
秋Web
講座

2021年
10月～

順次開
講

秋期特別講座
■	江戸時代の感染症	－天皇と疱瘡－

■	歴史の見方
イギリスの「帝国」と中国の「一帯一路」

■	江戸時代の源氏絵
盛安本源氏物語絵巻（幻の源氏物語絵巻）をめぐって

■	渋沢栄一の実像をさぐる

Zoom講座・
オンデマンド講座

秋講座は
Web会議システム「Zoom」を用いての

オンライン講座です。

学
習
院

一部、
オンデマンド



秋もZoomによる講座を開講します！
学習院さくらアカデミーでは、いまだ、新型コロナウィルス感染拡大の収束が見込めない状況

であることから、春講座に引き続き、ご自宅に居ながら受講可能なWebによる講座の配信を実
施します。Web会議システム「Zoom」を用いてのオンライン（一部、オンデマンド）講座です。
視聴をご希望の方は下記をご覧いただき、さくらアカデミーのホームページもしくは本パン

フレットの巻末にあります申込書に記入の上FAXにてお申し込みください。

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
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　の環境であることが必要です。

・	Windows、Mac、Linux等のPC端末
・	 iOS（iPhone	&	iPad）、Android	OS端末

スマートフォンのモバイル通信でZoomを使用すると、データ通信量は90分で900MB程度です。

・	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。

・	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にしてください。
・	ご自身の顔を出したくない方は、ビデオをOFF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、ミーティングID、パスコード等を第三者と共有することは固くお断りします。
・	ご欠席の際の見逃し配信はございません。

Web会議システム「Zoom」のオンライン講座とは

※

利用できる端末の準備

データ消費量の目安

Zoomアプリケーションのインストール

Web講座（Zoom）での注意事項

※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。

Zoom講座 	1回だけのオンタイムの講座です。　 オンデマンド講座 	一定の期間、お好きな時にご受講できます。
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Zoom講座 受講手続のご案内

講座開講 ●講座の資料がある場合も、一週間前を目安にメールでお送りします（講座により、遅れる
場合や郵送で送る場合があります）。

受付開始
●ホームページからのお申し込みは	2021年8月16日（月）
●お電話によるお申し込みは	 2021年8月20日（金）

からです。

振込依頼書
郵　送 ●振込依頼書を郵送いたします。 振込依頼書と合わせ

て、

「ZoomによるWe
b講座受講

の手引き」を同封しま
す。

受講料納付

コンビニエンスストアでも
お支払いいただけます。

●専用の振込依頼書で指定された期限内にお支払いください。
※みずほ銀行本・支店の窓口およびコンビニエンスストアでお手続きの場合は、
　振込手数料は無料となります。

●ATMからの振込も可能です。（お名前の前に整理番号を入力してください。）
※振込手数料はお客様のご負担となります。

●取扱いコンビニエンスストア名は振込依頼書裏面をご覧ください。

受講証の発送 ●受講料入金確認後、受講証を発送いたします。
※コンビニエンスストアでお支払の場合は、銀行振込より確認の時間が少しかかります。

ホームページ

電　話

受　付 受付時間  月曜日～土曜日 10:00～17:00
 　　　　日曜日 10:00～14:00
	 	 ※学校行事や祝日などで、土・日および一部
	 	 　平日が閉室となる場合があります。

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

03（5992）1040（直通）
メールアドレスが必須になりますので、FAX・HPか
らのお申し込みを推奨します。

ＦＡＸ

FAX  03（5992）1124（本パンフレット巻末）

本パンフレット巻末に付いている専用申込用紙に
必要事項をご記入の上、ご送付ください。

お申込み
3通りの方法から
お選びください。

講座お申し込みは、

開講日の一週間前ま
でです。

●開講日の一週間前に、講座のURL、ミーティングID、パスコードをメールでお送りします。
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32

33

講師紹介 40～45

受講申込みに関するご案内・その他注意事項 46～47

申込書記入例 48

入会金は頂戴しておりません！
●受講料のほかに、入会金は頂戴しておりません。
●テキストや教材を使用する講座では、受講料に費用を

含めていただくことや別途お支払いいただくことが
あります。（詳細は、各講座の概要でご確認ください）

●受講料には消費税が含まれています。

どなたでもご受講いただけます！
●「学習院の卒業生・関係者でなければ受講できません

か？」というお問い合わせをよくいただきますが、そ
のような制限は一切ありません。

●ご年齢・性別などを問わずどなたでもご受講いただ
けます。

受講料が

割引
になります！

複数講座受講割引
があります！

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。

受講料から5%割引

２講座受講の方 受講料から
10%割引

３講座受講の方
受講料から
15%割引

４講座以上受講の方

［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。

※連携講座、特別講座、キャリアアップ・スキ
ルアップ講座および一部の講座は割引の
対象になりません。

●全講座とも事前申込・受講料前納制とさせていただ
いております。

●講座開講決定の都合上、遅くとも開講１週間前まで
にお申込みください。

●開講日１週間前の時点で最少催行人数に達していな
い場合、原則、開講見送りとなります。

●すでに開講された後でも、受講可能な講座もござい
ます。さくらアカデミー事務室まで必ずお問い合わせ
ください。
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講座一覧
番号 講	座	名 頁
連携講座
G01 学習院キャンパスまるごとミュージアムツアーZoom復活版 5

特別講座
S01 江戸時代の感染症－天皇と疱瘡－

6
S02 歴史の見方
S03 江戸時代の源氏絵

7
S04 渋沢栄一の実像をさぐる

日本を知る
001 基礎から「江戸」を学んでみませんか？

8002 源氏物語をよむ
003 万葉集の世界を楽しむ
004 『今昔物語集』から平安朝の人々の生き方をさぐる

9005 『大日本史』への招待
006 日本人と神道
007 「文明開化」を見てみよう

10008 徳川将軍が話した言葉とは？
009 俳句教室
010 くずし字に親しむ

11011 大人の京都学　京都・歴史ミステリー
012 日本雅楽の魅力に迫るⅣ
013 おとなのための漢字学習

12014 相撲の近現代史
015 昔話とお伽草子を楽しむ③
016 オニから民俗芸能をみる②

13
017 筝（コト）入門「箏を取り巻く日本の文化史」

世界をみる
018 見て考えて楽しむ西洋美術

14019 人間始皇帝	Ⅴ
020 ルネサンスと世界
021 中国は如何にして豊かになりしか？

15022 後期西田哲学への招待
023 ベネター『生まれてこないほうが良かった』読解	後編
024 イタリア美術の魅力

16025 ルイ14世と美術
026 ヒトと動物のヨーロッパ史（2）
027 作られた中世ヨーロッパの〈イメージ〉Ⅲ

17028 ワーグナーの名作オペラ
029 Jazz音楽理論・初級編
030 食べる音楽

18031 今まで語られなかったオペラ歌手の舞台裏
032 ご自宅でメソッドを学びませんか？
033 ツール・ド・グルメ　世界の郷土料理

19034 これからの世界遺産観光
035 トラベルライター講座

秋の平日講座
036 大江戸浮世絵散歩

20037 天皇・皇族・公家の書を読む
038 四字熟語を通して漢文に親しむ
039 SDGs　現代人の必須素養

21040 はじめてのクラシック♪
041 自分を知るためのノートづくり
042 ネイティブ講師と気軽に学ぶスペイン語（入門）

22043 やさしいロシア語の基礎を学んでみませんか？
044 ことばと文化Ⅰ（韓国語初級）

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew

番号 講	座	名 頁
自分を見つめる
045 子育て学入門

23046 禅の智慧に学ぶ
047 怒りのコントロールを身につける
048 はじめてみようマインドフルネス実践講座 24

暮らしを豊かに
049 小笠原流礼法と日本の文化を楽しく学ぶ　玄武の巻

25050 オンラインで、もっと「気軽に茶の湯“楽”」
～みて・きいて・ふれて楽しむ遠州流茶道～

051 紅茶の魅力
052 知らないと損する相続の基礎

26053 裁判入門
054 植物のセラピー効果を生活に取り入れる
055 株式投資　完全パック　戦略練り直し編

27056 株式投資　業界地図による大化け業界大研究
057 3万円でデビューできるアメリカ株・超入門
058 ボタニカルアート講座

28
059 ボタニカルアート講座・実践編

外国語を楽しむ、外国語を学ぶ
060 映画と英語で楽しむシェイクスピアXXXII

29061 教養としてのキリスト教
062 オンライン同時通訳初級講座
063 British	English	Language	and	Culture

30064 フランス語入門
065 韓国語　超入門2
066 やさしいやさしいイタリア語会話入門

31067 やさしいやさしいイタリア語会話初級
068 ネイティブ講師と気軽に学ぶスペイン語（初級）

キャリアアップスキルアップ
069 TOEIC®L&R	スコアアップ対策WEB講座

33070 TOEIC®L&R	600点達成WEB講座
071 TOEIC®L&R	730点達成WEB講座
072 チャレンジTOEIC®900点達成WEB講座 34
073 マナー・プロトコール検定3級対策WEB講座

35
074 マナー・プロトコール検定2級対策WEB講座
075 宅建士試験直前対策WEB講座

36
076 調剤薬局事務WEB講座
077 簿記検定3・2級パーフェクトパックWEB講座

37078 3級FP合格パックWEB講座
079 二種・一種証券外務員パッククラスWEB講座
080 MOS資格取得対策WEB講座	【Excel】Ａ日程

38

081 　　　　　　〃	 【Excel】Ｂ日程
082 　　　　　　〃	 【Word】Ａ日程
083 　　　　　　〃	 【Word】Ｂ日程
084 　　　　　　〃	 【Powerpoint】Ａ日程
085 　　　　　　〃	 【Powerpoint】Ｂ日程
086 　　　　　　〃	 【Excelエキスパート】Ａ日程

39
087 　　　　　　〃	 【Excelエキスパート】Ｂ日程
088 ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策WEB講座	Ａ日程
089 　　　　　　　　　　　〃	 Ｂ日程
090 ITパスポート資格取得対策WEB講座

トライアル無料講座
T01 やさしいやさしいイタリア語会話入門

28・31
T02 やさしいやさしいイタリア語会話初級

NewNew

NewNew

NewNew
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講師の都合その他により、講義日程は開催中に変更されることが
あります。ご了承ください。講座タイムテーブル　�

土 日

1
10:40
～

12:10

028 	ワーグナーの名作オペラ
057 	3万円でデビューできるアメリカ株・超入門

009 	俳句教室
010 	くずし字に親しむ
014 	相撲の近現代史
017 	筝（コト）入門「箏を取り巻く日本の文化史」
019 	人間始皇帝	Ⅴ
022 	後期西田哲学への招待
023 	ベネター『生まれてこないほうが良かった』読解	後編
027 	作られた中世ヨーロッパの〈イメージ〉Ⅲ
032 	ご自宅でメソッドを学びませんか？
034 	これからの世界遺産観光
048 	はじめてみようマインドフルネス実践講座
051 	紅茶の魅力
055 	株式投資　完全パック　戦略練り直し編
067 	やさしいやさしいイタリア語会話初級

2
13:00
～

14:30

001 	基礎から「江戸」を学んでみませんか？
002 	源氏物語をよむ
003 	万葉集の世界を楽しむ
005 	『大日本史』への招待
013 	おとなのための漢字学習
024 	イタリア美術の魅力
031 	今まで語られなかったオペラ歌手の舞台裏
045 	子育て学入門
049 	小笠原流礼法と日本の文化を楽しく学ぶ　玄武の巻
054 	植物のセラピー効果を生活に取り入れる
056 	株式投資　業界地図による大化け業界大研究
057 	3万円でデビューできるアメリカ株・超入門
060 	映画と英語で楽しむシェイクスピアXXXII
061 	教養としてのキリスト教
063 	British	English	Language	and	Culture
064 	フランス語入門
068 	ネイティブ講師と気軽に学ぶスペイン語（初級）

004 	『今昔物語集』から平安朝の人々の生き方をさぐる
006 	日本人と神道
007 	「文明開化」を見てみよう
025 	ルイ14世と美術
033 	ツール・ド・グルメ　世界の郷土料理
035 	トラベルライター講座
047 	怒りのコントロールを身につける
050 	オンラインで、もっと「気軽に茶の湯“楽”」	

～みて・きいて・ふれて楽しむ遠州流茶道～
052 	知らないと損する相続の基礎
058 	ボタニカルアート講座
066 	やさしいやさしいイタリア語会話入門

3
15:00
～

16:30

008 	徳川将軍が話した言葉とは？
011 	大人の京都学　京都・歴史ミステリー
012 	日本雅楽の魅力に迫るⅣ
015 	昔話とお伽草子を楽しむ③
016 	オニから民俗芸能をみる②
018 	見て考えて楽しむ西洋美術
020 	ルネサンスと世界
021 	中国は如何にして豊かになりしか？
026 	ヒトと動物のヨーロッパ史（2）
029 	Jazz音楽理論・初級編
030 	食べる音楽
046 	禅の智慧に学ぶ
053 	裁判入門
062 	オンライン同時通訳初級講座

4
17:00
～

18：30

065 	韓国語超入門2

１ ２ ３
10:40～12:10 13:00～14:30 15:00～16:30

秋
の
平
日
講
座

月

038 	四字熟語を通して漢文に親しむ
040 	はじめてのクラシック♪
041 	自分を知るためのノートづくり
043 	やさしいロシア語の基礎を学んでみ

ませんか？

火 037 	天皇・皇族・公家の書を読む 044 	ことばと文化Ⅰ（韓国語初級）

木 039 	SDGs　現代人の必須素養 036 	大江戸浮世絵散歩

金 042 	ネイティブ講師と気軽に学ぶスペイ
ン語（入門）

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew NewNew
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連
携
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講
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日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

10月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

11月 12月

下記日程は語学、資格系のキャリアアップ・スキル
アップ講座を除きます。

アカデミー休業日（閉室）：休祝日及び一斉休業期間
開講日

講座カレンダー講座カレンダー

連携講座

緑あふれる学習院の目白キャンパスには、明治・大正・昭和、それぞれの
時代を映す特色ある学校建築や血洗いの池や榊壇、石碑などみどころ
がたくさんあります。なかなかキャンパスに入れない今、オンラインで
キャンパスをめぐってみませんか。本講座では、学習院の歴史を織り交
ぜながら、７つの国登録有形文化財の貴重な歴史的建造物を中心にご
紹介します。

日 程 11月28日　日曜日／13:00～14:30

受講料 1,650円（1回）

注意事項 ＊複数受講割引対象外講座

学習院キャンパス
まるごとミュージアムツアー 
Zoom復活版

PROFILE  冨田 ゆり
1986年学習院大学史学科卒業。学習院大学史料館学芸員として、文学関係
資料と学習院の建物の調査研究を行っている。『学習院 南1号館 再生した旧
理科教場』（編）

PROFILE  丸山 美季
1998年学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程史学専攻単位取得。
博士（学術・筑波大学）。専門は日本近世史。現在、学習院大学史料館学芸員。
著書『事典 しらべる江戸時代』（共著、柏書房）など。

 講 師

 冨田　ゆり
 （とみた・ゆり）
学習院大学史料館
学芸員

 講 師

 丸山　美季 
 （まるやま・みき）
学習院大学史料館
学芸員

講座番号�G01 日曜 午前
午後

Zoom講座
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江戸時代の感染症
－天皇と疱瘡－

江戸時代の感染症の中で、もっとも恐れられていたのは天然痘（疱瘡）
でした。その感染防止策である種痘（牛痘ワクチン）は幕末に日本伝来
しました。その普及について触れたあと、疱瘡に罹患した江戸時代の天
皇である、後光明天皇・霊元天皇・孝明天皇について、その様相を具体的
にお伝えし、あわせて江戸時代の天皇の位置について考えてみます。

 講 師

 高埜　利彦
 （たかの・としひこ）
学習院大学名誉教授

日 程 10月18日（月）～10月24日（日）
上記期間にいつでもご受講（90分）いただけます。

受講料 1,650円
参考文献 高埜利彦『江戸幕府と朝廷』山川出版社日本史リブレット、800円

注意事項 ＊複数受講割引対象外講座
＊お申込みいただきますと、上記期間にご受講いただけるリンク先

とパスワードをお送りします。
＊こちらの講座は夏講座と同様です。

PROFILE

1972年東京大学文学部卒業。同大学院を経て1974年東京大学史科編纂所
所員。1981年より学習院大学文学部史学科助教授。2008年同大学大学院
アーカイブズ学専攻教授。2018年定年退職、学習院大学名誉教授。専門は
江戸時代史（天皇・朝廷研究、宗教史、相撲）、アーカイブズ学（記録史料学）。
日本学術会議連携会員。著書、『近世日本の国家権力と宗教』（東京大学出版
会、1989）、『江戸幕府と朝廷』（山川出版社、2001）、『近世の朝廷と宗教』

（吉川弘文館、2014）、『天下泰平の時代』（岩波新書、2015）、『江戸時代の神
社』（山川出版社、2019）など。

特別講座

講座番号�S01 月～日曜 午前
午後

オンデマンド講座

歴史の見方
イギリスの「帝国」と 
中国の「一帯一路」

今年は中国共産党が創立100年を迎え、中国の世界経済における躍進
は著しいが、たしか200年前には中国経済はGDPでは世界1位であっ
た。この間に何が起こったのか。イギリスは世界初の産業革命を起こ
し、「世界の工場」として工業化時代を先導し、「イギリス帝国」を築い
た。その後、イギリスの経済は停滞したが、他方、中国は「一帯一路」構
想を打ち出して、アメリカ経済に比肩しつつある。今後、どのような展
開になるのか、イギリスの経験から学びたい。

 講 師

 湯沢　威
 （ゆざわ・たけし）
学習院大学名誉教授

日 程 11月1日（月）～11月7日（日）
上記期間にいつでもご受講（90分）いただけます。

受講料 1,650円
注意事項 ＊複数受講割引対象外講座

＊お申込みいただきますと、上記期間にご受講いただけるリンク先
とパスワードをお送りします。

PROFILE

1940年生まれ。京都大学文学部卒。一橋大学経済学研究科博士課程修
了。1973年福島大学経済学部助教授、1978年学習院大学経済学部教授。
2011年学習院大学停年退職。『イギリス鉄道経営史』（単著）、『鉄道の誕生』

（単著）、『イギリス経済史－盛衰のプロセス』（編著）、『国際競争力の経営
史』（共著）、『近代ヨーロッパの探求14 鉄道』（共著）、『大企業の興隆』（共
訳）、『なぜ豊かな国と貧しい国が生まれたのか』（共訳）、『世界史のなかの
産業革命』（共訳）、『Japanese business success : the evolution of a 
strategy』（編著）など。

特別講座

講座番号�S02 月～日曜 午前
午後

オンデマンド講座
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講座番号�S04 月～日曜 午前
午後

オンデマンド講座

講座番号�S03 日曜 午前
午後

江戸時代の源氏絵
盛安本源氏物語絵巻（幻の源氏物
語絵巻）をめぐって

盛安本源氏物語絵巻は、幻の源氏物語絵巻とも称されてきたように、謎
多き不思議な作品です。『源氏物語』の全文の絵巻化という壮大な構想
は、従来の源氏絵（『源氏物語』の絵画）の伝統を大きく逸脱するものと
いえましょう。近年、この絵巻をめぐって新発見が相次いで報告されて
います。パリで売立られた「賢木巻」の詞書の40年ぶりの発見もその一
つです。詞書の検討と精緻な画面の観察を通して、幻の絵巻の全体像に
迫ってみたいと思います。

 講 師

 佐野　みどり
 （さの・みどり）
学習院大学名誉教授
国華主幹

日 程 12月5日　日曜日／13:30～15:00

受講料 1,650円（1回）

注意事項 ＊複数受講割引対象外講座
＊資料は、当日配布いたします。
＊お手持ちの『源氏物語 一』（岩波書店新古典文学体系）など源氏

物語本文で賢木帖が入っているものがあれば、当日ご用意くださ
い（必須ではございません）。

PROFILE

1982年東京大学大学院博士課程満期退学。文学博士。2021年学習院大学
定年退職。著書に「じっくり見たい源氏物語絵巻」「新編名宝日本の美術10
巻 源氏物語絵巻」（小学館）「風流 造形 物語」（スカイドア）、『源氏絵集成』

（芸華書院）、『中世絵画のマトリックスⅠ、Ⅱ』（編著、青簡舎）、『感じて見よ
う！はじめてであう日本美術』（教育画劇）など。

特別講座

Zoom講座

渋沢栄一の
実像をさぐる

実業家として知られている渋沢栄一は、同時に福祉・医療、教育・文化、
外交等の社会事業面でも民間の立場で尽力し、近代日本社会を創造し
た人物・その社会の組織化をはかったオルガナイザーとしての位置づけ
が与えられます。
道徳の伴う正当な利益を追求し、官尊民卑の打破を目指し、私益よりも
公益を重視したその真の人間像にせまり、そして未来に向けて生きる
人たちに与えてくれるヒントとは何かを探ってみたいと思います。

 講 師

 井上　潤
 （いのうえ・じゅん）
（公財）渋沢栄一記念財団
業務執行理事
渋沢史料館館長

日 程 12月6日（月）～12月12日（日）
上記期間にいつでもご受講（90分）いただけます。

受講料 1,650円
注意事項 ＊複数受講割引対象外講座

＊お申込みいただきますと、上記期間にご受講いただけるリンク先
とパスワードをお送りします。

PROFILE

1984年 明治大学文学部史学地理学科日本史学専攻卒業。同年 渋沢史料館
学芸員となる。1996-2006年 地方史研究協議会常任委員。2000-2004年 
国立民族学博物館共同研究員。2001年 渋沢史料館学芸部長。副館長を経
て、2004年 渋沢史料館館長となり現在に至る。2008‐2010年 人間文化
研究総合推進事業（国立民族学博物館）メンバー（副代表）。現在、その他に
企業史料協議会監事、（公財）北区文化振興財団評議員、（公財）埼玉学生誘
掖会評議員等を務める。また、現在のNHK大河ドラマ『青天を衝け』の時代
考証も務めている。主な著書に、『渋沢栄一 近代日本社会の創造者（日本史
リブレット人085）』（山川出版社 2012年）、『渋沢栄一伝 道理に欠けず、正
義に外れず』（ミネルヴァ書房 2020年）など。

特別講座
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万葉集の世界を
楽しむ
伝説をよむ

万葉集には竹取翁や浦島子など、のちの物語を連想させる歌がありま
す。また、都から地方へ公務で旅をした官人たちが、訪れた国府や旅の
途中で見聞きした伝説を歌によみ、語り伝えました。下総の国府があっ
た市川にいたという真間の手児奈や神戸葦屋の菟原処女など、同じ伝
説でも歌人によって内容やよみ方に違いが見られます。人々に伝承さ
れた物語を歌でよんでいきます。

 講 師  平野　由紀子 PROFILE P.40～

 順天堂大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
10月 2日 葛飾の真間の手児奈 多くの男性に求婚され…
 16日 蘆屋の菟原処女 二人の壮士の争いに処女は…
 30日 上総の末の珠名娘子 豊胸腰細の美女は…
11月 13日 竹取翁と九人の女子 物語の元祖の祖
 27日 水江の浦島子 不老不死の世界にいられたものを

受講料 16,500円（全5回）Zoom講座

講座番号�003 土曜 日曜 午前
午後

源氏物語をよむ
末摘花巻

源氏物語を原文で読む講座です。前回につづき末摘花巻を読みます。亡
き夕顔が忘れられない光源氏は、夕顔のように可憐な人を思い浮かべ
て、故常陸宮の姫君のもとを訪れます。しかしその姫君は、度を越した
引っ込み思案で、受け答えもままならないばかりか、鼻の先が末摘花

（紅花）のように赤い姫君でした。末摘花巻は、光源氏が紫の上を自邸に
引き取り、藤壺との密会が語られていた若紫巻と同時期の出来事であ
り、光源氏の失敗譚です。

 講 師  伊東　祐子 PROFILE P.40～

 都留文科大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
10月 9日・23日
11月 6日・20日
12月 4日・18日

受講料 19,800円（全6回）
テキスト 新編日本古典文学全集20「源氏物語1」（小学館）4,484円

（テキストは受講料に含まれておりません。テキストはご自身でお
買い求めください。）

注意事項 テキストは上記のもの以外でも、源氏物語の原文が含まれているも
のならばかまいません。

Zoom講座

講座番号�002 土曜 日曜 午前
午後

日本を知る

基礎から「江戸」を
学んでみませんか？
江戸の特徴とは？

近年少なくなっているものの、江戸時代はテレビや映画の時代劇とし
てしばしば登場します。なかでも江戸という地域は、その舞台となる頻
度が高いようです。しかし、残念ながら、その描写が必ずしも正しいと
は言えないのが現状です。そこで、本講座ではそもそも江戸の範囲がど
こからどこまでだったのか、など江戸の特徴についてご紹介しつつ、江
戸が実際にはどのような都市だったのか、概観していきます。

 講 師  小沢　詠美子 PROFILE P.40～

 成城大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

10月 9日 江戸の範囲と江戸城
 23日 武家人口の多かった都市
11月 6日 男性人口の多かった都市
 20日 消費人口の多かった都市
12月 4日 災害の多かった都市
 18日 将軍と大奥

受講料 19,800円（全6回）Zoom講座

講座番号�001 土曜 日曜 午前
午後
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『今昔物語集』から
平安朝の人々の
生き方をさぐる

『今昔物語集』は1000以上の説話を収めた平安時代院政期の説話集で
す。天皇から庶民、鬼などの人ならぬ者たちの人間くさい振舞いや不思
議な行動が鮮烈な表現で描かれ、現代とは異なる生活感覚や世相を知
ることができます。今期は、観音の霊験譚、冷酷な受領、源頼信・平貞道
の武士気質、宮中での頓死を見事に処理した藤原実資、お坊さんの笑い
話など、バラエティーに富んだ話を採り上げます。歴史学専門の講師と
ともに『源氏物語』からは見えない平安時代を旅しましょう。

 講 師  中込　律子 PROFILE P.40～

 学習院大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
10月 3日
 17日
 31日
11月 21日
12月 5日
 19日

貧女が清水寺観音の化身の導きでよき夫を得る話
日向守の文書改竄を手伝わされた書生の運命は？
平貞道が道で出会った人の首をとった話　―源頼信の深謀遠慮
蔵人藤原貞高が内裏の殿上の間で俄かに死んだ話
横川の僧が茸に酔って誦経した話
※各説話は、長い話・短い話がありますので、1回1話とは限りません。上記の順で読み進める

予定ですが、必要に応じて順序を入れ替えたり、短い説話を追加したりすることもあります。

受講料 19,800円（全6回）
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

プリントにします。
Zoom講座

講座番号�004 土曜 日曜 午前
午後

『大日本史』への
招待
―弘文天皇記を読む―

近代国家への胎動を準備した水戸徳川家編纂の『大日本史』。その中で
壬生の乱で敗れ去った大友皇子は弘文天皇として歴代の一人に数えら
れています。『大日本史』を通じて大友皇子の生涯に再考を加えます。

 講 師  遠山　美都男 PROFILE P.40～

 学習院大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

10月 16日 立太子
11月 13日 内乱勃発
12月 4日 山前に崩す

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�005 土曜 日曜 午前
午後

日本人と神道
力の神さま、知恵の神さま

今回は日本神話のなかで強い力で活躍した建御雷神（たけみかづちの
かみ）・経津主神（ふつぬしのかみ）と豊かな知恵で活躍した思兼神（お
もいかねのかみ）について、その神話における役割や信仰の広がりにつ
いて考察します。
あわせてそれぞれの神さまをご祭神とする、鹿島神宮、香取神宮、秩父
神社について、実際に参拝される際に参考にしていただける情報もお
りまぜながらご紹介いたします。どうぞお楽しみに。

 講 師  山田　徹 PROFILE P.40～
 学習院大学講師

 講 師  金子　元 PROFILE P.40～
 秀明大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
11月 7日 建御雷神と鹿島神宮 担当：山田・金子
 21日 経津主神と香取神宮 担当：山田・金子
12月 5日 思兼神と秩父神社 担当：山田・金子

受講料 9,900円（全3回）

講座番号�006 土曜 日曜 午前
午後

Zoom講座
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俳句教室
～言葉のリズムと季語の世界観～

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。

 講 師  網野　月を PROFILE P.40～

 現代俳句協会副幹事長
 Haiquology代表

日 程 日曜日／10:40～12:10
10月 10日 秋の季語　秋の季語から兼題を出題します
11月 7日 冬の季語　冬の季語から兼題を出題します
12月 5日 暮の季語　暮の季語から兼題を出題します

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 12名
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。

各日程の1週間前までに作句して投句してください。Zoom講座

講座番号�009 土曜 日曜 午前
午後

「文明開化」を
見てみよう
現代につながるもの

みなさんは「文明開化」という四字熟語を見て何をイメージするでしょ
うか。福沢諭吉を代表とする西欧思想の紹介や新しい生活様式……風
俗の変化、食生活や住生活、教育の普及などがあるでしょう。本講座で
はその思想・風俗・生活様式を紹介し、それらが現在の私たちの生活に
どのように反映しているのか、見てみましょう。

 講 師  森内　隆雄 PROFILE P.40～

 学習院名誉教授
 元 学習院中等科教諭
 元 学習院大学兼任講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
10月 24日 思想－明六社の人々
11月 7日 風俗－「闇」～「光」へ
12月 5日 生活様式－江戸から東京へ
 19日 情報－交通と通信

受講料 13,200円（全4回）
Zoom講座

講座番号�007 土曜 日曜 午前
午後

徳川将軍が話した
言葉とは？
－その言葉の意味を探る

徳川将軍は、大名や旗本にどのような言葉を話したのでしょうか。江戸
時代は格式社会であり、将軍は、儀式・行事の際、相手の身分・家柄・地位
などにより、話す言葉を決められていました。本講座では、一回目は日
光門跡（輪王寺宮）、尾張・紀伊・水戸の御三家、老中など大名役に話した
言葉、二回目は大名・幕臣に対して話した言葉を紹介し、その意味を探
ります。

 講 師  深井　雅海 PROFILE P.40～

 （公財）徳川黎明会
 徳川林政史研究所所長

日 程 土曜日／15:00～16:30
11月 6日 日光門跡・御三家・大名役に話した言葉
12月 18日 大名・幕臣に話した言葉

受講料 6,600円（全2回）

Zoom講座

講座番号�008 土曜 日曜 午前
午後

New Lecture
New Lecture
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くずし字に親しむ
古文書の基礎

江戸時代の古文書は、現在の楷書体と異なり、一般的に行書や草書など
「くずし字」で書かれています。難しいと敬遠されがちですが、読めたら
楽しいと思いませんか? 本講座では、くずし字に親しみながら古文書
の読解力をつけていきます。古文書を読み解くための基礎知識などの
説明も織り交ぜながら、簡単な古文書を皆さんと一緒に丁寧に読み進
める形式で実践的に学んでいきます。解読を通じて、古文書の魅力に触
れてみましょう。継続される方も大歓迎です。

 講 師  丸山　美季 PROFILE P.40～

 学習院大学史料館 学芸員

日 程 日曜日／10:40～12:10
10月 17日 古文書解読のための基礎知識　短めの簡単な文書を読む
 31日 くずし字の解読実践　村方文書を読む
11月 14日 　　　　〃　　　　　　　　〃　　　
 28日 　　　　〃　　　　　武家文書を読む
12月 12日 　　　　〃　　　　　　　　〃　　　

受講料 16,500円（全5回）
注意事項 『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準備ください。Zoom講座

講座番号�010 土曜 日曜 午前
午後

日本雅楽の 
魅力に迫るⅣ
古代シルクロードのDNAを継ぐ 
世界最古の合奏音楽& 舞踊

一般に「日本的」と思われている雅楽は、その起源を辿ると古代アジア・ 
シルクロードの芸能に行き着きます。前学期までは雅楽の黎明期であ
る古代から明治維新まで時代別に雅楽を考察し、以て日本雅楽の特質
を明らかにしてきました。第４期となる今期は〈現代における雅楽の諸
問題〉について、様々な切り口からお話しいたします。あまり知られて
いない雅楽像に焦点をあて、受講者のみなさんと共に日本雅楽の未来
像を考えて行きたいと思います。

 講 師  三田　徳明 PROFILE P.40～

 学習院大学講師
 三田徳明雅樂研究會主宰

日 程 土曜日／15:00～16:30
11月 6日 舞楽の変容と〈民俗舞楽〉
 20日 ケンブリッジ学派による日本雅楽批判
12月 4日 アジアにおける日本舞楽の再受容と展開

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�012 土曜 日曜 午前
午後

大人の京都学
京都・歴史ミステリー

千年の都「京都」。古代豪族の時代に始まり、平安京遷都以降、政治や文
化の中心地として長い歴史を積み重ねてきました。しかし、各時代の
節目で立ち止まってよく考えてみると、「なぜ？」と思う素朴な歴史ミ
ステリーが数多く存在します。「京都・歴史ミステリー」シリーズ講座で
は、そのような「なぜ？」をテーマに歴史を紐解き、各時代の大いなる歴
史の流れを解説します。“時代が人を生んだのか？ いや、人が時代を生
んだのか？”、その答えは……！

 講 師  若村　亮 PROFILE P.40～

 京都学講師
 （株）らくたび代表取締役

日 程 土曜日／15:00～16:30
10月 16日 その❶《平安京遷都》
  －なぜ、桓武天皇は奈良から京都へ遷都したのか？－
12月 18日 その❷《空海と密教》
  －なぜ、空海という超人的な天才が生まれたのか？－

受講料 6,600円（全2回）
Zoom講座

講座番号�011 土曜 日曜 午前
午後
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相撲の近現代史
相撲が国技と呼ばれるまで、 
その歴史から大相撲の本質を学ぶ

現在では国技として広く親しまれている相撲も、明治の初頭には文明開化にそ
ぐわない「野蛮な裸踊り」として排撃され、存亡の危機にありました。それを乗
り越えて明治末期の黄金時代を迎えましたが、相撲がスポーツや国民的娯楽
として定着していくにつれ、力士たちも権利意識に目覚めて待遇改善の要望
が出るようになり、昭和にかけて世間を騒がせた事件が起きました。そのよう
な流れを踏まえつつ、平成・令和の現在に至るまで、それぞれの時代を彩った
スター力士たちも紹介しながら、21世紀、今後の相撲界を展望していきます。

 講 師  櫟
ひ ら

原
は ら

　利明 PROFILE P.40～

 （公財）日本相撲連盟常務理事
 東京大学相撲部OB会長

日 程 日曜日／10:40～12:10
10月 24日 相撲興業の発展と「国技大相撲」の成立
11月 28日 相撲協会の本質
  （江戸相撲会所の成立から、東京・大阪両協会の合併、
  そして現在の公益財団法人まで）
12月 19日 時代を彩る大力士・名力士（映像付き）

受講料 9,900円（全3回）Zoom講座

講座番号�014 土曜 日曜 午前
午後

講座番号�015 土曜 日曜 午前
午後

昔話とお伽草子を
楽しむ③
－このあたりで、ファンタジーはいかが？－

この国は物語にあふれています。たとえば、民間伝承の昔話がたくさん
あります。また、室町時代の短編物語をお伽草子といいます。やはり多
くの作品があり、なかには昔話と題材を同じくしています。そこでは主
人公はさまざまな不思議を体験します。まさにファンタジー！ 物語を
味わい、毎回、絵巻・奈良絵本（ならえほん）・錦絵（にしきえ）・ちりめん
本の鑑賞もおこないます。

 講 師  徳田　和夫 PROFILE P.40～

 学習院女子大学名誉教授
日 程 土曜日／15:00～16:30

10月 30日
11月 13日
12月 4日・18日

受講料 13,200円（全4回）

参考文献 『図説 裏を知るとよくわかる！ 日本の昔話』（徳田和夫監修、青春
文庫）1,078円

（上記は参考文献です。必要な方はご自身でお買い求めください。）Zoom講座

おとなのための
漢字学習

この講座では、漢字の意味や読み方はもちろん、古代文字や部首、熟語
の読み方、四字熟語といった角度から、漢字のおもしろさを、多くの実
例を取り上げながらていねいに解説していきます。また、各回の後半で
は、「特集」として、季節の漢字や町中で見かける漢字、講師が最近、気
になる漢字といった話題も紹介します。豊かな漢字の世界を、ご一緒に
楽しみましょう！

 講 師  円満字　二郎 PROFILE P.40～

 フリーライター
 漢和辞典編集者

日 程 土曜日／13:00～14:30
10月 23日 漢字の歴史をたどる
11月 6日 部首と漢字の成り立ち
 20日 重箱読みと湯桶読み
12月 4日 四字熟語の世界

受講料 13,200円（全4回）

Zoom講座

講座番号�013 土曜 日曜 午前
午後

P.20 038「四字熟語を通して漢文に親
しむ」の講座もぜひご覧ください。
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オニから
民俗芸能をみる②
夏の祭礼・秋の祭礼から

日本には春夏秋冬、身近な祭礼から日本を代表する祭礼があり、全国
津々浦々に様々の祭礼そして風習が今に伝わっております。その祭礼
の多くが神道や仏教、山岳宗教などと密接な関わりを持っており、神や
仏など様々な存在が登場します。ここでは「オニ（鬼・隠）」をキーワー
ドに、日本の祭礼の由来や歴史を紐解いてまいります。オニと一緒に日
本の祭礼を楽しみましょう。

 講 師  山崎　敬子 PROFILE P.40～

 玉川大学講師

日 程 土曜日／15:00～16:30
10月 30日 祭りとは。オニとは ～祭りと来訪神・オニ（鬼・隠）～
11月 20日 夏の民俗芸能とオニ（風流の芸能など）
12月 11日 夏・秋の民俗芸能とオニ（神楽など）

受講料 9,900円（全3回）

注意事項 ＊今回は2回目の講座ですが、今回からのご受講でもお楽しみいた
だけます。

＊講座時間を変更しておりますので、ご注意ください。Zoom講座

講座番号�016 土曜 日曜 午前
午後

講座番号�017 土曜 日曜 午前
午後

箏（コト）入門「箏を取り
巻く日本の文化史」
日本のコトを知る

昔の日本では弦楽器のことを「コト」と呼び、古事記でもその記述は多
く残されています。私たちが季節折々で耳にする箏の音色は、日本独特
の美意識や時代の社会状況に合わせて佇まいを変えてきています。そ
の長い歴史の中で、時代を象徴する有名な曲を取り上げつつ、資料や映
像を交えながら、楽しく箏の歴史を辿っていきます。

 講 師  佐藤　康子 PROFILE P.40～

 箏曲家
日 程 日曜日／10:40～12:10

10月 31日 コトのおこり　中国からの箏の伝来　平安貴族文化
11月 21日 俗箏のおこり　江戸の盲人文化　六段の謎
12月 12日 西洋文化との出会い　宮城道雄「春の海」　現代の箏

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座
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世界をみる

見て考えて楽しむ 
西洋美術
ローマ ― 美術史の旅

そろそろ久し振りにヨーロッパへ旅行したいなあなどと考えている人も多いことと思
います。今回の講座ではそんな気分をちょっと先取りし、６日間のローマ美術巡りを企
画してみました。実際の旅行のときはたいてい市内の地区ごとに見学して回るので、
様々な時代のものがごちゃ混ぜになり、美術史的な流れが分りにくくなりがちです。そ
こで、このバーチャルな旅行では、一日一時代、流れを追ってローマの美術を辿ること
にします。建築、彫刻、絵画、工芸から、広場や公園、噴水、廃墟などなど、見るべきもの
は沢山ありますが、とりあえずテーマを絞って、６日間の日程を組んでみました。講師
自身が撮影した写真をおもな材料としてローマの美術史的な見どころを紹介します。

 講 師  有川　治男 PROFILE P.41～

 学習院大学名誉教授
日 程 土曜日／15:00～16:30
10月 30日 1日目：ローマの街と美術の概略―地図を見ながら、とりあえず街を歩いてみる
11月 6日 2日目：古代ローマ美術の偉大さ―フォロ・ロマーノ、パンテオンなどを巡る
 13日 3日目：初期キリスト教美術の遺産―初期の教会でモザイク画などを見る
 27日 4日目：ルネサンスのハイライト―ミケランジェロとラファエロの足跡を辿る
12月 4日 5日目：バロック都市としてのローマ―ベルニーニとボッロミーニの仕事を見る
 11日 6日目：19・20世紀美術と古代の再発見―近代建築巡りと近郊への遠足

受講料 19,800円（全6回）Zoom講座

講座番号�018 土曜 日曜 午前
午後

 講 師  根占　献一 PROFILE P.41～

 学習院女子大学名誉教授

人間始皇帝 Ⅴ
始皇帝の地下宮殿

人間始皇帝の連続講座ですが、テキスト『人間・始皇帝』（岩波新書）から話題
を拾って講義をしていますので、はじめての方も問題ありません。最近書き
下ろした「始皇帝の地下宮殿」の最新の原稿をもとに始皇帝陵の謎に迫りま
す。始皇帝陵の地下宮殿や始皇帝の埋葬されている墓室はまだ発掘されて
いません。地下宮殿の構造、埋蔵品、墓室の始皇帝の遺体などを明らかにし
ていきます。同時代の秦墓、漢の時代の長沙馬王堆漢墓などを参考に、始皇
帝の地下宮殿の解明を目指します。

 講 師  鶴間　和幸 PROFILE P.41～

 学習院大学名誉教授

日 程 日曜日／10:40～12:10
10月 24日 『史記』秦始皇本紀の記述
 31日 湖北省の睡虎地秦墓
11月 7日 湖南省の馬王堆漢墓
 21日 地下宮殿の構造
 28日 地下宮殿の埋蔵品
12月 5日 始皇帝の墓室

受講料 19,800円（全6回）
テキスト 『始皇帝の地下宮殿』（山川出版社）1,760円（予定）9月刊行予定
補助教材 『人間・始皇帝』（岩波新書）946円

（テキスト・補助教材代は受講料に含まれておりません。ご自身でお買い求めください。）
Zoom講座

講座番号�019 土曜 日曜 午前
午後

ルネサンスと世界
グローバリゼーションの始まり

この講座は全体のカテゴリーが「世界をみる」のなかに含まれています。
タイトルに謳いました「ルネサンス」がどのように世界と関わるのか、い
くつかのポイントはあることでしょう。俗にルネサンスの三大発明とされ
たものに「火薬・羅針盤・活版印刷」と呼ばれるものがあります。また副題
にあるグローバリゼーションはルネサンス時代を端的に表わす「地理上の
発見」が糸口になったともいえるでしょう。活版印刷の登場に注目して、
ルネサンスの特徴、世界への広がりについてお話を展開する予定です。

日 程 土曜日／15:00～16:30
11月 13日 知られざる古典の発見と意義
 27日 印刷革命と世界

受講料 6,600円（全2回）

Zoom講座

講座番号�020 土曜 日曜 午前
午後

New Teacher
New Teacher

New Lecture
New Lecture



15

世
界
を
み
る

ベネター『生まれてこな
いほうが良かった』
読解 後編
生まれてきてしまった私たちのための倫理学

ベネターが「生まれてこないほうが良い」と言う時、それはまだ生まれ
ていない人、未来の人たちを思いやっての言葉です。すでに生まれさせ
られてしまった私たちは、良くも悪くも生きざるをえませんから。で
も、せっかく生きるなら「悪く生きる」より「良く生きる」ほうがよくな
いですか!?　そこで、どう生きるのがより良いのか、ベネターの思想を
足掛かりに考えてみます。後編だけの受講も大歓迎！ 全く問題なくご
参加頂けます。

 講 師  小島　和男 PROFILE P.41～

 学習院大学教授
日 程 日曜日／10:40～12:10

11月 7日 存在してしまうことがどれほど悪いのか
 28日 「生まれさせる」ということについて
12月 19日 生まれてしまった私たちはどう生きる？

受講料 9,900円（全3回）

教材費 500円Zoom講座

講座番号�023 土曜 日曜 午前
午後

後期西田哲学へ
の招待
京都学派シリーズ ２

『善の研究』（1911）の後、西田は「純粋経験」を哲学の言葉で語ろうと
苦心を重ね、1930年前後には「場所」の思想に展開／転回します。そし
て1945年6月に没するまで、後期西田哲学の名で知られる多くの著作
を発表して行きます。「経験ということ」の最も奥底に西田が見ようと
したものは何だったのでしょうか。そしてコロナ禍の現代において、彼
の思索ははたしてどのようなアクチュアリティをもち得るのでしょう
か。御一緒に考えて行きたいと思います。

 講 師  酒井　潔 PROFILE P.41～

 学習院大学名誉教授

日 程 日曜日／10:40～12:10
10月 24日 『善の研究』の残した課題、そして後期西田哲学の根本問題
 31日 「自己」について―「我は我ならずして我なり」
11月 14日 「歴史」について―「絶対矛盾的自己同一の世界」
 21日 西田幾多郎と鈴木大拙
12月 5日 西田哲学のアクチュアリティーを考える

受講料 16,500円（全5回）
参考文献 『西田幾多郎哲学論集Ⅲ―自覚について他四篇』（上田閑照編、岩波文庫）

1,177円
注意事項 本講座は「京都学派シリーズ ２」ですが、今回初めて受講される方にも

十分配慮いたします。
Zoom講座

講座番号�022 土曜 日曜 午前
午後

中国は如何にして
豊かになりしか？
「天高皇帝遠」のメカニズム

中国は豊かになった、と言うと必ず反論が出ます。豊かになったのはほ
んの一握りの人々であり、国民の多くは貧しいままではないかと。本講
座はそうした反論を踏まえて、「それでも、中国経済が飛躍的に発展し
たのは何故か」を考えてみたいと思います。講師のこの問いに対する取
り組みは「政治学的」なものです。講師のみるところ、中国の経済人は
数々の「政治的」逆境を逆手にとって、しぶとく生き抜いてきました。
そのタフさの秘密を調べてみましょう。

 講 師  中居　良文 PROFILE P.41～

 学習院大学名誉教授

日 程 土曜日／15:00～16:30
11月 6日・13日・27日
12月 4日

受講料 13,200円（全4回）

参考文献 葛兆光『中国再考：その領域・民族・文化』辻康吾監修、永田小絵訳
（岩波現代文庫 2014年）1,056円
（上記は参考文献です。必要な方はご自身でお買い求めください。）

注意事項 質疑応答に充分な時間を割きますので、自由にご発言ください。Zoom講座

講座番号�021 土曜 日曜 午前
午後
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イタリア美術の
魅力
フィレンツェの大聖堂周辺を歩く

「フィレンツェの大聖堂周辺を歩く」（本間）：美術三昧の旅をしてみたい方
のためのシリーズです。今期はフィレンツェ大聖堂、洗礼堂、鐘塔、大聖堂
美術館の見どころをご案内します。誰もが訪れる有名な場所ですが、予備知
識がないとわからないことがたくさんあると思います。素晴らしい建築や
彫刻などを楽しむために、今のうちに予習しませんか。

「フィレンツェ大聖堂とヴァザーリ」（久保寺）：『美術家列伝』の著者ヴァ
ザーリと大聖堂とのかかわりについて語ります。大ドームの内側に描かれ
た壁画《最後の審判》も彼の作品です。

 講 師  本間　紀子 PROFILE P.41～

 東海大学・跡見学園女子大学講師

 講 師  久保寺　紀江 PROFILE P.41～

 学習院大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
10月 2日 「フィレンツェの大聖堂周辺を歩く１」 （本間）
 16日 「　　　　　　　〃　　　　　　　２」 （本間）
 30日 「フィレンツェ大聖堂とヴァザーリ」 （久保寺）
11月 13日 「フィレンツェの大聖堂周辺を歩く３」 （本間）
 27日 「　　　　　　　〃　　　　　　　４」 （本間）

受講料 16,500円（全5回）Zoom講座

講座番号�024 土曜 日曜 午前
午後

ヒトと動物の
ヨーロッパ史（2）
19世紀と変わりゆく動物観

「長い19世紀」のヨーロッパ、それは産業革命や市民革命といった激動
の時代です。自然観や動物観もこの時代に大きく変容することでしょ
う。動物を集め、展示し、品種改良し、大量に消費しつつ、虐待から保護
しようという、現代まで続くこのような態度はどのように生まれ、人
びとに内面化されたのか、動物園、動物保護協会、ドイツの中流層の啓
蒙を担った週刊誌『ガルテンラウベ』の記事などをもとにみていきま 
しょう。

 講 師  後藤　秀和 PROFILE P.41～

 慶應義塾大学講師
日 程 土曜日／15:00～16:30

10月 16日 近代と動物への眼差しの変化（1） 
  植民地獲得と動物園
11月 20日 近代と動物への眼差しの変化（2） 
  動物保護と「危険な階級」
12月 11日 近代と動物への眼差しの変化（3） 
  雑誌『ガルテンラウベ』の記事と動物「利用」意識

受講料 9,900円（全3回）Zoom講座

講座番号�026 土曜 日曜 午前
午後

ルイ14世と美術
「太陽王」のイメージ戦略と
コレクション

ルイ14世の統治期は「偉大な世紀」と呼ばれ、学問、芸術が大いに発展
しました。フランスの伝統を築いたこの時代の文化の中で、美術はとり
わけ重要な地位を占めています。この講座では、「太陽王」のイメージを
演出した肖像画やヴェルサイユの舞台装置となった絵画や彫刻を考察
し、ルーヴル美術館や国立図書館に所蔵される家具調度や宝石製工芸
品の貴重なコレクションを紹介していきます。

 講 師  太田　みき PROFILE P.41～

 学習院大学講師
 明治学院大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
10月 17日 肖像のなかのルイ14世
11月 14日 ヴェルサイユを飾る絵画と彫刻
12月 12日 国王の家具調度、工芸品コレクション

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�025 土曜 日曜 午前
午後
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作られた
中世ヨーロッパの
〈イメージ〉Ⅲ
ディズニーを彩る中世

ディズニーに見出される中世イメージについて、今回初めて参加される皆さん
にも分かりやすく説明します。ディズニーランドとは「今ここではないどこか」に
我々を誘う仕掛けですが、その中心にシンデレラ城があることからも分かる通り、
中世的な要素がその世界の根幹を成しています。ディズニー映画にも、プリンセ
スたちだけでなく、これまでこの講座で扱ってきたアーサー王、ロビン・フッド、ドラ
ゴンといった中世の英雄・怪物が登場します。よく舞台となる森、そこを住みかと
する魔法使いや魔女も中世イメージそのものです。ディズニー世界を彩るこれら 
イメージを「中世主義」（近代における中世の理想化）との関係から捉え直します。

 講 師  岡田　尚文 PROFILE P.41～

 学習院大学講師
 慶應義塾大学講師

日 程 日曜日／10:40～12:10
11月 7日 ディズニーランドに中世を探す
 28日 ディズニーの中世映画を観る
12月 19日 「中世主義」とディズニー

受講料 9,900円（全3回）

注意事項 2020年の冬講座からスタートした講座ですが、今回からお申し込
まれてもお楽しみいただけます。Zoom講座

講座番号�027 土曜 日曜 午前
午後

ワーグナーの 
名作オペラ

《タンホイザー》から《パルシファル》まで

春学期に続き、ワーグナーのオペラを取り上げます。今回は、通常扱わ
れない初期の３作、春学期で扱った《ニーベルングの指環》、そして来年
の冬学期の鑑賞講座（新国立劇場で鑑賞予定）で取り上げる《さまよえ
るオランダ人》を除いた、５作のオペラを解説します。

 講 師  加藤　浩子 PROFILE P.41～

 音楽評論家
日 程 土曜日／10:40～12:10

10月 2日 《タンホイザー》
 16日 《ローエングリン》
 30日 《トリスタンとイゾルデ》
11月 6日 《ニュルンベルクのマイスタージンガー》
 20日 《パルシファル》

受講料 16,500円（全5回）Zoom講座

講座番号�028 土曜 日曜 午前
午後

講座番号�029 土曜 日曜 午前
午後

Jazz音楽理論・
初級編
ジャズハーモニーの魅力とその仕組み

 講 師  三木　俊雄 PROFILE P.41～

 サックス奏者、アレンジャー、コンポーザー、
 尚美学園大学 音楽表現学科 講師

 受講定員  10名

思わず振り返りたくなるようなジャズのハーモニー。その魅力と仕組みを
探ってみたいと思いませんか。譜面は読めるけどコードは…あるいはコー
ドは弾けるけど理論は…何度か本を買って読んではみたものの結局わから
なかった。そんな方々の為にプロのジャズミュージシャンがわかりやすく、
丁寧に講義します。音楽の理論、ハーモニーの仕組みをPCの画面上でテキ
ストや鍵盤、さらに楽譜作成ソフトウェアのシベリウスの画面を提示しな
がらの説明など、まさにZoomならではの講義です（一部オンデマンド講
座でご受講いただきます）。

日 程 土曜日／15:00～16:30
11月  6日 （Zoom講座） ジャズハーモニーの考え方、コードネームの読み書きとダイ 
   アトニックコード
 13日～19日 （オンデマンド講座） Cycle of 5th とドミナントの解決、Ⅱ-Ⅴ-Ⅰケーデンス
 20日 （Zoom講座） 質疑応答と確認、セカンダリードミナント
 27日～12月3日 （オンデマンド講座） マイナーキーとサブドミナントケーデンス、マイナークリシェ
12月 4日 （Zoom講座） 質疑応答と確認、ディセプティヴケーデンス、コードアナライズ

受講料 16,500円（全5回）
注意事項 この講座は、いわゆる「楽典」（基本的な楽譜の読み書き、２音間の音程、調号、

調性）を概ね理解している方を対象とします。

New Lecture
New Lecture

Zoom講座 オンデマンド講座
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今まで語られなかった
オペラ歌手の舞台裏
バリトン歌手がみなさんに、 
その秘密を教えます。

オペラ歌手はその歌声をどのように作り上げ保っているのか？ その役
作りは？ イタリアの舞台で歌ってきたバリトン歌手の舞台裏を覗いて
みませんか？ 大物歌手の秘密、オペラ歌手の声の秘密、そして私自身
の経験など、日常では知ることの出来ないオペラの世界の秘密をお教
えします。私が a cappella で歌うこともあるかもしれません。潤いと
笑いのあるお時間をお届けします。

 講 師  大貫　史朗 PROFILE P.41～

 バリトン歌手
日 程 土曜日／13:00～14:30

10月 30日 声の秘密
11月 13日 役作りの秘密
 27日 ここだけの話？

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�031 土曜 日曜 午前
午後

ご自宅でメソッド
を学びませんか？
ソプラノ歌手＝体トレーナーのフェ
ルデンクライス・メソッド

皆様はフェルデンクライス・メソッドをご存知でしょうか？ 欧米の多くの国
でその方法と考え方が注目され、広い分野で成果を上げています。体の外壁
を鍛える筋トレなどと異なり、やさしい体の動きを使って、人間の本来の自然
な動きや能力に気づいてゆくメソッド。日本人に合った無理のない動きで気
づきを生み、心身にやさしく働きかけます。最後にはご自分本来の体、呼吸・
声が見つかり、自信と活力も生まれます。講師による体レッスンの実践と歌、
レクチャーをZoomを通じて学びながら、よりよき自分を探してみませんか。

 講 師  青木　美稚子 PROFILE P.41～

 声楽家
日 程 日曜日／10:40～12:10

10月 24日
11月 7日・28日
12月 12日

受講料 13,200円（全4回）

注意事項 講師は、日本の声楽家では初の国際指導資格取得者です。Zoom講座

講座番号�032 土曜 日曜 午前
午後

食べる音楽
クラシック音楽と食の関係
を考える

ルネサンス期イタリアの宮廷バンケットを引き合いに出すまでもなく、
音楽と食は常に切っても切れない存在でした。本講座では、オペラに登
場する食べ物、食事のシーン、さらには音楽家と関係の深い料理など、
ご一緒に曲を聴きながら、クラシック音楽と食の関係についてご紹介
します。

 講 師  彌勒　忠史 PROFILE P.41～

 日本大学藝術学部講師
 声楽家、オペラ演出家

日 程 土曜日／15:00～16:30
10月 16日 世界最古の居酒屋
  マドリガル・コメディーとワイン
11月 6日 宮廷のバンケットその1
  ルネサンス期イタリアの饗宴
 20日 宮廷のバンケットその2
  饗宴の音楽、ダンス

受講料 9,900円（全3回）

講座番号�030 土曜 日曜 午前
午後

Zoom講座
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これからの 
世界遺産観光
アフターコロナの海外旅行は、 
こう変わる！

ヨーロッパやアメリカを中心に、観光施設が再開しています。日本でも
海外の報道が増え、どの国が安全かな？ あの博物館は入れる？ と期待
も大きくなってきたのではないでしょうか？ 今回の講座では、変わり
ゆく世界遺産の旅を解説します。訪問にWeb予約やワクチンパスポー
トが必要になるなど、システムが変わった国もあります。閉館している
間に大改修を終え、魅力が増したところもあります。地球の歩き方の最
新情報をお楽しみに！

 講 師  大和田　聡子 PROFILE P.41～

 「地球の歩き方」編集担当

 講 師  坂井　彰代 PROFILE P.41～

 「地球の歩き方」編集担当

日 程 日曜日／10:40～12:10
10月 24日 ヨーロッパ（パリ、ロンドン、イスタンブールなど） （大和田・坂井）
11月 14日 アメリカ＆リゾート（ハワイ、ニューヨークなど） （大和田）
12月 5日 アジア（エジプト、台湾、韓国など） （大和田）

受講料 9,900円（全3回）

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。Zoom講座

講座番号�034 土曜 日曜 午前
午後

講座番号�035 土曜 日曜 午前
午後

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。

 講 師  富永　直美 PROFILE P.41～

 ライター、エディター

日 程 日曜日／13:00～14:30
11月 14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。

 28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 12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。

受講料 9,900円（全3回）Zoom講座

ツール・ド・グルメ
世界の郷土料理
画像で巡る各国の食文化（南イタリア・
シチリア島、マダガスカル、台湾）

世界の国々には、その地が培ってきた歴史とともに、各地各様の個性に彩ら
れた興味深い食文化が存在します。伝統的なお袋の味や農村で育まれた料
理、移民が伝えた味、宮廷文化から発展したものなど、 料理やお菓子を通し
て土地ごとの背景が見えるのもまた魅力。料理ジャーナリストの講師が取材
で訪れた多数の国の中から、今回はイタリア南部のシチリア島、東アフリカ
のマダガスカル、台湾、を取り上げ、各地の郷土料理と郷土菓子を由来やウン
チクを交えつつ解説します。食と並び、それぞれの街や市場の様子、見どこ
ろ、お店やお土産などの画像も多数用意。旅する気分でお楽しみください。

 講 師  並木　麻輝子 PROFILE P.41～

 料理ジャーナリスト
 ヨーロッパ郷土料理・菓子・食文化研究家

日 程 日曜日／13:00～14:30
10月 31日 シチリア島の食文化と町案内
11月 14日 マダガスカルの食文化と見どころ、農園（カカオ、バニラ） 
  紹介。
 28日 台湾の食文化と町、農園案内

受講料 9,900円（全3回）

講座番号�033 土曜 日曜 午前
午後

Zoom講座
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講
座 天皇・皇族・公家の

書を読む

わが国には数多くの書跡が今に伝わりますが，その鑑賞はともすれば
解読の難解さから敬遠されがちなところもあります。本講では天皇の
書をはじめとする名筆を取り上げ，内容に加えて背景を平易かつ丁寧
に解説することで書の見方に通じ，身近に感じていただけることを目
指します。また，併せて資料の書式についての解説も行うことで，資料
そのものの理解も深まり，美術館や博物館の鑑賞にも有益となるよう
努めたいと思います。

 講 師  田代　圭一 PROFILE P.43～

 宮内庁書陵部図書課保存調査室
 主任研究員

日 程 火曜日／10:40～12:10
11月 16日 天皇の書を読む①
 30日 天皇の書を読む②　皇族、公家の書を読む

受講料 6,600円（全2回）

Zoom講座

講座番号�037 火曜 午前 午後

New Lecture
New Lecture

大江戸
浮世絵散歩

世界に類を見ない精巧な彫、摺の技術に支えられた浮世絵版画。その技
術も含め、江戸では様々な「世界一」がありました。世界最多の人口を
誇る江戸は、上水・下水の完備、リサイクル・リユースなどの精神も発達
したきれいな町であり、園芸の都市としても評価されています。高い識
字率を支えた江戸の教育も取り上げます。オンライン講座となります
が、様々な浮世絵作品を通して、「世界一」の江戸の魅力探しの散歩へ出
かけましょう。

 講 師  藤澤　茜 PROFILE P.43～

 神奈川大学准教授
日 程 11月25日　木曜日／13:00～16:30

①13:00～14:30　浮世絵版画の彫と摺・寺子屋の子どもたち
②15:00～16:30　江戸の町にみる「世界一」

受講料 6,600円（1日全2回）

Zoom講座

講座番号�036 木曜 午前 午後

秋の平日講座

講座番号�038 月曜 午前 午後

四字熟語を通して
漢文に親しむ

私たちが使っている四字熟語の多くは、漢文から生まれたものです。こ
の講座では、そういった四字熟語を毎回いくつかずつ取り上げ、それぞ
れの意味や用法はもちろん、元になった漢文の内容も説明し、実際にそ
の一部分を読んでいきます。返り点や送りがなといった漢文の読み方
の基本に慣れながら、日本の文化に大きな影響を与えてきた漢文の世
界を味わってみましょう。

 講 師  円満字　二郎 PROFILE P.40～

 フリーライター
 漢和辞典編集者

日 程 月曜日／10:40～12:10
10月 25日 歴史のことば ―― 意気揚 （々史記）ほか
11月 15日 物語のことば ―― 百発百中（戦国策）ほか
12月 6日 賢者のことば ―― 余裕綽綽（孟子）ほか

受講料 9,900円（全3回）
Zoom講座

P.12 013「おとなのための漢字学習」
の講座もぜひご覧ください。
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クラシック♪
～オーケストラと作曲家の素顔を入り口に～

クラシックは退屈でつまらない?! そんなことはありません！ 個性豊
かな音楽家が集まって一つの曲を奏でる「オーケストラ」クラシック音
楽、オーケストラ公演を楽しむためのレクチャーとともに、作曲家・ラ
フマニノフの素顔に迫ります。楽器紹介や奏者による短い曲の生演奏、
収録したコンサートの鑑賞（ラフマニノフ：交響曲第2番）まで含めた、
クラシック音楽の世界へ誘う全2回の講座です。

 講 師  佐藤　雄己 PROFILE P.43～

 （公財）東京交響楽団

日 程 月曜日／10:40～12:10
11月 1日 オーケストラ入門～生演奏をはじめ、裏方の仕事まで～
 22日 多才な音楽家・ラフマニノフと交響曲第2番

受講料 6,600円（全2回）＋　　　　　　　1,400円
（受講料と一緒に徴収いたします。）

注意事項 ＊ヴァイオリン奏者による短い1曲をLIVE演奏にてお届けする予
定ですが、やむを得ない事情によりヴァイオリンからヴィオラな
どに変更となる場合がございます。

＊使用テキストの無断転載等は固くお断りいたします。

LIVE演奏・配信コンサート
鑑賞料等一式

Zoom講座

講座番号�040 月曜 午前 午後

講座番号�039 木曜 午前 午後

SDGs
現代人の必須素養
持続可能な未来のための行動指針を
一緒に学びましょう！

「SDGsって、時々目にするけど一体何だろう？」「経団連の会長や小泉
環境大臣がつけているカラフルなバッチにはどんな意味があるのだろ
う？」「私立中学受験専門の学習塾が、SDGsの解説本をなぜ出版して
いるのだろう？」このような疑問を持った方に、現代人の必須の素養
といえるSDGsについて、初歩の初歩から深くて高尚な理念まで、毎回
アクティビティを交えながら楽しく学んでいきます。他の人につい話
したくなる話題もたっぷり用意しています。

 講 師  諏訪　哲郎 PROFILE P.43～

 学習院大学名誉教授
 NPO法人八ヶ岳SDGsスクール代表理事

日 程 木曜日／10:40～12:10
10月 28日 SDGs って何？ 私たちが直面している課題って何だろう？
11月 11日 SDGsの17目標が全部つながっていることを確認しよう！
 25日 SDGs関連問題が私立中学入試に出題されるのはなぜだろうか？
12月 9日 SDGsが人類史の潮流を変えようとしているって信じられる？

受講料 13,200円（全4回）

注意事項 ＊こちらの講座は本年の春講座と同様です。
＊秋講座では木曜日に変更になりました。Zoom講座

講座番号�041 月曜 午前 午後

自分を知るための
ノートづくり

コンテンツの作り方を講義する中で「自分自身をコンテンツ化しま
しょう」と言うのですが、その方法を質問されることがあります。今回
は自分自身のコンテンツ化、つまり、自分の好みと強みを言語化して、
自分に自信を持つためのノートづくりです。就活を控えた大学生のみ
なさん、転職を考えているかた、エントリーシートや面接で際立つ自己
PRが作れます。「やりたいことが見つからない」かたも踏み出す一歩が
見えてきます。

 講 師  能勢　邦子 PROFILE P.43～

 コンテンツディレクター
 前『アンアン』編集長

日 程 月曜日／10:40～12:10
11月 15日 自分自身の棚卸しをする
 29日 自己PRの言葉を磨く

受講料 6,600円（全2回）

注意事項 ちょっと特別の良いノート１冊と筆記用具をご用意ください。
Zoom講座

New Lecture
New Lecture
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講座番号�042 金曜 午前 午後

ネイティブ講師と
気軽に学ぶスペイン語

（入門）

スペイン語は世界で3番目に多くの国々で使用されている言語です。こ
の講座は、スペイン語を初めて学ぶ方を対象にしています。ABCの発
音から学びますので、どなたでもお気軽にお申し込みください。Zoom
を通して、会話のビデオを観たり、映像でスペイン語の国々の習慣や暮
らしに触れ、それらの国々の料理や観光地などもご紹介します。

 講 師  Sally Battan PROFILE P.43～
 サリー・バタン

 学習院大学講師

日 程 金曜日／15:00～16:30
10月 8日・22日
11月 5日・19日
12月 3日・17日

受講料 19,800円（全6回）

テキスト 「Plaza Amigos Espanol para hablarⅠ」（朝日出版社）2,090円
ISBN 978-4-255-55042-8

（テキスト代は受講料に含まれておりません。テキストはご自身でお買い求めください。）

Zoom講座

P.31 068「ネイティブ講師と気軽に学
ぶスペイン語（初級）」の講座もぜひご覧
ください。

講座番号�043 月曜 午前 午後

やさしいロシア語の
基礎を
学んでみませんか?

ロシア語は国連で用いられている公用語のひとつです。この講座では、
講師からのテキストプリントを元に基本的発音からスタートします。
そして簡単な挨拶の表現や、日ごろ使われるロシア語の独特な表現を
身に付けます。Zoomによる3回だけの講座ですので、基本的なことの
繰り返しですが、いずれ対面講座が復活した際のプレとしてご受講い
ただければうれしいです。

 講 師  Iurii Klochkov PROFILE P.43～
 ユーリー・クロチコフ

 学習院大学講師、早稲田大学講師

日 程 月曜日／10:40～12:10
11月 1日・22日
12月 13日

受講料 9,900円（全3回）

参考文献 「ニューエクスプレスプラス ロシア語」（白水社）2,090円
ISBN 978-4-560-08777-0

注意事項 講座で使用するプリントはメールでお送りします。Zoom講座

P.30 065「韓国語 超入門2」の講座も
ぜひご覧ください。

ことばと文化Ⅰ
（韓国語初級）
やさしい韓国語初級

韓国語に興味を持ってらっしゃる方が、もっと楽しく韓国語と韓国の文化
に触れ、韓国語のレベルアップにつながる授業を目指したいと思います。
このクラスでは、「遊ぶ」と「笑う」が基本コンセプトになっています。でき
れば韓国語の文字であるハングルの読み書きができることが望ましいです
が、ハングルが読めない方は、このクラスでマスターしてしまいましょう。
任せてください。コンタクトレス時代に相応しい「オンライン授業」ならで
はの長所を活かした楽しい韓国語を一緒に作っていきましょう。

 講 師  魏　聖銓 PROFILE P.43～
 ウィー・ソンジュン

 学習院大学講師

日 程 火曜日／15:00～16:30
10月 19日 ハングルで自分の名前を書いてみましょう。
 26日 韓国語で自己紹介／韓国人の氏名について
11月 9日 ハングルのすべて／韓国語の会話を楽しむためには？
 16日 ビンゴで、楽しく単語力アップできる？ 四季の単語
 30日 道を尋ねる（会話）／ソウルを歩いてみましょう。
12月 7日 疑問代名詞は会話力を強くする！

受講料 19,800円（全6回）
テキスト 『New! 韓国語＆会話』（右文書院）1,980円

（テキスト代は受講料に含まれておりません。テキストはご自身でお買い求めください。
ネット等でご購入されると古いバージョンの可能性がございますので、亜細亜大学購買
部ブックセンター /東榊（とうさかき）様tel0422-55-5837までお問合せください）

Zoom講座

講座番号�044 火曜 午前 午後

New Lecture
New Lecture



23

自
分
を
見
つ
め
る

自分を見つめる

怒りのコントロールを
身につける
自分の感情は 
自分でコントロールできる

日々の生活や仕事で、イライラしてつい怒ってしまったり、そのことを
後になって後悔したり、という場面はよくあるのではないでしょうか。
心配や不安を抱えていると緊張が高まり、怒りの感情を持ちやすくな
ります。この講座ではアンガーマネジメントを理解し、どうすれば怒り
と上手につきあえるのかを学びます。怒りは自分を振り回すものでは
なく、コントロールできるものなのです。

 講 師  内海　仲子 PROFILE P.44～

 シニア産業カウンセラー
日 程 日曜日／13:00～14:30

10月 24日 怒りの原因と傾向を知る
 31日 怒りのコントロール法
11月 7日 怒りの感情を上手に伝える

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�047 土曜 日曜 午前
午後

禅の智慧に学ぶ
真理の言葉 「法句経」から

「法句経」は、生前のお釈迦様の言葉を423編のやさしい詩句にまとめ
たもので、その詩句はまさしく真理の言葉です。内容は実際的、具体的
でしかも深い思索がこめられていますので、仏教の入門書であるとと
もに奥義の書でもあります。今回は皆さんと共にこの「法句経」を通し
て心のやすらぎの道を学びたいと思います。

 講 師  平井　正修 PROFILE P.44～

 臨済宗国泰寺派 全生庵住職
 日本大学客員教授

日 程 土曜日／15:00～16:30
10月 2日
11月 6日
12月 4日

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�046 土曜 日曜 午前
午後

子育て学入門
就学前から小学校の低学年にかけての子育ては，お子様の人生に大き
く影響します。しっかりとした土台作りの時期に，親としてどんな心構
えでいればいいのでしょうか。本講座では各教育分野の経験豊かな先
生方の話を聞き，より良い子育てのヒントにしていただくことを願っ
て進めていきたいと考えています。土曜日に行いますので，お父様も是
非ご参加ください。

 講 師  大澤　隆之 PROFILE P.44～

 学習院初等科長

 講 師  梅本　恵美 PROFILE P.44～
 学習院初等科教頭

 講 師  田中　聡子 PROFILE P.44～
 学習院初等科国際交流主管

日 程 土曜日／13:00～14:30
10月 23日 学習院の歴史から学ぶ道徳（大澤隆之）
11月 13日 言葉の力と国語教育（梅本恵美）
 20日 9歳までの英語教育（田中聡子）
12月 11日 低学年の算数教育（大澤隆之）

受講料 13,200円（全4回）
Zoom講座

講座番号�045 土曜 日曜 午前
午後

New Teachers
New Teachers
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はじめてみよう
マインドフルネス
実践講座
幸せを感じられる生き方のヒント

世界的に注目が集まり、その効果や根拠について脳科学的な研修も盛ん
になっているマインドフルネス。アメリカを中心に、ストレス解消、集中
力向上、創造性向上などを目的に、ビジネスや教育、日々の暮らしの中で、
分野を問わず急速に広がっています。本講座では、理論と実践を系統立
てて学ぶことができるため、その日から使える実践的な知識が身につき
ます。各回ともに、マインドフルネス瞑想をはじめとしたマインドフル
ネスの実践手法を、講師のガイドで一緒に実践するパートがあります。

 講 師  野村　里奈 PROFILE P.44～

 マインドフルネス瞑想ファシリテーター
 株式会社Lay代表取締役

日 程 日曜日／10:40～12:10
10月 17日 マインドフルネスの意味や効果、科学的根拠
11月 14日 マインドフルネスの歴史や普及の背景
12月 12日 マインドフルになるために役立つ周辺知識

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�048 土曜 日曜 午前
午後

新しい講座（講師）をご紹介します。New Teacher
New Teacher

New Lecture
New Lecture

根占献一先生は、学習院さくらアカデミーの前身である生涯学習センターの
時代に、約10年に渡り、講座を実施していただきました。
昨年、学習院女子大学をご退職され、現在は、学習院女子大学名誉教授・星槎大
学講師でいらっしゃいます。そして、当アカデミーにおきまして、前期の春講
座では「イタリア・ルネサンスとアジア、そして日本」と題した特別講座を、そ
してこの秋講座では数回講座を実施していただきます。
みなさまのご受講をお待ちしております。

根占 献一（ねじめ・けんいち）

学習院女子大学名誉教授

根占先生の
プロフィールは、
P.42の「講師紹介」を
ご覧ください。

ルネサンスと世界 グローバリゼーションの始まり
講座番号

020 P.14参照Zoom講座
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暮らしを豊かに

講座番号�049 土曜 日曜 午前
午後

Zoom講座

小笠原流礼法と
日本の文化を楽しく学ぶ
玄武の巻
古典礼法から現代マナーまで

古来より日本の公式の礼法とされてきた小笠原流礼法。その神髄とは
「相手をおもいやること」。実は、現代の人付き合いの基本はそこにあ
ります。本講座では、この日本で最も正式とされる作法を、現代マナー
と共に基礎からしっかりと理解し身につけることができます。今回の 

「玄武の巻」に続き、次回「青龍の巻」「朱雀の巻」「白虎の巻」と順次、講
座を進めていきます。修了者には小笠原流礼法宗家が認証する免許状
の授与も可能です。

 講 師  柴崎　直人 PROFILE P.44～

 小笠原流礼法総師範
 岐阜大学大学院准教授

日 程 土曜日／13:00～14:30
10月 2日 礼の思想と作法の
  極意
 9日 二十四節季と暦法
  の日本文化
 23日 茶の湯文化と茶事

10月 30日 ビジネスマナーのあれこれ
11月 13日 プロトコル上級 勲章服装
 27日 旅のマナー（国内旅行のマナー）
12月 11日 結婚のマナーと小笠原流婚姻
  の儀の礼法

受講料 23,100円（全7回）
テキスト 「礼儀・マナー教育概論」（培風館）2,035円

（テキスト代は受講料に含まれておりません。テキストはご自身でお買い求めください。）

講座番号�051 土曜 日曜 午前
午後

紅茶の魅力
英国紅茶文化の愉しみ

紅茶を日々の暮らしの中で楽しむ生活文化はイギリスで生まれ育まれ
ていきました。紅茶道具の成り立ちや選び方、そして歴史を彩る貴婦人
たちなど、紅茶文化の奥深い世界を雑学から専門知識まで楽しく学び
ましょう。毎回のテーマに合わせた紅茶のいれ方もご紹介しますので、
ご自宅でも実践していただけます。第4回にはご希望の方にクリスマス
アフタヌーンティーセットをお届けして、ご一緒に楽しんでいただく
ことが出来ます。

 講 師  太田　ますみ PROFILE P.44～

 日本紅茶協会認定
 シニアティーインストラクター

日 程 日曜日／10:40～12:10
10月 17日 紅茶道具のアラカルト ～紅茶のいれ方ゴールデンルール
 31日 紅茶文化を彩った女性たち ～フレーバードティーについて
11月 14日 生活文化としての紅茶 ～ロイヤルミルクティーのいれ方
12月 5日 クリスマスアフタヌーンティー ～クリスマスティーの楽しみ方
受講料 13,200円（全4回）
注意事項 第4回のクリスマスアフタヌーンティーセット（冷凍）をご希望の

方は、目黒のアフタヌーンティープレイス「スリーティアーズ」に各
自でお申込みとお振込みをしていただきます。費用は約4,000円の
予定です。お申し込み方法は講座が始まってからご案内します。

Zoom講座

講座番号�050 土曜 日曜 午前
午後

オンラインで、
もっと「気軽に茶の湯“楽”」
～みて・きいて・ふれて楽しむ

遠州流茶道～
銘でつむぐ茶の湯の物語

春講座に引き続き、茶の湯の銘についてお話していきます。映像や写真
を中心にお話を進めていきます。
茶の湯の道具につけられた名前を「銘」と呼びます。この「銘」には季節
の移り変わりやメッセージが込められており、茶席での楽しみの一つ
でもあります。今回は、遠州茶道宗家13世家元の小堀宗実氏の「茶の湯
の銘の物語」（2020年　世界文化社「家庭画報」連載）をもとに銘の世界
を一緒に覗いてみましょう。

 講 師  神保　宗揣 PROFILE P.44～

 遠州流茶道教授

日 程 日曜日／13:00～14:30
10月 10日 秋 ～名残を楽しむ～ 
  銘から秋を感じ、藤原定家の書「定家様」を楽しむ。
11月 14日 冬 ～節目の季節～ 
  冬の到来を道具から読み取る。 
  茶の湯と恋と…その関係。
12月 19日 こぞことし ～灯をつなげる～ 
  想いを銘に託す。 
  遠州茶道宗家点初めの映像を一部紹介。

受講料 9,900円（全3回）Zoom講座
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知らないと損する
相続の基礎
遺族が困らないための相続の基礎知識

首都圏では自宅等の財産をお持ちの方は、ほとんどの方が相続税の課税対象
になります。また、相続が元で遺族がもめるケースも非常に多くあります。こ
れらの相続のトラブルの多くは、事前に対策を取っておくことで防ぐことが
できます。本講座では、相続権は誰にあるか、遺言書はどのように書くか、相
続税はどのくらいかかるかなどの相続に係る基本的な知識について、わかり
やすく解説していきます。相続税の節税方法もご紹介しますので、このコー
スで学んだことを活かして早めの準備を進めていただければと思います。

 講 師  落合　和雄 PROFILE P.44～

 税理士
 ファイナンシャル・プランナー
 中小企業診断士

日 程 日曜日／13:00～14:30
10月 24日 相続の権利の帰属と遺言書
11月 14日 相続税の計算
12月 5日 相続税の節税方法

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�052 土曜 日曜 午前
午後

裁判入門
判決、決定、命令、審判などの
各種の裁判手続

裁判とは裁判官がする判断やそのための手続のことを言います。裁判
には、誰もが知っている判決と決定、命令、審判などの判断があり、その
判断を公正に導き出す手続としての手続法があります。民事判決を導
き出すための民事訴訟法、刑事判決を導き出す刑事訴訟法があります。
民事では裁判によらないで話し合いによる解決が可能で、殆どの紛争
はこれで解決しています。この話し合いによる解決についても説明し
ます。

 講 師  草野　芳郎 PROFILE P.44～

 前学習院大学教授、元裁判官
 現弁護士

日 程 土曜日／15:00～16:30
10月 30日 裁判とは何か、刑事の裁判手続
  判決とそれ以外の裁判、刑事訴訟
11月 27日 民事の裁判手続 
  民事訴訟、人事訴訟、家事事件手続法
12月 18日 合意（話し合い）による紛争解決 
  訴訟上の和解、調停、仲裁、ADR、示談

受講料 9,900円（全3回）Zoom講座

講座番号�053 土曜 日曜 午前
午後

植物のセラピー効果を
生活に取り入れる

園芸は、植物や野菜を育てるという「栽培」のほかに、人間の五感を使い自
然や植物、園芸作業に関わることにより、心身機能への効用を得ることが
できます。Covid-19の感染拡大で私たちの生活も大きく変化しました。
その中で屋外活動の多い園芸や家庭菜園への関心も高まっています。ま
た園芸は、植物を活用することで認知症予防、介護予防に繋がるとともに、
園芸療法としても期待されています。植物のセラピー効果について考え
てみましょう。実習を取り入れた、オンラインによる実践的な講座です。

 講 師  小澤　直子 PROFILE P.44～

 元恵泉女学園大学　社会園芸学科講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
11月 6日 植物の香りを生活に取り入れる 
  実習①スプラウトを育てよう（もやし系）
 27日 ひとと植物の関係を知る 
  実習②スプラウトを育てよう（かいわれ系）
12月 18日 コロナ禍と園芸セラピー 
  実習③ベビーリーフを育てよう

受講料 9,900円（全3回）
教材費 400円（3回分の合計です）
注意事項 今回の秋講座では、前期と曜日と時間が異なります。

Zoom講座

講座番号�054 土曜 日曜 午前
午後
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株式投資
業界地図による
大化け業界大研究

この講座では、デジタル革命が大胆に進むなかで売上が急拡大し、それ
に合わせて利益が急増する業界を探ります。今後、数年でさまざまな
業界で新しい枠組みが登場するはずです。デジタル化によるテクノロ
ジーの期待はますます高まり、次第に業界は変貌していきます。またデ
ジタルトランスフォーメーション（DX）などという用語も定着しつつ
あります。したがって、変貌する業界を発見することが株式投資では大
化け業界を発掘することにつながります。そこで注目する業界につい
て売上規模や利益の数字をおさえるために、『2022年 業界地図』（東洋
経済新報社発行）という情報誌を使います。皆さんは事前にご用意いた
だき画面前という特等席にてお待ちください。読みどころを絞り込ん
でたった3時間で大化けする業界を発掘するヒントをお話します。

 講 師  坂田　善種 PROFILE P.44～

 ファイナンシャルプランナー

日 程 土曜日／13:00～14:30
10月 23日 これから話題となる大テーマ業界とは
11月 27日 変ぼう・大変身している業界とは

受講料 6,600円（全2回）
注意事項 各自で『2022年 業界地図』（東洋経済新報社）をご用意ください。Zoom講座

坂田先生からの
メッセージQR
コードです。

講座番号�056 土曜 日曜 午前
午後

株式投資
完全パック
戦略練り直し編

この講座では、日本そして世界が大きく変貌するなかで、株式投資を今
後どのように始めればよいかを具体的に考えます。株式を買って長期
で保有さえすればいいという時代は終わりました。今までの株式投資
を見直すいわば戦略練り直し編です。とは言え、株式投資における基本
的なお話は普遍です。つまり、変わらない投資方法と見直さなければい
けない投資方法を詳しく学習します。講座ではスケッチブックを使っ
て大きな図表や文字を使います。小さな文字は使用しませんので画面
を安心してご覧ください。画面の前が一等席または桟敷席です。ご一
緒に株式投資で負けない戦略を立てましょう。 講 師  坂田　善種 PROFILE P.44～

 ファイナンシャルプランナー
日 程 日曜日／10:40～12:10

10月 10日 コロナを乗り越える株式投資とは
11月 14日 戦略練り直し（保有株編）
12月 12日 戦略練り直し（新規注目編）

受講料 9,900円（全3回）Zoom講座

坂田先生からの
メッセージQR
コードです。

講座番号�055 土曜 日曜 午前
午後

３万円で
デビューできる
アメリカ株・超入門

最近、アメリカ株式投資が話題になっています。私たちが普段、使ってい
る商品やサービスを提供する会社にもアメリカの会社が増えています。
洗顔、シャンプーや化粧品などの日用品のほか、飲料、食品、さらにはス
マートフォンやEC通販（ネットによる通信販売）はおなじみではないで
しょうか。この講座は、アメリカ株式投資についての超入門講座です。投
資予算は、少額投資の、ズバリ、3万円以下です。証券口座の作り方は、も
ちろん、アメリカ株特有の特徴や魅力について学習した上で、代表的な
会社の事業内容や今後の業界の成長性を紹介します。全く初心者向けに
1日完結にて、初歩レベルの知識まで学習する講座です。日本の株式投資
についての経験のない方もご心配不要です。安心して、ご受講ください。 講 師  坂田　善種 PROFILE P.44～

 ファイナンシャルプランナー
日 程 10月16日　土曜日／10:40～14:30

①10：40～12：10

②13：00～14：30

１　アメリカ株の特徴と魅力
２　リスクと注意点
３　アメリカ株のはじめ方
４　代表的な会社　GAFAM
５　成長期待の業界
６　予算3万円でデビュー（これだけポイント）

受講料 6,600円（1日 全2回）
Zoom講座

講座番号�057 土曜 日曜 午前
午後

New Lecture
New Lecture
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ボタニカルアート
講座

初心者の方から経験者の方まで、幅広い受講生を対象にした講座です。
初回は、題材の切り口や植物の観察方法、下図から本画へ移行する工程
などをご紹介いたします。2回目には18世期のイギリス人植物画家に
焦点を当て私たちの制作へのヒントを探っていきます。3回目には具体
的な展覧会と花譜制作を取り上げ、現代の植物画がどのように利用さ
れているのかご紹介いたします。

 講 師  池田　真理子 PROFILE P.44～

 画家、芸術学博士
日 程 日曜日／13:00～14:30

10月 17日 植物観察と構成
11月 14日 18世紀の植物画家
12月 12日 現代植物画作品の可能性

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�058 土曜 日曜 午前
午後

ボタニカルアート
講座・実践編
マツカサの制作工程を見てみよう

ボタニカルアートの描画には正確さが求められます。しかしながら、植
物のつくりは複雑で、正しく描写するのは簡単ではありません。特に、
立体的であったり、規則性のあるパーツが並んでいるような場合はな
おさらです。この動画では、そのような複雑な形を理解するためのポイ
ントを、実際の制作動画を通して解説いたします。観察、下図制作、転
写、彩色を経て、一つの作品が完成するまでをご覧ください。

 講 師  池田　真理子 PROFILE P.44～

 画家、芸術学博士
日 程 11月1日（月）～11月7日（日）

上記期間にいつでもご受講（45分）いただけます。

受講料 2,200円（1回）

注意事項 ＊複数受講割引対象外講座
＊お申込みいただきますと、上記期間にご受講いただけるリンク先

とパスワードをお送りします。
＊2021年夏期に開催された講座と同じものです。

講座番号�059 月～日曜 午前
午後

オンデマンド講座

語学のレベルの確認や初めてイタリア語を学ぶ方へのお試し用の講座です。

講座番号 講　　座　　名 日�程 時　間

T01 やさしいやさしいイタリア語会話入門 10月3日（日） 13:00～13:30

T02 やさしいやさしいイタリア語会話初級 10月3日（日） 10:40～11:10

トライアル（イタリア語）無料講座

トライアルのある講座には 
下記マークが付いています。

トライアル講座
P.28参照

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。
初級は定冠詞・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とします。
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教養としての 
キリスト教
「イスラエル」は人の名前？

この講座では旧約・新約聖書について、その構成を概観し、関連する絵
画や彫刻の画像も交えて、よく知られた旧約聖書中の物語（天地創造、
ノアの箱舟、バベルの塔など）や新約聖書が描くイエスの生涯に触れ
ていきます、また聖書・キリスト教由来の名前（ジョン、ピーターなど
多数）や表現（「目からウロコ」「豚に真珠」など）にも目を留めていきま
す。ところで、「イスラエル」はもともと人の名前でしたが、どんな意味
でしょう？（答えは講座の中で。）

 講 師  水谷　利美 PROFILE P.45～

 学習院大学・学習院女子大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

10月 30日 旧約聖書の構成・有名な物語
11月 20日 新約聖書の構成・イエスの生涯
12月 11日 キリスト教起源の名前・言葉・表現

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�061 土曜 日曜 午前
午後

テキスト使用講座

映画と英語で楽しむ
シェイクスピア ⅩⅩⅩⅡ
『Hamlet』鑑賞 Part 1

四大悲劇の最初の作品、そしてシェイクスピアの最も有名な作品？と
いえば『ハムレット』です。秋講座ではこの作品の前半部を取り上げ、
様々な映画版で有名な場面を見比べながら、原作の英語の意味を考え
ます。 "To be, or not to be" がなぜ「このままでいいのか、いけない
のか」と訳されるのか、一緒に悩みましょう！

 講 師  古庄　信 PROFILE P.45～

 学習院女子大学教授

日 程 土曜日／13:00～14:30
10月 2日 ガイダンスと1幕1場
 9日 1幕2場～1幕3場
 23日 1幕4場～1幕5場
11月 6日 2幕1場～2幕2場
 27日 3幕1場
12月 4日 3幕2場

受講料 19,800円（全6回）
テキスト 講座指定テキスト（英語版・日本語版翻訳付き、送料込み）2,070円

（受講料と一緒に徴収いたします）

Zoom講座

講座番号�060 土曜 日曜 午前
午後

外国語を楽しむ、学ぶ

講座番号�062 土曜 日曜 午前
午後

オンライン
同時通訳初級講座
医学、環境問題を含め、
通訳需要は「理系分野が主流」です。

「同時通訳学習」は、英語の総合力強化に効率の良い方法です。母国語や外
国語を通して「専門分野背景知識」を学習し、外国語（英語）の「語彙」を強
化します。瞬時の対訳を通して、流暢さと明瞭な発話を訓練します。オンラ
イン上で「同時通訳者仮想体験」が出来ます。同時通訳にご興味のある方、
一度やってみようと思われた方、これから検討している方、是非一度お試し
ください。また、オンライン講義ならではの、「通訳者にとって重要な言葉の
明瞭さ」（日本語・英語）を、海外での研究発表経験豊富な講師から学べます。

 講 師  井上　美則 PROFILE P.45～

 LLI井上語学研究所 所長
日 程 土曜日／15:00～16:30

11月 13日・27日
12月 11日

受講料 9,900円（全3回）

受講定員 8名

注意事項 受信端末（パソコン、タブレット端末、又はスマートフォン）、ヘッド
ホン又はイヤホン、筆記用具、及び辞書／電子辞書をご用意下さい。Zoom講座
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フランス語入門
はじめてのフランス語

フランス語がまったく初めての方向けのクラスです。ABCからゆっく
り、ゆっくり進みます。3回だけのオンライン講座ですので、どなたに
も無理なくためしていただけます。フランス語を学び始めると、街中で
フランス語の単語が目についたり、耳に入ってきてうれしくなること
があります。そういう時がさらにフランスとフランス語に親しむ好機
です。ご一緒に勉強を始めてみませんか。

 講 師  西　陽子 PROFILE P.45～

 学習院大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

10月 23日
11月 6日・27日

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�064 土曜 日曜 午前
午後

British English 
Language and 
Culture

このレッスンでは、イギリスの生活と文化に関連したキーワードやフ
レーズを学びながら、今のUKで何が起きているのか、過去にどんな出
来事があったのかを、テキスト本とニュース記事、ビデオ映像などと共
にとりあげていきます。
リラックスしたクラスで、愉快に英語で会話をしながら、楽しくイギリ
ス英語を学びましょう。

 講 師  Nadia Mckechnie 
 ナディア・マケックニー

 ナレーター、ライター

 受講定員  18名

PROFILE P.45～
日 程 土曜日／13:00～14:30

10月 2日・16日・30日
11月 13日・27日
12月 11日

受講料 19,800円（全6回）

テキスト 「Lonely Planet British Language & Culture 3」
ISBN:978-1741048261

（テキスト代は受講料に含まれておりません。テキストはご自身でお買い求めください。）
Zoom講座

講座番号�063 土曜 日曜 午前
午後

講座番号�065 土曜 日曜 午前
午後

P.22 044「ことばと文化Ⅰ（韓国語初
級）」の講座もぜひご覧ください。

韓国語 超入門2
楽しい韓国語への一歩

韓国語に興味を持ってらっしゃる方が、もっと楽しく韓国語に触れ、韓
国語のレベルアップにつながる授業を目指したいと思います。この超
入門クラスでは、「遊ぶ」と「笑う」が基本コンセプトになっています。
一月３回のペースで９回やることでハングルの読み書きが出来るよう
になります。コンタクトレス時代に相応しい「オンライン授業」ならで
はの長所を活かした楽しい韓国語を一緒に作っていきましょう。

日 程 土曜日／17:00～18:30
10月 9日 ハングルについての概要
 16日 ハングルの仕組みと平音・激音・濃音
 23日 ハングルと音の世界（1）/重母音とパッチム
11月 6日 韓国語で会話①／ビンゴゲームで「楽韓国語」①
 13日 韓国語で会話②／ビンゴゲームで「楽韓国語」②
 20日 ハングルと音の世界（2）／助詞について
12月 4日 ハムニダ体とヘヨ体とは？
 11日 数詞について　ハナ、トゥル、セッ
 18日 振り返り、おさらい

受講料 29,700円（全9回）
テキスト 『New! 韓国語＆会話』（右文書院）1,980円

（テキスト代は受講料に含まれておりません。テキストはご自身でお買い求めください。
ネット等でご購入されると古いバージョンの可能性がございますので、亜細亜大学購買
部ブックセンター /東榊（とうさかき）様tel0422-55-5837までお問合せください）

 講 師  魏　聖銓 PROFILE P.43～
 ウィー・ソンジュン

 学習院大学講師

Zoom講座
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ネイティブ講師と
気軽に学ぶスペイン語

（初級）

スペイン語は世界で3番目に多くの国で使用されている言語です。この
講座は、スペイン語を最低1年半程度学んだ方を対象としています。こ
の講座では、gustar動詞、再帰動詞、比較表現、過去形（点過去、線過去
他）などを学びます。

 講 師  Sally Battan PROFILE P.45～
 サリー・バタン

 学習院大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
10月 16日・30日
11月 13日・27日
12月 11日・18日

受講料 19,800円（全6回）

テキスト 「Plaza Amigos Espanol para hablarⅡ」（朝日出版社）2,090円
ISBN 978-4-255-55053-4

（テキスト代は受講料に含まれておりません。テキストはご自身でお買い求めください。）

Zoom講座

講座番号�068 土曜 日曜 午前
午後

P.22 042「ネイティブ講師と気軽に学
ぶスペイン語（入門）」の講座もぜひご覧
ください。

やさしいやさしい
イタリア語会話入門
Veneto, terra di patrimoni
（多くの遺産があるヴェネト州の旅）

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。定型的でも簡単な会話やフレーズを覚
えれば、イタリアへ行く方やもっとイタリアについて知りたい方にも
役に立ちます。今回は主に多くの世界遺産があるヴェネト州について
学びます。DVDとCDを使い、ヴェネト州の歴史や世界遺産、名物料理
などを紹介します。また、60年代の懐かしい歌も歌います。イタリア語
が全くわからない方も大歓迎です。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・秋と継続して学んでいきます。

 講 師  Martina Zanini
 マルティナ・ザニーニ

 多摩美術大学講師
PROFILE P.45～

日 程 日曜日／13:00～14:30
10月 17日 ヴェネト州の歴史を学びます
 24日 　　　〃　　の伝統的料理を紹介します
 31日 トレヴィーゾで生まれたtiramisu（̀ティラミス）の作り方を学びます
11月 7日 パッラーディオが設計したville venete（運河に沿って建てられた別荘）を訪れます
 14日 世界遺産のヴィチェンツァ市を訪れます
 21日 ロメオとジュリエットの町ヴェローナ市を見学します
 28日 パドヴァ市の中心街を訪れます
12月 5日 プロセッコという有名なワインの産地を訪れます
受講料 26,400円（全8回）
テキスト 「Italiano italiano イタリア語・はじめの一歩」（朝日出版社）2,530円

ISBN978-4-255-55314-6
（テキスト代は受講料に含まれておりません。テキストはご自身でお買い求めください。）

Zoom講座

講座番号�066 土曜 日曜 午前
午後

トライアル講座
P.28参照

やさしいやさしい
イタリア語会話初級
Piccole isole a Venezia

（ヴェネツィアの近くにある小さな島の旅）

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。今期は主にヴェネツィアの近くにある小さ
な島について学びます。DVDとCDを使い、 この小さな島の情報を紹
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・秋と継続して学んでいきます。

 講 師  Martina Zanini
 マルティナ・ザニーニ

 多摩美術大学講師

 受講定員  18名

PROFILE P.45～

日 程 日曜日／10:40～12:10
10月 17日 ムラーノ島を訪れます
 24日 　　〃　　にあるベネチアングラスの工房を訪れます
 31日 　　〃　　を紹介します
11月 7日 ブラーノ島の伝統的なレースを紹介します
 14日 トルチェッロ島を歩きます
 21日 　　　〃　　　にあるモザイクを紹介します
 28日 　　　〃　　　で育てられる幻のドローナブドウとそのワインを紹介します
12月 5日 　　　〃　　　にあるLocanda Cipriani と言う有名なレストランを訪れ 
  てその料理を紹介します

受講料 26,400円（全8回）
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Zoom講座

講座番号�067 土曜 日曜 午前
午後

トライアル講座
P.28参照
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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Zoomで実施致します。カリキュラムやテキストの内容、資格を取得する目的、
試験のスコアアップ法などについて説明しますので奮ってご参加ください。

■ 秋期講座
講座番号 講　　座　　名 日�程 時　間 ミーティングID パスコード

069 TOEIC®L&Rスコアアップ対策WEB講座
9月13日（月） 12:20～12:50

975 0107 9722 331988
9月16日（木） 18:30～19:00

070
071
072

TOEIC®L&R600点達成 WEB講座（3講座合同）
TOEIC®L&R730点達成 WEB講座（3講座合同）
チャレンジTOEIC®L&R900点達成 WEB講座（3講座合同）

9月6日（月）
18:00～18:30 938 7552 8144 sakura

9月8日（水）

073
074

マナー・プロトコール検定3級対策WEB講座（2講座合同）
マナー・プロトコール検定2級対策WEB講座（2講座合同）

9月16日（木） 12:20～12:50 820 5665 5445 570551

9月27日（月） 18:00～18:30 810 2422 6955 687928

076 調剤薬局事務WEB講座
9月15日（水） 18:00～18:30 951 0464 3329 307491

9月21日（火） 12:20～12:50 973 1079 5434 082955

080
082
084

MOS資格取得対策WEB講座　A日程
（【Excel】【Word】【PowerPoint】合同）

9月21日（火）

12:15～12:45 953 5763 2827 6A1PQk

10月12日（火）

081
083
085

MOS資格取得対策WEB講座　B日程
（【Excel】【Word】【PowerPoint】合同）

11月9日（火）

086
088

MOS資格取得対策WEB講座【Excelエキスパート】 A日程
ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策WEB講座 A日程

9月22日（水）

10月13日（水）

087
089

MOS資格取得対策WEB講座【Excelエキスパート】 B日程
ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策WEB講座 B日程

11月10日（水）

090 ITパスポート資格取得対策WEB講座
9月24日（金）

10月14日（木）
NewNew

キャリアアップ・スキルアップWEB講座ガイダンス一覧

キャリアアップ・スキルアップ講座について

ガイダンスのある講座には 
下記マークが付いています。

講座ガイダンス
P.32参照

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。秋講座も引き続き、ご自宅に居ながら受講可能なWEB
による講座の配信をいたします。
女性として活躍するための「調剤事務」「マナー・プロトコール」講座を始め、就活に役立つ

「TOEIC®対策」「MOS講座」「簿記」「FP」など充実した内容になっています。
新しい講座「ITパスポート資格取得対策WEB講座」もぜひご覧ください。
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キャリアアップ・スキルアップ講座（ 069～ 090）は、複数受講割引対象外講座です。

TOEIC®L&R
スコアアップ対策
WEB講座
効率的な学習法で英語力＆得点UP!!

このコースでは、TOEIC®対策として、英語のリスニング・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す。日本人が苦手な
音の特徴（脱落・弱音・連結）や、速読スキルの習得（スキミング、スキャ
ニング）などの、TOEIC®スコアアップのための効果的なテクニックを
しっかりと学んでいきます。

【対象：TOEIC®400点～500点程度の方、英検2級程度の方】

 講 師  リンゲージ日本人講師
 受講定員  15名（最少催行人数8名）

日 程 木曜日／18:30～20:30（全9回+TOEIC®IP（オンライン））
10月 7日・14日・21日・28日
11月 11日・18日・25日
12月 2日・9日

受講料 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。）

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）

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10日～19日の間のご都合の良い時間に受験できます。（設問90問 約1時間）

ZOOM講座

講座番号�069 夜間木曜

講座ガイダンス
P.32参照

講座番号�071 夜間木曜

講座ガイダンス
P.32参照

TOEIC®L&R
730点達成WEB講座
明確な受験戦略とテスト対策力を
磨き上げよう！

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。
Part7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TEST1、TEST2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。

【対象：TOEIC®600点～730点程度の方】

 講 師  OTC講師
 受講定員  20名（最少催行人数8名）

日 程 木曜日／18:30～20:30（全10回+TOEIC®IP（オンライン））
10月 7日・14日・21日・28日
11月 11日・18日・25日
12月 2日・9日・16日

受講料 35,200円
テキスト 「公式TOEIC® Listening & Reading 問題集6」

ISBN：978-4-906033-58-4（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16日～25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）

ZOOM講座

ガイダンス動画
QRコード

TOEIC®L&R
600点達成WEB講座
ロジックを理解し、演習で再確認
することで次のステージへ進もう！

英語特有の発音と聞こえ方を判別する「耳づくり」がTOEIC® L&R 600
点達成の早道です。音声を意識したリスニング訓練と問題分析で、関連す
る語彙力を強化し、解法のロジックをしっかりと身につけましょう。たく
さんの演習に取り組むよりも、学んだ事柄を反復することがスコアアップ
のポイントです。公式問題集はTEST1のみ活用し、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。

【対象：TOEIC®470点～600点程度の方】

 講 師  OTC講師
 受講定員  20名（最少催行人数8名）

日 程 火曜日／18:30～20:30（全10回+TOEIC®IP（オンライン））
10月 5日・12日・19日・26日
11月 9日・16日・23日・30日
12月 7日・14日

受講料 35,200円
テキスト 「公式TOEIC® Listening & Reading問題集6」

ISBN：978-4-906033-58-4　（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14日～23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）
講座ガイダンス

P.32参照

ZOOM講座

講座番号�070 夜間火曜

ガイダンス動画
QRコード
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キャリアアップ・スキルアップ講座もWEBによる講座を配信します！
学習院さくらアカデミーでは、社会人や大学生向けに、資格所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、ご自宅に居ながら受講可能なWEBによる講座の配信をいたします。

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　の環境であることが必要	
です。

・	Windows、Mac、Linux等のPC端末
・	 iOS（iPhone	&	iPad）、Android	OS端末

・	PC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。

WEB会議システム「ZOOM」のオンライン講座とは

※

利用できる端末の準備

ZOOMアプリケーションのインストール

※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。

スマートフォンのモバイル通信でZOOMを使用する
と、データ通信量は90分で900MB程度です。

・	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

イクはミュートにしてください。
・	ご自身の顔を出したくない方は、ビデオをOFF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、ミーティングID、パスコード等を第三

者と共有することは固くお断りします。

データ消費量の目安

WEB講座（ZOOM）での注意事項

チャレンジTOEIC®
900点達成WEB講座
トップ3%の英語力で 
プレゼンスを高めよう！

TOEIC L&Rでの900点台は、全受験者のトップ3％の証明であり、企
業の採用担当者も一目置く英語力です。本講座は試験に出題されるレ
ベルの良問（公式問題集）を使って演習するので、実際の試験問題以
上の難問に取り組む事はありません。授業での演習解説は基本英語で
行われますが、解説のスライドや重要箇所は日本語も織り交ぜます。
TOEIC 900点レベルを目指すには、英語をそのまま英語で理解して、
情報をしっかりとプールするリテンションスキルに加え、普段から英
語で質疑応答したり、英文を速読・即解する訓練や英文作成演習の中
で、パラフレーズを増強することが必須です。自分史上最高スコアを目
指して、一緒にチャレンジしましょう！

【対象：TOEIC®730点以上の方】

 講 師  OTC講師
 受講定員  20名（最少催行人数8名）

日 程 月曜日／18:30～20:30（全10回+TOEIC®IP（オンライン））

10月 4日・11日・18日・25日
11月 8日・15日・22日・29日
12月 6日・13日

受講料 35,200円
テキスト 「公式TOEIC® Listening & Reading問題集7」

ISBN：978-4-906033-61-4
※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13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）

ZOOM講座

講座ガイダンス
P.32参照

講座番号�072 夜間月曜

ガイダンス動画
QRコード



35

キ
ャ
リ
ア・ス
キ
ル
ア
ッ
プ

講座ガイダンス
P.32参照

講座番号�074 夜間金曜

マナー・プロトコール検定
2級対策WEB講座
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！

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。
※全3回と短期の講座なので、3級合格レベルの知識がある前提で、 

合格のためのポイント解説を中心に講義を行います。

 講 師  柳田　圭恵子 
 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

 受講定員  40名（最少催行人数10名）

＊女性対象講座

日 程 金曜日／18:00～19:30（全3回+検定試験）
11月 12日 オリエンテーション、頻出ポイントの解説
  2級・3級の違いについて、ポイント解説
 19日 お酒のマナーと記述問題対策
  3級で出題のない「お酒のマナー」の学習と記述問題対策
 26日 総復習【模擬問題解説】

受講料 17,600円:一般
15,400円:他大学在学生
13,200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。）

テキスト 「マナー・プロトコール検定２級・３級問題集」
（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2級」検定試験（60分）：
 12月3日（金）以降に実施予定。
＊試験会場は、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。

ZOOM講座

講座ガイダンス
P.32参照

講座番号�073 夜間月・木曜

マナー・プロトコール検定
3級対策WEB講座

「国際人へのパスポート」エアラインやホテル 
など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！

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。アフターコロナには再び、日本を訪れる、日本に住む外国人
が増えることが想定され、プロトコール（国際儀礼）に対する社会の関
心、ニーズもますます高まります。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。

 講 師  柳田　圭恵子 
 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

 受講定員  40名（最少催行人数10名）

＊女性対象講座

日 程 月・木曜日／18:00～19:30（全8回+検定試験）
10月 4日 オリエンテーション、マナーやプロトコールとは
 7日 国際人としてのプロトコール
 14日 社会人に必要なマナー
 18日 ビジネスマナー
 21日 和食のマナー、「祭」のしきたり
 25日 西洋料理のマナー、「婚」のしきたり
 28日 「冠」、「葬」のしきたり
11月 8日 マナー＆プロトコール知識の最終確認、模擬問題解説
受講料 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。）

テキスト 「マナー＆プロトコールの基礎知識」
（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15日（月）に実施予定。
＊試験会場は、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。

ZOOM講座
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宅建士試験直前対策
WEB講座

（学習経験者対象、WEBフォロー付！）

本講座は、学習経験者を対象とした問題演習講座です。実践感覚と予想
論点を押さえることを目的としたプログラムです。特に、基礎部分を学
習された方、学習経験があり一通りの知識をもたれている方にお薦め
です。長年の受験指導実績に基づく、良問揃いの答練で今年の予想論点
を押さえ、合格を勝ち取ってください。
復習用、欠席用のWEBフォロー（TACのWEB通信）もついています。

 講 師  TAC講師 日 程 月・木曜日／18:30～19:30、18:30～20:30（全8回）
９月 6日 応用答練１
 9日 　　〃　　２ 18:30～19:30
 13日 　　〃　　３
 27日 公開模試＋解説
 30日 直前答練１
10月  4日 　　〃　　２ 18:30～20:30
  7日 　　〃　　３
 11日 　　〃　　４

受講料 19,800円＋テキスト・送料3,000円
（受講料と一緒に徴収いたします。）

注意事項 ＊春期講座「宅建士総合WEB講座」（9/6以降）と同様の授業とな
ります。

＊申込締切日が8/16（月）ですのでお早めにお申込ください。
●本試験：2021年10月17日（日）予定
 講座内での本試験受験手続きはありません。各自で手続きを済

ませた上でご受講ください。
 詳細は（一財）不動産適正取引推進機構のホームページ（http://

www.retio.or.jp/）でご確認ください。

ZOOM講座

講座番号�075 夜間月・木曜

講座ガイダンス
P.32参照

調剤薬局事務
WEB講座
（調剤薬局事務検定試験対応

WEBフォロー付！）

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 師  日本医療事務協会講師
 受講定員  18名（最少催行人数6名）

日 程 土曜日／13:00～16:00（全6回）

受講料 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。）

テキスト 日本医療事務協会オリジナルテキスト

注意事項 希望者は、11月28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。
※欠席フォロー用、復習用として無料のWEBフォロー制度がござ

います。ご利用にはインターネット接続環境が必要です。（推奨
ブラウザInternet Explorer 9 以降、Google Chrome、Safari）

ZOOM講座

講座番号�076 午後土曜

10月 16日 医療保険の概要
 23日 薬剤の基礎知識
 30日 調剤技術料

11月 6日 薬学管理科
 13日 レセプトの作成
 20日 検定対策日
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証券外務員は、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。本講座は、約2ヵ月間で二種・一種を過
不足なく効率的に学習できるコースです。

受講料 28,000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名からお受けいたします。
＊TACにて順次講義配信している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_gaimuin/gaimuin_crs_class_2_1.html

対象： 「二種・一種証券外務員級パッククラス」 
Web通信講座（全12回）

講座番号

079
二種・一種証券外務員パッククラス
WEB講座

TAC主催

日商簿記検定を勉強するなら、経営管理が理解できる
ようになり、財務諸表を読み解く力が身につく2級合格
を目指しましょう。そして2級合格のためには、3級の知
識を習得したら間を空けることなく、一気に2級を勉強
するのが効率的です。本講座は、この二つを合体させた

「3・2級パーフェクトパック」ですので、学習上のメリッ
トに加え、受講料もリーズナブルに設定されています。

受講料 57,100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名からお受けいたします。
＊LECにて順次講義配信の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。

＊LEC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.lec-jp.com/boki/class2/goukaku.html

対象： 「3･2級パーフェクトパック【通信Web受講】
（全54回）」

講座番号

077
簿記検定3・2級パーフェクトパック
WEB講座

LEC主催

3級FPでは、暮らしの中で役に立つお金の知識を学
びます。本講座は、初めてFPの学習をする方の導入
としても最適です。『お金』の知識を身に着け、経済記
事がスラスラ読めるようになりましょう！

受講料 13,600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名からお受けいたします。
＊LECにて順次講義配信の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。

＊LEC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.lec-jp.com/fp/3fp/kouza/

対象： 「3級FP合格パック【通信Web受講】（全13回）」
※2022年1月試験（11月申請、1月23日実施）の3級FP技能

検定が対象となります。

講座番号

078 3級FP合格パックWEB講座 LEC主催

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。
それぞれのURLで内容をご確認いただき、さくらアカデミーまでお申し込みください。

（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）
提携企業への申込は入金確認後となりますので、お早めに受講料をお振込みください。
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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
 080 ～ 085  本学・他大学 8,580円／一般 10,780円
 086  087  エキスパート
  本学・他大学 10,780円／一般 12,980円

助成金 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。
 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。

 各資格試験受験料 8,580円または10,780円。
 2021年4月～2022年3月まで（単年度）。

対象者

支給額
対象期間

080～087 共通事項

－この講座は、㈱ラビットとの提携講座です－
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
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。

Word・Excel・PowerPointを
使いこなせるようになろう

日 程 【Ａ日程】
10月18日（月）～10月31日（日）

【Ｂ日程】
11月15日（月）～11月28日（日）
いずれも14日間 映像視聴見放題

受講料 46,000円:一般
38,000円:他大学在学生
33,000円:本学（大学院生・学生・生徒）
※学生の方は、申込時に大学名と学籍番号を記入して

ください。

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。

団体受験日 講座終了日から
　11月30日（A日程）
　12月24日（B日程） までの自由な日程
 （トレーナーと設定）
＊受験料 本学・他大学 8,580円
 一般 10.780円

オンデマンド講座

講座番号

080・081 MOS資格取得対策WEB講座【Excel】 A・B日程
（Excel365&2019）

講座ガイダンス
P.32参照

Office2016を使用の方もご受講できます。Office2019の環境で操作するWebファイルを使用して学びます。
また、Macをお使いの方も同様に操作できます。

〈安心のサポート体制〉視聴期間中は、経験豊富なオンライントレーナーが些細な疑問から操作方法、学習計画にいたるまで
しっかりとサポートしますので、安心して受講いただけます。

オンデマンド講座

講座番号

082・083 MOS資格取得対策WEB講座【Word】 A・B日程
（Excel365&2019）

講座ガイダンス
P.32参照

Office2016を使用の方もご受講できます。Office2019の環境で操作するWebファイルを使用して学びます。
また、Macをお使いの方も同様に操作できます。

日 程 受講料 ポイント 団体受験日 上記【Excel】と同様です。

オンデマンド講座

講座番号

084・085 MOS資格取得対策WEB講座【PowerPoint】 A・B日程
（Excel365&2019）

講座ガイダンス
P.32参照

Office2016を使用の方もご受講できます。Office2019の環境で操作するWebファイルを使用して学びます。
また、Macをお使いの方も同様に操作できます。

日 程 受講料 ポイント 団体受験日 上記【Excel】と同様です。
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受講料 46,000円:一般
38,000円:他大学在学生
33,000円:本学（大学院生・学生・生徒）
※学生の方は、申込時に大学名と学籍番号を記入してください。

日 程 【Ａ日程】 10月18日（月）～10月31日（日）
【Ｂ日程】 11月15日（月）～11月28日（日）
いずれも14日間 映像視聴見放題

団体受験日 ＊本講座終了後、MOS Excel受講者限定でビジネス統
計スペシャリスト エクセル分析ベーシック（基礎レ
ベル）の団体受験を行います。

＊受験料　本学・他大学 4,400円
 　　　　一般 6,600円
＊受験日　講座終了日から
  11月30日（A日程）
  12月24日（B日程） までの自由な日程
   （トレーナーと設定）
＊父母会助成金の対象外となります。

オンデマンド講座

講座番号

088・089
ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策WEB講座
A・B日程（エクセル分析ベーシック：基礎レベル）

「ビジネス統計スペシャリスト」の試験には、「エクセル
分析ベーシック」と「エクセル分析スペシャリスト」の二
つがあります。これは、データ分析と分析結果を正確に
理解し、応用する能力を評価する資格試験です。当講座
で扱う「エクセル分析ベーシック」は、平均や中央値、最
頻値を使用してデータを多角的に見る基礎的な情報把握
スキルやエクセルのグラフ機能・関数を使用してデータ
の傾向や相関などを発見・分析する基礎的な分析スキル
を証明する資格です。

講座ガイダンス
P.32参照

講座ガイダンス
P.32参照

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。

団体受験日 講座終了日から
　11月30日（Ａ日程）
　12月24日（Ｂ日程） までの自由な日程
　　　　　　　　　　 （トレーナーと設定）
＊受験料　本学・他大学 10,780円
　　　　　一般 12,980円

オンデマンド講座

MOS資格取得対策WEB講座
【Excelエキスパート】 A・B日程（Excel365&2019）

日 程 【Ａ日程】 10月18日（月）～10月31日（日）
【Ｂ日程】 11月15日（月）～11月28日（日）
いずれも14日間 映像視聴見放題

受講料 49,000円:一般
41,000円:他大学在学生
36,000円:本学（大学院生・学生・生徒）
※学生の方は、申込時に大学名と学籍番号を記入して

ください。

講座番号

086・087
Office2016を使用の方もご受講できます。Office2019
の環境で操作するWebファイルを使用して学びます。
また、Macをお使いの方も同様に操作できます。

受講料 48,000円:一般
43,000円:他大学在学生
38,000円:本学（大学院生・学生・生徒）
※学生の方は、申込時に大学名と学籍番号を記入してください。

日 程 10月25日（月）～11月28日（日）
35日間映像視聴見放題

ポイント 視聴期間中は、オンライントレーナーが学習内
容でわからない、スケジュールの組み立てがで
きないなど些細な問題でもしっかりとサポート
いたしますので安心して受講ができます。

注意事項 資格試験の受験料（5,700円）は、含まれていま
せん。なお、試験はご自身でお申込みいただき
ます。詳細はオンライントレーナーにご相談く
ださい。

オンデマンド講座

講座番号

090 ITパスポート資格取得対策WEB講座

ITパスポート試験は、ITに関する体系的な知識取得
を証明するための、経済産業省認定の国家試験です。

「経営」「戦略」「財務」「情報セキュリティ」「情報モラ
ル」「企業コンプライアンス」「マネジメント」などと
幅広い分野にわたります。
現在、業種を問わず、多くの企業でIT知識・人材を求
められており、最も注目されている資格です。

講座ガイダンス
P.32参照

New Lecture
New Lecture
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網野　月を�（あみの・つきを）
（現代俳句協会副幹事長、Haiquology代表）
1989年学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課
程単位取得満期退学。1982年学習院大学俳句会入会、
1983年「水明」入会。現代俳句協会会員（幹事・事業部
長）。Haiquology代表。「水明」「面」「鳥羽谷」同人。

伊東　祐子�（いとう・ゆうこ）
（都留文科大学講師）
1988年学習院大学大学院人文科学研究科国文学専攻博
士課程修了。文学博士。都留文科大学非常勤講師。著書
「藤の衣物語絵巻（遊女物語絵巻）影印・翻刻・研究」、「源
氏物語の鑑賞と基礎知識横笛・鈴虫」（共著）（至文堂）、
「平安時代文学美術語彙集成」（共著）（笠間書院）、「中世
王朝物語全集22	物語絵巻集」（笠間書院）。

円満字　二郎�（えんまんじ・じろう）
（フリーライター、漢和辞典編集者）
1991年より出版社編集部にて高校国語教科書、漢和辞
典編集などを担当。2007年よりフリーライターとなる。
著書「ひねくれ古典『列子』を読む」（新潮選書）、「漢字と
きあかし辞典」（研究社）など。

小沢　詠美子�（おざわ・えみこ）
（成城大学講師）
1987年成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻博
士課程前期修了、神戸大学大学院経済学研究科歴史分析
講座助教授を経て、成城大学民俗学研究所研究員、同学
非常勤講師。著書に「災害都市江戸と地下室」（吉川弘文
館）､「お江戸の経済事情」（東京堂出版）､「江戸ッ子と浅
草花屋敷」（小学館）､「江戸時代の暮らし方」（実業之日
本社）など。

金子　元�（かねこ・はじめ）
（秀明大学講師）
2008年学習院大学大学院政治学研究科博士後期課程
満期退学。2012年～東京女子大学丸山眞男記念比較思
想研究センター勤務。2013年茨城大学、2014年～東京
女子大学、2016年～順天堂大学、2019年～秀明大学、
2020年～明治大学非常勤講師。近著「黎明期学習院の
学制変遷と華族像の競合	:	華族会館設立から学習院第
一次改革まで」『学習院大学国際研究教育機構研究年報』
第4号（2018年2月）、「箕作麟祥『泰西勧善訓蒙』後編に
みる英米モラル・フィロソフィー受容の一考察」『秀明大
学紀要』第17号（2020年3月）。

佐藤　康子�（さとう・やすこ）
（箏曲家）
宮城県出身。東京大学法学部卒業。'88年より生田流
箏曲、地唄三絃を澤村正美氏、澤村松馨氏、'05年より
二十五絃箏を野坂惠璃氏に師事。歴史は現代の積み重ね
であるという視点から伝統を見つめ、箏の新しい方向性
を探るべく作曲、演奏活動を展開している。特別支援学
校を中心とした教育現場での箏の普及活動にも力を入
れると同時に、自身の会を立ち上げ、生活の傍らに音楽
がある生き方を提唱している。'07年より毎年リサイタ
ルを開催。泉岳寺奉納演奏。伊福部昭十年祭にて奉納演
奏。'17年オリジナルソロCD「佐藤康子二十五絃箏曲集	
沱沱	/	DADA」リリース。その他参加CD多数。松の実
會会師範。生田会会員。三曲協会会員。さやさや会主宰。

遠山　美都男�（とおやま・みつお）
（学習院大学講師）
1987年学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程
中退。博士（史学）。学習院大学非常勤講師。著書に「壬
申の乱」「天皇誕生」（中公新書）、「天皇と日本の起源」
（講談社現代新書）、「天武天皇の企て」（角川選書）、「敗
者の日本史1　大化改新と蘇我氏」「古代の皇位継承」
（吉川弘文館）。

徳田　和夫�（とくだ・かずお）
（学習院女子大学名誉教授）
1989年学習院女子短期大学教授。1998年学習院女子
大学教授。2011年学習院女子大学国際文化交流学部
長。2014年学習院女子大学大学院国際文化交流研究科
委員長。2019年3月学習院女子大学定年退職。同年4月
学習院女子大学名誉教授。中世日本研究所顧問。専攻
は、物語学（ナラトロジー）・お伽草子絵巻・民間説話・比
較文化論・妖怪文化史。主な著書『お伽草子研究』（三弥
井書店）、『絵語りと物語り』（平凡社）、『室町物語集（上）
（下）』（岩波書店）、『お伽草子事典』（東京堂出版）、『図説	
裏を知るとよくわかる！日本の昔話』（青春出版）、『東の
妖怪・西のモンスター』（勉誠出版）など。

中込　律子�（なかごみ・りつこ）
（学習院大学講師）
1988年学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博
士後期課程単位取得。博士（史学）。学習院大学・学習
院女子大学・東京女子医科大学・東京農工大学非常勤講
師。著書『平安時代の税財政構造と受領』（校倉書房）、
共著『王朝の権力と表象』（森話社）・『王朝の変容と武
者』（清文堂出版）・『人と動物の日本史』第2巻（吉川弘
文館）など。

平野　由紀子�（ひらの・ゆきこ）
（順天堂大学講師）
1983年駒澤大学大学院人文科学研究科国文学専攻博士
課程満期退学。専攻は上代文学で万葉集を研究。元駒澤
大学文学部講師。現在順天堂大学講師。主な著書（共著、
項目執筆）『和歌大辞典』（明治書院）、『西本願寺本万葉
集（普及版）巻第八』（おうふう）、『女人の万葉集』（笠間
書院）、『大伴家持大事典』（笠間書院）など。主な論文「額
田王の挽歌表現をめぐって」（「駒澤国文」41）ほか。

櫟原　利明�（ひらはら・としあき）
（元	参議院法制局第四部長）
東京大学法学部卒業。参議院法制局で議員立法の制定
に携わり、第四部長等を務めた後、放送大学非常勤講師、
筑波大学法科大学院非常勤講師。一方、中学・高校そし
て大学で、相撲部を創設し、現在、東京大学相撲部OB会
長。また、（公財）日本相撲連盟常務理事・法令統治委員
会委員長、日本女子相撲連盟副理事長、国際相撲連盟理
事なども務める。

深井　雅海�（ふかい・まさうみ）
（（公財）徳川黎明会	徳川林政史研究所所長）
1948年　広島県生まれ。国学院大学文学部卒業。徳川林
政史研究所主任研究員、国学院大学栃木短期大学教授・
聖心女子大学文学部教授を経て現職。専門は江戸の幕
府政治に関する研究。著書『徳川将軍政治権力の研究』
（吉川弘文館）、『図解･江戸城を読む』（原書房）、『江戸
時代	武家行事儀礼図譜』全8巻（編著、東洋書林）、『江戸
城』（中公新書）、『日本近世の歴史3綱吉と吉宗』（吉川弘
文館）など。

丸山　美季�（まるやま・みき）
（学習院大学史料館	学芸員）
1998年学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課
程史学専攻単位取得。博士（学術・筑波大学）。専門は日
本近世史。現在、学習院大学史料館学芸員。著書『事典　
しらべる江戸時代』（共著、柏書房）など。
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三田　徳明�（みた・のりあき）
（学習院大学講師・三田徳明雅樂研究會主宰）
1995年学習院大学大学院人文科学研究科博士前期課程
修了。元韓国藝術綜合學校招聘教授、学習院大学非常勤
講師。放送大学非常勤講師。9歳より雅楽を始め、京都
方楽家の篳篥と舞を修める。NYカーネギーホールをは
じめ、国内外で雅楽を紹介するなど舞人・演奏家として
活躍。於玉稲荷神社禰宜。

森内　隆雄�（もりうち・たかお）
（学習院名誉教授・元学習院中等科教諭・元学習院大学兼
任講師）
1983年学習院大学大学院人文科学研究科博士課程単
位修得。2018年3月まで学習院中等科教諭・学習院大
学兼任講師。著作「勝海舟全集」（勁草書房）〈共同校訂〉
など。

山崎　敬子�（やまさき・けいこ）
（玉川大学講師）
2001年実践女子大学院文学研究科美術史学専攻修士
課程卒。大学在学時から折口信夫の民俗芸能学を学
び、全国の祭礼を見て歩く。玉川大学芸術学部パフォー
ミング・アーツ学科講師（民俗芸能論）。主な編書・著
書『年中行事辞典』（東京堂出版）、『メディアの将来像』
（一藝社2014年）『にっぽんオニ図鑑』（じゃこめてい
出版）、朗読劇『イナダヒメ語り』（武蔵一宮氷川神社	
2018年）朗読劇『ウカノミタマ語り』（白幡稲荷神社	
2019年）など。コラム：オニ文化コラム（社）鬼ごっこ
協会）、山崎先生の民俗学（ミドルエッジ）、にほん風習
風土記（陸上自衛隊『修親』）など。

山田　徹�（やまだ・とおる）
（学習院大学講師）
1998年学習院大学法学部政治学科卒業。2005年東京
都立大学大学院社会科学研究科政治学専攻修士課程修
了。2013年1月行政管理研究センター研究員（現職）。
2013年3月首都大学東京大学院社会科学研究科政治学
専攻博士後期課程単位取得満期退学。主な著作　「井上
毅の『大臣責任』観に関する考察：白耳義憲法受容の視
点から」（『法学会雑誌』　第48巻　第2号　2007年）、「回
顧と展望」（日本（近現代　思想担当））（『史学雑誌』第
124編　第5号　2015年刊行）。

若村　亮�（わかむら・りょう）
（京都学講師・（株）らくたび代表取締役）
1997年立命館大学理工学部機械工学科卒業。大学時代
からプロの観光ガイドとして京都の観光事業に取り組
み、2006年株式会社らくたび創立後は京都学講座や現
地散策講座を主催するほか、大学や文化講座の講師、京
都本の企画執筆、ラジオやテレビ番組のレギュラー出
演など、多彩な京都の魅力を全国に発信。著書・執筆「お
となの京都ドリル」「京都で過ごす1週間」「京都の練習
帖」（地球の歩き方）、「らくたび文庫シリーズ」（コトコ
ト）など。

世界をみる P.14～

青木　美稚子�（あおき・みちこ）
（声楽家、声体トレーナー）
東京藝術大学卒業。同大学院修了。文化庁特別在外派
遣として、イタリア、スペインに留学。東京藝術大学声
楽科講師を務めながら、多くのオペラ、コンサートに出
演し、リサイタルも続けている。2016年フェルデンク
ライス身体メソッド国際公認指導資格取得（日本の声
楽家では初）。二期会・日本演奏連盟会員。練馬区演奏
家協会運営委員。ラ・ムジカ声楽アカデミー主宰。演奏
歴：オペラ「フィガロの結婚」ケルビーノ、「コシ･ファ
ン･トゥッテ」ドラベッラ､「カルメン」他。N響、都響等
のソリストも務める。

有川　治男�（ありかわ・はるお）
（学習院大学名誉教授）
1979年東京大学大学院博士課程単位修得（美術史学）。
在学中ミュンヘン大学留学。国立西洋美術館主任研究
員をへて、1992年より学習院大学文学部助教授、96年
より同教授。2019年定年退職、学習院大学名誉教授。著
書「カンディンスキー」「デューラー」「ベルリン美術館」
など。近年の論文としては、ゴッホ、17世紀オランダ風
景画について。学習院さくらアカデミー（旧・学習院生
涯学習センター）では西洋美術の新しい見方全般につい
て永年講座を担当している。

太田　みき�（おおた・みき）
（学習院大学講師・明治学院大学講師）
上智大学文学研究科フランス文学専攻博士前期課程修
了。学習院大学人文科学研究科哲学（美術史学）専攻博
士後期課程単位取得退学。2014年パリ1大学人文科学
研究科美術史学・考古学専攻にて博士号（美術史学）取
得。2014-2017年まで学習院大学大学院美術史学専
攻助教。専門はフランス美術史、特にヴェルサイユ宮
殿、18世紀の装飾画および美術批評。主要論文（「フラ
ンスにおける世俗主題の連作およびシリーズ絵画作品
（1730-1774年）」（パリ1大学博士号取得論文）2014
年、「フランソワ・ブーシェをめぐる批評―詩から解放さ
れる絵画」『明学仏文論叢』51号、2018年など。

大貫　史朗�（おおぬき・ふみお）
（バリトン歌手）
東京藝術大学卒、同大学院オペラ科修了、安宅賞受賞。
イタリア声楽コンコルソ優勝・ミラノ大賞受賞。イタリ
アにて「リゴレット」「椿姫」「トロヴァトーレ」他のオペ
ラに主演。ヴェルディバリトンと称され美声と表現力
でイタリアのオペラファンを魅了。質の高い演奏と楽し
いステージは好評で、円熟度を増したバリトンの声と歌
は、その可能性を限りなく広げている。

大和田　聡子�（おおわだ・あきこ）
（「地球の歩き方」編集担当）
地球の歩き方MOOK『見て読んで旅する世界遺産』『世
界遺産50の旅』などの編集を手掛ける。ガイドブック
「地球の歩き方」の担当地域はエジプト、トルコ、ヨー
ロッパなど。取材のため30年以上前から通っている。

岡田　尚文�（おかだ・なおぶみ）
（学習院大学講師・慶應義塾大学講師）
1998年学習院大学文学部史学科卒業。2004年パリ第
一大学前工業化社会史学専攻DEA取得。2015年学習
院大学大学院身体表象文化学専攻博士後期課程修了
（博士：表象文化学）。元学習院大学大学院身体表象文化
学専攻助教。歴史映画や映画のなかに表象される様々
な歴史的主題（食・動物・人形等）について考察を続けて
いる。学習院大学、慶應義塾大学非常勤講師。共著に『円
卓―古希の堀越孝一を囲む弟子たちのエッセイ集』、『映
画のなかの社会／社会のなかの映画』、『魅惑の〈中世映
画〉』（近刊）。



42

講
師
紹
介

加藤　浩子�（かとう・ひろこ）
（音楽評論家）
東京生まれ。慶応義塾大学大学院修了（音楽学専攻）。慶
応義塾大学講師、音楽評論家。著書に『今夜はオペラ！』
『ようこそオペラ！』（春秋社）、『バッハヘの旅』（東京書
籍）、『ヴェルディ』『オペラでわかるヨーロッパ史』（いず
れも平凡社新書）最新刊は『バッハ』（平凡社新書）ほか
共著多数。ヨーロッパへのオペラ、音楽ツアーの企画同
行も行っている。
公式HP	http://www.casa-hiroko.com/

久保寺　紀江�（くぼてら・のりえ）
（学習院大学講師）
学習院大学大学院博士課程後期単位取得退学。ヴェネ
ツィア大学留学（イタリア政府給費生）。神奈川県立近
代美術館非常勤学芸員の後、ピサ大学において博士号
（美術史）取得。専門は16世紀イタリア美術史。論文に
「ヴァザーリとヴェネツィア」（2007年度ピサ大学博士
論文）ほか。

小島　和男�（こじま・かずお）
（学習院大学教授）
2004年学習院大学大学院人文科学研究科哲学専攻博
士後期課程単位取得退学。同大学文学部哲学科助手を
経て、2007年同大学哲学博士取得。学習院大学文学部
哲学科准教授。2019年同大学文学部哲学科教授。著書
「プラトンの描いたソクラテス」（晃洋書房）、共著「面白
いほどよくわかるギリシャ哲学」（日本文芸社）など。

後藤　秀和�（ごとう・ひでかず）
（慶應義塾大学講師）
1997年学習院大学文学部史学科卒業。2000年学習院
大学人文科学研究科史学専攻博士前期課程修了。元学
習院大学文学部助手。専門はヨーロッパ近世近代社会
史。テーマとしては食・動物・家畜・農村世帯構造など、
地域としてはザルツブルク（オーストリア）に重点をお
いて研究を進めている。慶應義塾大学、日本大学、高崎
商科大学非常勤講師。「聖界領邦ザルツブルクとその世
俗化」大津留厚・水野博子・河野淳・岩崎周一編『ハプス
ブルク史研究入門』（昭和堂）

坂井　彰代�（さかい・あきよ）
（「地球の歩き方」編集担当）
「地球の歩き方」の『フランス』、『パリ＆近郊の町』など
の編集を初版時より担当。取材のため、年に3～4度渡仏
している。著書に『パリ・カフェ・ストーリー』、『パリ・メ
トロ散歩』、『フランスの一度は訪れたい村』がある。

酒井　潔�（さかい・きよし）
（学習院大学名誉教授）
1974年京都大学文学部哲学科卒業。1982年京都大学
大学院文学研究科哲学専攻博士課程修了。日本学術振
興会奨励研究員、京都女子大学専任講師、岡山大学助
教授を経て1995年より学習院大学文学部哲学科教授。
専攻は哲学・哲学史。ライプニッツ、カント、ハイデッ
ガーを中心とした近現代ドイツ哲学が専門領域。現象
学、形而上学、比較思想のアプロ―チから研究している。
2009年～現在	日本ライプニッツ協会会長。2015年
～現在	実存思想協会理事長。主な著書『自我の哲学史』
（講談社）、『ライプニッツ』（清水書院）、『ライプニッツの
モナド論とその射程』（知泉書館）他。

鶴間　和幸�（つるま・かずゆき）
（学習院大学名誉教授）
1974年東京教育大学文学部史学科東洋史専攻卒業。
1980年東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位
取得退学。1981年4月より茨城大学教養部講師、同助教
授、同教授。1996年4月より学習院大学文学部教授、現
在に至る。1998年博士（史学）（東京大学）。主な著書、
『秦漢帝国へのアプローチ』（山川出版社）、『始皇帝の地
下帝国』（講談社）、『秦の始皇帝　伝説と史実のはざま』
（吉川弘文館）、『始皇帝陵と兵馬俑』『ファーストエンペ
ラーの遺産　秦漢帝国』（講談社）、『秦帝国の形成と地
域』（汲古書院）、「人間・始皇帝」（岩波書店）。

富永　直美�（とみなが・なおみ）
（ライター、エディター）
フリーランスライター、エディター。’98～’01年トラベ
ルマガジン『地球の歩き方	トラベル・フロンティア』の
編集に関わる。地球の歩き方の女性向けガイドブック
『aruco台北』、『aruco台湾』、『aruco香港』『地球の歩き
方Plat台北』の執筆・編集を担当。著書に『香港メトロさ
んぽ』、『台湾おしゃべりノート』（いずれも共著、ダイヤ
モンド社）ほか。

中居　良文�（なかい・よしふみ）
（学習院大学名誉教授）
東北大学法学部卒、インディアナ大学政治学修士、ミシ
ガン大学政治学博士、スタンフォード大学、北京大学、
台湾淡江大学、サセックス大学で在外研究。1991年よ
り在香港日本国総領事館にて専門調査員、1994年より
日本国際問題研究所にて主任研究員、1997年よりジェ
トロ・アジア経済研究所にて主任研究員、2003年より学
習院大学法学部政治学科教授（中国政治）。2020年定年
退職、学習院大学名誉教授。
主な著書『台頭中国の対外関係』（お茶の水書房、2009
年）、『中国の対韓半島政策』（お茶の水書房、2013年）、
『中国の南向政策』（お茶の水書房、近刊）

並木　麻輝子�（なみき・まきこ）
（料理ジャーナリスト、ヨーロッパ郷土料理・菓子・食文
化研究家）
料理ジャーナリスト、ヨーロッパ郷土料理・菓子研究家。
ル・コルドン・ブルー・パリ校卒業。著書「ツール・ド・グ
ルメフランスの郷土料理」（小学館）、「フランス・名物食
べ歩き図鑑」（ワイズ出版）など。本講座紹介ホームペー
ジhttp://foodpia.geocities.jp/letourdegourmet/

根占　献一�（ねじめ・けんいち）
（学習院女子大学名誉教授）
文学博士（早稲田大学）。イタリア・ルネサンスの文化と
思想を研究しながら、日本にまで及ぶ、その世界的拡大
に関心を有する。著編書に、『イタリア・ルネサンスの霊
魂論―研究と翻訳』（三元社）、『ロレンツォ・デ・メディチ
―ルネサンス期フィレンツェ社会における個人の形成』
（南窓社）、『フィレンツェ共和国のヒューマニスト―イ
タリア・ルネサンスの研究（正）』、『共和国のプラトン的
世界―イタリア・ルネサンスの研究（続）』、『ルネサンス
精神への旅』（以上すべて創文社）。『イタリアルネサンス
とアジア日本』『ルネサンス文化人の世界』（以上すべて
知泉書館）。

本間　紀子�（ほんま・のりこ）
（東海大学講師・跡見学園女子大学講師）
東京都出身。学習院大学大学院人文科学研究科博士前
期課程修了、博士後期課程満期退学。専攻は西洋美術
史（イタリア・ルネサンスの画家ラファエッロを研究）。
1998年より複数の大学の講師を兼任。2002年より学
習院生涯学習センター講師（2010年春期まで「イタリ
ア文化講座」、2010年秋期より「イタリア美術の魅力」
を担当）。

New Teacher
New Teacher
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三木　俊雄�（みき・としお）
（サックス奏者、アレンジャー、コンポーザー、尚美学園
大学音楽表現学科講師）
関西大学、バークリー音楽大学卒。1996年より自己の
率いる『フロントページ・オーケストラ』の活動を続け、
2004年『ハーモニー・オブ・ザ・ソウル』’13年『ストップ	
&	ゴー』を発表。ジャズシーンのみならずDOUBLE、押
尾コータロー等とのコラボアルバムを手掛ける一方、小
曽根真率いる『No	Name	Horses』のメンバーとして活
動する。東京FM衛星放送ミュージックバードにて『オー
プン・セサミ』『ライブ・ワークス』のパーソナリティーを
努める。尚美学園大学	音楽表現学科	非常勤講師。

彌勒　忠史�（みろく・ただし）
（日本大学藝術学部講師、声楽家、オペラ演出家）
千葉大学大学院修了。東京藝術大学声楽科卒業。CD
「B.ストロッツィのカンタータ集」（「レコード芸術」
2011年	ヘヴィ・ローテーション盤）、「音楽の友」「No	
early	music,	No	life?」（朝日新聞推薦盤）など。著作
『イタリア貴族養成講座』（集英社）など。NHK「テレビで
イタリア語」、「ぶらあぼ」、「教育音楽」で連載中。在日本
フェッラーラ・ルネサンス文化大使。日本演奏連盟、二
期会会員。

秋の平日講座 P.20～

魏　聖銓�（ウィー・ソンジュン）
（学習院大学・法政大学講師）
1968年ソウル生まれ。1992年に来日し、東京に29年
在住。学習院大学で「日本語日本文学博士」を取得。専
攻は言語学（意味論、認知意味論）。現在は法政大学、学
習院大学などで韓国語と韓国の文化（日韓の異文化コ
ミュニケーションなど）を教えている。ここ数年は「日
韓交流史」と「江戸時代の朝鮮通信使」の研究をしなが
ら、講演会も随時行っている。また、YouTube	でも「WI
韓国語」を配信していて、文字や発音の学習だけではな
く、日本と韓国の文化の違いやK-POP、韓国ドラマに使
われている面白い韓国語も取り上げている。著書『Ｎｅ
ｗ！韓国語＆会話』（右文書院）、『韓国と日本　くらべて
学ぶ中級韓国語』（朝日出版社）、『「冬のソナタ」をもっと
楽しむ本』（二見書房）など。

円満字　二郎�（えんまんじ・じろう）
『日本を知る』参照

Sally�Battan�（サリー・バタン）
（学習院大学講師）
ベネズエラ・マラカイボ生まれ。1979年アメリカ・ロ
チェスター大学大学院修了（言語学・ロマンス語）。その
後、ハーバード大学大学院博士課程にて研究。学習院大
学非常勤講師、立教大学非常勤講師、NHKワールド「ラ
ジオジャパン」ニュース翻訳兼アナウンサー。

佐藤　雄己�（さとう・ゆうき）
（公益財団法人東京交響楽団）
2009年学習院大学法学部政治学科卒業（特別選抜コー
ス1期生）共同通信社勤務等を経て、国内外を放浪して
見聞を広めたのち、2011年に公益財団法人東京交響楽
団入団。現在、チケット販売本部係長。学生時代の知的
障害児支援経験をもとに企画した「耳が聞こえない人に
も音楽を届ける」というコンセプトの『みんなで集える
コンサート』は文化庁戦略的芸術文化創造推進事業に採
択。日本のプロオーケストラ7団体で取組んだ合同プロ
ジェクト代表幹事（文化庁文化芸術収益力強化事業「共
創型」による文化芸術の高付加価値化プロジェクト）チ
ケット営業をはじめ、教育普及活動や地域活動としての
ミニコンサートなど、オーケストラ業務を幅広く担当し
ている。

諏訪　哲郎�（すわ・てつお）
（学習院大学名誉教授、NPO法人八ヶ岳SDGsスクール
代表理事）
1974年東京大学理学系研究科地理学専攻修士課程修
了。1979年4月より学習院大学文学部専任教員。2013
年度～2016年度：設立当初の教育学科主任。2015年
度～2018年度：日本環境教育学会会長。2020年3月学
習院大学文学部教授定年退職。2001年～日中韓環境教
育協力会代表。2020年4月～ＮＰＯ法人八ヶ岳SDGs
スクール代表理事。専門領域：環境教育、SDGsの学び。
主な著書：『学校教育3.0』（三恵社）、『学校3.0×SDGs』
（キーステージ21）。責任編集『環境教育辞典』（教育出
版）、『事典	持続可能な社会と教育』（教育出版）

田代　圭一�（たしろ・けいいち）
（宮内庁書陵部図書課主任研究官）
東京都出身。1995年早稲田大学第一文学部文学科日本
文学専修卒業。1997年早稲田大学大学院文学研究科修
士課程修了。浅野中学・高校国語科教諭を経て1999年
宮内庁に入庁。書陵部図書課第一図書調査室員として
図書調査に従事。2012年度より保存調査室の兼務とな
り，文化財の保存業務にも携わる。主な研究分野は日本
中世文学，書誌学，書道史。主要な著書に『人と書と　歴
史人の直筆（Ⅰ，Ⅱ）』，共著に『変体がなで読む日本の古
典』（いずれも新典社）。

能勢　邦子�（のせ・くにこ）
（コンテンツディレクター、前『アンアン』編集長）
2018年６月まで約30年間、（株）マガジンハウスで編
集者として数々の雑誌や書籍づくりに携わる。『ポパイ』
『ハナコ』では副編集長を、『アンアン』では編集長を務
め、また、DVD『ザ・トレーシー・メソッド』などの話題
作を次々に生み出し、紙に限らない編集力を発揮してき
た。現在はコンテンツディレクターとして、webメディ
アのディレクション、コンテンツマーケティング、出版、
イベント、空間などのプロデュース、及び、執筆に幅広く
活動している。

藤澤　茜�（ふじさわ・あかね）
（神奈川大学准教授）
1998年、学習院大学人文科学研究科博士後期課程修了。
博士（日本語日本文学）。2020年４月より現職、学習院
大学非常勤講師。専門分野は、浮世絵、歌舞伎などの江
戸文化史、演劇史、近世文学。著書『浮世絵が創った江戸
文化』（笠間書院）、『藤間家所蔵浮世絵全覧』（公孫樹舎）
など。



44

講
師
紹
介

IURII�KLOCHKOV�（ユーリー・クロチコフ）
（学習院大学講師、早稲田大学講師）
1978年モスクワ国立大学アジア・アフリカ学院社会経
済学部卒業。1986年モスクワ国立大学大学院人文学部
経済学科修了。1990年プーシュキンロシア語国立大学
ロシア語教授法科通信教育コース卒業。1992年モスク
ワ国立大学経済学博士（Ph.D）。1995年プーシュキンロ
シア語国立大学大学院ロシア語教育教授法修了。2000
年に教育学博士（Ph.D）を取得。論文のテーマは「日本
人ロシア語学習者の犯しやすい文法的誤りとその矯正
法について」。1995年から学習院大学の講師を、2016
年から早稲田大学の講師を務めている。

自分を見つめる P.23～

内海　仲子�（うつみ・なかこ）
（シニア産業カウンセラー）
2005年出版社を退職後、カウンセラー・講師として活
動。｢いかに元気に楽しく生きるか｣をモットーに、メン
タルやキャリアに関する支援を行う。日本産業カウンセ
ラー協会、行政や外郭団体、企業において研修講師を務
める。

梅本　恵美�（うめもと・えみ）
（学習院初等科	教頭）
1982年東京学芸大学初等教育教員養成国語選修卒業。
在学中に司書・司書教諭の資格を取得。1982年学習院
司書として大学図書館に勤務。1983年学習院教諭とし
て初等科に勤務。2015年～2019年の5年間児童課長、
2020年より教頭職を務める。初等科の国語教育では、
「文法学習」「話しかた書きかた」「ことばをさがそう」な
どの初等科独自の副教材の編集や改訂に携わり、研究を
重ねる。その傍ら、司書教諭の経験を活かし図書主任と
して、児童の学習や読書活動をサポートする図書館づく
りに注力する。蔵書約４万冊を有する現在の電子化され
た図書館の、構想から完成までを中心となり構築する。

大澤　隆之�（おおさわ・たかゆき）
（学習院初等科	科長）
学習院初等科，中・高等科を経て1980年学習院大学経
済学部卒業。2018年放送大学大学院文化科学研究科修
了。1981年学習院初等科教諭。2020年より学習院初等
科長。文部科学省算数専門家会議委員，日本数学教育学
会研究部常任幹事（2018年学会功労賞受賞），日私小連
算数部会運営委員長，新算数教育研究会常任理事，NHK
学校放送「さんすうすいすい」番組企画委員などを歴
任。小学校算数教科書著者。著書に「創造性を伸ばす算
数の授業」（東洋館出版社），「小学校算数:楽しく学べる
基礎の基礎」（明治図書），共著「算数好きな子に育つた
のしいお話365」（誠文堂新光社），共著「お父さん，これ
で算数，恐くない」（経済界）等多数。

田中　聡子�（たなか・さとこ）
（学習院初等科	英語科教諭	国際交流主管）
2003年学習院大学文学部英米文学科卒業。2008年学
習院大学人文科学研究科イギリス文学専攻博士後期課
程単位修得。2007年から学習院初等科英語科非常勤
講師。2015年から同校専任教諭。英語科主任を経て、
2020年より国際交流主管。初等科の英語オリジナル教
材の編纂や、初等科児童海外研修（英国・豪州）に中心と
して携わる。カナダ・バンクーバー、アメリカ合衆国・ワ
シントンD.C.、スイス・ジュネーブに暮らしていた経験
を活かし、基礎を大切にしつつ役に立つ英語を、子ども
たちの実態と心情に寄りそいながら指導することをこ
ころがけている。

New Teacher
New Teacher

New Teacher
New Teacher
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野村　里奈�（のむら・りな）
（マインドフルネス瞑想ファシリテーター、株式会社Lay
代表取締役）
大学卒業後、東証一部大手機械メーカーにて欧州販売会
社の営業支援や東南アジアでは営業、北米においてはデ
ジタルマーケティング企画運営に携わる。
人生を通し「社会性を持って自分らしく生きる」とは何
か。働く意味を考え始めたことをきかっけに、マイン
ドフルネスについて学ぶ。2017年に独立。ビジネスス
クールや大手企業の研修向けのマインドフルネス瞑想
ファシリテーターを務める。グロービス経営大学院卒
MBA（経営学修士号）。GSC認定コーチ。一般財団法人
日本能力開発推進協会上級心理カウンセラー。全米ヨ
ガアライアンス認定ヨガインストラクター（RYT200）。

平井　正修�（ひらい・しょうしゅう）
（臨済宗国泰寺派　全生庵住職、日本大学客員教授）
1990年学習院大学法学部政治学科卒業。1990年静
岡県三島市龍澤寺専門道場入山。2001年同道場下山。
2003年より中曽根元首相や安倍前首相など政治家が
多く参禅する全生庵の第七世住職に就任。全生庵にて
坐禅会、写経会を開催。2016年4月より日本大学客員
教授。主な著作、「最後のサムライ　山岡鐵舟」（教育評
論社）「囚われない練習」（宝島社）「坐禅のすすめ」（幻
冬舎）。

暮らしを豊かに P.25～

池田　真理子�（いけだ・まりこ）
（画家、芸術学博士）
2004年筑波大学芸術専門学群卒業。2009年筑波大学
大学院博士課程人間総合科学研究科芸術学専攻修了。
芸術学博士。日本画では、日展入選、個展開催、各種日
本画公募展での受賞等。ボタニカルアーティストの活
動として、植物画コンクール文部大臣賞、英王立園芸協
会ゴールドメダル・ベストエキシビション受賞、ハント
国際ボタニカルアート展作品収蔵、アメリカボタニカル
アーティスト協会ベストインショー受賞、ドイツフォー
ラムボタニスクでの展示、英王立キュー植物園シャー
リー・シャーウッドギャラリーでの展示等。2018年文
化庁新進芸術家海外研修員としてロンドンで作品調査・
研修を行う。

太田　ますみ�（おおた・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）
学習院大学法学部法学科卒業。日本紅茶協認定シニア
ティーインストラクター。日本ティーインストラクター
会会長。日本ドリンク協会理事。ティージュティークリ
エーターズアカデミー講師。著書「美味しい紅茶ティー
タイム・ブック」（大泉書店、共著）、「世界お茶の基本」
（共著、プラザ出版）

小澤　直子�（おざわ・なおこ）
（恵泉女学園大学社会園芸学科講師）
東京都出身。東京女子大学現代文化学部卒業。一般企
業勤務を経て、千葉大学大学院園芸学研究科修了。農学
博士。専門は人間植物関係学・園芸療法・芳香性植物の
利用など、ひとと植物のより良い関係の在り方を研究の
テーマとしている。恵泉女学園大学社会園芸学科非常
勤講師。日本園芸療法学会登録園芸療法士。
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落合　和雄�（おちあい・かずお）
（税理士、ファイナンシャル・プランナー、中小企業診断士）
1953年生まれ。77年東大卒、新日鉄情報通信システム
などを経て、現在経営コンサルタント、システムコンサ
ルタント、税理士として活動中。経営計画立案、企業再
建等の経営指導、プロジェクトマネジメント、システム
監査等、IT関係の指導支援を中心に、コンサルティング・
講演・執筆等、幅広い活動を展開。

草野　芳郎�（くさの・よしろう）
（前学習院大学教授、元裁判官、現弁護士）
1946年福岡県生まれ。九州大学法学部を卒業（法学士）
後、裁判官に任官。松江、堺、横浜で判事補、行橋、福岡、
宮崎、東京、浦和で判事を務める。2002年鹿児島地方・
家庭裁判所長、2003年に広島高等裁判所判事を経て、
2006年、60歳で依願退官。2006年より学習院大学法
学部教授。2016年3月退職。仲裁ADR法学会、日本イ
ンドネシア法律家協会で理事長を務める。

坂田　善種�（さかた・よしたね）
（ファイナンシャルプランナー）
中央大学法学部卒業・商学部卒業・大学院商学研究科修
了（商学修士）。株式投資歴31年。個人投資家を対象と
した株式研究会を主宰、金融機関において富裕層向けコ
ンサルティングを行っている。『一番よくわかるネット
FXの始め方（監修）』（西東社）『株完全ガイド』（普遊社）
など。

柴崎　直人�（しばざき・なおと）
（小笠原流礼法総師範・岐阜大学大学院准教授）
1989年学習院大学文学部心理学科卒業。筑波大学大学
院教育研究科カウンセリングコース修了。学習院大学
非常勤講師。中部学院大学准教授を経て、現在岐阜大学
大学院准教授。小笠原流礼法総師範。著書「日本の礼儀
作法・しきたり」「正しいビジネスマナー」（PHP研究所）、
「礼儀・マナー教育概論」（培風館）など。

神保　宗揣�（じんぼ・そうし）
（遠州流茶道教授）
2005年	学習院大学文学部	卒業。同年	遠州茶道宗家	
内弟子入門。2007年	13世小堀宗実御家元より「宗揣
（そうし）」の号を頂き、以後も遠州茶道宗家に勤務。そ
の間結婚出産を経た経験を生かし、子育て支援施設にお
ける子供及び保護者対象の茶道体験や、各企業・学校へ
の派遣講師、内弟子新人研修、茶道や季節の便りを伝え
る当流のメールマガジンの執筆を担当するなど活動中。

外国語を楽しむ、学ぶ P.29～

井上　美則�（いのうえ・よしのり）
（LLI井上語学研究所	所長、全国学術会議通訳者連盟	代
表世話人）
会議通訳者養成指導。音声や顔相も通訳技術向上の芸
術的要素として注目しており、本講座でも楽しく実践。
「通訳と大脳頭葉に関する研究」に関しては、通訳学、言
語学及び脳神経細胞分野での学会研究発表を主に欧米
豪で行っている。「沖縄サミット」の通訳者養成やジェー
ムス・ワトソン博士「DNA二重らせん構造提唱」日本講
演同時通訳等。思い出としては、ユニセフ親善大使当時
のオードリーヘップバーンさんとの仕事。

魏　聖銓�（ウィー・ソンジュン）
『秋の平日講座』参照

Sally�Battan�（サリー・バタン）
『秋の平日講座』参照

Nadia�Mckechnie（ナディア・マケックニー）
（ナレーター、ライター）
イギリス・ロンドン出身。20年以上にわたり英語教材制
作と指導に携わる。NHK基礎英語2・3をはじめ、教育
からコマーシャル等の幅広い分野でナレーターとして
も活躍中。著書に『英会話フレーズ道具箱	旅行会話編』
（旺文社）、『正しい英語・礼儀作法』共著、『「赤毛のアン」
の世界』（マクミランランゲージハウス）、『もっとイギリ
ス英語でしゃべりたい』共著（研究社）ほか多数。

西　陽子�（にし・ようこ）
（学習院大学講師）
1982年学習院大学大学院人文科学研究科博士前期課
程修了。学習院大学非常勤講師。著書リリアーヌ・シエ
ジェル「影の娘－サルトルとの20年－」（翻訳）など。

古庄　信�（ふるしょう・まこと）
（学習院女子大学教授）
1986年学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課
程単位取得。学習院女子大学国際文化交流学部教授。
著書に「プレップ英和辞典」（開隆堂、共著）「バターン
遠い道のりのさきに」（梨の木舎）、Practice	English	
Grammar（英語をより深く学ぶための英文法テキス
ト）」（教育出版）。近著に「藤原博先生追悼論文集―見よ
野のユリはいかに育つかを」（英宝社、共著）。

Martina�Zanini�（マルティナ・ザニーニ）
（多摩美術大学講師）
1991年ヴェネツィア大学東洋語学科卒業。1994年よ
り日本人向けイタリア語教師。多摩美術大学非常勤講
師。2014年ヴェネツィア大学大学院卒業（外国人に
対するイタリア語教育ITALS課程）。共著「Quaderno	
d'italiano」（DTP出版）。

水谷　利美�（みずたに・としみ）
（学習院大学・学習院女子大学講師）
1983年学習院大学大学院人文科学研究科博士課程単
位取得。学習院大学・学習院女子大学非常勤講師。著
書「NewHorizon	英和辞典」（項目執筆	東京書籍）、「英
検準1級出題分析と対策」（英語教育協会）など。訳書
に「シェイクスピアヴィジュアル事典」（共訳新樹社）、
L.M.モンゴメリ『ストーリー・オブ・マイ・キャリア』（柏
書房）他。
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受講申込みに関するご案内・その他注意事項

受講定員について

◎講座受付開始日到着分のお申込みから順に登録し、各
講座とも定員に達し次第締め切ります。統一した申込
受付期限は定めておりませんが、遅くとも１週間前まで
にお申し込みください。

◎講座受付開始日以前にお申込みいただきましても、受
付開始日到着分としてお取り扱いいたします。

◎同日到着分で、残席数に対し定員を超えるお申込みが
あった講座は、同日到着分ごとに抽選とさせていただ
きます。残念ながら抽選にもれた方には、別途その旨
ご連絡いたします。

◎すでに開講された後でも、受講可能な講座もございま
す。さくらアカデミー事務室までお問い合わせください。

受講料の納付について

◎お申込みを受付け後、受講料をお支払いしていただく
「振込依頼書」をお送りいたします。
※みずほ銀行本・支店の窓口およびコンビニエンスストア

でお手続きの場合は、振込手数料は無料となります。
◎受講料には、消費税が含まれています。
◎お申込み後、10日を経過しても「振込依頼書」が届か
ない場合は、さくらアカデミー事務室までお問い合わ
せください。

◎受講料は一括前納方式です。分納・後納等は取り扱っ
ておりません。

◎講座により、受講料の他に別途教材費、入場料等実費
をお支払いいただく場合があります。講座ごとの説明
をご参照ください。

◎取扱期間内にお振込みができない場合は、さくらアカ
デミー事務室までご連絡ください。

◎ATMからのお振込みも可能です。その場合、お名前の
前に必ず受講番号を加えて打電してください。
※この場合、振込手数料はお客様のご負担となります。

◎振込金受取書（振込依頼書）、ご利用明細書（ATM）等
は講座修了時までお手元にお持ちください。

◎資格・語学の提携講座については、中途から受講申込
される場合でも、受講料等は全額頂戴いたします。

受講料の割引（複数講座受講割引）について

◎お一人で複数の講座を受講される場合、以下のとおり
受講料を割り引きいたします。

２講座受講 受講料総額から 5％割引

３講座受講 〃　　　10％割引

４講座以上受講 〃　　　15％割引

＊但し、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
ご受講の講座は、対象外となります。

＊教材費・テキストについての割引はございません。
◎特別講座、キャリアアップ・スキルアップ講座、提携講
座および一部の講座は割引の対象となりません。詳し
くは講座概要をご覧ください。

受講キャンセル・受講料返還について

◎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
講座開講初日の８日前までにお申し出 無料
講座開講初日の
７日前～２日前までにお申し出 2,200円

講座開講初日の
１日前（前日）～講座開講後にお申し出

正規受講料の
100％

返金手数料 ……一律1,100円

◎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。所定の手続書類をお送りしますので、必要事項
をご記入の上、さくらアカデミー事務室に直接お持ち
いただくか、郵送にてご提出ください。

◎キャンセル料・返金手数料を除いた受講料の返還は、全
てご本人様名義の銀行口座（ゆうちょ銀行を除く）への
振込みとします。現金・その他有価証券等による返還希
望には一切応じられません。また、ご指定銀行口座への
振込みは、手続書類受理後約２～３週間のお時間を頂
戴しています。あらかじめご了承ください。

ご注意 受講料の振込みがないことでキャンセルに
はなりません。必ずご確認ください。

 ご連絡がない場合、後日、受講料を請求させ
ていただきます。

講座変更について

◎受講講座の変更は、申込みされた講座開講初日の前日
（この日が祝祭日等学習院さくらアカデミー休業日の
場合はその前営業日）の17：00までとします。講座開講
後の変更は認めません。（但し、受講定員一杯のため、
変更のご希望をお引き受けできない場合や差額の受講
料を頂戴する場合があります。）なお、語学講座につい
ては、「語学講座のレベルチェックについて」次頁をご
参照ください。変更による受講料の返金はございませ
ん。あらかじめご了承ください。

下記は対面講座におけるご案内・注意事項です。Zoom講座にはそぐわない内容もありますので、ご了承ください。
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講座の開講中止について

◎以下の事由により、講座の開講を中止する場合があり
ます。その際には、原則、開講初日の１週間前までに通
知いたします。

　１．受講希望者が最少催行人数に達しない場合
　２．病気等、講師のやむを得ない事情による場合
　３．その他本院のやむを得ない事情による場合

 納付いただいた受講料はご本人様名義の銀行口座（ゆ
うちょ銀行を除く）への振込みにて全額返還いたしま
す。なお、受講料振込みの際にかかった手数料等は、お
客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

開講中止の特例事項
◎新型インフルエンザの流行等で、行政の指導により学

校閉鎖となった場合は講座を休講又は中止する場合が
あります。休講又は中止のご連絡は、学習院さくらア
カデミー HP（http//g-sakura-academy.jp/）にて行い
ますので、文部科学省、自治体等の公的機関の情報を
注視の上、必ず、ご確認ください。

◎天災地変により実施が困難な場合は、講座を中止します。

休講・補講について
天候の状況、交通機関の乱れ、講師のやむを得ない急

な都合、突発事故により開始時刻を30分経過しても講座
が開始できない等により、休講とする場合があります。
この場合、既に来校されていても、交通費の支払いはい
たしませんので、ご了承ください。

休講の場合は後日可能な限り補講を実施いたします
が、日程の都合上途中で打ち切る場合がございます。ま
た、資格・語学の提携講座においては、他の講師が代講す
る場合もあります。あらかじめご了承ください。
上記により講義日程が変更され、補講にご出席できな
い場合でも、受講料の返金はいたしませんので、あわせ
てご了承ください。

受講証について

◎受講料のお振込み確認後、「受講証」および「開講初日
のご案内と諸注意事項」をお送りいたします。

◎受講証は構内で提示を求められる場合がありますの
で、受講の際は必ずお持ちください。

 「受講証」が講座当日までにお手元に届かない場合は、
振込依頼書の受取書（ご依頼人控え）をお持ちください。

◎受講料のお振込み後、10日間を経過しても「受講証」等
が届かない場合、さくらアカデミー事務室へご連絡く
ださい。

◎受講証は明記されているご本人様のみ有効です。ご家
族や他人に貸与または譲渡することはできません。

◎受講証の有効期間は、記載されている講座の開講期間
中といたします。

来校について

◎開講初日は教材費等のお支払い、テキストのお渡し、
また講師によるオリエンテーション等がある場合もあ
りますので、可能な限りご出席ください。

◎受講証を必ずご携帯ください。
◎学習院大学で開講する講座をご受講の場合は、正門・
西門・西坂門よりお入りください。入構時に、守衛所で
受講証の提示をお願いする場合があります。

◎学習院女子大学で開講する講座をご受講の場合は、正門
又は北門の守衛所で受講証を提示してお入りください。

◎当日の教室案内は南１号館１階の時間割ボードに表示
されています。使用教室が変更となる場合もあります
ので、ご面倒でも毎回ご確認ください。

◎自動車、自動二輪車（原付を含む）、自転車による来校
はお断りいたします。

語学講座のレベル・チェックについて

ご案内の語学講座で、「入門」「初級」と書かれている講
座は、初心者及び初級者用のクラスで、これから学習を
始める方もしくはもう一度学び直したい方に最適です。

「中級」と書かれているクラスは、一通り文法を学習され
た方に最適なクラスです。

詳しくお知りになりたい方は、さくらアカデミー事務
室にお問い合わせください。

また、両方のレベルで迷われる方は、開講が早いクラス
のお申込をされることをお勧めいたします。ご自身で授業
のレベルを判断され、不適合であると思われた方には、他の
レベルのクラスに一度だけ変更することができます。（但し、
受講定員一杯のため、変更のご希望をお受けできない場合
や差額の受講料を頂戴する場合があります。）ご希望の方
は、必ずさくらアカデミー事務室までお申し出ください。

なお、提携の語学講座については、レベル判断のため
の無料ガイダンス、また一般語学講座につきましてはト
ライアル講座も実施しますので、ぜひ、ご活用ください。

禁止事項

以下の行為は固くお断りいたします。
◎講義中の写真・ビデオ撮影・録音（とくに講師が許可し

た講座を除く）
◎小さいお子様（講座の性質上、許可された場合を除く）

やペット連れでの受講
◎講義中の教室内での飲食、喫煙及び携帯電話の使用、
ノートPC等機材を使用しての筆録

◎その他、他の受講生の迷惑となるような行為（講座中
の私語、講座参加で知り得た他受講生の個人情報を利
用した販売や勧誘行為等）
上記のような行為をなさった場合、あるいは講師やスタッ

フからのご注意をお聞き入れになられない場合、受講資格を
取り消させていただく場合がありますので、ご注意ください。
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申込書記入例

申込書記入に際してのご注意とお願い
◆お申込みの際に、お送りしたパンフレット封筒宛名
の下に明記されている「整理番号」を必ずご記入く
ださい。おわかりにならない場合は、お調べいたし
ますのでさくらアカデミー事務室までお問い合わ
せください。

◆同一講座で講義日程、時間等が異なるものがありま
す。くれぐれも講座番号にご注意のうえご記入く
ださい。

◆鑑賞券や団体受験を申し込む講座は有無をはっき
りとお書きください。

◆本申込書にご記入いただいた講座は、全てご受講の
意思があるものと見なします。「このうちのいずれ
か」や「取り敢えず予約」または「第一希望、第二希
望…」というようなお申込みはお受けできませんの
で、ご注意ください。

◆氏名・住所・電話番号・FAX番号等は、お間違えや記
入漏れの無いよう、送付前にご確認願います。

◆生年月日は受講生の年齢層を把握するため、また電
話受付でのご本人の確認のためにお伺いしており
ます。差し支えがなければご協力願います。

◆「緊急連絡先」は急な休講等の連絡に必要ですの
で、携帯電話番号やTel等、できるだけご記入くだ
さい。

◆Zoom講座はメールアドレスが無ければご受講で
きません。必ずE-mailアドレスをお書きください。

◆その他ご不明な点は、さくらアカデミー事務室まで
お問い合わせください。

お名前未登録の方のお申込について
◆ご友人からのご紹介やご登録者のご家族等、学習院さくら

アカデミーへのお名前の登録がない方がお申込みをされ
る場合は、官製ハガキまたは白紙に必要事項（下記参照）
を記入のうえ、郵送またはFAXにてお申込みください。

［必要事項］
①受講希望講座（講座番号および講座名）　②郵便番号
③住所　④氏名（フリガナ）　⑤性別　⑥生年月日
⑦職業　⑧電話番号（およびFAX番号）
⑨緊急連絡先（携帯等）　⑩E-mailアドレス

◆個人情報の取扱について
学習院さくらアカデミーでは、講座のお申込み時に上

記事項をいただいております。皆様から頂戴したこれら
の情報は厳重に管理され、講座の運営にのみ利用させて
いただいております。また、抹消等のご依頼がございま
した際は、遅滞なく、申告者のすべての個人情報を削除
いたしております。これらの取扱にご理解をいただいた
上で、申込書に必要事項をご記入願いします。

（ご同意いただけない記入事項がある場合は、お問い合
わせください。）

なお、個人情報の保護に関する法律に基づき、学習院
さくらアカデミーでは、受講生の氏名・性別・生年月日・住
所・電話番号・メールアドレス等の個人情報は一切、公表
しておりません。

また、本人の同意なしに第三者に個人情報を開示・提供
しておりません（法令等に基づき提供する場合を除く）。
ただし、講座運営を円滑に進めるため、受講生の氏名・住
所・電話番号・年齢・職業が記載された名簿を、当講座の開
催期間中及び合否結果の確定までの期間、講座の提携先
事業者に貸与する場合があります。各事業者には、個人情
報に関する守秘義務を遵守し、当講座の運営以外の目的
で使用することを禁止するなど、管理を徹底いたします。

ＦＡＸ専用  FAX : 03︲5992︲1124
2021年度　秋期Zoom講座申込書

講 座 番 号 申　込　講　座　名 鑑賞券、団体受験の有無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

住　　　所

〒 

　　　　　　　都 道　　　　　　　　　市 区
　　　　　　　府 県　　　　　　　　　 郡

電話 ：　　（　　　　）　　　　　　　　　　　FAX ：　　（　　　　）

E-mail ：

緊急連絡先（携帯電話など） ：　　（　　　　）

フリガナ 性別 生　年　月　日 年 齢

氏　　名 □ 男

□ 女

年（西暦） 月 日

　　歳整理番号

職　　業

会社員　・　公務員　・　主婦　・　教員　・　自営業　・　学生（☆）

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　　　　　　　　　学部　　　　　　学科　　　　年
大学院

＊５講座以上お申込みの場合は、本用紙をコピーして使用いただくか、別紙（様式問わず）に明記のうえ、本申込書と一緒にFAX願います。

をよむ
講座番号�005 土曜 日曜

０ ０ ５ ○○○○○をよむ
０ ８ ２ ○○○○入門
１ ６ ３ ○○○○講座

１ ２ ３ ４ ５ ６ １９××０１０１ ××

東京　　  豊島　　目白1-5-1

学 習 桜 子

03   5992-1040

090  1234-5555
ガク  シュウ　サクラ  コ

sakura-academy@g-shinshinkai.co.jp
03   5992-1124

１７１ ００３１

❖
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
お
送
り
し
た
封
筒
の
宛
名
の
下
に
あ
る

「
整
理
番
号
」（
★
２
）を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

❖講座は講座番号（★１）からご記入ください。 ❖Zoom講座はメールアドレスが無ければご
受講できません。必ずE-mailアドレスをお
書きください。

★２…整理番号とは、封筒の宛名のこの
部分にある６桁の数字を指します。

〒1710031  東京都豊島区目白1-5-1

学習 桜子 様
整理番号：  1 2 3 4 5 6

（↑受講申込には、この番号が必要です。）

これは郵便物ではありません。誤配・転居の際には、ポスト
に入れず、下記又はお近くのヤマト運輸までご連絡ください

★１…講座番号とは、各講座タイトル前
にある数字を指します。

〈講座例〉

必須



ＦＡＸ専用 � FAX�:�03-5992-1124
2021年度　秋期Zoom講座申込書

講 座 番 号 申　込　講　座　名 鑑賞券、団体受験の有無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

住　　　所

〒 

　　　　　　　都 道　　　　　　　　　市 区
　　　　　　　府 県　　　　　　　　　 郡

電話 ：　　（　　　　）　　　　　　　　　　　FAX ：　　（　　　　）

E-mail ：

緊急連絡先（携帯電話など） ：　　（　　　　）

フリガナ 性別 生　年　月　日 年 齢

氏　　名 □ 男

□ 女

年（西暦） 月 日

　　歳整理番号

職　　業

会社員　・　公務員　・　主婦　・　教員　・　自営業　・　学生（☆）

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　　　　　　　　　学部　　　　　　学科　　　　年
大学院

＊５講座以上お申込みの場合は、本用紙をコピーして使用いただくか、別紙（様式問わず）に明記のうえ、本申込書と一緒にFAX願います。

必須



以下をご記入ください。
〈表裏を誤って送信した場合に、問い合わせができます〉

氏　　名

電話番号

FAX：03-5992-1124





〒171-0031　東京都豊島区目白1-5-1　電話：03-5992-1040（直通）　FAX：03-5992-1124
E-mail : sakura-academy@g-shinshinkai.co.jp   URL : http://g-sakura-academy.jp/

学習院さくらアカデミー 学習院さくらアカデミー 検 索株式会社 学習院蓁々会

秋講座はWeb会議システム 
「Zoom」を用いての
オンライン（一部、オンデマ
ンド）講座です。

秋講座はWeb会議システム 

「Zoom」を用いての
オンライン（一部、オンデマ

ンド）講座です。
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