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1年

学習院

Web講座

座

b講

夏We

夏 も Z o o m 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、夏も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リーフレットの巻末にあ

ります夏期 Web 講座申込書を FAX にてお申し込みください。
Web会議システム
「Zoom」
のオンライン講座とは

PC（パソコン）やスマートフォン、タブレットを利用して、映像を交えながら

講師との遠隔操作による Web 講座です。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。

※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

利用できる端末の準備

マートフォンやタブレットを使

・ Windows、Mac、Linux 等の PC 端末

用する場合は、充分なデータ通

信量が許容される WiFi に接続

・ iOS（iPhone & iPad）
、Android OS 端末

していることを推奨します。

データ消費量の目安
スマートフォンのモバイル通信で Zoom を使用すると、データ通信量は90分で900MB 程度です。
Zoom アプリケーションのインストール
・ PC や Mac は https://zoom.us/download からダウンロードしてください。

・ iOS（iPhone & iPad）、Android OS をお使いの場合は App Store または Google Play より ZOOM Cloud
Meetings アプリを事前にインストールしてください。

Web 講座（Zoom）でのお約束ごと
・ 録画 / 録音、インターネットへの投稿は固くお断りします。

・ 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。
ZOOM講座 1回だけのオンタイムの講座です。

Zoom講座を
受講するに
あたり
受付開始

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。

● メールアドレスが必要です。

● 振込依頼書と合わせて、
「Zoom による Web 講座受講の手引き」を同封します。
● 講座のお申し込みは、各講座開講日の一週間前までです。

● 各講座開講日の1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。

● ホームページからのお申し込みは

2021年6月14日（月）から

● お電話によるお申し込みは

2021年6月21日（月）から

連携講座

G02

特別講座

皇室のご慶事の引き出物～ボンボニエール
宮中晩餐会とドレスとボンボニエール

S06

江戸時代の感染症 －天皇と疱瘡－

「ボンボニエール」をご存知でしょうか。
「ボンボニエール」と

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

のことです。一昨年の令和即位の礼・饗宴の儀の際にも「ボン

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

は皇室のご慶事の際に配られる、小さな引出物のお菓子入れ

痘（疱瘡）でした。その感染防止策である種痘（牛痘ワクチン）

ボニエール」が下賜されました。その「ボンボニエール」につ

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・

いて、即位の礼や宮中晩餐会の料理やワイン、ドレスなどの歴

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

史なども織り交ぜ、たくさんの画像をご覧いただきながら、わ

講師：長佐古 美奈子

かりやくお話いたします。

日程

戸時代の天皇の位置について考えてみます。

講師：高埜

学習院大学史料館学芸員

9月6日 月曜日／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

利彦

学習院大学名誉教授

日程

8月2日（月）～8月8日（日）
の間に
いつでもご受講（90分間）いただける講座です。

受講料

1,650円（1回）

参考文献 高埜利彦 著『江戸幕府と朝廷』880円（山川出版社日本史リブレット）
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。

ZOOM講座

アカデミー塾

201

社会人に役立つゲーム理論

アカデミー塾

New

202

他者を知る －社会心理学の観点から－

私たちは初対面の人と短時間会っただけでも、相手についての印

引つまり駆け引きの中で運営されているということで、現代

とがあります。そのような他者についての判断は、どのようなプ

研究ではないことには注意してください。経済は人と人の取

象を形成し、その人の性格などに関してもいろいろと判断するこ

の経済学ではゲーム理論は必須の知識となっています。この

ロセスで何を手がかりにして行われるのでしょうか？ またその

かりやすく解説します。ビジネスでの駆け引きにとどまらず、

いくでしょうか？ 他者を知り、他者についての判断を形成する

講座では、ゲーム理論で分かってきたことを社会人向けに分
町内会や PTA といった組織の中での人間関係にも応用できる
ような手法を学びます。

月曜日／10:40～12:10

受講料

ような印象は、その後のやりとりによって、どのように変わって

講師：神戸

伸輔

学習院大学教授

9,900円（全3回）

プロセスについて社会心理学の観点から考えます。皆様が日々

経験されるビジネスシーンでお役立てできるかもしれません。
日程

8月 23日 ゲーム理論を活用しよう

新和解技術論

受講料

ZOOM講座

アカデミー塾

New

204

和解は未来を創る

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

意見の対立や紛争を平和に解決するという社会の一般基本原

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

と考え、和解技術論を発表しました。当事者間の話合いを基に

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

理を裁判でも利用したというものですが、逆に、裁判での和解

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。

の技術が裁判外の解決でも役に立つということも実感しまし

本講座では、法令用語の「又は」と「若しくは」の違い、
「その他」と

た。本講座では、裁判官の特殊専門的和解技術ですが、裁判外

講師：草野

にも広く応用可能なことを講義したいと思います。

8月24日 火曜日／10:40～16:30

芳郎

前学習院大学教授
元裁判官、現弁護士

受講料

9,900円（1日 全3回）

「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 講師：櫟原 利明
元 参議院法制局第四部長
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！
日程

① 10:40～12:10 和解技術論とは
判決と和解の違い、和解は未来を創る
② 13:00～14:30 和解技術の内容① 基本型と応用型、具体的技術の紹介
③ 15:00～16:30 和解技術の内容② 紛争解決で和解を仲介する際のコツやアドバイス
参考文献「新和解技術論 和解は未来を創る」草野芳郎著 2,200円（信山社）

1日たっぷり学習したい意欲的な受講生の皆さんによって、一

昨年夏には、大好評の講座となりました。13時よりは、為替、
株、債券といったテーマをくわしく簡潔に学習します。その

後、15時よりは、経済新聞を用いた実践読み解きです。当日の
日経新聞を十二分に活用します。

毎回、自宅での学習課題、自由研究があります。まさに夏休み
時期の醍醐味です。

木曜日／13:00～16:30

9,900円（全3回）

19日（木）いろいろな法令用語
20日（金）条文読解の実践

206

猛暑の中、1日2コマはかなりの多量な学習量です。とはいえ、

日程

受講料

ZOOM講座

アカデミー塾

目白の杜から経済入門

8月 5日 13:00～14:30…やさしい経済1 超基本
15:00～16:30…日経新聞の読み解き1
19日 13:00～14:30…やさしい経済2 基本
15:00～16:30…日経新聞の読み解き2
9月 2日 13:00～14:30…やさしい世界経済
15:00～16:30…日経新聞の先読み

水・木・金曜日／10:40～12:10

8月 18日（水）法令のあらまし・目からうろこの法律トリビア

ZOOM講座

アカデミー塾

205

6,600円（全2回）

ZOOM講座

私は、裁判官時代に判決よりも和解が優れた解決方法である

日程

みどり

学習院大学名誉教授

9月 6日 誤解が生じる場合とその背景

30日 競争と協調の見分け方

203

月曜日／13:00～14:30

講師：外山

8月 30日 他者を知る手がかりとプロセス

9月 6日 駆け引きの戦略の使い方

アカデミー塾

New

さまざまなビジネスシーンで役立つ

ゲーム理論では、人と人の駆け引きを学びます。ゲーム業界の

日程

オンデマンド講座

受講料

講師：坂田

善種

ファイナンシャルプランナー

19,800円（3日 全6回）

注意事項 当日の日経新聞朝刊を

ご用意ください。

ZOOM講座

リーダーのためのネゴシエーション及び
ファシリテーション・テクニック

ビジネスシーンの中で、ネゴシエーションやファシリテー
ション（メンバーの合意形成の活動）は日常的に行われていま
す。しかし、多くの人がこれらの活動を難しいと考えていま
す。これらの活動を上手く行うためには、長年の経験や持って
生まれたコミュニケーション能力が重要な要素だと思ってあ
きらめている人も多くいます。しかし、これらには、いくつか
のテクニックがあり、これらを身に付けることにより、人に気
持ちよく協力してもらうことが出来ます。このコースでは、演
習も交えながら、具体的なテクニックを学んでいきます。
日程

月・火・水曜日／10:40～12:10

受講料

講師：落合

和雄

税理士、ファイナンシャル・
プランナー、中小企業診断士

9,900円（全3回）

8月 30日（月）ファシリテーションの原則と代表的なツール
31日（火）会議の進め方とテクニック

9月 1日（水）ネゴシエーションの原則とテクニック

ZOOM講座

アカデミー塾

207

アカデミー塾

ビジネスに役立つ「編集力」

208

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～

「編集力」は編集者だけに必要なものではありません。企画書

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

トにメールする。web で発信し、SNS で拡散する。コンテンツ

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

を作り、プレゼンテーションする。上司に報告し、クライアン

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

マーケティングでファンを増やす。すべてのビジネスシーン

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

で問われる情報伝達の技術です。優秀なビジネスパーソンほ

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

ど記号化、抽象化が得意だと思いますが、それをクリエイティ

講師：能勢

ブに具体化しないと人に伝わりません。誰かに何かを魅力的
に伝えるためのコンテンツ化が「編集力」です。
日程

木曜日／10:40～12:10

受講料

邦子

コンテンツディレクター
前『アンアン』編集長

6,600円（全2回）

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

日程

8月 12日 コンテンツのつくり方〜企画力、発想力、取材力

26日 コンテンツの見せ方〜表現力、文章力、デザイン力

注意事項 前回の冬講座と同じ内容です。

ZOOM講座

209

受講料

プレゼンとは？その基本と重要性。

③ 15:00～16:30

話すスキルのポイントとミニ演習。

マーケティングの視点とロジカルシンキング。

上司と部下の信頼関係構築のためのテクニック ～上司編～
～自己理解から他者理解を深めよう～

210

ビジネスで使える英語ライティング

最近は、インターネットでのやり取りが増え、英語で書くこと

らない、いったい今どきの若い者は何を考えているのかさっ

は、明確で、客観性、論理性を備えた英語の文章が書けることで

の重要性が高まっています。これからの世界で必要とされるの

ぱり理解できない…… とお困りの部下を抱える上司さんはい

す。この講座では、英語で表現をする時の基礎となる論理展開

らっしゃいませんか？ 本講座では、上司の方が、まずは自己

の仕方（これは会話の時にも応用できます）、及び、それに関連

理解を深め、その結果、同時に他者理解も深めることによって

講師：奥田

部下との信頼関係構築のヒントをつかんでいただきます。

8月31日 火曜日／10:40～16:30

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

受講料

コミュニケーションの基本と重要性
あなたは、どんな人間ですか？

美都子

厚労省所管港湾職業能力開
発短期大学校 横浜校准教授

9,900円（1日 全3回）

した文法・語彙・言い回しを総合的に学びます。話し言葉と書き
言葉の違いも意識していきましょう。

日程

火・水・木曜日／10:40～12:10

受講料

9,900円（全3回）

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！

ZOOM講座

ZOOM講座

夏にまなぶ

大江戸浮世絵散歩

212

江戸の食文化

江戸庶民文化の華、浮世絵版画には人々の暮らしが生き生き

江戸には多くの市場が設置され、豊富な食材が移送されてき

る戯画や判じ絵を取り上げて、作品を読み解く面白さを体感し

「初物」に熱狂し、屋台でＢ級グルメに親しむ一方、今でいえば

マに、江戸の人々の洒脱な遊び心に目を向け、その豊かな文化

盛していました。また、一般に近代以降の習慣だと思われてい

と描かれ、主題も多岐にわかります。今季は、ユーモアあふれ

ました。それにより、江戸の人びとは旬より早い時期に食す

ていただきたいと思います。
「江戸名所と戯画・判じ絵」をテー

にせまります。オンライン講座となりますが、名所案内の作品
を楽しみながら、江戸の魅力探しの散歩へ出かけましょう。

8月6日 金曜日／10:40～14:30
① 10:40～12:10
② 13:00～14:30

受講料

ミシュランガイドのような番付表に載っている料理茶屋も繁

講師：藤澤

茜

神奈川大学准教授

6,600円（1日 全2回）

る肉食も、江戸では決して珍しくはありませんでした。本講座
では、江戸で展開していた食文化について概観します。

日程

木曜日／10:40～12:10

受講料

講師：小沢

詠美子

成城大学講師

9,900円（全3回）

8月 12日 豊富な食材と初物

戯画に見る江戸名所

26日 外食産業の発展

江戸名所の判じ絵を読み解く

9月 9日 肉食文化の展開

ZOOM講座

夏にまなぶ

ZOOM講座

夏にまなぶ

3回でわかる仏像入門講座

214『勝海舟日記』
を読むⅡ

仏像は、さまざまな印相（手のしぐさ）を結んだり、持物を持っ

一昨年の夏期講座に続き、
『勝海舟日記』を読みます。前回は

ご利益を示すと同時に、そのほとけを見分ける目印にもなっ

ろまでを日記を中心にしながら『海舟座談』など合わせて読

たりしています。こうした印相や持物は、そのほとけの働きや

大政奉還まででしたので、その後慶応４年江戸無血開城のこ

ています。この講座では、寺院や博物館等で拝観する機会の多

み、海舟の姿を再現したいと思います。日記は活字になってい

い仏像をとりあげ、基本的な形姿や役割について解説します。

る勁草書房版を使います。テキストは用意します。もちろん
講師：吉田

典代

昨年の夏の講座を受講されなかった方でも参加できます。

金曜日／10:40～12:10

受講料

9,900円（全3回）

日程

水曜日／10:40～12:10

8月 6日 仏像の種類、如来（仏陀）の姿と役割

8月 18日 慶応4年1月から3月

9月 3日 天（インドの神々）の姿と役割

９月 1日 慶応4年5月

20日 菩薩・明王の姿と役割

講師：森内

隆雄

学習院名誉教授
前学習院中等科教諭
前学習院大学兼任講師

学習院大学講師

日程

たま

ペアワークを通じて、自己理解を深めましょう！

夏にまなぶ
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講師：熊本

元 学習院大学講師

8月 17日（火）
・18日（水）
・19日（木）

（ミニ演習付き）

日程

ZOOM講座

アカデミー塾

ニケーションを取ろうとしてもなかなか踏み込めない・伝わ

211

9,900円（1日 全3回）

① 10:40～12:10

せっかくいい人材が入ってもすぐに辞めてしまったり、コミュ

日程

美都子

厚労省所管港湾職業能力開
発短期大学校 横浜校准教授

8月17日 火曜日／10:40～16:30
② 13:00～14:30

アカデミー塾

講師：奥田

をつかんでいただけるでことしょう。

受講料

9,900円（全3回）

25日 慶応4年4月

ZOOM講座

ZOOM講座

夏にまなぶ
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夏にまなぶ

箏（こと）入門

216

バタイユと実存

思想に対する生の優位をめぐって

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

実存主義といえばジャン＝ポール・サルトルが有名ですが、彼

と）は大陸から渡来したものでありますが、長い時間をかけて

が流行する以前から「実存」についてくりかえし論じていまし

記述は多く残されています。現在日本で演奏されている箏（こ

の論敵として知られるジョルジュ・バタイユもまた、実存主義

今のようなものとなりました。東アジアの弦楽器や音楽と比

た。しかし、それは実存主義とは少し異なる仕方で、だったの

較することによって、日本独特の価値観に迫りながら、箏につ
いて学んでいきます。

です。本講座では、バタイユの1920年代から40年代のテクス
講師：佐藤

康子

箏曲家

日程

木曜日／13:00～14:30

受講料

6,600円（全2回）

トを紹介しながら、彼の言う「実存」とは何か、なぜ実存主義批

講師：横田

判を行っていたのかを読み解いていきます。

日程

8月 12日 古代琴 一弦琴 東アジアの弦楽器 日本の箏 など

9月8日 水曜日／10:40～14:30
① 10:40～12:10

26日 音階の発見 音階の仕組み 五音階 東アジアの音楽 など

② 13:00～14:30

受講料

6,600円（1日 全2回）

実存主義が流行するなかで
生きること、実存すること

ZOOM講座

夏にまなぶ
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～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「臥薪嘗胆」で有名
な江南の強国・呉と越の争覇。西方の強国・秦から逃走した孟嘗君
と客人たちの物語、始皇帝の死後に天下を争った項羽と劉邦の活
劇の舞台。それぞれの現場を旅しているかのようにお話します。 講師：村松 弘一
淑徳大学教授
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。
元学習院大学教授
日程

月・火・水曜日／10:40～12:10

受講料

9,900円（全3回）

24日（火）
「鶏鳴狗盗」〜孟嘗君はどうやって函谷関を越えたのか ?
25日（水）
「鴻門の会」〜項羽と劉邦の争いの原因は始皇帝陵か ?

ZOOM講座

夏にまなぶ

ローマの歴史
ローマ「帝国」の矛盾

いまやエリートの物欲・名誉欲のためだけの戦争を惰性のように
繰り返し、支配地の住民に苛斂誅求の限りを尽くすローマに対し

て、蜂起や抵抗が続発します。しかし、あいつぐ戦争に疲弊した

ローマの中流市民は兵役を担いきれなくなり、彼らを救済しよう
とするグラックス兄弟の試みも既得権を享受するエリートの抵

抗に遭って頓挫します。その結果、貧困市民から募集された職業

兵士を抱える有力者たちが台頭し、権力をめぐる激しい武闘が

繰り広げられることになります。内乱の一世紀のはじまりです。
日程

8月 23日（月）
「臥薪嘗胆」〜呉越の争いの原因は太湖と銭塘江にあり

219

ZOOM講座

夏にまなぶ

『史記』の歴史風景学

217

月曜日/13:00～16:30（8/9は13：00～14：30）

講師：岡田

泰介

高千穂大学教授

受講料

16,500円（全5回）

８月 9日 ①13:00～14:30 イベリア半島の戦火―目的なき戦争
16日 ②13:00～14:30 グラックス兄弟の改革と蹉跌
③15:00～16:30 ユグルタ戦争―カルタゴ滅亡後の北アフリカ
23日 ④13:00～14:30 マリウスとスラ
ZOOM講座
⑤15:00～16:30 ミトリダテス戦争とスパルタクス蜂起

夏にまなぶ

イタリア食文化の旅

220

料理書探訪

スパイス・ハーブをひもとく

スパイス・ハーブの神秘性 ～豊かな生活を送るための実用性

「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、

スパイス・ハーブは太古の昔から祭祀や祈祷にもちいられたり、

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

り、最近では美容効果などにも注目され私たちの生活には切っ

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

間見、私たちの日常に役立てる術にせまります。また、本講座を

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

薬草として人々の健康に寄与したり、
食生活を豊かにしてくれた

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。
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。

ても切れない縁があります。そんなスパイス・ハーブの歴史を垣

講師：中野

美季

学習院女子大学講師

日程

祐美子

立命館大学助教

水曜日／13:00～14:30

受講料

6,600円（全2回）

受講された方は、講師主催のスパイスクッキングアドバイザー

講師：馬場

認定試験受験資格取得コースを受講いただくことで認定試験の

受験資格が取得できます。詳しくは講座でご案内いたします。
日程

８月 18日・25日

金曜日／10:40～12:10

受講料

料理研究家

香織

9,900円（全3回）

8月 20日 スパイス・ハーブの歴史的概論
いろいろなエピソードを交えて

27日 スパイス・ハーブの基礎知識を学ぶ

9月 3日 スパイス・ハーブの特性を知り効果的な活用法を学ぶ

ZOOM講座

夏にまなぶ
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ドラマでまなぶ楽しい韓国語

夏にまなぶ

New

222

New

ことばと文化Ⅰ（韓国語初級）
やさしい韓国語初級

「冬のソナタ」をご存知無い方は、日本にはいらっしゃらない

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と

た代表的な韓国ドラマでした。そしてその後ブームの波はあ

指したいと思います。このクラスでは、
「遊ぶ」と「笑う」が基

のではないでしょうか。まさに日本の韓国ブームに火をつけ

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

りますが、いまだ韓国ドラマが日本のテレビを賑わせており、

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

新しい韓国ファンを作り上げています。本講座では、韓国出身

の講師がそれらのドラマを通して、韓国語を分かりやすく、楽
しくレッスンしていきます。いつの間にか日本語訳なしで、韓
国ドラマを観ることが出来るかもしれません。
日程

木曜日／13:00～14:30

8月 5日 ドラマに映る異文化

受講料

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
講師：魏

聖銓

（ウィー・ソンジュン）
学習院大学講師

9,900円（全3回）

12日 人生を豊かにするドラマ

19日 韓国語と韓流ドラマの関係

ZOOM講座

ZOOM講座

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。
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

火曜日／15:00～16:30

8月 24日 日本語と韓国語の流行語
と縮約語
31日 擬音語・擬態語について
9月 7日 日韓の祝日と記念日
受講料

9,900円（全3回）

講師：魏

聖銓

（ウィー・ソンジュン）
学習院大学講師

（右文書院）1,980円
テキスト『New! 韓国語＆会話』

（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

夏にまなぶ
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ボタニカルアート講座・実践編

夏にまなぶ

New

224 プログラミングが拓く、
創造的な学びとは
225 「作ることで学ぶ」

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

日程

8月23日（月）～8月29日
（日）の間に、
いつでもご受講いただける講座です。

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
講師：池田

真理子

画家、芸術学博士

受講料

2,200円（1回）

自然の不思議（ふしぎ）を調べよう！

New

身近な植物・動物の観察・実験

8月24日 火曜日／13:00～14:30

注意事項 ＊ 対象は小学生。お申込みは保護者のお名前（お子様の

お名前・学年をお教えください）でお願いします。
＊ PC の基本操作で保護者の方が一緒にご参加いただい
て構いません。
＊教材として、松ぼっくりなどをお送りします。

講師：飯沼

慶一

学習院大学教授

受講料

1,650円（1回）

教材費

500円

受講料と一緒に
徴収いたします。
ZOOM講座

New

講師：品川

明

学習院女子大学教授

8月2日 月曜日／10:40～12:10

受講料

1,650円（1回）

注意事項 ＊ 対象は小学生ですが、中・高校生もご参加

教材費

350円

爬虫類と仲良くなろう！

受講定員 各25名

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

夏休み子ども体験講座

New

227 オニって、
妖怪って何（なん）だろう？
228 いざ、
「百鬼（ひゃっき）ぞくぞく －妖怪ワンダーランド－」へ！

ド」を催（もよお）します（7.17～9.5）。古くの絵巻や錦絵（に

味噌汁は各自でご準備いただきます。 ①味噌5g を2つ ②お椀又はマ
グカップを2つ ③軽量カップ ④ポットに入れたお湯 2つのお椀かマ
グカップに5g の味噌を入れて、ご準備ください。

231

8月24日 火曜日 ／13:00～14:30

（受講料と一緒に徴収いたします。
）
（煮干し等をお送りします。）

ZOOM講座

しきえ）の実物に接する良い機会です。

日程

8月3日 火曜日

受講料

。
注意事項 ＊ 対象は小学生（お申込みの際にお子様のお名前・学年をお教えください）

＊ 保護者の方と一緒に Zoom の操作を実施していただいて構いません。 ZOOM講座

夏休み子ども体験講座

230

ew

私たちの身のまわりにある「！」と「？」をさぐるN
おもしろ社会科

あなたの学校や地いきの特色や自まんは何でしょうか？ 私た
ちの身のまわりにある人・もの・ことをよく見てください。そこ
で気づいたこと、
「！」
（びっくり）や「？」
（はてな）から、いろ
いろなことが見えてきます。新しい発見があります。社会科が
すき、とくいという人はもちろん、社会科がきらい、にが手と
いう人たちも大かんげいです。わくわく・どきどき・びっくり
の「おもしろ社会科」を、みんなでいっしょに楽しみましょう。
＊ みなさんの地いきの特色や自まんとしてしょう介したい写真や実物資料を
ご用意ください。
＊ 当日は A4判ほどの用紙2枚（ノートや画用紙、カード、ホワイトボードも可）
、
サインペン（何色でも可）をご準備ください。

日程

8月6日 金曜日／10:40～12:10

受講料

恐竜は今も生きている !?

New

〜受け継がれていく命〜

も実際の恐竜は、絶滅をまぬがれたどころか今なお繁栄を続
け、私たちと一緒に地球の生態系を構成している仲間である

すが、日本に生息する固有種数は世界第５位で、世界中の研究

介していきます。

8月11日 水曜日／10:40～12:10

受講料

1,650円（1回）

のような姿かたちの生物を思い浮かべてしまいがちです。で

爬虫類は異国情緒あふれる生きものとして取り扱われがちで

類の知能や能力について、映像だけでなく実物も見せつつ紹

福美

ZOOM講座

イヌ、ネコ、魚に次ぎ、全体の約10％にも達しています。また

者の注目を集めています。今回はトカゲ、ヘビ、カメなど爬虫

講師：久保田

学習院大学講師

。
注意事項 ＊ 対象は小学校3年～6年生（お申込みの際にお子様のお名前・学年をお教えください）
＊ お申し込みは、保護者の方のお名前でお願いします。
＊ 保護者の方と一緒に Zoom の操作を実施していただいて構いません。

「恐竜」と聞くと、私たちは遠い昔に滅び去った、まるで骨董品

多様性が高い現在の日本では、これらを飼育している世帯は

各1,100円（各1回）

10:40～11:20（40分間）鬼の物語がいっぱい
228 Ｂ 11:30～12:10（40分間）アニメ映画『鬼滅の刃』無限列車編の原話

232

〜恐竜の親せきたちの素顔を知ろう〜

和夫

学習院女子大学名誉教授

227 Ａ

夏休み子ども体験講座

New

講師：徳田

＊お申し込みは保護者の方のお名前でお願いします。

かつて爬虫類は毛嫌いされる動物の代表格でしたが、文化的

日程

各3,300円（各1回）

館では、企画展「百鬼（ひゃっき）ぞくぞく 妖怪ワンダーラン

体の仕組みとおいしさの秘密を探れ！

夏休み子ども体験講座

受講料

えられる物語を紹介します。なお、東京都の杉並区立郷土博物

生き物の解剖シリーズ① 煮干しの解剖

できます（お申込みは保護者のお名前で）
。
お子様のお名前・学年をお教えください。
＊ 保護者の方と一緒に Zoom の操作を実施
していただいて構いません。

8月 5日 木曜日 ／10:40～12:10

225

トしたアニメ映画『鬼滅の刃』無限列車編がベースにしたと考

身近にある、こんなに小さな“煮干し”にも、人間と同じような体の
構造があります。メスもハサミも使わない煮干しの解剖を通して、
生き物の体の仕組みをみんなで観察して、その理由や秘密を解き
明かします。この器官や組織は自分の体の中では何に当たるのか？
類推力と想像力を働かせて考えてみましょう。さらに、
日本の食文
化の傑作といわれる煮干しを使って、
味噌汁を作ってみましょう。

日程

224

Ａ日程

衣瑛

（株）Innovation Power
代表取締役社長

鬼や妖怪を、昔話・伝説を通して考えてみます。そして、大ヒッ

夏休み子ども体験講座

229

日程

オンデマンド講座

夏休み子ども体験講座

皆さんは外に出たとき、身近な自然に目を近づけて観察して
みたことがありますか？ 身近な自然を観察すると、たくさん
の不思議なこと面白いことを発見できます。今回は、皆さんが
家の周りで見付けることのできる自然の不思議を画像などを
使って紹介します。そして、なぜそんな不思議なことが起こる
のかを実験しながら解明していきます。例えば、白い字のよう
な模様がある葉っぱを見付けたことはありますか？ いったい
なぜこんな模様が書かれていたのでしょう？ 楽しく自然の不
思議を調べていこうと思います。

講師：宮島

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。

子ども達に「プログラミング」
注意事項 ＊こちらの講座は、

＊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。

日程

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

B日程

注意事項 ＊複数受講割引対象外講座

226

New

ことが判明しています。こうした恐竜の家族や子育ては？ 色
講師：富田

京一

肉食爬虫類研究所 代表
学習院女子大学ゲストスピーカー

1,650円（1回）

。
注意事項 ＊対象は小学生（お申込みの際にお子様のお名前・学年をお教えください）
＊お申し込みは保護者の方のお名前でお願いします。
＊保護者の方と一緒に Zoom の操作を実施していただいて構いません。

ZOOM講座

や模様は？ 化石やそのレプリカなど貴重な資料を観察した

り、生きた動物と比較することで、彼らの残したさまざまな謎
の真相に迫ります。
日程

8月11日 水曜日／13:00～14:30

受講料

講師：富田

京一

肉食爬虫類研究所 代表
学習院女子大学ゲストスピーカー

1,650円（1回）

。
注意事項 ＊対象は小学生（お申込みの際にお子様のお名前・学年をお教えください）
＊お申し込みは保護者の方のお名前でお願いします。
＊保護者の方と一緒に Zoom の操作を実施していただいて構いません。

ZOOM講座

夏休み子ども体験講座

233

夏休み子ども体験講座

234 星座早見盤工作と星空講座
235 ～夏の星空をたのしもう！

海の生き物のかたちであそぼう！
食材の魚介類を使って研究できます

海にはイカやタコ・魚・貝など、いろいろな形の生き物がいま

この講座では、まず、星座を探すのに便利な星座早見盤を工作

な形をし、どうやって生きているのでしょう？ この講座では、

リーソフト「Ｍ itaka」を使って、夏に見られる明るい一等星

し、さらにその使い方を練習します。その後、国立天文台のフ

す。生き物たちの形は、ふしぎでいっぱいです。なぜいろいろ

や星座の探し方、面白い天文イベントについてご紹介します。

海の生き物のクイズをしながら「生き物のふしぎ」を一緒に解

夏は、星空観察には絶好の季節。海でも山でもオウチからで

き明かしていきます。普段食卓に上がる魚介類を用いた観察
方法や自由研究のアイデアもお伝えします。講座の後には、食

講師：大村

卓の魚介類をこれまでとはちょっと違った目で見るようにな
るかもしれません。ぜひお気軽にご参加ください。
日程

8月2日 月曜日／13:00～14:30

受講料

文乃

日本大学研究員

1,650円（1回）

。
注意事項 ＊対象は小学生（お申込みの際にお子様のお名前・学年をお教えください）
＊お申し込みは保護者の方のお名前でお願いします。
＊保護者の方と一緒に Zoom の操作を実施していただいて構いま
せん。

夏休み子ども体験講座

236

おまつりを調べてみよう伝えてみよう

New

この講座では、保護者の皆様とお子さんと一緒に、日本のお祭
りを見て、楽しみながら、自由研究でお祭りを選んだ際に、
「そ

のお祭りの良さやポイントを伝える」ワークショップを行い
ます。
「誰かに何かの良さを伝える」事は、お祭りに限らず、人

講師：山崎

います。
日程

8月19日 木曜日／10:40～12:10

受講料

玉川大学講師

金曜日／13:00～14:30

日程

敬子

1,650円（1回）

夏休み子ども体験講座

241

プログラミングでゲームを作ろう

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。

火・水・木曜日／13:00～14:30

8月 3日（火）①：イントロダクション ゲーム制作①
4日（水）②：ゲーム制作2
5日（木）③：ゲーム制作3、発表会

夏休み子ども体験講座

237 239
238 240

初めてプログラミングを体験される方向けのワークショップ

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。

火・水曜日／10:40～12:10

日程

New

8月 3日（火） 237
4日（水） 238
24日（火） 239
25日（水） 240

Ａ日程
Ｂ日程
Ｃ日程
Ｄ日程

講師：宮島

衣瑛

（株）Innovation Power
代表取締役社長

受講定員 各25名
受講料

各1,650円（各1回）

注意事項 PC の基本操作ができる小学3年生以上を対象。お申込みは保護者の

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。

夏休みの読書感想文の作り方を学ぼう！

ZOOM講座

New

いる学習院大学の教育学科の3年生が感想文を書くコツを分かりやすく、ていねいに、
やさしく教えます。自分の感想文だけでなく、みんなの感想文を Zoom を通して観な
がら、学んでみませんか？ もっと読書が好きになります。
講師：宮島

衣瑛

（株）Innovation Power
代表取締役社長

受講料
受講定員

4,950円（全3回）

事前に、原稿用紙2～3枚以内であなたの読書感想文をお送りください。メール、FAX どち
らでも構いません。講座当日、良い点や直したらもっと良くなる部分などをお話します。
講師：学習院大学文学部教育学科3年生
日程

8月17日 火曜日／10:40～12:10

25名
ZOOM講座

キャンセル料

無料

2,200円

正規受講料の

100％

……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。

受講料

無料（1回）

10名
＊対象は小学校3年生以上
＊お申し込みは、保護者の方のお名前で（お子様のお名前・学年をお教えください）。
＊保護者の方と一緒に Zoom 操作をしていただいて構いません。
ZOOM講座

注意事項 ＊この講座は教育学科の社会体験実習の一環です。

◎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。

返金手数料

プログラミングで“ミニ”ゲームを作ろう

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、自分だけのオリジナルミニゲームを作りま
す。初めての方を対象としていますので、コンピュータやゲー
ムが好きな方であればどなたでもご参加いただけます。ゲー
ムを「遊ぶ」だけでなく「作る」人になりましょう！

242

受講キャンセル・受講料返還について

講座開講初日の１日前（前日）～講座開講後に
お申し出

ZOOM講座

感想文」があるとちょっと気が重くなりませんか？ 将来、学校の先生になろうとして

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。

講座開講初日の７日前～２日前までにお申し出

各250円

（受講料と一緒に徴収
いたします。）

夏休みは、自分の好きな本を読むまたとない機会です。でも、夏休み中の宿題で「読書

注意事項 PC の基本操作ができる小学3年生以上を対象。お申込みは保護者の方の

講座開講初日の８日前までにお申し出

教材費

夏休み子ども体験講座

New

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！

日程

ZOOM講座

各1,650円（各1回）

受講料

学年をお教えください）。
＊ 保護者の方と一緒に Zoom の操作を実施してい
ただいて構いません。

注意事項 ＊対象は小学生（お申込みの際にお子様のお名前・学年をお教えください）

＊お申し込みは保護者の方のお名前でお願いします。
＊保護者の方と一緒に Zoom の操作を実施していただいて構いま
せん。

規子

明星大学理工学部 総合理工
学科物理学系 実習指導員

8月 6日 234 Ａ日程 ペルセ群＋流星群について
20日 235 Ｂ日程 木星土星の見頃＋惑星について

ZOOM講座

夏はお祭りの季節。SNS にもお祭の投稿がよく登場します。

一緒に楽しみながら自由に意見を交換できる場にしたいと思

講師：高畠

＊お申し込みは保護者の方のお名前でお願いします。

注意事項 ＊ 対象は小学生（お申込みの際にお子様のお名前・

おまつりの観察ポイントを知ろう

生の様々な場面で起こります。お祭りを事例にそれを皆様と

も…。夏の星空観察のノウハウを手にいれましょう。

受講料が

割引

になります！

受講定員

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。
４講座以上受講の方

３講座受講の方
２講座受講の方
受講料から5% 割引

受講料から

10% 割引

受講料から

15% 割引

［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・特別講座、夏休み子ども体験講座、キャリアアップ・スキルアップ講座
は割引の対象になりません。
講師や職員の新型コロナ罹患、非常事態宣言等により、講座が休止・中止になることがあるかも
しれません。その際はメールのみでのご連絡になりますので、ご了承ください。

キャリアアップ・スキルアップ夏期集中

WEB 講座ガイダンス一覧
講座番号

098
～
127

講

座

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。

名

MOS 資格取得対策 WEB 講座

A・B 日程

MOS 資格取得対策 WEB 講座

C 日程

日程

（【Excel】
【Word】
【PowerPoint】
【エキスパート】各2016・365＆2019版合同）

（【Excel】
【Word】
【PowerPoint】
【エキスパート】各2016・365＆2019版合同）

128
～
130

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
ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策 WEB 講座 C 日程

131

夏期集中 TOEIC®L&R600～700点達成 WEB 講座

132
133

夏期集中 TOEIC®L&R WEB 基礎講座（A・B 日程）

098～130 共 通 事 項

6月22日（火）
6月23日（水）
7月20日（火）
7月21日（水）
8月18日（水）
8月19日（木）
6月24日（木）
7月22日（木）
8月20日（金）
7月16日（金）
8月4日（水）
7月19日（月）
7月21日（水）

間

12：15～12：45

13：00～13：30

ミーティング ID

パスコード

953 5763 2827

6A1PQk

968 0888 8300

556417

961 6458 4556

414630

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
098 ～ 115 本学・他大学 8,580円／一般 10,780円
119 ～ 127 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。

Word・Excel・PowerPointを使いこなせるようになろう

－この講座は、㈱ラビットとの提携講座です－

時

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。

対象者
支給額
対象期間

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）。

MOS 資格取得対策 WEB 講座は、
「Office2016」版と「Microsoft365、Office2019」版を運営いたします。
お手持ちのアプリケーションのバージョンをご確認の上、お申し込みください。
夏期集中講座 「Office2016」の方

夏期集中講座 「Microsoft365」または「Office2019」の方

098～100 MOS 資格取得対策 WEB 講座【Excel】A・B・C日程（Excel2016）

107～109 MOS 資格取得対策 WEB 講座【Excel】A・B・C日程（Excel365&2019）

101～103 MOS 資格取得対策 WEB 講座
【Word】A・B・C日程（Word2016）

110～112 MOS資格取得対策 WEB講座【Word】A・B・C日程（Word365&2019）

104～106 MOS資格取得対策WEB講座【PowerPoint】A・B・C日程（PowerPoint2016）

113～115 MOS資格取得対策WEB講座【PowerPoint】A・B・C日程（PowerPoint365&2019）

日程

Ａ日程
Ｂ日程
Ｃ日程

8月2日（月）～8月15日（日）
8月16日
（月）
～8月29日
（日）
8月30日
（月）
～9月12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。

講座終了日から10月31日まで
の自由な日程
（トレーナーと設定）

団体受験日

ガイダンス 右記はガイダンス

動画の QR コード
です。
詳しい内容がわかりますので、
事前にご覧ください。

注意事項 こ ち ら の 講 座 は ZOOM で は
なく、オンデマンド講座です。

日程

Ａ日程
Ｂ日程
Ｃ日程

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。

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。

Ｃ日程

8月2日（月）～8月15日（日）
8月16日
（月）
～8月29日
（日）
8月30日
（月）
～9月12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

講座終了日から10月31日まで
の自由な日程
（トレーナーと設定）

団体受験日

ガイダンス 右記はガイダンス

動画の QR コード
です。
詳しい内容がわかりますので、
事前にご覧ください。

注意事項 こ ち ら の 講 座 は ZOOM で は

なく、オンデマンド講座です。

サポート体制です。

オンデマンド講座

夏期集中講座 「Microsoft365」または「Office2019」の方

MOS 資格取得対策 WEB 講座【Excelエキスパート】
A・B・C 日程（Excel2016）
8月2日（月）～8月15日（日）
8月16日
（月）
～8月29日
（日）
8月30日
（月）
～9月12日
（日）

Ａ日程
Ｂ日程

オンデマンド講座

夏期集中講座 「Office2016」の方

119～121

日程

講座終了日から10月31日まで
の自由な日程
（トレーナーと設定）

団体受験日

125～127

日程

Ａ日程
Ｂ日程
Ｃ日程

注意事項 こ ち ら の 講 座 は ZOOM で は

なく、オンデマンド講座です。
オンデマンド講座

8月2日（月）～8月15日（日）
8月16日
（月）
～8月29日
（日）
8月30日
（月）
～9月12日
（日）

いずれも14日間 映像視聴見放題

ガイダンス 右記はガイダンス

動画の QR コード
です。
詳しい内容がわかりますので、
事前にご覧ください。

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

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。

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。

講座終了日から10月31日まで
の自由な日程
（トレーナーと設定）

団体受験日

ガイダンス 右記はガイダンス

動画の QR コード
です。
詳しい内容がわかりますので、
事前にご覧ください。

注意事項 こ ち ら の 講 座 は ZOOM で は

なく、オンデマンド講座です。
オンデマンド講座

夏期集中講座

128～130

夏期集中講座

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

日程

Ｂ日程
Ｃ日程

8月2日（月）～8月15日（日）
8月16日
（月）
～8月29日
（日）
8月30日
（月）
～9月12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。

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。

団体受験 ＊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10月31日までの
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。

講師

QR コードです。
詳しい内容がわかりますので、
事前にご覧ください。

20名（最少催行人数8名）

受講料

36,300円

月～金曜日／13:15～16:15

（全7回+TOEIC®L&R IPテスト（オンライン））

8月 16日・17日・18日・19日・20日・23日・
24日

OTC 講師

受講定員

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。
2021年8月24日～8月31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）
＊スコアレポートのダウンロードは9月6日か
ら可能です。
ZOOM講座

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。

オンデマンド講座

ド講座です。

日程

対象：TOEIC®500点～650点（英検準1
級）程度の方

ガイダンス 右記はガイダンス動画の

注意事項 こちらの講座は ZOOM ではなく、オンデマン

夏期集中 TOEIC®L&R600～700点達成 WEB講座

夏期集中講座
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夏期集中 TOEIC®L&R WEB基礎講座 A日程・B日程

講座お問合せ・お申込み先
FAX 03-5992-1124

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。

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

☎ 03-5992-1040

…………
…………

受付時間（10月以降）

…………
…………

日程

対象：TOEIC®400点～500点（英検2級）
程度の方
講師

15名（最少催行人数8名）

受講料

28,600円

。
ンド）講座です

（全5回+TOEIC®L&R IPテスト（オンライン））
Ａ日程

リンゲージ日本人講師

受講定員

月～金曜日／13:00～16:00
Ｂ日程

8月 9日・10日・11日・12日・13日
8月 16日・17日・18日・19日・20日

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。
Ａ日程は8月14日～8月21日、Ｂ日程は8月21
日～8月28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

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。

月曜日～土曜日

会議システム
夏講座は Web
の
「Zoom」を用いて
オンデマ
オンライン（一部、

夏講座は 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。

株式会社 学習院蓁々会

日曜日

10:00～17:00
10:00～14:00

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

学習院さくらアカデミー

〒171-0031 東京都豊島区目白1-5-1

JR 山手線「目白」駅下車、徒歩 5 分／東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅下車、徒歩 10 分

キリトリ線

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

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

2021年度

学習院さくらアカデミー

FAX : 03-5992-1124

夏期 Web 講座申込書

講座番号

申

込

講

座

検索

名

〒
住

所

必須

都道
府県

電話 ：

（

市区
郡

）

携帯電話 ：

）

FAX ：

（

）

E-mail（Web 講座では必要になります）
：

フリガナ
氏

（

性別
□男

名

生

年

月

年（西暦）

日
月

年齢
日

□女

整理番号（注）

歳

会社員 ・ 公務員 ・ 主婦 ・ 教員 ・ 自営業 ・ 学生

（☆）

その他（
職

業

）

☆学生の方のみ記入してください
小学校 ・ 中学校 ・ 高校

大学・大学院

☆学習院大学・学習院女子大学在学生は、右記に「学籍番号」をお書きください。 学籍番号（

学部

学科

年
）

（注）整理番号欄は、学習院さくらアカデミーから付与された６桁の番号をご記入下さい（お持ちの方のみ）。
講座の受講や資料請求で頂戴したお客様の個人情報は、厳重に管理され、資料送付及び申込受付、試験登録等の講座運営にのみ利用させていただきます。学習院さくらアカデミーでは、
お客様のお名前・性別・住所・電話番号等の個人情報は、一切、公表しておりません。

