
  
 

 

 今年度も東京大学大学院の教授陣をお招きして、「気候変

動」に関する市民セミナーを３回シリーズで開催します。 

「環境」をテーマとしたとても身近な内容となっています。

興味のある方は是非とも参加してみてはいかがでしょうか？

（入場無料） 

２０１６年度国際教養大学市民セミナー 

『気候変動、エネルギー、そして持続可能な社会』  

◇日時  

①５月２８日(土)  １０：００～１１：３０ 

「低炭素社会要素技術：電池技術」 

 

②６月１８日(土) １０：００～１１：３０ 

「低炭素社会の実現と地域の活性化について」 

 

③７月２日(土) １０：００～１１：３０ 

「シルクロードのロマンと現実－地域から考える 

 地球環境」 

 

◇会場 

カレッジプラザ(秋田市中通2-1-51明徳館ビル2階) 

 

◇お申し込み 

 会場準備のため、事前のお申し込みをお願いし

ます。 

 右のQRコード、もしくは大学HP内 

h�ps://jp.surveymonkey.com/r/aiu-seminar2016        

よりお申込みください。 

 

◇問合せ先 

国際教養大学アジア地域研究連携機構事務局  

TEL: 018-886-5844 FAX: 018-886-5910 

E-MAIL: iasrc＠aiu.ac.jp 

    
 
 

今回は母の日の起源について英語でご紹介します☆ 

 

Origin of Mother's Day goes back to 

the era of ancient Greek and Romans. 

But the roots of Mother's Day history 

can also be traced in UK where a  
Mothering Sunday was celebrated 

much before the festival saw the light 

of the day in US. However, the  
celebration of the festival as it is seen 

today is a recent phenomenon and not 

even a hundred years old. Thanks to the 

hard work of the pioneering women of 

their times, Julia Ward Howe and Anna 

Jarvis that the day came into existence. 

Today the festival of Mothers day is 

celebrated across 46 countries (though 

on different dates) and is a hugely pop-

ular affair. Millions of people across the 

globe take the day as an  
opportunity to honor their mothers, 

thank them for their efforts in giving 

them life, raising them and being their 

constant support and well wisher.  
 
来月は公平性を期すために？Father’s dayにつ

いてご紹介します♪みなさんは父の日をお祝いして

いますか？わたしは。。。ご想像にお任せします！ 
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サテライトセンターは、５月は３～５日を除いて 

 

火曜～金曜日 １２時～１７時 

土曜日    １２時～１８時 

 

の間、開館しております。 

講座の時間中も、サテライトセン

ターは自習でお使いいただけます。 

 

 
 

 

５月の英会話クラスは 

 

７日→アメリカ、新留学生（各１人） 

 

１４日→アメリカ（３人） 

 

２１日→アメリカ（２人）、イギリス（１人） 

 

２８日→新留学生（２人） 

 

が参加予定です。人数や国籍は変更になる場合

があります。新しい留学生の国籍はお楽しみ

に！ 

英会話の時間は１４：３０～１６：３０で、事

前予約は不要、無料で受講いただけます。途中

入退場も大丈夫です。ぜひお越しくださいね！ 



3 
憲法記念日 

4 
みどりの日 
 

5 
子どもの日 

6 
NHK実践ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語 
13:30-14:30 
CNNニュース 
14:30-15:00 
初級英会話④ 
15:15-16:00 

7 
英会話 
14:30-16:30 
自習室 
12:00-14:00 
 
 

8 9 10 
終日自習室 
 
 
 
 
 

11 
LET’S CHAT 
13:30-14:30 
LISTEN UP ! 
14:30-15:00 
初級英会話① 
15:15-16:00 

12 
Discussion Group  
With 
Mr.Takahashi 
15:00-16:00 
自習室   
12:00-14:30 

13 
NHK実践ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語 
13:30-14:30 
CNNニュース 
14:30-15:00 
初級英会話① 
15:15-16:00 

14 
英会話 
14:30-16:30 
自習室 
12:00-14:00 
 
 

15 16 
 

17 
終日自習室 

18 
LET’S CHAT 
13:30-14:30 
LISTEN UP ! 
14:30-15:00 
初級英会話② 
15:15-16:00 

19 
終日自習室 
 
 

 

 

20 
NHK実践ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語 
13:30-14:30 
CNNニュース 
14:30-15:00 
初級英会話② 
15:15-16:00 

21 
英会話 
14:30-16:30 
自習室 
12:00-14:00 

22 23 
 

24 
終日自習室 
 
 

25 
LET’S CHAT 
13:30-14:30 
Mystery speakers 
14:30-15:00 
初級英会話③ 
15:15-16:00 

26 
Discussion Group  
With 
Mr.Takahashi 
15:00-16:00 
自習室   
12:00-14:30 

27 
NHK実践ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語 
13:30-14:30 
CNNニュース 
14:30-15:00 
初級英会話③ 
15:15-16:00 

28 
英会話 
14:30-16:30 
自習室 
12:00-14:00 

29 30 
 

31 
終日自習室 
 
 
 
 

講座名が 

青 → 全レベル 

ピンク → 初級 

赤 → 中上級 

になります。 

５月６日（金）の

初級英会話の内容

は、４月２７日

（水）と同じで

す。 
 

５月６日と１３日 

（金）のＮＨＫ実践

ビジネス英会話の内

容は、同じです。 

また、テキストは４

月号になります。 

 

1 2 

※“Let’s Chat”は、サテライトセンターメン

バーによる会話クラブです。毎回有志が集まっ

て、英会話を楽しんでいます。 

どなたでも自由に参加できます。事前の申し込み

は必要ありません。 

※  サテライトセンターの講座、または自習

でお越しの方は立体駐車場をご利用できま

す。サテライトセンター入室もしくは退室時

に、スタッフに駐車券を提示してください。

その際に押印いたします。 

明徳館ビル内のタワーパーキングは 

40台（車高1.5mまでの車に限る）、車いす

用スペース5台（平置き）駐車できます。 

公立大学法人 国際教養大学  

サテライトセンター  

〒010-0001 
秋田市中通２-1-51 
明徳館ビル２階 カレッジプラザ内 

Phone/Fax: 018-837-9250  
E-mail:  AIUSC@aiu.ac.jp 

  Sun Mon            Tue                     Wed                       Thu                      Fri                       Sat 

※“NHK実践ビジネス英語”は、利用者の方々が

各自教材を持参し、一緒にラジオを聞きながら英

語を勉強しています。事前の申し込みは必要あり

ません。 

May, 2016 

公立大学法人 国際教養大学 

サテライトセンター 
★開館時間★ 

 火 ～ 金：12:00-17:00   

 土：12:00-18:00 
 定休日：日・月・祝日 


