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東京成徳大学 八千代キャンパス 〒276-0013千葉県八千代市保品2014
お申し込み
問い合わせ先

受講料のお振込み 受講に関する資料に記載している、指定の銀行口座にお振込みください。
（大学窓口でのお支払いはできません。開講決定以降に振り込まれた受講料は原則、返金できませ
んのでご了承ください。本学指定の期日までに受講料の振込みがない場合は、受講を取り消させて
いただくことがあります。）

開講決定のお知らせ・
書類の送付

開講決定後、受講に関する資料を送付いたします。
※各講座のお申し込みが所定の人数に満たない場合は開講を中止します。予めご了承ください。
　開講中止のお知らせは、事前に本学ホームページでお知らせします。

受講者特典 以下施設等が利用できます。
● 図書館　　　　　　　　　　　　　　　　 ● 無料スクールバス
● 駐車場（マイカーでのご来場が可能です）　  ● 大学食堂（営業時間は別途確認願います）

会　　場 東京成徳大学八千代キャンパス

そ の 他 講師の都合等でやむを得ず休講する場合は補講を実施します。

講座修了時について 講座回数の8割以上に出席された方へ修了証書を授与します。

アクセス ● 電車をご利用の場合
    京成本線「勝田台駅」、東葉高速線「東葉勝田台駅」ともにＡ３出口から無料スクールバスで約15分。　  
　 ご利用に際しては、本学ホームページで最新のダイヤを必ずご確認ください。

● お車をご利用の場合
　 国道16号線「米本交差点」から本学へお進みください。
　 駐車場は、無料でご利用いただけます。
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お申込みにより取得した個人情報は、大学が主催する公開講座のご案内のみに使用し、第三者に提供することはありません。

公開講座
のご案内

TSUオープンカレッジ2017
お申し込み 電話、Ｅメール、ＦＡＸ、往復はがきのいずれかの方法で氏名・住所・年齢・電話番号・希望講座を

ご記入の上、お申し込みください。
お申し込み締切： 【春期講座】 平成29年4月15日（土）必着
　　　　　　　  【秋期講座】 平成29年9月  9日（土）必着



10,000円
10,000円
20,000円

Ａ － 概説コース
Ｂ － 講読コース
Ｃ － 全コース

受 講 料

古代のひとびとは国のなりたちを物語に構成しました。古代朝鮮の高句麗、百済、新羅など、それぞれ複雑な神話伝説をもっています。そのなかに古代人
の描いた種族の始祖や国家の起源をさぐり、なぜそのような説話が必要だったのか考えてみます。日本の神話と比較する視点から、『古事記』や『日本書
紀』にまとめられた神代の物語に、新たなアプローチをこころみます。
講義の進めかたは、A-概説コースで物語のあらすじとその背景となる歴史を紹介します。その根拠となる史料をとりあげ、本文の一部を読みとく B-講読
コースを設けました。二つのコースの一方、または両方を選択することができます。

回数 定員 20名（8名以上で開講）木曜日10時40分～12時10分開講時間

A-概説コース
①5月11日(木) 日本の建国神話
②5月25日(木) 高句麗の建国神話　
③6月  8日(木) 百済の建国神話
④6月22日(木) 新羅・加羅の建国神話
⑤7月  6日(木) 耽羅(済州島)の始祖説話

B-講読コース
①5月18日(木) 日本の建国神話－史料をよむ－
②6月  1日(木) 高句麗の建国神話－史料をよむ－
③6月15日(木) 百済の建国神話－史料をよむ－
④6月29日(木) 新羅・加羅の建国神話－史料をよむ－
⑤7月13日(木) 耽羅(済州島)の始祖説話－史料をよむ－

10回 (              )Ａコース5回
Ｂコース5回

福祉・介護・医療の現場で、相談支援又はケアプラン等を作成することを仕事としている方（概ね、経験年数2年以上）を対象とした講座です。
この講座では「生活アセスメント」の概念・手法を用いて、わたしたちが捉えるべき「生活」の特徴を理解した上で、演習形式で「生活アセスメント」を学びあ
います。
日々の相談業務やケアプラン作成の中で、「クライエントを理解して支援をしているのか不安」、「一生懸命やっているのに、不全感が残る」、そんな方々
へ。クライエントの「生活」を「まるごと」理解する生活アセスメントを学びませんか。

20名（10名以上で開講）土曜日13時00分～16時10分
①6月17日(土) 13：00～14：30  講義1.わたしたちの「生活」とアセスメント
②6月17日(土) 14：40～16：10  講義2.生活アセスメントとは
③7月  1日(土) 13：00～14：30  演習1.生活アセスメントを用いた事例（グループ活動）
④7月  1日(土) 14：40～16：10  演習2.事例のまとめ

4回

20,000円

初級レベルから中級レベルの間くらい（準中級）の方のための講座です。
１回の授業で学ぶ新しい文法項目は最小限にし、既習内容を再度しっかりと確認し、復習と応用の時間を多く設けます。また、ロールプレイやアクティビ
ティを取り入れ、実生活で使用される会話の練習を行ないます。これまでに学んだことを定着させながら、ゆっくりとしたペースで進めたい方向きです。
本講座では【金順玉・阪堂千津子著『ちょこっとチャレンジ！韓国語改訂版』２０１７年 白帝社刊】を使用しながら授業を進めます。テキストは各自ご準備くだ
さい。（使用部分は１課～６課になります）

回数 定員 15名（8名以上で開講）水曜日13時00分～14時30分開講時間

開講時間

①5月17日(水) 既習項目のおさらい
②5月24日(水) 「インタビューする」　
③5月31日(水) 「自己紹介をする」
④6月  7日(水) 「きまりを言う」
⑤6月14日(水) 復習と応用「韓国語の手紙」

⑥6月21日(水) 「約束をする」
⑦6月28日(水) 「道案内をする」
⑧7月  5日(水) 「感想を言う」
⑨7月12日(水) 復習と応用「韓国の食べ物を食べてみました」
⑩7月19日(水) まとめ

10回

回数 定員

韓国語準中級(前期)

建国神話からみた日本と朝鮮

ソーシャルワークのアセスメント
 －共感的理解を基にした支援をするために－

水谷清佳（人文学部准教授）講　　師

大井 剛（人文学部教授）講　　師

朝比奈朋子（応用心理学部准教授）講　　師

秋期講座秋期講座 お申し込み締切：平成２９年９月９日（土）必着

受 講 料

8,000円受 講 料

10,000円
10,000円
20,000円

Ａ － 概説コース
Ｂ － 講読コース
Ｃ － 全コース

受 講 料

ユーラシア大陸の東端に位置する朝鮮半島と日本列島を訪れた異国のひとびとが残した記録を日本語でよむ講座です。比較的よく知られた人物の、日本
語訳が手に入りやすい著作をえらびました。日本人と朝鮮人もたがいに異邦人です。異なるものを観察するとはどのような営みか、過去の世界を鏡にして
考えてみましょう。
講義の進めかたは、A-概説コースで著作のなりたちと著者の生きた時代を紹介します。その著書の本文の一部を読みとく B-講読コースを設けました。二
つのコースの一方、または両方を選択することができます。

回数 定員 20名（8名以上で開講）木曜日10時40分～12時10分開講時間

A-概説コース
①10月  5日(木) イザベラ・バードのみた明治日本
②10月19日(木) イザベラ・バードのみた李朝末期
③11月  2日(木) 江戸時代の対馬からみた朝鮮
④11月16日(木) 李朝の外交使節のみた江戸期の日本
⑤12月  7日(木) ポルトガル宣教師のみた戦国日本

B-講読コース
①10月12日(木) 『日本奥地紀行』をよむ
②10月26日(木) 『朝鮮紀行』をよむ
③11月  9日(木) 雨森芳洲『交隣提醒』をよむ
④11月30日(木) 申維翰『海游録』をよむ
⑤12月14日(木) ルイス・フロイス『日欧さかさくらべ』をよむ

10回 (              )Ａコース5回
Ｂコース5回

「バルシューレ（Ballschule）」とは，ドイツのハイデルベルク大学で開発された未就学児や小学生を対象としたボールゲーム指導プログラムです．すべて
のボールゲームに共通する基本要素を身につけさせることを目的としています．様々な種類のボールをつかい，面白いルールでボールゲームあそびを
行います．難しいスポーツではないので，運動経験のないお子様でも楽しくあそべます！

20,000円

初級レベルから中級レベルの間くらい（準中級）の方のための講座です。
１回の授業で学ぶ新しい文法項目は最小限にし、既習内容を再度しっかりと確認し、復習と応用の時間を多く設けます。また、ロールプレイやアクティビ
ティを取り入れ、実生活で使用される会話の練習を行ないます。これまでに学んだことを定着させながら、ゆっくりとしたペースで進めたい方向きです。
本講座では【金順玉・阪堂千津子著『ちょこっとチャレンジ！韓国語改訂版』２０１７年 白帝社刊】を使用しながら授業を進めます。テキストは各自ご準備くだ
さい。（使用部分は７課～１２課になります）

回数 定員 15名（8名以上で開講）水曜日13時00分～14時30分開講時間

①10月  4日(水) 前期のおさらい
②10月11日(水) 「買いものをする」　
③10月18日(水) 「プレゼントする」
④10月25日(水) 「体の具合を言う」
⑤11月  1日(水) 復習と応用「旅行のパンフレット」

⑥11月  8日(水) 「勉強のしかたを話す」
⑦11月15日(水) 「話を伝える」
⑧11月29日(水) 「思い出を話す」
⑨12月  6日(水) 復習と応用「韓国語スピーチ」
⑩12月13日(水) まとめ

10回

異人の眼に映った日本と朝鮮

バルシューレ！
 ～楽しく遊んでボールゲームの基本的な能力を身につける！～

水谷清佳（人文学部准教授）講　　師

大井 剛（人文学部教授）講　　師

中瀬雄三（応用心理学部助教）講　　師

受 講 料

児童1名につき
8,000円（保険代金を含む）受 講 料

お申し込み締切：平成２９年４月１５日（土）必着春期講座
韓国語準中級(後期)

回数 定員 15名（10名以上で開講）木曜日14時40分～16時10分開講時間

①11月  2日(木) ボールゲームに必要な身のこなしを身につける
②11月   9日(木) ボールゲームに必要なボール操作を身につける　
③11月16日(木) ボールゲームに必要なプレイ力を身につける
④11月30日(木） 自由な発想でゲームを楽しくプレイしよう！
※講座参加条件等
・対象は4歳～8歳（小学校2年生）まで
・スポーツ保険に加入して頂きます（参加費用に含まれています）
・必ず保護者同伴でお願いします．また，スクールバスのご利用も可能ですが，万が一の怪我などに備えお車でのご送迎が望ましいです．
・動きやすい服装と上履きを用意して，ご参加ください．

4回


