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キャリカウンセラーのための
面接力実践トレーニング

全10回  木B麗 日

開講日 :5月 17日～

日寺間 :18:45～ 20:45

横浜学:港を外して語れない
横浜の歴史

全 8回   各火曜日

開講日 :5月 15日 ～

時間 :13:30～ 15:30

哲学初歩(25)

全6回   各木曜日

:5月 10日 ～

:14i00-16

イタリア都市紀行

全6回  
｀
 各金曜日

開講日 15月 11日～

時間 :10:45～ 12:15

韓国語中級①

全10回   各月8麗 日

開講日 :5月 14日～

B寺間 :10:40～12:40

サービスラーニング/アクティプラー
ニングを授業に

1回のみ  土躍日

開講日 :6月 16日

B寺間:10:00～ 15:00

英国文1じ史論

全8回   各木8在日

開講日 :5月 10日 ～

協同組合の世紀

各木曜日

5月 10日～錮
細
酢

全

開

時

沖縄を楽しもう
―歴史、文化、そして今

1回のみ  土B翌日

開請日 :5月 12日
:9i30-45:50

楽しく学ぼう中国語'初
級コース

全8回    各土曜日

開講日 :5月 12日～

0寺間 :13i30～ 14i

ア ドバンスコース

全16回  各±0在日

開講日 :6月 23日～

時間:15:45～17:45

『源氏物語』の世界

その十九

全6回   各火曜日

開講曰 :5月 15日 ～

時間 :10:30γ 12:00

シャーロック・ホームズ
魅力の世界

全5回   各土曜日

間講日 :5月 12日 ～

時間:14:00～16:00

楽しく学ぼう中国語
中級コース

全 8回    各月曜日

開講日 :5月 14日 ～

時間 :13i30～ 14i50

日本の文イヒ
美しき能の世界

全5回   各月0麗日

開講日 :5月 14日～

時間 :14:00～ 15i30

日常に活かそう

1回のみ  ±8翌日

日 :8月 4日

10:30～ 12:30

短歌倉」作の実際
【挽歌をうたう】

全6回   各本曜日

開講日 :5月 17日～

:13i30へ′15i00

やさしいキリス ト教
入門

全8回   各土曜日

開講日 :5月 12日～

15:00へ″16:30

古文書特講

全6回   各水1理日

開講日 :5月 16日 ～

:13:00へ′15:00

英語サロン風講座2

全6回    各土曜日

開講日 :5月 19日 ～

時間 :10:30～ 12:00

多様な子たちを含む
よりよい保育を考える

1回のみ  土B程日

開講日 :9月 8日

B寺 間:11:00～17100

声に出して

漢詩を読もう

全 5回   ±0程日

開講日 :5月 19日 ～

:10:00-11:30

憲法入門

全6回   各木0程日

開講日 :6月 14日～

手話入門講座

全5回    各土曜日

開講日 :6月 16日～

:13:30～ 15:30

三浦の古墳

全3回   各土曜日

開講日 :5月 12日 ～

時間 :13i30～ 15(

詩を読む・ 詩を書く

全 8回   各火曜日

開講日 :5月 15日 ～

B寺間 :13i30～ 15:00

lb臓病予防のための
健康講座

開講曰 15月 19日 ～

8寺間:13130～ 15:00

伝統工芸 鎌倉彫
(初級編)

5回    各土曜日

日 :5月 26日～

:13:00-15:00

鎌倉学

全6回   各月0譴 日

:5月 21日～

13:00～ 15:00

精選司馬違太郎

『街道をゆ<』

全5回   各土曜日

日 :6月 23日～

0寺 間 :1000～ 12:00

キリスト教倫理の視点
から視た「いのち」

1回のみ  土曜日

日 :5月 26日

ゃインス トラクター

賛成講習

全 2回    土 。日8在日

開講目:6/23,6/24
6/23 1 1 3iOO～ 16:00
6/24:10:OO～ 16:00

歴史に親 しむ金沢
その3

全5回   各±0程日

開講日 :5月 26日～

時間 :10:00～ 12∞

シェイクスピアの劇的新
世界を聴くく第11回〉

全 5回   各±3麗日

開講日 :5月 12日 ～

0寺間 :1000～ 12:00

◆本学の公開言肯座は全て受講料が発生いたし

ます。「開かれた大学」「地域に貢献する教

育機関」として本学の有する人材や施設を活

用し、近隣地域の皆様に比較的安価で有意義

な講座を企画・ 運営しております。

①ガイドブックを請求する

23曇果伝晶重電熙雷痣皇肇整を記入
④社会連携センターヘ送信 e郵送す

を郵便局で振り込む

ε彎霞覇雪饉露委君舅電雪宍ぎ曇若く

始 !
ａｋｕｉｎ．ａｃ，ｉｐ囲剛
螂

関東学院大学社会連携静 ター

0/AN開 講座は諸事襴 こよIJI告なく内容 ,日 程他を変更す
だな 解 傷 纂 。.大学および講師の都合や受講者が一定の人数に達しない時は講座を開講しれ 場`合があります。

●全講座先着順です。定員を超えた場合受講できない旨の:

●講座途中からの受講申込は可能ですが、受講料は正規の料金が必要となります。●各会場には受講生用の駐車場 1まありません。公共交通機関をご利用ください。

ださい。


