
青森公立大学公開講座2019

外 国 語 講 座

※あおもり県民カレッジ
単位認定講座。各２単位

※この公開講座は、公益財団法人青森学術文化振興財団の助成を受けて実施されます。
※

内
容
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

主 催
お問い合せ

共 催青森公立大学［URL］https://www.nebuta.ac.jp/ 青森商工会議所　［URL］http://www.acci.or.jp/
青森公立大学地域連携センター 公開講座係 017－764－1589

TOEIC入門

［開講日］９月2日月、９月3日火
　　　　　９月4日水、９月5日木
［時　間］18：30～19：30

［定　員］10名／抽選（7/31水申込締切）
［テキスト］要（1,944円税込）
［場　所］アウガ6階 青森公立大学 まちなかラボ

青森公立大学 准教授 丹藤 永也

［開講日］8月20日火、8月21日水
　　　　　8月22日木、8月23日金
［時　間］18：30～19：30

［定　員］10名／抽選（7/31水申込締切）
［テキスト］要（837円税込）
［場　所］アウガ6階 青森公立大学 まちなかラボ

青森公立大学 講師 成田 芙美

［開講日］7月13日土、7月27日土
　　　　　 
［時　間］10：00～12：00

［定　員］10名／抽選（6/30日申込締切）
［テキスト］要（2,160円税込）
［場　所］青森公立大学 地域連携センター（大学院棟1階）

青森公立大学 研究員 中西 廣

［開講日］８月26日月、８月27日火
　　　　　８月28日水、８月29日木
［時　間］18：30～19：30

［定　員］10名／抽選（7/31水申込締切）
［テキスト］要（3,520円税込）
［場　所］アウガ6階 青森公立大学 まちなかラボ

ビジネス英語入門
青森公立大学 講師 江連 敏和

観光英語入門

［開講日］7月11日木

［時　間］18：30～20：30（18：15開場）

［定　員］50名／先着（7/10水申込締切）
［テキスト］不要
［場　所］アウガ5階 カダール研修室

青森公立大学 研究員 中西 廣

［開講日］7月13日土、7月20日土
　　　　　7月27日土、８月3日土
［時　間］13：30～14：30

［定　員］10名／抽選（6/30日申込締切）
［テキスト］要（2,916円税込）
［場　所］青森公立大学 地域連携センター（大学院棟1階）

英語プレゼンテーション入門
青森公立大学 教授 香取 真理

英語習得へのアプローチ
―SLAはじめの一歩―

［ 対　象 ］一般社会人、学生（高校生・大学生・大学院生）
［ 受講料 ］無 料（ただしコースによりテキストの購入が必要な場合があります。）
［申込方法］裏面をご覧ください

英文学入門
―ピーターラビット・シリーズを読む―



青森公立大学
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①郵便番号・住所②お名前（ふりがな）③電話番号④希望するコースを明記のうえ、
kouza＠b.nebuta.ac.jp へお送りください。
①郵便番号・住所②お名前（ふりがな）③電話番号④希望するコースを明記のうえ、
以下の宛先へお送りください。
〒030-0196 青森市合子沢字山崎153-4 青森公立大学地域連携センター 公開講座係

※日中連絡のとれる番号

申込先：017－764－1593  青森公立大学地域連携センター 公開講座係

「FAX」「E-mail」「はがき」のいずれかの方法で各応募締切日までにお申込みください。
電話でのお申込みは受付けておりません。

TOEIC入門

観光英語入門
〈定員〉

10名/抽選
〈応募締切〉

6/30日 必着

観光・旅行の業務に必要な基礎的英語
を実践的に学びます。

青森公立大学 研究員 中西　廣
テキスト：要（2,160円税込）

［講義時間/回数］

120分／全2回
［開始時間～終了時間］

10：00～12：00

17月13日土 27月27日土

［場所］
青森公立大学 地域連携センター（大学院棟1F）

第二言語習得研究（SLA）を概観しながら、ご自
分の英語学習のアプローチを考える英語学習入
門者向けの講座です（講義形式）。

青森公立大学 研究員 中西　廣
テキスト：不要

［講義時間/回数］

120分／全1回
［開始時間～終了時間］

18：30～20：30

7月11日木 
［場所］

アウガ5階 カダール研修室

英語
プレゼンテーション入門

英語プレゼンテーションの基礎的な表
現や構造を実践的に学びます。

青森公立大学 教授 香取真理
テキスト：要（2,916円税込）

［講義時間/回数］

60分／全４回
［開始時間～終了時間］

13：30～14：30

17月13日土 27月20日土
37月27日土 48月3日土

［場所］
青森公立大学 地域連携センター（大学院棟1F）

入門コースは、抽選後、受講が決まった方にのみ受講決定通知を郵送します。（応募締め切り後一週間以内）
英語習得へのアプローチは、お申し込み後、当日直接会場へお越し下さい。受講できない場合のみ、お電話でご連絡します。

［外国語講座］希望するコースを〇で囲んでください。

〈定員〉

50名/先着
〈応募締切〉

7/10水 必着

〈定員〉

10名/抽選
〈応募締切〉

6/30日 必着

TOEIC入門
［講義時間/回数］

60分／全４回
［開始時間～終了時間］

18：30～19：30

〈定員〉

10名/抽選
〈応募締切〉

7/31水 必着

TOEICリスニング・リーディング対策のコース
です。TOEICの問題形式に触れながら、500点
を目指します。

青森公立大学 准教授 丹藤永也
テキスト：要（1,944円税込）

1９月2日月 2９月3日火
3９月4日水 4９月5日木

［場所］
アウガ6階・青森公立大学 まちなかラボ

英文学を愉しみながらリーディング・スキルを身につ
けます。ピーターラビット・シリーズの「フロプシーの
こどもたち」を原著で読みます。

青森公立大学 講師 成田芙美
テキスト：要（837円税込）

［講義時間/回数］

60分／全４回
［開始時間～終了時間］

18：30～19：30

18月20日火  28月21日水
38月22日木 48月23日金

〈定員〉

10名/抽選
〈応募締切〉

7/31水 必着
［場所］

アウガ6階・青森公立大学 まちなかラボ

ビジネス英語
入　門

1８月26日月 2８月27日火
3８月28日水 4８月29日木

［場所］
アウガ6階・青森公立大学 まちなかラボ

〈定員〉

10名/抽選
〈応募締切〉

7/31水 必着

［講義時間/回数］

60分／全４回
［開始時間～終了時間］

18：30～19：30

ビジネス場面を想定し、必要とされる基
礎的な英語を実践的に学ぶコースです。

青森公立大学 講師 江連敏和
テキスト：要（3,520円税込）

英語習得へのアプローチ　　　・　　　英語プレゼンテーション入門　　　・　　　観光英語入門

英文学入門　　　・　　　ビジネス英語入門　　　・　　　TOE I C入門

英語習得へのアプローチ
－SLAはじめの一歩－

英文学入門
－ピーターラビット・シリーズを読む－


