
後援　千葉県教育委員会╱千葉市教育委員会

平成27年度
後期

チーバくん

●JR総武線稲毛駅東口下車徒歩1分
●イオン稲毛向い
●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

生涯学習講座
センター案内図

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

KeLLくん

あなたの“学ぶ意欲”にお応えします!あなたの“学ぶ意欲”にお応えします!あなたの“学ぶ意欲”にお応えします!あなたの“学ぶ意欲”にお応えします!
敬愛大学　生涯学習講座 検　索 詳細はWebで
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講 座 名 時間帯受講料 締切日 講座開始回数番号分野
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10/28

9/23

11/27

9/23

9/23

9/21

9/23

9/23

9/18

9/23

9/23
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9/27

10/7

11/11

9/30

9/27

9/27

9/27

9/27

9/27

9/27

9/27

9/27

9/27

9/27

9/27

2/10

9/27

曜日 講 座 名 時間帯受講料 締切日 講座開始回数番号分野
9/27
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9/27
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12/5

9/27
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11/7

10/16

9/30

9/27

9/30

9/27

9/17

11/10

11/10

2/1

2/1

9/27

1/28

11/11

曜日
10/1

11/3

9/29

12/8

10/1

10/1

9/28

9/30

9/30

9/25

10/1

10/7

10/7

10/7

10/19

11/23

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

3/12

10/10

10/10

10/10

10/10

10/5

10/10

10/31

10/10

10/10

12/19

12/19

12/19

10/10

10/31

11/21

10/30

10/10

10/10

10/7

10/10

9/29

11/21

11/21

2/13

2/13

10/10

2/9

11/21

地域産業論
東南アジアを知る
ラテンアメリカを知る
ロシアを知る
アメリカの政治
国際移動論
アフリカの歴史と社会
イスラムの歴史と社会
国際連合の仕組みと活動
大気・水環境論
日本文化論
法学入門
憲法

現代の法律問題を考える
インカ帝国とその祖先たち
アメリカインディアンの祖先たち
クリティカル・シンキング基礎講座

英語による自己表現（話せるようになる講座）Ⅰ
英語による自己表現（話せるようになる講座）Ⅱ
学び直しの英語Ⅰ（中学英文法長文の復習）
学び直しの英語Ⅱ　英字新聞を読む（高校英文法の復習）
楽しい海外旅行の英会話～英会話でもっと得しよう！～
HEART OF SAMURAI ～ジョン万次郎の半生～
Simple & Eazy English ～ネイティブはこう言う～
韓国語Ⅰ（入門）
韓国語Ⅱ（初級）
韓国語Ⅲ（中級）
韓国語Ⅳ（上級）
韓国語特別講座
中国語Ⅰ（入門）

大
学
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開
講
座
（
正
規
授
業
科
目
）
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10：40-12：10

14：40-16：10

14：40-16：10

14：40-16：10

13：00-14：30

16：20-17：50

9：00-10：30

10：40-12：10

13：00-14：30

10：40-12：10

13：00-14：30

13：00-14：30

14：40-16：10

18：00-19：30

13：00-14：30

13：00-14：30

9：00-10：30

10：30-12：00

13：00-14：30

8：30-10：00

15：00-16：30

16：20-17：50

14：40-16：10

13：00-14：30

8：30-10：00

10：30-12：00

13：00-14：30

15：00-16：30

8：40-12：30

8：30-10：00
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1
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木

火

火

火

木

木

月

水

水

金

木

水

水

水

月

月

土

土

土

土

土

土
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土

土

土
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敬愛大学 稲毛キャンパス

1
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7

8

9

10

11

12

13

14

中国語Ⅱ（初級）
中国語Ⅲ（中級）
中国語Ⅳ（上級）
中国語（会話）
楽しく学ぶドイツ語会話（初級）
モンゴル語（入門）
インドネシア語（入門）
インドネシア語（応用）

ひらりん先生の科学工作教室
子供のバルーンアート
子供のクレイクラフト
楽しく学ぶ書道（小学生）

「奥の細道」の旅を楽しむ
声に出そう！楽しい朗読
新しい発見！トリビア（雑学）講座
クラシックギター演奏講座（基礎）
かな書道入門
色彩を楽しむ淡彩画

年金アドバイザー3級
ITパスポート試験対策

Word 2013基礎
Excel 2013基礎
Word 2013応用
Excel 2013応用
マイクロソフトオフィススペシャリスト　Word2013
マイクロソフトオフィススペシャリスト　Excel2013
マイクロソフトオフィススペシャリスト　Powor Point2013
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16,000

1,500

1,000

1,500

10,000

8,000

8,000

8,000
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12：30-14：00
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10：00-11：50

10：40-12：10
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10：00-12：30

13：30-16：00
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No.  　　 ～    　 は［申込み→受講料振込み→受講可能］
No.  　　 ～    　 は［申込み→締切後受講通知発送→受講料振込み→受講可能］
申込はFAX・Eメール・郵送でお願いします。日程の詳細については、通知文でご案内します。
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講 座 名 時間帯受講料 締切日 講座開始回数番号分野
9/23
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9/23

10/1

10/1

9/23

9/23

9/23

9/23

1/15

12/20

9/23

9/24

9/24

9/23

9/23

9/17

9/24

9/30

9/23

12/23

12/23

12/23

9/26

9/26

9/24

9/27

10/1

曜日 講 座 名 時間帯受講料 締切日 講座開始回数番号分野
9/23

9/23

10/23

随時

11/4

9/30

10/20

9/27

10/3

9/23

9/22

9/29

1/16

9/28

10/6

10/13

11/10

10/27

10/8

10/2
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9/24

10/1

10/5

9/29

11/17

曜日
10/7

10/7

10/7

10/17

10/17

10/5

10/5

10/7

10/7

1/29

1/14

10/5

10/8
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10/6

10/1

10/8

10/14

10/7

1/12

1/12

1/12

10/10

10/10

10/8

10/8

10/15

10/5

10/5

11/6

10/2

11/15

10/16

11/1

10/8

10/17

10/7

10/6

10/13

1/30

10/13

10/20

10/26

11/24

11/10

10/22

10/16

10/16

10/16

10/9

10/15

10/19

10/13

12/1
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キッズ英語Ⅰ（通年コース）　

キッズ英語Ⅱ（通年コース）　

キッズ英語Ⅲ（通年コース）

Kinder English（年中）

Kinder English（年長）

中学英語の復習

英字新聞を読み始める

Enjoy English LifeⅠ

Enjoy English LifeⅡ

早朝英会話（朝食付）

おもてなし英会話（現場体験型）

リスニング強化

旅行に使える英会話

英語で学ぶ英語

ビジネス英語

ナオミ先生と実践英会話

韓国語（入門）

韓国語の本を読もう

韓国語の会話力・読解力の強化

やさしく学ぶ韓国語会話

はじめての韓国語

韓国語初中級（読解・作文）

韓国語初中級（会話・リスニング）

いきいき！スペイン語（初級）

ステップアップ！スペイン語（応用）

フランス語（基礎）

はじめてのドイツ語

ロシア語（初級）
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10,800
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18,000

19,000

17,200

19,000

19,000

8,400

12,600

12,600

18,000

18,000

24,000

10,000

16,000

15：30-16：20

16：30-17：20

17：30-18：20

10：30-11：15

11：30-12：15

13：30-15：00

15：15-16：45

9：30-10：30

10：40-11：40

7：00-  7：40

10：00-11：00

18：30-19：20

16：10-17：00

17：00-18：20

19：30-20：20

19：00-20：30

12：00-13：30

12：00-13：30

12：00-13：30

12：00-13：30

10：00-11：00

13：00-14：30

11：20-12：50

13：00-14：30

15：00-16：30

14：00-15：00

15：10-16：00

17：10-18：30

20

20

20

8

8

10

10

20

20

6

10

20

20

20

20

10

11

10

11

11

7

7

7

10

10

20

10

10

水

水

水

土

土

月

月

水

水

金

木

月

木

火

月

火

木

木

水

水

火

火

火

土

土

木

木

木

敬愛大学 生涯学習センター（JR稲毛駅前）

セ2

セ1

セ3

セ4

セ5

セ6

セ7

セ8

セ9

セ10

セ11

セ12

セ13

セ14

セ15

セ16

セ17

セ18

セ19

セ20

セ21

セ22

セ23

セ24

セ25

セ27

セ26

セ28

セ29

セ30

やさしい中国語物語

しっかり身につく中国語トレーニング

考える力が身につく5日間（初級編）

人材採用・育成プログラム

はじめて学ぶ会社の数字

コミュニケーション力を高めよう

好感度をあげる話し方（入門編）

秘書検定2級

相続アドバイザー3級

人間関係の心理学

色鉛筆とデッサン

楽しい水彩画

わたしと“ちば”（歴史と地理から再発見）

目からウロコの漢字の世界

文学の旅入門と文学遺跡の旅入門を楽しむ

硬筆で字を書いてみよう！（小学生対象）

戦国武将の群像

保険の仕組みを理解する

フラワーアレンジメント（入門）

囲碁を楽しむ（初級編）

囲碁を楽しむ（中級編）

女性のための脳トレ・マージャン（初級編）

女性のための脳トレ・マージャン（中級編)

楽しいクレイフラワー

子育て中のママのクレイクラフト

安心！健康講座（シニア向け講座）

無料講座〈①冬の肌と環境②健康は腸から〉
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10：00-11：30

11：40-13：10
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8：40-10：10

18：40-19：30
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13：00-14：30

19：00-20：00

8：30-10：00

10：10-11：40

12：30-14：30

12：30-14：30

10：00-11：30

10：00-11：30

13：00-14：30

12：30-14：00
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No.  　　 ～    　  は［申込み→締切後受講通知発送→受講料振込み（無料は除く）
→受講可能］申込はEメール・FAX・郵送でお願いします。

セ1 セ55

千葉県許諾 第A687-5号

New

New

New

New

New

New

New

New

NewNew
New

New

New

New

New



キッズ
敬愛大学 生涯学習センター（JR稲毛駅前）

敬愛大学は市民参加型の「人を育てる」を実践しています。

動きを伴う歌や絵本、ゲームで楽しく英語を学びます。音に慣れるために歌
や絵本、遊びの中で自然に英語に触れるようにレッスンをデザインします。
日時：（水15:30～16:20）10/7・14・21・28、11/4・11・18・25、
12/2・9・16、1/13・20・27、2/3・10・17・24、3/2・9　講師：菊池
優子（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：若干名　対象者：幼稚園児年長
教材：プリント

絵本や歌、学習ゲームで心に残る方法で英語に接しながら、基本的な音や単
語を楽しくしっかり学びます。
日時：（水16:30～17:20）10/7・14・21・28、11/4・11・18・25、
12/2・9・16、1/13・20・27、2/3・10・17・24、3/2・9　講師：菊池
優子（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：若干名　対象者：主として低学
年　教材：ロングマンこどもピクチャーディクショナリー Person Longman 
Carolyn Graham 3,110円

簡単な算数、理科、社会の内容を英語で考え表現します。朝食が何からでき
ているかや理想の朝食を表現したり、動物の身体の特徴とできることを表現
したりします。
日時：（水17:30～18:20）10/7・14・21・28、11/4・11・18・25、
12/2・9・16、1/13・20・27、2/3・10・17・24、3/2・9　講師：菊池
優子（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：若干名　対象者：小学校高学年
教材：ロングマン子どもピクチャーディクショナリー Person Longman Carolyn 
Graham 3,110円

100％英語の環境で歌・チャンツ・絵本の読み聞かせ・ゲームなどを通し、
自然な形で英語に触れさせ吸収させていきます。アルファベットの形・書き
方と一緒にフォニックス（綴り字と発音の関係）を学習するには、この時期
がベストタイミングです。
日時：（土10:30～11:15）10/17・24、11/7・14・21・28、12/5・12
講師：三幣　真理（敬愛大学非常勤講師）　定員：10名　対象者：年中　教
材：Super Simple Songs

100％英語の環境で歌・チャンツ・絵本の読み聞かせ・ゲームなどを通し、
自然な形で英語に触れさせ吸収させていきます。アルファベットの形・書き
方と一緒にフォニックス（綴り字と発音の関係）を学習するには、この時期
がベストタイミングです。
日時：（土11:30～12:15）10/17・24、11/7・14・21・28、12/5・12
講師：三幣　真理（敬愛大学非常勤講師）　定員：10名　対象者：年長　教
材：Super Simple Songs

文法・英文の基礎を固め、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。
日時：（月13:30～15:00）10/5・19・26、11/2・9・16・30、12/7・
14・21　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。英語の基礎を学びたい方。　教材：NEW CROWN ENGLISH 
1、2、3年、936円。「英文法がわかる本」（700円）

政治・経済・平和・戦争・社会的現象などを取り上げ、英文に慣れていくよ
うにし、情報源として英語が活用できることを目指します。
日時：（月15:15～16:45）10/5・19・26、11/2・9・16・30、12/7・
14・21　講師：三木勝（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象
者：中学レベルの英語力　教材：「英文法がわかる本」（700円）

やさしい英語で会話に使えるフレーズやセンテンスを学びます。英会話に役
立つ英文法・リスニング・スピーキング・リーディング・ライティングと全
ての面であなたの英語力をアップします。
日時：（水9:30～10:30）10/7～3/9　20回　講師：名倉　道子（敬愛大学
生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：楽しく英語を学びたい方どなた
でも　教材：要　復習用CDROM付オックスフォードテキスト　3,100円

シチュエーション別にロールプレイをしながら実践的に英会話を学びます。
学校では習わなかった口語表現や語彙を増やしあなたの考えや意見を自由に
話せるようにします。
日時：（水10:40～11:40）10/7～3/9　20回　講師：名倉　道子（敬愛大
学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：英検3級程度　教材：プリン
ト

JR稲毛駅付近の近隣ファーストフード等を活用し、ネイティブ講師による早
朝英会話を実施します。語学スキル向上はもとより、受講生同士の交流等も
織り交ぜ、ヒューマンネットワークを構築することも重視しています。
日時：（金7:00～7:40）1/29、2/5・12・26、3/4・11　6回　講師：
Zottor Naomi（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：10名　対象者：特に指
定しません。　教材：プリント

“ちば”で、日本人のおもてなしの心を伝える。2020年の東京オリンピック
開催が決定し、外国の方が増えることが予想されます。日本の文化を伝える
例文、気持ちをきちんと伝える表現方法についても紹介します。
日時：（木10:00～11:30）1/14～3/24　10回　講師：名倉　道子（敬愛大
学生涯学習講師）　定員：15名　対象者：特に指定なし。　教材：テキスト

リスニングスキル（基礎レベル）の上達を図りたい人向けのクラスです。会
話、スピーチ、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。
日時：（月18:30～19:20）10/5～3/28　20回　講師：George Whalley
（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：中学校卒業程度の文法と語
彙　教材：プリント

基礎英語を用いて海外旅行で英会話したり、日本国内にいる外国人とコミュ
ニケーションをとりたい人向けのクラスです。旅行に関する会話練習、ペア
ワーク、講師と生徒の間で質疑応答などを行います。
日時：（木16:10～17:00）10/8～3/24　20回　講師：George Whalley
（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：中学校卒業程度の文法と語
彙　教材：プリント

基礎英語をおさらいしながら自由に英会話を行いたい人向けのクラスです。
日々の出来事を話したり、会話文や英会話の上達を図ります。
日時：（火17:00～18:20）10/6～3/15　20回　講師：George Whalley
（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：高校生レベル　教材：The 
teacher will provide materials for this class.

ビジネスシーン、フォーマルな場で英語を使いたい人向けのクラスです。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。
日時：（月19:30～20:20）10/5～3/28　20回　講師：George Whalley
（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：高校レベルの英語　教材：
プリント

英語を身につける一番の近道は「英語に触れる時間を増やす」ことです。会
話中心のグループレッスンです。実際のシーンを想定したレッスンを行うの
で様々な場面に対応できるコミュニケーション力を身につけることができま
す。
日時：（火19:00～20:30）10/6～12/22　10回　講師：Zottor Naomi（敬
愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：特に指定しません。　教
材：プリント

韓国語を初めて学ぶ人のために、ハングルの読み方、書き方からゆっくり進
めていきます。見慣れない文字を覚えるのは少し大変ですが、自分の名前や
趣味などを書いてみるという練習から少しずつ親しんでいきます。
日時：（木12:00～13:30）10/1・15・29、11/12・26、12/10、
1/14・28、2/25、3/10　※3/12（特別講座8:40～12:30）　講師：金　
美英（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：初めて韓国語を
学ぶ方　教材：『基礎から学ぶ韓国講座・初級（改訂版）』/著者：木内　明
（国書刊行会）2,100円＋税

韓国語の本を読み、韓国語の文を日本語に翻訳を行う授業です。翻訳を通じ、
レベルの高い文法や語彙を習得することはもちろん、日本語と韓国語の表現
の違いに注意深く目を向け、韓国語と比較した場合の日本語の特徴も考えて
みます。
日時：（木12:00～13:30）10/8・22、11/5・19、12/3、1/21、2/4・
18、3/3　※3/12（特別講座8:40～12:30）　講師：金　美英（敬愛大学生
涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：中級、あるいは別の上級科目を終
え、翻訳に興味がある方　教材：『사랑후에 오는 것들』/著者：공지영
（소담출판사）1,500円（税込）

中級レベルの韓国語を受講した人が、初級で学んだ韓国語の文法に加え、よ
り豊富な文法力、表現力をつけること、状況に合った会話表現の練習などを
通して、実際に使えるコミュニケーションを身に付けることを目指します。
日時：（水12:00～13:30）10/14・28、11/11・25、12/9、1/13・
27、2/10・24、3/9　※3/12（特別講座8:40～12:30）　講師：金　美英
（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：中級、あるいは別の
上級科目を終え、翻訳に興味がある方　教材：継続講座で、テキストは途中
からなります。『New カナタ KOREA 初級2』/著者：カナタ韓国語学園　
3,618円（税込）

初級から無理なく進めるように韓国語の基本文法や文型を復習しながら、
様々な状況・場面の表現を身につけることを目標にします。全員が積極的に
参加する会話を通じて韓国語を楽しく学んでいくことを目指します。
日時：（水12:00～13:30）10/7・21、11/4・18、12/2、1/6・20、
2/3・17、3/2　※3/12（特別講座8:40～12:30）　講師：金　美英（敬愛
大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：学習経験のある方　教材：
継続講座で、テキストは途中からなります。『やさしく学ぶ韓国語　リスニ
ング・スピーキング　/ 쉽게 배우는 한국어 듣기・말하기 』 著者：釜山外国
語大学韓国語文化教育院　出版社：ランゲージプラス　2,592円（税込）

韓国語を初めて学ぶ方のために、ハングルの読み方、書き方からゆっくり進
めていきます。
日時：（火10:00～11:00）1/12、2/2・16、3/1・8・15・22　講師：森
万佑子（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：はじめて韓国語を学
ぶ方　教材：プリントを配布する

韓国語の文章を読むことで、読解力の定着を目標とします。
日時：（火13:00～14:30）1/12、2/2・16、3/1・8・15・22　講師：森
　万佑子（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：韓国語入門を学ん
だことのある方、韓国語の読み書きができる方　教材：受講生と相談のうえ
プリントを配布する

韓国語の聞き取りを復習し、リスニング力を定着させることを目標とする講
座です。
日時：（火11:20～12:50）1/12、2/2・16、3/1・8・15・22　講師：森
万佑子（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：韓国語入門を学んだ
ことのある方　教材：プリントを配布する

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。独自テキストには日本語での文法説明もあり、要点を確認しな
がら学べます。AV教材で文化や習慣も紹介します。
日時：（土13:00～14:30）10/10・17・24・31、11/7・14・21・28、
12/5・12　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：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　教材：El Español Universal　1A　2,000円

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。
日時：（土15:00～16:30）10/10・17・24・31、11/7・14・21・28、
12/5・12　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：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　教材：El Español Universal　1B　2,500円

全員参加型の授業で、フランス語を楽しく間違いを恐れずに自分の言いたい
ことを表現できるようにするのが目標です。「継続は力なり」を信じてレベ
ルの同じ仲間と一歩一歩マスターします。
日時：（木14:00～15:00） 10/8～3/17　20回　講師：田村　典子（NHK、
朝日カルチャー講師）　定員：15名　対象者：直説法現在・未来・過去形を
習ったことのある方　教材：テキスト

語学の基本は音読であり、まずは正しい発音の習得から始めます。ドイツ語
の発音はローマ字読みに近いので（Nameナーメ、Energieエネルギー等）、
若干の特殊な読み方（Arbeitアルバイト、Geländeゲレンデ等）を一通り学
習します。
日時：（木15:10～16:00）10/8・15・22・29、11/5・12・19・26、
12/3・10　講師：志村哲也（敬愛大学　非常勤講師）　定員：15名　対象
者：ドイツ語未経験者　教材：三修社『CD付き　300語で話すドイツ語』入
谷幸江ほか

ロシア語の基礎を学びます。名詞の格変化、動詞の現在形の続きを学び、数
詞や数量表現、形容詞の単語を身につけます。さらには、独特な文法事項で
ある動詞の体についても学びます。
日時：（木17:10～18:30）10/15・22・29、11/5・12・19・26、
12/3・10・17　講師：吉村　貴之（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　
対象者：前学期のロシア語初級を受講された方。もしくは、それと同程度の
知識をお持ちの方。ただし、新規受講者が多い場合には、これまでの復習を
多めに行います。　教材：プリント

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、語感、
文法、言葉の表現力、会話とリスニングまで総合的に練習します。
日時：（月10:00～11:30）10/5・26、11/2・9・16・30、12/7・14・
21　講師：楊　紅（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：初
級を終えた方なら大丈夫ですよ！なお、発音と会話に自信がない方々是非参
加してね！　教材：プリント

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。中国語の日常会話をすばやく、スムーズに話せることが
目標です。
日時：（月11:40～13:10）10/5・19・26、11/2・9・16・30、12/7・
14・21　講師：楊　紅（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象
者：中国語の発音を習得し、初級程度の方なら誰でも参加できます。　教
材：『しっかり身につく中国語トレーニング』紹文周　ベル出版　1,800円
＋税

ロジカルシンキングは実際は難しいものを単純化、構造化し、相手と協調す
るための思考方法です。業務はもちろん、日々の生活の中でも大いに活用で
きます。
日時：（金19:00～20:30）11/6・13・20・27、12/4　講師：中村　幸一
（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：ビジネスマン、大学
生、ロジカルシンキングに興味のある社会人　教材：プリント

本学の実践しているキャリア教育手法の蓄積を活かして、「新入社員・内定
者研修講座」「初めての部下・後輩を持つ人のための講座」「地元の産学が
連携して人材育成＆発掘するための講座」「ビジネススキル講座」を開講し
ます。
日時：（金15:00～18:00）10/2・9・16・23・30、11/6・13・20・27、
12/4・11・18、1/8・15・22・29、2/5・12・19・26、3/4・11・18・
25　講師：彌島　靖朗（敬愛大学キャリア教育担当講師）　定員：若干名　対
象者：大学生、社会人　教材：プリント

日々、利用している会社の数字。数字を理解することで仕事の仕方がかわっ
てきます。財務諸表から、具体的な企業の財務分析までを学習します。
日時：（日9:00～16:00（含、休憩））11/15　講師：高橋　隆明（敬愛大学
客員教授）　定員：15名　対象者：新入社員、一般の方　教材：プリント
（テキストは別途お知らせします）

傾聴の大切さや自分自身のクセをワークを通じて体験し、コミュニケーショ
ン能力を高めることを目的としております。カードを利用したグループワー
クを通じてコミュニケーションの難しさや、ペアワークによるロールプレー
を通じて体験していただきます。
日時：（金19:00～20:30）10/16・23・30　講師：中村　幸一 （敬愛大学
生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：コミュニケーション能力を高め
たい社会人・学生　教材：プリント

人前で話すことへの苦手意識を克服し、自然体であがらずに落ち着いて話が
できること、また相手に正確にわかりやすく伝える伝達方法を身につけるな
ど、口語表現能力の開発を目指します。尚、人数や進捗状況により内容が一
部変わることがあります。
日時：（日9:30～15:00）11/1　講師：斉木かおり（敬愛大学非常勤講師・
元日本テレビアナウンサー）　定員：15名　対象者：一般・社会人　教材：
特になし。毎回ワークシートを渡します

ビジネスではコミュニケーションが最も重要だと言われています。秘書検定
は仕事で必要な知識、技術を学びビジネスコミュニケーションスキルを示す
資格です。講師がわかりやすく解説しますので、学生の方もビジネス用語を
理解できます。
日時：（木19:00～20:30）10/8・15・29、11/5・19・26、12/10・17
講師：遠藤　洋子（元日本航空客室乗務員）　定員：15名　対象者：高校
生・大学生・一般の方　教材：秘書検定クイックマスター2級　¥1,200+税、
秘書検定2級実問題集　¥1,200+税

金融機関にお勤めの方、FP・士業の方だけでなく、一般の方も、資格学習を
通して、相続に関する実務的な知識（遺言や作成の仕方や相続税の計算な
ど）を習得することができます。
日時：（土8:40～10:10）10/17～12/19　10回　講師：君塚　甚一（行政
書士）　定員：15名　対象者：特に指定なし。　教材：テキスト

日常生活で経験する少し困った事柄（特に人間関係）について、その原因や
対処法を心理学的に説明します。講義と演習（グループワークなど）を交互
に行い、講義で取り上げたテーマを実際に体験することで心理学への理解を
深めます。
日時：（水18:40～19:30）10/7～12/9　10回　講師：田中未央（敬愛大
学専任講師）　定員：15名　対象者：初学者も受講可能です。演習に積極的
に参加してくださる方　教材：プリント

ビジネス

文化・教養

キッズ英語Ⅲ（通年コース）セ3

Kinder English（年中）セ4

Kinder English（年長）セ5

キッズ英語Ⅱ（通年コース）セ2

キッズ英語Ⅰ（通年コース）セ1

中学英語の復習セ6

やさしく学ぶ韓国語会話セ20

韓国語初中級（読解・作文）セ22

韓国語初中級（会話・リスニング）セ23

はじめての韓国語セ21

いきいき！スペイン語（初級）セ24

ステップアップ！スペイン語（応用）セ25

フランス語（基礎）セ26

やさしい中国語物語セ29

はじめてのドイツ語セ27

英字新聞を読み始めるセ7

Enjoy English Life Ⅰセ8

Enjoy English Life Ⅱセ9

早朝英会話（朝食付）セ10

おもてなし英会話（現場体験型）セ11

リスニング強化セ12

旅行に使える英会話セ13

英語で学ぶ英語セ14

外国語

韓国語の本を読もうセ18

韓国語の会話力・読解力の強化セ19

ビジネス英語セ15

ナオミ先生と実践英会話セ16

韓国語（入門）セ17

しっかり身につく中国語トレーニングセ30

ロシア語（初級）セ28

人間関係の心理学セ38

考える力が身につく5日間（初級編）セ31

人材採用・育成プログラムセ32

はじめて学ぶ会社の数字セ33

コミュニケーション力を高めようセ34

好感度をあげる話し方（入門編）セ35

秘書検定2級セ36

相続アドバイザー3級セ37



鉛筆でデッサンし色鉛筆（軟質）のみで描く画法です。この色鉛筆の魅力は
油性の色鉛筆とは違い描いた後でもその色を消して可能な程度に修正でき筆
ではなかなか描けないような細かい描写が簡単にできます。
日時：（火15:00～16:30）10/6・20、11/17、12/1・15、1/19、2/2・
16、3/1・15　講師：河野　緋紗子（敬愛大学生涯学習講師）　定員：12名
対象者：特に指定なし。　教材：デッサン用鉛筆、水彩色鉛筆（軟質できれ
ば36色程度のもの）消しゴム、練りゴム、スケッチブック（F8）

静物をモチーフに構図の取り方、明暗の捉え方、彩色等の基本を学んでいき
ます。色を置いた時に下の色が透けて見える透明水彩は塗り重ねの効果や偶
然性に満ちた混色を楽しめます。描くことは観ること。発見と驚きの時を楽
しみましょう。
日時：（火15:00～16:30）10/13・27、11/10・24、12/8・22、
1/12・26、2/9・23　講師：佐々木　英子（敬愛大学生涯学習講師）　定
員：10名　対象者：特に指定しません。　教材：鉛筆（HB～2B）透明水彩
絵具（24色）、パレット、練消しゴム、スケッチブックF6（画用紙でも可）、
丸・平筆（各2－3本）、筆洗い

戦後70年に関わる千葉市の戦争遺跡等にも触れながら、世代を超えた市民同
士で、歴史、地理の面から“ちば”を再発見していきます。“ちば”歩き（2
回昼食付）もあり、身近で面白く魅力を再発見していきます。
日時：（土8:50～10:20）1/30～4/16　8回（ちば歩きは15:00予定）　講
師：鎌田　正男（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：特に指定し
ません。　教材：プリント

思わず人に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
いろな方法で学んでいきます。学んだことにより、漢字を更に身近に感じ、
読んだり書いたりが一段と楽しくなります。前期を受講した人も、後期から
初めて受講する人も学べます。
日時：（火10:00～11:30）10/13、11/10、12/8・22、1/26、2/9・23
　講師：首藤　久義（千葉大学名誉教授・日本国語教育学会常任理事）　定
員：15名　対象者：成人　教材：はじめてつかう漢字字典、フレーベル館、
首藤久義編著、1,000円（税込）

配布したプリントにしたがって写真や地図を使って展開し、紙上で旅の楽し
さを味わいます。講座終了後に訪れてみてはいかかですか。
日時：（火10:00～11:30）10/20、11/17、12/1・15、1/19　講師：名
古屋　茂郎　（敬愛大学元特別講師）　定員：12名　対象者：特に指定あり
ません　教材：プリント

鉛筆やボールペンを使って文字を書く、ということの基本を習得します。筆
の持ち方から学びます。かな文字・漢字それぞれをきれいに書くことを学びま
す。
日時：（月17:00～18:00）10/26、11/9・30、12/7・21　講師：土屋　
誠（敬愛学園高等学校教諭）　定員：15名　対象者：幼稚園年長～小学生低
学年　教材：プリント

ー川中島の戦いの真実ー。武田信玄と上杉謙信の心理戦について、川中島の
合戦の深層を探る。
日時：（火10:30～12:00）11/24　講師：関本　有紀（八街郷土史研究
会）　定員：15名　対象者：成人の方　教材：プリント

一般消費者を対象に、保険と契約、生活設計、公的年金と個人年金を主たる
テーマにあげ、生命保険に関する理解を深めていきます。
日時：（火13:00～14:30）11/10・17・24　講師：公益財団法人　生命保険
文化センター 講師　定員：20名　対象者：特に指定なし。　教材：プリント

フラワーアレンジメントの（入門）として、花の切り方や挿し方等『アレン
ジメントの基本』は勿論、『切り花を長持ちさせるコツ』や『お花の正しい
管理方法』までをわかりやすく、楽しく指導します。
日時：（木19:00～20:00）10/22、11/12、12/3　講師：高橋かおり（フ
ラワーアドバイザー）　定員：12名　対象者：お花が好きな方。フラワーア
レンジメントに興味がある方。　教材：花代等は各回1,000円別途徴収

囲碁の面白さ、楽しさなどを味わっていただくための講座です。まず、遊べ
ること、そして強くなるために、わかりやすい講座にしていきます。
日時：（金8:30～10:00）10/16～3/25　20回　講師：米田　正春（日本
棋院7段）　定員：12名　対象者：基礎知識がある方　教材：テキスト

囲碁の面白さ、楽しさなどを味わっていただくための講座です。囲碁の基本
を学んだ方の、次のステップとなるコースです。どこでも誰とでも打てるこ
とを目標に、対局で役立つ打ち方を学習します。
日時：（金10:10～11:40）10/16～3/25　20回　講師：米田　正春（日本
棋院7段）　定員：12名　対象者：多少経験のある方　教材：テキスト

敬愛大学 稲毛キャンパス
「英語による自己表現（話せるようになる講座）Ⅰ」の3分間スピーチから、5
分から10分間の量で英語が話せる世界を目指します。そのための要領を講義
し、訓練します。
日時：（土13:00～14:30）10/10・31、11/21・28、12/12・19、
1/9、2/13・20・27　講師：三木勝（敬愛大学生涯学習講座講師）　定
員：15名　対象者：「英語による自己表現（話せるようになる講座）Ⅰ」のレ
ベルを修了している方。　教材：NEW CROWN ENGLISH 1、2、3年、
936円。「英文法がわかる本」（700円）

文法・英文の基礎を固め、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。
日時：（土8:30～10:00）10/10・31、11/21・28、12/12・19、1/9、
2/13・20・27　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。英語の基礎を学びたい方。　教材：NEW CROWN ENGLISH 
1、2、3年、936円。「英文法がわかる本」（700円）

中学の不定詞、現在分詞、過去分詞等の理解を踏まえ、分詞構文などを学び、
英字新聞を通して日常的な語彙を増やしていきます。ネットサーフィンやビジ
ネスに役立ちます。
日時：（土15:00～16:30）10/10・31、11/21・28、12/12・19、
1/9、2/13・20・27　講師：三木勝（敬愛大学生涯学習講座講師）　定
員：15名　対象者：中学英語の基礎を学び終えている方。　教材：英字新聞。
「英文法がわかる本」（700円）

知っていると便利なフレーズでもっと得する海外旅行に、さぁ出発しましょ
う！旅の英会話コンシェルジェ・Mizzyがあなたの理想の旅のお手伝いをしま
す。今までに海外旅行に行かれたことがあるあなた、もっと英語が話せたら
なぁ…と感じられたのではないでしょうか。
日時：（土16:20～17:50）10/10・31、11/21・28、12/12・19、
2/13・20・27、3/5　講師：名倉　道子（敬愛大学生涯学習講座講師）　
定員：15名　対象者：海外旅行を楽しみたい方どなたでも　教材：Travel all 
over the world

英文法や単語、イディオムを思い出し確認しながら読み進んでいきます。文
法はもう忘れてしまったという方も、英会話に必要なところだけをしっかり
復習していただくので大丈夫です。物語の中でアメリカと日本の歴史、登場
人物の人間関係を読み解きながら、あなたの英語力をアップします。
日時：（土14:40～16:10）10/10・31、11/21・28、12/12・19、
2/13・20・27、3/5　講師：名倉　道子（敬愛大学生涯学習講座講師）　
定員：15名　対象者：どなたでも　教材：HEART OF SAMURAI by Margi 
Preus

学校では習わなかったネイティブの日常会話表現。そんな簡単でいいの？と
目から鱗のレッスンです。あなたの知っている英語で初対面の挨拶からお天
気季節の行事趣味について会話を盛り上げましょう。
日時：（土13:00～14:30）10/10・31、11/21・28、12/12・19、
2/13・20・27、3/5　講師：名倉　道子（敬愛大学生涯学習講座講師）　
定員：15名　対象者：どなたでも　教材：American Daily Life

自分の名前や趣味などを書いてみるという練習から少しずつ親しんでいきま
す。ハングル文字の基本構造を理解し、基本表現（あいさつ、職業）、好き嫌
い（食べ物、趣味）など身近な事柄における単語を使って簡単な文が作れる
よう基本文法を学びます。
日時：（土8:30～10:00）10/10、11/21・28、12/12・19、1/9、
2/13・20・27、3/5　※3/12（特別講座8:40～12:30）　講師：金　美英
（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：初めて韓国語を学ぶ
方　教材：『基礎から学ぶ韓国講座・初級（改訂版）』/著者：木内　明（国書
刊行会）2,100円＋税

動詞・形容詞の活用を中心に身の周りのことを表現できる文法力を養い、簡
単な文章が書けるレベルを目指します。とくに、基本文法（意思、否定、敬
語など）を習得するとともに、基本的な表現（数詞、月日、時間と買い物な
ど）で、相手に合わせた会話ができるように練習を行います。
日時：（土10:30～12:00）10/10、11/21・28、12/12・19、1/9、
2/13・20・27、3/5　※3/12（特別講座8:40～12:30）　講師：金　美英
（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15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：『基礎から学ぶ韓国講座・初級（改訂版）』/
著者：木内 明（国書刊行会）2,100円＋税

大学公開講座
「花札」に描かれた図柄を切り口として、日本文化の諸相を探究していく
（文学、演劇、絵画、工芸、宗教など）。まず古典世界のコードを学び、次に
そのコードを用いて読み解くことのできる具体例について学ぶ。
日時：（木13:00～14:30）10/1・8・15・22・29、11/5・12・19・
26、12/3・10・17、1/7・14・21　講師：畑中　千晶（敬愛大学准教
授）　定員：15名　対象者：特に指定しません。　教材：プリント等

社会生活に必然する法を理解するために必要な基本原理・原則・基礎理論を
通して法律学への導入とし、次に社会生活における法的思考方法を具体的事
例、判例等によって理解します。
日時：（水13:00～14:30）10/7・14・21・28、11/4・11・18・25、
12/2　講師：覚正　豊和（敬愛大学教授）　定員：15名　対象者：特に指定
しません。　教材：プリント等

憲法の保障する原理や思想を近代憲法発展の歴史のなかで捉え、また、問題
点などについて諸外国との比較や判例・学説を素材として平易に具体的に理
解していくことを目的とします。
日時：（水14:40～16:10）10/7・14・21・28　講師：覚正　豊和（敬愛
大学教授）　定員：15名　対象者：特に指定しません。　教材：プリント等

①いま憲法の時代　②五年を経た国民裁判制度　③相続問題　④遺言　⑤紛
争その他法的解決について解説します。
日時：（水18:00～19:30）10/7・14・21・28、11/4　講師：覚正　豊和
（敬愛大学教授・法学博士・家庭裁判所調停員）　定員：12名　対象者：特
に指定なし　教材：プリント

現在のペルーおよびボリビアの一部から成る広大で特異な地理的特徴をもっ
た「中央アンデス」で、どのように文明が誕生し、やがてインカ文明に代表
される世界有数の一大帝国を築くまでに発展していったのかを、アンデス考
古学研究で広く用いられている時代区分に沿って学習します。
日時：（月13:00～14:30）10/19・26、11/2・9・16　講師：西澤　秀行
（元アメリカン大学 人類学講師）　定員：12名　対象者：古代アンデス文明
に興味のある方　教材：（参考図書）関雄二著「アンデスの考古学」（同成
社、1997年）2,800円（税別）

現在のアメリカ合衆国およびカナダから成る「北米大陸」というこの広大な
大地で、ヨーロッパ人到来までの長きにわたり、豊かな自然環境とともに共
存共栄してきたアメリカ・インディアン（先住民）について学習します。
日時：（月13:00～14:30）11/23・30、12/7・14・21　講師：西澤　秀
行（元アメリカン大学 人類学講師）　定員：12名　対象者：アメリカインデ
ィアン（先住民）に興味のある方　教材：国立アメリカ・インディアン博物
館（米国）ウェッブサイト、国立自然史博物館（米国）ウェッブサイトなど

クリティカル・シンキングの基本的考え方を理解し、その上で、批判的に考
えるために必要なスキルを、問題演習を通じて身に付け、互いの考えをより
正確に理解し合うことを目的とします。
日時：（土9:00～10:30）10/10・31、11/21・28、12/12・19、1/9、
2/13・20・27　講師：佐藤　邦政（元マイアミ大学 客員研究員）　定員：
15名　対象者：クリティカル・シンキングに興味ある方　教材：プリント等

文法英文の基礎を固め、中学英文法を理解し、語彙も文も覚えた、けれども
話せないと言う方が、話せるようになるための講座です。英語による3分間ス
ピーチを目指します。
日時：（土10:30～12:00）10/10・31、11/21・28、12/12・19、　
1/9、2/13・20・27　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。英語の口頭表現力をつけたい方。　教
材：NEW CROWN ENGLISH 1、2、3年、936円。「英文法がわかる本」
（700円）

外国語

学　　術

特に千葉県に重点を置きながら、地域の中で産業がどのように成立し、地域
とどのような関係を有しているのか等について考えます。千葉県の産業につ
いて正しく理解できるようになることが目標です。
日時：（木10:40～12:10）10/1・8・15・22・29、11/5・12・19・
26、12/3・10・17、1/7・14　講師：青木　英一（敬愛大学特任教授）　
定員：15名　対象者：特に指定しません。　教材：プリント。

東南アジアの歴史、民族、言語、宗教等の多様をふまえ、①開発独裁 ②紛争
と平和構築　③環境問題　④ASEANと日本、をテーマに理解を深める。
日時：（火14:40～16:10）11/3・10・17・24、12/1　講師：堀場 明子
（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：特に指定しない。　教材：
プリント

①躍動するブラジル　②ブラジルの経済　③ブラジルの社会保障制度　④ブ
ラジルの住宅、を主たるテーマにあげ、躍動するブラジルの新しい変容と挑
戦について理解する。
日時：（火14:40～16:10）9/29、10/6・13・20・27　講師：近田　亮平
（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：特に指定しない。　教材：
プリント

多民族からなるロシアについて、①世界帝国から革命へ ②社会主義と民族問
題　③社会主義体制の発展と冷戦、をテーマに理解を深める。
日時：（火14:40～16:10）12/8・15・22、1/12・26　講師：吉村　貴之
（敬愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：特に指定しない。　教材：
プリント

大統領選挙を中心に多方面から取り上げます。人口構成、政治文化、選挙と
代表制、州と連邦の関係、二大政党を通して、現代のアメリカ政治および社
会に対する理解を深めることを目標とする。
日時：（木13:00～14:30）10/1・8・15・22・29、11/5・12・19・
26、12/3・10・17、1/7・14・21　講師：櫛田　久代（敬愛大学教授）
定員：15名　対象者：特に指定しません。　教材：プリント等

現代の国際的労働力移動の問題を、人口学、経済学、政治学、社会学、比較
文化・社会など様々な角度から考察する。「国境」「国家」の持つ意味もあわ
せて考えていく。
日時：（木16:20～17:50）10/1・8・15・22・29、11/5・12・19・
26、12/3・10・17、1/7・14・21　講師：村川　庸子（敬愛大学教授）
定員：15名　対象者：特に指定しません。　教材：プリント等

サハラ砂漠以南のアフリカは、伝統的な社会の特徴が色濃く残る地域です。
近代化や経済化の中、格差が拡大した人々にも焦点を当てます。
日時：（月9:00～10:30）9/28、10/5・12・19・26、11/2・9・16・
23・30、12/7・14・21、1/18・25　講師：大月　隆成（敬愛大学専任講
師）　定員：15名　対象者：特に指定しません。　教材：プリント等

今日の「世界史」の観点では、かつて「中洋」といわれた地域の歴史の欠落
が見られます。講義ではバランスのとれた歴史認識を身につけるため、イス
ラム商業圏やモンゴル帝国の歴史を考察します。
日時：（水10:40～12:10）9/30、10/7・14・21・28、11/4・11・18・
25、12/2・9・16、1/13・20・27　講師：水口　章（敬愛大学教授）　
定員：15名　対象者：特に指定しません。　教材：プリント等

国連をはじめとする国際機構について考えます。講義では、国連の組織構造
を考察することに重点を置きながら、国連に私たちがどうコミットしていっ
たら良いのかを考えます。
日時：（水13:00～14:30）9/30、10/7・14・21・28、11/4・11・18・
25、12/2・9・16、1/13・20・27　講師：庄司　真理子（敬愛大学教
授）　定員：15名　対象者：特に指定しません。　教材：プリント等

市域における大気環境および水環境について、理論と測定法を講義する。特
に、都市の大気環境に関しては、本学周辺における『ヒートアイランド』に
ついての観測を実施し、講義内容を実体験する。
日時：（金10:40～12:10）9/25、10/2・9・16・23・30、11/6・13・
20・27、12/4・11・18、1/8・22　講師：中村　圭三（敬愛大学教授）
定員：15名　対象者：特に指定しません。　教材：プリント等

女性のためのマージャン講座です。脳を刺激する知的ゲーム・マージャンは、
幅広い年齢層に愛され、関心も高まっています。頭脳スポーツとして基礎か
ら学びます。
日時：（金12:30～14:30）10/16、11/6・20、12/4・18、1/15、2/5・
19、3/4・18　講師：中山勇一（NPO法人ニューロン麻雀スクール）　定
員：12名　対象者：初級者（未経験者可）　教材：テキスト

女性のためのマージャン講座です。知識の習得だけでなく、マナーを習得し
た上で、練習対局を多く実施し、プレイヤーとしての技量向上をはかります。
日時：（金12：30～14：30）10/9・23、11/13・27、12/11、1/22、
2/12・26、3/11・25　講師：安田　勝也（敬愛大学生涯学習講師）　定
員：12名　対象者：中級者　教材：テキスト

樹脂粘土を使って、ぶどう・ポインセチア・椿・チューリップなど季節の花
を作ります。ポットやリースにアレンジするので、クリスマスやお正月にも
飾れます。1回で1作品が出来上がる、初心者向けの楽しい講座です。
日時：（木10:00～11:30）10/15、11/19、12/17　講師：三宅　知子　
（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：12名　対象者：成人の方　教材：材
料費実費　1作品約1,000円×5作品　持ち物：はさみ・木工用ボンド・サラ
ンラップ

ソフト粘土を使ってベビーシューズを作ります。小さなお子様のいるママを
応援する講座です。お子様もご一緒に、お話しながらお友達作りもできます。
日時：（月10:00～11:30）10/19　講師：三宅　知子（敬愛大学生涯学習
講座講師）　定員：8名　対象者：ママとベビー・どなたでも　教材：材料費
実費　1作品約1,000円　持ち物：はさみ・木工用ボンド・サランラップ

「血液さらさら」「骨盤のゆがみ」をテーマに、日々の生活改善を考えます。
日時：（火13:00～14:30）10/13・27　講師：吉岡和弘（NPO法人日本カ
イロプラクティック）、茂木成（日本成人予防協会）　定員：20名　対象者：
若い方の受講も可　教材：プリント

（12/1）乾燥に負けない肌づくり。
（12/8）「消化管の仕組み」、「便は健康のバロメーター」、「おなかには菌が住
んでいる」をテーマに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：（火12:30～14:00）12/1・8　講師：ヤクルト講師　定員：15名　
対象者：各講座ごとの受講も可　教材：なし
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テキスト

センター講座No.　   講座名 セ
キャンパス講座No.　講座名

年齢 小学校

歳 年生
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・オニオン新聞・大学・生涯学習センター・小学校・その他（　　　　　　）（複数可）

住所

問合せ時間 月～金　11：00～16：00（祝・祭日除く）●センターとキャンパスを分けてお振り込みください。

〒263－8588　千葉市稲毛区穴川1－5－21
生涯学習講座係

TEL 043（284）2261（直通）FAX 043（251）6407
郵便局備え付けの振込用紙、またはATMでお振込みください。
払込取扱票通信欄に講座番号と講座名を記入してください。
●口座番号　00160－4－704732番　●加入者名　敬愛大学生涯学習講座　

振
込
先

〒263－0043　千葉市稲毛区小仲台2－3－12 こみなと稲毛ビル601
生涯学習センター

TEL&FAX：043（256）3420（直通）
郵便局備え付けの振込用紙、またはATMでお振込みください。
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　

振
込
先

子供のバルーンアート40

子供クレイクラフト41

ひらりん先生の科学工作教室39

場面に応じた適切な表現を使い、自己表現の幅を広げます。文法（連体形の
活用・勧誘・依頼・推測・理由など）の練習を行うとともに、場面を想定し
た会話の練習を繰り返すことで会話力も高めていきます。新しい語彙や表
現・言い回しなどを増やし、自分の意見を述べることを目指します。
日時：（土13:00～14:30）10/10、11/21・28、12/12・19、1/9、
2/13・20・27、3/5　※3/12（特別講座8:40～12:30）　講師：金　美英
（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：初級文法を活用し、
ある程度会話ができる方　教材：『基礎から学ぶ韓国講座・中級』/著者：木 
内明（国書刊行会）2,100円＋税

自分の意見や考えを伝えたり、韓国語の様々な情報が理解できる能力を養う
ことを目標にします。聞き取りの練習、話すリズムに慣れること、日本語と
の文法的な違いを理解すること、日常生活などに使用する表現を学習するこ
とで、より豊かな表現力を身に着けるよう練習を行います。
日時：（土15:00～16:30）10/10、11/21・28、12/12・19、1/9、
2/13・20・27、3/5　※3/12（特別講座8:40～12:30）　講師：金　美英
（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：中級コースを修了も
しくは、連体形の仕組みを理解している方　教材：プリント

敬愛大学生涯学習講座「韓国語講座」の受講生、および韓国に興味を持って
いる一般の方を対象に合同一般公開講義を行います。
日時：（土8:40～12:30）3/12　講師：金　美英（敬愛大学生涯学習講座講
師）　定員：20名　対象者：韓国語に、興味のある方　教材：プリント

中国語の発音と声調を正しく習得することを目標とします。
日時：（土8:30～10:00）10/10・31、11/21・28、12/12・19、1/9、
2/13・20・27　講師：楊　紅（敬愛大学生涯学習講座講師）　定員：15名
対象者：初心者の方、発音に自信がない方　教材：『音読で学ぶ中国語』金
星堂　本間　史/張明傑　著　2,500円（税別）

中国語の発音と声調を正しく習得し、より実用的な日常会話を早口言葉やな
ぞなぞを韻文で練習することにより、確実に通じる中国語会話の能力を身に
付けます。
日時：（土10:30～12:00）10/10・31、11/21・28、12/12・19、
1/9、2/13・20・27　講師：楊　紅（敬愛大学生涯学習講座講師）　定
員：15名　対象者：中国語の発音声調を習得した方。中国語検定準四級レベ
ルが望ましい。　教材：『音読で学ぶ中国語』の継続学習＋プリント

今の中国の様子をリアルに中国語学習者に伝える学習内容です。
日時：（土13:00～14:30）10/10・31、11/21・28、12/12・19、
1/9、2/13・20・27　講師：楊　紅（敬愛大学生涯学習講座講師）　定
員：15名　対象者：中国語の学習歴が一年以上を有する方。中国語検定四級
レベルぐらいが望ましい。　教材：『中国語つぎへの一歩』＋『DVDで学ぶ
中国文化』＋プリント（この二冊の中一冊さえあれば十分ですよ）

中国語の読解力と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。学習内容は下記通り
①新聞記事の読解　②受講者の作文の発表　③映像教材（「快楽漢語」「漢
語橋中国語コンテスト」）
日時：（土15:00～16:30）10/10・31、11/21・28、12/12・19、
1/9、2/13・20・27　講師：黄　麗華（敬愛大学非常勤講師）　定員：15
名　対象者：本生涯学習の中級コースあるいは会話コースを終了した方、ま
たは中検3級かHSK5級以上に合格した方　教材：プリント

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：（月16:20～17:50）10/5・19・26、11/9・16・30、12/7・14・
21、1/11・18・25　講師：黄　麗華（敬愛大学非常勤講師）
定員：15名　対象者：本生涯学習の初級コースあるいは会話コースを終了し
た方、または中検4級かHSK3級以上に合格した方　教材：《会話で学ぼう基
礎中国語》（白帝社）2,400円＋税

会話・聴解・読解・作文練習の他、コミュニケーションに必要な文化的、社
会的背景や地理なども取り上げます。これにより、総合的なドイツ語運用能
力に加え異文化リテラシの向上も図ります。
日時：（土10:30～12:00）10/10・31、11/21・28、12/12・19、
1/9、2/13・20・27　講師：鵜澤　和彦（法政大学非常勤講師他）　定
員：15名　対象者：ドイツ語をもう一度最初から勉強したい方。はじめてド
イツ語を学ぶ方も歓迎します。　教材：Schritte international 1．Kursbuch ＋ 
Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch und interaktiven Uebungen，
Hueber Verlag，ISBN 978-3190018512，2,208円（Amazon.co.jp）

モンゴル語を初めて学習する方を対象に、日常的な生活で使われる会話を主
に学習します。旅行などで現地を訪れる際に、モンゴル人とコミュニケーシ
ョンをとるのに便宜を図ることを目的としています。
日時：（土10:30～12:00）10/31、11/28、12/19、1/9、2/13　講師：
ツェデウ ヒシゲジャルガル（Tsedev Khishigjargal）　定員：15名　対象
者：モンゴル語をはじめて学習する方　教材：川越有希子著『はじめてのモ
ンゴル語』明日香出版社、2005年（2,052円）
H.Delgermaa『モンゴル語実践会話入門』東京外国語大学、2009年

基礎的なインドネシア語の文法を学び、日常的な会話で使いこなします。
日時：（土10:30～12:00）10/10・31、11/21・28、12/12・19、
1/9、2/13・20・27　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　対象者：初級レベルのインドネシア語
を勉強する人たち　教材：プリント

今まで学習したインドネシア語はどこまで身につけてきたのか。母国語者の
話は自然に聞き取れ、上手く会話できるのか。歴史と文化を理解しながらイ
ンドネシア語のレベルをアップします。
日時：（土13:00～14:30）10/10・31、11/21・28、12/12・19、
1/9、2/13・20・27　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　対象者：中上級のインドネシア語を喋
る人　教材：プリント

「ツリートップに星の輝きを飾ろう」LEDと分光シートで私だけのクリスマ
スツリーを作製します。
日時：（土9:00～12:00）12/19　講師：平山好孝（元教員）　定員：15
名　対象者：小学生5～6年生　教材：大学用意

クリスマスリース・ブレスレット（リースの中に入る）・雪だるまを作製し
ます。
日時：（土10:00～11:30）12/19　講師：菅原　勝男　定員：15名　対
象者：小学生（3年生以下は保護者同伴）　教材：大学用意

樹脂粘土を使って、イチゴやバナナ、クッキーを作ります。クッキーに焼き
色をつけて、フルーツをはさみクリスマスツリーに仕上げます。小物入れと
してもメモスタンドとしても使えます。
日時：（土10：00～11：30）12/19　講師：三宅　知子（敬愛大学生涯
学習講座講師）　定員：10名　対象者：小学生（3年生以下は保護者同伴）
教材：持ち物：はさみ・木工用ボンド・サランラップ・持ち帰り用袋

書の基本を踏まえ、美しい文字が楽しくかけるよう学びます。心を落ち着か
せ、集中力を高めながら毛筆と並行し硬筆（2B鉛筆）も学びます。
日時：（土10:00～11:30）10/10・31、11/21・28、12/12・19、
1/9、2/13・20・27　講師：小高　香峰（読売書法会　評議員）　定員：
15名　対象者：小学生（1年生～6年生）　教材：書道セット　墨汁　紙は、
各自ご用意下さい。

芭蕉の訪ねた遺跡を地図と写真を通して、紙上で芭蕉の旅の楽しさを味わいます。
講座終了後、受講生同士が集まり、講師と共に芭蕉の地を訪れたりしています。
日時：（土13:00～14:30）10/31、11/21、12/12、1/9、2/20　講師：
名古屋　茂郎（敬愛大学元特別講師）　定員：15名　対象者：特に指定あり
ません　教材：「新版　おくのほそ道」潁原退蔵・尾形仂　角川ソフィア文
庫　770円

声に出して、楽しく表現することを目標にし、様々なジャンル（誌・エッセ
イ・古典・短歌俳句）の文芸作品を教材にする。また、音読と朗読の違いを理
解し、声を出して聴き手に伝える基礎技術を習得します。講師の朗読を参考に、
声を出すための技術を演習します。
日時：（土10:30～12:00）11/21、12/19、1/9、2/13・27　講師：土屋
誠（敬愛学園高等学校教諭）　定員：12名　対象者：学生（大学等）・一般成
人（声に出すことを仕事にしている方や趣味で実践したい方）教材：プリント

ちば・健康・酒・寿司・英語等のテーマによもやな四方山話を学びます。知
っているようで知らない知識や技を様々な教材を用いて楽しく学習します。
日時：（金13:00～14:30）10/30、11/6・13・20・27　講師：田　文揚
（敬愛大学非常勤講師）※日本人講師です。　定員：15名　対象者：特に指
定しません。　教材：プリント等

クラシックギターの構造や取扱い、調音等初歩的な復習から始め、実際にギ
ターを弾きながら、演奏や音楽の基礎を学びなおし、技術的訓練を系統立て
て身に付けることを目指します。
日時：（土13:00～14:30）10/10・31、11/21・28、12/12・19、
1/9、2/13・20・27　講師：島田　一男（敬愛大学生涯学習講師）　定
員：12名　対象者：クラシックギターの経験者　教材：クラシックギター教
本1　全音音譜出版社　鈴木巌、ギターは各自ご用意下さい。

初めてかなを習う人を対象に「いろはの基礎」から学びます。かなをかく楽
しみが生活の糧となるよう、まず、一歩踏み出しましょう。
日時：（土12:30～14:00）10/10・31、11/21・28、12/12・19、
1/9、2/13・20・27　講師：小高　香峰（読売書法会　評議員）　定員：
15名　対象者：初心者の方　教材：文房四宝（硯・墨・墨汁・小筆・紙）文
鎮・下敷き・水差しは、各自ご用意下さい。

鉛筆等でデッサンし透明水彩で着色すること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：（水13:00～15:00）10/7・21、11/4・18、12/2・16　講師：藤
浪　秀一（NHK高校通信教育美術講師）　定員：15名　対象者：特に指定し
ません。　教材：持参するもの：4B鉛筆…その他画材については初日先生か
ら説明します。

徹底した基本をマスターし「3級」試験の合格を目指すとともに、金融機関等
で年金相談業務に従事する方はもちろん、自己啓発の一環として年金の知識
を得たい方にお勧めします。
日時：（土10:00～11:50）10/10・31、11/28、12/12・19、1/9、
2/13・20　講師：伊藤　直子　定員：12名　対象者：年金に関心のある方
教材：年金アドバイザー3級試験対策シリーズ

システム化を推進するために必要な、情報機器・システム構成など、情報技
術に関する幅広い基礎知識を習得し、「ITパスポート」試験合格レベルの基
礎力をつけます。
日時：（火10:40～12:10）9/29、10/6・13・20・27、11/3・10・17・
24、12/1・8・15・22、1/12・26　講師：佐竹　勇子（敬愛大学非常勤
講師）　定員：15名　対象者：特に指定しません。　教材：テキスト（ITパ
スポート試験対策 FOM出版）

入力小技・文書作成（文字揃え・文字修飾など）・表（基礎）
日時：（土10:00～12:30）11/21・28、12/5　講師：徳永　実智代（敬愛
大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：文字入力が出来る方（テキ
ストファイルはこちらで準備するので速度は不問）　教材：30時間でマスタ
ー　Word2013　実教出版　972円（税込）

Excel基本操作・関数入門・グラフ（基礎）他
日時：（土13:30～16:00）11/21・28、12/5　講師：徳永　実智代（敬愛
大学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：エクセル初心者、自己流で
使っている方も是非一度ご参加ください。　教材：30時間でマスター　
Excel2013　実教出版　972円（税込）

イラスト・写真・図形・ワード機能を使った文書作成
日時：（土10:00～12:30）2/13・20・27　講師：徳永　実智代（敬愛大学生
涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：基礎講座参加者およびPC操作に慣れ
ている方　教材：30時間でマスター　Word2013　実教出版　972円（税込）

関数応用（IF関数・Vlookup／データベース関数他）・グラフ（応用）デー
タベース（検索・フィルター・ピポットテーブル他）
日時：（土13:30～16:00）2/13・20・27　講師：徳永　実智代（敬愛大
学生涯学習講座講師）　定員：15名　対象者：基礎講座参加者、自己流で使
っている方も是非一度ご参加ください。　教材：30時間でマスター　
Excel2013　実教出版　972円（税込）

MOS（Microsoft® Office Specialist）Word2013の資格取得を目指す対策
講座です。テキストを使い試験範囲の機能や操作方法を解説します。
日時：（土9:30～16:30）10/10・25・31、11/7　講師：佐竹　勇子（敬
愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：Word2013の資格を取得したい
方　教材：よくわかるマスターWord2013対策テキスト＆問題集 FOM出版

MOS（Microsoft® Office Specialist）Excel2013の資格取得を目指す対策
講座です。テキストを使い試験範囲の機能や操作方法を解説します。
日時：（平・祝9:30～16:30）2/9・10・11・12　講師：佐竹　勇子（敬
愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：Excel2013の資格を取得したい
方　教材：よくわかるマスターExcel2013対策テキスト＆問題集 FOM出版

MOS（Microsoft® Office Specialist）Power Point 2013の資格取得を目
指す対策講座です。テキストを使い試験範囲の機能や操作方法を解説します。
日時：（土9:30～16:30）11/21・28、12/5・12　講師：佐竹　勇子（敬
愛大学非常勤講師）　定員：15名　対象者：Power Point 2013の資格を取
得したい方　教材：よくわかるマスターPower Point 2013対策テキスト＆問
題集 FOM出版
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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。
6. 大学公開講座1～13については、受講通知の発送はありません。
　（振込で受講可）

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。

韓国語Ⅲ（中級）27

マイクロソフトオフィススペシャリスト　Word201355

マイクロソフトオフィススペシャリスト　Excel201356

マイクロソフトオフィススペシャリスト　Power Point201357

楽しく学ぶ書道（小学生）42
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