２０１９年 ＮＩＴオープンカレッジ講座一覧

英会話教室
講座名

開講曜日

開講時間

講師

英会話 初級

月曜

9：00～10：40

Cathal Patrick Kerr

英会話 初中級１

月曜

13：20～15：00

Cathal Patrick Kerr

英会話 初中級２

金曜

9：00～10：40

Cathal Patrick Kerr

英会話 中級

金曜

13：20～15：00

Cathal Patrick Kerr

英会話 上級

金曜

10：50～12：30

Cathal Patrick Kerr

＊いずれの講座も、上記開講時間（１回あたり 100 分）のうち、授業は 90 分です。

歴史考教室
「ヨーロッパ歴史探訪

～ハプスブルクとその時代～」

講座名

開講曜日

開講時間

講師

歴史探訪

火曜

13：30～15：00

友添 成実
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開講日一覧と講座概要
英会話教室：Cathal

Patrick Kerr

講師

◎英会話初級、英会話初中級１の開講日（月曜日）

第2期
日程
第3期
日程

9月
9, 30
1月
6, 20, 27

10 月
7, 21, 28

11 月
11, 18, 25

12 月
2，9
3月
2, 9, 16, 23

2月
3, 10, 17

○講座の目的
英会話初級
英会話を楽しむこと、基本の語彙を豊富に身につけることが講座の目的です。外国旅行でも心配のない
レベルの英会話を目指してください。
英会話初中級１
英会話を楽しむこと、基本の語彙を豊富に身につけ、中級レベルの英会話を目指します。
◎英会話初中級２、英会話中級、英会話上級の開講日（金曜日）

第2期
日程
第3期
日程

9月
13，20，27
1月
10，17，24

10 月
11，18，25
2月
7，14，21，28

11 月
8，15，22，29
3月
6，13，27

○講座の目的
英会話初中級２
英会話を楽しむこと、基本の語彙を豊富に身につけ、中級レベルの英会話を目指します。
英会話中級
英会話を楽しむことがこの講座の目的です。あなたのレベルは外国旅行でも心配ないはずですが、さら
に高いレベルの英会話を目指してください。
英会話上級
This course, based on discussion and vocabulary development, encourages students to communicate with greater
freedom and accuracy.
【講師プロフィール】
Cathal Patrick Kerr （カホール・パトリック・ケア）講師
・アイルランド出身、サセックス大学卒、元日本工業大学共通系非常勤講師
・トルコ、ギリシャ、シェイン英語学校（船橋市）で英語教育にあたる。
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歴史考教室
「ヨーロッパ歴史探訪
講師： 友添

成実

～ハプスブルクとその時代～」

（安瞳

◎近世歴史考教室の開講日（火曜日

麗）

全８回）

１０月 ： １５日、２９日
１１月 ： １２日、１９日
１２月 ：

３日、１０日

１月 ： １４日、２１日
○講座の目的
本講座は中世から２０世紀初頭にかけて、中部ヨーロッパで強大な勢力を誇り、多数の大国の大公・国
王・皇帝の家系となったヨーロッパ随一の名門王家ハプスブルク家とその時代について、歴史的経過を
追いながら、初めての方にもわかりやすく解説していきます。またハプスブルク家にまつわる、多岐に
わたる話題や、当時のファッション等の考察も受講者と共に楽しく講義を行います。
折しも本年１０月より国立西洋美術館にて「ハプスブルク展 ６００年にわたる帝国コレクションの歴
史」が開催される予定で、非常にタイムリーな講座となっております。
（講座プログラムの中には展覧会
鑑賞も予定しています）
講師には短大講師、各講演会でご活躍の友添成実（安瞳麗）先生をお迎えし、ハプスブルク家の興隆を
幅広く解説して頂きます。この時代や当時の貴族の生活等に興味をお持ちの方、奮ってご参加をお待ち
しています。
【講師プロフィール】
友添 成実（安瞳 麗）
（ともぞえ なるみ）講師
専門学校と短大で講義を持つファッション・インストラクター及びピア・カウンセラー。
専門はファッション史、ファッション・コーディネート。

受講手続等のご案内
１．受講手続の流れ
① 受 講 申 込 申込期限
英 会 話 ： 令和元年９月６日（金）必着。
歴史探訪 ： 令和元年１０月４日（金）必着。
＊下記「２．受講申込」をご確認のうえ、お申し込みください。
②
定 員
英 会 話 ： １２名（各クラス）
歴史探訪 ： ２０名
③ 受講可否の通知
④ 受講料

受講希望者が定員に満たない講座の開講は中止となることがあります。
「受講手続」の書面でお知らせします。
英 会 話 ： １４,５００円（１期分）
歴史探訪 ： １０,０００円（展覧会鑑賞料金別途）

⑤ 受講料の振込

英 会 話 ： 令和元年９月９日（月）必着。
歴史探訪 ： 令和元年１０月１１（金）必着。
上記までに、専用の振込用紙またはＡＴＭで、下記「４．受講料の振込」で
指定する銀行口座へお振込みください。
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２．受講申込
・申込方法：ハガキ（専用ハガキ有り）
、ファックスまたは電子メール（宛先：shougai@nit.ac.jp）で
お申込ください。
・記入事項：受講を希望される講座名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな付）、性別、年齢、電話番号を
申込時にご記入ください。
・複数の講座を受講できます。講座ごとに申し込んでください。
３．受講可否の通知
・受講の可否は、
「受講手続」の書面でお知らせします。
４．受講料の振込
・
「受講手続」の通知が到着しましたら、受講者ご本人様の名前で専用の振込用紙に必要事項を記入し、
下記の銀行口座に振り込んでください。 ＡＴＭを用いた振込もできます。
＜振込先＞みずほ銀行春日部支店 普通預金口座 1798549 学校法人日本工業大学公開講座口
・一旦納入された受講料等は、本学の都合による場合を除き、原則として返却いたしません。
・受講料には、テキスト代等は含まれておりません。
・途中参加の場合も受講料は全額徴収させていただきます。
・受講をキャンセルされる場合は、必ず生涯学習センター事務室までご連絡ください。
５．その他
・講師または本学の学事日程等の都合により、急遽休講を決定、および教室の変更がある場合がござい
ます（補講を実施する場合は、別途お知らせいたします）。
・原則として、自動車での通学はできません。
・本学キャンパスの構内は、完全分煙となっています。指定された場所で喫煙をお願いします。
・本講座に関連しない校舎等への立ち入りはご遠慮ください。
・大学の公開講座受講者としての自覚をもち、誓約事項を遵守し、大学内での規律の維持にご協力くだ
さい。
６．個人情報の利用目的について
・ご提供いただいた氏名、住所、電話番号等の個人情報は、各種送付物の発送、受講料納入、講座運営、
各種統計の目的で利用するものであり、この目的以外で使用することはありません。
・本学ホームページ「日本工業大学における個人情報の取扱いについて」もご参照ください。
https://www.nit.ac.jp/privacy/

〒345-8501 宮代町学園台4-1

生涯学習センター
電話 0480-34-4111(代表） FAX 0480-33-7517
E-mail: shougai@nit.ac.jp
URL:http://www.nit.ac.jp/center/shougai.html
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