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広島修道大学で学ぶ　生涯学習講座

修道オープンアカデミー
2023年度前期2023年度前期
（2023年５月～８月）（2023年５月～８月）

新型コロナウイルス感染状況等により、講座を中止
したり、開催日程や方法を変更したりする場合があ
ります。
最新の情報は、広島修道大学公式WEBサイト内
「修道オープンアカデミー」のページをご確認くださ
い。

大学公式WEBサイトはこちら
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本学へのアクセス

お申込みの受付は2023年３月27日（月）より開始します。申込締切は講座により異なります。（各講座とも、
定員に達し次第、募集を締め切ります。）
以下のいずれかの方法でWebフォームにアクセスし、申し込んでください。

お申込み

URLもしくはQRコードよりアクセスする方法�

本学公式Webサイトよりアクセスする方法�

QRコードはこちらから
読み取ってください。

❶「広島修道大学 修道オープンアカデ
ミー」とWebで 検 索し、本 学 公 式
Webサイトにアクセスする。

❷ 修道オープンアカデミーのページを
下にスクロール（移動）する。

❸ お申込みはこちらから をクリック
すると、Webフォームにアクセスで
きます。

※今回は公開講座の開講はありません。

下にスクロール（移動）する

〈ご使用端末の画面イメージ〉

URL：https://forms.gle/wubN48gFMftx2Tyr5

①

③

インターネットを使用できる環境にないなど、やむを得ずWebフォームにアクセスできない方は、各講座の申込期
限内にメールまたは電話にてお問い合わせください。（電話による問い合わせは可能ですが、申込みにはメールア
ドレスが必要です。）



はじめての韓国語
担当講師 李　賛任【本学非常勤講師】
時　　間 14：50～16：20
定　　員 15名
対 象 者  高校生以上
受 講 料  8,000円
会　　場 本学（詳細はお申込者様に後日お知らせします。）

多くの方に学びの場を提供するため、初めて韓国語を学ぶ方を対
象とした講座を開講します。ハングルの仕組み、ハングルの読み
書き、文字と発音、簡単なあいさつなど、韓国語を基礎から学び
ます。「字幕なしで韓国のドラマが見たい！」という、あなたの
夢に一歩近づいてみませんか。韓国のドラマや旅行、エステ、買
い物など、たくさん話しながら楽しく学びましょう。

・テキストとして『韓国語入門』（朴大王・李賛任著、白帝社）
を使用しますので各自で購入・持参してください。

・新型コロナウイルスの感染拡大状況によってはオンライン開催に変更する場合がございます。

楽しむ科学７
担当講師 松崎　雅広【人文学部教授】
時　　間 13：05～14：35
定　　員 15名
対 象 者  高校生以上
受 講 料  5,000円
会　　場 本学（詳細はお申込者様に後日お知らせします。）

幼児は身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興
味や関心をもち、これらと自分からかかわり、発見を楽しんだり、
考えたりし、それを生活に取り入れようとします。子どもの好奇
心は尽きることがありません。大人が当たり前のことと考えてい
ることに「不思議さ、興味」はありませんか。実は何気なく生活していても様々な科学とかかわっています。生活の中に潜む科学を体験
しながら学び、教養を身につけませんか。

・各回の内容は天候、作物の育ち具合等で変更になる場合があります。外作業をする場合もあります。紫外線対策、熱中症対策も各自で
準備願います。

・講座内容によって受講料とは別に材料費（500円程度）を徴収することもあります。

デッサン
担当講師 沼本　秀昭【人文学部教授】
定　　員 15名
対 象 者  高校生以上
受 講 料  8,000円
会　　場 本学（詳細はお申込者様に後日お知らせします。）

鉛筆一本の線でも工夫することで、様々な表情や濃淡を生み出すこ
とが出来ます。題材は身近なものを描きます。デッサンを通して表
現することの楽しさや難しさを体験しませんか。「描き方」を指導
するのではなく、意識的に物を観る・感じる力を養うお手伝いが出
来ればと考えています。描くことが感性をより豊かに研ぎ澄ます機
会に繋がればと思います。初心者の方には道具の説明から行います。
経験者には、それぞれのレベルに応じて指導いたします。

・完成後に作品に吹き掛ける定着液代として初回に50円ご用意ください。
・モチーフは各自用意して持参ください（初回はこちらで用意します）。
・参加者は鉛筆デッサン用具一式を用意してください。
　（用具一式：スケッチブックF6号サイズ前後・鉛筆（HB/2H/2Bを1本づつ）・練り消しゴム・ガーゼ・カッター）
・お持ちでない方は、用具一式（2,500円程度）を初回に販売いたします。個別売りも可能。

①５月８日（月） ハングルの仕組み
②５月15日（月） ハングルの文字（母音）
③５月29日（月） ハングルの文字（子音）
④６月５日（月） パッチムの発音
⑤６月12日（月） 文字のまとめと発音規則
⑥６月19日（月） あいさつ
⑦６月26日（月） 私は日本人です。
⑧７月３日（月） キンパが好きです。

申込締切 ４月14日（金）※締切後、振込用紙をお送りします。

振込期限 ４月28日（金）

①５月10日（水） オリエンテーションと紋切り遊び（サクラと梅）
②５月31日（水） サーモンと鮭の違いって何？
③６月21日（水） 恐竜は爬虫類？それとも鳥類？
④７月19日（水） アニマルウェルフェアとは？
⑤８月23日（水） 藍染の科学

申込締切 ４月14日（金）※締切後、振込用紙をお送りします。

振込期限 ４月28日（金）

５月11日（木）①
13：05～14：35

紙コップ（曲面）を描く
② 14：50～16：20

５月25日（木）③
13：05～14：35

箱（直方体）を描く
④ 14：50～16：20

６月８日（木）⑤
13：05～14：35

果物（球体）を描く
⑥ 14：50～16：20

６月22日（木）⑦
13：05～14：35

折り紙（色）を描く
⑧ 14：50～16：20

申込締切 ４月14日（金）※締切後、振込用紙をお送りします。

振込期限 ４月28日（金）

エクステンション講座 エクステンション講座
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エクステンション講座

修道オープンアカデミー　共通のご案内�
・講座は「広島修道大学修道オープンアカデミー規程」に基づき実施しております。
・お申込みの際にお預かりする個人情報は、お申込みや受講に関する連絡、名簿の管理、

主催する行事のお知らせにのみ使用し、この目的以外には使用しません。
・お申込み内容（ご連絡先等）に変更が生じた場合は、ひろしま未来協創センターま

でご連絡ください。
・各講座、定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。
・講座の教室等の詳細は、お申込者様に後日メールでご案内いたします。
・新型コロナウイルス感染状況等により、講座を中止したり開催方法等を変更したり
することがあります。その際は、全てメールでご連絡いたします。

・講座の録音、録画、写真撮影はご遠慮ください。
・講座中、妨害行為などがあった場合は受講をお断りすることがあります。
・欠席された講座の資料は、講座内でお受け取り下さい。個別に送付することはでき

ません。
・各会場は、感染症対策についてのルールや利用上の注意を守ってご利用ください。
・キャンパス内は全面禁煙ですので、ご協力をお願いいたします。
・講座用の駐車場はございませんので、公共交通機関でお越しください。

エクステンション講座をお申込みの方へ
・お申込み後、受講を取りやめる場合には、必ずご連絡ください。
・受講講座や受講者の変更はできませんので、ご了承ください。
・申込締切後、申込者数が５名に満たない講座は不開講とします。この場合、お申込者様にはメールでご連絡します。
・受講料は講座１回につき1,000円とし、講座の回数により定めています。銀行振込でご入金ください。
・テキスト代は受講料に含まれておりません。また、講座によっては、別途教材費などを徴収する場合があります。

【振り込みについて】
・受講料は、申込締切以降に大学から送付する振込依頼をご確認のうえ、指定の期日までにお振込みください。
・一括でお振込みください。分納はできません。
・大学から送付する指定の振込用紙で広島銀行からお振込みいただく場合、振込手数料は無料です。
・指定の期日までにご入金いただけない場合は、受講を取り消す場合があります。
・受講料のお振込み後、ご本人の都合により受講を取りやめる場合、受講料は原則返金できませんので、ご了承ください。

休講について
天候不良等に伴い、大学の授業が休講になる場合は、オープンアカデミーも休講になります。また、天候不良等や担当教員の都
合により、やむを得ず講座日程を変更することがあります。休講や日程変更の際はメールでお知らせします。

TOEIC®L&R テストの形式と 
傾向を理解してスコアアップ！
担当講師 長谷　信夫【健康科学部教授】
 山中　祐子【本学非常勤講師】
時　　間 10：45～12：15
定　　員 15名
対 象 者  TOEIC受験経験のある方
受 講 料  8,000円
会　　場 本学（詳細はお申込者様に後日お知らせします。）

英語の資格試験として企業内での昇進・昇格の基準として使われる
ことの多いTOEIC L&R テストについて、英語学習の方法はもちろ
んのこと、問題に取り組む際の実践的な対策や攻略方法を身につけ
ましょう。併せて、数多くの演習を通してリスニング、リーディン
グの各パートの特徴に習熟して得点アップを目指しましょう。

・テキストとして『新訂版　TOEIC L&R テストにようこそ』（朝日出版社）を使用しますので各自で購入・持参してください。
・新型コロナウイルスの感染拡大状況によってはオンライン開催に変更する場合がございます。

①５月15日（月） オリエンテーション各パートの特徴分析とその攻略法
②５月29日（月） 実践演習と解説１
③６月５日（月） 実践演習と解説２
④６月12日（月） 実践演習と解説３
⑤６月19日（月） 実践演習と解説４
⑥６月26日（月） 実践演習と解説５
⑦７月３日（月） 実践演習と解説６
⑧７月10日（月） 総まとめと今後の課題案内

申込締切 ４月21日（金）※締切後、振込用紙をお送りします。

振込期限 ５月５日（金）

※今回は公開講座の開講はありません。


