直前対策

Ⅲキ 53

Word 2013応用

就業予定者向け情報収集力向上プログラム

千葉市ひとづくり応援カタログ商品券対象講座
商品券番号0241340
ビジネスの基礎からビジネスモデルの企画・立案まで。詳細はお問い合わせく
ださい。
会場：稲毛センター 講師：彌島靖朗（敬愛大学キャリア教育担当講師） 講
師から一言：会社で業務する上で役立つ内容の講座です。少人数でグループ
ワーク中心の講座です。 授業時間：15：00〜18：00 曜日：金 回数：3回
定員：若干名 日程：2/5、2/19、3/4 教材：プリント（無料） 申込締
切日：1/19 受講料：15,000円

Ⅲキ54

Ⅳキ 55

マイクロソフトオフィススペシャリスト Word2013

千葉市ひとづくり応援カタログ商品券対象講座
商品券番号0241334
パソコンソフトの公式な資格「マイクロソフトオフィススペシャリスト・ワー
ド2013」取得を目指す対策講座です。特にエクセルは仕事で大活躍です。
会場：大学キャンパス 講師：佐竹勇子（敬愛大学非常勤講師） 講師から一
言：
「エクセルができる」と「MOSエクセルを取得した」では違いがあります。
所得を目指しましょう。 授業時間：9：30〜16：30 曜日：土 回数：4回
定員：15名 日程：2/13、2/20、2/27、3/5 申込締切日：2/1 受講料：
17,000円（テキスト代込）

Excel 2013応用

マイクロソフトオフィススペシャリスト Excel2013

千葉市ひとづくり応援カタログ商品券対象講座
商品券番号0241335
パソコンソフトの公式な資格「マイクロソフトオフィススペシャリスト・エク
セル2013」取得を目指す対策講座です。就職、転職の強い見方の資格です。
会場：大学キャンパス 講師：佐竹勇子（敬愛大学非常勤講師） 講師から一
言：少人数ですのでわかりやすくご指導します。 授業時間：9：30〜16：30
曜日：平祝 回数：4回 定員：15名 日程：2/9、2/10、2/11、2/12 申
込締切日：1/28 受講料：17,000円（テキスト代込）

Let's Try 水彩画

フラワーアレンジメント入門

生活の中にお花がある生活は心を豊かにします。一緒にフラワーアレンジメン
トの基本を学びましょう。興味のある方ならどなたでも対象です。
会場：稲毛センター 講師：高橋かおり（フラワーアドバイザー） 講師から
一言：フラワーアレンジはどなたでも簡単にできます。花のある生活をお手伝
いします。 授業時間：19：00〜20：00 曜日：木 回数：3回 定員：12名
日 程：2/18、2/25、3/3 教 材：教 材 用 花 申 込 締 切 日：2/7 受 講 料：
6,600円(材料費込）

申込方法

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又は封書・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にてお願いいたします）
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。
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、お振込み下さい。
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

生涯学習センター案内図
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Ⅳセ30

至船橋

No. 講座名

フリガナ

住所

Ⅳセ29

敬愛大学

FAXの場合はキリトリ不要

稲毛キャンパス講座

〒

Ⅳキ28

生涯学習講座申込書（冬期）

生涯学習センター講座 No. 講座名

書道 絵画 フラワーアレンジなど
生活を豊かにする講座で ONE UP！

文化講座

至 船橋 JR総武線 稲毛駅

〈キリトリ〉

平成27年度

私と“ちば”歴史と地理から再発見！

Ⅲ 教材購入について

エクセルはビジネスシーンでは必須スキルです。ワンランクアップのために関数応
用（IF, Vlookup, データベース関数）やグラフ応用データベースを学びましょう。
会場：大学キャンパス 講師：徳永実千代（敬愛大学生涯学習講座講師） 講
師から一言：わかりにくい関数も少人数だから丁寧に指導します。 授業時間：
13：30〜16：00 曜日：土 回数：3回 定員：15名 日程：2/13、2/20、
2/27 教材：30時間でマスター Excel2013（実教出版） 価格（税込み）
：
972円 申込締切日：2/1 受講料：8,000円

Ⅲキ56

Ⅲセ41

千葉市ひとづくり応援カタログ商品券対象講座
商品券番号0241365
戦後70年の節目に地元千葉の戦争遺跡に触れながら、ちばを再発見します。
地元をもっと知りたい方ぜひ参加ください。（昼食2回付）
会場：稲毛センター 講師：鎌田正男（敬愛大学非常勤講師） 講師から一言：知ってい
るようで意外と知らない地元ちばのことを一緒に学びましょう。 授業時間：8：50〜10：
20 曜 日：土 回 数：8回 定 員：15名 日 程：1/30、2/6、2/20、2/27、3/12、
3/26、4/9、4/16 教材：プリント（無料） 申込締切日：1/16 受講料：16,400円

子供のクレイクラフト

パソコン講座 パソコンの基本ソフトの基本スキルを身につけよう！ ビジネスにも余暇時間の活用にも最適
ワードは文章作成の基本スキル。ワンランクアップのためにイラストや写真、
図形を活用した文書作成技法を学びましょう。
会場：大学キャンパス 講師：徳永実千代（敬愛大学生涯学習講座講師） 講
師から一言：なんとなく覚えたワードを一緒にしっかり学びませんか。 授業
時間：10：00〜12：30 曜日：土 回数：3回 定員：15名 日程：2/13、
2/20、2/27 教材：30時間でマスター Word2013（実教出版） 価格（税
込み）：972円 申込締切日：2/1 受講料：8,000円

真田信繁（幸村）と関ヶ原合戦・大坂の陣の実像

主人公の真田信繁（幸村）はもとより、関係する関ヶ原合戦や大坂の陣には、
数多くの謎があります。真田信繁だけではなく、それら合戦にまつわる疑問を
検証し、大河ドラマを理解する助けにしたいと思います。
会場：稲毛センター 講師：渡邊大門（㈱歴史と文化の研究所代表取締役 博
士（文学）） 講師から一言：歴史が好きな人、2016年の大河ドラマ「真田丸」
を楽しみにしている方なら大歓迎です。 授業時間：13：00〜14：30 曜日：
火 回数：4回 定員：20名 日程：1/19、1/26、2/9、2/23 教材：プリ
ント（無料） 申込締切日：1/7 受講料：7,200円

誰でも楽しめる水彩画にチャレンジしませんか。久しぶりに書く方も書いてい
る方もお待ちしています。
会場：稲毛センター 講師：鎌滝由美（敬愛大学生涯学習講座講師 画家） 講
師から一言：誰でも水彩画は幼いころに書いたことがあると思います。また一緒
に始めましょう。 授業時間：12：00〜13：30 曜日：木 回数：7回 定員：
10名 日 程：1/14、1/28、2/4、2/25、3/3、3/10、3/24 教 材：持 ち 物
鉛筆（HB〜2B）、透明水彩絵の具（24色）、パレット、練り消しゴム、スケッチ
ブック、筆各種数本、筆洗い 申込締切日：12/21 受講料：12,600円

樹脂粘土を使って果物やクッキーを作ります。小物入れやメモスタンドとしても
使えるツリーに仕上げます。小学生以上が対象です。（3年生以下は保護者同伴）
会場：大学キャンパス 講師：三宅知子（敬愛大学生涯学習講座講師 元小学
校教員） 講師から一言：今年のクリスマスを盛り上げましょう。 授業時間：
10：00〜11：30 曜日：土 回数：1回 定員：10名 日程：12/19 教材：
持ち物 はさみ、木工用ボンド、サランラップ、作品持ち帰り用袋 申込締切
日：12/5 受講料：1,500円

Ⅲセ32

Ⅳセ27

ひらりん先生の科学工作教室

ビジネス講座 資格取得と自己啓発に！
秘書検定はビジネスシーンの常識を学ぶ検定です。就職活動の強い見方です。2月初旬
の検定試験対策として答案練習を中心に実施します。12月中に受験申込ができます。
会場：稲毛センター 講師：遠藤洋子（元日本航空客室乗務員） 講師から一
言：出題傾向の高い重要な箇所を復習します。資格取得を目指しましょう。
授 業 時 間：19：00〜20：30 曜 日：木 回 数：4回 定 員：20名 日 程：
1/14、1/21、1/28、2/4 教材：秘書検定クイックマスター 2級（実教出版
社）、秘書検定2級実問題集（実教出版社） 価格（税込み）：各1,296円 申込
締切日：12/23 受講料：7,200円

教養講座 歴史やちばの魅力を研究しましょう

一枚一枚毛筆で年賀はがきを書いてみませんか。オリジナティあふれる年賀は
がきにチャレンジしましょう。
会場：大学キャンパス 講師：小高香峰（読売書法会 評議委員） 講師から一
言：お正月は毛筆で字を書くいい機会です。お返事は毛筆年賀はがきを送りましょ
う。 授業時間：13：00〜15：00 曜日：木 回数：1回 定員：15名 日程：
12/24 教材：持ち物 書道セット、墨汁もしくは墨、文鎮、年賀はがきもしく
ははがき台の用紙 申込締切日：12/13 受講料：1,500円

小学生3年生以上対象の講座です。（3年生は保護者同伴）今回はLEDと分光
シートで自分だけのクリスマスツリーを作成します。
会場：大学キャンパス 講師：平山好孝（敬愛大学生涯学習講座講師 元小学
校教員） 講師から一言：自分で作ったクリスマスツリーで今年はパーティー
をしませんか。わかりやすく指導します。 授業時間：9：00〜12：00 曜日：
土 回数：1回 定員：15名 日程：12/19 教材：講座で用意します。（無
料） 申込締切日：12/5 受講料：1,500円

Ⅲキ41

バルーンでクリスマスリースブレスレットや雪だるまを作ります。小学生以上
が対象です。（3年生以下は保護者同伴）
会場：大学キャンパス 講師：菅原勝男（敬愛大学生涯学習講座講師） 講師
から一言：バルーンアートは誰にでも簡単にできます。クリスマスデコレー
ションを作りましょう。 授業時間：10：00〜11：30 曜日：土 回数：1回
定員：15名 日程：12/19 教材：大学で用意します。（無料） 申込締切日：
12/5 受講料：1,000円

キッズ英語 Kinder Ciass（年長クラス）

書初めは誰でも経験した正月行事です。小学生の冬休みの宿題としてもいかが
ですか。 小学生対象の講座です。
会場：大学キャンパス 講師：小高香峰（読売書法会 評議委員） 講師から一言：
みなさんと一緒に書初めを練習しましょう。 授業時間：10：00〜12：00 曜日：木
回数：1回 定員：15名 日程：12/24 教材：持ち物 書道セット、墨汁もしく
は墨、文鎮、半紙 申込締切日：12/13 受講料：1,500円

Ⅲキ39

小学生3年生以上対象の講座です。（3年生は保護者同伴）缶ビールのミニ缶で
ミニ門松づくりを体験します。
会場：大学キャンパス 講師：池田十三男（敬愛大学生涯学習講座講師） 講師か
ら一言：親子で作れるお正月のミニ門松、楽しんでいただきたいと思います。 授
業 時 間：10：00〜11：30 曜 日：土 回 数：1回 定 員：10名 日 程：12/19
教材：なし 申込締切日：12/5 受講料：1,500円

Ⅲキ 40

Ⅳセ2

100%英語の環境で絵本の読み聞かせ、歌などで自然に英語に触れていきます。
年長幼児対象。
会場：稲毛センター 講師：三幣真理（敬愛大学非常勤講師） 講師から一言：
週1回英語に触れる時間を楽しみましょう。 授業時間：11：30〜12：15 曜日：
土 回 数：10回 定 員：12名 日 程：1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、
2/20、2/27、3/5、3/12、3/19 教材：CD・DVDなど使用 申込締切日：
1/6 受講料：9,000円

世界各国の暮らしと観光（韓国編）

お隣の国、韓国。さまざまな情報が届いています。その国の国民の生活は実際
とは違うものです。韓国人の講師から国の特徴、国民生活を学び、言語のこと
も学びます。言葉を学ぶきっかけにしませんか。
会場：稲毛センター 講師：金美英（敬愛大学生涯学習講座講師） 講師から一言：本講座で
は韓国の文化と暮らしについて基礎的な知識をはじめ、多様な韓国文化に対する理解を含め
ることを目標とします。また、韓国旅行などですぐに使える簡単な会話能力も身につけるよ
う に し ま す。 授 業 時 間：11：40〜12：40 曜 日：火 回 数：4回 定 員：20名 日 程：
1/19、1/26、2/9、2/23 教材：プリント（無料） 申込締切日：1/7 受講料：4,800円

西千葉駅

●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。

生涯学習センター

〒263－0043

千葉市稲毛区小仲台2－3－12 こみなと稲毛ビル601

TEL & FAX：043（256）3420（直通）

センター不在時は大学までご連絡ください。

生涯学習講座係

〒263－8588

千葉市稲毛区穴川1－5－21

TEL 043（284）2261（直通） FAX 043（251）6407

問合せ時間

月～金

9：30～17：00（祝・祭日除く）

