
春 期 講 座
2022 年 5 月 ▶  7 月



　本講座では、中国語会話表現の基本を学ぶのが
目標です。初心者でも楽しめるように、日常会話
を場面別に構成し、毎回一つの話題について会話
練習をします。「話し上手は聞き上手」。中国語で
会話する場合、答え方はいわゆる「オウム返し」
が基本となっているので、何よりもまず聞き方＝
質問の仕方（疑問文）が重要となってくるわけで
す。しかも相手の質問がわかれば答え方もわかり、
聞き方が上手なら、会話も弾みます。教科書で習っ
たものを復習しながら、教科書にない生きた会話
表現もこの講座を通して覚えていきましょう。

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』の編
集委員、『中日辞典 新語情報篇』の編集代
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  中国語に興味をお持ちの

方、初心者でも参加可能です。

講座
No.1 英検２級合格へのステップ 語学

そ の 他

講座
No.2 楽しく学べる中国語会話 語学

 1       ５月  9日　Introduction; Getting to know each other

 2       ５月16日　Grammar I + Listening I

 3       ５月23日　Grammar II + Listening II

 4       ５月30日　Reading I + Listening III

 5       6月  6日　Reading II + Listening IV

 6       6月13日　Grammar III + Listening V

 7       6月20日　Grammar IV + Listening VI

 8       6月27日　Reading III + Listening VII

 9       7月  4日　Reading IV + Listening VIII

 10       7月11日　Grammar V + Reading V + Listening IX

 11       7月18日　About the interview test

 1       ５月10日　日常の挨拶（聞き方・答え方）

 2       ５月17日  初対面の挨拶、自己紹介

 3       ５月24日  家族構成・年齢（十二支）・親族呼称

 4       ５月31日  予定を尋ねる（月日・曜日・時間の言い方）

 5       6月  7日  場所を聞く（位置・方位の言い方）

 6       6月14日　 天気、気候を尋ねる

 7       6月21日  料理の注文（食事関連の表現）

 8       6月28日   値段・色・サイズを尋ねる（買物の関連表現）

 9       7月  5日   趣味について（聞き方と答え方）

 10       7月12日    道を尋ねる（聞き方・教え方）

　英検２級の合格に必要な力をつけていく講
座です。Vocabulary を増やし、Grammar
をしっかり自分のものにしましょう。この２
つを疎かにしては、英文読解はできません。
　また、毎回 Listening も行います。２次
試験 ( 面接 ) についての指導も行います。
　１回目以降は、毎回課題を出しますので、
充分予習をした上で授業に臨んで下さい。
　なお、授業内容の関係から、全 11 回の
講座となります。

講座内容

担当者 熊木 秀行
日本大学国際関係学部 准教授
プロフィール
TESOL (英語教授法) 専攻

■曜　日  月曜日
■時　間  16：30〜18：00
■回　数  11 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  ヤル気と積極性。尚、講

義は極力英語を用いて行います。

そ の 他

スケジュール

スケジュール

開催方法：対面
13号館

開催方法：対面
三島駅北口校舎



講座
No.3 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
お金の知識を身につける。

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  TAC 出版　2021-2022 年版 みんな

が欲しかった ! FP の教科書 3 級　　  滝澤 ななみ 著
■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

スケジュール

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4月1日（金）▶︎4月22日（金） 月〜金曜日 1010：：0000 ▶︎▶︎1717：：0000 土曜日 1010：：0000 ▶︎▶︎1212：：0000

１．�オンラインで実施する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．�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。

４．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。
５．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。
６．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。
７．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。
８．�エクステンション事務局が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。

９．４～７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

 1       ５月  9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       ５月16日　公的年金と企業年金

 3       ５月23日　リスクマネジメント：保険の基本と生命保険

 4       5月30日　リスクマネジメント：損害保険と第3分野の保険

 5       6月  6日　金融経済の基本

 6       6月13日　金融商品：貯蓄型金融商品、債券

 7       6月20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       6月27日　タックスプランニング

 9       7月  4日　不動産

 10       7月11日　相続・事業継承、全体のまとめ

 11       7月18日　問題演習とその解説

開催方法：オンライン
（Zoom）　



　

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

４月１日（金）〜４月２２日（金）
月〜金曜日 10：00〜17：00 土曜日 10：00〜12：00

●１「英検２級合格へのステップ」、２「楽しく学べる中国語会話」は対面形式（日本大学校舎）で開催します。
　３「ファイナンシャルプランナー３級対策講座」は、オンライン形式（Zoom）で開催します。
　※新型コロナウイルス感染症の状況により開催方法を変更する場合があります。
● オンラインで実施する講座は、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，４月２２日（金）までに下記アドレスあて送付してください。
　　　　　　　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 開催方法 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 英検２級合格への
ステップ

対面
（13 号館）

熊木　秀行 11 16,500円 25名
月曜日

16：30〜
18：00

2 楽しく学べる
中国語会話

対面
（三島駅北口校舎）

呉　川 10 15,000円 25名
火曜日

18：30〜
20：00

3
ファイナンシャル
プランナー３級
対策講座

オンライン
（Zoom）

川戸　秀昭 11 16,500円 1,584円 25名
月曜日

18：00〜
19：30


