
レモンケーキとオレンジアイスティー 

講師：森崎繭香(非常勤講師) 

表面はサクッと、中はふんわりとした食感を目指し、
レモンアイシングをかけて仕上げます。（6 個お持ち
帰りいただきます）おもてなしにぴったりなオレン
ジアイスティーの作り方もご紹介します。 
★日 時： 6月 13日(土) 

10：00～12：00 
★受講料： 2,000円 
★定 員： 18名 
★対 象： 女性(16歳以上) 

生活を彩るモノづくり・七宝焼き（基礎の基礎）編 

講師：本郷芳哉(非常勤講師) 

七宝焼きの基本的な技術を用いての作品を制作しま

す。生活を彩る一つのきっかけにしてみませんか。 

 
★日 時： 7月 1日（水） 
 13：00～15：00 
★受講料： 2,500 円 
★定 員： 15 名 
★対 象： 女性・男性 

 

夏に楽しむエスニック料理！ 

講師：中野都(教授) 

ナンプラーや香味野菜を使い、暑い夏に向けて、 
おいしくて手軽にできるアジア料理を作ります。 
メニュー:カオマンガイ、ゴーヤースープ、エスニックサ
ラダ 
★日 時： 6 月 27日(土) 

10：00:～12：00 
★受講料： 1,500 円  
★定 員： 16名  
★対 象： 女性・男性 

夏休み宿題おまかせ講座 
  
★日 程：8月 7日（金） 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 ★定員：各 20 名 

オーガニック素材で作る紫外線ケアパック 

講師：久保田裕子(非常勤講師) 

紫外線のお肌への影響が気になりますね。薬理効果が
伝えられているアロエと浄化力の高い伊勢産のクレイ  
（粘土）を使って美肌ケアパックを好きな香りで作りま
しょう。 
★日 時： 7月 9日(木) 

13:30～15:00 
★受講料： 1,500 円  
★定 員： 20 名  
★対 象： 女性 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年度 前学期 愛国学園短期大学 

公開講座 ご案内 
 

苔玉を作ろう 

講師：久保田裕子(非常勤講師) 

苔玉を作成し、楽しく育てましょう。土をブレンド
して泥団子を作るのも童心に戻れます。苔と植物を
飾って育てながら癒しのお時間をお過ごしくださ
い。 
★日 時： 5月 29日(金) 

13：30～15：00 
★受講料： 1,500 円 
★定 員： 20 名 
★対 象： 女性・男性 

 ※講座写真はイメージです。 
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 授業同時開講 

  

色はどうやって作るの？～絵本の色とテレビの色～  
講師：畑久美子(准教授)  
物の三原色は絵本やパッケージの色に、光の三原色は
ゲーム機やテレビ画面の色に使われていることを楽し
く学びます。 
 
★時間： ①9：30～11：00 ②11：15～12：45 
★対象： 小学校１年生～(4年生以下は大人の付添が必要) 

 

 

比べてみよう！あぶらの違い  
講師：三星沙織(准教授)  
給食の献立表では黄色のなかまの「あぶら」。今回は
色々な「あぶら」を見て・食べて比べてみましょう。 
カップケーキの実習付きです。 
★時間： ①9：30～11：00 ②11：15～12：45 

★対象： 小学校 1 年生～(4 年生以下は大人の付添が必要   
※小麦粉・卵・乳製品を使用します。 

その他食品のアレルギーをお持ちの方は事前にご確認ください。 
 

 

医療事務管理士（医科）講座 
講師：内藤麻紀(非常勤講師) 
★日 程： 5/15～8/14 毎週金曜日(全 14 回) 
     13:00～16:30 ※欠席不可 
★受講料： 37,500 円（テキスト代込み） 
★定 員： 若干名 ★対 象： 女性 

アスリートフードマイスター３級養成講座 
講師：神田聖子(准教授)・古谷彰子(非常勤講師) 
★日 時： 9 月 5 日(土)  9:00～17:00 
★試験日： 9 月 19 日(土) 10:00～11:45 
★受講料： 73,700 円 （修了試験代・テキスト代込み） 
★定 員： 若干名 ★対 象： 女性 
※ご興味のある方は 7月 4 日(土)13：00～14：00 の説明会(要予約) 

にお越しください 

 



英会話講座 講師：リチャード・オステン(非常勤講師) 

 
 

●講座のお申し込みは随時受付けております。  

※受付時間:平日(月～金)10:00～15:00    (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 1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。 

※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。  

※※今後、変更等のある場合はホームページに掲載致します。 
 

  

中 級 
Reading, vocabulary, writing, speaking and listening,
を練習する楽しい英会話講座です。 

この講座の目的は一般的な英語の理解度を level up するこ

とです。「英語には少し自信があるけど、練習する chance が

ないし、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。楽しく英語を学んでいきましょう！ 

★日 時: 6/16～8/25毎週火曜日 11:00～12:00 

★受講料: ①5/12～6/9           6,000 円（5回） 

 

 ②6/16～7/14          6,000 円（5回） 

 ③7/21～8/25    6,000 円（5回） 

 ②～③6/16～8/25    10,000 円（10回） 

★定 員：  20名  ★対象： 男性・女性 

※本学では、公開講座は地域貢献のために実施しております。英会話は、

初級・中級講座を続けて３年以上受講されている方はクラスを変えて

いただくか、お申し込みをご遠慮くださいますようお願い致します。 

※お申し込みいただいている講座のみに参加することができます。 

※講師の方から受講者様のレベルに合うクラスをご案内する場合があ

ります。 

※１クール期間内に価格の異なるクラスへの移動はできませんのでご

了承ください。 

上 級 
A class for intermediate to advanced learners who 
want to maintain or improve their level. This 
course focuses on all aspects of English learning. 
Each lesson takes a theme based on topic from 
current affairs. Topics last term included, history, 
movies, health and wellness and more. If you want 
to practice all aspects of English in a fun 
environment, then please join!   
★日  時: 6/16～8/25毎週火曜日 14:40～15:40 
★受講料: ①5/12～6/9  7,000 円（5回） 
 
 ②6/16～7/14  7,000 円（5回） 

 ③7/21～8/25   7,000 円（5回） 
 ②～③6/16～8/25  12,000 円（10回） 
★定 員：  20名  ★対象： 男性・女性 

初 級 
海外旅行、外国人との触れ合いや、英語をもう一度挑戦

してみたい方に役立つ楽しい英会話講座です。 

「英語は好きだし、少しわかるけど、話す自信がない」とい

う人にぴったりのクラスです。 

英語の必要性が増えている今、楽しい雰囲気で英語を 

let’s try together.  
★日  時: 6/11～8/27 毎週木曜日 13:00～14:00 
★受講料: ①5/7～6/4       6,000 円（5回） 
 
 ②6/11～7/9       6,000 円（5回） 
 ③7/16～8/27 6,000 円（5回） 
 ②～③6/11～8/27  10,000 円（10回） 
★定  員：  20名  ★対象： 初めての男性・女性 

English for Travel ＆ Hospitality English 
 
「旅先のレストランで smooth に注文したい」「道案内
を戸惑わずにしたい」「外国人と挨拶したり、ちょっと
した会話をしてみたい」という人のための講座です。 
①②では海外旅行で使える英語を、③では日本で外
国人と接する際のおもてなし英語を学びます。   

★日  時:6/11～8/27 毎週木曜日 9:20～10:20 
★受講料: ①5/7～6/4  6,000 円（ホテル、レストラン等 5 回） 
  

②6/11～7/9 6,000 円（交通機関、ショッピング 5 回） 

 ③7/16～8/27 6,000 円（おもてなし 5回） 
  ②～③6/11～8/27 10,000 円（10 回） 

★定 員： 20名  ★対象： 男性・女性  

語学 

出   身： 南イングランド 
趣   味： スポーツ！ 
 soccer と yoga が得意 
マイブーム： 世界遺産検定 

 ２級取得！１級に challenge 中 

〒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 

 

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 
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