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下関市立大学

主催：地域共創センター

公開講 座

大 学 へ の ア ク セ ス

●対象：市内に住所または勤務先のある方　●場所：下関市立大学内（下関市大学町 2-1-1） 

　　※講座７のみ長府博物館にて開講（下関市長府川端 1丁目 2-5）

　　※教室等については、申込締切後、受講者決定通知とともに、郵送でお知らせいたします。

●申込方法：裏面申込書をご記入の上、郵送、ＦＡＸにてご送付ください。

　　※E-mail で申込の場合は、申込書の内容と受講希望講座名をご記入の上、

　　送信ください。

●送付先：〒751-8510 下関市大学町 ２丁目 1番 1号　　

　　下関市立大学　附属地域共創センター 

　　FAX　083-253 -5091　　Ｅ-mail　chiikikyoso@shimonoseki-cu.ac.jp

●申込締切　８月３１日（月）必着

S. C. U.
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-初学者向けの語学講座-

◉日曜日（11月14日は土曜日）
◉時間：10:40～12:10
◉受講料：6,000円
◉定員：30名

浅野雅樹 講師
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◉月曜日（10月14日,11月25日は水曜日）
◉時間：18:30～20:00
◉受講料：6,000円
◉定員：20名

竇文 特任教員
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-専門書講読を通して-

◉水曜日
◉時間：18:00～19:30
◉受講料：4,000円
◉定員：10名

中川圭輔 講師
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事業を起こす時の基礎知識の学び

◉土曜日
◉時間：10:20～12:10
◉受講料：3,000円
◉定員：10名

平池久義 教授
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◉水曜日
◉時間：19:30～21:00
◉受講料：2,000円
◉定員：40名

櫻木晋一 教授
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-私たちの暮らしとお金を考える-

◉木曜日（隔週）
◉時間：14:50～16:20
◉受講料：無料
◉定員はありません
◉外部講師による講座です
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-18世紀英国小説鑑賞-

◉金曜日
◉時間：13:10～14:40
◉受講料：無料
◉定員：20名

雲島悦郎 教授
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◉土曜日
◉時間：10:30～12:00
◉受講料：2,500円
◉定員はありません

武井満幹 講師

２　０　０　９　年　度　　　下　関　市　立　大　学　　　公　開　講　座
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-身近なところから社会を考えよう-

◉水曜日
◉時間：18:30～20:00
◉受講料：3,000円
◉定員はありません

吉津直樹 教授
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-「しま」の自治を素材にして-

◉火曜日（12月8日のみ）
◉時間：18:10～19:40
◉受講料：無料
◉定員はありません

太田周二郎 教授
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Making Presentations in English

◉水曜日
◉時間：18:00～19:30
◉受講料：3,000円
◉定員：20名

Paul Collett 特任教員
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開放授業【教養総合】
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開放授業【地域論】
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◉月曜日
※12月24日は木曜日，1月26日は火曜日の開講
となります
◉時間：16:30～18:00
◉受講料：無料
◉定員はありません
◉申し込は必要ありません。
　当日は直接会場におこしください。
◉複数の講師が担当します
◉月曜日
※12月24日は木曜日，1月26日は火曜日の開講
となります
◉時間：16:30～18:00
◉受講料：無料
◉定員はありません
◉申し込は必要ありません。
　当日は直接会場におこしください。

吉津直樹　教授
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◉土曜日（１０月３１日のみ）
◉時間：13:00～17:00
◉受講料：1,000円（入館料を含む）
◉定員：20名

櫻木晋一 教授
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目で見て楽しむイギリス史

◉火曜日
◉時間：18:30～20:00
◉受講料：2,500円
◉定員はありません

髙田実 教授
%%"%&(%$(#'!%#"%()
!"#$%&'()*+,-./(0123456/78194:



申 込 方 法 
【申込方法】 

申込書をご記入の上、郵送、ＦＡＸにてご送付くたさい。 
※E-mailで申込の場合は、申込書の内容と受講希望講座名をご記入の上、送信ください。（件名タイトルを【公開講座申

込】としてご送信ください。）  
【申込書送付先及び連絡先】 

〒751-8510 下関市大学町二丁目1番1号学術センター内 下関市立大学附属地域共創センター 
TEL 083-254-8613   FAX 083-253-5091  E-mail chiikikyoso@shimonoseki-cu.ac.jp 

【抽選】 
応募多数の場合、抽選とします。抽選結果は、締切後、速やかに決定をお知らせします。なお、受講決定者には、講座の

詳細、駐車許可証（希望者）、開講場所（教室）の地図も送付いたします。 
【受講料】 

受講料は、初回授業の受付時にご用意ください。 
原則として、一度お支払いただいた受講料金は払い戻しできませんのでご了承ください。 
また、初回授業を欠席される方は、上記連絡先までお知らせください。 

【教科書】 
教科書を使用する講座は、受講者自身で教科書をご用意ください。教科書購入について質問等がある場合は、上記連

絡先までお問い合わせください。 
【駐車場】 

自家用車で来学される方は、駐車許可証の発行が必要となります。申込の際、駐車許可証発行を希望してください。受
講決定通知と一緒に許可証を送付いたします。 

 

---------------------------------------キ-リ-ト-リ--------------------------------------- 
 

平成２１年度下関市立大学公開講座申込書 

 

受講希望の講座に○印を付け、太枠内を記入してください。 

ふりがな  男 ・ 女 

氏 名 
 

    歳 

住 所 

〒     － 駐車許可証発行 

（○で囲んでください) 

要  ・ 不要 

連絡先 

（電話番号） 
   −     − 

使用する車 

のナンバー 

(例)下関 ５００ あ １２３４ 

○印 受講料 講座番号 講座名 

 6,000円 １ 基礎から学ぶ中国語―初習者向けの語学講座― 

 6,000円 ２ 中国語中級講座 

 3,000円 ３ English Presentation Basics 

 4,000円 ４ 韓国の企業経営２０年史（1987～2007）－専門書講読を通して 

 3,000円 ５ 起業入門 

 2,000円 ６ 下関歴史ブランド「和同開珎」 

 1,000円 ７ 下関歴史ブランド「和同開珎」実習編 

 2,500円 ８ イギリス歴史の旅 

 無料 ９ 沖縄から日本社会をみる−「しま」の自治を素材にして− 

 2,500円 10 『三国志』と漢詩 

 無料 11 『ジョウゼフ・アンドルーズ』を読む 

 3,000円 12 地域問題にせまる 

 無料 13 豊かなセカンドライフのために～私たちの暮らしとお金を考える～ 

  ※申込に伴う個人情報は、厳重に管理し、他の目的、用途では使用いたしません。 


