
その他の生涯学習講座 詳しくは裏面をご覧ください▶

12（木）9申込
締切

9申込
締切講師：吉田修作

ケント紙などを使ってスタンドライトを作ります。透過、
拡散、反射など光の様々な効果を楽しめる照明器具
を作ってみましょう。紙なので耐久性はありませんが、
光がともった時の感激は自作ならではの喜びです。折
ったり曲げたりして紙の意外な表現力を楽しみます。

受講料／2,500円
材料費含む10:00～16:30

ものづくり講座 定員
15名

講師：小川典子

受講料／4,000円
テキスト代1,100円

生涯学習講座

9:40～12:401回 全2回

パソコン基礎講座（Word・Excel）定員20名

Microsoft Office2010を使用し、文章の編集・基本
の関数を使った表編集・データの処理を学びます。
Word・Excelの簡単な操作ができ、ステップアップし
たい人向けの講座です。　
※マウス操作と文字入力ができる方　※使用OS：WindowsXP

ケント紙を使ったスタンドライトのデザイン体験
コード

C-3
文化講座

コード

L-1

18（水）

9月28日（土） 9月21日（土）・28日（土）

重 要 C-1・C-2講座のみ、お申し込みの際バスの乗車場所（大学・上社のいずれか）をご記入ください。携帯電話をお持ちの方は番号を必ずご記入ください。

※写真はイメージです

往復専用バスを
利用します。 受講料／6,500円 昼食代含む

日常の喧噪から離れ、森の自然に身体をゆだねる

～心と身体を癒す、森の力～
森林セラピー®体験講座

7:30～19:00

定員
30名

コード

C-1
1日 10月5日（土）

21（土）9申込
締切

10（木）10申込
締切

専用バスのご案内

上社駅 7：50出発

名古屋学芸大学

7：30出発
※校内駐車場ご利用可能

文化講座

往復専用バスを
利用します。 受講料／7,500円 昼食代含む

人と自然との関わりを学び、体感する
奥深い山間部にある東白川村では、人と自然が深く結びついた暮らしが営まれて
きました。家々には養蚕のための中二階が設けられ、山から引いた水の生簀には
鯉が泳ぎます。鯉は貴重なタンパク源で、客人のもてなしにも供されました。冬の
農閑期には農民美術を提唱した山本鼎のもとで指導を受けた村人が中心となり、
木彫人形作りに励みました。実際の家屋や作品を見ながら山村文化を学びます。

～小さな山村の生活文化を感じる～
地域の歴史と文化を学ぶ

7:40～18:00

定員
40名

1日 10月19日（土）

午後 神付・加舎尾集落散策

コード

C-2
文化講座

長野県木曽郡上松町にある
国有林で、赤沢美林ともいわ
れている。樹齢300年を超え
る木曽ヒノキの天然林があり、
1982年に林野庁から提唱さ
れた「森林浴」が赤沢自然休
養林で始まり、全国へ普及。
2006年に林野庁の森林セラ
ピー基地に指定された。

赤沢自然休養林

技術士（林業部門）、樹木医、森林インストラクタ
ー、きのこアドバイザー。現在、飛騨インタープリ
ターアカデミー運営委員、NPO法人ツリークライ
ミングジャパン副理事長、NPO法人メタセコイア
の森の仲間たち顧問など、多方面で活躍中。

岐阜県立
森林文化アカデミー 教授川尻 秀樹

長野県
赤沢自然休養林を訪ねて

岐阜県
東白川村を訪ねて

午前 民族資料館古いもの館見学山村文化の講義 昼食：山の幸バイキング

森林セラピーとは、医科学的に検証された森林浴効果を利用して、心身の健康維
持・増進や病気の予防を目指すものです。セラピーマネージャーによる講義のあと、
森林セラピストが同行して、森林の地形を利用したウォーキングや森林内でのレク
リエーションを楽しみます。木々の息吹や風のざわめき、小鳥のさえずりや落ち葉の
感触など、五感を研ぎ澄ませて森のパワーを感じましょう。ウォーキング指導も行う
ので初心者の方でも安心です。

昼食：セラピー弁当午前 セラピー講義 ウォーキング指導

上社駅 8：00出発

名古屋学芸大学

7：40出発
※校内駐車場ご利用可能

専用バスのご案内

※小雨決行・荒天の場合は変更になる場合もございます

ストレス度
チェック 午後 森林鉄道乗車（15分） 森林セラピー ストレス度

チェック

講師：正美智子

文化講座／生涯学習講座 受講対象者 すべての講座で校内の駐車場をご利用いただけます。

受講生募集
受付開始

名古屋学芸大学短期大学部
コミュニティ・カレッジ 88月19日（月）8月19日（月）問い合せ

申込方法 郵送・FAX・E-mail 詳しくは裏面へ▶

受付時間［月～金］9：00～17：00 ※FAX・E-mailでのお問い合せは24時間受付

2013年度後期  新たな可能性 新たな可能性、くすぐる好奇心くすぐる好奇心

0561-75 -1732 0561-75 -1752

 新たな可能性、くすぐる好奇心



交 通 案 内

名鉄バス
「藤が丘」発～「愛知学院大学前」行き／【愛知学院大学前】下車、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　徒歩5分
Nーバス

中央循環線【愛知学院西】下車、徒歩10分

くるりんばす
中コース（右回り）【名外大・名学芸大】下車すぐ
中央線【竹の山】下車すぐ

スクールバス 所要時間／各駅から約20分
地下鉄東山線「上社」発【上社駅北側：バスターミナル1番のりば】
地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線「赤池」発
　　　　　　　　　 【赤池駅1番出口北西側：専用バスのりば】

古戦場杁ケ池

浅間下

竹の山

本郷

極楽

岩崎

蟹甲

岩藤

山越

アピタ

愛知学院大学

名古屋外国語大学

〒
日進郵便局

口論義
運動公園

杁ケ池

猪高緑地

名古屋I.C.

牧野ケ池

N

東名高速道路

岩崎北

名鉄豊田線
日進赤池平針 米野木

上社I.C. グリーンロード

高針J.C.T.

地下鉄
鶴舞線

長久手町

名古屋市
名東区

地下鉄
東山線

名古屋学芸大学

上社

本郷

藤が丘

無料シャトルバス
リニモ東部丘陵線「長久手古戦場駅」発～「名古屋学芸大学」行き／
　　　　　　　　　　　　　　　　   【名古屋学芸大学】下車

名古屋学芸大学短期大学部 地域文化研究センター
〒470-0196 愛知県日進市岩崎町竹ノ山57

● 申込締切日は、講座ごとに異なります。
● ただし、申込初日の時点で定員を超えた講座については、抽選により受講者を決定させていただきます。
● 受講者数が一定の人数に満たない場合は開講いたしませんので、ご理解ください。
● 納入された受講料は、講座が中止になった場合を除き、お返しいたしません。予めご了承ください。

（大学・上社のいずれか）をご記入ください。携帯電話
をお持ちの方は番号を必ずご記入ください。

●受講の決定について、受付後5日以内にハガキまたはメール
でご連絡いたします。

●受講していただく方へは、「受講に関するご案内」（講座の詳
細、振込案内、振込用紙等）を郵送いたします。開講日１週間
前までに届かない場合は、センターまでご連絡ください。

受講案内必要事項

●案内が届きましたら、期日までに指定の銀行口座に受講料を
お振込みください。期日内にご入金が確認できなかった場合
は、キャンセルされたものとみなしますので、ご注意ください。

受講料の振込み

●受講をキャンセルされる場合は、早急にセンターまでご連絡
ください。

受講のキャンセル

郵便はがき・FAX・E-mailに以下の事項をご記入のうえ、お申し込みください。

※FAX・E-mailでのお問い合せは24時間受付

① 氏名（ふりがな）　② 郵便番号・住所
③ 電話番号・携帯電話番号・
FAX番号・E-mailアドレス

④ 希望講座のコード・講座名
⑤ 大学までの交通手段

電話でのお問い合せは、月～金の9：00～17：00に限らせていただきます。申
し
込
み・
問
い
合
せ
先

申
込
方
法

▲

学部・学科・研究科の紹介 地域文化研究センター
名古屋学芸大学の紹介 短期大学部

▼ C-1・C-2にお申し込みの方のみご記入ください

※緊急時の連絡のため必ずご記入ください。

スクールバス（赤池・上社）・公共交通機関・車・
その他（具体的な手段）のいずれかを明記

⑥ 生年月日（旅行保険加入のため）
⑦ バスの乗車場所

※1：3ヶ月以上の「Word」実務経験を有すること。学内での受験を希望される場合、10/19(土)にMOS試験（Word2010スペシャリスト)を行います。受講料にはMOS試験料は含まれません。
※2：3ヶ月以上の「Excel」実務経験を有すること。学内での受験を希望される場合、12/21(土)にMOS試験（Excel2010スペシャリスト)を行います。受講料にはMOS試験料は含まれません。

講座名コード 講座日程／時　間 受講料 申込締切

資格支援講座 現代総合学科の特別講座を、
地域の皆様に開放します。

受講対象者 18歳以上 学生と一緒に受講していただきます。
※学内の駐車場をご利用いただけます。 8月19日（月）受付開始

日本語ワープロ検定試験講座 9月24日～12月3日 毎週火曜日全11回 17:15～18:45 テキスト代 600円～800円11,000円

全3日

※1MOS検定試験Office2010（Word）講座 9:40～15:20※9月28日（土）のみ
  9：40～17：05全3日 テキスト代 1,890円12,000円9月28日（土）／10月5日（土）・12日（土）

全12回 17:15～18:45 テキスト代 2,625円12,000円秘書技能検定試験（2級）講座 9月25日～11月6日 毎週水曜日

10月10日～11月7日 毎週木曜日

（木）
9 12

（木）
9 12

（月）
9 30

（木）
9 12

※2MOS検定試験Office2010（Excel）講座 11月30日（土）／12月7日（土）・14日（土） 9:40～15:20※11月30日（土）のみ
  9：40～17：05 テキスト代 1,890円12,000円

受講料／16,000円 テキストなし

受講料／16,000円 テキストなし

受講料／6,000円 資料代含む

受講料／6,000円 辞書代2,079円

受講料／4,000円 テキスト代1,100円講師：小川典子

※マウス操作と文字入力ができる方 ※使用OS：WindowsXP

Microsoft Office2010を使用し、文章の編集・基本の関数を使った表編集・データの処理を
学びます。Word・Excelの簡単な操作ができ、ステップアップしたい人向けの講座です。

（木）申込締切 9 12

（月）申込締切 9 30

（月）申込締切 9 30

9:40～12:40

パソコン基礎講座(Word･Excel) 定員
20名

9月21日（土）・9月28日（土）全2回

コード
L-1

講師：黒川秀雄

尾張の古記録を読んで、古文書の読解に慣れるとともに、尾張藩の成立、清須から名古屋へ
の遷都、名古屋城の築城の状況、及び名古屋の町の成立とその発展の歴史を探ります。開
府四百年を越え、次の段階へと発展しようとしている名古屋をその起源に遡って考えます。

受講料／6,000円 資料代含む （月）申込締切 9 30講師：吉川　将

名古屋には１７～１８世紀の幕府関連記事を集めた『朝林』という書物が残っています。その
中の生類憐令に関係する記事を読みながら、この法令が社会にどのような影響を与えたのか
を学びます。

講師：鵜飼尚代

古文書に初めて触れる方を対象とした講座です。自分でくずし字が読めるよう、字書を引くこ
とから練習します。慣れてきたら、日本流の漢文で書かれた江戸幕府関連記事も読んでみま
しょう。

9:40～11:10

古文書入門－近世社会へ出発－ 定員
15名

全5回

コード
L-2

10月12日（土）／11月30日（土）／12月21日（土）
1月11日（土）／2月15日（土）

9:40～11:10

古文書初級－いざ、江戸城へ－ 定員
15名

全5回

コード
L-3

10月12日（土）／11月30日（土）／12月21日（土）
1月11日（土）／2月15日（土）

9:40～11:10

古文書読解－尾張藩の起源－ 定員
15名

全5回

コード
L-4

10月12日（土）／11月30日（土）／12月21日（土）
1月11日（土）／2月15日（土）

（木）申込締切 9 12

17:30～19:00

初級英会話Ａ(火曜日クラス） 定員
16名

講師：鈴木　薫

リスニングとスピーキングを中心に日常会話や観光英語を学習します。ナチュラルスピードの英語教材を用いて発
音・リズム・イントネーション等を学習し、ネイティブスピーカーの音声特徴とともに英語表現を習得します。

コード
L-5

9月24日／10月1日、8日、22日、29日
11月5日、12日、26日／12月3日、10日／1月14日、28日全12回 毎週火曜日

大人のための

（木）申込締切 9 12

17:30～19:00

初級英会話Ｂ(金曜日クラス） 定員
16名

講師：鈴木　薫

リスニングとスピーキングを中心に日常会話や観光英語を学習します。ナチュラルスピードの英語教材を用いて発
音・リズム・イントネーション等を学習し、ネイティブスピーカーの音声特徴とともに英語表現を習得します。

コード
L-6

9月27日／10月4日、11日、18日
11月1日、8日、15日、22日、29日／12月6日、13日、20日全12回 毎週金曜日

大人のための

受講料／16,000円 テキストなし （木）申込締切 9 12

9:40～11:10
オーラルコミュニケーションⅠ 定員

16名

講師：Ｍ．ファルク

ネイティブスピーカーによる授業で、日常生活や旅行における英語表現を楽しく学んでいきます。原則として英語の
みの授業ですので、リスニング力のアップをめざす受講者を募集します。ぜひこの機会に英会話力の向上をめ
ざしましょう。

コード
L-7
全12回 9月21、28日／10月5日、12日、19日11月9日、16日、30日／12月7日、14日、21日／1月11日 毎週土曜日

大人のための

受講料／16,000円 テキストなし （木）申込締切 9 12

11:25～12:55
オーラルコミュニケーションⅡ 定員

16名

講師：Ｍ．ファルク

ネイティブスピーカーによる授業で、日常生活や旅行における英語表現を楽しく学んでいきます。原則として英語の
みの授業ですので、スピーキング力のアップをめざす受講者を募集します。ぜひこの機会に英会話力の向上を
めざしましょう。

コード
L-8
全12回 9月21、28日／10月5日、12日、19日11月9日、16日、30日／12月7日、14日、21日／1月11日 毎週土曜日

大人のための

※講座中に２回、名古屋外国語大学の
留学生を交えた授業を行います。

※講座中に２回、名古屋外国語大学の
留学生を交えた授業を行います。

※講座中に２回、名古屋外国語大学の
留学生を交えた授業を行います。

※講座中に２回、名古屋外国語大学の
留学生を交えた授業を行います。

生涯学習講座
8月19日（月）受付開始

受講対象者 18歳以上
※学内の駐車場をご利用いただけます。


