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受講申込について

ホームページから各講座ごとに必要事項を入力のうえお申込み下さい。
ご不明点は extension@of.tyg.jp までお送り下さい。

《個人情報保護について》

申込書に記載された個人情報は本講座の運営のために使用
するものとし、本人の同意を得ないで、個人データーを第三者
に提供したり、その他の目的に使用することはありません。ま
た、取得した個人情報に関しては、本学の「個人情報保護の方
針について」に則って、適切に取扱います。

お問い合せ先・お申し込み先

平日　9：00～17：00
※土曜、日曜、祝日及び12/26～1/4は事務休業のため、お取り扱いできません。

駐車場・駐輪場はございません。
東洋学園大学　総務部　生涯学習講座係
〒113-0033　東京都文京区本郷1-26-3

TEL 03-3811-1696（代）／ FAX 03-3811-1964
E-mail : extension@of.tyg.jp

https://www.tyg.jp/koukaikouza/extension/

● JR総武線 水道橋駅 徒歩7分

● 都営地下鉄三田線 水道橋駅 徒歩7分

● 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分

● 都営地下鉄大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分

東洋学園大学

１，整理収納のポイントを学びましょう！
 各場所ごとのポイント｛玄関・洗面所編」
２，各場所のポイント「キッチン・リビング編」
３，各場所ごとのポイント「押入・クローゼット・思い出の品編」
４，「コミュニケーションタイプ別の違いについて」
５，「気持ち・思考の整理について」

二級建築士・整理収納アドバイザー2級認定講師　小宮　真理

 講師紹介 大手不動産や住宅メーカー等からの講師依頼
 を始め、新聞・雑誌掲載、共に多数在り

モノとココロと思考の整理収納講座！
～私の毎日をスッキリ整えましょう～K3

①2/15（水）、②22（水）、③3/1（水）、④8（水）、
⑤15（水）

10：00～11：30

筆記用具7,500円最大 8名対面のみ

鮮やかな色彩のアクリル絵の具は、油絵のよう
な質感や水彩画の様な表現も可能な、初心者から
楽しみやすい画材です。アクリル画の基本的な技
法を学び、絵が初めての方も気軽に始められるレッ
スン内容です。

画家　林　さと子

 講師紹介 パステル画講師を経て独学でアクリル画家へ。
 全国各地で個展、展示等参加

はじめてのアクリル画レッスンK4

①2/7(火)、②14(火)、③21(火)、④28(火)、
⑤3/7(火)

13：00～15：10

筆記用具

7,500円最大 8名対面のみ

いつまでも若 し々い活動的な身体を手に入れませんか？ エ
アロビクスは心地よい全身運動です。楽しく動きながら、か
らだのコリを取り、体力と筋力をつけましょう。運動初心者の
方でも安心してご参加ください。

東洋学園大学 講師　小林　佳代子

 講師紹介 ・エアロビクススタジオ、
  八千代スタジオプロアカデミー講師
 ・健康運動指導士

らくらくエアロビクス&ストレッチK5

10：00～11：30

対面のみ
動きやすい服装
室内シューズ
タオル

1,500円最大 20名

①3/1（水）

素敵に歳を重ねるために！ キレイな姿勢、筋力とバランス
能力、しなやかな身体を身につけましょう。イスを使用するの
で膝や腰に不安のある方、運動が苦手な方も安心してご参
加いただけます。

東洋学園大学 講師　小林　佳代子

 講師紹介 ・エアロビクススタジオ、
  八千代スタジオプロアカデミー講師
 ・健康運動指導士

ロコモ予防運動教室K6

10：00～11：30

対面のみ
動きやすい服装
室内シューズ
タオル

1,500円最大 20名

①3/15（水）

カラーセラピスト／色彩検定認定講師　信海　茉美

 講師紹介 株式会社ビリーブカラーオフィス代表取締役

勇気づけコミュニケーション講座
～伝え上手になるために～K2

10：30～12：00

対面のみ 7,500円最大 10名

①2/3（金）、②10（金）、③17（金）、④3/3（金）、⑤10（金）

子ども・夫婦関係はもちろん、ママ友、職場関係など「人と人とのか
かわり方」全般に役立つ心理学を学びます。・気持ちよく毎日を過ごすた
めに・自分の言いたいことを相手を傷つけずにきちんと伝えられるように
なりたい・人間関係であまり苦労したくない。そんな方にオススメです。堅
苦しくなく、楽しく学べ、気づきを得られる講座です。知っているのと知らな
いのではこれからの「人間関係」に大きな違いが出るかもしれません。

（アクリル絵の具18色セット、筆セット、
キャンバス、筆洗い、ペーパーパレット）

初心者歓迎。
別途画材代（7,000円程度）有。

カラーセラピスト／色彩検定認定講師　信海　茉美

 講師紹介 株式会社ビリーブカラーオフィス代表取締役

イメージアップセミナーK1

10：30～12：00

対面のみ 6,000円最大 10名

①2/7（火）、②14（火）、③21（火）、④28（火）

筆記用具、メイク
レッスン時（4回目）に
鏡とメイクブラシ

色選びは感覚やセンスだと思っていませんか？TPOに応じ
た色使いや自分らしい着こなしをするためには、色の知識と
自分の生まれながらに持っているものを活かして装うことが必
要です。この講座では、受講生一人ひとりに似合う色を診
断し、骨格から似合うファッションスタイルを探し、楽しみな
がらセンスアップを図っていく講座です。

健 康・生 活 講 座

お申込
方　法

年齢・性別にかかわらず、どなたでも受講できます。但し、講座によっては、受講資格に条件をつける場合があり
ますので、詳しくは各講座のご案内をご覧下さい。

対　象

本郷キャンパスまたはオンライン講座
駐車場・駐輪場はございません。会　場

お申込締切日は、原則として各講座ともに開講日の10日前とさせていただきます。
なお、締切日後でも定員に余裕がある場合は可能な限りお申込を受付けますので、ご希望の講座がござい
ましたら、申込状況等について生涯学習講座係までお気軽にお問い合わせ下さい。

お申込
締　切

受講料については、各講座のご案内をご覧ください。
お支払いは、原則銀行振込となります。お申込後に本学より返信メールが送信されます。その中に振込先が
載っておりますので規定の料金（一括）をお支払い下さい。

お申込後、やむを得ず受講をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
講師の都合により、やむを得ず休講や開催日程を変更したり、代行講師により開催する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

受講料と
お支払い

各講座の受講申込はお申込順に登録し、定員に達し次第締切にさせていただきます。なお、受講申込者が一定
の人数に達しない場合は、講座を開講しないことがありますので、あらかじめご了承下さい。定　員

〈受講までの流れ〉
10日前まで 前日まで

生涯学習講座
webサイト

▶▶▶ ▶▶▶ ▶▶▶ホームページ
から申込❶

受講料
振込の案内
（メール）

受講案内
（メール） 受講❷ ❸ ❹

2023 春期 



207210210

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間 開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間 開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

「マザー・グース」は愉快で謎に満ちていて、何百年も人々
に愛唱されてきました。一見ナンセンスな詞にも驚くべき意
味の隠れていることがあります。じっくり読んで、英語と日本
語で朗読いたしましょう。

元東洋学園大学教授／朗読文化研究所顧問　北田　敬子

 講師紹介 東洋学園大学で英語教育を担当
 専門はイギリス文学とコミュニケーション

英語の伝承童謡
『マザー・グース』の詩歌を味わうC2

語 学 講 座

教 養 講 座

実 務 講 座

①2/7（火）、②14（火）、③21（火）、④28（火）、
⑤3/7（火）

10：30～12：00

対面／
オンライン併用可　

筆記用具5,000円最大 20名

本講座では、無縁坂で出会った医学生とお妾の恋を描く
森鷗外「雁」、若妻の心理を初冬の盛り場を背景に著した
水野仙子「神楽坂の半襟」、老女の自立した晩年を上野
周辺の風俗に暗喩した中島京子「夢見る帝国図書館」に
よって、明治から現代までの東京人の生き方を考察します。

元東洋学園大学教授　神田　由美子

 講師紹介 芥川龍之介を中心に、近現代文学と東京との
 関係を探求している

文学の東京～本郷、神楽坂、上野～C1

①2/28（火）、②3/7（火）、③14（火） 14：00～15：30

筆記用具3,000円最大 20名

まず、韓国語の文字であるハングルの読み書きや発音を
中心に学習します。それから簡単な自己紹介ができるように
練習したり、日常会話でよく使われるあいさつ表現などを学
習したりします。

東洋学園大学 講師　イ・ジョンミン

 講師紹介 対照言語学専攻
 お茶の水女子大学大学院博士課程修了
 人文科学博士

楽しく学べる韓国語１（初級）G1

10：30～12：00

対面のみ
テキスト
（初回はプリント配布）
筆記用具

15,000円最大 20名

①2/3（金）、②7（火）、③10（金）、④14（火）、⑤17（金）、
⑥21（火）、⑦24（金）、⑧28（火）、⑨3/3（金）、⑩7（火）

初級や初中級で学んだハングルの発音や基本的な知識
を基に、より高度な文型や表現を使って会話練習をします。
クラスの皆さんと韓国と日本の文化の相違点などについて韓
国語で楽しく会話しましょう。

東洋学園大学 講師　イ・ジョンミン

 講師紹介 対照言語学専攻
 お茶の水女子大学大学院博士課程修了
 人文科学博士

楽しく学べる韓国語3（中級）G3

14：50～16：20

対面のみ
テキスト
（初回はプリント配布）
筆記用具

15,000円最大 20名

①2/3（金）、②7（火）、③10（金）、④14（火）、⑤17（金）、
⑥21（火）、⑦24（金）、⑧28（火）、⑨3/3（金）、⑩7（火）

初級で学んだハングルの発音や基礎的な知識を基に、よ
り自然な会話を楽しむために日常会話でよく使われる文型や
表現を取り入れた会話練習をします。クラスの皆さんと韓国
語で楽しく会話しましょう。

東洋学園大学 講師　イ・ジョンミン

 講師紹介 対照言語学専攻
 お茶の水女子大学大学院博士課程修了
 人文科学博士

楽しく学べる韓国語2（初中級）G2

13：00～14：30

対面のみ
テキスト
（初回はプリント配布）
筆記用具

15,000円最大 20名

①2/3（金）、②7（火）、③10（金）、④14（火）、⑤17（金）、
⑥21（火）、⑦24（金）、⑧28（火）、⑨3/3（金）、⑩7（火）

初心者のための講座。ネイティブの先生の言葉を繰り返
し聞いて話すことで、日常のよくある場面で使える簡単で便
利な語句や文を楽しく学び、スペインやイスパノアメリカの人
たちとコミュニケーションしてみましょう！

東洋学園大学 講師　マリオ・オバンド

 講師紹介 多くの大学での豊富なスペイン語指導経験を
 有し、スペインと中南米の文化にも精通

初めてのスペイン語G5

①2/7（火）、②14（火）、③21（火）、④28（火）、
⑤3/7（火）、⑥14（火）

13：00～14：30

ノートと筆記用具9,000円最大 　名オンラインのみ

スペイン語圏各国は、ユニークな文化や歴史ある世界遺
産の宝庫です。本講座で、現代に息づく文化や先コロンブ
ス期文化の遺産を「バーチャル体験」してみませんか？2
回目以降のテーマは受講生のご要望で選定します。

東洋学園大学 講師　マリオ・オバンド

 講師紹介 多くの大学での豊富なスペイン語指導経験を
 有し、スペインと中南米の文化にも精通

スペイン語圏の文化と世界遺産C4

①2/7（火）、②14（火）、③21（火）、④28（火）、
⑤3/7（火）、⑥14（火）

15：00～16：30

ノートと筆記用具6,000円最大 　名オンラインのみ

近年、中国社会でインターネットの活用が広がり、高度な「ネッ
ト社会」が日常生活に必要な語彙や表現を変えた。この講座は
ネット時代の中国語を中心に基礎から学ぶ。話し言葉だけではな
く、書き言葉にも触れ、実用的な中国語を身につくことを目指す。

東洋学園大学 グローバル・コミュニケーション学部 准教授　成　寅

  講師紹介 中国・北京師範大学言語文学学部卒業。中国社会科学院文学研究
 所修士課程修了。中国・上海大学専任講師、東洋学園大学特別講
 師などを経て現職。専門分野は中国言語文学、中国現代文学

ネット時代の基礎中国語G4

10：00～12：10

対面のみ 9,000円最大 20名

①2/3（金）、②17（金）、③24（金）、④3/3（金）、
⑤10（金）、⑥17（金）

マイクロソフトのEXCEL 基礎です。
効率よくデータを入力し表計算と表作成のポイントをご案

内いたします。

東洋学園大学 講師　加賀　千秋

 講師紹介 マイクロソフト認定トレーナー
 同じ質問を100回訊かれても笑顔でお答え
 いたします

いまさら聞けないEXCEL基礎J3

14：00～16：00

対面のみ 1,500円最大 20名

①3/1（水）

『無垢の時代』を中心にアメリカ文学の傑作を読み、わ
かりやすく解説します。主に翻訳を使って読む予定ですので、
英語力は問いません。原作との違いに注目しながら、映画
化された作品も観賞しましょう。

元東洋学園大学教授、翻訳家　河島　弘美

 講師紹介 英米文学・比較文学専攻
 「アメリカ文学」「翻訳研究ゼミ」等を担当
 翻訳書多数

アメリカ文学の名作を読む――
『無垢の時代』を中心にC3

13：00～14：30

対面のみ

対面のみ

筆記用具
（最初に資料として
 プリントを配ります）

6,000円最大 15名

①2/7（火）、②9（木）、③14（火）、④16（木）

筆記用具 筆記用具

筆記用具

「Excel が使える」などといった目に見えないスキルを客観
的に証明。
資格はMicrosoft Officeのバージョンごとに取得できます。
世界的に行われている資格試験

東洋学園大学 講師　加賀　千秋

 講師紹介 マイクロソフト認定トレーナー
 同じ質問を100回訊かれても笑顔でお答え
 いたします

マイクロソフト オフィススペシャリスト（MOS）
Excel2019 資格対策講座J4

10：00～12：00

対面のみ 7,500円最大 20名

①3/3（金）、②8（水）、③10（金）、④15（水）、⑤17（金）

使用テキストの販売また
は指定のテキストを事前
に購入していただく

マイクロソフトのWORD基礎です。
効率よくビジネス文書を作成する方法をご案内いたします。

東洋学園大学 講師　加賀　千秋

 講師紹介 マイクロソフト認定トレーナー
 同じ質問を100回訊かれても笑顔でお答え
 いたします

いまさら聞けないWORD基礎J2

10：00～12：00

対面のみ 1,500円最大 20名

①3/1（水）

LINE は、無料で友達や家族と音声通話・ビデオ通話 
ができます。楽しいスタンプや写真を送ってみましょう。
ZOOMで皆さんと「ミーティング」や「セミナー」に「オンライン」
で繋がりましょう。

東京スマホ研究会 代表　佐藤　弥子

 講師紹介 シニアITアドバイザー　
 ＮＨＫ学園くにたちオープンスクール講師

高齢者のやさしいLINEとZOOM体験講座J1

14：00～16：00

対面のみ 3,000円最大 10名

①2/9（木）、②16（木）

「Word が使える」などといった目に見えないスキルを客観
的に証明。
資格はMicrosoft Officeのバージョンごとに取得できます。
世界的に行われている資格試験

東洋学園大学 講師　加賀　千秋

 講師紹介 マイクロソフト認定トレーナー
 同じ質問を100回訊かれても笑顔でお答え
 いたします

マイクロソフト オフィススペシャリスト（MOS）
Word2019 資格対策講座J5

14：00～16：00

対面のみ 7,500円最大 20名

①3/3（金）、②8（水）、③10（金）、④15（水）、⑤17（金）

使用テキストの販売また
は指定のテキストを事前
に購入していただく

LINE（スマホ）
ZOOM（スマホ・タブレッ
ト・パソコンいずれでも可）

傾聴やアイスブレークなど、コミュニケーションをはかりながら、課
題や意見を共有し可視化するのがワークショップです。その中でも
「ワールドカフェ」という手法の仕組みを実践しながら身につけていき
ます。知識を身につける講座ではありません。座学よりも体験を通じ
た能動的な作業ですので、講座を楽しんでいただける方はぜひどうぞ。

東洋学園大学 講師　佐藤　敦

  講師紹介 岩手県花巻市で地域活性化・まちづくりワークショップを
 実践。傾聴やファシリテーションを普及啓発したいと日々
 奮闘中。11月から西千葉界隈で「哲学カフェ」主催

ワークショップとファシリテーションJ6

10：00～11：30

対面のみ 7,500円最大 50名

①2/6（月）、②13（月）、③20（月）、④27（月）、⑤3/6（月）

ノート、筆記用具
（あってもなくてもいいです）

生 涯 学 習 講 座
2023 春期   受講受付中
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開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間 開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間 開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

「マザー・グース」は愉快で謎に満ちていて、何百年も人々
に愛唱されてきました。一見ナンセンスな詞にも驚くべき意
味の隠れていることがあります。じっくり読んで、英語と日本
語で朗読いたしましょう。

元東洋学園大学教授／朗読文化研究所顧問　北田　敬子

 講師紹介 東洋学園大学で英語教育を担当
 専門はイギリス文学とコミュニケーション

英語の伝承童謡
『マザー・グース』の詩歌を味わうC2

語 学 講 座

教 養 講 座

実 務 講 座

①2/7（火）、②14（火）、③21（火）、④28（火）、
⑤3/7（火）

10：30～12：00

対面／
オンライン併用可　

筆記用具5,000円最大 20名

本講座では、無縁坂で出会った医学生とお妾の恋を描く
森鷗外「雁」、若妻の心理を初冬の盛り場を背景に著した
水野仙子「神楽坂の半襟」、老女の自立した晩年を上野
周辺の風俗に暗喩した中島京子「夢見る帝国図書館」に
よって、明治から現代までの東京人の生き方を考察します。

元東洋学園大学教授　神田　由美子

 講師紹介 芥川龍之介を中心に、近現代文学と東京との
 関係を探求している

文学の東京～本郷、神楽坂、上野～C1

①2/28（火）、②3/7（火）、③14（火） 14：00～15：30

筆記用具3,000円最大 20名

まず、韓国語の文字であるハングルの読み書きや発音を
中心に学習します。それから簡単な自己紹介ができるように
練習したり、日常会話でよく使われるあいさつ表現などを学
習したりします。

東洋学園大学 講師　イ・ジョンミン

 講師紹介 対照言語学専攻
 お茶の水女子大学大学院博士課程修了
 人文科学博士

楽しく学べる韓国語１（初級）G1

10：30～12：00

対面のみ
テキスト
（初回はプリント配布）
筆記用具

15,000円最大 20名

①2/3（金）、②7（火）、③10（金）、④14（火）、⑤17（金）、
⑥21（火）、⑦24（金）、⑧28（火）、⑨3/3（金）、⑩7（火）

初級や初中級で学んだハングルの発音や基本的な知識
を基に、より高度な文型や表現を使って会話練習をします。
クラスの皆さんと韓国と日本の文化の相違点などについて韓
国語で楽しく会話しましょう。

東洋学園大学 講師　イ・ジョンミン

 講師紹介 対照言語学専攻
 お茶の水女子大学大学院博士課程修了
 人文科学博士

楽しく学べる韓国語3（中級）G3

14：50～16：20

対面のみ
テキスト
（初回はプリント配布）
筆記用具

15,000円最大 20名

①2/3（金）、②7（火）、③10（金）、④14（火）、⑤17（金）、
⑥21（火）、⑦24（金）、⑧28（火）、⑨3/3（金）、⑩7（火）

初級で学んだハングルの発音や基礎的な知識を基に、よ
り自然な会話を楽しむために日常会話でよく使われる文型や
表現を取り入れた会話練習をします。クラスの皆さんと韓国
語で楽しく会話しましょう。

東洋学園大学 講師　イ・ジョンミン

 講師紹介 対照言語学専攻
 お茶の水女子大学大学院博士課程修了
 人文科学博士

楽しく学べる韓国語2（初中級）G2

13：00～14：30

対面のみ
テキスト
（初回はプリント配布）
筆記用具

15,000円最大 20名

①2/3（金）、②7（火）、③10（金）、④14（火）、⑤17（金）、
⑥21（火）、⑦24（金）、⑧28（火）、⑨3/3（金）、⑩7（火）

初心者のための講座。ネイティブの先生の言葉を繰り返
し聞いて話すことで、日常のよくある場面で使える簡単で便
利な語句や文を楽しく学び、スペインやイスパノアメリカの人
たちとコミュニケーションしてみましょう！

東洋学園大学 講師　マリオ・オバンド

 講師紹介 多くの大学での豊富なスペイン語指導経験を
 有し、スペインと中南米の文化にも精通

初めてのスペイン語G5

①2/7（火）、②14（火）、③21（火）、④28（火）、
⑤3/7（火）、⑥14（火）

13：00～14：30

ノートと筆記用具9,000円最大 　名オンラインのみ

スペイン語圏各国は、ユニークな文化や歴史ある世界遺
産の宝庫です。本講座で、現代に息づく文化や先コロンブ
ス期文化の遺産を「バーチャル体験」してみませんか？2
回目以降のテーマは受講生のご要望で選定します。

東洋学園大学 講師　マリオ・オバンド

 講師紹介 多くの大学での豊富なスペイン語指導経験を
 有し、スペインと中南米の文化にも精通

スペイン語圏の文化と世界遺産C4

①2/7（火）、②14（火）、③21（火）、④28（火）、
⑤3/7（火）、⑥14（火）

15：00～16：30

ノートと筆記用具6,000円最大 　名オンラインのみ

近年、中国社会でインターネットの活用が広がり、高度な「ネッ
ト社会」が日常生活に必要な語彙や表現を変えた。この講座は
ネット時代の中国語を中心に基礎から学ぶ。話し言葉だけではな
く、書き言葉にも触れ、実用的な中国語を身につくことを目指す。

東洋学園大学 グローバル・コミュニケーション学部 准教授　成　寅

  講師紹介 中国・北京師範大学言語文学学部卒業。中国社会科学院文学研究
 所修士課程修了。中国・上海大学専任講師、東洋学園大学特別講
 師などを経て現職。専門分野は中国言語文学、中国現代文学

ネット時代の基礎中国語G4

10：00～12：10

対面のみ 9,000円最大 20名

①2/3（金）、②17（金）、③24（金）、④3/3（金）、
⑤10（金）、⑥17（金）

マイクロソフトのEXCEL 基礎です。
効率よくデータを入力し表計算と表作成のポイントをご案

内いたします。

東洋学園大学 講師　加賀　千秋

 講師紹介 マイクロソフト認定トレーナー
 同じ質問を100回訊かれても笑顔でお答え
 いたします

いまさら聞けないEXCEL基礎J3

14：00～16：00

対面のみ 1,500円最大 20名

①3/1（水）

『無垢の時代』を中心にアメリカ文学の傑作を読み、わ
かりやすく解説します。主に翻訳を使って読む予定ですので、
英語力は問いません。原作との違いに注目しながら、映画
化された作品も観賞しましょう。

元東洋学園大学教授、翻訳家　河島　弘美

 講師紹介 英米文学・比較文学専攻
 「アメリカ文学」「翻訳研究ゼミ」等を担当
 翻訳書多数

アメリカ文学の名作を読む――
『無垢の時代』を中心にC3

13：00～14：30

対面のみ

対面のみ

筆記用具
（最初に資料として
 プリントを配ります）

6,000円最大 15名

①2/7（火）、②9（木）、③14（火）、④16（木）

筆記用具 筆記用具

筆記用具

「Excel が使える」などといった目に見えないスキルを客観
的に証明。
資格はMicrosoft Officeのバージョンごとに取得できます。
世界的に行われている資格試験

東洋学園大学 講師　加賀　千秋

 講師紹介 マイクロソフト認定トレーナー
 同じ質問を100回訊かれても笑顔でお答え
 いたします

マイクロソフト オフィススペシャリスト（MOS）
Excel2019 資格対策講座J4

10：00～12：00

対面のみ 7,500円最大 20名

①3/3（金）、②8（水）、③10（金）、④15（水）、⑤17（金）

使用テキストの販売また
は指定のテキストを事前
に購入していただく

マイクロソフトのWORD基礎です。
効率よくビジネス文書を作成する方法をご案内いたします。

東洋学園大学 講師　加賀　千秋

 講師紹介 マイクロソフト認定トレーナー
 同じ質問を100回訊かれても笑顔でお答え
 いたします

いまさら聞けないWORD基礎J2

10：00～12：00

対面のみ 1,500円最大 20名

①3/1（水）

LINE は、無料で友達や家族と音声通話・ビデオ通話 
ができます。楽しいスタンプや写真を送ってみましょう。
ZOOMで皆さんと「ミーティング」や「セミナー」に「オンライン」
で繋がりましょう。

東京スマホ研究会 代表　佐藤　弥子

 講師紹介 シニアITアドバイザー　
 ＮＨＫ学園くにたちオープンスクール講師

高齢者のやさしいLINEとZOOM体験講座J1

14：00～16：00

対面のみ 3,000円最大 10名

①2/9（木）、②16（木）

「Word が使える」などといった目に見えないスキルを客観
的に証明。
資格はMicrosoft Officeのバージョンごとに取得できます。
世界的に行われている資格試験

東洋学園大学 講師　加賀　千秋

 講師紹介 マイクロソフト認定トレーナー
 同じ質問を100回訊かれても笑顔でお答え
 いたします

マイクロソフト オフィススペシャリスト（MOS）
Word2019 資格対策講座J5

14：00～16：00

対面のみ 7,500円最大 20名

①3/3（金）、②8（水）、③10（金）、④15（水）、⑤17（金）

使用テキストの販売また
は指定のテキストを事前
に購入していただく

LINE（スマホ）
ZOOM（スマホ・タブレッ
ト・パソコンいずれでも可）

傾聴やアイスブレークなど、コミュニケーションをはかりながら、課
題や意見を共有し可視化するのがワークショップです。その中でも
「ワールドカフェ」という手法の仕組みを実践しながら身につけていき
ます。知識を身につける講座ではありません。座学よりも体験を通じ
た能動的な作業ですので、講座を楽しんでいただける方はぜひどうぞ。

東洋学園大学 講師　佐藤　敦

  講師紹介 岩手県花巻市で地域活性化・まちづくりワークショップを
 実践。傾聴やファシリテーションを普及啓発したいと日々
 奮闘中。11月から西千葉界隈で「哲学カフェ」主催

ワークショップとファシリテーションJ6

10：00～11：30

対面のみ 7,500円最大 50名

①2/6（月）、②13（月）、③20（月）、④27（月）、⑤3/6（月）

ノート、筆記用具
（あってもなくてもいいです）

生 涯 学 習 講 座
2023 春期   受講受付中
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時　間
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時　間
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時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間 開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間 開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

「マザー・グース」は愉快で謎に満ちていて、何百年も人々
に愛唱されてきました。一見ナンセンスな詞にも驚くべき意
味の隠れていることがあります。じっくり読んで、英語と日本
語で朗読いたしましょう。

元東洋学園大学教授／朗読文化研究所顧問　北田　敬子

 講師紹介 東洋学園大学で英語教育を担当
 専門はイギリス文学とコミュニケーション

英語の伝承童謡
『マザー・グース』の詩歌を味わうC2

語 学 講 座

教 養 講 座

実 務 講 座

①2/7（火）、②14（火）、③21（火）、④28（火）、
⑤3/7（火）

10：30～12：00

対面／
オンライン併用可　

筆記用具5,000円最大 20名

本講座では、無縁坂で出会った医学生とお妾の恋を描く
森鷗外「雁」、若妻の心理を初冬の盛り場を背景に著した
水野仙子「神楽坂の半襟」、老女の自立した晩年を上野
周辺の風俗に暗喩した中島京子「夢見る帝国図書館」に
よって、明治から現代までの東京人の生き方を考察します。

元東洋学園大学教授　神田　由美子

 講師紹介 芥川龍之介を中心に、近現代文学と東京との
 関係を探求している

文学の東京～本郷、神楽坂、上野～C1

①2/28（火）、②3/7（火）、③14（火） 14：00～15：30

筆記用具3,000円最大 20名

まず、韓国語の文字であるハングルの読み書きや発音を
中心に学習します。それから簡単な自己紹介ができるように
練習したり、日常会話でよく使われるあいさつ表現などを学
習したりします。

東洋学園大学 講師　イ・ジョンミン

 講師紹介 対照言語学専攻
 お茶の水女子大学大学院博士課程修了
 人文科学博士

楽しく学べる韓国語１（初級）G1

10：30～12：00

対面のみ
テキスト
（初回はプリント配布）
筆記用具

15,000円最大 20名

①2/3（金）、②7（火）、③10（金）、④14（火）、⑤17（金）、
⑥21（火）、⑦24（金）、⑧28（火）、⑨3/3（金）、⑩7（火）

初級や初中級で学んだハングルの発音や基本的な知識
を基に、より高度な文型や表現を使って会話練習をします。
クラスの皆さんと韓国と日本の文化の相違点などについて韓
国語で楽しく会話しましょう。

東洋学園大学 講師　イ・ジョンミン

 講師紹介 対照言語学専攻
 お茶の水女子大学大学院博士課程修了
 人文科学博士

楽しく学べる韓国語3（中級）G3

14：50～16：20

対面のみ
テキスト
（初回はプリント配布）
筆記用具

15,000円最大 20名

①2/3（金）、②7（火）、③10（金）、④14（火）、⑤17（金）、
⑥21（火）、⑦24（金）、⑧28（火）、⑨3/3（金）、⑩7（火）

初級で学んだハングルの発音や基礎的な知識を基に、よ
り自然な会話を楽しむために日常会話でよく使われる文型や
表現を取り入れた会話練習をします。クラスの皆さんと韓国
語で楽しく会話しましょう。

東洋学園大学 講師　イ・ジョンミン

 講師紹介 対照言語学専攻
 お茶の水女子大学大学院博士課程修了
 人文科学博士

楽しく学べる韓国語2（初中級）G2

13：00～14：30

対面のみ
テキスト
（初回はプリント配布）
筆記用具

15,000円最大 20名

①2/3（金）、②7（火）、③10（金）、④14（火）、⑤17（金）、
⑥21（火）、⑦24（金）、⑧28（火）、⑨3/3（金）、⑩7（火）

初心者のための講座。ネイティブの先生の言葉を繰り返
し聞いて話すことで、日常のよくある場面で使える簡単で便
利な語句や文を楽しく学び、スペインやイスパノアメリカの人
たちとコミュニケーションしてみましょう！

東洋学園大学 講師　マリオ・オバンド

 講師紹介 多くの大学での豊富なスペイン語指導経験を
 有し、スペインと中南米の文化にも精通

初めてのスペイン語G5

①2/7（火）、②14（火）、③21（火）、④28（火）、
⑤3/7（火）、⑥14（火）

13：00～14：30

ノートと筆記用具9,000円最大 　名オンラインのみ

スペイン語圏各国は、ユニークな文化や歴史ある世界遺
産の宝庫です。本講座で、現代に息づく文化や先コロンブ
ス期文化の遺産を「バーチャル体験」してみませんか？2
回目以降のテーマは受講生のご要望で選定します。

東洋学園大学 講師　マリオ・オバンド

 講師紹介 多くの大学での豊富なスペイン語指導経験を
 有し、スペインと中南米の文化にも精通

スペイン語圏の文化と世界遺産C4

①2/7（火）、②14（火）、③21（火）、④28（火）、
⑤3/7（火）、⑥14（火）

15：00～16：30

ノートと筆記用具6,000円最大 　名オンラインのみ

近年、中国社会でインターネットの活用が広がり、高度な「ネッ
ト社会」が日常生活に必要な語彙や表現を変えた。この講座は
ネット時代の中国語を中心に基礎から学ぶ。話し言葉だけではな
く、書き言葉にも触れ、実用的な中国語を身につくことを目指す。

東洋学園大学 グローバル・コミュニケーション学部 准教授　成　寅

  講師紹介 中国・北京師範大学言語文学学部卒業。中国社会科学院文学研究
 所修士課程修了。中国・上海大学専任講師、東洋学園大学特別講
 師などを経て現職。専門分野は中国言語文学、中国現代文学

ネット時代の基礎中国語G4

10：00～12：10

対面のみ 9,000円最大 20名

①2/3（金）、②17（金）、③24（金）、④3/3（金）、
⑤10（金）、⑥17（金）

マイクロソフトのEXCEL 基礎です。
効率よくデータを入力し表計算と表作成のポイントをご案

内いたします。

東洋学園大学 講師　加賀　千秋

 講師紹介 マイクロソフト認定トレーナー
 同じ質問を100回訊かれても笑顔でお答え
 いたします

いまさら聞けないEXCEL基礎J3

14：00～16：00

対面のみ 1,500円最大 20名

①3/1（水）

『無垢の時代』を中心にアメリカ文学の傑作を読み、わ
かりやすく解説します。主に翻訳を使って読む予定ですので、
英語力は問いません。原作との違いに注目しながら、映画
化された作品も観賞しましょう。

元東洋学園大学教授、翻訳家　河島　弘美

 講師紹介 英米文学・比較文学専攻
 「アメリカ文学」「翻訳研究ゼミ」等を担当
 翻訳書多数

アメリカ文学の名作を読む――
『無垢の時代』を中心にC3

13：00～14：30

対面のみ

対面のみ

筆記用具
（最初に資料として
 プリントを配ります）

6,000円最大 15名

①2/7（火）、②9（木）、③14（火）、④16（木）

筆記用具 筆記用具

筆記用具

「Excel が使える」などといった目に見えないスキルを客観
的に証明。
資格はMicrosoft Officeのバージョンごとに取得できます。
世界的に行われている資格試験

東洋学園大学 講師　加賀　千秋

 講師紹介 マイクロソフト認定トレーナー
 同じ質問を100回訊かれても笑顔でお答え
 いたします

マイクロソフト オフィススペシャリスト（MOS）
Excel2019 資格対策講座J4

10：00～12：00

対面のみ 7,500円最大 20名

①3/3（金）、②8（水）、③10（金）、④15（水）、⑤17（金）

使用テキストの販売また
は指定のテキストを事前
に購入していただく

マイクロソフトのWORD基礎です。
効率よくビジネス文書を作成する方法をご案内いたします。

東洋学園大学 講師　加賀　千秋

 講師紹介 マイクロソフト認定トレーナー
 同じ質問を100回訊かれても笑顔でお答え
 いたします

いまさら聞けないWORD基礎J2

10：00～12：00

対面のみ 1,500円最大 20名

①3/1（水）

LINE は、無料で友達や家族と音声通話・ビデオ通話 
ができます。楽しいスタンプや写真を送ってみましょう。
ZOOMで皆さんと「ミーティング」や「セミナー」に「オンライン」
で繋がりましょう。

東京スマホ研究会 代表　佐藤　弥子

 講師紹介 シニアITアドバイザー　
 ＮＨＫ学園くにたちオープンスクール講師

高齢者のやさしいLINEとZOOM体験講座J1

14：00～16：00

対面のみ 3,000円最大 10名

①2/9（木）、②16（木）

「Word が使える」などといった目に見えないスキルを客観
的に証明。
資格はMicrosoft Officeのバージョンごとに取得できます。
世界的に行われている資格試験

東洋学園大学 講師　加賀　千秋

 講師紹介 マイクロソフト認定トレーナー
 同じ質問を100回訊かれても笑顔でお答え
 いたします

マイクロソフト オフィススペシャリスト（MOS）
Word2019 資格対策講座J5

14：00～16：00

対面のみ 7,500円最大 20名

①3/3（金）、②8（水）、③10（金）、④15（水）、⑤17（金）

使用テキストの販売また
は指定のテキストを事前
に購入していただく

LINE（スマホ）
ZOOM（スマホ・タブレッ
ト・パソコンいずれでも可）

傾聴やアイスブレークなど、コミュニケーションをはかりながら、課
題や意見を共有し可視化するのがワークショップです。その中でも
「ワールドカフェ」という手法の仕組みを実践しながら身につけていき
ます。知識を身につける講座ではありません。座学よりも体験を通じ
た能動的な作業ですので、講座を楽しんでいただける方はぜひどうぞ。

東洋学園大学 講師　佐藤　敦

  講師紹介 岩手県花巻市で地域活性化・まちづくりワークショップを
 実践。傾聴やファシリテーションを普及啓発したいと日々
 奮闘中。11月から西千葉界隈で「哲学カフェ」主催

ワークショップとファシリテーションJ6

10：00～11：30

対面のみ 7,500円最大 50名

①2/6（月）、②13（月）、③20（月）、④27（月）、⑤3/6（月）

ノート、筆記用具
（あってもなくてもいいです）

生 涯 学 習 講 座
2023 春期   受講受付中
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時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物
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授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

受講申込について

ホームページから各講座ごとに必要事項を入力のうえお申込み下さい。
ご不明点は extension@of.tyg.jp までお送り下さい。

《個人情報保護について》

申込書に記載された個人情報は本講座の運営のために使用
するものとし、本人の同意を得ないで、個人データーを第三者
に提供したり、その他の目的に使用することはありません。ま
た、取得した個人情報に関しては、本学の「個人情報保護の方
針について」に則って、適切に取扱います。

お問い合せ先・お申し込み先

平日　9：00～17：00
※土曜、日曜、祝日及び12/26～1/4は事務休業のため、お取り扱いできません。

駐車場・駐輪場はございません。
東洋学園大学　総務部　生涯学習講座係
〒113-0033　東京都文京区本郷1-26-3

TEL 03-3811-1696（代）／ FAX 03-3811-1964
E-mail : extension@of.tyg.jp

https://www.tyg.jp/koukaikouza/extension/

● JR総武線 水道橋駅 徒歩7分

● 都営地下鉄三田線 水道橋駅 徒歩7分

● 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分

● 都営地下鉄大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分

東洋学園大学

１，整理収納のポイントを学びましょう！
 各場所ごとのポイント｛玄関・洗面所編」
２，各場所のポイント「キッチン・リビング編」
３，各場所ごとのポイント「押入・クローゼット・思い出の品編」
４，「コミュニケーションタイプ別の違いについて」
５，「気持ち・思考の整理について」

二級建築士・整理収納アドバイザー2級認定講師　小宮　真理

 講師紹介 大手不動産や住宅メーカー等からの講師依頼
 を始め、新聞・雑誌掲載、共に多数在り

モノとココロと思考の整理収納講座！
～私の毎日をスッキリ整えましょう～K3

①2/15（水）、②22（水）、③3/1（水）、④8（水）、
⑤15（水）

10：00～11：30

筆記用具7,500円最大 8名対面のみ

鮮やかな色彩のアクリル絵の具は、油絵のよう
な質感や水彩画の様な表現も可能な、初心者から
楽しみやすい画材です。アクリル画の基本的な技
法を学び、絵が初めての方も気軽に始められるレッ
スン内容です。

画家　林　さと子

 講師紹介 パステル画講師を経て独学でアクリル画家へ。
 全国各地で個展、展示等参加

はじめてのアクリル画レッスンK4

①2/7(火)、②14(火)、③21(火)、④28(火)、
⑤3/7(火)

13：00～15：10

筆記用具

7,500円最大 8名対面のみ

いつまでも若 し々い活動的な身体を手に入れませんか？ エ
アロビクスは心地よい全身運動です。楽しく動きながら、か
らだのコリを取り、体力と筋力をつけましょう。運動初心者の
方でも安心してご参加ください。

東洋学園大学 講師　小林　佳代子

 講師紹介 ・エアロビクススタジオ、
  八千代スタジオプロアカデミー講師
 ・健康運動指導士

らくらくエアロビクス&ストレッチK5

10：00～11：30

対面のみ
動きやすい服装
室内シューズ
タオル

1,500円最大 20名

①3/1（水）

素敵に歳を重ねるために！ キレイな姿勢、筋力とバランス
能力、しなやかな身体を身につけましょう。イスを使用するの
で膝や腰に不安のある方、運動が苦手な方も安心してご参
加いただけます。

東洋学園大学 講師　小林　佳代子

 講師紹介 ・エアロビクススタジオ、
  八千代スタジオプロアカデミー講師
 ・健康運動指導士

ロコモ予防運動教室K6

10：00～11：30

対面のみ
動きやすい服装
室内シューズ
タオル

1,500円最大 20名

①3/15（水）

カラーセラピスト／色彩検定認定講師　信海　茉美

 講師紹介 株式会社ビリーブカラーオフィス代表取締役

勇気づけコミュニケーション講座
～伝え上手になるために～K2

10：30～12：00

対面のみ 7,500円最大 10名

①2/3（金）、②10（金）、③17（金）、④3/3（金）、⑤10（金）

子ども・夫婦関係はもちろん、ママ友、職場関係など「人と人とのか
かわり方」全般に役立つ心理学を学びます。・気持ちよく毎日を過ごすた
めに・自分の言いたいことを相手を傷つけずにきちんと伝えられるように
なりたい・人間関係であまり苦労したくない。そんな方にオススメです。堅
苦しくなく、楽しく学べ、気づきを得られる講座です。知っているのと知らな
いのではこれからの「人間関係」に大きな違いが出るかもしれません。

（アクリル絵の具18色セット、筆セット、
キャンバス、筆洗い、ペーパーパレット）

初心者歓迎。
別途画材代（7,000円程度）有。

カラーセラピスト／色彩検定認定講師　信海　茉美

 講師紹介 株式会社ビリーブカラーオフィス代表取締役

イメージアップセミナーK1

10：30～12：00

対面のみ 6,000円最大 10名

①2/7（火）、②14（火）、③21（火）、④28（火）

筆記用具、メイク
レッスン時（4回目）に
鏡とメイクブラシ

色選びは感覚やセンスだと思っていませんか？TPOに応じ
た色使いや自分らしい着こなしをするためには、色の知識と
自分の生まれながらに持っているものを活かして装うことが必
要です。この講座では、受講生一人ひとりに似合う色を診
断し、骨格から似合うファッションスタイルを探し、楽しみな
がらセンスアップを図っていく講座です。

健 康・生 活 講 座

お申込
方　法

年齢・性別にかかわらず、どなたでも受講できます。但し、講座によっては、受講資格に条件をつける場合があり
ますので、詳しくは各講座のご案内をご覧下さい。

対　象

本郷キャンパスまたはオンライン講座
駐車場・駐輪場はございません。会　場

お申込締切日は、原則として各講座ともに開講日の10日前とさせていただきます。
なお、締切日後でも定員に余裕がある場合は可能な限りお申込を受付けますので、ご希望の講座がござい
ましたら、申込状況等について生涯学習講座係までお気軽にお問い合わせ下さい。

お申込
締　切

受講料については、各講座のご案内をご覧ください。
お支払いは、原則銀行振込となります。お申込後に本学より返信メールが送信されます。その中に振込先が
載っておりますので規定の料金（一括）をお支払い下さい。

お申込後、やむを得ず受講をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
講師の都合により、やむを得ず休講や開催日程を変更したり、代行講師により開催する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

受講料と
お支払い

各講座の受講申込はお申込順に登録し、定員に達し次第締切にさせていただきます。なお、受講申込者が一定
の人数に達しない場合は、講座を開講しないことがありますので、あらかじめご了承下さい。定　員

〈受講までの流れ〉
10日前まで 前日まで

生涯学習講座
webサイト

▶▶▶ ▶▶▶ ▶▶▶ホームページ
から申込❶

受講料
振込の案内
（メール）

受講案内
（メール） 受講❷ ❸ ❹

2023 春期 
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開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間 開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間 開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間開  講  日  

授業形態 受講者数 講座料金 持ち物

時　間

受講申込について

ホームページから各講座ごとに必要事項を入力のうえお申込み下さい。
ご不明点は extension@of.tyg.jp までお送り下さい。

《個人情報保護について》

申込書に記載された個人情報は本講座の運営のために使用
するものとし、本人の同意を得ないで、個人データーを第三者
に提供したり、その他の目的に使用することはありません。ま
た、取得した個人情報に関しては、本学の「個人情報保護の方
針について」に則って、適切に取扱います。

お問い合せ先・お申し込み先

平日　9：00～17：00
※土曜、日曜、祝日及び12/26～1/4は事務休業のため、お取り扱いできません。

駐車場・駐輪場はございません。
東洋学園大学　総務部　生涯学習講座係
〒113-0033　東京都文京区本郷1-26-3

TEL 03-3811-1696（代）／ FAX 03-3811-1964
E-mail : extension@of.tyg.jp

https://www.tyg.jp/koukaikouza/extension/

● JR総武線 水道橋駅 徒歩7分

● 都営地下鉄三田線 水道橋駅 徒歩7分

● 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分

● 都営地下鉄大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分

東洋学園大学

１，整理収納のポイントを学びましょう！
 各場所ごとのポイント｛玄関・洗面所編」
２，各場所のポイント「キッチン・リビング編」
３，各場所ごとのポイント「押入・クローゼット・思い出の品編」
４，「コミュニケーションタイプ別の違いについて」
５，「気持ち・思考の整理について」

二級建築士・整理収納アドバイザー2級認定講師　小宮　真理

 講師紹介 大手不動産や住宅メーカー等からの講師依頼
 を始め、新聞・雑誌掲載、共に多数在り

モノとココロと思考の整理収納講座！
～私の毎日をスッキリ整えましょう～K3

①2/15（水）、②22（水）、③3/1（水）、④8（水）、
⑤15（水）

10：00～11：30

筆記用具7,500円最大 8名対面のみ

鮮やかな色彩のアクリル絵の具は、油絵のよう
な質感や水彩画の様な表現も可能な、初心者から
楽しみやすい画材です。アクリル画の基本的な技
法を学び、絵が初めての方も気軽に始められるレッ
スン内容です。

画家　林　さと子

 講師紹介 パステル画講師を経て独学でアクリル画家へ。
 全国各地で個展、展示等参加

はじめてのアクリル画レッスンK4

①2/7(火)、②14(火)、③21(火)、④28(火)、
⑤3/7(火)

13：00～15：10

筆記用具

7,500円最大 8名対面のみ

いつまでも若 し々い活動的な身体を手に入れませんか？ エ
アロビクスは心地よい全身運動です。楽しく動きながら、か
らだのコリを取り、体力と筋力をつけましょう。運動初心者の
方でも安心してご参加ください。

東洋学園大学 講師　小林　佳代子

 講師紹介 ・エアロビクススタジオ、
  八千代スタジオプロアカデミー講師
 ・健康運動指導士

らくらくエアロビクス&ストレッチK5

10：00～11：30

対面のみ
動きやすい服装
室内シューズ
タオル

1,500円最大 20名

①3/1（水）

素敵に歳を重ねるために！ キレイな姿勢、筋力とバランス
能力、しなやかな身体を身につけましょう。イスを使用するの
で膝や腰に不安のある方、運動が苦手な方も安心してご参
加いただけます。

東洋学園大学 講師　小林　佳代子

 講師紹介 ・エアロビクススタジオ、
  八千代スタジオプロアカデミー講師
 ・健康運動指導士

ロコモ予防運動教室K6

10：00～11：30

対面のみ
動きやすい服装
室内シューズ
タオル

1,500円最大 20名

①3/15（水）

カラーセラピスト／色彩検定認定講師　信海　茉美

 講師紹介 株式会社ビリーブカラーオフィス代表取締役

勇気づけコミュニケーション講座
～伝え上手になるために～K2

10：30～12：00

対面のみ 7,500円最大 10名

①2/3（金）、②10（金）、③17（金）、④3/3（金）、⑤10（金）

子ども・夫婦関係はもちろん、ママ友、職場関係など「人と人とのか
かわり方」全般に役立つ心理学を学びます。・気持ちよく毎日を過ごすた
めに・自分の言いたいことを相手を傷つけずにきちんと伝えられるように
なりたい・人間関係であまり苦労したくない。そんな方にオススメです。堅
苦しくなく、楽しく学べ、気づきを得られる講座です。知っているのと知らな
いのではこれからの「人間関係」に大きな違いが出るかもしれません。

（アクリル絵の具18色セット、筆セット、
キャンバス、筆洗い、ペーパーパレット）

初心者歓迎。
別途画材代（7,000円程度）有。

カラーセラピスト／色彩検定認定講師　信海　茉美

 講師紹介 株式会社ビリーブカラーオフィス代表取締役

イメージアップセミナーK1

10：30～12：00

対面のみ 6,000円最大 10名

①2/7（火）、②14（火）、③21（火）、④28（火）

筆記用具、メイク
レッスン時（4回目）に
鏡とメイクブラシ

色選びは感覚やセンスだと思っていませんか？TPOに応じ
た色使いや自分らしい着こなしをするためには、色の知識と
自分の生まれながらに持っているものを活かして装うことが必
要です。この講座では、受講生一人ひとりに似合う色を診
断し、骨格から似合うファッションスタイルを探し、楽しみな
がらセンスアップを図っていく講座です。

健 康・生 活 講 座

お申込
方　法

年齢・性別にかかわらず、どなたでも受講できます。但し、講座によっては、受講資格に条件をつける場合があり
ますので、詳しくは各講座のご案内をご覧下さい。

対　象

本郷キャンパスまたはオンライン講座
駐車場・駐輪場はございません。会　場

お申込締切日は、原則として各講座ともに開講日の10日前とさせていただきます。
なお、締切日後でも定員に余裕がある場合は可能な限りお申込を受付けますので、ご希望の講座がござい
ましたら、申込状況等について生涯学習講座係までお気軽にお問い合わせ下さい。

お申込
締　切

受講料については、各講座のご案内をご覧ください。
お支払いは、原則銀行振込となります。お申込後に本学より返信メールが送信されます。その中に振込先が
載っておりますので規定の料金（一括）をお支払い下さい。

お申込後、やむを得ず受講をキャンセルされる場合は、必ずご連絡ください。
講師の都合により、やむを得ず休講や開催日程を変更したり、代行講師により開催する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

受講料と
お支払い

各講座の受講申込はお申込順に登録し、定員に達し次第締切にさせていただきます。なお、受講申込者が一定
の人数に達しない場合は、講座を開講しないことがありますので、あらかじめご了承下さい。定　員

〈受講までの流れ〉
10日前まで 前日まで

生涯学習講座
webサイト

▶▶▶ ▶▶▶ ▶▶▶ホームページ
から申込❶

受講料
振込の案内
（メール）

受講案内
（メール） 受講❷ ❸ ❹
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