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学習院

Web講座

講

順次開

学習院さくらアカデミーでは、新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う外出自粛要請が続き、収束の見込みが立た
ない状況であることから、講座の再開を心待ちにしておられる受講生のみなさまのために、秋講座は、ご自宅に居なが
ら受講可能な Web による講座の配信を開始いたします。Web 会議システム「Zoom」を用いてのオンライン講座です。
視聴をご希望の方は、下記をお読みいただき、さくらアカデミーのホームページもしくは本リーフレット中面の申込
書にご記入のうえ、FAX にてお申込みください。
また、今回の秋 Web 講座は通常の講座とは異なる、スペシャルな内容になっている講座が多く、初めての方もご受講
いただけます。
Web会議システム
「Zoom」
のオンライン講座とは
PC（パソコン）やスマートフォン、タブレットを利用し

て、映像を交えながら講師との遠隔操作による Web 講

データ消費量の目安
スマートフォンのモバイル通信で Zoom を使うとデー
タ通信量は、1時間30分で、900MB くらいです。

座です。受講にあたりメールアドレスをお持ちであるこ

と、インターネット接続※ の環境があることが必要です。

利用できる端末の準備
・ Windows、Mac、Linux 等の PC 端末

・ iOS（iPhone & iPad）
、Android OS の端末

Zoom アプリケーションのインストール
・ PC や Mac は https://zoom.us/download か ら ダ ウ

Web 講座（Zoom）でのお約束ごと
・ 録画 / 録音、インターネットへの投稿は固くお断りし
ます。
・ Web の講座（Zoom）に参加した場合、原則としてマ
イクはミュート（音声を出さない）にしてください。
・ 常に最新の Zoom アプリに更新して参加してくださ
い（参加できない場合は、ブラウザーから参加する）。
・ 講座の視聴 URL、パスワードを第三者と共有すること
は固くお断りします。

ンロードしてください。

※インターネット接続 Zoom での授業を受講するにあた

・ iOS（iPhone & iPad）
、Android OS をお使いの場合は

り、有線 LAN ケーブルで接続した PC の使用が望ましいもの
の、スマートフォンやタブレットでも受講可能です。ただし、

App Store ま た は Google Play よ り ZOOM Cloud

スマートフォンやタブレットを使用する場合は、十分なデータ

Meetings アプリを事前にインストールしてください。

日本を知る

001「筆が織りなす皇室の美」
展の楽しみ方

New

※

今年度学習院大学史料館では、秋の特別展 として、
「筆
が織りなす皇室の美」の開催を予定しております。パソコ
ンや電子メールが全盛の現代においては、筆による文字
や絵の表現には、筆を手にした方々の温かみが感じられ
ます。この講座では、皇室ゆかりの貴重な展示作品につい
て、展示室の説明書きではお伝えしきれない、その魅力を
皆様にご紹介します。また、特別展の画像や展示作品の詳
細もお伝えする予定です。
日程

11月7日 土曜日／13:00～14:30

注意事項 ※複数受講割引対象外講座

受講料

講師：田中

潤

学習院大学史料館
EF 共同研究員

3,300円（1回）

※秋の特別展につきましては、コロナ禍の影響により残念ながら一般の方々
への公開を差し控えさせていただきます。展示室から設営した内容を You
Tube 等により配信する予定です。

通信量が許容される WiFi に接続していることを推奨します。

日本を知る

002

源氏物語の世界
４回でまるっと早わかり

源氏物語がどんな物語なのか知りたいとお思いの方に向
けての講座です。源氏物語を知らない人はないと思うの
ですが、何しろ源氏物語は五十四帖にもおよぶ長編物語
ですから、すべてを読破するのはなかなか容易ではあり
ません。この講座では、五十四帖を四回にわけてお話し、
源氏物語の全体像をつかんでいただくとともに、源氏物
講師：伊東 祐子
語の魅力についてもお伝えしたいと思います。
都留文科大学講師

日程

土曜日／13:00～14:30
10月 17日 第一部
11月 7日 第一部

受講料

紫上系物語（栄華への道のり）

玉鬘系物語（中流姫君との恋）

21日 第二部 （栄華の翳りと光源氏の苦悩）

12月 5日 第三部 （匂宮・薫と宇治の姫君との恋）

13,200円（全4回）

日本を知る

日本を知る

『今昔物語集』から
平安朝の人々の生き方をさぐる

003

004

『今昔物語集』は1000以上の説話を収めた平安時代の説
話集です。天皇から庶民、鬼たちの人間臭い振舞いや不思
議な行動が鮮烈な表現で描かれ、現在人とは異なるこの
人々の感覚や世相も知ることができます。今回採り上げ
るのは、冷酷な命令をする武士の話、武勇の士があっけな
く女たちに殺される話、観音の利益にも不思議なのがある
ものだと感じさせる話などです。歴史学専門の講師ととも 講師：中込 律子
学習院大学講師
に、
『源氏物語』からは見えない平安時代を旅しましょう。
日程

日曜日／13:00～14:30

10月 11日
25日
11月 15日
29日

受講料

13,200円（全4回）

壬申の乱を考える
内乱を読み解く三つの視覚

672年、天智天皇の後継の座をめぐり起こった壬申の乱。
叔父にあたる天武天皇が甥の大友皇子を破り、古代律令
国家の礎を築きました。この古代史上最大の内乱といわ
れる戦争について「原因諭」
「勝敗論」
「史料論」という三つ
の視点から詳細に論じていきます。
講師：遠山

美都男

学習院大学講師

日程

平貞盛が児肝で生き延びる話
鎮西の武士が双六で喧嘩となり、
女たちに殺される話
内野の死体を運んで富裕になった男の話
丹波住人が鹿を食べたい妻を離縁する話

土曜日／13:00～14:30

受講料

9,900円（全3回）

10月 17日 乱はなぜ起こったのか？

注意事項 教材は『今昔物語集』三～
五（新日本古典文学大系、
岩波書店）の必要部分を
※各話長短がありますので、1回に1話とは限りません。上記の順で説話を
プリントにします。

11月 7日 乱の勝敗を分けたのは何か？
12月 5日 乱はどのように描かれたか？

読み進め、進行により順序を入れ替えたりすることがあります。

日本を知る

005

日本人と神道
近世思想と神道

日本を知る

006

山崎闇斎と本居宣長

今期は江戸時代の思想家が神道についてどのように考え
ていたかを見ていきます。江戸時代は多様で豊かな思索
が積み重ねられ、神道についての考えも深められました。
今回はそのなかから山崎闇斎と本居宣長の思想を取り上
げます。闇斎は儒教と神道の接合に取り組み、宣長は儒教
や仏教が日本に輸入される前の神道のあり方を探求しま 講師：山田 徹
した。二つの異なる神道思想について、なるべくやさしく 学習院大学講師
解説します。
日程

受講料

日曜日／13:00～14:30

12月 6日 理とつつしみ
― 山崎闇斎の垂加神道
13日 歌と神
― 本居宣長の復古神道

6,600円（全2回）

講師：武藤

講師：金子
秀明大学講師

俳句教室

28日 仮名手本忠臣蔵－山科閑居－

008

～言葉のリズムの季語の世界観～

講師：網野

月を

現代俳句協会副幹事長、
Haiquology 代表

受講料

9,900円（全3回）
12名

日本を知る

江戸時代の村の医療事情
くずし字で読む

病はいつの時代の人々にとっても恐ろしいものです。江
戸時代の村では、どのように病に対処していたのでしょ
うか。村に医者はいたのか、薬はあったのか、流行り病に
どう対処したのかなど、本講座では江戸の近郊村である
武蔵国秩父郡上名栗村（現埼玉県飯能市名栗村）の事例を
中心に、村の医療事情を紐解いていきます。学習院大学
史料館所蔵の古文書「町田家文書」の解読も織り交ぜなが
ら、お話します。
日程

11月15日 日曜日／10:40～12:10

受講料

講師：丸山

美季

学習院大学史料館学芸員

3,300円（1回）

注意事項 ※複数受講割引対象外講座

※『くずし字解読辞典』( 児玉幸多編、1993年、東京堂出版 ) など、くずし字の
辞典を既にお持ちの方はご用意ください。

各日程の1週間前までに作句して投句してください。

日本を知る

秋冬とっておきの「京都」

010

オンラインで京の四季を感じる旅へ

春夏秋冬、京都の社寺で執り行われる「祭り・行事」や、京
都に暮らす人びとが受け継いできた「暮らしの文化」を、
オンラインによるバーチャルな旅で楽しんでいただきな
がら、今後、京都へ旅行した際に楽しみたい京料理や和菓
子＆スイーツなどもたっぷりご紹介します♪ 講師は、京
都市・京都をつなぐ無形文化遺産「京の年中行事」審査会
委員（平成29年度）を務めた、京都学講師・若村亮が、国登 講師：若村 亮
京都学講師
録有形文化財の京町家からお届けします。
（株）らくたび代表取締役

土曜日／15:00～16:30

9,900円（全3回）

21日 勧進帳

元

注意事項 講座の進め方についての資料はメールで事前にお送りいたします。

日程

受講料

日本を知る

10月 11日 秋の季語 秋の季語から兼題を出題します
受講定員
11月 8日 冬の季語 冬の季語から兼題を出題します
12月 6日 暮の季語 暮の季語から兼題を出題します

009

土曜日／13:00～14:30
11月 14日 双蝶々曲輪日記－引窓－

金子 元

日曜日／10:40～12:10

純子

清泉女子大学講師

日程

俳句の実践教室です。句会の仕方は様々ありますが、この
教室では、兼題（予め出題された季節のお題）について３
句の投句をしていただきます。全受講生の句の清記（すべ
ての句を清書してランダムに並べたもの）から各々選句
をしてもらいます。各受講生の選句を披講（句を読み上げ
ること）したのち、全句について合評会します。初心者の
方大歓迎です。

日程

オンライン講座編

心に残る名場面を、画像・動画に加えて、平易な現代語の
朗読にてご案内いたします。親子兄弟の情愛や人の情け
を深く理解していただけることでしょう。音声やチャッ
トでの質問もお受けいたします。オンライン講座で歌舞
伎力を鍛え、安心・安全の時期、芝居に出かけましょう！

山田 徹

日本を知る

007

ちょっとだけ歌舞伎通

受講料

9,900円（全3回）

日本雅楽の魅力に迫る

古代シルクロードの DNA を継ぐ世界最古の合奏音楽＆舞踊

雅楽は一般に「宮廷の音楽」
「神社の音楽」と考えられ、日
本的なものだと思われていましょう。確かに平安文学に
は雅楽の記事が頻出し、今も神社では雅楽が奏されてい
ます。しかし雅楽の起源を辿るとその多くはアジア・シル
クロードに行き着き、古代には異国情緒に溢れた芸能と
して仏教などと共に伝来した国際的音楽・舞踊だとも言え
るのです。本講座では日本雅楽の多面性に光を当て、日本
雅楽の正体を焙り出してみたいと思います。
日程

土曜日／15:00～16:30

受講料

10月 17日 深まる秋色の京都 －10月・11月／紅葉の名所・隠れ名所／御火焚祭 など－

11月 7日 雅楽の常識・非常識・奏でる雅楽〈管絃〉

12月 19日 華やぐ新春の京都 －1月／初詣／七草の節句／えべっさん／七福神 など－

12月 5日 シルクロード舞踊の集大成・
〈舞楽〉の魅力

11月 21日 賑わう師走の京都 －12月／大根焚き／終い弘法・天神／除夜の鐘 など－

21日 国境も時間も超える歌の芸術〈歌物〉

講師：三田

徳明

学習院大学講師
三田徳明雅樂研究會主宰

9,900円（全3回）

世界をみる

日本を知る

011

戦争と平和の漢詩を読む

012

漢詩といえば、雄大な自然をうたうイメージがあります
が、社会問題を鋭く指摘するのも、漢詩の役割です。太古
の庶民の詩から、中国文学を代表するような詩人の作品
まで、反戦の思いをうたう作品は少なくありません。今回
の講座では、そうした作品の中から、戦火の苦しみを描い
たものを読み味わいます。中国の詩人たちがうたいあげ
た平和への思いを、感じ取ってみましょう。

日程

日曜日／13:00～14:30

受講料

講師：円満字
フリーライター
漢和辞典編集者

二郎

9,900円（全3回）

日程

世界をみる

3つのエモいソクラテスの話

014

ソクラテスから考える恋愛と生死

古代ギリシアの哲学者プラトンは師匠ソクラテスが登場
する劇の台本のような哲学書を書き残しました。その中
から今回は『ソクラテスの弁明』
『饗宴』
『パイドン』を取り
上げ、世界中の学者たちに2000年以上考えられ続けてい
るソクラテスの不可解な言動を取り上げ、それについて
一定の解釈を試みます。それは現代に生きる我々の恋愛
観、死生観を変えることにつながるかもしれません。

日曜日／10:40～12:10

受講料

10月 11日 裁判員たちを挑発するソクラテス

11月 8日 アルキビアデスを抱かないソクラテス

講師：小島

和男

学習院大学教授

6,600円（全3回）
講師のご厚意により、
初回無料です

ベネターの反出生主義への誤解と可能性

日程

日曜日／10:40～12:10

受講料

11月 29日 ベネターの反出生主義とはいかなる
ものか

講師：小島

和男

学習院大学教授

6,600円（全3回）

講師のご厚意により、
初回無料です

12月 6日 どのような反論がなされてきたか

13日 地獄を少しはマシに生きる方法を探る

世界をみる

世界をみる

バタイユにおける女性のイメージ

016

作品に隠された女性理論を読み解く

ジョルジュ・バタイユはエロティシズムの思想家としてよ
く知られています。日本でも生田耕作や澁澤龍彦を読ま
れる方にとってはおなじみの人物かもしれません。本講座
では、従来のバタイユ像を乗り越えて、彼の作品に隠され
た女性についての理論を読み解いていきます。バタイユが
描く女性は、性的に消費される対象でしかないのでしょう
か？ 彼にとっての女性とはいったい何なのでしょうか？
こうした問いに、本講座は全二回で迫っていきます！

日曜日／10:40～12:10

受講料

講師：横田

祐美子

ロンドン・ナショナル・ギャラリー所蔵のイタリア絵画

立命館大学専門研究員
早稲田大学招聘研究員

6,600円（全2回）

日程

受講料

世界をみる

講師：本間

紀子

東海大学講師
跡見学園女子大学講師

土曜日／13:00～14:30

11月 14日 15世紀のイタリア絵画（本間）
28日 16世紀のイタリア絵画（久保寺）
12月 12日 17・18世紀のイタリア絵画（本間）

25日 逃げる女 ―― バタイユが描く女性像

講師：久保寺

9,900円（全3回）

学習院大学講師

紀江

世界をみる

ヴェルサイユの娯楽と祝祭

018

ルイ14世の祝祭からマリー・アントワネットの宴まで

「統治するために楽しませる」―ルイ14世が王太子に遺し
た教訓です。国王は廷臣たちに対して日常的にあらゆる
娯楽を提供しました。演劇、音楽会、オペラ、バレエ、舞踏
会、狩猟、賭け事…。それらは楽しみであると同時に、肉
体的、精神的な自己コントロール能力や卓越性が試され
る政治的な機会でもありました。実際の宮廷行事の史料
や廷臣たちの具体的な証言を基に、ヴェルサイユで行わ
れた娯楽と祝祭を追体験してみましょう。

日曜日／13:00～14:30

イタリア美術の魅力

ロンドンのナショナル・ギャラリーといえばゴッホの《ひ
まわり》など近代絵画のコレクションで有名ですが、イ
タリアの古い時代の絵画も充実しています（ボッティ
チェッリ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、カラヴァッジョな
ど）。ナショナル・ギャラリー所蔵のイタリア絵画の中か
ら講師が厳選した作品をご紹介します。

10月 18日 バタイユは男性中心主義的な思想家か？

日程

ベネター『生まれてこないほうが良かった』をめぐって

ベネターの反出生主義はオンラインででもオフラインで
でも他の反出生主義的考えと一緒に受け止められ、一定
の理解、いや、誤解を得られているように思われます。今
回はこの3回で、まずはベネターの反出生主義の、彼が著
作に書いている限りのことへのまずはなるべく誠実な理
解を目指し、次に有力な反論を紹介した後、その思想を現
代に生きる我々がどう受け止めるべきかまでを一緒に考
えていきたいと思います。

15日 死の間際にちゃぶ台を返すソクラテス

017

9,900円（全3回）

29日 ベンヤミンが見た芸術作品の「アウラ」とその消失

世界をみる

日程

受講料

11月 8日 パウル・クレーが絵画に込めた問いとモチーフ

25日 戦争と女性の運命 ——— 王粲「七哀詩」ほか

015

日曜日／13:00～14:30

10月 18日 ハイデッガー哲学における芸術作品の「真理」とは

11月 15日 民衆の叫びを伝える —— 杜甫の大作「兵車行」

日程

芸術作品とは何か

そもそも「芸術作品」とは何なのでしょう。芸術作品とそ
うでない物の違いははたしてどこにあるのでしょうか。
哲学は古来「美」を論じましたが、現代になると芸術作品
そのものの有り方が根本から問われるようになります。
そこで今回の講座では、ハイデッガーとベンヤミンという
対照的な哲学者をとりあげ、両者が各自の文脈から注目し
たパウル・クレーの絵画を補助線としながら、この問題を、 講師：酒井 潔
学習院大学教授
スライドも使って出来るだけ具体的に考えて行きます。

10月 11日 荒廃する暮らし ———— 戴復古「淮村の兵後」ほか

013

芸術哲学入門Ⅱ

受講料

講師：太田

みき

学習院大学講師
明治学院大学講師

9,900円（全3回）

土と食のヨーロッパ史

土との格闘がヨーロッパの発展の原動力だった？ アジア
に比べて土壌が肥沃でなかったヨーロッパはいろいろな
工夫を重ねて発展してきました。しかしそこには取り返
しのつかない誤りもありました。食とヨーロッパ史の関
係に興味をお持ちの方に、2018～2019年に行った講座
「環境と食から考えるヨーロッパ史」の中から3つのテー
マをセレクトし、新たな要素を加えてお届けします。

日程

土曜日／15:00～16:30

10月 11日 居殿の娯楽―賭け事、音楽会、舞踏会

11月 14日 土を奪う古代

12月 13日 屋外の娯楽―狩猟、スポーツ、夜の祝祭

12月 12日 化石を土にする近現代

11月 8日 舞台芸術の楽しみ―演劇、バレエ、オペラ

28日 土を肥やす中世

受講料

講師：後藤

秀和

慶應義塾大学講師

9,900円（全3回）

世界をみる

019

世界をみる

オペラでわかるヨーロッパ史

020

ドニゼッティ「女王三部作」で知るテューダー朝の歴史

歴史を題材にしたオペラはたくさんあります。今回は、
イギリス16世紀の王朝であるテューダー朝を題材にし
た、ドニゼッティの「女王３部作」と呼ばれる３作のオペ
ラを取り上げ、歴史的背景、史実とオペラとの相違、各作
品の特徴などを、youtube からの映像を交えつつご紹介
します。

講師：加藤

浩子

慶應義塾大学講師
音楽評論家

日程

土曜日／13:00～14:30

受講料

9,900円（全3回）

裏声歌手が語るファルセットの世界

クラシック音楽の世界では、男性がファルセット＝裏声
で歌うことは珍しく、かつマイナーであるという扱いを
受けることが多い。しかしジャンルを問わず「歌」という
表現法に目を向ければ、ポップスやハワイアン、ヨーデル
等、様々な音楽で裏声が使われていることに気づきます。
本講座では、そんな裏声の魅力を、講師演奏も含めてご紹
講師：彌勒 忠史
介します。
カウンターテナー
オペラ演出家

日程

10月 17日 アン・ブーリンの野望 ドニゼッティ《アンナ・ボレーナ》

土曜日／15:00～16:30

12日 裏声で歌って見る

12月 12日 エリザベス１世の終焉 ドニゼッティ《ロベルト・デヴェリュー》

世界をみる

世界をみる

ベッラ・ヴォーチェでカンティアーモ !!

022

美しい声・素敵な歌・充実のひととき！

コロナ禍のこの様な時期だからこそ、潤いのある時間を持ち
ましょう！ ベッラ・ヴォーチェ（美しい声）で歌うことで活
力と潤いが溢れてきます。世界で唯一の自分だけのベッラ・
ヴォーチェを見つけて、愛と喜びの歌を歌いましょう。オン
ラインでの試みですが、笑いと満足が得られる講座です。
本格的に歌に挑戦したい方は勿論、
「歌はちょっと……」と
思われる方でも大丈夫です。イタリアで活躍してきたバリ 講師：大貫 史朗
バリトン歌手
トン歌手の歌声も楽しめます。納得と笑顔と感動の時間を
講師：鈴木 綾子
過ごしませんか……美しい声・素敵な歌・充実のひととき！ ピアニスト
日程

土曜日／13:00～14:30

受講料

9,900円（全3回）

日程

日曜日／10:40～12:10

受講料

世界をみる

世界をみる

現地で確かめたい世界遺産

024

あの「世界遺産」は今、どうなっているのか？

ユネスコの世界遺産は「次代へ繋げるべき人類の宝」。今
では1000を超える物件が登録されています。そんな世界
遺産ですが、朽ちていく建築物や変化する自然など、世界
遺産の価値を保っていくことは容易ではありません。本
講座では、火災に遭ったパリのノートルダム大聖堂、政治
的理由でモスクに変わるイスタンブールのアヤソフィア
などを通して、世界遺産のあり方を考えます。地球の歩き
方の取材班が伝授する街歩き情報もお楽しみに。

日曜日／10:40～12:10

受講料

講師：大和田

聡子

「地球の歩き方」編集担当

9,900円（全3回）

10月 18日 ノートルダム大聖堂とパリの街歩き（坂井、大和田）
11月 15日 アヤソフィアとイスタンブール （大和田）
12月 13日 ミュンヘンとノイシュヴァンシュタイン城（大和田）
注意事項 地球の歩き方協賛講座です。講師取材の都合で、

講義テーマの順番が変わることがあります。

講師：坂井

彰代

「地球の歩き方」編集担当

トラベルライター講座
旅行ガイドブックを作る仕事とは

旅の魅力を伝える仕事、トラベルライター。プランニング
から旅程を終えるまで旅人に寄りそうガイドブックを作
る仕事についてレクチャーします。開講以来、ライターと
いう仕事に興味がある方、ブログやフェイスブックなど
で自らの旅を発信したい方たちが受講されています。旅
好きが集う本講座で、旅することの楽しさを伝えるトラ
ベルライターの世界に触れてみませんか。

日程

世界をみる

日曜日／13:00～14:30

受講料

講師：富永

直美

ライター、エディター

9,900円（全3回）

11月 15日 トラベルライターの仕事を知ろう
トラベルライターがどのように仕事をしているかをお話しします。
29日 旅行ガイドブックの作り方
『地球の歩き方 aruco 台北』を例にガイドブックの作り方についてお話しします。
最終回に向けて課題（原稿執筆）を出します。
12月 13日 原稿を書いてみよう
前回出した課題に基づき、受講生が作成した原稿を発表。講師が添削、アドバイスします。

自分をみつめる

ボタニカルアート講座

026

植物の魅力を愉しむ

初心者から経験者まで広く楽しんでいただけるよう、オ
ンライン講座ならではの内容をご提供いたします。アト
リエからのライブ配信により、具体的な描画環境や羊皮
紙への制作技法等をご紹介いたします。また、現代植物画
に何が求められているのか、どのように社会へ貢献でき
るのかなど、実例を通して考えていきます。

講師：池田

真理子

不安を小さくするコツ

不安なままじゃいられない－元気に過ごすヒント

新型コロナウィルスの流行は私たちに大きな変化をもた
らしました。今までと違う日常に私たちは戸惑い、そして
落ち着かない日々を過ごしています。不安を感じてあた
りまえな世の中であればこそ、私たちは不安と上手につ
きあうことが必要です。この講座で不安をコントロール
できる自分になることを目指しませんか。

画家、芸術学博士

日程

9,900円（全3回）

11月 15日・29日

28日 声と心の潤い…

025

アラブ・イスラーム世界のニュースを読む

10月 25日

12月 5日 希望ある未来を求めて…

日程

アラブ・イスラーム文化を知る（Ⅴ）

中東やイスラームはニュースでよく取り上げられています
が、理解されていない部分がまだまだたくさんあります。こ
の講座ではネイティブの視点からアラブ・イスラームについ
て基礎的な話や、あまり知られていない文化や慣習について
触れていきたいと思います。今回は特にアラブ・イスラームの
時事問題やニュースに多く触れていきます。皆さんがお聞き
したいことや疑問などにもお答えします。１講座完結の内容 講師：アビール・アル・サマライ
（日本名：川上かおり）
ですので、
今回の講座から初めて受講される方も大歓迎です。 学習院大学講師、ハット研究所 所長

11月 14日 ベッラ・ヴォーチェの魅力…

023

9,900円（全3回）

12月 5日 裏声歌唱はマイノリティなのか

11月 14日 メアリーとエリザベス 2人の女王の対決 ドニゼッティ《マリア・ストゥアルダ》

021

受講料

11月 28日 ファルセット＝裏声とは何か

日曜日／13:00～14:30
10月 18日 植物画の制作方法
11月 8日 植物画の構図

29日 植物画と現代社会のつながり

受講料

9,900円（全3回）

講師：内海

仲子

シニア産業カウンセラー
アンガーマネジメントファシリテーター

日程

日曜日／13:00～14:30
10月 11日 不安は必要なもの？
25日 不安に点数をつける

11月 8日 不安を小さくする

受講料

9,900円（全3回）

自分をみつめる

暮らしを豊かに

禅の智慧に学ぶ

027

028

心を調えて、落ち着いた毎日を過ごすためには

何かと不安なことが多い今日この頃。しかし、そんな外側
の不安に心をかき乱されることなく、一日一日を落ち着
いて過ごしていくにはどうしらよいであろう。そのため
には、まず自分の心を調えなければいけない。姿勢を調
え、呼吸を調え、心を調えることによって、本当の落ち着
きに気づきましょう。

講師：平井

土曜日／15:00～16:30

受講料

正修

6,600円（全2回）

日程

11月 21日

11月 15日 自宅で“綺麗”を学ぶ

受講料

講師：神保

9,900円（全3回）

おめでたい季節に、茶・香・花・食を学ぶ一日

歳暮の季節に、茶道具を知る、楽しむ一日

暮らしを豊かに

紅茶の魅力

030

紅茶生産地を知る ～インド、スリランカの紅茶と茶園風景～

皆さんは紅茶をどのようにして選んでいますか？ 紅茶は
それぞれの生産地の気候風土、品種や製造方法によって
味や香りに特徴が生まれます。代表的な紅茶生産地につ
いてお話しし、写真を見ながらインドやスリランカの紅
茶の旅へご案内します。毎回、紅茶のいれ方のレシピもご
紹介します。各地の紅茶産地に想いを馳せながら飲む紅
茶はより味わい深いものとなることでしょう。

日曜日／10:40～12:10

受講料

講師：太田

宗揣

遠州流茶道教授

茶の湯の流れを知り、深まる秋を楽しむ一日

12月 13日 自宅で“茶道具”を知る

暮らしを豊かに

日程

日曜日／13:00～14:30

10月 11日 自宅で“秋”を楽しむ

12月 12日

029

初めての方に贈る、自宅で茶の湯を“楽しむ・学ぶ・知る”

自宅に居ながらにして、茶の湯に触れ、日常での楽しみ方
をお届けする内容です。
私たちの生活は、知らず知らずのうちに茶の湯の世界と
つながっています。茶の湯にふれることで季節の移ろい
にも意識が向くようになり、なにげない日常が豊かなも
のに変化します。お茶の世界に触れる第一歩として是非
ご参加ください。

臨済宗国泰寺派 全生庵住職
日本大学客員教授

日程

ご自宅で。もっと気楽に「オンライン茶の湯楽」

New

日本の誇りを探る（3回シリーズ）

本講座は、大学生に向けて実際に授業をしている内容を、講
師が一般の方向けにリニューアルした3回シリーズです。1
回目は、
「あなたは紙おむつ派か？ 布おむつ派か？」の答え
と、紙おむつの世界的な国内メーカーを例に。2回目は開業
8年を迎えた東京スカイツリーについてです。何のために建
てられたのか？ どのように建てられたのか？ その秘密から
見えてくる真実が。3回目は日本の鉄のすごさについて。身 講師：久保田 福美
学習院大学講師
の回りの鉄についてその秘密に迫ります。1回毎の完結です。

ますみ

日本紅茶協会認定シニア
ティーインストラクター

9,900円（全3回）

日程

土曜日／13:00～14:30

受講料

10月 11日 基礎知識と世界の紅茶生産地

＊ホットティー＊

10月 17日 紙おむつから何が見えてくるか

12月 6日 インドの紅茶・茶園を訪ねる

＊マサラチャイ＊

12月 5日 日本の鉄のすごさとは？

11月 8日 スリランカの紅茶・茶園を訪ねる ＊ジンジャーティー＊

9,900円（全3回）

11月 7日 東京スカイツリーの“世界一”の秘密

キリトリ線

今回の講座申込みは、メールアドレスが重要です。できるだけホームページからか、もしくは下記の用紙にてお申込みください。

ホームページからお申込み http://g-sakura-academy.jp/
 ＦＡＸ 専 用

2020年度

学習院さくらアカデミー

FAX : 03-5992-1124

秋期 Web 講座申込書

講座番号

申

込

講

座

検索

名

〒
住

所

都道
府県

電話 ：

（

市区
郡

）

FAX ： （

）

E-mail（Web 講座では必要になります）
：
緊急連絡先（携帯電話など）：

（

）

フリガナ
氏

性別
□男

名

生
年（西暦）

年

月

日
月

年齢
日

□女

整理番号（注）

歳

会社員 ・ 公務員 ・ 主婦 ・ 教員 ・ 自営業 ・ 学生（☆）
職

業

その他（

）

☆学生の方のみ記入してください
小学校 ・ 中学校 ・ 高校

大学・大学院

学部

学科

年

（注）整理番号欄は、学習院さくらアカデミーから付与された６桁の番号をご記入下さい（お持ちの方のみ）。

講座の受付開始は、2020年9月1日
（火）からです。

外国語を楽しむ、外国語を学ぶ

外国語を楽しむ、外国語を学ぶ

歌を歌って英語を学ぼう

New

031『赤毛のアン』
アラカルト

032

この講座では『赤毛のアン』を全部読む言わばコース料理
ではなく、作品とその関連から好みの一品（アラカルト）
をいくつかお届けします。今回は『赤毛のアン』誕生の経
緯、アンの魅力、作者の実人生との繋がり、また、文学史上
の位置や出版当時の書評、そして随所に現れる英文学の
引用など、様々な切口で選んだものをご賞味ください。英
語の資料もつけますので、英語を読みたい方はそちらも 講師：水谷 利美
学習院大学・
どうぞ。
学習院女子大学講師

歌は英語を学ぶのに最適です。懐かしい歌をご自分で歌って
みませんか。声楽のクラスではありませんので、歌い慣れて
いない方でも大丈夫です。講師が歌詞の意味と発音のポイン
トを説明しますので、実際に何度も歌ってみましょう。カー
ペンターズの Yesterday Once More やキャロル・キング
の You've Got a Friend、ママズアンドパパズの California
Dreaming など、1学期で5～6曲学びます。可能な限りで
すが、生徒さんの希望曲も取り上げたいと思います。

土曜日／13:00～14:30

日程

受講料

9,900円（全3回）

楽しく歌って英語の世界へ

日曜日／10:40～12:10

日程

10月 17日 モンゴメリと『赤毛のアン』

9,900円（全3回）

12月 6日

12月 12日 モンゴメリと英文学・キリスト教

外国語を楽しむ、外国語を学ぶ

外国語を楽しむ、外国語を学ぶ

British English Language and Culture

ここ最近の数か月、世界中の多くの人々が困難にさらされていま
すが、英国ではどうでしょう？ そこで何が起きているのでしょう
か？ 人々がいかにパンデミックに対処しているか、また生活はど
う変わったか？ 新しい常識はどんなものか？ この講座では、深刻
にならずに年初以来の英国で何が起きてきたかを新しい言葉や
フレーズを学びながら見て行きましょう！ レッスン方法はQ&A
とディスカッションに基づく会話です。いくつか深刻な状況に言 講師：Nadia Mckechnie
（ナディア・マケックニー）
及することもありますが、笑えることがたくさんあると思います。 ナレーター、ライター

土曜日／13:00～14:30
11月 28日

受講料
受講定員

12月 12日

6,600円（全2回）

やさしいやさしいイタリア語会話初級

034

英国で何が起きている？

日程

たま

元 学習院大学講師

11月 8日・22日

11月 21日 文学史の中の『赤毛のアン』

033

受講料

講師：熊本

Bergamo, città di eroi（ミラノの近郊にあるベルガモ市、英雄の町）

やさしい教材を使って、楽しみながら簡単なイタリア語
会話ができるようになることを目指します。今回は主に
イタリア半島の北部にあるミラノの近郊にあるベルガモ
市について学びます。DVD と CD を使いベルガモ市を紹
介します。また、60年代の懐かしい歌も歌います。この旅
はイタリア各地方の紹介を通して、イタリア語を冬・春・
講師：Martina Zanini
秋と継続して学んでいきます。

（マルティナ・ザニーニ）
多摩美術大学講師

日曜日／10:40～12:10

日程

18名

注意事項 英語レベル：初中級以上（多くの映像

があるので、全て理解しなくてもレッ
スンを楽しめることができます）

受講料

10月 11日 ベルガモ・アルタの歴史と町の風景
25日 サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂
を訪れます
11月 8日 ベルガモの田舎を訪れて伝統料理を
紹介します

受講定員

9,900円（全3回）
18名

注意事項 初 級 レ ベ ル：定 冠 詞・不 定 冠

詞、名詞の単数・複数、規則的
な動詞の現在形などの基礎的
な文法を学んだ方を対象

外国語を楽しむ、外国語を学ぶ

035

韓国文化の理解

受講キャンセル・受講料返還について

韓国語を学ぶことは韓国を知ることです

アンニョンハセヨ。韓国語を学ぶことは言語だけではな
く、韓国の文化や韓国人の価値観などを理解することに
つながります。言葉はその社会を映す鏡でもあります。
日々変わりつつある韓国社会の姿をドラマ・映画などから
観るシーンをモチーフにして理解を深め、一緒に考えて
みませんか？

◎お申込みされた講座をキャンセルする場合は、必ずご連絡くだ
さい。その「お申し出日」
（日・祝日にあたっている場合は、その
前日の営業日の営業時間内まで）に応じて、以下のキャンセル
料・返金手数料が発生いたします。あらかじめご了承ください。
キャンセル料
講師：朴

日曜日／10:40～12:10

受講料

9,900円（全3回）

返金手数料

25日 ドラマ・映画から見る韓国②

11月 8日 日本の中の韓国

受講料が

になります！

お一人で複数の講座を同一学期内に受講される場合、以下の
とおり受講料を割り引きさせていただきます。
４講座以上受講の方

……一律1,100円

受講料から

5992-1040
FAX 03-5992-1124 ☎ 0 3 -受付時間
（10月以降）

http://g-sakura-academy.jp/
学習院さくらアカデミー

受講料から

日曜日

10:00～17:00
10:00～14:00

豊島高田
郵便局

北グラウンド

大学体育館

守衛所
西門
西門

新宿北
郵便局
消防署

正門

硬式テニスコート

［注意事項］
◦割引が適用となる講座は、予定している日程を第1回目から受講されている講座
とします。途中からの講座は、対象外となります。教材費・テキストがある講座は、
受講料のみが割引対象となります。

講師や職員の新型コロナ罹患、非常事態宣言等により、講座が休止・中止になることがあるかも
しれません。その際はメールのみでのご連絡になりますので、ご了承ください。

月曜日～土曜日

↑至 雑司が谷駅

15% 割引

※1回の講座は割引の対象になりません。

学校行事や祝日など
で、土・日曜日および
一部の平日が閉室と
なる場合があります。

柔剣道場

10% 割引

講座お問合せ・お申込み先

多目的コート

３講座受講の方
受講料から5% 割引

100％

◎キャンセルのお申し出は、まずお電話にてご連絡ください。

複数講座受講割引があります！

２講座受講の方

正規受講料の

講座開講初日の１日前（前日）～講座開講後に
お申し出

10月 11日 ドラマ・映画から見る韓国①

割引

2,200円

講座開講初日の７日前～２日前までにお申し出

（パク・ヘラン）
韓国語翻訳・通訳者

日程

無料

講座開講初日の８日前までにお申し出

恵蘭

卓球場

学習院さくらアカデミー
事務室

部室

学習院さくらアカデミー
教室（南1号館）

西門

切手の博物館

↓至 JR 目白駅

株式会社 学習院蓁々会 学習院さくらアカデミー 〒171-0031 東京都豊島区目白1-5-1
JR 山手線「目白」駅下車、徒歩5分／東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅下車、徒歩10分

講座の受講や資料請求で頂戴したお客様の個人情報は、厳重に管理され、資料送付及び申込受付、試験登録等の講座運営にのみ利用させていただきます。学習院さくらアカデミーでは、お客様のお名前・性別・
住所・電話番号等の個人情報は、一切、公表しておりません。

年度
2020 講座
B
秋 WE
講座
全

学習院

WEB講座

18

キャリアアップ・スキルアップ 講 座
学習院さくらアカデミーでは、社会人や大学生向けに、資格取得を目指したキャリアアップ・スキルアップ講座を実施し
ています。今回の秋講座も夏講座に引き続き、ご自宅に居ながら受講可能な WEB による講座の配信を致します。
女性として活躍するための「秘書検定」
「マナー・プロトコール」講座を始め、就活に役立つ「公務員入門」
「TOEIC®対策」
「MOS 講座」
「FP 検定」など充実した内容になっています。

WEB会議システム
「ZOOM」
のオンライン講座とは

データ消費量の目安

PC（パソコン）やスマートフォン、タブレットを利用し
て、お好きな場所で受講できる双方向型 WEB 講座です。
受講にあたりメールアドレスをお持ちであること、イン
ターネット接続※ の環境があることが必要です。

スマートフォンのモバイル通信で ZOOM を使うとデー
タ通信量は、1時間30分で、900MB くらいです。

WEB 講座（ZOOM）でのお約束ごと
・ 録画 / 録音、
インターネットへの投稿は固くお断りします。
・ WEB の講座（ZOOM）に参加した場合、原則としてマ
イクはミュート（音声を出さない）にしてください。
・ 常に最新の ZOOM アプリに更新して参加してくださ
い（参加できない場合は、ブラウザーから参加する）。
・ 講座の視聴 URL、パスワードを第三者と共有すること
は固くお断りします。

利用できる端末の準備
・ Windows、Mac、Linux 等の PC 端末
・ iOS（iPhone & iPad）
、Android OS
の端末

ZOOM アプリケーションのインストール
・ PC や Mac は https://zoom.us.download か ら ダ ウ
ンロードしてください。
・ iOS（iPhone & iPad）
、Android OS をお使いの場合は
App Store ま た は Google Play よ り ZOOM Cloud
Meetings アプリを事前にインストールしてください。

※インターネット接続 ZOOM での授業を受講するにあた
り、有線 LAN ケーブルで接続した PC の使用が望ましいもの
の、スマートフォンやタブレットでも受講可能です。ただし、
スマートフォンやタブレットを使用する場合は、十分なデータ
通信量が許容される WiFi に接続していることを推奨します。
※一部、
ＺＯＯＭではなくオンデマンド講座もありますので、
ご注意ください。

キ ャ リ ア ア ッ プ ・ス キ ル ア ッ プ 講 座 ガ イ ダ ン ス 一 覧

資格・検定対策講座および英語講座の内容を理解していただくために、講座ガイダンスをオンラインで実施しています。
講座のカリキュラムやテキストの内容、資格を取得する目的、英語試験のスコアアップ法などについて説明しています。
講座番号

講

座

名

036

TOEIC®L&R スコアアップ対策 WEB 講座

037

TOEIC®L&R600点達成 WEB 講座

038

TOEIC®L&R730点達成 WEB 講座

039

公務員入門 WEB 講座

040・041 マナー・プロトコール検定3級・2級対策 WEB講座

日

程

時

間

ミーティング ID

パスワード

358 6610 570

8888

18:00～18:30

936 9780 8694

477809

12:20～12:50

925 0022 6821

173984

18:30～19:00

966 4102 6435

512428

9月18日（金） 12:20～12:50

943 7922 8052

239326

9月17日（木） 12:20～12:50
9月24日（木） 18:30～19:00
9月7日（月）
9月9日（水）
9月16日（水）

動画準備中（8月下旬さくらアカデミー HP にて公開予定）

042

秘書検定準1級・2級 WEB 講座

ZOOM にて実施予定（8月下旬さくらアカデミー HP にて公開予定）

043

調剤薬局事務 WEB 講座

9月15日（火） 18:00～18:30

992 0435 4613

727652

044

3級 FP 技能検定試験対策 WEB 講座

9月25日（金） 12:20～12:50

996 7194 6735

578310

9月29日（火） 18:30～19:00

937 4646 0806

905425

英 語 講 座
講座番号

036

語学力を磨き、自分の武器にしよう！

TOEIC®スコアアップ対策 WEB 講座

このコースでは、TOEIC®対策として、英語のリスニング・

日程

リーディングの基礎スキルを正しく、効率的に学習していきま

11月 5日・12日・19日・26日

の習得（スキミング、スキャニング）など、TOEIC®スコアアッ
プのための効果的なテクニック、随時答えを出すために意見交
換しながら学んでいきます。
対象：TOEIC®400点～500点程度の方、英検2級程度

12月 3日
受講料

講座番号

037

テキスト 「NEW

Step Up Practice Book for the TOEIC®L&R TEST」
（リンゲージオリジナル教材）

リンゲージ日本人講師
15名（最少催行人数8名）

講座番号

038

2

火曜日／18:30～20:30（全10回 +TOEIC®IP）
10月 6日・13日・20日・27日
11月 10日・17日・24日
12月 1日・8日・15日

受講料

35,200円

テキスト 「公式 TOEIC®Listening

& Reading 問題集5」
ISBN：978-4-906033-57-7
※テキストは各自でご購入下さい。

注意事項

20名（最少催行人数8名）

＊ TOEIC®L&R IP テスト（オンライン）
受験料は受講料に含まれています。
12月16日～22日のご都合の良い時間に受験できます。
（設問90問 約1時間）

TOEIC®L&R730点達成 WEB 講座

夜間

明確な受験戦略とテスト力を磨き上げよう！

対象：TOEIC®600点～730点程度の方

受講定員

日程

OTC 講師

TOEIC®L&R 730点達成には時間内に迷わずに問題を解き
進め、実力に見合う問題を取りこぼさないことが重要です。解
くべき問題とその見分け方を学び、短時間で問題演習を進めな
がら目標スコアへチャンレンジしましょう。Part 7 対策の一
環として、ライティングを一部取り上げることで、読み取るべ
き情報群の位置を理解した上で問題に取り組むので、実践力
強化とスコアアップにつながります。公式問題集は TEST 1 、
TEST 2 共に活用し、重要語句の確認テストも実施します。解説
は Power Point で画面共有をしながら行います。

講師

夜間

テスト対策力を強化して次のステップへ挑もう！

対象：TOEIC®470点～600点程度の方

受講定員

＊ TOEIC®L&R IP テスト（オンライン）
受験料は受講料に含まれています。
12月4日～12月10日のご都合の良い時間に受験できます。
（設問90問 約1時間）

TOEIC®L&R600点達成 WEB 講座

TOEIC®L&R 600点達成には英語特有の音声を聴き分けら
れる「耳」づくりが必須です。音声を意識した聴解力の強化と
ともに、各パートの例題を時間をかけて分析し、重要事項の整
理を行います。準備が整った段階で、演習問題を繰り返すこと
で、既習事項をスコアに反映できるようにテスト対策力の強化
を図ります。また、テスト問題の中から実務に活かせる英語力
についても取り上げます。公式問題集は TEST 1 を中心に取り
扱います（TEST 2 は自己学習として試験前に取り組んでくだ
さい）。解説は PowerPoint で画面共有をしながら行います。

講師

31,900円＋テキスト・送料 3,300円

（受講料と一緒に徴収いたします。）

注意事項

受講定員

木曜日／18:30～20:30（全9回 +TOEIC®IP）
10月 8日・15日・22日・29日

す。日本人が苦手な音の特徴（脱落・弱音・連結）や、速読スキル

講師

夜間

効率的な学習法で英語力＆得点ＵＰ !!

OTC 講師

20名（最少催行人数8名）

日程

木曜日／18:30～20:30（全10回 +TOEIC®IP）
10月 8日・15日・22日・29日
11月 5日・12日・19日・26日
12月 3日・10日

受講料

35,200円

テキスト 「公式 TOEIC®Listening

& Reading 問題集5」
ISBN：978-4-906033-57-7
※テキストは各自でご購入下さい。

注意事項

＊ TOEIC®L&R IP テスト（オンライン）
受験料は受講料に含まれています。
12月11日～17日のご都合の良い時間に受験できます。
（設問90問 約1時間）

資 格 ・ 検 定 講 座
講座番号

039

公務員入門 WEB 講座（WEB フォロー付き）

この講座では、公務員を進路の選択肢として考えている1、2年
生向けを対象に公務員試験での重要科目を学習します。
公務員試験の中で最重要科目でありながら多くの受験生が苦手

日程

26日 数的処理3

受講定員

講座番号

040

80名（最少催行人数12名）

講師

柳田

圭恵子

受講定員
受講料

講座番号

041

40名（最少催行人数10名）

27,500円 : 一般
25,300円 : 他大学在学生
23,100円 : 本学在学生
＋テキスト・送料1,450円（受講料と一緒に徴収いたします。）

講師

受講定員
受講料
教室

3

16日 社会科学7

21日 数的処理10

16日 数的処理5

テキスト

LEC 東京リーガルマインド作成テキスト

受講料

27,500円＋テキスト・送料 6,000円

（受講料と一緒に徴収いたします。）

日程

圭恵子

火・木曜日／18:30～20:00（全8回 + 検定試験）

（日本マナー・プロトコール協会発行）

注意事項

＊「マナー・プロトコール３級」検定試験（60分）
：
11月17日（火）以降に実施
＊ 試験会場は、学習院大学・女子大学で実施できない場合、
日本マナー・プロトコール協会セミナールーム等を予定
＊ ３級検定料（4,800円）は受講料に含まれています。

日程

女性対象講座

夜間

木曜日／18:30～20:00（全4回 + 検定試験）

11月 19日 初めに、プロトコール、社会人に必要なマナー
2級問題の解き方、3級の復習と2級問題実施
26日 ビジネスシーンのマナー、食事のマナー
3級の復習と2級問題実施
12月 3日 お酒のマナー、冠婚葬祭のしきたり
3級の復習と2級問題実施
10日 総復習【模擬問題解説】

日本マナー・プロトコール協会認定講師
学習院女子大学非常勤講師

テキスト 「マナー・プロトコール検定２級・３級問題集」

40名（最少催行人数10名）

注意事項

19,800円 : 一般
17,600円 : 他大学在学生
15,400円 : 本学在学生
＋テキスト・送料1,150円（受講料と一緒に徴収いたします。）

夜間

テキスト 「マナー＆プロトコールの基礎知識」

ワンランク上のマナー＆プロトコールを身につけませんか！

柳田

女性対象講座

10月 13日 オリエンテーション、マナーやプロトコールとは
15日 国際人としてのプロトコール
20日 社会人に必要なマナー
22日 ビジネスマナー
27日 和食のマナー、
「祭」のしきたり
29日 西洋料理のマナー、
「婚」のしきたり
11月 5日 「冠」、
「葬」のしきたり
10日 マナー＆プロトコール知識の最終確認、模擬問題解説

マナー・プロトコール検定２級対策 WEB 講座

本講座は、既にマナー・プロトコール検定３級を取得された
方、および「マナー・プロトコール検定３級対策講座」を受講
された方が検定２級に向けた学習をするための追加講座です。
エアラインやホテルをはじめとした多くの企業で社員の推奨
資格とされている「マナー・プロトコール検定２級」の合格を
目指し、協会認定講師が Zoom を使って集中講義を行います。

14日 数的処理9

11日 社会科学3

多くの企業で推奨されているマナーの資格を取得し、就活や留学に活かしましょう！

日本マナー・プロトコール協会認定講師
学習院女子大学非常勤講師

9日 社会科学6

11月 9日 数的処理4

マナー・プロトコール検定３級対策 WEB 講座

正しいマナーを身につけていることは、社会人として必須の
「常識」と言えます。また、日本を訪れる、日本に住む外国人が
増える中、プロトコール（国際儀礼）に対する社会の関心、ニー
ズも高まっています。マナーやプロトコールを学んだ成果を
「資格」という“形”にして就職活動で一歩リードしましょう！
本講座は、Zoom を使ったオンライン講義でマナーやプロト
コールの知識を学び、検定３級の合格を目指します。

7日 数的処理8

28日 公務員仕事研究1

https://youtu.be/EOuAvfOzc3k

LEC 東京リーガルマインド講師

30日 数的処理7

12月 2日 公務員仕事研究2

21日 社会科学2

策にも役立つ内容ですので、進路を悩んでいる方にもおすすめで

講師

23日 数的処理6

25日 社会科学5

19日 数的処理2

その他にも出題の多い「社会科学」、公務員の職種・仕事内容・な

説明動画配信中

11月 18日 社会科学4

14日 社会科学1

どを正しく理解できる「公務員の仕事研究」の学習もいたします。

夜間

月・水曜日／18:30～20:30（全20回）

12日 数的処理1

で、その後の試験向けての学習を優位にすすめることができます。

きる講座です。

学 習 院 大 学 生
限定講座
学習院女子大学生

10月 7日 開講オリエンテーション

とする「数的処理」を中心に1･2年生のうちに対策を進めること

公務員に興味のある学生の皆さんだけでなく民間就職の筆記対

入門から学べます！

（日本マナー・プロトコール協会発行）

＊「マナー・プロトコール2級」検定試験（60分）
：
12月17日（木）以降に実施
＊ 試験会場は、学習院大学・女子大学で実施できない場合、
日本マナー・プロトコール協会セミナールーム等を予定
＊ 検定料（6,000円）は受講料に含まれています。
＊ テキスト『マナー＆プロトコールの基礎知識』をお持ち
でない方は、事前に購入してください。

講座番号

042

秘書検定準1級・2級 WEB 講座

女性対象講座
学 習 院 大 学 生
限定講座
就活、ビジネスシーンで活用できるマナー、コミュニケーションスキルを身につける 学習院女子大学生

秘書検定は、秘書業務に携わる人だけでなく、ビジネスで

必要となる実務試験を問う試験です。社会常識やビジネスマ

日程

11月 5日・10日・12日・17日・19日

書類管理などの他に企業のしくみ（初歩的な企業形態・経営管

手）などを学習するため、就職してからすぐに役立つ知識を習

得することができます。秘書検定試験は、毎年6月、11月、2月
に実施され、年間約10万人以上が受験する人気資格です。特に

準1級試験は、筆記試験に合格すると面接試験も実施されます

受講定員

60名程度（最少催行人数20名）

受講料

36,300円＋テキスト・送料 6,100円

（受講料と一緒に徴収いたします。）

注意事項

ので、ビジネスマナーを身につけるだけではなく就職面接対策
としても役立ちます。
講師

講座番号

043

TAC 講師

日程

待が寄せられています。家事と両立して働きたい女性に人気

概要から、薬剤の基礎知識、点数算定やレセプト記載といった
応用まで、短期間のカリキュラムで学べます。調剤薬局をはじ

め、ドラッグストアやスーパー、コンビニエンスストアなど、
活躍の場がますます広がっている薬局業界。ゆくゆくは、登録

受講料

販売者へのキャリアアップも目指すことができます。今、大人
気の薬局業界で、あなたらしい働き方を見つけてみませんか？

講座番号

044

日本医療事務協会講師
18名（最少催行人数6名）

講師
受講料
教室

LEC 講師

受講定員

30名程度（最少催行人数10名）

29,700円 : 一般
27,500円 : 他大学在学生
25,300円 : 本学在学生
＋テキスト・送料 6,000円

（受講料と一緒に徴収いたします。）

4

医療保険の概要
薬剤の基礎知識
調剤技術料
薬学管理科
レセプトの作成
検定対策日

37,400円 : 一般
35,200円 : 他大学在学生
33,000円 : 本学在学生
＋テキスト・送料 7,700円

（受講料と一緒に徴収いたします。）

注意事項

希望者は、11月15日（日）に、ご自宅にて調剤薬局事務検定試
験（本試験料金別途4,950円）を受験いただけます。

3級 FP 技能検定試験対策 WEB 講座（Web フォロー付き）

FP の学習は、税金・保険・年金・住宅ローンなど、知っておくと
得をするお金の知識を身につけることができます。本講座では、
2021年1月に実施予定の3級 FP 技能検定試験の合格を目指し、初
学者の方でも豊富な図表でわかりやすいオリジナルテキストを使
用し、短期間で合格レベルに達することができるように学習を進
めていきます。
初めて FP の知識に触れる方、暮らしに役立つお金の知識を身に
つけたい方、さらに2級 FP・AFP 等の上級 FP 資格を目指し、基礎固
めを行いたい方におすすめです。

午後

土曜日／13:00～16:00（全6回）
10月 3日
10日
17日
24日
31日
11月 7日

の調剤薬局事務。本講座では、就職に必要な知識である保険の

受講定員

＊ 検定試験の申込み手続きは各自で行ってください。
＊ 本講座は、日程途中からのお申込み受付はいたしません。
＊ 本試験（筆記試験）
：2020年11月15日（日）予定
＊ 準1級面接試験対策講座（模擬面接含む）
：12月5日（土）予定
検定協会の面接方法の発表を待って、開講後に詳細をお知ら
せいたします。

調剤薬局事務 WEB 講座（調剤薬局事務検定試験対応）

調剤薬局の数は年々増え続けており、調剤事務の活躍に期

講師

（10/6～10/22 全6回）
火・木曜日（全13回）18:00～21:00
18:00～19:30（10/27～11/19 全7回）
10月 6日・8日・13日・15日・20日・22日・27日・29日

ナー・話し方・接遇・会議についての知識・ビジネス文章の作成・
理・労務管理・経理財務）、初歩的な経営法務（商法・手形・小切

夜間

日程

夜間

火・金曜日／18:30～21:00（全14回）
10月 23日・27日・30日
11月 6日・10日・13日・17日・20日・24日・27日
12月 1日・4日・8日・11日

注意事項

＊ 講義には12桁以上の電卓を各自でご用意ください。
＊ 欠席用、復習用として Web フォロー制度（自宅 PC で同内容の講
義を視聴できる）があります。Web フォロー制度のご利用には、
動作環境を満たした受講環境が必要となリます。講座お申し込
み前に LEC ホームページ（http://www.lec-jp.com/tsushin/
check/index.html）にてシステム条件および動作環境のチェッ
クをお願いします。動作環境が適合しない場合は、Web フォ
ロー制度をご利用いただけませんのでご注意ください。
● 本試験：2021年1月24日（日）
講座内での本試験受験手続はありません。申込期間にご留意い
ただき各自でお申込みください。
詳細は日本FP 協会https://www.jafp.or.jp/でご確認ください。

M O S 資 格 取 得 対 策 講 座
講座番号

045～050

共通事項

Word・Excel・PowerPoint を
使いこなせるようになろう

団体受験

希望者には講座修了後、団体受験を行います。
＊受験料 045 ～ 050
本学・他大学   8,580円／一般 10,780円

－この講座は、㈱ラビットとの提携講座です－

2016年4月から学習院大学生・学習院女子大学生の更なる学
習意欲の向上、就職活動意識の向上を促進するため学習院父
母会より、この講座を受講し合格した学習院の学生には受験
料金が助成されます。助成金申請書類の提出など詳しくはガ
イダンスにて説明いたします。

助成金

マイクロソフト オフィス スペシャリスト（MOS）
は、Word、Excel、PowerPoint のアプリケーション
ソフトを、適正かつ効果的に使いこなせる実務力を
客観的に証明する認定資格です。国内における累

対象者

上記講座を受講している学習院大学生および学習院
女子大学生で、講座後に受験する資格試験を合格し
た者。

支給額

各資格試験受験料 8,580円。

計受験者数は400万人を超え、一般ユーザー向けの
パソコン資格としては日本最大級です。パソコン
を使う全ての人に役立つ資格です。

対象期間

2020年4月～2021年3月まで（単年度）。

講座番号

MOS 資格取得対策WEB講座【Excel】A・B日程（Excel2016）

講座番号

MOS 資格取得対策WEB講座【Word】A・B日程（Word2016）

講座番号

MOS資格取得対策WEB講座【PowerPoint】A・B日程（PowerPoint2016）

045 046
047 048
049 050
受講定員

各35名

日程

46,000円 : 一般
38,000円 : 他大学生
33,000円 : 本学（大学院生・学生・生徒）

受講料

【Ａ日程】10月12日（月）～10月25日（日）
14日間 映像視聴見放題
【Ｂ日程】11月9日（月）～11月22日（日）
14日間 映像視聴見放題
10月26日～12月25日までの自由な日程
（トレーナーと設定）

団体受験日

注意事項

こちらの講座は ZOOM ではなく、オンデマンド講座です。

ポイント

視聴期間中のトレーナーによる充実したサポート体制です。

ガイダンス

右記はガイダンス動画の QR コードです。
詳しい内容がわかりますので、事前にご覧
ください。

キリトリ線

ホームページからのお申込み h t t p : / / g - s a k u r a - a c a d e m y . j p /

ＦＡＸ 専 用

2020年 秋期 資格 WEB 講座申込

学習院さくらアカデミー 行
講座番号

講座名

講座番号

講座名

講座番号

講座名

住
T

所
E

〒

整理番号

L

（自宅または緊急連絡先）

フ リ ガ ナ

氏

名

FAX : 03-5992-1124

（注）

携帯番号

男 ・ 女 （ Ｓ・Ｈ ）
学科

検索

E-mail（必須）

性別

大学

5

学習院さくらアカデミー

年

年

月

日生

学籍番号

（注）整理番号欄は、学習院さくらアカデミーから付与された６桁の番号をご記入下さい（お持ちの方のみ）。

資 格 ・ 検 定 講 座

学びの幅を広げよう！

【秋の特別企画】提携企業が主催する講座を特別価格にてご提供します。
（受講キャンセルの対象外となりますのでご注意ください）

下記3講座はそれぞれの URL で内容をご確認いただき、さくらアカデミーにお申し込みください。

講座番号

051

クレアール主催

税理士入門 WEB 講座

学 習 院 大 学 生
限定講座
学習院女子大学生

簿記を初めて学ぶ方も事前学習で安心！ 本格的な税理士講座に繋がる講座です

税理士試験は5科目を取得し、税理士登録が出来ます。5科目には、
必須科目、選択必須、選択科目がありますが、必須科目である簿記論、
財務諸表論を学ぶことが出来る講座です。
今回特別に、クレアールが運営する「簿財アドバンス・短期速修コー
ス」の「基礎Ⅰ」部分を分割して受講頂けます。税理士受験を目指そう
とお考えの方、簿記論の基礎を学ばれた方におすすめです。本講座終
了後、税理士を目指される方は、
「簿財アドバンス・短期速修コース」の
「基礎Ⅱ」以降を特価にて受講いただくことができます。

講師
受講料

10,000円

※テキスト代は受講料に含まれています。

注意事項

＊ 申し込みは1名からお受け致します。
＊ さくらアカデミーにて手続き終了後、クレアールより教材発送
及び WEB 通信視聴のための ID・パスワードが発行されます。

日程

10月1日以降の一括配信となり、2021年1月31日まで受講可能
です。

講座内容 URL https://crear.meclib.jp/2021-2025_zeirishi/book/#target/page_no=27

講座番号

052

TAC主催

宅建士答練パック WEB 通信講座

既に学習を行っている、また学習経験者を対象とした問題演習専用

講師
受講料

のコースです。試験会場の雰囲気にのまれず、時間配分に十分気を配

注意事項

る予行練習と、TAC 講師陣の総力を結集した良問揃いの答練で今年の
出題予想論点を押さえています。

29,040円

※テキスト代は受講料に含まれています。

＊ 申し込みは1名からお受け致します。
＊ 8月18日より「資格の学校 TAC」にて順次講義配信開始の
WEB 通信講座です。お早めにさくらアカデミーにお申し込
みください。
＊ TAC への直接申し込みは割引対象外となりますのでご注意
ください。

講座内容 URL https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_crs_touren.html

講座番号

053

TAC主催

証券外務員一種・二種外務員パッククラスWEB通信講座

金融機関で株式や債券などの有価証券を売買したり、お客様の勧誘を
行う仕事に就く方に必須の資格です。一種外務員を取得すると、
金融機関
への就職・転職の際に活用できます。TAC 証券外務員講座における各種
教材は、
（1）
試験に直結した内容であること、
（2）
出来る限り図式化して視
覚的に理解しやすいレイアウトにすること、
（3）
インプットとアウトプット
を効率良くできるツールであること、これらが不可欠であると考え、教材
開発に採用しております。TAC の教材はもちろん全てオリジナル。毎年
の試験傾向を盛り込んだ TACの教材を信じて、学習を継続してください。

講師
受講料

28,000円

※テキスト代は受講料に含まれています。

＊ 申し込みは1名からお受け致します。
＊ 申込みは1名からお受け致します。
二種7月27日、一種8月7日より「資格の学校 TAC」にて順次
講義配信開始の WEB 通信講座です。お早めにさくらアカデ
ミーにお申し込みください。
日 程 各エリアのそれぞれの学校で日程は異なりますので、
左記 URL
＊
TAC への直接申し込みは割引対象外となりますのでご注意
からご確認ください。
ください。

注意事項
注意事項

講座内容 URL https://www.tac-school.co.jp/kouza_gaimuin/gaimuin_crs_class_2_1.html

受講キャンセル・受講料返還について

☎03-5992-1040

http://g-sakura-academy.jp/

返金手数料

無料

2,200円
正規受講料の

◎キャンセルのお申し出は、まずお電話にてご連絡ください。
講師や職員の新型コロナ罹患、非常事態宣言等により、講座が休止・中止になることがある
かもしれません。その際はメールのみでのご連絡になりますので、ご了承ください。

守衛所
西門
西門

新宿北
郵便局
消防署

正門

大学体育館

100％

……一律1,100円

10:00～17:00
10:00～14:00

豊島高田
郵便局

北グラウンド

硬式テニスコート

講座開講初日の1日前（前日）～講座開講後にお申し出

日曜日

柔剣道場

講座開講初日の7日前～2日前までにお申し出

月曜日～土曜日

↑至 雑司が谷駅

キャンセル料
講座開講初日の8日前までにお申し出

受付時間

※学校行事や祝日などで、土・日曜日および
一部の平日が閉室となる場合があります。

学習院さくらアカデミー
多目的コート

◎お申込みされた講座をキャンセルする場合は、必ずご連絡くだ
さい。その「お申し出日」
（日・祝日にあたっている場合は、その
前日の営業日の営業時間内まで）に応じて、以下のキャンセル
料・返金手数料が発生いたします。あらかじめご了承ください。

講座お問合せ・お申込み先

卓球場

学習院さくらアカデミー
事務室

部室

学習院さくらアカデミー
教室（南1号館）

西門

切手の博物館

↓至 JR 目白駅

▶ 学習院さくらアカデミー 〒171-0031 東京都豊島区目白1-5-1 株式会社 学習院蓁々会

◦JR 山手線「目白」駅下車、徒歩5分
◦東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅下車、徒歩10分
▶ 学 習 院 女 子 大 学 ◦東京メトロ副都心線「西早稲田」駅下車、3番・エレベーター口、徒歩1分
◦東京メトロ東西線「早稲田」駅下車、徒歩10分
◦JR 山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線「高田馬場」駅下車、徒歩15分

講座の受講や資料請求で頂戴したお客様の個人情報は、厳重に管理され、資料送付及び申込受付等の講座運営にのみ利用させていただきます。講座運営のため委託先に
個人情報の一部を提供することがあります。学習院さくらアカデミーでは、お客様のお名前・性別・住所・電話番号等の個人情報は、一切、公表しておりません。
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