
  

※テキストは「カナダＫＯＲEAN　Ｆor　Ｊapanese」中級1の15課から始めます。 

対象：これまでに【中級1】を学んだ方や簡単な文章を作れる方

※テキストは「できる韓国語中級１」の18課から始めます。 

対象：これまでに【中級2】を学んだ方や文章が作れたり、簡単な会話が可能な方

●持ち物/弾いてみたい曲の楽譜、初心者の方は選曲の相談を伺います。

会話で楽しむ韓国語【中級２】 

おとなのためのピアノレッスン

●5/12・19・26　　6/2・9・16・23・30　　7/7・14・28　　8/4　　10：40～12：10　（月曜日　全12回）　

　中学2年生の英語教科書を何度も何度も繰り返し音読し、読みつくします。文法にとらわれず、中
学２年生の英語が身に付くように、声を出すことに慣れましょう。英語を読むことに対する恐怖を
なくします。

　韓国語を使って、どんな文章や言葉を話してみたいと思っていますか。そんな思いを文にして、
コミュニケーションしてみましょう。会話文を中心に、文法も楽しく学んでいきます。

●5/7・14・28　　6/4・11・18・25　　7/2・9・16　　13：10～14：40　　（水曜日　全10回）　●　定員20名

　クラッシック、ポピュラーなどいろいろなジャンルの曲を受講者のレベルに応じて、わかりやす
く楽しくピアノが弾けるように指導します。選曲の相談も受けます。ピアノを通して新しい自分を
発見し、より元気に明るく幸せの輪を広げてみませんか？

映画で学ぶ英語表現

●5/14・21・28　　6/4・11・18・25　　7/2・9・16　　10：40～12：10　　（水曜日　全10回）　●定員20名

　映画「恋愛小説家」のDVDを見ながら、身近な英語表現を学びましょう。映画のセリフを音読し
ながら、英語表現を覚えてゆきます。レベルは初級程度です。映画の世界を楽しむことができたら
いいですね。

会話で楽しむ韓国語【中級１】 

　会話しながら楽しく文法を覚えていきましょう。発話する機会をできるだけたくさん持ち、ゆっ
くり学んでいきます。

●5/7・14・28　　6/4・11・18・25　　7/2・9・16　　10：40～12：10　　（水曜日　全10回）　●定員20名

中二英語を読みつくそう（前期）

●受講料 各 9，000円    ●定員 各 ８名 

【木曜クラス】  5/8・22  6/5・19  7/3・17   13：00～15：00 （木曜日 全6回） 

  ●講師：本学非常勤講師 村上 秀子   

                      

【金曜クラス】  5/9・23   6/6・20  7/4・18   10：00～12：00 （金曜日 全6回） 

  ●講師：本学非常勤講師 野末 章子               
 
 

 

●講師：本学名誉教授 水谷 一郎  ●受講料 10，000円 

●受講料 8，000円 

   

●講師：本学准教授 田 光子 ●受講料 8，000円 

   
 

 
チョン クァンジャ 

チョン クァンジャ 

 

 

●講師：本学准教授 田 光子 

 （テキスト代別途） 

 （テキスト代別途） 

 （教材代含む） 

道民カレッジ 

道民カレッジ 

道民カレッジ 

道民カレッジ 

 （教材代含む） 

道民カレッジ 

●講師：本学名誉教授 水谷 一郎  
●受講料 1，000円 

 ●定員20名 

※全講座、えべつ市民カレッジの連携講座になっております。 

定員になりました 

定員になりました 
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●5/13・20・27　　6/3・10・17・24　　7/1・8　　10：00～12：00　　（火曜日　全9回）     　　　

●持ち物　　初日にリメイクしたい衣服を持参してください。裁縫用具、筆記用具

●10：00～12：00　（木曜日　各 全4回）   ●定員　　各　15名 

　講座①「キャンバスに絵を描こう」　●5/22・29　6/5・12　　●講師：本学教授　林　　　亨

　講座②「アートを楽しむ技法」　●6/19・26　7/3・10　　●講師：本学非常勤講師　大井　敏恭

　講座③「デッサンを楽しもう」　●7/17・24・31　8/7　　●講師：美術家　川上　りえ

●5/20・27　　6/3・10　　10：00～12：30　　（火曜日　全４回）           ●定員　15名 

●持ち物　エプロン、タオル、ゴム手袋、筆記用具、ビニール袋、糸（木綿糸20番手が良い）、針、ハサミ 

●5/16・30　6/13・27　　7/11　　12：30～18：00　　（金曜日　全５回）       ●定員　11 名

●持ち物　歌ってみたい曲の楽譜（２、３曲）、未定の方はレベルに応じて講師が曲を用意します。オペラのアリアも可。

　着られなくなった洋服を元気にして、洋服と一緒に自分も若返りましょう。というコンセプトの
もと、すべてを「ほどく」のではなく、一部分をほどいて今の自分の体に合うように、小さくした
り大きくしたり、また、デザインを変えたりなど、新しい洋服に生まれ変われるように一緒に考え
ます。ご自分の気にいっている洋服をお持ちください。手直しする箇所にもよりますが、9回で２着
から３着程度出来上がるかもしれません。※ミシンをかけたことがあれば、洋裁の経験がなくても
大丈夫です。

　春と秋に行っている草木染講座です。フレッシュな野の草などを使って、染色を楽しみます。基
本的な染めの他に伝統的な染めの方法なども学びます。身近なものからも楽しく染めの面白さを学
んでみましょう。教材の他に自分が染めてみたいものもご持参いただけます。（500ｇまで）

あこがれの日本歌曲、イタリア歌曲に挑戦！(個人レッスン)

　「赤とんぼ」や「かやの木山」といったなつかしの日本歌曲や「カロミオベン｣や「オンブラ・マ
イ・フ」などのTVやCMなどでよく聴くイタリア歌曲を歌いませんか。（レッスン時間は30分程
度）初心者の方には声の出し方、楽譜の読み方から指導します。気持ちよく声を出して心身ともに
元気になりましょう。

ステップアップ美術教室　（アートの心に触れる連続講座）

　身近なものをモチーフに、キャンバスに油彩もしくはアクリル絵の具で作品を一枚しっかり仕上げます。
初めての方、描き込みが苦手な方、深い色彩表現をしたい方など、皆さんのいろいろなお悩みにお応えしま
す。

　「 ひと 、人間」をモチーフにアートの心を楽しく学びます。
素材も自由に、描写だけに捕われない自分らしい表現も探してみましょう。
　

静物をモチーフにした鉛筆デッサンを２回実施。引き続き、石膏像にモチーフした鉛筆デッサンを２回実
施。　パネルへの水貼りの方法から鉛筆の使い方、描画方法まで、参考になるテクニックを指導します。鉛
筆デッサンの面白さを指導します。

　初心者から経験者まで丁寧に指導助言します。3つの講座を連続して受講することをお勧めしますが、いず
れかを選択しての受講も出来ます。楽しい雰囲気をつくって、充実した時間を過ごしましょう。

草木染色講座

リメイクファッションで楽しく装う

  

●講師：本学非常勤講師 樺澤 京子 
●受講料 4，500円 （材料費別途2,800円程度） 

 

●講師：本学非常勤講師 延与 幸恵 
●受講料 8，000円 

 

 

●講師：本学名誉教授  高岡 朋子 

●受講料 1，500円    ●定員 10名   

 

 

 

 

 

 

道民カレッジ 

道民カレッジ 

道民カレッジ 

道民カレッジ 

●受講料 各 6，000円  

  （材料費実費別途 各500円程度）   

定員になりました 
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●持ち物/エプロン　　　※汚れてもいい服装でご参加ください。 

●5/10　　6/7　　7/12　　14：00～15：30　　（土曜日　全３回）        　●定員　30名 

●5月24日（土）　14：00～15：30  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●定員　30名

①「夏の野幌森林公園を歩こう」　　●6月24日（火）　　13：10～14：40　　　●定員：30名 

　ゲストスピーカー　　野幌森林公園自然ふれあい交流館　普及啓発員　扇谷　真知子　氏

②本能を刺激する商品開発　　●7月15日（火）　　13：10～14：40　　　●定員：30名 

　ゲストスピーカー　　株式会社　ベイクド・アルル　代表取締役社長　脇田　秀一　氏

③江別カルタで語る江別の歴史　　　●8月3日（日）　12：30～14：00　　　●定員：30名 

　コーディネーター　　江別市創造舎代表　田口　智子　　 

④「秋の野幌森林公園を歩こう」　　●9月9日（火）　　13：10～14：40（交流館集合13：00）　　　　●定員：30名   

　ゲストスピーカー　　野幌森林公園自然ふれあい交流館　普及啓発員　扇谷　真知子　氏

はじめての陶芸【電動ロクロ編】 

セルフ・イメージを変える

●5/17・24・31　　6/7・21   7/5・12　　10：00～12：00　　（土曜日　全７回）　　　●定員　10名　

　「思考は現実化する」あるいは「あなたが思うとおりの人生を歩む」ということばを聞いたこと
はあるでしょうか？性格を変えることはできるのでしょうか？どのような毎日をすごすかは、日頃
何を思うかによって左右されます。そして、何よりも重要なのは、自分をどう思っているか、すな
わちセルフ・イメージが大きな影響を及ぼします。本講座では、セルフ・イメージを変える方法、
なぜ変えることがことができないのか、イメージ力を高める方法とは何かについて、具体的かつ実
際的に学びます。

　電動ロクロに触れてみませんか？手まわしロクロを経験した方なら、一度はやってみたいと思っ
た事はありませんか？初心者の方から経験者まで、丁寧に指導します。成型・削り・色づけなど、
楽しんでいただければと思います。

　よりよい人生を求めて毎日を過ごしていきたいと願いながらも、人間関係に悩み、ストレスを
かかえてしまうのはなぜなのでしょうか？どうすればもっとハッピーに生きることができるので
しょうか？本講座では、世界のベストセラーである「聖書」から、人生のこれらの疑問に具体的か
つ実際的な答えを見つけます。実りある豊かな人生とは何か、本当の豊かさとは何かについても、
いっしょに考えていきたいと思います。

「聖書」 に学ぶ生きるヒント

　人が集えば文殊の知恵袋講座

　江別在住もしくは江別に造詣の深い方々をゲストスピーカーにお招きし、「江別の歴史」をテーマに掲げ、
現在の江別に通ずる貴重なご講話で綴られる講座となっています。どうぞご参加ください。

●講座コーディネーター   本学教授 田口 智子  

●受講料 : ①②④、３回で500円  ③のみ大学祭のため、無料 

 

   

   

 春の花は背丈が低く、足元で可憐に咲く愛らしい姿が印象的ですが、木々の葉が茂り、森の中に射す光が少な

くなる夏の草花は、少しでも光を得ようと背丈が高く、また人目を引く花が多いように感じます。 

これから夏本番を迎える野幌森林公園を歩きつつ、夏に見られる動植物を観察しながら楽しく歩きましょう。 

●講師：元本学教授 對馬 賢二    
●受講料 10，500円 （材料費3,000円別途） 

 

●講師：本学教授 佐藤 至英       ●受講料 500円 

●講師：本学教授 佐藤 至英       ●受講料 1，000円 

 “江別カルタ”を題材に、江別の文化・歴史について講話を行います。その後、カルタ大会を予定しています。

江別の歴史を楽しく学びましょう！  

 なお、当日は大学祭にあたります。大学祭を味わいながら、江別カルタ大会で盛り上がりましょう。 

  

 夏が終わり、暑さが少し和らいでくる秋は散策しやすい季節です。実りの秋でもあるこの季節、植物たちが実ら

せた木の実や草の実などを観察しつつ、植物の生き残りをかけたたくましくも思える戦略について考えながら散策

しませんか。まだまだお花も楽しめますので、秋の花でにぎわう森を歩きながら野幌森林公園を満喫しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

道民カレッジ 

道民カレッジ 

道民カレッジ 

道民カレッジ 

 スイ―ツメーカーとして一番大切な商品開発について、コンセプトの大切さと商品開発法を具体的な事例で説

明します。形、味、パッケージデザイン等にどのようにコンセプトを反映させるのかという内容のお話しをさせ
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●9月11日（木）　14：00～16：00     ●定員　30名 　●受講料　1,000円

●8月7日（木）　13：00～16：00　　　　●定員　20名

●持ち物/はさみ、筆記用具 

●8月9日（土）　13：00～16：00　　　　●定員　20名

対象：小学１年生～中学３年生（親子で参加可）

●持ち物/筆記用具 

●定員になり次第、締め切ります。

●Eメールでお申し込みの方はお申込みの際、返信メールが届くように設定してください。

●いったん納入した受講料は、講座開講中止の場合の他は、払い戻しいたしません。  

●受講者が一定の人数に達しない場合には、開講を延期または、中止することがあります。 

●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。

●教室内で、講座目的以外の物品販売や金品の授受をすることは固くお断りいたします。

裏千家茶道教室

　日本文化を学びます。美しい立居振舞、四季折々の茶会、そのための初歩の修練、「道、学、実」を学びま
す。道具の扱い方、基本の割稽古、腰掛式の立礼点前も用意しています。許状申請の取次もできます。

 生活に役立つ心理学
～心の動きを知り豊かに暮らす～

　みなさんは夏休みの自由研究が決まりましたか？今回は外国（モロッコ、ボリビア）から手に入れた化石を
含む岩石から“三葉虫の化石”をとりだします。なかなか体験できない内容です。

万華鏡で美しい石の世界をのぞこう
　　～ビー玉でリサイクル万華鏡を作ろう！～

世界の化石と友だちになろう
　　～丸石から三葉虫の化石をとりだそう！ ～

　みなさんは、ビー玉万華鏡を作ったことがありますか？フィルムケースやお菓子の容器を使って、万華鏡づ
くりを工夫してみましょう。うすくした石をのぞいてみると、不思議なもようが見えます。夏休みの自由研究
として親子で楽しめる内容です。

対象：小学１年生～中学３年生（親子で参加大歓迎）

●講師：元本学教授 那賀島 彰一 
●受講料 1，500円 

  （材料費・傷害保険料含む） 

 
 

なかじま 

 

●講師：元本学教授 那賀島 彰一 
●受講料 2，000円 

  （材料費・傷害保険料含む） 

 
 

なかじま 

 

 

 

 この講座では、自分自身の交流のタイプを心理テストで確認し自己理解を深めながら、社会で起こっ

ている現象を心理的視点から紐解きます。より豊かに幸せに生活するためにはどうしたら良いのか、日

常生活を豊かにする方法を一緒に考えていきます。 

●講師：本学非常勤講師 

    ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ・ﾗﾎﾞ代表 吉田 聡美 

道民カレッジ 

会場表記のないものは 

すべて北翔大学での開催です。 

●講師：裏千家準教授 深井 宗久      ●受講料 各 5，000円 

●各コース  火曜日  全４回  

  13：30～15：30 

●持ち物/白ソックス、ベルト、帛紗、  

   茶席用扇子など 

●定員 8名 

申

込

期

限 

●【5月コース】 4/22,  5/13・20・27     

●【6月コース】 6/3・10・17・24     

●【7月コース】 7/1・8・15・22     

●【8月コース】 7/29, 8/5・19・26   

●【9月コース】 9/2・9・16・30     

   

ふくさ 

道民カレッジ 

申込期限 4/16(水) 

申込期限 5/23(金) 

申込期限 6/20(金) 

申込期限 7/18(金) 

申込期限 8/22(金) 
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