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世
界
と
つ
な
が
る

29SA1 おもてなし英会話（夏期クラス） NEW 14,700 木 9：00～10：20 9 10 6/26 センター 7/6 教
養
を
高
め
る

29SC4 脳を活性化させるトリビア講座 NEW 4,900 木 13：50～15：20 3 15 8/1 センター 8/17

29SA2 英会話夏期集中講座（中級） NEW 7,500 木 8：40～10：10 4 10 7/20 センター 8/3 29C5 モンゴル帝国の成立と発展 6,500 火 12：50～14：20 4 15 7/18 センター 8/1

29SA3 英会話夏期集中講座（上級） NEW 7,500 木 10：20～11：50 4 10 7/20 センター 8/3 29C6 おんな城主・井伊直虎と井伊一族 3,200 金 13：00～14：30 2 15 7/27 センター 8/11

29SA4 スペイン語超入門講座 NEW 7,500 木 15：40～17：10 4 10 7/27 センター 8/10 29C7 戦国大名の書状を読む（初級） 3,200 金 14：40～16：10 2 15 7/27 センター 8/11

29SA5 イタリア語超入門講座 NEW 7,500 火 9：30～11：00 4 10 8/16 センター 8/29

生
活
を
豊
か
に

29ＳＤ1 大人の楽しく簡単工作教室 NEW 6,000 水 9：30～11：30 3 10 7/19 センター 8/2

29A10 ナオミ先生と英会話・中級（夏期クラス） 18,500 木 18：20～19：50 10 10 6/15 センター 6/29 29SD2 美容と健康のための蒸留水づくり NEW 3,000 火 12：50～14：10 1 10 8/22 センター 9/5

29A12 歌とゲームで楽しく学ぶ出直し英語（初級レベル）（夏期クラス） 16,400 月 15：00～16：20 10 10 6/5 センター 6/19 29SD3 自分にあった薬局の見つけ方 NEW 3,000 月 15：00～16：20 2 15 7/24 センター 8/7

29A14 はじめての英会話（夏期クラス） 18,500 月 16：30～18：00 10 10 6/26 センター 7/3 29SD4 お孫さんとの遊び方教室 −手遊び編 NEW 1,500 土 13：00～14：30 1 15 6/29 センター 7/8

29A27 英語検定準1級対策講座 18,500 土 16：40～18：10 10 15 6/29 センター 7/15 29SD5 お孫さんとの遊び方教室（夏休み） −動き編 NEW 1,500 土 13：00～14：30 1 15 7/6 キャンパス 7/22

29A31 ワンポイント韓国語会話（初級レベル）（夏期クラス） 14,700 水 13：50～15：00 10 10 6/14 センター 6/28 29SD6 中国茶を聞く −中国茶を味わう体験− NEW 5,200 火 12：50～14：20 2 10 8/22 センター 9/5

29A37 やさしい中国語物語（夏期クラス） 18,500 月 9：30～11：00 10 10 6/19 センター 7/3

キ
ッ
ズ
講
座

29SF1 KIDS英語1（夏期クラス） NEW 7,600 水 15：20～16：10 8 15 6/28 センター 7/12

29A39 しっかり身につく中国語トレーニング（夏期クラス） 18,500 月 11：10～12：40 10 10 6/19 センター 7/3 29SF2 田口教授の理科教室 NEW 2,000 火 13：00～15：00 1 15 7/19 キャンパス 8/8

29A49 いきいきスペイン語（初級）（夏期クラス） 18,500 土 13：00～14：30 10 10 6/29 センター 7/15 29SF3 君の瞳がキラリと光る科学教室 NEW 500 火 10：00～12：00 1 10 7/17 キャンパス 8/1

29A51 ステップアップスペイン語（中級）（夏期クラス） 18,500 土 14：40～16：10 10 10 6/29 センター 7/15 29F16 ひらりん先生の科学工作教室3 NEW 1,000 日 9：00～12：00 1 10 7/5 キャンパス 7/23

29A55 フランス語（入門）（夏期クラス） 12,600 月 13：50～14：50 10 10 6/26 センター 7/3 29F8 子供のクレイクラフト（午前） 1,000 土 10：30～12：00 1 10 7/5 キャンパス 7/22

29A58 楽しいフランス語会話（夏期クラス） 18,500 金 17：00～18：30 10 10 6/29 センター 7/14 29F9 子供のクレイクラフト（午後） 1,000 土 13：00～14：30 1 10 7/5 キャンパス 7/22

29A60 イタリア語（入門）（夏期クラス） 18,500 火 11：10～12：40 10 10 6/27 センター 7/4 29F10 子供の石けん作り教室 1,000 土 10：30～12：00 1 10 7/5 キャンパス 7/22

29A62 楽しく学ぶドイツ語（初級）夏期クラス 16,800 土 10：30～12：00 10 10 6/29 センター 7/15 29F11 子供のバルーンアート 無料 土 10：30～12：00 1 10 7/5 キャンパス 7/22
教
養
を
高
め
る

29SC1 学び直しの地理1 NEW 3,200 土 8：50～10：20 2 15 6/28 センター 7/8 29F12 子供の押し花アート 500 土 10：30～12：00 1 10 7/5 キャンパス 7/22

28SC2 学び直しの地理2 NEW 3,200 水 13：40～15：10 2 15 8/8 センター 8/23 29F13 小学生のための社会科教室1 1,000 水 15：30～17：00 1 10 7/19 センター 8/2

28SC3 学び直しの歴史1 NEW 3,200 土 8：50～10：20 2 15 8/30 センター 9/16 29F14 小学生のための社会科教室2 1,000 木 12：00～13：30 1 10 7/20 センター 8/3

平成29年度 生涯学習講座夏期
講座は分野別に掲載しています。
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29SA1 おもてなし英会話（夏期クラス）
東京オリンピック開催が決定し、“ちば”を訪れる外国の方が増えています。外国
人に話しかけられたら？ さらには、観光案内することになったら？ ふとした会話の
なかにも、日本のおもてなしの心を伝えられたらとても素敵です。街中や食事の
メニューについて聞かれたらなどを想定した校外実践講座も後期に別途予定しま
す。日本の文化を英語で説明する方法を学び、表現方法についても紹介していき
ます。
会場：稲毛駅前センター　講師：名倉 道子（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：9：00 ～10：20
曜日：木　日程：7/6・7/13・7/20・7/27、8/31、9/7・9/14・9/21・9/28　教材：passport plus 
4573979（出版社：oxford university press）2,530 円（税込）　受講料：14,700 円

29SA4 スペイン語 超入門講座
スペイン語を話せるようになったらステキだなと思ったことはありませんか？でも
話せるようになるのか、ついていけるのか心配だと思っている方も多いと思いま
す。そんな方のために夏期限定の「超入門」の講座です。挨拶や自己紹介、ちょっと
した買い物など日常会話を学びます。スペイン語に興味を持っている方、チャレン
ジして見ませんか。
会場：稲毛駅前センター　講師：ミゲル・アンヘル・イバニェス・ムニョス（敬愛大学生涯学習講師）
授業時間：15：40 ～17：10　曜日：木　日程：8/10・8/17・8/24・8/31　受講料：7,500 円

29A12 歌とゲームで楽しく学ぶ出直し英語（初級レベル）（夏期クラス）
中学レベルの英語を使います。英語の歌やチャンツで楽しく音声面の向上をはか
り、絵辞典で身近な単語を学んでから会話練習をします。カードゲームやクイズで
知的な遊びをしたり、絵本やリーダー教材を読んだりして、四技能をバランスよく
向上させます。
会場：稲毛駅前センター　講師：菊池 優子（ETJ Chiba 支部長敬愛大学生涯学習講師）   授業時間：
15：00 ～ 16：20　 曜 日： 月　 日 程：6/19・6/26、7/3・7/10・7/24・7/31、8/28、9/4・
9/11・9/25　教材：Word by Word Picture Dictionary BASIC 2E Bilingual Edition （Pearson 
Longman）3,067 円（税込）　受講料：16,400 円

29A31 ワンポイント韓国語会話（初級レベル）（夏期クラス）
本講義では、初級から無理なく進めるようにハングルの基礎的なワンポイント文法を
学びながら基本会話の練習を行います。身の回りの様々な状況・場面でコミュニケー
ションできるよう表現を身につけ、相手に合わせた会話ができるよう練習を行います。
全員が積極的に参加し、韓国語を楽しく学んでいくことを目指します。
会場：稲毛駅前センター　講師：金 美英（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：13：50 ～15：00　曜日：水
日程：6/28、7/5・7/12・7/19・7/26、8/2、9/6・9/13・9/20・9/27　教材：『できる韓国語 初
級 I・II 会話トレーニング—すぐに使える活動集』1,512 円（税込） ②『できる韓国語初級Ⅱ』 新大久
保語学院／著 2,160 円（税込）　受講料：14,700 円

29A49 いきいきスペイン語（初級）（夏期クラス）
この講座では、直接法現在形をマスターします。ネイティブ講師と楽しく、目的を
持ったやり取りと交流を通して「話す、書く」力を付けます。
会場：稲毛駅前センター　講師：マリオ・ホセ・アタパウカル（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：
13：00 ～ 14：30　曜日：土　日程：7/15・7/22・7/29、8/5・8/26、9/2・9/9・9/16・9/23・
9/30　教材：El Español Universal 1A 2,268 円（税込）　受講料：18,500 円

29SA2 英会話 夏期集中講座（中級）
この講座は夏期限定の集中講座です。日ごろ学んでいる英語力をベテランのネイ
ティブ講師の会話形式の講座で、発音、ヒヤリングの確認をしてみましょう。ネイ
ティブ講師とのCONVERSATIONは英語力を高めるチャンスです。英語スキルの
確認にも最適です。
会場：稲毛駅前センター　講師：Brendyn Lane（敬愛大学生涯学習講師・CORE LANGUAGE 
SHOOL 校長）　授業時間：8：40 ～10：10　曜日：木　日程：8/3・8/10・8/17・8/24　受講料：
7,500 円

29SA5 イタリア語 超入門講座
イタリア語を話せるようになったらステキだなと思ったことはありませんか？でも
話せるようになるのか、ついていけるのか心配だと思っている方も多いと思いま
す。そんな方のために夏期限定の「超入門」の講座です。挨拶や自己紹介、ちょっと
した買い物など日常会話を学びます。イタリア語に興味を持っている方、チャレン
ジして見ませんか。
会場：稲毛駅前センター　講師：ケルク・ホワン・カルロス（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：9：30
～ 11：00　曜日：火　日程：8/29・9/5・9/19・9/26　受講料：7,500 円

29A14 はじめての英会話（夏期クラス）
中学英語の1年から3年までの文法を学びながら、英語が苦手な方が、英会話が始
められるような段階にまで持っていく講座です。特に英会話がしたいが、とても無
理とあきらめている方におすすめの講座です。
会場：稲毛駅前センター　講師：三木 勝（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：16：30 ～ 18：00
曜日：月　日程：7/3・7/10・7/24・7/31、8/7・8/21・8/28、9/4・9/11・9/25　教材：中学英
語教科書 1,2,3 年 3 冊 936 円（税込） 英文法がわかる本 700 円（税込）　受講料：18,500 円

29A37 やさしい中国語物語（夏期クラス）
言葉の勉強は声を出して読むことはとても重要だと思います。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、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する授業です。
会場：稲毛駅前センター　講師：楊 紅（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：9：30 ～11：00　曜日：月
日程：7/3・7/10・7/24・7/31、8/7・8/21・8/28、9/4・9/11・9/25　受講料：18,500 円

29A51 ステップアップスペイン語（中級）（夏期クラス）
本講座では、過去時制や接続法を学び、コミュニケーション能力と理解力を高めま
す。スペイン語検定やDELEの試験官資格を持つ講師とダイナミックに会話をしな
がら、日常でよく使う表現を練習します。授業では、テキストに加え、CDや、DVDな
どのAV教材も利用します。
教 材El Español Universal 1B 2，700円（税込）
会場：稲毛駅前センター　講師：マリオ・ホセ・アタパウカル（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：
14：40 ～ 16：10　曜日：土　日程：7/15・7/22・7/29、8/5・8/26、9/2・9/9・9/16・9/23、
9/30　教材：El Español Universal 1B 2,700 円（税込）　受講料：18,500 円

29SA3 英会話 夏期集中講座（上級）
この講座は夏期限定の集中講座です。自分の英語スキルの確認とネイティブ講師
と会話をする時間を楽しみませんか。英会話がある程度スムーズにできる方、海外
生活経験者の方で最近英語に触れていない方、ぜひ受講してみてください。英語
スキルの確認にも最適です。
会場：稲毛駅前センター　講師：Brendyn Lane（敬愛大学生涯学習講師・CORE LANGUAGE 
SHOOL 校長）　授業時間：10：20 ～11：50　曜日：木　日程：8/3・8/10・8/17・8/24　受講料：
7,500 円

29A10 ナオミ先生と英会話・中級（前期クラス）
本講座は、夜間英会話講座ですので、高齢者の方から社会人の方までネイティブ
講師との会話を楽しみながら、会話力を高めることのできる講座です。毎回講師が
設定したテーマで楽しみながら授業を進めます。
会場：稲毛駅前センター　講師：Zottor Naomi（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：18：20 ～
19：50　曜日：木　日程：6/29、7/6・7/13・7/20・7/27、8/3、9/7・9/14・9/21・9/28　受講料：
18,500 円

29A27 英語検定準1級対策講座
本講座では英検準1級取得し、その英語力とその資格を仕事に活かそうとする
方々に、過去問題練習を通し、準1級合格をサポートする対策講座です。
教 材　英検準1 級過去6 回全問題集 2，376円（税込）
会場：稲毛駅前センター　講師：丸野 光一（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：16：40 ～18：10
曜日：土　日程：7/15・7/22・7/29、8/5・8/26、9/2・9/9・9/16・9/23・9/30　教材：英検準 1 
級過去 6 回全問題集 2,376 円（税込）　受講料：18,500 円

29A39 しっかり身につく中国語トレーニング（夏期クラス）
長年勉強したけど、なかなか上達しないと考えている方々にとって、新たな転換に
なれると思います。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。脱テキストで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。
会場：稲毛駅前センター　講師：楊 紅（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：11：10 ～12：40　曜日：月
日程：7/3・7/10・7/24・7/31、8/7・8/21・8/28、9/4・9/11・9/25　受講料：18,500 円

29A55 フランス語（入門）（夏期クラス）
フランス語をゼロから始めたいという方、以前に学んだことのある方対象のクラス
です。まずは特有な発音や挨拶をしっかりと身につけて、音楽のように響きが美し
く、かつ数学のように明晰な言葉を楽しく学んでいきましょう。
会場：稲毛駅前センター　講師：田村 典子（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：13：50 ～14：50　
曜日：月　日程：7/3・7/10・7/24・7/31、8/7・8/21・8/28、9/4・9/11・9/25　受講料：12,600 円

29A58 楽しいフランス語会話（夏期クラス）
フランス語を学んだことのある方を対象とした、ネイティブ講師との会話を楽しむ
講座です。日常会話を中心に、様々なシチュエーションに合わせた会話を楽しみま
しょう。
会場：稲毛駅前センター　講師：ケルク・ホワン・カルロス（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：
17：00 ～ 18：30　 曜 日： 金　 日 程：7/14・7/21・7/28、8/4・8/25、9/1・9/8・9/15・
9/22・9/29　教材：新装 カフェ・フランセ 朝日出版社 2,562 円（税込）　受講料：18,500 円

29A60 イタリア語（入門）（夏期クラス）
本講座では、未経験の方も大歓迎です。イタリア語というのは、日本人にとっては
発音しやすい言語です。旅行とイタリア文化体験を題材に、すぐ役に立つ表現を中
心に勉強し、イタリアの基本知識も身につきます。講師は日本語で丁寧に説明し、
会話・筆記の練習も授業でたっぷり行います。
会場：稲毛駅前センター　講師：ケルク・ホワン・カルロス（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：
11：10 ～ 12：40　 曜 日：火　 日 程：7/4・7/11・7/18・7/25、8/1・8/29、9/5・9/12・9/19・
9/26　教材：30 日で話せるイタリア語会話 1,620 円（税込）　受講料：18,500 円

29A62 楽しく学ぶドイツ語（初級）夏期クラス
授業では、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。授業は、コミュニカティブ・アプローチに拠し
ます。この方法でパートナー練習やグループ練習、また、自宅でCDを活用した聴
解・発音練習を行うことにより、初級の段階で簡単な日常会話ができるようになり
ます。文法は教科書の各課の文法事項を学びます。
会場：稲毛駅前センター　講師：鵜澤 和彦（法政大学講師）　授業時間：10：30 ～12：00　曜日：土
日程：7/15・7/22・7/29、8/5・8/26、9/2・9/9・9/16・9/23・9/30　教材：Schritte international 2. 
ISBN 978-3190018512（出版社： Hueber Verlag） 2,468 円（税込）　受講料：16,800 円

講座の詳細情報、お申込は「敬愛大学 生涯学習講座 ホームページ」　http://lifelong.u-keiai.ac.jpをご覧ください。

世界と繋がる語学 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！
New New New

New New

夏期新規講座
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男 女・

問合せ時間 月～金  10：00～17：00（土・日・祝日、 8/11～8/16除く）

  
TEL&FAX：043-256-3420（直通）

生涯学習センター

稲毛キャンパス

●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

●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。

〒263-0043
千葉市稲毛区小仲台2-3-12  こみなと稲毛ビル6F

〒263-8588　千葉市稲毛区穴川1-5-21

お申込み、お問い合せはセンターまで

教室アクセス

JR稲毛駅
JR総武線

北口

みずほ銀行

イオン稲毛

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）

京成みどり台駅

JR西千葉駅JR稲毛駅
JR総武線 北口

千葉銀行

サティ
多田屋

千葉大学

みずほ銀行

敬愛大学
稲毛キャンパス

29SC1 学び直しの地理1 —房総から世界まで—
土曜日が都合のよい方のために、「学び直しの地理」を、夏期講座として2日間限定
で開講します。本講座は地理に興味のある方に、、房総から世界までの事例を取り
上げて、地理の楽しさに気づきながら、もう一度地理を学び直していただくもので
す。今回は「地理が学べる道の駅」と「千葉にもある世界遺産」の2テーマを扱い、現
地の写真などを多く見ていただきながら、そうだったのかという新発見をするとと
もに、夏休みのお出かけの参考にもなればと思っています。
会場：稲毛駅前センター  講師：鎌田 正男（敬愛大学非常勤講師）  授業時間：8：50 ～10：20  曜日：土
日程：7/8・7/22　注意事項：講義に必要な資料を用意し、配布します。　受講料：3,200 円

29SC4 脳を活性化させるトリビア（雑学）講座
「そうだったのか～！」と思わず身を乗りだしたくなる、よもやな四方山話（よもやま
ばなし）を様々な資料やデータを基に、クイズも交えて理解を深めます。テーマは

「千葉県・健康と長寿・お酒と文化史・マグロと寿司・外国語と英語」等で、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。
会場：稲毛駅前ｾﾝﾀｰ　講師：田 文楊（敬愛大学非常勤講師）　授業時間：13：50 ～15：20　曜日：木
日程：8/17・8/24・8/31　受講料：4,900 円

29C7 戦国大名の書状を読む（初級）
戦国大名への関心は強く、彼らの書状を読んでみたいという人は年々増えていま
す。しかし、戦国大名の書状は崩し字かつ漢文で書かれているので、難しいという
側面があります。この講座では崩し字は控えめにし、逆に活字史料を中心にして、
戦国大名の書状などを読みます。漢文の読み方のルールや言葉の意味を解説し、
正しく解釈ができるようにいたします。
会場：稲毛駅前センター　講師：渡邊 大門（㈱歴史と文化の研究所 代表取締役申込締切日）
授業時間：14：40 ～16：10　曜日：金　日程：8/11・8/25　受講料：3,200 円

29SC2 学び直しの地理2 —房総から世界まで—
駅前学習センターが都合のよい方のために、「学び直しの地理」を、平日午後に、夏
期講座として2日間限定で開講します。本講座は地理に興味のある方に、、房総か
ら世界までの事例を取り上げて、地理の楽しさに気づきながら、もう一度地理を学
び直していただくものです。今回は「交通は地理の原点」と「世界の気候とくらし」の
2テーマを扱い、現地の写真などを多く見ていただきながら、そうだったのかという
新発見をするとともに、町歩きや国内、そして海外旅行の参考にもなればと思って
います。
会場：稲毛駅前センター　講師：鎌田 正男（敬愛大学非常勤講師）　授業時間：13：40 ～15：10　曜日：
水　日程：8/23・8/30　注意事項：講義に必要な資料を用意し、配布します。　受講料：3,200 円

29C5 モンゴル帝国の成立と発展
本講義では、モンゴル帝国が、チンギス・ハンが死去した後も発展を続け、世界最
大の国家といわれるほど、空前絶後の領域を支配するに至った背景として、モンゴ
ル帝国の国家構造、当時の国際情勢等について考察します。そして、チンギス・ハ
ンの孫以降の世代にモンゴル帝国が内訌に陥り、分裂するまでの、モンゴル帝国
の歴史を、主に政治史を中心に、概観します。
会場：稲毛駅前センター　講師：赤坂 恒明（内蒙古大学 蒙古学研究中心 専職研究員 早稲田大学等 
非常勤講師）　授業時間：12：50 ～14：20　曜日：火　日程：8/1・8/8・8/22・8/29　受講料：6,500
円

29SC3 学び直しの歴史1 —房総から世界まで—
土曜日が都合のよい方のために、「学び直しの歴史」を、夏期講座として2日間限定
で開講します。本講座は歴史に興味のある方に、、郷土である房総の歴史をもとに
しながら日本史まで範囲を広げて、もう一度歴史を学び直していただくものです。
今回は「房総の遺跡から縄文と古墳時代を見る」と「奈良時代を房総三国の国府、
国分寺から見る」の2テーマを扱い、今に残る現地の写真などを多く見ていただき
ながら、そうだったのかという新発見をするとともに、史跡探訪の参考にもなれば
と思っています。
会場：稲毛駅前センター　講師：鎌田 正男（敬愛大学非常勤講師）　授業時間：8：50 ～10：20　曜日：土
日程：9/16・9/30　注意事項：講義に必要な資料を用意し、配布します。　受講料：3,200 円

29C6 おんな城主・井伊直虎と井伊一族
2017年の大河ドラマ「おんな城主 直虎」の主人公の井伊直虎という女性です。そ
の生涯は史料がほとんどないため、あまり知られていません。この講座では、井伊
一族の歴史をたどるとともに、限られた史料から直虎の生涯をたどり、さらに関ヶ
原合戦、大坂の陣における井伊一族の活躍にも触れることとします。また、近年話
題となっている「直虎は女性か、男性か」という問題も取り上げます。
会場：稲毛駅前センター　講師：渡邊 大門（㈱歴史と文化の研究所 代表取締役申込締切日）
授業時間：13：00 ～14：30　曜日：金　日程：8/11・8/25　受講料：3,200 円

注意事項
1　お申込み方法（各講座の締切日必着）
　 「講座名」「講座番号」をご確認の上、ホームページでお申し

込みいただくか、駅前センターまでFAXまたは封書・ハガキ
で郵送ください。

２　受講通知、振込用紙は、各講座の締切日後に郵送します。

３　申込は先着順とさせていただきます。
４　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

ていただく場合があります。
５　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）
６　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。
 ７  講座の録画・写真撮影はご遠慮ください。
 ８ 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。返品はできません。
 ９ 受講料は受講通知受理後、お近くのコンビニエンスストアで 

お振込みください。
11 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。

12 開講日以降の受講料はご返金できません。

お申込、お問い合わせは、下記「稲毛駅前センター」に
お願いします。

29SF1 KIDS英語1（夏期クラス）
歌や絵本、楽しいゲームをとおして身近で基本的な英語の単語の学習をします。絵
を描くことなどを通して文字を書く前の段階の手指の発達を促します。口頭での
指示に従うこと、ルールを守ること、クラスの仲間を思いやることなどを経験し、小
学校での学びに備えます。雑費として300円を申し受けます。
会場：稲毛駅前センター　講師：菊池 優子（ETJ Chiba 支部長敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：
15：20 ～16：10　曜日：水　日程：7/12・7/19・7/26・8/30・9/6・9/13・9/20・9/27　持ち
物：12 色の削らなくてももいい色鉛筆　B5 版スケッチブック　対象年齢：5 歳児（年長児）　教材：
Potato PalsActivity Book 1,000 円（税込）　受講料：7,600 円

〈キリトリ〉

〈
キ
リ
ト
リ
〉

29SF2 田口教授の理科教室
大学教授が教える、理科の体験学習です。アルミボトルとガラスビーズを用いて簡
単な顕微鏡を作ります。植物の構造を観察します。
会場：大学キャンパス　講師：田口 功（敬愛大学教授）　授業時間：13：00 ～15：00　曜日：火
日程：8/8　持ち物：アルミ空き缶（コーヒーなど） 筆記用具　受講料：2,000 円

New

教養を高める 日本の歴史や世界の文化を知ろう

生活を豊かに 新しい体験で充実した生活を

キッズ講座 科学やものづくりで夏休みを楽しもう！

29SD1 大人の楽しい簡単工作教室
子供時代に戻って、夏休みに簡単な工作をしませんか。本講座は特別な工具や技
術は使いません。身の回りのものや100円均一から見つけたもので簡単に作りま
す。必要なのはいたづらっぽいアイデアだけ。簡単なスケッチをするように、お花を
生けるように季節感あふれる模型を作って見ましょう。
持ち物は受講通知でお知らせします。
会場：稲毛駅前センター　講師：平山 好孝（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：9：30 ～11：30
曜日：水　日程：8/2・8/9・8/23　受講料：6,000 円

29SD2 美容と健康のための蒸留水づくり
最近、美容と健康の分野で脚光を浴びてきた「蒸留水」穏やかなデトックス効果や
美容効果、アンチエイジングの効用、効果があるといわれています。様々なショッ
プの店頭で販売されていますが、蒸留水は簡単にご家庭で作ることができます。
本講座は簡単な作り方を体験します。　
会場：稲毛駅前センター　講師：向後 恵里（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：12：50 ～14：10
曜日：火　日程：9/5　受講料：3,000 円　

29SD3 自分にあった薬局の見つけ方
本講座では、日本の医療行政や医薬品流通などをベースに、薬業界全体を体系的に整理して解説します。さら
に、そこから見えてくる賢い薬の購入方法の知恵も披露します。医療機関から出された院外処方せんと引き換
えに受け取る薬は、医療用医薬品と呼ばれます。 薬局によって支払金額が異なる場合があります。 ジェネリック
医薬品をすすめたら、どうすればいいのでしょうか？迷いますね。セルフメディケーション税制がスタートしました
が、ドラッグストアなどで購入した市販の薬代も確定申告できる制度です。このような薬に関わる疑問などを、1
回目は日本の薬事行政、製薬企業、医薬品流通などについて、2回目は賢い薬の購入方法について解説します。
会場：稲毛駅前センター　講師：吉野 賢治（元国際医療福祉大学非常勤講師 先端機能画像医療研
究センター代表）　授業時間：15：00 ～16：20　曜日：月　日程：8/7・8/21　受講料：3,000 円

29SD4 お孫さんとの遊び方教室 —手遊び編
夏休みにかわいいお孫さんとの距離をぐっと縮めませんか？本講座では、おじいちゃ
ん、おばあちゃんがお孫さんたちと一緒に遊べる様々な遊び方をお教えします。例
えば、最近特に人気の増している「100円ショップ」で購入できる材料を活用すること
で、簡単な手遊び玩具作りや遊びが体験できます。すべての遊びは、帰ってからもで
きる遊びです。お孫さんに喜んで頂き、おじいさん、おばあさんも笑顔になれる講座
です。お孫さんと一緒の参加もおじいさん、おばあさんだけの参加も歓迎です。
会場：稲毛駅前センター　講師：平野 明（NPO 法人 エガリテ大手前 理事）　授業時間：13：00 ～
14：30　曜日：土　日程：7/8　受講料：1,500 円

29SD5 お孫さんとの遊び方教室（夏休み） —動き編
夏休みにかわいいお孫さんとの距離をぐっと縮めませんか？本講座では、おじい
ちゃん、おばあちゃんがお孫さんたちと一緒に遊べる様々な遊び方をお教えしま
す。例えば「お子様に人気のアニメソングでの体操」や「身体を使ったじゃんけん
ゲームのバリエーション」をご紹介いたします。すべての遊びは、帰ってからもでき
る遊びです。お孫さんに喜んで頂き、おじいさん、おばあさんも笑顔になれる講座
です。お孫さんと一緒の参加もおじいさん、おばあさんだけの参加も歓迎です。
会場：大学キャンパス　講師：平野 明（NPO 法人 エガリテ大手前 理事）　授業時間：13：00 ～
14：30　曜日：土　日程：7/22　受講料：1,500 円

29ＳＤ6 中国茶を聞く —中国茶を味わう体験—
中国茶というと、茶色の烏龍茶（ウーロン茶）のイメージや油の吸収を抑える効果
などが話題になりますが、実は中国茶にも実に様々な種類があります。簡単な中国
語のレッスンも交えながら、実際に中国茶を味わい、聞き酒ならぬ「聞き中国茶」を
楽しんでみましょう。
第1回 ： 様々な烏龍茶の紹介と中国茶の淹れかた体験
第2回 ： 代表的な中国茶6種類と花茶、工芸茶などの紹介
会場：稲毛駅前センター　講師：藤森 孝幸　授業時間：12：50 ～14:20　曜日：火　日程：9/5・
9/12　教材：大学で用意します。　受講料：5,200 円

29SF3 君の瞳がキラリと光る科学教室
夏休みの自由研究がバッチリ！様々な理科実験を体験しましょう！！まず、マジック体験です。みなさ
んの指が○○します。どうなるのでしょう。二つ目は、火を使わないでポップコーンを作ります。三
つ目は、紙コップのステンドグラス,　紙コップを2つ使い、四角い窓を開け、何やら薄い黒いシート
を貼ると、あれれれれ？四つ目は、室内凧揚げ大会、風がないのにあがるのかな？最後はふしぎな物
質「しずかたまーる」を作ります。盛りだくさんの体験講座です。対象は小学生1年生～4年生。
会場：大学キャンパス　講師：杉山 清志（千葉敬愛短期大学 准教授 千葉敬愛短期大学附属幼稚園 
園長）　授業時間：10：00 ～12：00　曜日：火　日程：8/1　持ち物：ハサミ、スティック糊、筆記用
具　教材費：500 円（当日受付で徴収します。釣銭の無いようにご用意ください。）

29F9 子供のクレイクラフト（午後）
南の国の海をイメージし、貝のリースやプルメリアなどを粘土で作り箱にかざりま
す。小物入れとしても使えます。
会場：大学キャンパス　講師：三宅 知子（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：13：00 ～14：30　
曜日：土　日程：7/22　教材費：1,000 円

29F8 子供のクレイクラフト（午前）
南の国の海をイメージし、貝のリースやプルメリアなどを粘土で作り箱にかざりま
す。小物入れとしても使えます。
会場：大学キャンパス　講師：三宅 知子（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：10：30 ～12：00　
曜日：土　日程：7/22　教材費：1,000 円

29F11 子供のバルーンアート
作品は犬2種類、花、剣、他3～4種類を作ります。
会場：大学キャンパス　講師：菅原 勝男（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：10：30 ～12：00　
曜日：土　日程：7/22　教材：大学で用意します。　受講料：無料

29F13 小学生のための社会科教室1
小学4、5年生向けの社会科教室です。千葉県の地理や歴史について調べ、それを
楽しいしおりにまとめていきます。そうだったのかという新発見をしながら、みんな
で千葉県博士をめざしましょう。出来上がったしおりは、学校での社会科の学習に
役立ちますし、夏休みの自由研究にすることもできるでしょう。2日間とも同じ内容
の講座です。都合のよい日を選んで申し込んでください。
会場：稲毛駅前センター　講師：鎌田 正男（敬愛大学非常勤講師）　授業時間：15：30 ～17：00　曜日：
水　日程：8/2　教材：筆記用具、数色のカラーペンのみ持参してください。　受講料：1,000 円

29F16 ひらりん先生の科学工作教室 3
ゴム・おもり・電池等々をエネルギー源とした様々な動きをもとに科学工作に挑戦
します。力の伝わり方、物の動き方を観察したり改良したりすることで「動く・走る・
飛ぶ」を科学し、夏休みの研究のヒントにします。対象：小学校4・5・6学年向けで、4
年生にはすこし難しい、6年生にはちょっと易しい内容です。3年生は保護者同伴。
教 材大学で用意します。持ち物は受講通知時にお知らせします。
会場：大学キャンパス　講師：平山 好孝（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：9：00 ～12：00　曜日：日
日程：7/23　教材費：1,000 円

29F10 子供の石けん作り教室
ペットボトルを使って、お子様でも安全なせっけん作りを行います。思い思いのデ
ザインの石けんを作ってバスタイムを楽しみましょう。小学生（4～6年生対象）必
ず保護者同伴。
会場：大学キャンパス　講師：向後 恵里（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：10：30 ～12：00　曜日：
土　日程：7/22　教材：ゴム手袋、ゴーグルまたはメガネ、持ち帰り用袋。　教材費：1,000 円

29F12 子供の押し花アート
押し花のクリアケースを作ります。お友達へのプレゼントに作ってあげたらきっと
喜ばれるのでは。対象：小学生1年生～6年生。お子様だけで実施します。授業料は
当日集めます。
会場：大学キャンパス　講師：鹿野 千鶴子（敬愛大学生涯学習講師）　授業時間：10：30 ～12：00　
曜日：土　日程：7/22　教材：持ち物：はさみ、のり、定規、持ち帰り用袋　教材費：500 円

29F14 小学生のための社会科教室2
小学4、5年生向けの社会科教室です。千葉県の地理や歴史について調べ、それを
楽しいしおりにまとめていきます。そうだったのかという新発見をしながら、みんな
で千葉県博士をめざしましょう。出来上がったしおりは、学校での社会科の学習に
役立ちますし、夏休みの自由研究にすることもできるでしょう。2日間とも同じ内容
の講座です。都合のよい日を選んで申し込んでください。
会場：稲毛駅前センター　講師：鎌田 正男（敬愛大学非常勤講師）　授業時間：12：00 ～13：30　曜日：木
日程：8/3　教材：筆記用具、数色のカラーペンのみ持参してください。　受講料：1,000 円
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