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文岳堂のおやき教室
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ぼうという方にぴったりの試
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「なんかおもしろそう」「社会勉強として」「私でも何

人気のみそぶた（夏はほんの

円以 下は3 0％にまで低下

したたくさんのみなさんは本
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8月26日
ワインについて学んでみませんか？
資格試験にチャレンジしちゃう？
ていいのか迷っていることが
わかります。

「いつも」の閉じた場所から
はなれて、「いつも」とは違った価
値観の中で、「いつも」は使わない
頭の部分に刺激をうけてます！ プ
ス大で、いろいろな力を持った外の
仲間ができて、わくわくがふえまし
た。そして、それは “本業”にも
プラスになっています！

●授業コーディネーター・サポーター
●webサイト・FBページ・LINE＠の運用
●学生向けメルマガの作成・配信
●季刊フリーペーパー制作
●運営資金管理
など、仕事内容はさまざまです。大学を支えてくれる、

います！

プス大webサイト内専用フォーム、メール、電話でお気軽にお問い合わせください！

