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中国学園大学大学院
■ 現代生活学研究科 人間栄養学専攻
■ 子ども学研究科 子ども学専攻

中国学園大学
■ 現代生活学部 人間栄養学科
■ 子ども学部 子ども学科
■ 国際教養学部 国際教養学科

中国短期大学
■ 総合生活学科
■ 保育学科
■ 情報ビジネス学科
■ 専攻科 介護福祉専攻

 ガクちゃん 　　イデーくん
（中国学園公式マスコットキャラクター）
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電話・FAX・ハガキまたはEメールで、
ご希望の講座名・郵便番号・住所・氏名・連絡先をご記入の上お申し込みください。

〒701-0197 岡山市北区庭瀬 83 番地
TEL 086-293-0934・086-293-2508（直通）
FAX 086-293-2935　 E-mail  k-kouza@cjc.ac.jp

中国学園大学・中国短期大学
エクステンションセンター 地域連携部門
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図書館 de プチ講座（気軽に来（らい）ぶらりー！）

講 師　情報ビジネス学科 講師　藤本 宏美
日 時　10/3㈬　15:10 ～16:10

「サッカーと地域貢献」

「“教育的に叱る”とは」講 師　中国学園大学・中国短期大学
　　 　副学長・エクステンションセンター 所長　住野 好久
日 時　6/29㈮　15:00～16:00

講　　師 人間栄養学科・子ども学科・国際教養学科の教員 他
開講日時 原則 第4水曜日（隔月開催）　16:30～18:00
教　　室 1号館1階  1101教室 他
受 講 料 無料 締切・定員 なし（当日ご参加ください）

大学公開セミナー（研究をもっと身近に！）
中国学園大学が開催している各種セミナーです。
＊詳しくは中国学園ホームページをご覧ください。

Ⅴ

Ⅵ

講　　師 中国学園の教員、学生
開 講 日 10/13㈯、10/14㈰
時間・教室 各科で異なります
受 講 料 無料
締切・定員 なし（当日ご参加ください）

場　　所 図書館
受 講 料 無料
締切・定員 なし（当日ご参加ください）

白鷺祭講座（大学で学ぼう！ 体験しよう！）
白鷺祭（大学祭）の中で講座や展示を開催します（各科にお問合せください）。
お問合せ ◆人間栄養学科　086-293-0247
 ◆子ども学科　086-293-2831
 ◆国際教養学科　086-293-0853

◆総合生活学科　086-293-0153
◆保 育  学  科　086-293-0753
◆情報ビジネス学科　086-293-1222

Ⅳ

児童英語教育講座（これからの児童英語を具体的に！）
小学校の先生及び英語教育に関わる方を対象として開催します。
＊詳しくは中国学園ホームページをご覧ください。

Ⅲ

講座については
スマホ・ケータイで
チェック！
http://www.cjc.ac.jp/about/lecture.html



土曜“楽”習講座全6回のうち、3回以上受講した方に表彰状を授与します。

※申込者が少数の場合は開講されない場合があります。ご了承ください。

専門講座（豊かな知識力・情報力・意志力を！）土曜“楽”習講座（“楽しい”と思える学びを体験！）
が く

Ⅰ Ⅱ
英語の歌やお話等を通して、英語を使って、外国の先生や大学生のお兄さん
お姉さん達とも一緒に楽しく活動します。英語に不安がある人でも、大丈夫
です。3日間を通して、たくさん英語を聞いて使って、英語や友達と親しくな
りましょう。困った時には、優しく大学生のお兄さんやお姉さんが助けてくれ
ます。基本的に3歳以上の幼児、小学校低学年と高学年に分けて活動を行
います。英語を聞く、話す、読む、書くという4つの活動が含まれています。
わくわくするゲーム等を一緒に楽しみましょう。一日だけの参加も可能です。

講　師 子ども学部 子ども学科 准教授　藤井 佐代子
開講日時 5/13㈰、7/1㈰、7/8㈰
 9:30～12:00
教　室 12号館5階  501教室、503教室、504教室
受講料  1,500円（1日500円）
締　切 5/7㈪ 定　員 40名

キッズイングリッシュ

日常的、社会的にも欠かせなくなったコンピュータ。本講座では
なかでも最も必要とされるスキルである「文書を作成すること」を
目標にWord2016とExcel2016の中級レベルの技能取得を目
指します。

講　師 情報処理センター　赤木 竜也
開講日時 9/5㈬～ 12/19㈬の毎週水曜日　全16回
 16:30～18:00
教　室 11号館3階  304教室
受講料 全16回で12,000円 + 教材費2,200円
締　切 8/23㈭ 定　員 20名

情報基礎 Word & Excel 中級講座
一眼レフムービーには、ビデオカメラとは違う独特の質感があります。このため、
最近では一眼レフカメラの特徴を活かした動画撮影を好む方が増加しています。
ただし、一眼レフで動画を撮影するときに注意しなければいけない点も多く、
少ししきいが高く感じる方もおられます。そこで、本講座では、一眼レフカメラ
を用いた動画の撮影テクニックについて、演習を通してスキルアップを目指しま
す。また、タイムラプスの撮影についても解説します。さらに、撮影した動画
の編集やタイムラプスの編集について、作品制作を通して実践的に学びます。

講　師 情報ビジネス学科 教授　福森 護
 情報ビジネス学科 非常勤講師　藤原 美佳
開講日時 8/25㈯、9/1㈯、9/15㈯、9/22㈯
 13:00～15:00
教　室 11号館2階  205教室 受講料 全4回で3,000円
締　切 8/21㈫ 定　員 20名

一眼レフムービーの撮影および編集講座

「いきいき百歳体操」は、高知市の理学療法士が運動機能の維持・向上、
仲間づくりを目的に開発したものです。現在は、全国1,500箇所以上の場
所で実施され、気軽にできる簡単で、継続し易い体操です。それだけでは
ありません。参加者の皆さんからは、「体操もおしゃべりも楽しみ！」「心
が若くなった！」「友人が増えた！」と評判です。地域のみなさん、中国学
園に月に一度は集まりませんか。　介護福祉士、理学療法士、言語聴覚士、
看護師、学生たちがお手伝いさせていただきます。
講　師 総合生活学科 教授　寺山 節子
開講日時 毎月第1水曜日（５月２日から開始）15:00～16:00　　　　
教　室 1号館1階  1101教室
受講料  1回300円
締　切 なし
定　員 20名～30名

やきものづくりの体験をしてみませんか？
やきものづくりは自分で造る楽しみと自分で造った作品を
使う楽しみを味わうことのできるものです。
今年は紐づくりによる花器の制作をします。初心者でも大
丈夫です。

＊粘土作業ができる服装、エプロンなど持参してください。
＊作業工程の中で各自1時間、休憩時間をとってください。
＊昼食を持参してください。

講　師 国際教養学部 国際教養学科 教授　小野山 和男
開講日時 5/19㈯　10:00～14:00（1時間休憩を含みます。）
教　室 4号館3階  4301教室
受講料 無料　但し粘土代＋焼成費1,500円が必要
締　切 5/11㈮
定　員 10名

みなさんはお茶と聞くと何を思い浮かべられますか？
緑茶、紅茶、烏龍茶など、人によって様々だと思います。
私たちの生活に身近な「茶」の文化や美味しい淹れ方につ
いて一緒に楽しく学んでみませんか。

＊お茶を淹れていただく場合があります。
　エプロンをご持参ください。

講　師 総合生活学科 講師　加賀田 江里
開講日時 6/16㈯　10:00～11:30
教　室 1号館3階  1310教室
受講料 無料
締　切 6/11㈪
定　員 15名

料理を作るのは楽しい！ 自分で作った料理は美味しい！！
料理をしてみたいけど一人では不安と思われる方。
簡単でしかも栄養バランスに優れた料理に挑戦してみませ
んか？
併せて、食品に関するミニ講座も開講します。

＊エプロン、三角巾、タオルをご持参ください。

講　師 現代生活学部 人間栄養学科 教授　福田 伸治
 　　　　　　　　　　　　  講師　田村 理惠
開講日時 7/7㈯　10:00～13:00
教　室 1号館1階  1102教室（調理実習室）
受講料 無料　但し教材費として1,000円が必要
締　切 6/29㈮
定　員 30名

「Adobe Illustrator」は、プロのデザイナーが利用してい
るソフトだと思っていませんか。フリー素材を利用すること
によって、誰でも簡単にデザインができます。 
講座では、ドロー系とペイント系の違い、ファイルの開き方、
オブジェクトのカラー設定方法、文字入力などについて、
遊びながらデザインするための基本を学び「夏」をテーマ
にした世界に１つしかないオリジナルうちわを作成します。
＊講座受講条件として、パソコンの基本的な操作（右クリッ
ク、ドラッグ操作、文字入力等）ができる人を希望します。

講　師 総合生活学科 准教授　藤田 悟
開講日時 8/25㈯　11:00～12:30
教　室 11号館3階  303教室
受講料 無料
締　切 8/7㈫
定　員 10名

料理を作るのは楽しい！ 自分で作った料理は美味しい！！
料理をしてみたいけど一人では不安と思われる方。
簡単でしかも栄養バランスに優れた料理に挑戦してみませ
んか？
併せて、食品に関するミニ講座も開講します。

＊エプロン、三角巾、タオルをご持参ください。

講　師 現代生活学部 人間栄養学科 教授　福田 伸治
 　　　　　　　　　　　　  講師　田村 理惠
開講日時 9/29㈯　10:00～13:00
教　室 1号館1階  1102教室（調理実習室）
受講料 無料　但し教材費として1,000円が必要
締　切 9/21㈮
定　員 30名

現代を生きていく中でストレスは避けられないものです。
我が国では、ストレスチェック義務化法が施行されており、
ストレス対策は、労働者としてはもちろん、生活者として
も向き合うべき課題といえます。私が、メンタルヘルスの
研究発表、資格取得をしてきた経験を活かし、ストレス対
策について情報提供ができればと思います。
ストレスと聞くとどうしてもネガティブな印象があります
が、もっとポジティブにストレスについて考えてみたいと思
います。

講　師 総合生活学科 講師　仁宮 崇
開講日時 11/17㈯　10:00～11:30
教　室 1号館1階  1101教室
受講料 無料
締　切 11/9㈮
定　員 50人

みんなで「いきいき百歳体操」 ～自分発！！ 健康づくり・仲間づくり～

「コールかやの木」は、現在約30名が参加し、アットホームな雰囲気
の中でいつも楽しく練習しています。心を合わせて奏でるハーモニー
はとても心地よく、歌う楽しさを実感できるはずです。また、発声は
健康にも役立ちます。どなたでも大歓迎。ぜひ、一緒に歌いましょう！

コーラス講座〈コールかやの木〉
和太鼓講座【白鷺】では二つのクラスに分かれてレッスンを行っています。
小学校高学年から大人の方を対象として、高度なリズムや難易度の高い楽
曲にも取り組んでいく“Ａクラス”。未就学児から小学校低学年までの子ど
もや、気軽に和太鼓を楽しみたい大人の方を対象として、簡単なリズムを
中心として楽しく取り組んでいく“Ｂクラス”。全身を使って打ち込む和太
鼓をぜひ一緒に演奏してみませんか？ 体験もお待ちしています。

講　師 子ども学部 子ども学科 非常勤講師　土師 範子
開講日時 月２回金曜日（祝日等で休みの場合は変則的になります）
 18:00～20:00
教　室 ７号館２階  視音教室
受講料 1 ヶ月1,500円
締　切 なし 定　員 各クラス10名程度

和太鼓講座〈白鷺 しらさぎ〉

ハンドベルの優しく清らかな音色をたくさんの方々に聴いて頂くため演奏
活動をしてくれる仲間を募集しています。音楽に対しては真剣に取り組んで
いきますが、楽しく笑い声の絶えない雰囲気です。ハンドベルを演奏した
ことがない方でも大丈夫です!! ただし、楽譜の読める方を希望します。（音
楽を勉強中の学生さんも大歓迎です）
今年は初心者コースも開講します。お気軽にまずは体験からご参加ください。

講　師 元本学非常勤講師　小川 詠子
開講日時 原則　第1・第3の水曜日もしくは土曜日
 （水曜日クラス）※初回5/30㈬　10:30～12:30
 （土曜日クラス）※初回5/12㈯　10:00～12:00
 (初心者クラス）※初回5/30㈬　13:00～15:00
教　室 8号館2階  音楽ホール 受講料 1 ヶ月3,000円
締　切 なし 定　員 各クラス11名

ハンドベル講座〈華音 かのん〉
川崎紫明音符ビッツは、大脳生理学の研究と実践により考案された
「0才から全年令対象のソルフェージュメソッド」。視覚と聴覚の統合
による音楽教材で、豊かな感性を育み磨く、画期的な学習法です。
第１回は１～２才、第２回は３～４才、第３回は５～６才を各30分
ずつ行います。音楽経験の有無は問いません。親子で一緒に体験
してください。

講　師 保育学科 教授　大山 佐知子
開講日時 9/15㈯　第1回 10:30～11:00
　　　　　　　　 第2回 11:10～11:40
　　　　　　　　 第3回 11:50～12:20
教　室 3号館1階  3101教室 受講料  各回500円
締　切 なし 定　員 各回２～３組

川崎紫明音符ビッツ体験講座

昨年度に引き続き、吹奏楽講座〈しらさぎシンフォニックバンド〉を
開講します。今年度はポップスの曲も取り入れて、より親しみやす
い講座にしたいと思います。みんなで吹奏楽を楽しみましょう！

講　師 情報ビジネス学科 教授　河田 健二
開講日時 原則　第2・第4土曜日
 13:00～16:00
教　室 8号館2階  音楽ホール
受講料 1 ヶ月1,500円
締　切 なし 定　員 30名

吹奏楽講座〈しらさぎシンフォニックバンド〉

講　師 元本学非常勤講師　小野 容子
 元本学非常勤講師　森田 美智子
開講日時 原則　第2土曜日、第4水曜日
 （第2土曜日）10:00～12:00
 （第4水曜日）13:00～15:00
教　室 8号館１階  8101教室
受講料  1 ヶ月1,500円
締　切 なし 定　員 なし

表 彰 式

陶芸に親しむ 面白い「茶」の世界

料理教室１（男の料理教室） 「アドビ・イラストレーター」お遊びデザイン講座

料理教室２（男の料理教室） ストレスの“見方”を変えて“味方”にする
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芸術 芸術
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（3歳～小学校6年生対象）
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