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順次開講
冬Web講

座

冬期特別講座
■	「神道」の起源と展開
古代から現代までの多様性

■	歴史の見方
イギリスの「帝国」と中国の「一帯一路」

■	コロナショックと日本経済
長引く経済への負荷をどう克服するか

■	日本神話と海

Zoom講座・
オンデマンド講座

冬講座は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

無料
講座



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。

学習院さくらアカデミーでは、新型コロナウィルス感染情況を鑑み、秋講座に引き続き、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ご記入の上、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。
・ Zoom講座中、マイクはミュートに。ビデオ表示のオンとオフは任意です。
・ 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）でのお約束ごと

※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。

冬もZoomによる講座を開講します！

1月29日（土）13:30～14:30にZoomによる無料講座を開講します。
詳しくは、P.5をご覧ください。

初めてZoomを

お使いになる方に！
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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 2021年12月13日（月）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。

世
界
を
み
る

冬
の
平
日
講
座

自
分
を
見
つ
め
る

連
携
講
座・特
別
講
座

日
本
を
知
る

講
師
紹
介

暮
ら
し
を
豊
か
に
外
国
語
を
楽
し
む
、学
ぶ
キ
ャ
リ
ア・ス
キ
ル
ア
ッ
プ

ア
カ
デ
ミ
ー
塾



2

目次

講座一覧 3

講座タイムテーブル 4

連携講座・特別講座 5

日本を知る 8

世界をみる 13

アカデミー塾 18

冬の平日講座 20

自分を見つめる 24

暮らしを豊かに 26

外国語を楽しむ、外国語を学ぶ 29

キャリアアップ・スキルアップ ガイダンス日程一覧

キャリアアップ・スキルアップ

32

33
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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・特別講座
F01 「神道」の起源と展開

5
G01 四谷校地時代の学習院
S01 歴史の見方

6
S02 コロナショックと日本経済
S03 日本神話と海 7

日本を知る
001 源氏物語をよむ	

8002 万葉集の世界を楽しむ
003 『今昔物語集』から平安朝の人々の生き方をさぐる
004 日本古代史のナゾを解く

9005 『勝海舟日記』を読むⅢ
006 江戸東京の社寺めぐり
007 江戸の社交場

10008 おとなのための漢字学習
009 くずし字に親しむ
010 俳句教室

11011 大人の京都学
012 日本雅楽の魅力に迫るⅤ
013 昔話とお伽草子を楽しむ④

12014 オニから民俗芸能をみる③
015 箏（コト）入門「箏を取り巻く日本の文化史」

世界をみる
016 フィレンツェとヴェネツィア　美術史の旅

13017 哲学とコロナ（2）
018 ナンシー共同体論入門
019 イタリア美術の魅力

14020 作られた中世ヨーロッパの〈イメージ〉Ⅳ
021 歴史に名を残すアラブの女性達
022 《さまよえるオランダ人》の魅力

15023 食べる音楽
024 ご自宅でできる、体と発声の改善法
025 Jazz音楽理論・初級編

16026 Jazz音楽理論・中級編
027 キリスト教音楽を楽しむ
028 ツール・ド・グルメ　世界の郷土料理

17029 「地球の歩き方」的、世界遺産の楽しみ方
030 トラベルライター講座

アカデミー塾
031 リーダーのためのマネジメントの基礎

18032 顧客の心をつかむプレゼンとは？
033 人間関係を円滑にするテクニック
034 法律や契約書の読み方、教えます！ 19

NewNew

NewNew

NewNew

番号 講	座	名 頁
冬の平日講座
035 江戸時代の御所で起きた大騒動

20036 大江戸浮世絵散歩
037 3回でわかる曼荼羅入門講座
038 四字熟語を通して漢文に親しむ

21039 天皇をはじめとする名筆の鑑賞
040 『史記』の歴史風景学Ⅱ
041 はじめてのクラシック♪

22042 フードコンシャスネス（味わい）教育の実践
043 イタリア食文化の旅
044 プログラミングでゲームを作ろう

23045 大人のためのプログラミング講座
046 超入門だけど、韓国語で会話できます！

自分を見つめる
047 自己を知る	－自己認知の心理学－

24048 子育て学入門
049 上手くいかない会話のパターンから抜け出す術
050 はじめてみようマインドフルネス実践講座 25

暮らしを豊かに
051 冠婚葬祭の日本文化とその作法

26052 大名茶人・小堀遠州の旅日記を読む
053 紅茶の魅力
054 株式投資　完全パック　戦略練り直し編

27055 株式投資　業界地図による大化け業界大研究
056 3万円でデビューできるアメリカ株・超入門
057 ボタニカルアート講座

28058 ボタニカルアート講座・実践編
059 不動産投資を正しく理解しましょう！

外国語を楽しむ、外国語を学ぶ
060 British	English	Language	and	Culture

29061 オンライン同時通訳　初級講座
062 フランス語入門
063 やさしいやさしいイタリア語会話初級

30064 ネイティブ講師と気軽に学ぶスペイン語（初級）
065 やさしいロシア語の基礎を学んでみませんか？
066 韓国語　超入門3 31

キャリアアップ・スキルアップ
067 冬期集中　TOEIC®L&R	500点達成WEB講座

33
068 冬期集中　TOEIC®L&R	600～700点達成WEB講座
069 MOS資格取得対策WEB講座	【Word】A日程

34

070 　　　　　〃	 【Word】B日程
071 　　　　　〃	 【Excel】A日程
072 　　　　　〃	 【Excel】B日程
073 　　　　　〃	 【Power	Point】A日程
074 　　　　　〃	 【Power	Point】B日程
075 　　　　　〃	 【Excelエキスパート】A日程

35
076 　　　　　〃	 【Excelエキスパート】B日程
077 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
078 　　　　　　　　　　　〃	 Ｂ日程
079 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初級 30・31

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

014 	オニから民俗芸能をみる③
033 	人間関係を円滑にするテクニック
051 	冠婚葬祭の日本文化とその作法
056 	３万円でデビューできるアメリカ株・超入門

009 	くずし字に親しむ
010 	俳句教室
015 	箏（コト）入門「箏を取り巻く日本の文化史」
017 	哲学とコロナ（2）
020 	作られた中世ヨーロッパの〈イメージ〉Ⅳ
021 	歴史に名を残すアラブの女性達
024 	ご自宅でできる、体と発声の改善法
029 	「地球の歩き方」的、世界遺産の楽しみ方
031 	リーダーのためのマネジメントの基礎
032 	顧客の心をつかむプレゼンとは？
034 	法律や契約書の読み方、教えます！
050 	はじめてみようマインドフルネス実践講座
053 	紅茶の魅力
054 	株式投資　完全パック　戦略練り直し編
063 	やさしいやさしいイタリア語会話初級
065 	やさしいロシア語の基礎を学んでみませんか？

2
13:00
～

14:30

001 	源氏物語をよむ
002 	万葉集の世界を楽しむ
004 	日本古代史のナゾを解く
007 	江戸の社交場
008 	おとなのための漢字学習
019 	イタリア美術の魅力
022 	《さまよえるオランダ人》の魅力
025 	Jazz音楽理論・初級編
027 	キリスト教音楽を楽しむ
033 	人間関係を円滑にするテクニック
047 	自己を知る―自己認知の心理学ー
048 	子育て学入門
055 	株式投資　業界地図による大化け業界大研究
056 	3万円でデビューできるアメリカ株・超入門
060 	British	English	Language	and	Culture
062 	フランス語入門
064 	ネイティブ講師と気軽に学ぶスペイン語（初級）

003 	『今昔物語集』から平安朝の人々の生き方をさぐる
005 	『勝海舟日記』を読むⅢ
006 	江戸東京の社寺めぐり
018 	ナンシー共同体論入門
028 	ツール・ド・グルメ　世界の郷土料理
030 	トラベルライター講座
032 	顧客の心をつかむプレゼンとは？
049 	上手くいかない会話のパターンから抜け出す術
052 	大名茶人・小堀遠州の旅日記を読む
057 	ボタニカルアート講座
059 	不動産投資を正しく理解しましょう！

3
15:00
～

16:30

011 	大人の京都学
012 	日本雅楽の魅力に迫るⅤ
013 	昔話とお伽草子を楽しむ④
016 	フィレンツェとヴェネツィア　美術史の旅
022 	《さまよえるオランダ人》の魅力
023 	食べる音楽
026 	Jazz音楽理論・中級編
033 	人間関係を円滑にするテクニック
061 	オンライン同時通訳　初級講座

032 	顧客の心をつかむプレゼンとは？

4
17:00
～

18：30

066 	韓国語　超入門3

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

冬
の
平
日
講
座

月

035 	江戸時代の御所で起きた大騒動
038 	四字熟語を通して漢文に親しむ
040 	『史記』の歴史風景学Ⅱ
041 	はじめてのクラシック♪
042 	フードコンシャスネス（味わい）教育の実践
045 	大人のためのプログラミング講座

044 	プログラミングでゲームを作ろう

火 039 	天皇をはじめとする名筆の鑑賞
040 	『史記』の歴史風景学Ⅱ

044 	プログラミングでゲームを作ろう 046 	超入門だけど、韓国語で会話できます！

水 037 	3回でわかる曼荼羅入門講座
040 	『史記』の歴史風景学Ⅱ

043 	イタリア食文化の旅
044 	プログラミングでゲームを作ろう

金 036 	大江戸浮世絵散歩 036 	大江戸浮世絵散歩

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew
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連
携
講
座・特
別
講
座

Zoom講座

四谷校地時代の
学習院

学習院は、明治10年（1877）に華族子女を教育する学校として神田錦
町の地に開業しました。その後、明治17年（1884）より宮内省所管の
官立学校となり、校地は虎ノ門、四谷、そして現在の目白へと変遷して
いきます。学習院大学史料館ではこの春に、四谷校地時代の学習院を取
り上げた展覧会を開催いたします。本講座では四谷時代の学習院につ
いて、展覧会のみどころをご紹介いたします。

	 講 師

	谷嶋	美和乃
	（たにしま・みわの）
学習院大学史料館助教

日 程 3月30日　水曜日／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

PROFILE

学習院大学大学院人文科学研究科美術史学専攻博士後期課程単位取得退
学。専攻は日本美術史で、幸若舞曲「大織冠」やお伽草子など中近世の物語
絵画についての研究を行っている。現在、学習院大学史料館助教。

連携講座

講座番号�G01 水曜 午前
午後

「四谷の学習院本館」明治23年に
落成した四谷の学習院本館。渡
辺譲の設計によるもので、西洋
式煉瓦造り。（『学習院百年史 第
一編』（学習院百年史編纂委員会
編、昭和56年より転載）

「神道」の
起源と展開
古代から現代までの多様性

日本固有の信仰である神道は、現在では伊勢神宮を本宗とする一つの
宗教だとされています。いっぽう、様々な理由で「神道は宗教ではな
い」という主張も存在します。古代から現代にいたるまで、多くの神道
流派（学派）が存在してきましたが、各々の流派にはどのような傾向や
特徴があるのでしょうか。今期の無料講座は、各派を一気に総覧する

「ショーケース」です！

	 講 師

	林　東洋
	（はやし・とうよう）
学習院大学講師

日 程 1月29日　土曜日／13:30～14:30（60分）

受講料 無料（1回）
注意事項 ＊無料講座ですが、ミーティングID等をお送りしますので、他の

講座と同様にお申し込みください。
＊関連講座「江戸・東京の社寺めぐり（冬期）」「日本人と神道（春・

秋期)」

PROFILE

1999年学習院大学文学部哲学科卒業。2001年同大学大学院人文科学研究
科前期課程修了。2007年同後期課程満期退学。2008年4月より学習院大学
文学部非常勤講師。

無料講座

Zoom講座

講座番号�F01 土曜 午前
午後

初めてZoomをお使いになる方に！
ぜひ、この講座でお試しください。
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連
携
講
座・特
別
講
座

コロナショックと
日本経済
長引く経済への負荷をどう克服するか

2019年末に発生した新型コロナウイルスは、世界的な感染拡大とと
もに、日本だけでなく世界経済に大きなマイナスの影響をもたらしま
した。講師は、感染拡大から約1年たった時点で「コロナショックの経
済学」を編集し出版していますが、その後も感染拡大の影響は続きまし
た。本講座では、感染拡大後2年程度の情報をもとに、経済の回復の程
度とさらに克服していかなくてはならない課題について述べます。

	 講 師

	宮川　努
	（みやがわ・つとむ）
学習院大学教授

日 程 3月7日（月）～3月13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 「コロナショックの経済学」宮川 努編著（中央経済社）2,750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

とパスコードをお送りします。
PROFILE

1978年3月 東京大学経済学部卒業、同年4月 日本開発銀行入行、1995年4
月 一橋大学経済研究所助教授、1997年4月 日本開発銀行名古屋支店企画
調査課長、1999年4月 学習院大学経済学部教授（現在に至る）、2006年3
月 経済学博士取得（一橋大学）、2009年4月 学習院大学副学長（2011年3
月まで）、2015年4月 学習院大学経済学部長（2017年3月まで）、専門は、マ
クロ経済学、日本経済論、学外での委員等：統計委員会委員（2015年-2021
年）、日本経済学会理事（2010年3月～2014年6月）、日本学術会議連携会員

（2020年～）、経済産業研究所ファカルティー・フェロー、日本生産性本部評
議員、主な著作・論文：『コロナショックの経済学』（編著）中央経済社、2021
年、『インタンジブルズ・エコノミー』（淺羽茂氏、細野薫氏との共編著）東京
大学出版会、2016年

特別講座

講座番号�S02 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 2月14日（月）～2月20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
とパスコードをお送りします。

＊こちらの講座は秋講座と同様です。

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�S01 月～日曜 午前
午後

オンデマンド講座
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連
携
講
座・特
別
講
座日本神話と海

私たち日本人は海に囲まれた島(日本列島)を拠り所として暮らし、文
化を育んで来ました。ですから神話でもしばしば海を重要な舞台とし
て話が展開してゆきます。本講座では、そんな、海を舞台とした神話を
取り上げてみたいと思います。なお、講義の始めに、神話とは何か、ま
た日本神話を鑑賞するときのテキスト(主として古事記と日本書紀)の
問題点など、日本神話を楽しむために必要な事柄について概観します。

	 講 師

	神田　典城
	（かんだ・のりしろ）
学習院女子大学名誉教授

日 程 3月21日（月）～3月27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
とパスコードをお送りします。

PROFILE

1980年学習院大学大学院人文学研究科博士課程単位修得。元学習院女子大
学国際文化交流学部教授。2017年より2021年まで同大学学長。現在同大
学名誉教授。古事記学会代表理事。著書「古代出雲と死者の世界」「日本神話
論考」「記紀風土記論考」「日本神話事典（共著）」「風土記の表現(編)」など。

特別講座

講座番号�S03 月～日曜 午前
午後

オンデマンド講座

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

1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

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

2月 3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
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日
本
を
知
る

万葉集の世界を
楽しむ
東国万葉を歩く

万葉の時代に栄えた奈良の都から離れた首都圏の周辺には、面白い歌が
いくつも残されています。東国の庶民が自分たちの生活の中で歌った

「東歌」や、徴用されていく心情を歌った「防人歌」。こうした歌は、私たち
の生活範囲の公園などに、人知れず歌碑として残っているものも少なく
ありません。一方で、現在でも多くの人々も訪れる歌の舞台もあります。
茨城の筑波山では当時、男女が互いに歌を懸け合う自由恋愛の行事「歌垣

（嬥歌）」が行われていました。そして、都から訪れた官人たちの歌。こう
した歌の残る身近な場所を訪ねて、万葉を歩くように学んでみませんか。

	 講 師 	平野　由紀子	 PROFILE P.36～

	 順天堂大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30
2月 12日 茨城筑波山 今日は人妻に声をかけても山の神が許す日
 26日 神奈川足柄峠 峠で振る袖は埼玉の妻に見えるだろうか
3月 12日 千葉馬来田市川 真間の継ぎ橋を音を立てずに渡れたら
 26日 東京多摩 馬に逃げられ徒歩で行く防人を案じる妻

受講料 13,200円（全4回）
Zoom講座

講座番号�002 土曜 日曜 午前
午後

源氏物語をよむ
紅葉賀巻

源氏物語を原文で読む講座です。今回は紅葉賀巻を読みます。紅葉賀巻
は、内容的には若紫巻を受けており、光源氏と藤壺との間の秘密の皇子
が誕生する重要な巻でもあります。皇子の誕生を我が子と疑わず心か
ら喜ぶ桐壺帝ですが、光源氏に生き写しのような皇子のお顔に、光源氏
も藤壺も胸をしめつけられます。光源氏と頭中将による青海波の舞の
印象深い場面もあります。はじめての方も大歓迎です。ごいっしょに源
氏物語の魅力に触れてみませんか。

	 講 師 	伊東　祐子	 PROFILE P.36～

	 都留文科大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

2月 5日・19日
3月 5日

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�001 土曜 日曜 午前
午後

『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。今回は実際に起きた事件など，実在の人物の話を集めま
した。怪異や笑い話，貴族社会でもてはやされた競馬などバラエティー
に富んだ内容です。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.36～

	 学習院大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
2月 6日
 20日
3月 6日
 13日
 27日

下野守の邸宅にいた女房が強盗の人質にされた話
源高明の桃園邸の柱の節穴にまつわる怪異の話
追剥ぎに遭った寛朝僧正は？
右近馬場での競馬で負けた尾張兼時が称賛される話
近衛舎人秦武員が僧の気遣いでかえって恥をかいた話
※各説話は，長い話・短い話がありますので，１回に１話とは限りません。上記の順で読み進め

る予定です。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 16,500円（全5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�003 土曜 日曜 午前
午後

日本を知る
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日
本
を
知
る

日本古代史の 
ナゾを解く

誰もが関心を持ちながら、いまだに解明されない日本古代史永遠のナ
ゾに挑戦してみましょう。魏志倭人伝にのみ見える卑弥呼とは本当に
女王だったのでしょうか？ 宋書倭国伝に記される倭の五王と百舌鳥古
墳群・古市古墳群との関係はどのようなものだったのでしょう？ ３世
紀と５世紀の王権をめぐる問題の核心に迫ります。

	 講 師 	遠山　美都男	 PROFILE P.36～

	 学習院大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

2月 12日 女王卑弥呼の正体
 26日 倭の五王の正体

受講料 6,600円（全2回）

Zoom講座

講座番号�004 土曜 日曜 午前
午後

江戸東京の
社寺めぐり
鎮魂の社ーー湯島天神・神田明神

この「江戸東京の社寺めぐり」講座は神社を実地に巡ることに特色があ
りましたが、昨今の事情でそれもままなりません。そこで今回はZoom
によって神社めぐりのモデルコースを紹介する“ヴァーチャルツアー”
を行います。今回は湯島天神と神田明神をご紹介します。前者は菅原道
真、後者は平将門を御祭神とし、荒ぶる魂を鎮める社として崇敬されま
した。各回の前半は「鎮魂」をテーマにそれぞれの神社について、後半
はモデルコースを写真を交えて解説します。

	 講 師 	山田　徹	 PROFILE P.36～
	 学習院大学講師

	 講 師 	金子　元	 PROFILE P.36～
	 秀明大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
3月 13日 菅原道真と湯島天神 担当：山田・金子
 27日 平将門と神田明神 担当：山田・金子

受講料 6,600円（全2回）

講座番号�006 土曜 日曜 午前
午後

Zoom講座

『勝海舟日記』を
読むⅢ
明治元年6月から

2021年夏期講座に続き、『勝海舟日記』を読みます。夏期講座では、江
戸無血開城・彰義隊を日記から考察しましたが、今期は戊辰戦争後半の
箱館五稜郭の戦いから明治3年までの政局と海舟の関りを見ていきた
いと思います。そこでは、新たな海舟の姿を見ることができるのではな
いかと思います。「それからの海舟」をお楽しみください。継続した内容
ですが、今期からもご参加いただけます。

	 講 師 	森内　隆雄	 PROFILE P.36～

	 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
2月 13日 明治元年6月から8月
 27日 明治元年9月から12月
3月 13日 明治2年
 27日 明治3年

受講料 13,200円（全4回）
Zoom講座

講座番号�005 土曜 日曜 午前
午後
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日
本
を
知
る

江戸の社交場
江戸で暮らす人々は、さまざまな場でコミュニケーションを楽しんで
いました。女性たちは、長屋の井戸端や行楽地の茶屋などのほか、湯屋
で湯船に浸かりながら世間話に花を咲かせます。一方男性たちは、湯屋
の二階や髪結床で情報交換をおこない、また吉原の遊郭も、しゃれた会
話が飛び交う一種の社交場だったといえるでしょう。本講座では、こう
した江戸の社交場について概観します。

	 講 師 	小沢　詠美子	 PROFILE P.36～

	 成城大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

2月 26日 湯屋と髪結床
3月 12日 居酒屋
 26日 吉原遊郭

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�007 土曜 日曜 午前
午後

おとなのための
漢字学習

今回のこの講座では、成り立ち・読み方・形という３つの観点から、漢字
の世界を掘り下げていきます。古代中国の人々は、どのような発想で漢
字を生み出したのでしょうか。その漢字を使うために、昔の日本の人々
はどのような工夫をしたのでしょうか。また、現在の私たちが使ってい
る漢字は、昔の漢字とどこがどのように違うのでしょうか。そのような
問いを通じて、広大な漢字の世界を探検してみましょう。

	 講 師 	円満字　二郎	 PROFILE P.36～

	 フリーライター
	 漢和辞典編集者

日 程 土曜日／13:00～14:30
2月 19日 漢字の成り立ち――形声文字と会意文字
3月 5日 漢字の読み方――音読みと訓読み
 19日 漢字の形――新字体と旧字体

受講料 9,900円（全3回）
Zoom講座

講座番号�008 土曜 日曜 午前
午後

P.21 038「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。

講座番号�009 土曜 日曜 午後
午前

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。

	 講 師 	丸山　美季	 PROFILE P.36～

	 学習院大学史料館	学芸員
日 程 日曜日／10:40～12:10

2月 13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
 27日 くずし字の解読実践　村方文書を読む
3月 20日 　　　　〃　　　　　武家文書を読む

受講料 9,900円（全3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



11

日
本
を
知
る

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.36～

	 京都学講師
	 （株）らくたび代表取締役

日 程 2月19日　土曜日／15:00～16:30
その❸《天に満ちた怒り》
－なぜ、菅原道真は悲劇の死を遂げてしまったのか？－

受講料 3,300円（1回）
注意事項 複数受講割引対象外講座

Zoom講座

講座番号�011 土曜 日曜 午前
午後

講座番号�010 土曜 日曜 午後
午前

俳句教室
～言葉のリズムの季語の世界観～

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.36～

	 現代俳句協会監査役
	 Haiquology代表
	 「水明」季音同人

日 程 日曜日／10:40～12:10
２月 13日 初春の季語　初春の季語から兼題を出題します
３月 13日 仲春の季語　仲春の季語から兼題を出題します

受講料 6,600円（全2回）
受講定員 12名
注意事項 講座の進め方についての資料を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

日本雅楽の 
魅力に迫るⅤ
雅楽解体新書 
～雅楽の重層性を読み解く〈前篇〉

平安貴族必須の教養であり、一般に「日本的」と思われている雅楽。し
かしその起源は古代アジア・シルクロードの芸能に行き着きます。第５
期からは、今日なお〈生きた芸能〉として伝承されている日本雅楽に毎
回異なる様々な角度からメスを入れ、その多様性を明らかにして参り
ます。冬学期は日本雅楽を俯瞰する「総論」から始め、「中央集権制と雅
楽」「時代が雅楽に求めたもの」を各回のテーマとして、日本雅楽の特質
とその魅力を焙り出して参りましょう。

	 講 師 	三田　徳明	 PROFILE P.36～

	 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
2月 26日 総論
  やまと的要素・半島的要素・大陸的要素
3月 12日 中央集権国家の「雅楽政策」
  古代から明治維新へ
 26日 日本雅楽の重層性
  雅楽の受容・創成・定着・破壊と再興

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
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講座番号�013 土曜 日曜 午前
午後

昔話とお伽草子を
楽しむ④
－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
語られてきました。また、室町時代～江戸時代初めの短編物語をお伽草
子（おとぎぞうし）といいます。やはり多くの作品が伝わっており、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！ 物語を味わいながら、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。今回は特別に桜に関する物語や絵巻をあつかいます。

	 講 師 	徳田　和夫	 PROFILE P.36～

	 学習院女子大学名誉教授
日 程 土曜日／15:00～16:30

3月 5日・12日・26日

受講料 9,900円（全3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

講座番号�015 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」

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。奈良時代に海を渡ってやってきた箏（こと）は、大
陸から伝来した文化と国内の文化との融合と成熟の繰り返しの中で、
政治の状況や人々の生活様式の変化に連動して多様な変化をとげてき
ました。この講座では、生の演奏、動画、資料を交えつつ、時代の節目に
生まれた有名曲にスポットをあてながら、楽しく箏の歴史を辿ってい
きます。

	 講 師 	佐藤　康子	 PROFILE P.36～

	 箏曲家
日 程 日曜日／10:40～12:10

2月 27日 コトのおこり　中国からの箏の伝来　平安貴族文化
3月 6日 俗箏のおこり　江戸の盲人文化　六段の謎
 13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

講座番号�014 土曜 日曜 午後
午前

オニから
民俗芸能をみる③
日本全国の祭礼から

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.36～

	 玉川大学講師
日 程 土曜日／10:40～12:10

２月 26日 オニとは。文献から見る鬼と隠とオニと来訪神
３月 12日 春の民俗芸能とオニ（風流の芸能など）
 26日 冬・春の民俗芸能とオニ（神楽など）

受講料 9,900円（全3回）
注意事項 ＊今回からのご受講でもお楽しみいただけます。Zoom講座

冬期の講座時間を変更しています。ご注意ください。
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フィレンツェと
ヴェネツィア
美術史の旅

講座番号�016 土曜 日曜 午前
午後

	 講 師 	有川　治男	 PROFILE P.37～

	 学習院大学名誉教授

日 程 土曜日／15:00～16:30
2月 19日 （1）フィレンツェ ― 導入篇：ルネサンスの華
 26日 （2）フィレンツェ ― 上級篇：新たな視点、新たな発見
3月 5日 （3）ヴェネツィア ― 導入篇：本島の中心部
 12日 （4）ヴェネツィア ― 上級篇：本島の隅々と周辺の島々

受講料 13,200円（全4回）

21年度秋期の「ローマ 美術史の旅」に続いて、今期はフィレンツェとヴェネ
ツィアの美術の見所を紹介します。各２回で、１回目は主要な見所を歩く「導
入篇」。フィレンツェでは、大聖堂、サンタ・クローチェ聖堂、ヴェッキオ宮、
ウフィツィ美術館など、ヴェネツィアでは、サン・マルコ聖堂、ドゥカーレ宮、
アカデミア美術館など、団体旅行でも必ず訪れるような代表的な訪問先の、
見落しがちな部分に注目してみます。２回目は個人旅行ならではの隠れス
ポット、周辺スポットを巡る「上級篇」。フィレンツェ中心部から遠くもない
のにほとんどの人は訪れないサン・ミニアート・アル・モンテ聖堂、ヴェネツィ
ア本島から40分ほどの船旅で到着するトルチェッロ島の初期ヴェネツィア
美術など、フィレンツェとヴェネツィアのより深い美術の魅力を紹介します。

Zoom講座

哲学とコロナ（2）
―この世の災禍に
　哲学はどう向き合うか

新型コロナウィルスは暮らしと社会に甚大な災禍をもたらしました。
それは先の大戦の災禍にも比べられる面があるでしょう。こうした未
曽有の現実に哲学はどう向き合おうとするのでしょうか。本講座では、
十七世紀のライプニッツと二十世紀の西田幾多郎をとりあげ、彼らが
ペスト大流行と戦禍拡大に際し、それぞれ「人間の幸福」、「平常底」とい
う対照的な思想に拠って現実の悪を超克しようとしたかを、歴史的状
況や、また今日の問題も見ながらお話ししたいと思います。

	 講 師 	酒井　潔	 PROFILE P.37～

	 学習院大学名誉教授
日 程 日曜日／10:40～12:10

3月 20日 ライプニッツの場合―ペスト対策の提言
 27日 西田幾多郎の場合―「絶対矛盾的自己同一」と「平常底」

受講料 6,600円（全2回）

Zoom講座

講座番号�017 土曜 日曜 午前
午後

講座番号�018 土曜 日曜 午前
午後

ナンシー共同体論
入門

『無為の共同体』を読む

2021年8月にフランスを代表する哲学者ジャン=リュック・ナンシー
が亡くなりました。この講座では彼の著作のうち、日本で最も読まれて
いる『無為の共同体』を取り上げ、読み解いていきます。この著作が書
かれた時代状況やフランス国内外の哲学者からの応答、そしてバタイ
ユ思想との関係なども踏まえつつ、私たちが「共同体」という言葉から
は容易に想像しえないナンシーの特異な共同体論について理解を深め
ていきましょう。

	 講 師 	横田　祐美子	 PROFILE P.37～

	 立命館大学助教
日 程 日曜日／13:00～14:30

3月 20日 『無為の共同体』をめぐるコンテクスト
 27日 共通性なき共同体とは何か？

受講料 6,600円（全2回）

Zoom講座

New Lecture
New Lecture
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イタリア美術の魅力
メトロポリタン美術館のイタリア絵画を
東京とニューヨークで鑑賞しよう

「メトロポリタン美術館展、西洋絵画の500年」（2022年2月9日から国立
新美術館で開催）にフラ・アンジェリコ、ラファエッロ、ティツィアーノ、カ
ラヴァッジョらの作品が出品されるそうです。そこで、今期はニューヨー
クのメトロポリタン美術館をとりあげたいと思います。第一回から第四回
は、メトロポリタン美術館が誇るイタリア絵画の主要コレクション（出品作
を含む）を時代順に紹介します。第五回は、イタリア絵画に限定することな
く、「メトロポリタン美術館展」の見どころについて語りたいと思います。

	 講 師 	本間　紀子	 PROFILE P.37～

	 東海大学・跡見学園女子大学講師

	 講 師 	久保寺　紀江	 PROFILE P.37～

	 学習院大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
2月 26日 メトロポリタン美術館のイタリア絵画1：トスカーナのルネサンス （本間）
3月 5日 　　　　　　　　〃　　　　　　　2：北イタリアのルネサンス （本間）
 12日 　　　　　　　　〃　　　　　　　3：盛期ルネサンス （久保寺）
 19日 　　　　　　　　〃　　　　　　　4：バロック以降 （本間）
 26日 「メトロポリタン美術館展」のみどころ （本間）

受講料 16,500円（全5回）Zoom講座

講座番号�019 土曜 日曜 午前
午後

作られた
中世ヨーロッパの

〈イメージ〉Ⅳ
「美女と野獣」の文化史

果して、お城に捕らわれているのは野獣なのか美女なのか。今回は、
ディズニー製アニメーション（1992年）とその実写版リメイク（2017
年）によって世界中に広まった「美女と野獣」の中世風〈イメージ〉につ
いて考えてみましょう。原作は、18世紀半ばのフランスでヴィルヌー
ヴ夫人が著した異種婚姻譚です。本講座ではこの物語の源流をギリシ
ア神話まで辿り、またその後の展開をディズニーのみならず、フランス
映画、最近の日本のアニメーション作品を例に検証します。

	 講 師 	岡田　尚文	 PROFILE P.37～

	 学習院大学講師
	 慶應義塾大学講師

日 程 日曜日／10:40～12:10
2月 27日 「美女と野獣」の源流を辿る―ギリシア神話からボーヌ夫人まで
3月 13日 映画のなかの「美女と野獣」―ジャン・コクトーとディズニー
 27日 日本の「美女と野獣」―宮崎駿と細田守

受講料 9,900円（全3回）
注意事項 2020年からスタートした講座ですが、今回からお申し込みいただ

いてもお楽しみいただけます。Zoom講座

講座番号�020 土曜 日曜 午前
午後

Zoom講座

歴史に名を残す 
アラブの女性達
波乱万丈の人生を歩んだ3人の女性を
通して知る中東の社会・政治・歴史。

この講座では、皆さんが名前を聞いたこともない、でもアラブ人なら知
らない人はいない3人の女性を紹介し、当時世間を騒がせた女性たち
のスキャンダラスで波乱万丈な人生から、アラブ・イスラーム社会、中
東の歴史を垣間見ていきます。イスラム原理主義や宗派対立に関する
報道が多い中、昔とのあまりの違いに驚かれることも多いと思います。
20世紀の中東と21世紀の中東を比較しながら聞いていただければと
思います。

	 講 師 	アビール・アル・サマライ
		 （日本名：川上かおり）	 PROFILE P.37～

	 学習院大学講師
	 ハット研究所所長

日 程 日曜日／10:40～12:10
2月 20日 アスマハーン～海で生まれて海で死んだ姫
3月 6日 ナーズリー王妃～恋多きエジプト王太后
 20日 ファウズィーヤ王女～薄幸の美女

受講料 9,900円（全3回）

講座番号�021 土曜 日曜 午前
午後

New Lecture
New Lecture
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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.37～

	 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
3月 12日 初期バロック音楽作品と食べ物１
  モンテヴェルディの作品を中心に
 26日 初期バロック音楽作品と食べ物２
  酔っ払いの役割について考える

受講料 6,600円（全2回）

講座番号�023 土曜 日曜 午前
午後

Zoom講座

ご自宅でできる、 
体と発声の改善法
ソプラノ歌手による、 
体と声の改善メソッドとレクチャー

人間は加齢と共に少しずつ動きにくくなり、自信も失っていきますが、
脳は疲れず、衰えず、イノベーション（新しい改善）が可能です。またど
んな状況下でも、体と声の改善によって心身を活き活きとさせ、日々を
ポジティブに過ごしてゆくことができます。
人間の本来の自然な動きや能力に気づかせてくれるフェルデンクライ
ス・メソッドで、より楽で、機能的な体の動き方を見つけ、無理のない発
声法で歌を楽しんでみませんか。

	 講 師 	青木　美稚子	 PROFILE P.37～

	 声楽家
日 程 日曜日／10:40～12:10

2月 20日
3月 13日・27日

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�024 土曜 日曜 午前
午後

《さまよえるオランダ人》 
の魅力
新国立劇場での鑑賞に向けて

ワーグナーの《さまよえるオランダ人》は、ワーグナーの個性が明確に
なった初期の傑作。今回、新国立劇場では、名指揮者コンロンを迎えて
待望の上演です。この演目を皆様で鑑賞することを前提に、作品解説を
いたします。見比べ聴き比べもお楽しみください。

	 講 師 	加藤　浩子	 PROFILE P.37～

	 音楽評論家

日 程 2月5日　土曜日／13:00～16:30
①13:00～14:30　②15:00～16:30
2月6日に新国立劇場で鑑賞するワーグナーのオペラ《さまよえるオラ
ンダ人》について解説し、本公演を楽しむための準備をする。

受講料 6,600円（1日	全2回）
注意事項 オプション企画「さまよえるオランダ人」鑑賞について

日時：2022年2月6日(日)14：00開演　於 新国立劇場
費用：15,150円（内訳チケット代14,850円【A席】＋郵送代300円、受
講料と一緒に徴収いたします。）
申込締切日：2022年1月11日(火)
＊講座申込時に一緒にお申し込みください。
＊オプション企画費用には、オペラ鑑賞に関わる飲食代・交通費などの

費用は含みません。
＊ご購入いただいたチケットは、キャンセルができません。予めご了承

ください。
Zoom講座

講座番号�022 土曜 日曜 午前
午後
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講座番号�026 土曜 日曜 午前
午後

Jazz音楽理論・
中級編
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.37～

	 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 	12名

この講座は、前回の秋講座（初級編）の続編です。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、さらに楽譜作成ツー
ル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。

日 程 土曜日／15:00～16:30
2月 26日 （Zoom講座） 初級編の復習と確認。コードファンクション、トライ
   トーンサブスティテューション
3月 5日～11日 （オンデマンド講座） スケールとモード、アヴォイドノート、モーダルイン
   ターチェンジ
 12日 （Zoom講座） 質疑応答と確認　ディミニッシュの各種
 19日～25日 （オンデマンド講座） 特殊なドミナント7　転調
 26日 （Zoom講座） 質疑応答と確認　コードアナライズ
※以上、各回のテーマは進捗状況に応じて変更があるかもしれません
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

講座番号�025 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.37～

	 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 	12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、さらに楽譜作成ツール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／13:00～14:30
2月 26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
3月 5日～11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
 12日 （Zoom講座） 質疑応答と確認、セカンダリードミナント
 19日～25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
 26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。
Zoom講座 オンデマンド講座

キリスト教音楽を
楽しむ

西洋音楽の源泉であるキリスト教音楽の発展をたどります。１回目は古
代における聖歌の誕生から、グレゴリオ聖歌、ミサ曲など、中世、ルネサン
スまで、２回目は宗教改革期から、バロック、古典派、ロマン派へと時代を
辿ります。その中で三大教派（正教会・カトリック・プロテスタント）の音
楽を聴き比べ、讃美歌に取り入れられた曲なども扱っていきます。冬のひ
ととき、ご一緒にキリスト教音楽の世界を楽しんでみませんか。ところで
アヴェ・マリアとはどういう意味かご存じですか？（答えは講座の中で。）

	 講 師 	水谷　利美	 PROFILE P.37～

	 学習院大学・学習院女子大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

2月 5日 キリスト教音楽の歴史　古代～ルネサンス
 19日 　　　　〃　　　　　　宗教改革期～近代

受講料 6,600円（全2回）

Zoom講座

講座番号�027 土曜 日曜 午前
午後
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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【ロシア、バスク

（フランス側＋スペイン側）、ドミニカ共和国】

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魅力です。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、今回はロシア、フランスとスペインにまたがるバスク、カ
リブ海に浮かぶドミニカ共和国を取り上げ、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紹介します。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.37～

	 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
2月 27日 ロシアの食文化と町案内、見どころ紹介
3月 13日 バスクの食文化と町案内、見どころ紹介
 27日 ドミニカ共和国の食文化と町＆カカオ農園案内、
  見どころ紹介

受講料 9,900円（全3回）

講座番号�028 土曜 日曜 午前
午後

Zoom講座

「地球の歩き方」的、
世界遺産の楽しみ方

〈食〉のユネスコ無形文化遺産

「世界遺産」が町並みや教会などの形あるものを対象にしているのに対
し、舞踊や祭事など伝統を残していこうというユネスコの事業が「無形
文化遺産」。日本でも「能」や「和食」などたくさんの芸術文化が登録さ
れています。今回の講座では、「食」に焦点を当てて紹介。代表的な料理
や現地のおすすめレストランのほか、歴史的な背景や地方による違い
などを解説します。東京で試せるレストラン情報もお楽しみに。

	 講 師 	大和田　聡子	 PROFILE P.37～

	 「地球の歩き方」編集担当

	 講 師 	坂井　彰代	 PROFILE P.37～

	 「地球の歩き方」編集担当

日 程 日曜日／10:40～12:10
2月 20日 フランス料理、地中海料理 坂井、大和田
3月 6日 エスニック料理（メキシコ、トルコほか） 大和田
 20日 韓国のキムジャン 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�029 土曜 日曜 午前
午後

講座番号�030 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.37～

	 ライター、エディター

日 程 日曜日／13:00～14:30
2月 27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。
3月 13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。
 27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
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講座番号�031 土曜 日曜 午後
午前

リーダーのための
マネジメントの基礎
組織の活力を高めて目標に向かわせる
には、どうしたら良いかを学びます

	 講 師 	落合　和雄	 PROFILE P.38～

	 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／10:40～12:10
２月 20日 マネジメントの本質
３月 6日 目標設定の方法
 20日 コントロールの回し方

受講料 9,900円（全3回）

マネジメントをどのように行うかについて、多くの人が知っているようで、
本当はどうすれば良いかがよく分かっていないことが多いのではないか
と思います。放任でもなく、過干渉でもなく適切にメンバーをマネジメン
トするためには、効果的なツールと技法を使用することが重要です。各メ
ンバーが明確な目標をもって楽しく仕事に取り組んでもらうことが出来
れば、組織は元気になり発展していきます。本講座では、マネジメントの
基本をしっかり学ぶことで、組織のメンバー全員が自主的に組織に貢献し
て楽しんで仕事をしてもらうことが出来るようになることを目指します。

P.28 059「不動産投資を正しく理解しましょう！」の講座もぜひご覧
ください。Zoom講座

顧客の心をつかむ
プレゼンとは？
～マーケティングの視点と

ロジカルシンキングの重要性～

皆さんは、人前でのプレゼンは得意ですか？ この質問をするとほとん
どの方がＮＯと答えます。本講座では、顧客の心をつかむプレゼンに必
要な考え方とスキルを習得します。プレゼンは、ビジネスシーンのみな
らず日常生活のあらゆるシーンにおいても頻繁に使われます。本講座
終了後には、皆さんがプレゼンの基本を理解し、顧客の心をつかむプレ
ゼンのヒントをつかんでいただけることでしょう。

	 講 師 	奥田　美都子	 PROFILE P.38～

厚労省所管　港湾職業能力開発短期
大学校横浜校特任教授

日 程 3月13日　日曜日／10:40～16:30
① プレゼンとは？ その基本と重要性。
② マーケティングの視点とロジカルシンキング。
③ 話すスキルのポイントとミニ演習。

受講料 9,900円（1日	全3回）

講座番号�032 土曜 日曜 午前
午後

Zoom講座

人間関係を円滑に
するテクニック
～自己理解から他者理解を深めよう～

パワハラ、セクハラ、モラハラなどハラスメントが問題になっています。
自分としては、相手のためと思って注意したつもりでも、結果的に相手
を傷つけたり、不快な思いをさせたりした経験はないですか？自分が
良かれと思って発した言動は、必ずしも相手にとって良いと受け止め
られるとは限りません。本講座では、まずは自己理解を深め、自分が作
り出している空気に気づくことによって、他者理解も深め、人間関係を
円滑にし、信頼関係構築のヒントをつかんでいただきます。

	 講 師 	奥田　美都子	 PROFILE P.38～

厚労省所管　港湾職業能力開発短期
大学校横浜校特任教授

日 程 3月26日　土曜日／10:40～16:30
① コミュニケーションの基本と重要性
② あなたは、どんな人間ですか？
 ペアワークを通じて、自己理解を深めましょう！
③ 自分軸から他人軸への転換テクニック
 受信能力をアップして部下のモチベーションをアップ！

（ミニ演習付き）

受講料 9,900円（1日	全3回）

講座番号�033 土曜 日曜 午前
午後

Zoom講座
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講座番号�034 土曜 日曜 午後
午前

法律や契約書の
読み方、教えます！
条文の読み方にはコツがあります

ネット通販やウェブ契約が一般人にとって当たり前となっている今日、小
さな字でびっしりと書かれた契約書や約款などが添付されており、そこに
は大事なことが書かれてありますが、普通の人にとってはとっつきにくく、
大抵は読み飛ばしてしまうでしょう。本講座では、法令用語の「又は」と

「若しくは」の違い、「その他」と「その他の」の違いなど、コラム的に興味深
い話をしながら、条文読解のコツをやさしく伝授します。契約書や約款等
が読めたり書けたりするようになれば、ビジネスにも非常に有益ですよ！

	 講 師 	櫟
ひら

原
はら

　利明	 PROFILE P.38～

	 元	参議院法制局第四部長
日 程 日曜日／10:40～12:10

2月 20日 法令のあらまし・目からうろこの法律トリビア
3月 6日 いろいろな法令用語
 20日 条文読解の実践

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

人間始皇帝
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.●●～

	 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�000 土曜 日曜 午前
午後

鶴間和幸先生の「人間始皇帝」はこの冬期はお休みです。来
年3月からの「兵馬俑と古代中国～秦漢文明の遺産」展のご準備や、中国
へのご出張のためです。来年4月以降これらをテーマにした講座を実施
していただく予定です。お楽しみに。

世界をみる
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大江戸
浮世絵散歩

細密な彫、摺で海外からの評価も高い浮世絵版画。江戸庶民文化の華と
も称され、その主題には当時の社会や人々の暮らしが色濃く反映され
ており、中には愛らしい猫や犬が登場する作品も多くみられます。本講
座では「江戸の猫と犬」をテーマに、現代とは異なる江戸時代のペット
事情について紹介していきます。今回もオンライン講座となりますが、
現代から時空を超えて、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.38～

	 神奈川大学准教授
日 程 2月18日　金曜日／10:40～14:30

① 10：40～12：10
 歌川国芳の描いた猫―鼠除けから化け猫まで
② 13：00～14：30
 江戸の犬―愛玩犬から伊勢参りをする犬まで

受講料 6,600円（1日	全2回）
Zoom講座

講座番号�036 金曜 午前 午後

3回でわかる 
曼荼羅入門講座

古代インドでは、さまざまな目的のために神仏を招いて祈る壇を築き
ました。これが曼荼羅の始まりです。初期には招かれる神仏の数も少
なく、形も素朴でした。しかし次第に成仏を目的として大量の神仏を招
く、複雑な構造へと発展しました。この講座では初期の曼荼羅で基本を
理解し、更に仏になるための曼荼羅について解説します。

	 講 師 	吉田　典代	 PROFILE P.38～

	 学習院大学講師
日 程 水曜日／10:40～12:10

2月 16日 初期の曼荼羅
3月 2日 仏になるための曼荼羅 ①胎蔵界曼荼羅
 16日 仏になるための曼荼羅 ②金剛界曼荼羅

受講料 9,900円（全3回）
Zoom講座

講座番号�037 水曜 午前 午後

冬の平日講座

江戸時代の御所で
起きた大騒動
－安永の御所騒動－

江戸時代の朝廷の各御所には、財政をはじめとした種々の実務を担う
「口向」という部署がありました。江戸時代の中ごろに、この口向に勤仕
する役人「口向役人」の不正（帳簿の不正操作など）を幕府が摘発しまし
た。死罪や遠島など、重科を含むさまざまな処罰が多数の口向役人に下
され、さらに種々の御用達商人も罰せられるなど、おおきな騒動となりま
した。三田村鳶魚なども取り上げたこの事件（安永の御所騒動あるいは
口向役人不正事件）について、一次史料から考えていきたいと思います。

	 講 師 	佐藤　雄介	 PROFILE P.38～

	 学習院大学准教授
日 程 月曜日／10:40～12:10

2月 28日 騒動の始まり　－口向と御用達商人－
3月 7日 「芋大明神」中井清太夫と騒動の経過
 14日 騒動の終焉とその後　－騒動の歴史的意義－

受講料 9,900円（全3回）
Zoom講座

講座番号�035 月曜 午前 午後
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天皇をはじめとする
名筆の鑑賞

わが国には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や歴史上の著名人の書を取り上げ、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ていただくこと
を目指します。併せて資料に関連する事柄の解説も行うことで書跡全
般への理解も深め、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.38～

	 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
2月 15日 天皇、皇族の書を鑑賞する
3月 1日 公家、武家、文人、僧侶の書を鑑賞する

受講料 6,600円（全2回）

Zoom講座

講座番号�039 火曜 午前 午後

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.38～

	 フリーライター
	 漢和辞典編集者

日 程 月曜日／10:40～12:10
2月 14日 飲食にまつわる四字熟語――箪食瓢飲ほか
 28日 夢にまつわる四字熟語——蝴蝶之夢ほか
3月 14日 努力にまつわる四字熟語――粉骨砕身ほか

受講料 9,900円（全3回）
Zoom講座

P.10 008「おとなのための漢字学習」
の講座もぜひご覧ください。

『史記』の
歴史風景学Ⅱ
～古代中国バーチャル旅行へようこそ

漢の司馬遷が編集した『史記』には今の私達が知っている故事成語や四字熟
語のもとになったお話がたくさん書かれています。その話の舞台はどんな風
景で、その地理環境は歴史の事件にどんな影響を与えたのでしょうか。また、
そこから発掘された考古遺物は何を語ってくれるのでしようか。今期は、「太
公望」（殷周時代）「鶏口牛後」（戦国時代）「背水の陣」（楚漢戦争）の故事成語
をテーマに、衛星写真を見ながら、それぞれの現場を旅しているかのように
お話します。海外旅行に行きたいけど、行けない、今にぴったりの講座です。

	 講 師 	村松　弘一	 PROFILE P.38～

	 淑徳大学教授
	 元学習院大学教授

日 程 月・火・水曜日／10:40～12:10
3月 14日 「太公望」～呂尚はどこで釣りをしていたのか？
 15日 「鶏口牛後」～蘇秦は世界をどう見ていたのか?
 16日 「背水の陣」～韓信決死の戦いの舞台は?

受講料 9,900円（全3回）
Zoom講座

講座番号�040 午前 午後月・火・水曜
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はじめての
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・ブ
ラームスの素顔に迫ります。楽器紹介や奏者による短い曲の生演奏、後
日談・解説をあわせた収録コンサートの鑑賞（ブラームス：交響曲第1
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。各回
で予定している生演奏は東京交響楽団の奏者がお届けします。

	 講 師 	佐藤　雄己	 PROFILE P.38～

	 （公財）東京交響楽団
日 程 月曜日／10:40～12:10

3月 7日 オーケストラ入門
  ～生演奏から事務方のアートマネジメント～
 28日 変わり者と呼ばれた音楽家・ブラームスと交響曲第1番

受講料 6,600円（全2回）
注意事項 使用テキストの無断転載等は固くお断りいたします。Zoom講座

講座番号�041 月曜 午前 午後

イタリア
食文化の旅
料理書探訪

「イタリア料理というものは存在しない」と言われるほどに、ひとつに
はくくれない地域性豊かな郷土料理のある国、イタリア。オンライン講
義の今回は少し趣向を変えて、イタリアで買い集めた古今の料理書か
らイタリア食文化を探訪します。ローマ時代の古典料理、中世、ルネッ
サンスの味から現代の人気料理書まで。珍しいレシピも発掘・翻訳して
ご紹介します。

	 講 師 	中野　美季	 PROFILE P.38～

	 学習院女子大学講師
日 程 水曜日／13:00～14:30

3月 9日・16日

受講料 6,600円（全2回）

Zoom講座

講座番号�043 水曜 午前 午後

New Lecture
New Lecture

フードコンシャスネス教育は、これまでの食教育と異なります。食（フード）
を積極的に意識する（コンシャスネス）という新たな視座に基づいて構築さ
れたのがフードコンシャスネス教育です。「食べるもの」「食べること」「食べ
かた」を感じ、考えることで、子ども達から大人まですべての人に食に対す
る五感を耕し、こころを育み、生きる力、考える力、文化や未来を創造する力
を育む教育です。その特徴は正解を求めない教育、価値観を押しつけない教
育です。つまり自らの五感を研ぎ澄まし、それらをフルに活用して感じ、考
える、学ぶ人の主体性を尊重した教育です。五感を使ったアクティビティを
実践し、探求型の体験学習を体感します。その結果、食べるもの、食べるこ
と、食べかたを理解し、当たり前の日常に感謝するようになるでしょう。

	 講 師 	品川　明	 PROFILE P.38～

	 学習院女子大学教授

日 程 月曜日／10:40～12:10
2月 7日 食べるものとは何か？ 感性を育てる～五感の役割を自覚する
 14日 味わうことと味を感じるわけ～基本味と日本の味
 21日 おいしさとは？ ～自分の嗜好性と他者の嗜好性
受講料 9,900円（全3回）	＋	教材費	500円

（受講料と一緒に徴収いたします。）
受講定員 20名Zoom講座

講座番号�042 月曜 午前 午後

フードコンシャスネス
（味わい）教育の実践

感じるとおいしくなる魔法
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P.31 066「韓国語 超入門3」の講座も
ぜひご覧ください。

超入門だけど、
韓国語で会話できます！
とにかく会話を楽しみましょう

（マンソナ　パンガウォヨ）！ やっとの思いで韓国語
で一言、言えたものの、返ってくる韓国語が聞き取れなくて、もどかし
い経験をなさっていた方、今の韓国語会話力を少しでもレベルアップ
していきませんか？
１．短い会話でも実践のように、楽しく相手と会話ができる学習をします。
２．会話のための必要な文法、語彙なども取り入れていきます。
３．日本と韓国の文化の違いなどを取り上げ、会話を楽しみましょう。

	 講 師 	魏　聖銓	 PROFILE P.38～
	 ウィー・ソンジュン

	 学習院大学講師

日 程 火曜日／15:00～16:30
3月 1日 楽しく韓国語で会話ができるコツについて
 8日 ドラマのセリフやK-POPの歌詞も会話に応用できる。
 15日 文法を味方につけると会話はパワーアップ！

受講料 9,900円（全3回）Zoom講座

講座番号�046 火曜 午前 午後

New Lecture
New Lecture

大人のための
プログラミング講座
－なぜプログラミングの授業が必要か－

2020年度から小学校で必修化されたプログラミング教育。最近では大
学入試にも導入されたりと、目につく機会が増えています。この講座で
は、どうして小学校でプログラミングをやるのか、実際にどんな授業が
行われているのかについて紹介し、さらにプログラミングが持つ創造
的な側面に注目した新しい学びの形を探求していきます。コンピュー
タを使った学びや教育に興味のある方のご参加をお待ちしております。

	 講 師 	宮島　衣瑛	 PROFILE P.38～

	 （株）Innovation	Power
	 代表取締役社長

	受講定員 	25名

日 程 3月28日　月曜日／10:40～12:10

受講料 3,300円（1回）
注意事項 ＊こちらの講座は、子ども達に「プログラミング」を学ばせたい 

保護者の方のための講座です。
＊複数受講割引対象外講座

Zoom講座

講座番号�045 月曜 午前 午後

プログラミングで
ゲームを作ろう
3日かけて自分だけのゲームを作り込もう

皆さんが普段遊んでいるゲームは、コンピュータ・プログラミングに
よって作られています。今回は、アメリカのマサチューセッツ工科大学
が開発した教育用プログラミングツール・Scratchを使って、３日間か
けて自分だけのオリジナルゲームを作ります。プログラミングやコン
ピュータ・ゲームが好きな方におすすめです。ゲームを「遊ぶ」だけでな
く「作る」人になりましょう！

	 講 師 	宮島　衣瑛	 PROFILE P.38～

	 （株）Innovation	Power
	 代表取締役社長

	受講定員 	25名

日 程 月・火・水曜日／13:00～14:30
3月 28日（月）① ：イントロダクション ゲーム制作①
 29日（火）② ：ゲーム制作2
 30日（水）③ ：ゲーム制作3、発表会

受講料 4,950円（全3回）
注意事項 ＊PCの基本操作ができる小学生（3年生以上）を対象。

＊お申込みは保護者の方のお名前（お子様のお名前、学年をお教え
ください）でお願いします。

＊複数受講割引対象外講座Zoom講座

講座番号�044 月・火・水曜 午前 午後

ノートパソコンをご用意ください。
事前にGoogle ChromeまたはMicrosoft Edgeのインストールをお願いします。

子ども体験講座
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自分を見つめる

上手くいかない会話の 
パターンから抜け出す術
なぜ私たちは「心理ゲーム」を 
したがるのか？

「心理ゲーム」とは、日常生活の中で繰り返して起こる、人間関係にまつ
わるトラブルのことです。いつも言い争いになる家族や不快な気分に
なる人がいるとすれば、その会話の中ではゲームが行われているのか
もしれません。どうしてイヤなパターンになるのでしょうか？そして、
そこから抜け出すためにはどうすればよいのでしょうか？この講座で
は、身近な会話の事例を通して、そこに潜んでいるパターンに気付き、
気持ちのよい会話をするためのヒントを学んでいきます。

	 講 師 	内海　仲子	 PROFILE P.39～

	 シニア産業カウンセラー
日 程 日曜日／13:00～14:30

2月 13日 ゲームに見るこんなやりとり
 27日 人はなぜゲームをしたがるのか
3月 13日 ゲームをやめるための上手い方法

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�049 土曜 日曜 午前
午後

自己を知る
－自己認知の心理学－

自分はどのような人間なのか、どんな可能性をもっているのか…。本当
の自分を知りたいという思いは、人間にとってたいへん重要なものの
ように思えます。現状に満足できず、「自分探し」の試みを繰り返す人
もいます。自己を知るのは、案外難しい課題なのかもしれません。私た
ちはどうすれば、自己を適切に理解することができるのでしょうか？  
心理学の研究から得られた知見をもとに、考えてみたいと思います。

	 講 師 	外山　みどり	 PROFILE P.39～

	 学習院大学名誉教授
日 程 土曜日／13:00～14:30

3月 5日 自己の特殊性－自己認知・自己評価・自己像
 26日 自己認知のプロセスとその問題点

受講料 6,600円（全2回）

Zoom講座

講座番号�047 土曜 日曜 午前
午後

New Lecture
New Lecture

子育て学入門
低学年までに 
親がしておきたいこと

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。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，小学校に入るまで，そして低学年のお子様
に親としてできることを，語彙力の獲得，自主性や創造性育成の観点か
ら迫ります。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.39～

	 学習院初等科長

	 講 師 	石川　恵子	
	 元学習院初等科教頭
	 学習院名誉教授

日 程 土曜日／13:00～14:30
2月 19日 自主性と躾 （大澤隆之）
 26日 子どもの語彙を豊かにするには （石川恵子）
3月 5日 創造性を育てる （大澤隆之）

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
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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。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や手法が身につきま
す。マインドフルネスを初めて学ぶ方だけでなく、改めて学んでみたい
方にもおすすめです。

	 講 師 	野村　里奈	 PROFILE P.39～

	 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
2月 13日 マインドフルネスの基本的な考え方と代表的な効果
 27日 心が迷走することで疲れた脳の休息方法
3月 13日 自分も他者も幸せを感じるセルフ・コンパッション

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�050 土曜 日曜 午前
午後

新しい講座（講師）をご紹介します。

品川先生の本年の夏講座では、「生き物の解剖シリーズ①　煮干しの解剖」と題
した小学生向けの大変ユニークな講座を実施いただき、大変好評でした。
かつての生涯学習センターの時には「美味しいとは何か？」「五感で食べ物を
感じてみましょう！」といった講座も。
今回は、10年ぶりの講座になります。お楽しみに。

フードコンシャスネス（味わい）教育の実践　
感じるとおいしくなる魔法

講座番号

042 P.22参照Zoom講座

New Lecture
New Lecture

品川	明（しながわ・あきら）
学習院女子大学教授

品川先生の
プロフィールは、
P.39の「講師紹介」を
ご覧ください。
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暮らしを豊かに

講座番号�053 土曜 日曜 午前
午後

紅茶の魅力
国産紅茶を味わい楽しむために

国産紅茶を飲んだことがありますか？ 外国産というイメージがある
紅茶ですが、最近は日本各地で生産者が増え、「和紅茶」「地紅茶」など
と呼ばれて国内はもとより海外からも注目されつつあります。身近な
国産紅茶の魅力を発見してもっと気軽に味わってみてはいかがでしょ
う。第3回はご希望の方に講師がセレクトした国産紅茶とお菓子をお
届けします。ご自宅で紅茶を淹れて産地情報を観ながらアフタヌーン
ティーをお楽しみ下さい。

	 講 師 	太田　ますみ	 PROFILE P.40～

	 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
2月 20日 紅茶に繋がる日本の喫茶文化
3月 6日 国産紅茶について知る
 27日 和紅茶を淹れて味わうアフタヌーンティー

受講料 9,900円（全3回）
注意事項 第3回の国産紅茶とアフタヌーンティーセットをご希望の方は、洋

菓子専門店ラスルセス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�052 土曜 日曜 午前
午後

大名茶人・小堀遠州の
旅日記を読む
気軽に茶の湯“楽”～旅を楽しむ～

コロナウイルスの感染拡大により、気軽な旅行もままならない状態が
続き、「旅」という非日常の時間が、日々の生活や私たちそのものに、心
の潤いと活力を与えてくれるものなのだと、改めて深く考えさせられ
た気がしました。今年はそんな想いから、遠州流茶道の流祖・小堀遠州
が記した「東海道旅日記」をご紹介します。今とは移動手段も時間も全
く異なる「旅」に思いを馳せながら、茶の湯に関わる話も交えつつ読み
進めて行きたいと思います。

	 講 師 	神保　宗揣	 PROFILE P.40～

	 遠州流茶道教授
日 程 3月13日　日曜日／13:00～14:30

「東海道旅日記」とは？
数日かけて進む道中の景色や出来事が、歌と共に記されています。

受講料 3,300円（1回）
注意事項 複数受講割引対象外講座

Zoom講座

講座番号�051 土曜 日曜 午前
午後

Zoom講座

冠婚葬祭の 
日本文化とその作法
～儀礼のなぜ？ なに？  
　どうして？ どうやるの？～

日本の礼法はあらゆる存在に敬意を示し、大切に思う心を形などに表
す営みです。その「ひとつの完成形」が冠婚葬祭の儀式と作法といえる
でしょう。本講座では日本の冠婚葬祭について、その由来と意義、そし
て正式なマナーを具体的に楽しく学びます。

	 講 師 	柴崎　直人	 PROFILE P.40～

	 小笠原流礼法総師範
	 岐阜大学大学院准教授

日 程 土曜日／10:40～12:10
2月 12日 日本文化と冠婚葬祭＆冠のマナー
 19日 婚のマナー
3月 19日 葬のマナー
 26日 祭のマナー

受講料 13,200円（全4回）
注意事項 冬期講座のため礼状許状申請に要する履歴講座数に加算されない

ことをご了解ください。

冬期は講座時間を変更しています。ご注意ください。
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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.40～

	 ファイナンシャルプランナー
日 程 日曜日／10:40～12:10

2月 13日 コロナ後の株式投資
3月 13日 戦略練り直しの実践研究

受講料 6,600円（全2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�054 土曜 日曜 午前
午後

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.40～

	 ファイナンシャルプランナー

日 程 土曜日／13:00～14:30
2月 19日 新しい芽生えの業界
3月 26日 大化けの事例

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�055 土曜 日曜 午前
午後

	 講 師 	坂田　善種	 PROFILE P.40～

	 ファイナンシャルプランナー

坂田先生からの
メッセージQR
コードです。

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。

日 程 2月26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　50年連続増配の会社
５　ｖ字回復業界
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�056 土曜 日曜 午前
午後
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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、幅広い受講生を対照にした講座です。
初回は、植物画の基本的な画材や技法をご紹介いたします。2回目には
歴史の中の植物画家に焦点を当て、植物のテーマや作品の構図など、現
代私たちが制作するヒントを探っていきます。3回目には具体的な展覧
会等を取り上げ、現代の植物画の傾向などをご紹介いたします。

	 講 師 	池田　真理子	 PROFILE P.40～

	 画家、芸術学博士
日 程 日曜日／13:00～14:30

2月 6日 画材と技法
 27日 過去の作家から学ぶ
3月 20日 現代植物画から学ぶ

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�057 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.40～

	 画家、芸術学博士
日 程 2月13日（日）～2月19日（土）

上記期間にいつでもご受講（45分）いただけます。

受講料 1,650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
とパスコードをお送りします。

＊2021年夏・秋期に開催された講座と同じものです。

講座番号�058 日～土曜 午前
午後

オンデマンド講座

不動産投資を
正しく理解しましょう！
失敗しない不動産投資のポイント

「不動産投資」という言葉はよく耳にすると思いますが、「不動産投資っ
て、どうやるの？」「不動産投資って、危ないのでは？」という方が多い
のではないでしょうか。不動産投資は業者の言うことを信じて失敗し
ている人もいます。しかし、正しく行うと非常に安全かつ有効な投資に
なりますので、本講座で一度正しく学んでみませんか。その仕組みやリ
スクをわかりやすく解説いたします。将来設計のために正しい不動産
投資のやり方を一緒に学びましょう。

	 講 師 	落合　和雄	 PROFILE P.40～

	 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
２月 20日 不動産投資の魅力
３月 6日 物件の探し方
 20日 不動産投資計画の立て方

受講料 9,900円（全3回）

講座番号�059 土曜 日曜 午後
午前

P.18 031「リーダーのためのマネジメントの基礎」の講座もぜひご覧
ください。Zoom講座
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外国語を楽しむ、外国語を学ぶ

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.40～
日 程 土曜日／13:00～14:30

2月 12日・19日・26日
3月 5日・12日・19日

受講料 19,800円（全6回）

Zoom講座

講座番号�060 土曜 日曜 午前
午後

講座番号�061 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。最先端の政治・経済、教育、科学技術等を題材とする

「本講座」は、ガイド通訳、逐次通訳、オンライン通訳の訓練にも有効です。

	 講 師 	井上　美則	 PROFILE P.40～

	 LLI井上語学研究所	所長
日 程 土曜日／15:00～16:30

2月 26日 公衆衛生（COVID-19ワクチン／治療薬）
3月 12日 国際政治（字面訳と脈絡訳）

受講料 6,600円（全2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

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.40～

	 学習院大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

2月 19日・26日
3月 5日

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号�062 土曜 日曜 午前
午後
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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.40～
	 サリー・バタン

	 学習院大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
1月 29日
2月 5日・19日・26日

受講料 13,200円（全4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�064 土曜 日曜 午前
午後

やさしいやさしい
イタリア語会話初級
Terra di confine, Friuli Venezia 
Giulia（詩人と作家が愛した州旅）

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。今期は主に東イタリアにあるフリウー
リ－ヴェネツィア・ジュリア州について学びます。DVDとCDを使い、 
この小さな州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、イタリア語を春・秋・冬
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.40～

日 程 日曜日／10:40～12:10
2月 13日 トリエステの観光名所を紹介する
 20日 ミラマーレ城を訪れる
 27日 アクイレイアのモザイクを紹介する
3月 6日 アクイレイアに残っているローマ帝国の遺跡
 13日 不思議な街パルマノーヴァ
 20日 伝統的料理を紹介する
 27日 チヴィダーレ・デル・フリウーリ、タイムスリップの旅

受講料 23,100円（全7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�063 土曜 日曜 午前
午後

トライアル無料講座（30分）
1月30日（日）10:40～11:10

講座番号

T01

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.40～
	 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 日曜日／10:40～12:10
2月 27日
3月 13日・27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

講座番号�065 土曜 日曜 午前
午後
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韓国語　超入門3
楽しい韓国語への一歩

講座番号�066 土曜 日曜 午前
午後

P.23 046「超入門だけど、韓国語で会話 
できます！」の講座もぜひご覧ください。

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回のペースで学ぶ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」です。また、
今回からの受講お申し込みでも大丈夫です。

日 程 土曜日／17:00～18:30
2月 12日 ハングルの読み書きのコツについて
 19日 こうすればうまく発音できますよ。（平音・濃音・激音について）
 26日 文字が読めたら、会話に使える「へヨ体」を練習しましょう。
3月 12日 会話がうまくなるコツについて解説します。へヨ体の練習2回目
 19日 会話がうまくなるためにはボキャブラリーを増やしましょう。
 26日 最後は皆さんと韓国語でビンゴゲーム！
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）

	 講 師 	魏　聖銓	 PROFILE P.40～
	 ウィー・ソンジュン

	 学習院大学講師

Zoom講座

水谷先生の講座のジャンルを変更しています。
この冬講座では、水谷利美先生の講座「キリスト教音楽を楽しむ」は【世界をみる】のジャンルに掲載されていま
す。詳しくは16頁をご覧ください。

今まで「アラブ・イスラーム文化を知る」の講座を実施いただいていたアビー
ル先生の講座が、今期から新しくなりました。講座の内容は、14頁に掲載され
ていますが、各回のテーマの詳細を下記にご紹介します。

 (2/20) 「アスマハーン～海で生まれて海で死んだ姫」
原節子似のアラブ版李香蘭のような人。ドゥルーズ派のシリア人お姫様がなぜ映
画、歌などに活躍し、エジプト映画黄金期の銀幕のスターになったのか。3人の夫、
スパイ容疑、謎の死を遂げるまで。

 (3/6) 「ナーズリー王妃～恋多きエジプト王太后」
負けん気の強い自由奔放なエジプト王妃の波乱万丈の人生と男性遍歴。アラブ版
斜陽族。晩年スンニ派イスラム教からキリスト教に改宗したと伝えられている。

 (3/20) 「ファウズィーヤ王女～薄幸の美女」
イラン最後の王（のちに皇帝）パーレビ国王と政略結婚させられたエジプト王女。
ドゴールやチャーチルが日記に綴ったほどの絶世の美女。衝撃の離婚劇とその後。

第1回

第2回

第3回

アビール・アル・サマライ
（日本名：川上かおり）

学習院大学講師、ハット研究所所長

アビール・アル・サマライ
先生のプロフィールは、
P.37の「講師紹介」を
ご覧ください。

歴史に名を残すアラブの女性達　
波乱万丈の人生を歩んだ3人の女性を通して知る中東の社会・政治・歴史

講座番号

021 P.14参照Zoom講座

新しい講座をご紹介します。New Lecture
New Lecture

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
イタリア語会話初級 1月30日（日） 10:40～11:10

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。

トライアル（イタリア語）無料講座 （30分）講座番号�T01
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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。

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

067 TOEIC®L&R500点達成WEB講座
2月2日（水） 13:00～13:30 836 1706 4975

832 9175 5287
276467
1828902月7日（月） 17:00～17:30

068 TOEIC®L&R600～700点達成 WEB講座
2月1日（火）

13:00～13:30 931 9652 9059 sakura
2月3日（木）

069
071
073

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

12月8日（水）

12:20～12:50
17:00～17:30

953 5763 2827 6A1PQk

1月11日（火）

070
072
074

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

12月8日（水）

1月11日（火）

2月7日（月）

075
077

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

12月9日（木）

1月12日（水）

076
078

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

12月9日（木）

1月12日（水）

2月8日（火）

079 ITパスポート資格取得対策WEB講座

12月10日（金）

1月13日（木）

2月9日（水）

キャリアアップ・スキルアップWEB講座ガイダンス一覧
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

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。今回の冬講座も、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。

■ 冬期講座ガイダンス動画一覧 & QRコード
講座番号 講　　座　　名 QRコード

068 TOEIC®L&R600～700点達成WEB講座

069～074 MOS資格取得対策WEB講座（【Word】【Excel】【PowerPoint】）

075・076 MOS資格取得対策WEB講座（【Excelエキスパート】）

077・078 ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策WEB講座

079 ITパスポート資格取得対策WEB講座
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キャリアアップ・スキルアップ講座（ 067～ 079）は、複数受講割引対象外講座です。

冬期集中
TOEIC®L&R
600～700点達成
WEB講座

TOEIC®のスコアアップは、受講者の皆様の努力と講師の指導力、教材
の質、そしてカリキュラムのコラボレーションで達成できます。本講座
は、パート別のポイント、着眼点、解答方法を確実に理解した上で、演
習を重ねていきます。正しい知識と戦術を理解し、講座の中で取り組
む演習の「型」を自分自身のものにできるように復習を積み上げましょ
う。毎回PowerPointによる解説と実際の演習を織り交ぜながら要点
の確認を行います。講師が教室で板書するスタイルではなく、画面上に
解説やポイントを表示しながら進めるので、学習密度はかなり高まり
ます。質問事項にもしっかりとお答えいたしますので、安心してご受講
ください。

【対象：TOEIC®500点～650点（英検準1級）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 月～金曜日／13:15～16:15
（全7回＋TOEIC®L&R	IPテスト（オンライン））
２月 14日・15日・16日・17日・18日・21日・22日

受講料 36,300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。
 2022年2月22日～3月1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）

講座番号�068 午後月～金曜

講座ガイダンス
P.32参照

ZOOM講座

講座ガイダンス
P.32参照

講座番号�067 午後月～金曜

冬期集中
TOEIC®L&R 
500点達成WEB講座

TOEIC®専門講師が「公式問題集」を使って、TOEIC®の具体的な解
法のコツやスコアアップに必要なスキルを解説します。聴講型の講
義ではなく、ワーク中心の参加型の内容となりますので、能動的に
TOEIC®を学ぶことができます。TOEIC®を初めて受験される方や
TOEIC®を今後就活に役立てたい方におすすめの入門講座です。

【対象：TOEIC®400点～500点（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 月～金曜日／13:00～16:00
（全5回＋TOEIC®L&R	IPテスト（オンライン））

２月 14日・15日・16日・17日・18日

受講料 28,600円
テキスト 「公式TOEIC®	Listening	&	Reading問題集8」

（ISBN 978-4-906033-63-8）
※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。
 2022年2月19日～25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
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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
 069 ～ 074  本学・他大学 8,580円／一般 10,780円
 075  076  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

069～076 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

〈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。

〈本学在学生【Word】無料〉学習院さくらアカデミーでは、本学在学生の学習・研究活動を支援する趣旨に沿い、MOS講座
の「Word」を無料で開設いたします。

日 程 　　  【Ａ日程】
2月1日（火）～2月14日（月）
　　  【Ｂ日程】
2月15日（火）～2月28日（月）
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
　	無	料　:本学在学生
※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。

069

070

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3月14日（月）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

069・070

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。

MOS資格取得対策WEB講座【Word】 A・B日程
（Word365&2019）

日 程 　　　　  【Ａ日程】
2月1日（火）～2月14日（月）
　　　　  【Ｂ日程】
2月15日（火）～2月28日（月）
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:本学在学生
※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。

071・073

072・074

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3月14日（月）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。

講座番号

071・072
講座番号

073・074

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

MOS資格取得対策WEB講座【PowerPoint】 A・B日程
（PowerPoint365&2019）
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受講料 48,000円:一般
43,000円:他大学在学生
38,000円:本学在学生
※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 2月14日（月）～3月20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。

＊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

079
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

ITパスポート資格取得対策WEB講座

受講料 46,000円:一般
38,000円:他大学在学生
33,000円:本学在学生
※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】
2月1日（火）～2月14日（月）
　　  【Ｂ日程】
2月15日（火）～2月28日（月）
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3月14日（月）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。

077

078

オンデマンド講座

講座番号

077・078
「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

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）

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3月14日（月）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

日 程 　　  【Ａ日程】 2月1日（火）～2月14日（月）
　　  【Ｂ日程】 2月15日（火）～2月28日（月）
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:本学在学生
※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。

075

076

講座番号

075・076
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。

MOS資格取得対策WEB講座
【Excelエキスパート】 A・B日程（Excel365&2019）
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日本を知る P.8～

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。

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。

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）。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。
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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.13～

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。

アビール・アル・サマライ（日本名：川上かおり）
（学習院大学講師・ハット研究所所長）
1966年イラク人の父、日本人の母のもとバグダッドに
生まれる。幼少時、東京で暮らし、1988年バグダッドの
テクノロジー大学コンピューターサイエンス学部卒業。
湾岸戦争後の1991年末に来日。イラク戦争を機に「イ
ラク方言講座」を開催、2007年アラブ・イスラム諸国言
語文化専門シンクタンク「ハット研究所」を設立。現地
情勢や中東メディア報道研究、イスラムや中東問題の勉
強会、ハラルやムスリム対応のビジネス・コンサルティ
ングなど。NHKアラビア語ラジオ講座出演中。

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。

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）
1996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）。

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。

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。

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。

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/
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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）。

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。

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。

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。

横田　祐美子�（よこた・ゆみこ）
（立命館大学助教）
2019年3月立命館大学大学院文学研究科人文学専攻哲
学専修博士後期課程修了。博士（文学）。日本学術振興
会特別研究員DC、立命館大学衣笠総合研究機構専門研
究員を経て、現在は同研究機構助教。専門は現代フラン
ス哲学で、とりわけジョルジュ・バタイユ思想の哲学的
考察を行っている。また近年はフレンチ・フェミニズム
の研究にも取り組んでいる。著書『脱ぎ去りの思考――
バタイユにおける思考のエロティシズム』（人文書院、
2020年）、論文「「女性的に書く」とはいかなる身振りか
――イリガライの差異の哲学にもとづいて」（『立命館言
語文化研究』第32巻3号所収、立命館大学国際言語文化
研究所、2020年）など。

アカデミー塾 P.18～

奥田　美都子�（おくだ・みつこ）
（厚労省所管	港湾職業能力開発短期大学校横浜校特任教授）
慶応義塾大学卒（村田昭治名誉教授マーケティング研究
会）、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士
課程（花田光世名誉教授･キャリア教育）修了。専門領域
がマーケティングから今はキャリア教育・職業教育にシ
フトしている。企業研修ではご要望に寄り添い、社員定
着、モチベーション向上、コミュニケーション力アップ、
顧客満足、プレゼンテーション力アップ、リーダーシッ
プ、貿易実務等幅広く実施。伊勢丹、国際機関、外資系企
業２社のマネジメントを経験し、現在所属の独立行政法
人高齢・障害・求職者支援機構入構。厚生労働省主催の
全国論文コンクールで雇用・能力開発機構理事長賞を受
賞。職業訓練指導員、国家資格キャリアコンサルティン
グ技能士2級。学習院大学・武蔵野大学非常勤講師。

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。

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。

冬の平日講座 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

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。
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佐藤　雄介�（さとう・ゆうすけ）
（学習院大学准教授）
2005年東京大学文学部卒業。2011年東京大学大学院
人文社会系研究科日本文化研究専攻博士課程単位取得
退学。同年東京大学史料編纂所助教。2018年学習院大
学文学部准教授。専攻は日本近世史。とくに政治史、天
皇・朝廷研究、財政史などを中心に研究している。著書:
『近世の朝廷財政と江戸幕府』（東京大学出版会、2016
年）、おもな論文・エッセイなど:「上方譜代大名松平忠房
と寛文期御所造営」（木村直樹・牧原成征編『十七世紀日
本の秩序形成』吉川弘文館、2018年）、「近世中後期の武
家伝奏の活動と幕府役人観」（日本史料研究会監修	神田
裕理編著『伝奏と呼ばれた人々』ミネルヴァ書房、2017
年）、「財政から考える江戸幕府と天皇」（東京大学史料編
纂所編『日本史の森をゆく』中央公論社、2014年）など。

品川　明�（しながわ・あきら）
（学習院女子大学教授）
東京大学大学院農学系研究科修了。農学博士。専門分
野：フードコンシャスネス（味わい）教育、環境教育、体
験学習、水圏生物化学・生理生態学、日本やアジアの食
文化を支える魚介類や魚醤などのうま味成分につい
て研究。また、食（生き物）を通じた人と生物と環境と
の繋がりを研究し、その事実や発見を食教育に応用す
る教育手法を研究。食を通した子ども達の非認知能力
を育む食教育を実践している。学習院女子大学環境教
育センター所長、一般社団法人	フードコンシャスネス
研究所所長、学びの創造塾理事長。主な著書『食生活
を考える』（アイ・ケイ・コーポレーション）、『健康と味
覚』（日本CI協会）、『Food	Consciousness:Japanese	
Food	Education』（Japan	Uncovered．Gakushuin	
Women`s	College）、『アサリと流域圏環境』（恒星社厚
生閣）、『生活紀行～しじみの話』（学習院新書）など。

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）。

中野　美季�（なかの・みき）
（学習院女子大学講師）
上智大学卒業。イタリア食科学大学大学院修士課程修
了。東京大学大学院博士後期課程修了。博士（国際協力
学）。出版社勤務を経て’97年～’09年イタリア滞在。フ
リーランスライターとしてイタリアの食文化、味覚教
育、伝統食品を取材。著書「味覚の学校」（木楽舎）。’06
年スローフード協会国際本部職員。ONAF（イタリア
チーズ鑑定人機構）、ONAOO（イタリアオリーブオイ
ル鑑定人機構）認定テイスター。学習院女子大学非常勤
講師。

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。

宮島　衣瑛�（みやじま・きりえ）
（（株）Innovation	Power	代表取締役社長）
2020年学習院大学文学部教育学科を卒業。現在、同
大学院人文科学研究科教育学専攻博士前期課程2年。
2013年5月から地元である千葉県柏市で小中学生向け
のプログラミング道場、Coder	Dojo	Kashiwaを主催・
運営。プログラミング教育を始めとするICT教育全般
について、全国各地で実践研究を行っている。教育分野
のR&D（研究開発）を行っている株式会社Innovation	
PowerのCEO。2017年4月より柏市教育委員会とプロ
グラミング教育に関するプロジェクトをスタート。市内
すべての小学校で実施するプログラミング学習のカリ
キュラム作成やフォローアップを担当。2017年11月よ
り一般社団法人CoderDojo	Japan理事。大学院では
コンピュータを基盤とした創造的な学びについて研究
している。

村松　弘一�（むらまつ・こういち）
（淑徳大学教授、元学習院大学教授）
1971年日本橋浜町生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、
学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士後期課
程単位修得後退学。博士（史学）。2003年より2017年
まで、学習院大学助手・助教・准教授・教授を歴任。専攻
は中国古代史、特に秦漢時代を専門とする。朝日カル
チャーセンター・中日文化センター等で130回以上の市
民講座を担当。主な著書に『中国古代環境史の研究』（汲
古書院）などがある。

吉田　典代�（よしだ・のりよ）
（学習院大学講師）
1993年学習院大学大学院人文科学研究科哲学専攻博士
後期課程単位修得。哲学博士。学習院大学非常勤講師。
NHK学園講師。著書に「日本の仏教美術の流れ」（NHK
学園テキスト）、「仏像の美－ほとけの見分け方」（NHK
学園）、「仏像の美－仏像を究める」（NHK学園、非売品）
など。

自分を見つめる P.24～

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。

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。

外山　みどり�（とやま・みどり）
（学習院大学名誉教授）
1973年東京都立大学人文学部卒業。1979年東京大学
大学院人文科学研究科心理学専門課程博士課程満期退
学。1979年青山学院女子短期大学専任講師。1993年大
阪大学人間科学部助教授。1996年同教授。2001年～
2021年学習院大学文学部教授。専攻は社会心理学、特
に社会的認知、対人認知、帰属過程（因果的推論）などを
中心に、実証的データに基づく研究を行っている。主な
著書『社会心理学－過去から未来へ－』（編著、北大路書
房）、『認知心理学ハンドブック』（共編著、北大路書房）、
『社会的認知』（共編著、誠信書房）、『帰属過程の心理学』
（共編著、ナカニシヤ出版）など
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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）。

暮らしを豊かに P.26～

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）

落合　和雄�（おちあい・かずお）
『アカデミー塾』参照

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）
『冬の平日講座』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。

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。

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）。

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。
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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。

申込書記入例

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
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ＦＡＸ専用  FAX : 03-5992-1124
2021年度　冬期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





〒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

冬講座は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。

冬講座は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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