
実力
講座

北翔大学エクステンションセンター

申込期限までに、電話・FAX・Eメールにてご予約ください。
【受付時間】平日 9：00～17：00（土日祝・年末年始休み）
【住所】〒069-8511 江別市文京台23番地
【電話】011-387-3939　　【Eメール】kouzacen@hokusho-u.ac.jp
【FAX】011-387-3746　  【大学ホームページ】http://www.hokusho-u.ac.jp

後期講座のご案内（2014年9月～2015年3月）

●詳細をご希望の方には郵送いたします。　　 　　　  ●都合により講座内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●講座は定員になり次第締め切らせていただきます。　●受講者が一定の人数に達しない場合は、講座を中止することがありますのでご了承ください。
●会場表記のないものはすべて北翔大学での開催です。●講座の詳細は大学ホームページでご覧になれます。

マークの講座は道民カレッジ連携講座です。

どなたでも受講できます。
お問合せはお気軽にどうぞ

教養
講座

●申込締切：10/3（金）

講　師 本学名誉教授水谷　一郎
10/15・22・29　11/5・12・
19・26　12/3・10・17
水曜日　全10回　10：40～12：10

日　時

定　員 20名
11,200円（テキスト代含む）受講料

講師：スポーツ教育学科准教授 花井篤子

生涯スポーツ学部

市民講座

火曜日　全７回　18：10～20：10

10/7・14・21・28
11/4・11・18

杉山　宗英

●申込締切：9/29（月）

講　師

日　時

定　員 20名
13,200円(テキスト含む、受験料別途)受講料

カラーコーディネーター
検定３級対策講座

元本学教授

木曜日　全6回　18：10～20：10

10/2・9・16・23・30
11/6

田口　智子

●申込締切：9/29（月）

講　師

日　時

定　員 20名
7,200円受講料

秘書検定２・３級
対策講座

本学教授 藤田　佳弘 藤田　佳弘北海道救急法研究会
MFAインストラクター

水～土曜日　18：10～21：10
（11/29は　9：30～16：30）

11/26・27・28・29

●申込締切：11/14（金）

講　師

日　時

定　員 50名
19,200円(教材費含む、受験料別途)

（受験料別途)
受講料

マイクロソフトオフィススペシャリスト
Word2010対策講座

イーエデュケーションズ講師

水～土曜日　18：10～21：10
（12/13は9：30～16：30）

12/10・11・12・13

●申込締切：11/28（金）

講　師

日　時

定　員 50名
19,200円(教材費含む、受験料別途)受講料

マイクロソフトオフィススペシャリスト
Excel2010対策講座

イーエデュケーションズ講師

月～金　全15回　9:00～17：10
2/3～2/25（2/6は休み）  

●申込締切：1/23（金）

講　師

日　時

定　員 30名
78,000円受講料

介護職員初任者
研修講座

サンシャイン総合学園講師

10/11(土） 9:00～17：30

●申込締切：10/1（水）

講　師

日　時

定　員 10名
14,400円受講料

メディック・ファーストエイド
チャイルドケアプラス・コース

北海道救急法研究会
MFAインストラクター

11/29（土）  

●申込締切：11/19（水）

講　師

日　時

定　員 10名
18,000円受講料

メディック・ファーストエイド
ベーシックプラス ・コース

月･木･金曜日　全6回　18：10～20：40
 9:00～17：30

12/6（土）   9:00～15：00

●ガイダンス：10/23（木）12：20～、10/27（月）18：10～●ガイダンス：10/14（火）･10/16（木）各12：20～ ●ガイダンス：10/14（火）･10/16（木）各12：20～

水～土曜日　18：10～21：10
（12/20は9：30～16：30）

12/17・18・19・20

●申込締切：12/5（金）

講　師

日　時

定　員 50名
19,200円(教材費含む、受験料別途)受講料

マイクロソフトオフィススペシャリスト
Power Point2010対策講座

イーエデュケーションズ講師

●ガイダンス：①12/17（水）②1/20（火）12：20～

11/6・10・14・20・27　12/1

●申込締切：10/27（月）

講　師

日　時

定　員 20名
44,400円(教材費含む、受験料別途)

(教材費含む)

受講料

調剤事務講座

日本医療事務協会講師

「アクアフィットネスで健康づくり」※講義のみ

定員30名
受講無料

講　　座　　1

講　　座　　2

全講座えべつ市民カレッジ連携講座です。

映画で学ぶ
英語表現

●申込締切：11/7（金）

講　師
本学非常勤講師
コンディショニングラボ代表

吉田　聡美
11/19（水）
14：00～16：00

日　時

定　員 30名
1,000円受講料

人間関係を高めよう　感じ方の
違いはどうして生じるんだろう!? 

●申込締切：9/29（月）

講　師 本学非常勤講師大井　敏恭
10/9・16・23・30
木曜日　全4回　10：00～12：00

日　時

定　員 15名
6,000円（材料費別途500円程度）受講料

①デッサンを楽しもう

●申込締切：10/27（月）

講　師美術家川上　りえ
11/6・13・20・27
木曜日　全4回　10：00～12：00

日　時

定　員 15名
6,000円（材料費別途500円程度）受講料

②アートを楽しむ技法

●申込締切：11/21（金）

講　師 本学教授 林　亨
12/4・11　　1/15・22
木曜日　全4回　10：00～12：00

日　時

定　員 15名
6,000円（材料費別途500円程度）受講料

③キャンバスに絵を描こう

ステップアップ美術教室（アートの心に触れる連続講座）

●申込締切：10/10（金）

講　師 ゲストスピーカー　自然卵のクレープ代表

濱田　友美氏

10/21（火）
13：10～14：40

日　時

定　員 30名
⑤⑥⑦3回で500円 ⑤⑥⑦3回で500円受講料

⑤私が自然卵を始めたきっかけ。そしてこれから。 

●申込締切：11/7（金）

講　師

講座コーディネーター

ゲストスピーカー　江別市民国際交流協会会長

　西　恵美子氏葛
11/18（火）
13：10～14：40

日　時

定　員 30名
受講料 ⑤⑥⑦3回で500円

講　師 ゲストスピーカー　元本学講師

C.B Simons（サイモンズ）氏
12/9（火）
13：10～14：40

日　時

定　員 30名
受講料

⑥国際交流はふだん着で

●申込締切：11/28（金）

⑦Let's travel to Hawaii!

人が集えば文殊の知恵袋講座

●申込締切：10/1（水）

講　師 本学教授松村　憲治他ゼミ生
10/11・18・25
土曜日　全３回　10：00～11：30

日　時

定　員 20名
500円受講料

小学1年生コース

●申込締切：10/22（水）

講　師 本学教授松村　憲治他ゼミ生
11/1・15・29
土曜日　全３回　10：00～11：30

日　時

定　員 20名
500円受講料

小学2年生コース

●申込締切：11/26（水）

講　師 本学教授松村　憲治他ゼミ生
12/6・13・20
土曜日　全３回　10：00～11：30

日　時

定　員 20名
500円受講料

小学3年生コース

●申込締切：11/26（水）

講　師 本学教授松村　憲治他ゼミ生
12/6・13・20
土曜日　全３回　10：00～11：30

日　時

定　員 20名
500円受講料

小学4年生コース

●申込締切：10/1（水）

講　師 本学教授松村　憲治他ゼミ生
10/11・18・25
土曜日　全３回　10：00～11：30

日　時

定　員 20名
500円受講料

小学5年生コース

●申込締切：10/22（水）

講　師 本学教授松村　憲治他ゼミ生
11/1・15・29
土曜日　全３回　10：00～11：30

日　時

定　員 20名
500円受講料

小学6年生コース

北翔大学おもしろ算数教室

●申込締切：9/26（金）

10/7・14・21・28
火曜日　全４回　13:30～15：30

日　時 11/4・11・18・25
火曜日　全４回　13:30～15：30

日　時 12/2・9・16　1/13
火曜日　全４回　13:30～15：30

日　時

定　員 8名 5,000円受講料

10月コース

●申込締切：10/24（金）

白ソックス･ベルト・袱紗持ち物

11月コース

●申込締切：11/21（金）

12月コース
1/20・27　　2/3・10
火曜日　全４回　13:30～15：30

日　時 2/17・24　3/3・10
火曜日　全４回　13:30～15：30

日　時

●申込締切：12/26（金）

1月コース

●申込締切：2/6（金）

2月コース

裏千家茶道教室

●申込締切：9/16（火）

講　師 本学非常勤講師村上　秀子 本学非常勤講師野末　章子
9/25・10/9・23　11/6・20
12/4・18（最終日発表会）
木曜日　全7回　13：00～15：00
（12/18は時間変更有り）

日　時

定　員 8名
10,500円受講料

木曜クラス

●申込締切：9/22（月）

講　師

10/3・17・31　11/14・28
12/12・18（最終日発表会）
金曜日（12/18は木曜日）全７回
10：00～12：00（12/18は時間変更有り）

日　時

定　員 8名
10,500円受講料

金曜クラス

おとなのためのピアノレッスン

●申込締切：9/26（金）

講　師 本学准教授 田　光子（チョン  クアンジャ）

10/8・15・22・29　11/5・
12・19・26　12/3・10
水曜日　全10回　10：40～12：10

日　時

定　員 20名
8,000円（テキスト代別途）受講料

会話で楽しむ
韓国語（中級1）

●申込締切：9/26（金）

講　師 本学准教授 田　光子（チョン  クアンジャ）

10/8・15・22・29　11/5・
12・19・26　12/3・10
水曜日　全10回　13：10～14：40

日　時

定　員 20名
8,000円（テキスト代別途）受講料

会話で楽しむ
韓国語（中級2）

●申込締切：10/1（水）

講　師 元本学教授 對馬　賢二

講　師 裏千家準教授 深井　宗久

10/11・18　11/1・8・15・
29　12/6
土曜日　全7回　10：00～12：00

日　時

定　員 10名
10,500円（材料費別途3,000円）受講料

はじめての陶芸
（電動ロクロ編）

●申込締切：10/1（水）

講　師 本学教授佐藤　至英
10/11（土）・11/8（土）
14：00～15：30

日　時

定　員 30名
1,000円受講料

セルフ･イメージを
変える

●申込締切：11/26（水）

講　師 本学教授 佐藤　至英
12/6（土）
14：00～15：30

日　時

定　員 30名
500円受講料

「聖書」に学ぶ
  生きるヒント

●申込締切：10/3（金）

講　師 本学教授 土屋　律子
10/15（水）・25（土）
10：00～12：30

日　時

定　員 10名
1,000円受講料

大豆と大豆の
加工品の良さを知る

●申込締切：9/24（水）

講　師 元本学教授伊藤　和幸
10/4・18　11/15　
12/6・13
土曜日　全5回　13：30～15：30

日　時

12/13（土）
10：00～11：00

11：00～12：00

日　時定　員 40名
1,000円受講料

こころとからだの
ストレスケア

●申込締切：10/7（火）

講　師 本学非常勤講師 延与　幸恵 本学非常勤講師 樺澤　京子
10/17・31　11/14・28
12/12
金曜日　全５回　12：30～18：00

日　時

定　員 11名
8,000円受講料

あこがれのイタリア歌曲・
日本歌曲に挑戦！

●申込締切：9/26（金）

講　師

10/7・14・21・28
火曜日　全４回　10：00～12：30

日　時

定　員 15名
  4,500円
（材料費別途3,000円程度）

受講料

草木染色講座

（個人レッスン）
～やさしい秋色を
自然の草木から～

～大学の先生と大学生のお兄さんお姉さんと算数を楽しもう！～

元本学教授 那賀島　彰一

●申込締切：12/8（月）

講　師

12/20(土)
13：00～16：00

日　時

定　員 20名
  1,500円受講料

木と友だちになろう
～プラタナスの木の皮で
“フクロウさん”を作ろう！～

皆さんは「アクアフィットネス」という言葉をご存知でしょうか？水
を活用した健康づくりは陸上運動にはない様々な利点があります。水
泳や水中運動は、赤ちゃんから後期高齢者までが楽しめる生涯スポー
ツなのです。
本講座では、水中運動がどうして体に良いのか、プールが苦手な方で
も気軽に始められるプログラムなどをご紹介します。身体活動量が低
下しがちな北海道の冬、今年はアクアフィットネスで健康づくりをし
てみませんか？

講師：健康福祉学科教授 谷川　松芳
「生涯学習の時代が到来」

「アクアフィットネスで健康づくり」※講義のみ

「生涯学習の時代が到来」

現代社会は、いつでも、どこでも、だれでもが学べる社会といわ
れております。趣味、健康、仲間づくり、ボランティア活動のた
めの学びから、学び直しや専門的分野の学術研究に取り組むこと
など、さまざまな学習要求が高まっております。今回は、生涯に
わたって学習する意義と目的、さらに、学歴社会から生涯学習社
会（学習歴社会）への移行と、社会人を対象とした入試制度や大
学の単位の取得方法や内容などについて学びます。

本学教授 田口　智子

●ガイダンス：10/14（火）･10/16（木）各12：20～

TM
R R

申込締切：12/3（水）


