2019 年度

前学期

愛国学園短期大学

公開講座 ご案内
NEW

米粉を使ったどらやき作り

講師：森崎繭香（外部講師）
米粉を使ったどらやきを作ります。デモンストレー
ションで「米粉のシフォンケーキ」「あんこの炊き
方」を実演！見て・作って・食べて happy 気分♪
★日程： 6 月 29 日(土)
10：00～12：00
★受講料： 2，000 円
★定員： 24 名
★対象： 女性(16 歳以上)
※立東舎出版「米粉で作る和のおやつ」より

苔玉を作ろう

NEW

講師：久保田裕子(非常勤講師)
身近な植物を使ってインテリア性の高い苔玉を
作成しましょう。土をブレンドして泥団子を作
るのも童心になれます。苔と植物を飾って癒し
のお時間をお過ごしください。
★日程： 5 月 29 日(水)
13：30～15：00
★受講料： 1,500 円
★定員： 20 名
★対象： 女性・男性

夏休み宿題おまかせ講座

※講座写真はイメージです。

和紙・水引きの扱いを実践

講師：青木友紀子（非常勤講師）
和紙の歴史・製法・種類等を学び、箸置きや祝儀袋
を作ります。贈る相手や目的に合わせて自分好み
に作製しませんか？(授業と同時開講)
★日程： 8 月(未定)
★受講料： 1,000 円
★定員： 10 名
★対象： 女性(16 歳以上)
★受講希望の方は本学へ
ご連絡下さい。

アンチエイジング オレンジジェル

講師：久保田裕子(非常勤講師)
アスタキサンチンやコエンザイムＱ10 などの抗
酸化力の高い有効成分を入れて綺麗なオレンジ
色のオールインワンジェルを作りましょう。
アロエジェルや保湿オイル
が日々のケアに役立ちます。
★日時： 7 月 3 日(水)
13:30～15:30
★受講料： 1,500 円
★定員： 20 名
★対象： 女性

楽しく作って・学んで！を体験しよう！！

★日程：8 月 8 日（木） 汚れてもよい服装でお越しください。
★受講料：500 円/1 講座 ・ 800 円／２講座
★時間：下記参照

カラフル麺を作ろう！！

講師：江木伸子(教授)
うどんや中華麺に紫キャベツの色素を入れると麺
の色はどうなるかな？その麺にうどんのたれや
冷やし中華のたれをかけると麺の色はどうなる
の色はどうなる
かな？作ってためしてみよう！！！
★時間： ①9：30～11：00 ②11：15～12：45
12：45
★対象： 7 歳～(10 歳以下は大人の付添が必要)
が必要)
※小麦粉を使用します

NEW

NEW

★定員：各 20 名

比べてみよう！ゼリーの違い

講師：三星沙織(准教授)
ゼリーの素が違えば、作ったゼリーにも違いがあ
るよ。見て・食べて比べてみよう。
★日程： ①9：30～11：00 ②11：15～12：45
12：45
★対象： 7 歳～
(10 歳以下は大人の付添が必要)

※りんごジュース・ゼラチンを使用します

資格支援講座 ※授業と同時開講

アスリートフードマイスター３級養成講座

医療事務講座
講師 内藤麻紀(非常勤講師)
★日程：

～

毎週金曜日 全

～
★受講料：

円テキスト代込み

★定員： 若干名
★検定： 医療事務管理士 医科
※学ぶことが多い為欠席できません。

回

講師 神田聖子(准教授)
古谷彰子(非常勤講師)
★日 程： 月 日 土
～
★試験日： 月 日 土
～
★受講料：
円
修了試験代・テキスト代込み
★定員： 若干名
★検定： ㈱アスリートフードマイスター
アスリートフードマイスター 級
※ 月 日 土 ： ～ ： 講座説明会に
ぜひご参加ください 要予約 。

英会話講座

講師：リチャード・オステン(非常勤講師)

※初級・中級を 年以上受講されている方は中級(ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ)・上級へお申し込みください。講座をお休みされた場合、お申
込みされた講座とは別の講座への参加はできませんのでご了承ください。お申込みいただいていない講座に参加される場
合は別途お申込みいただき、受講料をお支払いいただきます。

やさしい英会話

やさしい英会話

初級

日常生活、海外旅行や外国人の旅行客との触れ
合い等に役立つ英会話講座です。発音や文章を
作ることなどをじっくり学べます。2020 年のオリ
ンピックに向けて英会話を楽しみながら勉強して
みませんか？
★日程： 4/11～7/25 毎週木曜日(全 15 回)
14：00～15：00
★受講料： 15,000/15 回 ・ 1,100/１回
★定員： 20 名
★対象： 男性・女性 ※初めて受講される方

ステップアップ

中級

English is becoming more and more important,
the number of tourists coming to Japan is
increasing rapidly and the Olympics is coming
to Tokyo in only 3 years! Why not take this
opportunity to study all aspects of English
(speaking, reading, writing and listening!) in a
comfortable and fun environment?
★日程： 4/11～7/25 毎週木曜日(全 15 回)
12：30～13：30
★受講料： 15,000/15 回 ・ 1,100/１回
★定員： 20 名
★対象： 男性・女性

愛国学園短期大学

中級

読解・語彙・リスニング・ライティング・スピーキング
すべてを練習する楽しい英会話講座です。異文化
（特にイギリス）を理解し、外国人と英語で話すこと
をエンジョイできます。
★日程： 4/9～7/23 毎週火曜日(全 15 回)
11：00～12：00
★受講料： 15,000/15 回 ・ 1,100/１回
★定員： 20 名
★対象： 男性・女性

上

級

English for advanced learners wanting to
maintain and improve their level.
Each lesson will focus on all aspects of
learning, writing, listening and speaking.
An all-round lesson for people who want
to take their English to the next level！
★日程： 4/9～7/23 毎週火曜日(全 15 回)
14:40～15：40
★受講料： 16,500/15 回 ・ 1,200/1 回
★定員： 10 名
★対象： 男性・女性

家政科 生活デザイン専攻／食物栄養専攻

●お申し込みは随時受付けております。 学校閉鎖日：
※受付時間 平日 月～金
～
土
～
日･祝祭日はお休みさせて頂きます
●事前のお申し込みが必要となります。(当日申込み不可)
●受講料のお支払方法は、以下の方法です。
・直接本学にお越しいただき、窓口でお支払いください。
・遠方の方は本学指定口座へお振込みください 振込手数料は受講者様がご負担 。後日詳細をお送りいたします。
・受講料をお支払いしていただきお申し込み完了とさせていただきます。お電話ではお申込み完了ではございません。
開講日 週間前に受講料振込みの確認が取れない場合、予約をキャンセルさせていただきます。
●本学の卒業生・在学生・関係者の方は、割引制度がございます。お申込みの際にお申し出ください。
●受講者様のご都合でのキャンセルは原則として返金できません。
㊟講座は、お申し込み人数が４名未満の場合は開講しない場合がございますのでご了承ください。

〒１３３－８５８５ 東京都江戸川区西小岩５－７－１
ＴＥＬ：０３－５６６８－７２６０ FAX：03－5693－4566
ＵＲＬ：https://www.aikoku-jc.ac.jp

〈ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ〉

どなたでも自由に学内をご覧いただけます！
～２０19 オープンキャンパス～ ★もれなくオリジナルグッズプレゼント♪
4/20(土)・5/11(土)・6/２3(日)・７/２7(土)・8/8(木)※17：00~19：00・８/24(土)・9/14(土)・9/15(日)
●１０：００～14:00(入退場自由)

～学校公開日～
～公開講演会～

●要予約

●在学生・卒業生懇談、模擬授業体験など

6/8(土)・10/7(月)～12(土) ●１０：００～17:00(土のみ 13：30)(入退場自由)
6/8(土)13：00～15：00「食品安全性の正しい知識&安全で美味しい高圧加工食品」

