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生涯学習講座（エクステンション講座）申込要項
日本大学国際関係学部では，下記のとおりエクステンション講座を開催いたします。
本講座は，皆さまの学習意欲に応えるため，本学部の持つ知的財産を最大限に活かし，魅力ある
講座を開講します。

※複数の受講が可能です。  ※日本大学の学生及び生徒は，優待料金で受講できます。
※受講料振込後に受講講座の教材または資料を送付いたします。

〒411-8555 静岡県三島市文教町2丁目31番145号
TEL.055-980-0808    FAX.055-980-0879   URL  https://www.ir.nihon-u.ac.jp/research/extension/
Eメール  ir-kouza3@nihon-u.ac.jp

９月１日（水）〜９月２４日（金）
月〜金曜日 10：00〜17：00

●全講座 Zoom を利用したオンライン講座での開講となり，遠方でもご自宅から気軽に受講可能です。
●裏面に記載されている「オンライン受講に関する注意事項」を必ずご確認いただいた上で申し込みをして
　ください。
●講師の病気その他やむを得ない事情により，講座を休講する場合がございます。その場合は，後日補講を
　いたします。
●申込みは，先着順とします。定員を超えた場合は，募集を締め切らせていただきます。
●申込者が 10 名未満の場合は講座を開講しない場合があります。
●受講決定後の返金は致しません。

講座について

日本大学国際関係学部エクステンション事務局（研究事務課内）

■申込方法／1.日本大学国際関係学部ホームページ「エクステンション講座」または下記ＵＲＬより申込書をダウンロード
　　　　　　　していただき，９月２４日（金）までに下記アドレスあてに送付してください。
　　　　　　　日本大学国際関係学部エクステンション講座https://www.ir.nihon-u.ac.jp/research/extension/
　　　　　　　申込書送付先（日本大学国際関係学部エクステンション事務局）ir-kouza3@nihon-u.ac.jp

　　　　　　 2.開講が決まりましたら申込者に連絡をいたしますので，受講料を銀行にてお振込願います。（ATMも可）。

開　講　講　座

お問い合せ・講座お申込書請求先

電話受付期間

電話受付時間

講座No. 講座名 担当講師 回数 受講料
（税込）

テキスト代
（税込） 定員 曜日・時間

1 楽しく学べる中国語会話        呉　川 10 15,000円 25名
火曜日

18：30〜
20：00

2 韓国語会話入門　　　　　 申　　昌鉉 10 15,000円 2,772円 25名
火曜日

19：00〜
20：30

3 初心者向けのスペイン語会話 P. マルティネス 10 15,000円 2,574円 25名
月曜日

18：30〜
20：00

4 在日外国人の生活様式
～インドネシア人と台湾人の事例から～

  教養
陳　　怡禎
伊藤　雅俊

6 9,000円 25名
 水曜日

18：00〜
19：30

5 ファイナンシャルプランナー３級対策講座    川戸　秀昭 11 16,500円 1,584円 25名
月曜日

18：00〜
19：30



　韓国語を初めて学ぶ方を対象にする授業
である。韓国語の初声，中声，終声という
発音体系を理解し，読み書きを集中的に
学習する。また，基本文型を学び，挨拶
や自己紹介等の簡単な日常会話を身に
付ける。

講座内容

担当者 申　昌 鉉
日本大学国際関係学部 非常勤講師

プロフィール
博士(国際関係）

■曜　日  火曜日
■時　間  19：00〜20：30
■回　数  10 回
■定　員  25 名
■テキスト  アクティビティな韓国語
　（朝日出版社）
■講座必須条件  特になし

そ の 他

スケジュール

スケジュール

　中国語会話の基本表現を場面別に構成
し，毎回一つのテーマについて学習します。
講師が基本フレーズと応用フレーズを解説
したあと，初心者でも楽しめるように，たっ
ぷり時間をかけて発音指導をしながら練習
します。目標は日常会話でよく使えるフレー
ズを中国語で話せるようにすることです。ぜ
ひその目標に向かってチャレンジしてくださ
い。

講座内容

担当者 呉　川
日本大学国際関係学部 特任教授
プロフィール
　中国北京の生まれ。NHK ラジオ「中国語
会話」応用編講師，日本大学国際関係学部
教授，日本大学大学院総合社会情報研究科
教授を経て現職に。『中日辞典 第 3 版』（編
集委員），『中日辞典 新語情報篇』( 編集代表 )
も務める。

■曜　日  火曜日
■時　間  18：30〜20：00
■回　数  10 回
■定　員  25 名
■テキスト 資料はこちらで用意いたします。
■講座必須条件  中国語に興味を持ち，やる
　気さえあればどなたでも参加可能です。

そ の 他

講座
No.1 楽しく学べる中国語会話 語学

講座
No.2 韓国語会話入門 語学

 1     10月  5日　紹介と自己紹介の言い方

 2     10月12日　私の一日（日常生活の話）

 3     10月19日　趣味と好みの表現

 4     10月26日　職業と専攻の説明

 5     11月  2日　自分の夢を語る

 6     11月  9日　プレゼントの選び方と送り方

 7     11月16日　中国人の家を訪れる

 8     11月30日　中国の世界遺産を語る

 9     12月  7日　日本の世界遺産を語る

 10     12月14日　オリンピックを語る

 1     10月  5日　ハングルの構造，基本母音と基本子音の読み書き

 2     10月12日　基本子音で作られた単語の発音練習

 3     10月19日　濃音と合成母音の読み書き

 4     10月26日　パッチム（終声）の原理の説明

 5     11月  2日　パッチム（終声）で作られた単語の発音練習

 6     11月  9日　発音の規則（連音化，濃音化，鼻音化など）の説明

 7     11月16日　挨拶，自己紹介，教室で使われる韓国語

 8     11月30日　「－은/는（～は），－입니다/입니까?
（～です／～ですか）」の文法説明と活用

 9     12月  7日　「－예요?/이에요?（～ですか）」の文法説明
と活用

 10     12月14日　「－(이)라고 합니다/합니까?（～と申します／
～と申しますか）」の文法説明と活用



スケジュール

スケジュール

　この講座では，毎週１つのテーマについ
てスペイン語での会話を練習します。様々
な日常的なシナリオを使いながら，ペア
やグループワークを通じてスペイン語会話
を楽しく学びます。¡Vamos a hablar en 
expañol!

講座内容

担当者 P. マルティネス
日本大学国際関係学部 助教

プロフィール
　異文化コミュニケーション博士。日本大学
国際関係学部では，スペインにおける日本
のサブカルチャーの影響などを教える。

■曜　日  月曜日
■時　間  18：30〜20：00
■回　数  10 回
■定　員  25 名
■テキスト  「¡Imagínatelo! イラストで
　楽しもう，スペイン語！改訂版」浦眞佐子，
　フランシスコ・パルティダ ( 朝日出版社 )
　担当教員が授業で適当な資料も配布します。
■講座必須条件  初回の講座開始までに、上記
　テキストをご準備ください。また，カメラは
　常にオンの状態にしてください。

そ の 他

 1     10月  4日　Lección 1: Introducción (よく使う言葉、基本的な
自己紹介)

 2     10月11日　Lección 1: Soy japonés (国籍と職業、動詞ser, 
estar)

 3     10月18日　Lección 2: ¿Hablas español?（直説法現在I,疑問
文・肯定文・否定文）

 4     10月25日　Lección 2: La vida diaria（直説法現在II,規則動詞
-ar/-er/-ir）

 5     11月  8日　Lección 3: Mi familia (自分の家族について話そう,動詞
tener)

 6     11月15日　Lección 3: Las descripciones（動詞ir, hacer,品質
形容詞）

 7     11月22日　Lección 4: ¿Dónde está tu casa? (住んでいる
ところについて話そう)

 8     11月29日　Lección 4: ¿Qué hay en tu habitación? (位置を
表すことば)

 9     12月  6日　Lección 5: Me gusta la paella (好きなものについて
話そう)

 10     12月13日　Lección 5: Hace frío (天気について話そう)、まとめ

講座
No.3 初心者向けのスペイン語会話 語学

講座
No.4 教養

　陳怡禎の講義では，「親密性」をキーワードに，
趣味共同体に依拠した台湾女性の日常生活について
学びます。伊藤雅俊の講義では，日本に暮らすイン
ドネシア人ムスリムを対象として，非イスラーム圏
で生きるムスリムの生活世界の一端について学び
ます。また，両者は新型コロナウイルス感染症拡大
後の趣味共同体および宗教的活動のあり方や変化
についても報告します。

講座内容

担当者 陳　怡 禎
日本大学国際関係学部 助教
担当者 伊藤 雅俊
日本大学国際関係学部 助教
プロフィール
　陳怡禎：研究テーマは文化研究・サブカルチャー，
主著に『台湾ジャニーズファン研究』（青弓社，2014年），

「社会運動空間における女性参加者のあり方：台湾
ひまわり運動を事例に」『国際関係学部研究年報』

（2021年）などがある。
　伊藤雅俊：専門は民族誌と文化人類学，研究テーマ
は日系インドネシア人のエスニシティ，在日インドネ
シア人ムスリムの生活世界と異文化適応など。

■曜　日  水曜日
■時　間  18：00〜19：30
■回　数  06 回
■定　員  25 名
■テキスト  使用しない
■講座必須条件  特になし

そ の 他

 1     10月  6日　歴史から紐解く台湾人の親日感情

 2     10月13日　台湾人趣味共同体の日常

 3     10月20日　コロナ禍の前と後の台湾人趣味共同体の意識変化

 4     10月27日　日本におけるイスラーム的生活環境の整備

 5     11月  3日　インドネシア人ムスリムの生活世界～食，礼拝，集会～

 6     11月10日　コロナ禍のインドネシア人ムスリム～モスクと
のかかわりを中心に～

在日外国人の生活様式
～インドネシア人と台湾人の事例から～



講座
No.5 ファイナンシャルプランナー

３級対策講座 資格

　ファイナンシャルプランナー 3 級取得
を目指し，出題される 6 分野の内容に
ついて理解し，実際の問題に回答できる
力を付ける。また，身近な生活に関わる
お金の知識を身に付ける。

講座内容

担当者 川戸 秀昭
日本大学短期大学部（三島校舎） 准教授
プロフィール
日本大学 大学院 国際関係学研究科
博士後期
パリ第一大学 大学院 経済学研究科
博士後期
University of Warwick  大学院
政治学研究科

■曜　日  月曜日
■時　間  18：00〜19：30
■回　数  11 回
■定　員  25 名
■テキスト  2021-2022年版 みんなが欲しかった! 
　 FP の教科書 3 級（TAC 出版）
■講座必須条件  初回の講座開始までに，　
　上記テキストをご準備ください。

そ の 他

 1     10月  4日　ファイナンシャルプランナー試験の概要，ライフプランと資金計画

 2     10月11日　公的年金と企業年金

 3     10月18日　リスクマネジメント：保険の基本と生命保険

 4     10月25日　リスクマネジメント：損害保険と第3分野の保険

 5     11月  1日　金融経済の基本

 6     11月  8日　金融商品：貯蓄型金融商品、債券

 7     11月15日　金融商品：株式，投資信託，外貨建て金融商品，金商品と税金

 8     11月22日　タックスプランニング

 9     11月29日　不動産

 10     12月  6日　相続・事業継承

 11     12月13日　全体のまとめと問題演習

スケジュール

MEMO



お問い合せ・講座お申込書請求先

日本大学国際関係学部エクステンション事務局（研究事務課内）
〒411-8555411-8555 静岡県三島市文教町2丁目31番145号
TEL.055-980-0808    FAX.055-980-0879    URL  TEL.055-980-0808    FAX.055-980-0879    URL  https://www.ir.nihon-u.ac.jp/research/extension/https://www.ir.nihon-u.ac.jp/research/extension/
E E メール  ir-kouza3ir-kouza3@@nihon-u.ac.jpnihon-u.ac.jp

電話受付期間 電話受付時間9月1日（水）▶︎9月24日（金） 月〜金曜日 1010：：0000 ▶︎▶︎1717：：0000

１．本講座はパソコンまたはタブレット端末等を利用して受講する必要があります。
　　カメラ，マイク・スピーカー（ヘッドフォンなど）が搭載もしくは後付けされた
　　環境をご準備ください。なお，画面の大きさや機能に制限がありますが，スマート
　　フォンでも受講可能です。また，安定したインターネット回線及びZoomアプリ
　　インストールの準備が必要となります。
　　Zoomは無料プランで受講可能ですが，通信利用料金は別途発生します。各自
　　でご負担ください。

２．事前に下記のZoom公式サイトで「ミーティングテストに参加」し，Zoomが
　　利用できることを必ず確認してください。https://zoom.us/test/

３．エクステンション事務局が準備するテキストを準備する講座については，講座
　　前日までに受講生に送付いたします。

４．日本大学国際関係学部エクステンション事務局は各自のパソコンやタブレット
　　端末等の操作，環境設定に関するサポートはいたしかねますので予めご了承く
　　ださい。

５．受講生のオンライン講座映像の撮影，録画，録音は固くお断りいたします。

６．講座での配布教材等を受講目的以外で利用することは固くお断りいたします。

７．講座の視聴ＵＲＬ，パスワード等を第三者と共有することは固くお断りいたします。

８．受講は受講登録者本人のみに限ります。非登録者を含む複数人での受講は固く
　　お断りいたします。

９．５～８にあたる行為が発覚した場合には，それ以降の受講資格を取り消します。

オンライン受講に関する注意事項


