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4 悠学カレッジ秋冬講座

▼  講座内容＝2から4ページまでの表

のとおり

▼  対象＝町内在住、在勤、または在学

の人

▼  申し込み＝ 7月 15 日（土）から 25

日（火）午後 5時までに必着で、申

込書（教育学習センター、役場みよ

し情報プラザ、サンネット、サンア

ート、各行政区事務所で配布）に希

望講座名、郵便番号、住所、氏名（フ

リガナ）、電話番号、性別、生年月

日（夜間講座申込者は勤務先・勤務

先電話番号）を記入し、次のいずれ

かの方法で

　① 直接…悠学カレッジへ午前8時30

分から午後5時まで（土・日曜日、

祝日は除く)、またはサンネットへ

☽ ゆっくりパソコン講座修了者、または「スキップテスト☽」がおおむねできる人

☽☽ ゆっくりワード講座修了者、または「スキップテスト☽☽」がおおむねできる人

☆ パソコン入門講座修了者、または「スキップテスト☆」がおおむねできる人

☆☆ 初級ワード講座修了者、または「スキップテスト☆☆」がおおむねできる人

☆☆☆ 初級ワード講座・初級エクセル講座修了者、または「スキップテスト☆☆☆」がおおむねできる人

午前10時から午後8時まで（25日

は午後5時まで）

　② 郵送…〒470-0221三好町西陣取

山90　教育学習センター内

　③ファクス

　④ホームページ申込フォームから

　⑤携帯電話申込フォームから

▼  受講生の決定＝定員を超えた講座は

抽選とし、受講決定および抽選結果

通知は7月28日（金）に発送

【託児】

▼  対象＝ 1歳以上の未就学児

▼  託児料＝ 6回講座…1,800 円

　10回講座…3,000 円

▼申し込み＝受講料支払い時

※情報・通信講座を申し込む人は ､受

講者のパソコン操作レベルをそろえて

円滑な講座運営をしていくため、下表

の各講座の受講条件に合わせたレベル

を満たすこと。なお自分のレベルを知

る自己診断チェックシート「スキップ

テスト」を、教育学習センター、サン

ネットで配布しています。（ホームペ

ージからもダウンロード可）

※講座の詳しい内容については、ホー

ムページ、または申込書配布場所にあ

る「秋冬講座案内(冊子)」で確認いただ

けます。

　　【携帯電話申込用QRコード】

■情報・通信講座受講条件

みよし悠学カレッジ

　みよし悠学カレッジでは年3回の期間に分けて、一般公開、生活創造、

国際理解、情報・通信のさまざまな内容の講座を開いています。

　9月から12月に開催する講座の受講者を募集します。この機会に、

余暇を有意義に活用して楽しく学びませんか。
▼問い合わせ＝悠学カレッジ（教育学習センター内）

　☎（33）3441　 （34）1315

　ホームページ 　http://www.hm.aitai.ne.jp/̃daigaku1/

　携帯電話申込　http://hm6.aitai.ne.jp/̃u-gaku21/

   
フォーム

          
yc_mobiletop.html

秋冬講座
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INFORMATION

講座№ 講　座　名 と　き 会場 募集数 参加費 内　容 託児

ア 尾張徳川家の大名文
化を訪ねる

11月21日（火）
9:00～16:00

徳川美術館
・徳川園 40人 4,000円

尾張徳川家の大名体験。「大名道具」に
接し「聞香」を楽しみ「春姫御膳」を味
わった後「大名庭園」を散策する

なし

Ⅰ一般公開講座

Ⅱ生活創造講座（4講座）
※ №3の講座は春夏講座からの欠員分のみ募集します。内容は春夏からの継続ですので、今回受講する人は途中からの参加となり
ます。詳しくは事務局にお問い合わせください。

※教材費は予定価格です。

Ⅲ国際理解講座（9講座）
※講座№は難易度順になっています。例：英会話　№5（易） → №11（難）
※ №6・7・8・10・13の講座は春夏講座からの欠員分のみ募集します。内容は春夏からの継続ですので、今回受講する人は途中から
の参加となります。なお、 №12入門中国語は欠員がないため今回の募集はありません。詳しくは事務局にお問い合わせください。

※教材費は予定価格です。

講座№ 講　座　名 と　き 会場 募集数 受講料 教材費 内　容 〔講義で使う言語〕 託児

5 初めてのトラベル
英会話

9月4日から毎週月曜日
（計10回）9:30～11:30

教
育
学
習
セ
ン
タ
ー

20人 5,000円 2,500円
英語を忘れてしまった人を対象に、海
外旅行でよく使われる英会話を楽し
く学ぶ。中高年の人も歓迎〔日本語〕

あり

6 入門英会話 9月13日から毎週水曜日
（計10回）13:00～15:00 若干名 5,000円 2,300円 英語を忘れてしまった人を対象に、簡単な表現を中心に学ぶ〔日本語･英語〕

7 初級英会話Ａ
（勤労者優先）

9月5日から毎週火曜日
（計10回）18:30～20:30 若干名 5,000円 なし

英語での楽しいコミュニケーション
を通じて、自分の考えを英語で話す
力を身につける〔英語〕

なし

8 初級英会話Ｂ 9月13日から毎週水曜日
（計10回）9:30～11:30 若干名 5,000円 730円

海外の映画やドラマを教材に自然な
英語に慣れ、歌・ゲームを交えて楽し
く学ぶ〔日本語･英語〕

あり

9 初級英語で学ぶ
旬の話題

9月21日から毎週木曜日
（計10回）13:30～15:30 20人 5,000円 なし

初級では物足りないが、中級では難し
い人向け。インターネットの英文サイ
トからの興味深い話題を通して、楽し
みながら英語を学ぶ〔英語〕

10 中級英会話 9月4日から毎週月曜日
（計10回）10:00～12:00 若干名 5,000円 2,070円 主にディスカッションを通じて会話・討論能力の向上を図る〔英語〕

11 偉人伝に学ぶ中級英会話
9月4日から毎週月曜日
（計10回）13:00～15:00 20人 5,000円 2,420円

中級または中級の上程度の人対象。
さまざまな偉人についての文章を通
して語いや表現力を伸ばす〔英語〕

13 初級中国語 9月5日から毎週火曜日
（計10回）13：30～15:30 若干名 5,000円 1,520円

習い始めて間もない人を対象に、基礎
知識を学びながら、中国の文化も理解
する〔日本語・中国語〕

14 ステップアップ韓国語
9月14日から毎週木曜日
（計10回）10:00～12:00 20人 5,000円 2,830円

習い始めて間もない人を対象に、韓国
語の基礎を学びながら、簡単な日常会
話ができるまでを目指す〔日本語〕

講座№ 講　座　名 と　き 会場 募集数 受講料 教材費 内　容 託児

1 暮らしの中の
ガーデニング１

11月10日から毎週金曜日
（計6回）9:30～11:30 教

育
学
習
セ
ン
タ
ー

20人

3,000円 実費 植物の管理方法、デザイン、色彩など、
ガーデニングの基本を楽しく学ぶ

あり2 暮らしの中の
ガーデニング２

11月10日から毎週金曜日
（計6回）13:30～15:30 20人

3 人間関係を豊かにす
る話し方

9月5日から毎月第1・3火曜日
（計6回）9:30～11:30 若干名 3,000円 なし 自分自身を内面から輝かせる話し方

を学ぶ

4 伝えたい三好の味
（秋冬編）

10月18日から毎週水曜日
（計6回）9:30～11:30

明越
会館 15人 3,000円 実費 昔から食べ継がれてきた三好の郷土

料理を家庭の味として学ぶ なし

みよし悠学カレッジ
秋冬講座
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INFORMATION

講座№ 講　座　名 と　き 会場 募集数 受講料 教材費 受講条件 内　容 託児

15 ゆっくりワード（高齢者・身障者優先）
9月8日から毎週金曜日
（計10回）13:30～15:30

教
育
学
習
セ
ン
タ
ー

20人 5,000円 650円 ☽
ワープロソフトの基本知識と
基本操作（案内文作成・編集・
印刷など）を習得する

あり
16 ゆっくりエクセル（高齢者・身障者優先）

9月6日から毎週水曜日
（計10回）13:30～15:30 20人 5,000円 650円 ☽☽

エクセルで簡単な表を作成し
て、表計算の基礎を学ぶ。グラ
フも作成する

17 ゆっくりインターネット
（高齢者・身障者優先）

9月8日から毎週金曜日
（計6回）9:30～11:30 20人 3,000円 400円 ☽☽

インターネット、電子メールの
基本的な機能をゆっくり楽し
く学ぶ(文字入力・マウス操作
がスムーズにできる人対象)

18 パソコン入門１ 9月5日から毎週火曜日
（計10回）13:30～15:30 35人

5,000円 450円 なし

パソコンの基本操作・はがき作
成・インターネットなど、「パソ
コンでどんなことができるか」
を分かりやすく楽しく学ぶ

あり

19 パソコン入門２ 9月6日から毎週水曜日
（計10回）9:30～11:30 35人

20 パソコン入門３（勤労者優先）
9月7日から毎週木曜日
（計10回）18:30～20:30 20人 なし

21 安心快適パソコン生活 9月6日から毎週水曜日（計10回）13:30～15:30 20人 5,000円 600円 ☆☆☆

パソコンを安全・快適に利用す
るための方法と、今後のパソコ
ン活用と情報機器･周辺機器の
関連知識を学ぶ

あり22 初級ワード１ 9月4日から毎週月曜日
（計10回）13:30～15:30 35人

5,000円 1,380円 ☆

文書を作成する際の基本知識
と操作方法（文書作成・編集テ
クニック・印刷など）を習得す
る23 初級ワード２ 9月5日から毎週火曜日

（計10回）9:30～11:30 35人

24 ワードで作る季節のたより
9月7日から毎週木曜日
（計6回）9:30～11:30 35人 3,000円 650円 ☆☆

ワードですぐに使える季節の
あいさつ状やカード、封筒な
どのオリジナル作品を作る

25 初級ワード復習１ 9月8日から毎週金曜日
（計6回）13:30～15:30 20人

3,000円 150円 ☆☆

「初級ワード」の内容を復習し、
さまざまな文書を作成しなが
ら、簡単な文書作成・編集機能
をマスターすることを目指す

あり

26 初級ワード復習２（勤労者優先）
10月25日から毎週水曜日
（計6回）18:30～20:30 20人 なし

27 初級ワード応用 10月27日から毎週金曜日
（計6回）9:30～11:30 35人 3,000円 450円 ☆☆

「初級ワード」で学んだ機能を
十分に生かし、文書・カードを
作成する（「中級ワード」にステ
ップアップしたい人対象）

あり

28 中級ワード１（勤労者優先）
9月6日から毎週水曜日
（計10回）18:30～20:30 20人

5,000円 1,590円 ☆☆
文書編集テクニック・差し込み
印刷・図形の応用など、より高
度で実用的な機能を習得する

なし

29 中級ワード２ 9月8日から毎週金曜日
（計10回）9:30～11:30 20人 あり

30 初級エクセル１ 9月4日から毎週月曜日
（計10回）9:30～11:30 35人

5,000円 1,380円 ☆☆
基本操作から、表計算・計算式・
グラフと進み、練習問題も使用
してエクセルを習得する

あり

31 初級エクセル２(勤労者優先）
9月5日から毎週火曜日
（計10回）18:30～20:30 20人 なし

Ⅳ情報・通信講座（34講座）
※ 同一講座への複数申し込みはできません。
※№15と22・23、№16と30・31・32への重複申し込みはそれぞれできません。
※主な使用ソフトはマイクロソフトOfficeXP、またはOffice2003です。
※教材費はテキスト・フロッピー、CD-R、用紙代などを含めた予定価格です。
※高齢者とは、平成18年9月1日現在で60歳以上の人です。
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講座№ 講　座　名 と　き 会場 募集数 受講料 教材費 受講条件 内　容 託児

32 初級エクセル３ 9月7日から毎週木曜日
（計10回）13:30～15:30

教
育
学
習
セ
ン
タ
ー

35人 5,000円 1,380円 ☆☆
基本操作から、表計算・計算式・
グラフと進み、練習問題も使用
してエクセルを習得する

あり

33 初級エクセル演習１（勤労者優先）
9月6日から毎週水曜日
（計6回）18:30～20:30 20人

3,000円 450円 ☆☆☆

「初級エクセル」の内容をおさ
らいし、基本操作を復習しなが
ら用途に応じて使いこなせる
ように実用的な機能を学ぶ

なし

34 初級エクセル演習２ 10月26日から毎週木曜日
（計6回）9:30～11:30 35人 あり

35 中級エクセル１ 9月6日から毎週水曜日
（計10回）9:30～11:30 20人

5,000円 1,590円 ☆☆☆
家庭やビジネスで役立つ表作
成から、関数や絵グラフ・住所
録・印刷機能などを習得する

あり

36 中級エクセル２（勤労者優先）
9月7日から毎週木曜日
（計10回）18:30～20:30 20人 なし

37 パワーポイント入門（勤労者優先）
9月5日から毎週火曜日
（計6回）18:30～20:30 20人 3,000円 670円 ☆☆☆

初めてパワーポイントを使う
人を対象に基本操作を習得し、
最終回には作品の発表をする
（図形描画機能を使用できる
人対象）

なし

38
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｵﾌｨｽｽﾍ ｼ゚ｬﾘｽﾄ
Word2003試験対策
１

9月5日から毎週火曜日
（計6回）9:30～11:30 20人

3,000円 2,100円 ※1
マイクロソフトの世界共通
の資格で、そのうち「Word 
2003」の試験対策講座

あり

39
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｵﾌｨｽｽﾍ ｼ゚ｬﾘｽﾄ
Word2003試験対策
２（勤労者優先）

10月24日から毎週火曜日
（計6回）18:30～20:30 20人 なし

40 ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｵﾌｨｽｽﾍ ｼ゚ｬﾘｽﾄExcel2003試験対策
10月24日から毎週火曜日
（計6回）9:30～11:30 20人 3,000円 2,100円 ※2

マイクロソフトの世界共通の資
格で、そのうち「Excel 2003」の
試験対策講座

あり

41 デジカメ入門１ 9月7日から毎週木曜日
（計6回）9:30～11:30 20人

3,000円 600円 ☆☆

デジカメ入門者を対象に、カメ
ラの選び方・操作方法・撮影方
法・パソコンへの取り込み・印
刷方法を学ぶ（写真加工は行わ
ない）42 デジカメ入門２ 10月27日から毎週金曜日

（計6回）13：30～15:30 20人

43 デジカメ応用１ 9月4日から毎週月曜日
（計6回）9:30～11:30 20人

3,000円 730円 ☆☆

パソコンに取り込んだ写真の
切り取りやサイズ変更などの
加工、ワードでの利用やメール
への添付などを行う（画像をパ
ソコンに取り込める人対象）44 デジカメ応用２ 10月24日から毎週火曜日

（計6回）13:30～15:30 20人

45 Photoshop Elements
を使いこなそう実践編

10月19日から毎週木曜日
（計6回）9:30～11:30 20人 3,000円 1,300円 ※3 作品制作を通して、写真の補正

や合成テクニックを学ぶ

46 ペンタブレットで水彩画を楽しむ
11月6日から毎週月曜日
（計6回）9:30～11:30 20人 3,000円 1,990円 ☽☽

パソコンをキャンバスにして、
水彩画を描く。ペンを使って塗
り絵のように気軽に楽む

47 インターネット活用 9月5日から毎週火曜日
（計6回）13:30～15:30 20人 3,000円 600円 ☆☆

インターネット、電子メールを
楽しく使うテクニックを学ぶ
（ホームページのキーワード検
索・電子メールの送受信のでき
る人対象）

48 ホームページ作成入門 9月7日から毎週木曜日（計10回）13:30～15:30 20人 5,000円 600円 ☆☆☆

ホームページビルダーVer.9
を使用して実際にホームペー
ジを作成しながら概念と操作
方法を学ぶ（自宅でホームペー
ジの閲覧ができる人対象）

Ⅳ情報・通信講座（34講座）の続き

※1 中級ワード修了、または同等レベル　　　　

※2 中級エクセル修了、または同等レベル　

※3 「Photoshop Elementsを使いこなそう基礎編」修了、または同等レベル

■受講条件

みよし悠学カレッジ
秋冬講座
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