
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019年度後学期 愛国学園短期大学 

公 開 講 座  ご案内 

イスを使った簡単な体操 
講師：野口恵子（健康トレーナー)   
普段運動をしない方・運動が苦手な方、 

大歓迎です！家でも簡単にできるストレッチ

などの体操をみんなで楽しく行います。 

★日程：11/12(火) 

10:30～11:30 

★受講料：1,000円 

★定員：15名 

★対象：50歳以上の男女 

親子で作る“パンダケーキ” 
講師：森崎繭香（お菓子・料理研究家）  

生クリームと市販のお菓子を使って、かわいいパ

ンダケーキを作ります。１組１台ずつお持ち帰りい

ただきます。(直径約 15ｃｍ) 

★日時：2020/3/14（土） 

     10:00～12:00 

★受講料：2,500円 

★定員：12組 24名 

★対象：親子(小学生以上) 

アンチエイジング美容オイル 
講師：久保田裕子(非常勤講師)  
お肌の乾燥の気になる季節。オーガニック植
物油に好きな香りを選んでエイジングケアの
助けになる保湿オイルを作りましょう。使う
たび、好きな香りが素敵な笑顔に導いてくれ
ます！ 
★日程：11/21(木) 

13:30～15:00 
★受講料：1,500円 
★定員：20名  
★対象：男性・女性 

型がなくても作れる 
“クリスマスロールケーキ” 

講師：森崎繭香（お菓子・料理研究家）  
スポンジケーキの焼き方、コツの必要なロールケ
ーキの巻き方まで実習形式でおこないます。 
一人１本お持ち帰りいただきます。 
(長さ約１４ｃｍ) 
★日時：12/7（土） 

10:00～12:00 
★受講料：2,500円 
★定員：18名 
★対象：男性･女性 

お味噌を作ってみよう 
講師：田中直義(共立女子短期大学名誉教授) 
 
国産の原料にこだわり、味にこだわったおいしい
お味噌を作ります。2㎏のお味噌をお持ち帰りい
ただきます。食べごろは来年の秋です。 

★日時：2020/2/1(土) 
     10：30～13:00 
★受講料：3,000円 
★定員：20名 
★対象：男性･女性･親子 
（子どもは小学生以上） 

華 道 (草月流) ※授業と同時開講  
講師：後藤芳子（草月流 理事）(非常勤講師)   
植物と向き合って自分を表現してみませんか？ 

初めての方は基本を、経験者の方はさらに上を目

指しましょう。喧噪の時の中、創造の世界を楽し

みませんか？  
★日程：9/27～1/17毎週金曜日 

     13:00～14:30 
★受講料：25,000円/15回 
(材料費込)  2,000円/1回 
★定員：若干名 ★対象：女性 

和洋折衷しめ縄 
講師：久保田裕子(非常勤講師)  
いよいよ 2020年を迎えます。良い年になり

ますように、世界に一つのしめ縄をデコレー

ションしましょう！ 

開運の願いを込めて！ 

★日程：12/5(木) 

13:30～15:00 

★受講料：2,500円 

★定員：20名 

★対象：男性・女性 

江藤春代の編物普及活動 
講師：北川ケイ(彩レース資料室代表)   
江藤春代は、明治期～昭和期まで活躍した 

編物講師です。彼女の逸話と明治期からの 

編物古書、古道具、再現作品で 

タイムスリップします。 

★日程：2020/1/18(土) 

10:40～12:10 

★受講料：無料 ★定員：若干名 

★対象：男性・女性 

無料 親子 

健康 美容 

生活 
生活 

芸術 
芸術 

NEW 

NEW 

NEW 



 

 

  

愛国学園短期大学 家政科 生活デザイン専攻／食物栄養専攻 

〒１３３－８５８５  東京都江戸川区西小岩５－７－１   ＵＲＬ：httpｓ://www.aikoku-jc.ac.jp 
ＴＥＬ：０３－５６６８－７２６０ FAX：03－5693－4566 
 
お申し込みは随時受付けております。※受付時間:平日(月～金)9:00～17:00 (土日･祝祭日はお休みさせて頂きます)。 
9/20 (金)までは、平日 9:00～16:00までの受付けとさせていただきます。 
●事前のお申し込みが必要となります。直接本学事務局窓口にお越し頂くか、お電話での受付けとなります。 

●受講料のお支払方法は、以下の方法よりお選びください。 
・直接本学にお越しいただき、窓口でお支払いください。 
・本学指定金融機関へお振込み(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。 

 お申し込み後 1週間以内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。 

●お申し込み人数が３名以下の場合は、講座を開講しない場合がございますのでご了承ください。 

●授業同時開講の講座対象は、女性のみとなります。 

英会話講座 講師：リチャード・オステン(非常勤講師)  
やさしい英会話中級とｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ中級は、同じﾃｷｽﾄを使用しますが、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ中級は教え方が難しくなって

おります。どちらかひとつお選びください。初級・中級を 3 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

をお支払いください。 

やさしい英会話 初級  
海外旅行、外国人との触れ合いや、2020 Tokyo 

Olympics等に役立つ楽しい英会話講座です。この

初心者クラスは「英語少しなら読めて、ある程度書

けるけど...話す自信はないし、何を言えばいいか解

らない！」という人にピッタリです！Olympics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：10/3～1/23 毎週木曜日(全 15回) 

14：00～15：00 

★受講料：15,000円/15回 ・ 1,100円/１回 

★定員：20名 ★対象：初めての男性・女性 

やさしい英会話 中級  
Reading, vocabulary, writing, speaking and 

listening、このすべてを練習する楽しい英会話講

座です。この中級クラスは「英会話には少し自信

があるけど、もっと練習したいし、もっと外国人の

ことや異文化などに接したい」という方向けのク

ラスです。Olympicsでたくさんの人と

communicationを取りましょう！ 

★日程：10/1～1/21 毎週火曜日(全 15回) 

11：00～12：00 

★受講料：15,000円/15回 ・ 1,100円/１回 

★定員：20名  ★対象：男性・女性 

ステップアップ 中級  
English is becoming more and more important. 
The number of foreigners coming to Japan is 
increasingly rapidly! Also, the Olympics are less 
than 2 years away! This class is for people 
who can read and write in English, but find 
natural communication difficult sometimes. In 
this class you can study all aspects of English 
conversation (speaking, reading, writing and 
listening) in a comfortable and fun 
environment! 
★日程：10/3～1/23 毎週木曜日(全 15回) 

12：30～13：30 
★受講料：15,000円/15回 ・ 1,100円/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 
focuses on all aspects of English 
communication, with a focus on speaking. This 
class is for people who can communicate in 
English but would like to speak more smoothly 
and politely and would like to generally take 
their English to the next level in a challenging 
and fun environment 
★日程：10/1～1/21 毎週火曜日(全 15回) 

14:40～15：40 
★受講料：16,500円/15回 ・ 1,200円/1 回 
★定員：10名  ★対象：男性・女性 

語学 


