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講座

2022年
4月～

順次開
講

春期特別講座
■	日本人の「学び」の原点を探る
日本人にとって「学び」とは？

■	医療崩壊　真犯人は誰だ
コロナ禍の医療崩壊から、我が国の医療提供体制の
構造問題を学ぶ

■	コロナショックと日本経済の再生
－世界との距離を縮められるか－

■	習近平政権の特徴と日中関係

■	歴史の見方
「民主主義の危機」－イギリスの歴史から考える

春講座は
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

一部、
対面講座を
実施します！



対面講座  学習院大学の教室（南1号館、中央教育研究棟など）におきまして、対面講座を実施いたします。
Zoom講座  1回だけのオンタイムの講座です。　 オンデマンド講座  一定の期間、お好きな時にご受講できます。

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、冬講座に引き続き、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が、学習院大学の教室におきまし
て一部、対面講座を実施いたします。

一部の対面講座につきましては、右ページをご覧ください。
Zoom講座につきましては、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

Zoomアプリケーションのインストール

※インターネット接続　Zoomでの授
業を受講するにあたり、有線LANケー
ブルで接続したPCの使用が望ましい
ものの、スマートフォンやタブレット
でも受講可能です。ただし、スマート
フォンやタブレットを使用する場合は、
十分なデータ通信量が許容されるWiFi
に接続していることを推奨します。

春は教室での対面講座を一部開講します！

4月24日（日）10:40～11:10にZoomによる無料講座を開講します。
詳しくは、P.7をご覧ください。

初めてZoomを

お使いになる方に！
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春講座では、教室での対面講座を一部実施いたします！
教室での対面講座を実施にあたりまして、コロナの感染拡大を防ぐために、受講定員を設定したり、
教室内でのさまざまな注意事項をお守りいただくことになりますので、ご協力のほど、お願い申し
上げます。

▶	対面講座を実施いただくにあたりご注意いただくこと
◦	発熱や咳等の症状があり、体調がすぐれない場合は、ご受

講をお控えください。
◦	教室に入る際は、アルコールによる手指の消毒をお願い

します（消毒液スプレーをご用意いたします）。
◦	出席簿のペンは置きません。申し訳ございませんが、各自

のペンで出欠をご記入願います。
◦	教室内では、必ずマスクをご着用ください。
◦	教室内では、ソーシャルディスタンスを確保するよう努

めてください（着席不可の案内表示をしておきます）。
◦	講座中の会話は、お控えていただくようお願いいたします。

今後の新型コロナ感染症の感染状況により、急遽Zoom講座に変更、もしくは講座を
中止とさせていただくことがあるかもしれません。その際はご了承ください。

講座番号 講　座　名 講　師

G01 学習院キャンパスまるごと
ミュージアムツアー 冨田 ゆり 他

S01 日本人の「学び」の原点を探る 斉藤 利彦

S02 医療崩壊　真犯人は誰だ 鈴木 亘

S03 コロナショックと日本経済の再生 宮川 努

S04 習近平政権の特徴と日中関係 江藤 名保子

004 『今昔物語集』から平安朝の人々
の生き方をさぐる 中込 律子

005 歴代天皇を知る講座《古代編》 遠山 美都男

006 日本人と神道 林 東洋 他

007 維新の群像 森内 隆雄

011 くずし字に親しむ 丸山 美季

012 日本雅楽の道しるべ 三田 徳明

015 日本神話の世界 神田 典城

016 物語と絵巻・奈良絵本（ならえほ
ん）・錦絵・ちりめん本 徳田 和夫

021 西田哲学と田辺哲学の対決 酒井 潔

講座番号 講　座　名 講　師

022 ３回で分かる！
J.S.ミル『自由論』入門 小島和男

024 イタリア美術の魅力 本間 紀子 他

025 ヴェルサイユの科学と好奇心 太田 みき

027 中国は如何にして豊かになり 
しか？ 中居 良文

028 作られた中世ヨーロッパの 
〈イメージ〉Ⅴ 岡田 尚文

047 自己について考える 外山 みどり

064 映画と英語で楽しむ
シェイクスピアⅩⅩⅩⅢ 古庄 信

065 英語で楽しむ『赤毛のアン』 水谷 利美

069 フランス語入門 西 陽子

071 わかりやすく楽しいドイツ語に
参加しませんか（入門）

マリオン・ 
ゼッテコルン

072 ネイティブ講師と気軽に学ぶ 
スペイン語（初級） サリー・バタン

073 やさしいロシア語を学んでみま
せんか

ユーリー・
クロチコフ

▶	対面講座一覧

講師の机にはアクリル板が設置され、飛沫防止に
努めます。
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受講手続のご案内

講座開講
●対面講座は、直接教室にお入りください。
●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。
●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。

受付開始 2022年3月1日（火）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）
Zoom講座は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。
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目次

講座一覧 4～5

学習院大学	構内案内図 6

連携講座・特別講座 7～10

日本を知る 11

世界をみる 17

春の平日講座 25

自分を見つめる 28

暮らしを豊かに 30

外国語を楽しむ、外国語を学ぶ 34

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

38・39

40

夏期集中 46

講師紹介 50

受講申込みに関するご案内・その他注意事項 56・57

申込書記入例 58

FAX専用 59

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。

学習院さくらアカデミーでは、今回の
新型コロナ禍による講座運営を取り
巻く環境変化に伴い、複数講座受講割
引を中止させていただきます。ご了承
のほど、よろしくお願いいたします。
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講座一覧

番号 講	座	名 頁

連携・特別講座
F01 紅茶の魅力

7
G01 学習院キャンパスまるごとミュージアムツアー

G02 四谷校地時代の学習院
8

S01 日本人の「学び」の原点を探る

S02 医療崩壊　真犯人は誰だ
9

S03 コロナショックと日本経済の再生

S04 習近平政権の特徴と日中関係
10

S05 歴史の見方

日本を知る
001 基礎から「江戸文化」を学んでみませんか？

11002 源氏物語をよむ

003 万葉集の世界を楽しむ

004 『今昔物語集』から平安朝の人々の生き方をさぐる

12005 歴代天皇を知る講座《古代編》

006 日本人と神道

007 維新の群像

13008 近代の思想を読む

009 尾張藩と江戸城

010 俳句教室

14011 くずし字に親しむ

012 日本雅楽の道しるべ

013 大人の京都学

15014 おとなのための漢字学習

015 日本神話の世界

016 物語と絵巻・奈良絵本（ならえほん）・錦絵・ちりめん本
16

017 オニから民俗芸能をみる④

世界をみる
018 兵馬俑と古代中国

17019 見て考えて楽しむ西洋美術

020 シエナとフィレンツェ

NewNew

NewNew

NewNew

番号 講	座	名 頁

021 西田哲学と田辺哲学の対決

18022 3回で分かる！	J.S.ミル『自由論』入門

023 エクリチュール・フェミニン入門

024 イタリア美術の魅力

19025 ヴェルサイユの科学と好奇心

026 ヒトと動物のヨーロッパ史（3）

027 中国は如何にして豊かになりしか？

20028 作られた中世ヨーロッパの〈イメージ〉Ⅴ

029 アラブ・イスラームの歴史に名を残す人達	第二弾

030 歴史の闇に消えたあの人、この人

21031 モーツアルト6大オペラの魅力～その背景を探る

032 バロック・オペラを聴く

033 Jazz	音楽理論・初級編

22034 Jazz	音楽理論・中級編

035 教養としてのキリスト教

036 生きる力（歌）はどこから来るのか

23037 ツール・ド・グルメ世界の郷土料理

038 地球の歩き方に聞いてみよう！

039 トラベルライター講座 24

春の平日講座
040 公家の懐事情

25041 大江戸浮世絵散歩

042 四字熟語を通して漢文に親しむ

043 箏（コト）入門「箏を取り巻く日本の文化史」

26044 天皇をはじめとする名筆の鑑賞②

045 はじめてのクラシック♪

046 超入門だけど、韓国語で会話できます！ 27

自分を見つめる
047 自己について考える

28048 子育て学入門

049 傷つく言葉から身を守るコツ

050 はじめてみようマインドフルネス実践講座
29

051 「やりたいこと」を見つける自己分析ノート NewNew
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番号 講	座	名 頁

暮らしを豊かに
052 小笠原流礼法と日本の文化を学ぶ　青龍の巻

30053 大名茶人・小堀遠州の旅日記を読む

054 紅茶の魅力

055 腕時計文化論2022

31056 楽しむための自転車学2022年夏

057 シニアライフを設計しよう！

058 ボタニカルアート講座

32059 ボタニカルアート講座・実践編①

060 ボタニカルアート講座・実践編②

061 株式投資　完全パック	戦略練り直し編

33062 株式投資　業界地図による大化け業界大研究

063 3万円でデビューできるアメリカ株・超入門

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

34065 英語で楽しむ『赤毛のアン』

066 オンライン同時通訳	初級講座

067 British	English	Language	and	Culture

35068 英語で読む「イーロン・マスク」

069 フランス語入門

070 やさしいやさしいイタリア語会話	初級

36071 わかりやすく楽しいドイツ語に参加しませんか（入門）

072 ネイティブ講師と気軽に学ぶスペイン語（初級）

073 やさしいロシア語を学んでみませんか
37

074 韓国語　超入門4

キャリアアップ・スキルアッププログラム
075 TOEIC®L&R	500点達成	WEB講座

40076 TOEIC®L&R	600点達成	WEB講座

077 TOEIC®L&R	730点達成	WEB講座

078 チャレンジTOEIC®L&R	900点達成	WEB講座
41

079 宅建士総合WEB講座

NewNew

NewNew

番号 講	座	名 頁

080
081

MOS資格取得対策WEB講座
【Word】Ａ・Ｂ日程

42082
083

MOS資格取得対策WEB講座
【Excel】A・Ｂ日程

084
085

MOS資格取得対策WEB講座
【PowerPoint】A・Ｂ日程

086
087

MOS資格取得対策WEB講座
【Excelエキスパート】A・Ｂ日程

43088
089

ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策
WEB講座	A・Ｂ日程

090 ITパスポート資格取得対策WEB講座

091 日商簿記3級直前対策WEB講座
44

092 マナー・プロトコール検定対策WEB講座

093 行政書士パーフェクトコースWEB講座

45
094 簿記検定3・2級パーフェクトパックWEB講座

095 2級FP・AFP対策パックWEB講座

096 二種・一種証券外務員パッククラスWEB講座

夏期集中
097 夏期集中TOEIC®L&R	500点達成	WEB講座

46
098 夏期集中TOEIC®L&R	600～700点達成	WEB講座

099 医療事務WEB講座 47

100
～
102

MOS資格取得対策WEB講座
【Word】A・Ｂ・Ｃ日程

48
103
～
105

MOS資格取得対策WEB講座
【Excel】A・Ｂ・Ｃ日程

106
～
108

MOS資格取得対策WEB講座
【PowerPoint】A・Ｂ・Ｃ日程

109
～
111

MOS資格取得対策WEB講座
【Excelエキスパート】A・Ｂ・Ｃ日程

49112
～
114

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

115 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 36、37
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学習院大学　構内案内図

学習院さくらアカデミー
事務室

学習院さくらアカデミー
教室（南１号館）	

創立百周年記念会館
（特別講座など）

中央教育研究棟
（特別講座など）
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連
携
講
座・特
別
講
座

講座番号	F01 日曜 午後
午前

無料講座

紅茶の魅力
紅茶の楽しみ方

紅茶は世界中で最も多くの人に飲まれている健康飲料です。家で紅茶
を淹れる機会が増えたこの頃、ティーバッグも、ポイントを押さえて美
味しく楽しみましょう。オンラインセミナーの良さは、ご自宅でティー
バッグと熱湯、ティーカップを用意して、ご一緒に淹れることが出来る
ところです。お気軽にご参加ください。

	 講 師

	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

日 程 4月24日　日曜日／10:40～11:10（30分）
ティーバッグで気軽に美味しく

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など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。

PROFILE

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）

Zoom講座

P.30 054「紅茶の魅力」の講座もぜひご
覧ください。

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。

講座番号	G01 日曜 午後
午前

連携講座

緑あふれる学習院の目白キャンパスには、明治・大正・昭和、それぞれの
時代を映す特色ある学校建築や血洗いの池や榊壇、石碑などみどころ
がたくさんあります。本講座では、学習院の歴史を映像を用いながら解
説した後、実際にキャンパス内を散策して、７つの国登録有形文化財の
貴重な歴史的建造物を中心にご紹介します。

日 程 6月19日　日曜日／13:00～15:30
13:00～13:45　学習院の歴史と建物の見どころ（映像と講義）
13:55～15:30　キャンパスツアー（見学会）

受講料 2,200円（1回）
受講定員 20名
注意事項 ＊「見学会」では学習院のキャンパス内を散策しますので、歩きや

すい服装と靴でご参加ください。
＊日よけ・帽子・タオル・飲み物・虫除けスプレー・かゆみ止め等は
各自でご用意ください。

学習院キャンパス
まるごと
ミュージアムツアー 

PROFILE 	冨田	ゆり
1986年学習院大学史学科卒業。学習院大学史料館学芸員として、文学関係
資料と学習院の建物の調査研究を行っている。『学習院	南1号館	再生した旧
理科教場』（編）
PROFILE 	丸山	美季
1998年学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程史学専攻単位取得。
博士（学術・筑波大学）。専門は日本近世史。現在、学習院大学史料館学芸員。
著書『事典	しらべる江戸時代』（共著、柏書房）など。

	 講 師

	冨田　ゆり
	（とみた・ゆり）
学習院大学史料館
学芸員

	 講 師

	丸山　美季	
	（まるやま・みき）
学習院大学史料館
学芸員

対面講座
学習院大学	南1号館の教室へお越しください。
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連
携
講
座・特
別
講
座

日本人の「学び」の
原点を探る
日本人にとって「学び」とは？

今日の日本は高度な文化国家として、それを支える国民の豊かな「学
び」が実現されています。文部省の統計によりますと、近代日本の最初
の公教育制度「学制」の制定の翌年、明治6年（1873）の就学率が約3割。
それが明治35年には9割を超え、わずか30年で日本人の大部分が学校
教育を受けるようになりました。この急速な学校制度の普及は、世界的
にも珍しいといわれています。この講義では、これほど短期間で国民を
「学び」へと導いた原点に何があったのかを、近世・幕末の教育機関であ
る寺子屋、藩校、私塾にまでさかのぼって考察していきます。

	 講 師

	斉藤　利彦
	（さいとう・としひこ）
学習院大学教授

日 程 5月15日　日曜日／13:30～15:00

受講料 1,650円（1回）
受講定員 50名

PROFILE

学習院大学文学部教育学科教授。博士（教育学）。東京大学法学部卒業、同大
学院教育学研究科博士課程修了。学習院大学助教授などを経て、94年より
現職。専門は日本近代教育史、青年の自己形成史。主な著書『「誉れの子」と
戦争』（中央公論新社）、『海後宗臣教育改革論集』（編著、東京書籍）、『学校文
化の史的探究』（東京大学出版会）、『明仁天皇と平和主義』（朝日新書）、『作
家太宰治の誕生―「天皇」「帝大」からの解放』（岩波書店）、『試験と競争の
学校史』（講談社学術文庫）、『新日本古典文学大系	明治編教科書・卒業文集』
（共著、岩波書店）など。

特別講座

講座番号	S01 日曜 午後
午前

対面講座
学習院大学	百周年記念会館の教室へ
お越しください。

講座番号	G02 水曜 午後
午前

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 5月11日　水曜日／13:30～15:00

受講料 1,650円（1回）
注意事項 こちらの講座は前期の冬講座と同様です。

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。

「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）

連携講座
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連
携
講
座・特
別
講
座医療崩壊 

真犯人は誰だ
コロナ禍の医療崩壊から、我が国の
医療提供体制の構造問題を学ぶ

「世界に冠たる日本の医療」などと、医療提供体制の充実ぶりを誇って
いた我が国が、なぜ、世界的には「さざ波」程度の感染者数増加で、この
ように簡単に医療崩壊を起こしたのか、その謎に迫ります。7人の容疑
者(原因の仮説)を挙げて、一つ一つ謎解き仕立てで話を進めます。ま
た、今後もしばらくウィズコロナの時代が続くので、パンデミック時の
医療崩壊を防ぐためにどんな手立てがあるのか、アフターコロナ時代
の医療をどのように改革すべきかという点も議論します。

	 講 師

	鈴木　亘
	（すずき・わたる）
学習院大学教授

日 程 5月21日　土曜日／13:30～15:00

受講料 1,650円（1回）
受講定員 50名
参考文献 『医療崩壊	真犯人は誰だ』鈴木亘著　講談社現代新書

（2021年、946円）

PROFILE

1970年生まれ。1994年上智大学卒業。日本銀行勤務を経て、1999年大阪
大学経済学修士、2001年大阪大学経済学博士号取得。大阪大学助手、大阪
大学助教授などを経て現職。近著に、「医療崩壊	真犯人は誰だ」（講談社現代
新書）2021年、「社会保障と財政の危機」（PHP新書）2020年、「経済学者	日
本の最貧困地域に挑む」（東洋経済新報社）2016年など。

特別講座

講座番号	S02 土曜 午後
午前

対面講座
学習院大学	中央教育研究棟の教室へ
お越しください。

講座番号	S03 土曜 午後
午前

対面講座
学習院大学	中央教育研究棟の教室へ
お越しください。

特別講座

コロナショックと
日本経済の再生
－世界との距離を縮められるか－

新型コロナウイルスは、変異を繰り返しながら、世界経済に甚大な影響
を与えています。その中で、日本の経済回復は、東アジア諸国や米国と
比べると遅れています。経済活動の直接的な制約に加え、供給制約がさ
らに悪性のインフレを引き起こす懸念もあります。本講座は、2年を超
えたコロナショックによる経済的影響を包括的に考えながら、日本経
済再生への途を探ります。

	 講 師

	宮川　努
	（みやがわ・つとむ）
学習院大学教授

日 程 5月28日　土曜日／13:30～15:00
受講料 1,650円
受講定員 50名
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

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
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連
携
講
座・特
別
講
座 習近平政権の

特徴と日中関係

2022年は日中国交正常化50周年であると同時に、共産党第20回党大
会が開催される節目の年となります。中国をめぐる国際情勢が目まぐ
るしく展開するなか、日本の岸田政権もまた新しい対中戦略を模索し
ているようです。過去の日中関係とどのように異なり、何を継続する
必要があるのか。本講座では2012年に始まったとされる中国の「新時
代」の特徴を概観したうえで、これからの日中関係を方向づける要因に
ついて論じます。

	 講 師

	江藤　名保子
	（えとう・なおこ）
学習院大学教授

日 程 6月11日　土曜日／13:30～15:00

受講料 1,650円（1回）
受講定員 50名

PROFILE

慶應義塾大学経済学部卒業、スタンフォード大学国際政治研究科修士課程
修了（MA）。慶應義塾大学法学研究科政治学専攻を経て博士（法学）。2021
年4月より学習院大学法学部教授。専門は現代中国政治、東アジア国際政治。
中国の世論政策およびその対外的な展開を専門とする。著書に『日中関係史
1972‐2012　Ⅰ政治篇』（共著、東京大学出版会）、『中国ナショナリズム
のなかの日本‐「愛国主義」の変容と歴史認識問題』（勁草書房）ほか。笹川
平和財団「SPF	China	Observer」や「実業之日本フォーラム」でコラムを
連載中。

特別講座

講座番号	S04 土曜 午後
午前

学習院大学	中央教育研究棟の教室へ
お越しください。

対面講座

特別講座

歴史の見方
「民主主義の危機」
―イギリスの歴史から考える

民主主義については古今東西、膨大な研究があり、研究者の間でも多岐
にわたる議論が展開されている。それだけ広く学問的な関心を呼んで
いるわけですが、しかし民主主義は研究者の専売特許ではなく、実は私
たちの日常生活の一部でもあり、いや応なく向き合わなければならな
い問題でもあります。民主主義の理念が歴史を動かしたわけではない。
ホッブズやロックの思想も当時の歴史的プロセスの中から生み出され
たものであり、彼らの理論で歴史が動いたわけではない。歴史はさまざ
まな試行錯誤を繰り返しながら、民主主義を生みだしてきた。ここでは
イギリスの歴史を振り返ることにより、その苦闘の後を辿ってみたい。
◦はじめにーイギリスの歴史を学ぶ意義◦二つの革命ーピューリタン
革命と名誉革命・二つの考えートーリーとホイッグ◦二つの政党	保守
党と労働党◦Brexit ー国民の分断

	 講 師

	湯沢　威
	（ゆざわ・たけし）
学習院大学名誉教授

日 程 6月13日（月）～6月19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

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。

オンデマンド講座

講座番号	S05 月～日曜 午前
午後

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。
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日
本
を
知
る

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。前回につづき紅葉賀巻を読みます。二
月、桐壺帝の女御・藤壺に皇子が誕生します。実はこの皇子は、光源氏と
の間の秘密の子であり、光源氏のお顔をそのまま写しとったかのよう
でした。秘密を知らない帝は、光源氏にそっくりの皇子に、すぐれてい
る者同士は似るものなのだと思って、たいそうかわいがりますが、光源
氏と藤壺の苦悩ははかり知れません。光源氏の重い気分を晴らすよう
に、若紫との日常、源典侍との恋も描かれます。

	 講 師 	伊東　祐子	 PROFILE P.50～

	 都留文科大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
4月	 23日	 6月	 11日・25日
5月	 14日・28日	 7月	 9日・23日

受講料 23,100円（全7回）
テキスト 新編日本古典文学全集『源氏物語	一』（小学館）4,484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。）

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

講座番号	002 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

万葉集の世界を
楽しむ
情熱的な恋の実態

万葉集には恋の歌がたくさん収められています。一夫多妻、妻問い婚と
いった当時の婚姻形態から、ひたすら待つ女性の恋（孤悲）や禁忌を犯
して密かに会う若い皇子と皇女、官人と宮女との恋は、情熱的な恋の歌
を生みました。また、都から遠く離れた地方へ単身赴任する官人たちの
中には、現地で妻を持つ者もあり、都から本妻が乗り込んできて大騒ぎ
になったことも。いずれも当時の人々に興味を持って享受され伝えら
れました。当時の情熱的な恋の実態に触れてみようと思います。

	 講 師 	平野　由紀子	 PROFILE P.50～

	 順天堂大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30
4月	23日	 磐姫皇后	 仁徳天皇を待つ彼女は、歴史書通り嫉妬深いのか
5月	14日	 大津皇子	 石川郎女との密通が占いで明かされ…
	 28日	 但馬皇女	 穂積皇子への思いは朝の川をも渡らせる
6月	11日	 狭野弟上娘子	流罪になった中臣宅守の行く道を焼き滅ぼしたい
	 25日	 史生尾張少咋の妻　部下の不祥事を諭す上司大伴家持
7月	 9日	 笠女郎	 大伴家持への一途な思いが逆ストーカーへ

受講料 19,800円（全6回）

講座番号	003 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

基礎から 
「江戸文化」を 
学んでみませんか？

江戸では多彩で多様な価値観の文化が展開されていました。江戸で暮
らす人びとは、歌舞伎に心躍らせ、浮世絵から情報を得、会いに行ける
アイドルにときめき、諸芸を嗜み、学問に勤しみ、小説を読み、名所・旧
跡・話題のスポットなどへ出かけ、植物や動物を愛で、独自の情報発信
をしていたのです。本講座では、「江戸ッ子」にあこがれ「いき」を尊ん
だ江戸の人々が育んだ文化の実態について概観します。

	 講 師 	小沢　詠美子	 PROFILE P.50～

	 成城大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

5月	14日	 元禄期の江戸文化
	 28日	 宝暦～天明期の江戸文化
6月	11日	「盛り場」の誕生
	 25日	「江戸ッ子」の登場
7月	 9日	 文化～文政期の江戸文化
	 23日	 嘉永期の江戸文化

受講料 19,800円（全6回）

講座番号	001 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

日本を知る
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『今昔物語集』から
平安朝の人々の
生き方をさぐる

『今昔物語集』は1000以上の説話を収めた平安時代院政期の説話集で
す。天皇から庶民、鬼に至るまでの人間臭い振舞いや不思議な行動が鮮
烈な表現で描かれ、現代とは異なる生活感覚や世相を知ることができ
ます。今回は平忠常の乱にも関わる武士棟梁源頼信の話、不気味な産女
の話，肉食などの平安時代の食生活の話（夫婦関係の話でもあります）
などを採り上げます。歴史学専門の講師とともに『源氏物語』からは見
えない平安時代を旅しましょう。

	 講 師 	中込　律子	 PROFILE P.50～

	 学習院大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
4月	24日
5月	 8日
	 22日
6月	 5日
	 19日
7月	 3日

源頼信が知略で平忠恒を屈服させた話
平季武が肝試しで産女の出る渡に行く話
蔵人藤原貞高が内裏の殿上の間で俄かに死んだ話
貝を贈られた妻の態度に愛想をつかした夫の話
丹波住人が風流を介さない妻を離縁する話
※今回は頼信の話が長いので，５話としました。各説話は，長さがまちまちなので，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 19,800円（全6回） 受講定員 20名
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。

講座番号	004 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座

歴代天皇を知る
講座《古代編》

日本史上、天皇の地位はどのように受け継がれてきたのでしょうか。歴
代天皇はそれぞれ一体どのような役割を果たしてきたのでしょう。皇
位継承の将来に一般の関心が高まるなか、改めて天皇の歴史を学んで
みましょう。今期は平安時代の前期、摂関政治の成立前夜の天皇を取り
上げます。

	 講 師 	遠山　美都男	 PROFILE P.50～

	 学習院大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

4月	23日	 仁明天皇
5月	14日	 文徳天皇
6月	11日	 清和天皇
	 25日	 陽成天皇
7月	 9日	 光孝天皇

受講料 16,500円（全5回）
受講定員 20名

講座番号	005 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座

日本人と神道
和歌と神道

日本の伝統文化の一つである和歌は、遠く神代にその源を発します。
神々や歴代の天皇が詠む歌は、時に神意を示し、時に人が神と交流する
ための重要な媒体となりました。今期の講座では､記紀神話や『万葉集』
に見られる歌に始まり、近現代の天皇の御製にも言及します。校外講義
は、(新型感染症の流行状況を見極めながら)和歌に関連する社寺をめ
ぐることを計画しています。無理をせず、柔軟に行動する〈大人の散歩〉
に致しましょう。

	 講 師 	林　東洋	 PROFILE P.50～
	 学習院大学講師

	 講 師 	山田　徹	 PROFILE P.50～
	 学習院大学講師

	 講 師 	金子　元	 PROFILE P.50～
	 秀明大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
5月	 8日	 記紀神話と『万葉集』	 (林）
	 22日	 国学と和歌	 (山田）
6月	 5日	 近現代の御製・御歌	 (金子）
	 19日	【校外講義】明治神宮周辺をめぐる	(林・山田・金子）
7月	 3日	 まとめ（散歩の振り返りを含む）	 （林・山田・金子）

受講料 16,500円（全5回） 受講定員 20名
注意事項 ※第４回は現地集合となります（所要時間120～180分程度）。

※現地までの交通費、施設入場料等は各自ご負担ください。

講座番号	006 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学	南1号館の教室へ
お越しください。対面講座
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近代の思想を読む
「自由」とはなにか 
――福沢諭吉と中江兆民

福沢諭吉（1835-1901）と中江兆民（1847-1901）はともに明治時代
の日本を代表する思想家であり、日本に西洋の近代的な思想を紹介し
た人物ですが、さまざまな面で非常に対照的な存在でもあります。この
講座では、二人の生涯と著作をなるべく身近な言葉でわかりやすく説
明しながら、「自由」とはなにかという問題をみなさんと一緒に考えて
みたいと思います。

	 講 師 	金子　元	 PROFILE P.50～
	 秀明大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
6月	12日	 社会の中での自己実現：福沢諭吉の「自由」
7月	10日	 欲望からの解放：中江兆民の「自由」

受講料 6,600円（全2回）

講座番号	008 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

New Lecture
New Lecture

尾張藩と江戸城
公益財団法人徳川黎明会	徳川林政史研究所の所員による歴史講座です。
徳川林政史研究所は森林と人びととの関わりの歴史を、さまざまな側面か
ら研究している機関です。尾張徳川家が運営する財団に属していることか
ら、尾張藩や尾張徳川家の近世・近代史料も多数所蔵しています。尾張藩
と言えば名古屋城を居城としていましたが、江戸城とも深い関わりを持っ
ていました。今回は、研究所所蔵の歴史史料などを用いながら、尾張藩と
江戸城との関係をさまざまな視点からわかりやすく解説していきます。

	 講 師 	深井　雅海	 PROFILE P.50～
	 （公財）徳川黎明会	徳川林政史研究所所長

	 講 師 	萱場　真仁	 PROFILE P.50～
	 同研究員

	 講 師 	藤田　英昭	 PROFILE P.50～
	 同研究員マネージャー

日 程 土曜日／15:00～16:30
5月	28日	 尾張藩主の江戸城登城	 （深井）
6月	11日	 天保の江戸城西丸再建と尾張藩	 （萱場）
	 25日	 江戸無血開城の真実―尾張藩の果たした役割	（藤田）

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	009 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

New Teachers
New Teachers

維新の群像
維新政権の政治家たち

慶応3年（1867）12月9日に王政復古、慶応4年（1868）1月3日に鳥羽
伏見の戦いが起こりました。維新政府の設立につながるできごとでし
た。これはまた日本の近代国家のスタートでもありました。深く関わっ
た人には、公家の岩倉具視、薩摩藩の大久保利通・西郷隆盛、長州藩の木
戸孝允らがいました。これらの人たちがどのような目的で維新政府を
成立させたかを、今回は岩倉・大久保・木戸の三人がどのような目的で
維新政府を作っていったのか、史料を交えながら考えてみます。

	 講 師 	森内　隆雄	 PROFILE P.50～

	 学習院名誉教授
	 元	学習院中等科教諭
	 元	学習院大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
5月	22日	 岩倉具視
6月	 5日	 大久保利通	１
	 19日	 大久保利通	2
7月	 3日	 木戸孝允	１
	 17日	 木戸孝允	2

受講料 16,500円（全5回）
受講定員 20名

講座番号	007 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座
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俳句教室
～言葉のリズムと季語の世界観～

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

	 講 師 	網野　月を	 PROFILE P.50～

	 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
5月	 8日	 初夏の季語　初夏の季語から兼題を出題します
6月	12日	 梅雨の季語　梅雨の季語から兼題を出題します
7月	10日	 盛夏の季語　盛夏の季語から兼題を出題します

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 12名
注意事項 講座の進め方についての資料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。

講座番号	010 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

くずし字に親しむ
古文書の基礎

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

	 講 師 	丸山　美季	 PROFILE P.50～

	 学習院大学史料館	学芸員

日 程 日曜日／10:40～12:10
5月	22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
6月	 5日	 くずし字の解読実践　村方文書を読む
	 19日	 　　　　〃　　　　　　　　〃　　　
7月	 3日	 　　　　〃　　　　　武家文書を読む
	 17日	 　　　　〃　　　　　　　　〃　　　

受講料 16,500円（全5回） 受講定員 20名
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。

講座番号	011 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座

日本雅楽の 
道しるべ
雅楽でひも解く 
シルクロード・アジア・日本1

平安貴族必須の教養であり、一般には「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。今
期より対面講座を再開するにあたり、「世界最古の音楽・舞踊芸術」と言
われる日本雅楽を時代毎に検証し、各時代の雅楽の特徴を明らかにす
ることによって日本文化史における雅楽の価値を再検討して参りたく
存じます。今期は黎明期の雅楽から中世までを、様々な切り口から見直
して参りましょう。

	 講 師 	三田　徳明	 PROFILE P.50～

	 学習院大学講師
	 三田徳明雅樂研究會主宰

講座番号	012 土曜 日曜 午後
午前

日 程 土曜日／15:00～16:30
6月	 4日	 1）雅楽とは何か	 アジアの国際語「雅楽」とその中味
	 18日	 2）飛鳥・奈良時代の雅楽	大和王権の国家戦略と雅楽
7月	 2日	 3）平安王朝の雅楽	 日本雅楽は変容したのか？
	 16日	 4）鎌倉・室町期の雅楽	 雅楽滅亡の危機

受講料 13,200円（全4回）
受講定員 20名学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座
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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.50～

	 京都学講師
	 （株）らくたび代表取締役

日 程 土曜日／15:00～16:30
4月	23日	 その❹《貴族の栄枯盛衰》
	 	 －なぜ、貴族・藤原氏の華やかな時代は終焉を迎えたのか？－
5月	21日	 その❺《院政と源平争乱》
	 	 －なぜ、天皇の皇位継承が武士による戦いで決まったのか？－

受講料 6,600円（全2回）

講座番号	013 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

日本神話の世界
日本神話の成り立ちを考える

日本の古典の原点、古事記そして日本書紀は魅力あふれる神話によっ
てこの世界の成り立ちを語っています。よく知られたイナバの白兎や
ヤマタノヲロチの話、また海幸彦山幸彦の話、これらはみな古事記や日
本書紀の神話の一部です。ではその神話はどのように出来上がり、どん
なドラマが展開しているのでしょうか。古事記・日本書紀の成り立ちを
考えながら、日本神話の世界に遊んでみることにしましょう。講義の進
め方としては、記紀神話を順次読み進めていきます。

	 講 師 	神田　典城	 PROFILE P.50～

	 学習院女子大学名誉教授

講座番号	015 土曜 日曜 午後
午前

日 程 土曜日／15:00～16:30
5月	 21日
6月	 4日・18日
7月	 2日・16日

受講料 16,500円（全5回）
受講定員 20名
テキスト 「対照神代記紀」神田典城著（笠間書院）1,540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。）学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座

New Lecture
New LectureNew Teacher
New Teacher

おとなのための
漢字学習

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

	 講 師 	円満字　二郎	 PROFILE P.45～

	 フリーライター
	 漢和辞典編集者

日 程 土曜日／13:00～14:30
5月	21日	 漢字の歴史をたどる
6月	 4日	 部首と漢字の成り立ち
	 18日	 重箱読みと湯桶読み
7月	 2日	 四字熟語の世界

受講料 13,200円（全4回）

講座番号	014 土曜 日曜 午後
午前

P.25 042「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。

Zoom講座
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オニから
民俗芸能をみる④
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.50～

	 玉川大学講師
日 程 土曜日／10:40～12:10

5月	28日	 オニとは。文献から見る鬼と隠とオニと来訪神
6月	11日	 夏の民俗芸能とオニ（風流の芸能など）
	 25日	 夏・秋の民俗芸能とオニ（神楽など）

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

講座番号	017 土曜 日曜 午後
午前

物語と絵巻・ 
奈良絵本（ならえほん）・ 
錦絵・ちりめん本

この国は古くから物語にあふれています。また、それらを視覚化するビ
ジュアル・カルチャーが豊かに稔りました。
室町時代後期から江戸時代前期頃に制作された彩色絵入り写本の「奈
良絵本」や、明治初期に出版された小型の絵本の「ちりめん本」（和紙に
細かい皺を付け、それを和綴じにした絵本）などを紹介します。授業で
は、絵巻物や錦絵（浮世絵）も鑑賞しながら、題材の物語を読み進めてい
きます。

	 講 師 	徳田　和夫	 PROFILE P.50～

	 学習院女子大学名誉教授
日 程 土曜日／15:00～16:30

5月	 21日
6月	 4日・18日
7月	 2日

受講料 13,200円（全4回）
受講定員 20名

講座番号	016 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座
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講座番号	019 土曜 日曜 午後
午前

見て考えて楽しむ 
西洋美術
印象派時代のパリ 美術史の旅

1860年代から20世紀初頭にかけて、パリは急速な変貌をとげ、近代随
一の大都市としての姿を示すようになりました。まさにその時期、パリ
において描かれた印象派の絵画は、そうした変貌する大都市パリの景
観とそこに展開される近代的市民生活の様相を生き生きと描き出した
ものでした。この講座では、印象派の絵画を道案内として、19世紀後半
のパリの街を歩いてみます。都会での日常のみならず、郊外への遠足、
海辺でのヴァカンス、あるいは万博開催といった、都会生活を彩るさま
ざまなイベントをも含め、印象派時代のパリを訪ねる美術の旅です。

	 講 師 	有川　治男	 PROFILE P.51～

	 学習院大学名誉教授

日 程 土曜日／15:00～16:30
6月	 4日	 プロローグ	――	印象派以前のパリ
	 11日	 近代都市パリの誕生
	 18日	 市民たちと近代生活
7月	 2日	 都市と郊外、都会と自然
	 9日	 万国博覧会と世界都市パリ
	 16日	 エピローグ	――	20世紀のパリ

受講料 19,800円（全6回）Zoom講座

講座番号	018 土曜 日曜 午後
午前

兵馬俑と古代中国
秦漢文明の遺産を探る

「兵馬俑と古代中国～秦漢文明の遺産～」の展覧を監修し、京都・静岡・
名古屋・東京と巡回します。150点ほどの展覧品を紹介しながら、古代
中国の歴史を語っていきます。小さな兵馬俑が始皇帝の時代に等身大
になり、漢代にまた小さなものになります。秦と漢の時代の兵馬俑が語
るものを中心に探っていきます。日中の国交正常化を記念する展覧会
は50年間の中国考古学の集大成です。準備中にも前漢文帝の陵墓が確
定するなど大発見がありました。

	 講 師 	鶴間　和幸	 PROFILE P.51～

	 学習院大学名誉教授
日 程 日曜日／10:40～12:10

5月	15日	 統一前夜の秦～西戎から中華へ
	 22日	 統一帝国の誕生～始皇帝の時代①
	 29日	 統一帝国の誕生～始皇帝の時代②
6月	12日	 漢帝国の繁栄～劉邦から武帝まで①
	 19日	 漢帝国の繁栄～劉邦から武帝まで②
	 26日	 秦漢文明の遺産～総論

受講料 19,800円（全6回）Zoom講座

シエナと
フィレンツェ
イタリアの都市国家

イタリアには数多くの都市国家が中世に生まれた、魅力的な国として
知られています。このため現在でも古都が数多く存在し、観光客を招き
寄せてやみません。それに古代の歴史があり、都市の魅力を一段と増し
ています。本講座ではとくにシエナとフィレンツェというトスカーナ
の競合都市についてお話します。

	 講 師 	根占　献一	 PROFILE P.51～

	 学習院女子大学名誉教授
日 程 土曜日／15:00～16:30

6月	 4日	 都市国家―その歴史と個性
	 18日	 シエナ
7月	 2日	 フィレンツェ

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	020 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座
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エクリチュール・
フェミニン入門
女性的な言語実践についての思想に
触れよう！

エクリチュール・フェミニンをご存知ですか？	エレーヌ・シクスー、
リュス・イリガライ、ジュリア・クリステヴァといったフランス語圏の
思想家たちに代表される、女性的な言葉の在りようをめぐる思想のこ
とです。彼女たちは、言葉が男性的な原理によってつくられたことを指
摘し、そのなかでいかにして女性的に書くことができるのかを模索し
ます。英語圏で人気を博し、フェミニズム理論に大きな影響を与えつづ
けてきた彼女たちの思想に、この機会にぜひ触れてみてください。

	 講 師 	横田	祐美子	 PROFILE P.51～

	 立命館大学助教
日 程 日曜日／13:00～14:30

6月	 5日	 エクリチュール・フェミニン誕生の背景
	 19日	 女性が女性を書くためのマニフェスト
7月	 3日	 溢れ出る意味、流動する女性的なもの
	 17日	 彼女たちにとって、母とは何か？
	 31日	 エクリチュール・フェミニンのこれから

受講料 16,500円（全5回）

講座番号	023 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

３回で分かる！ 
J.S.ミル『自由論』入門
息苦しい今を生き抜くための 
哲学入門

J.S.ミルの『自由論』は、古典でありながら、今こそ読んでいただきたい
一冊です。しかしながら、ミルの主張は意外と複雑で、なにやら誤解さ
れてしまっている場面も散見されます。「迷惑をかけなければ何をして
も良い」？	「少数派より多数派を優先」？	…じっくり『自由論』を読んで
いけば、そう単純な問題ではないと気づかされ、次第にミルの深い考え
が見えてくるはずです。この講座ではそこに書かれた思想のポイントを
紹介・解説しつつ、今の時代に実践的に役立てるヒントをお示ししてい
きます。まさに生きた教養として、哲学を学んでいただける90分です。

	 講 師 	小島　和男	 PROFILE P.51～

	 学習院大学教授
日 程 日曜日／10:40～12:10

6月	12日	『自由論』の知られざる共著者!?
	 	 ～ハリエット・テイラーとＪ・Ｓ・ミル～
	 26日	「人に迷惑をかけなければ何をしても良い」って、本当？
	 	 ～危害原理と功利主義～
7月	10日	 私たちが成長し続ける存在であるために
	 	 ～自由と多様性の必要性～

受講料 9,900円（全3回） 受講定員 20名

講座番号	022 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座

講座番号	021 土曜 日曜 午後
午前

西田哲学と 
田辺哲学の対決
京都学派シリーズ ３

西田幾多郎は近代日本の最初の独創的な哲学者ですが、またその周囲
には自由闊達な知のネットワークが形成されました。これが世にいう
「京都学派」の誕生です。そこでは西田哲学の批判と克服も真剣に試み
られます。その最も厳しい批判は、西田の後任であった田辺元(1885-
1962)からのものでした。哲学の方法として「直観」に対し「弁証法」を
主張した田辺は、戦後は一転「懺悔道」という独自の境地を開きます。
「哲学」の古くて新しい問いでもある西田と田辺の思想対決を検証する
ことで、異形ながら生きた「哲学入門」になれば、と願っています。

	 講 師 	酒井　潔	 PROFILE P.51～

	 学習院大学名誉教授

日 程 土曜日／13:00～14:30
5月	21日	「京都学派」とは何であったか――Introduction
6月	 4日	 西田哲学の特徴と課題
	 18日	 田辺元による西田哲学批判
7月	 2日	 田辺元『懺悔道としての哲学』(1946)
	 16日	 田辺元「メメント・モリ」(1958)――まとめ

受講料 16,500円（全5回） 受講定員 20名
参考文献 田辺元『懺悔道としての哲学・死の哲学』（京都哲学撰書3、燈影舎2000年）
注意事項 本講座は「京都学派シリーズ	３」ですが、今回初めて受講される方にも

十分配慮いたします。学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座

春期から、曜日・講座時間を変更してい
ます。ご注意ください。
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ヒトと動物の
ヨーロッパ史（3）
ナチ体制下の動物と自然観

ヒト以外の動物にもヒトと同じ苦痛の感覚を認め、その除去を目指す
ことが善とみなされるようになった19世紀ヨーロッパ。20世紀に入る
と保護すべき対象は野生動物にまで広げられます。そうした政策を追
求したのはヒトの虐殺に手を染めたナチス・ドイツでした。シリーズ第
3期はこの矛盾について考えることにしましょう。

	 講 師 	後藤　秀和	 PROFILE P.51～

	 慶應義塾大学講師
日 程 土曜日／15:00～16:30

6月	11日	 気絶させてから殺すのは優しさか
	 	 屠畜をめぐる対立
7月	 9日	 原初の森への憧れと科学の動員
	 	 生命に介入し管理するナチス

受講料 6,600円（全2回）

講座番号	026 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

ヴェルサイユの
科学と好奇心

ヴェルサイユと科学…思いがけない組み合わせかもしれません。しか
し王立科学アカデミーが創設され、「啓蒙の世紀」を迎える17～18世
紀は、天文学、動植物学、医学、化学、物理学などが飛躍的に発展した時
代です。歴代国王は科学を熱心に学びましたし、宮廷での実演は現在の
ノーベル賞のようなものでした。皆既日食の見学、光学に基づいた顕微
鏡、電気ショックの実験などを通してヴェルサイユの宮廷の新たな魅
力を発見していきましょう。

	 講 師 	太田　みき	 PROFILE P.51～

	 学習院大学講師
	 明治学院大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
5月	15日	 造園と噴水の技術・動植物園・医療技術
6月	12日	 さまざまな科学実験と実演
7月	10日	 国王の科学研究と王子たちの教育

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 20名

講座番号	025 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座

イタリア美術の魅力
ヴァティカンのサン・ピエトロ大聖堂
と広場を歩く

美術三昧の旅をしてみたい方のためのシリーズです。今期はカトリッ
クの総本山であるヴァティカンのサン・ピエトロ大聖堂をご案内しま
す。ミケランジェロの若き日の傑作《ピエタ》と大ドーム、ジャンロレ
ンツォ・ベルニーニ設計の広場など見どころが多いものの、世界最大級
の宗教建築なので、どこをどのように見学したらよいのか戸惑ったと
いう方もいらっしゃると思います。なかなか海外旅行に行くことがで
きない今、将来の旅のために予習をしませんか。

	 講 師 	本間　紀子	 PROFILE P.51～

	 東海大学・跡見学園女子大学講師

	 講 師 	久保寺　紀江	 PROFILE P.51～

	 学習院大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
5月	14日	「サン・ピエトロ大聖堂と広場を歩く1」	 （本間）
	 28日	「サン・ピエトロ大聖堂と広場を歩く2」	 （本間）
6月	11日	「ミケランジェロとヴァティカン、そしてローマ教皇」	（久保寺）
	 25日	「サン・ピエトロ大聖堂と広場を歩く3」	 （本間）
7月	 9日	「サン・ピエトロ大聖堂と広場を歩く4」	 （本間）
受講料 16,500円（全5回）
受講定員 20名

講座番号	024 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座
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Zoom講座

アラブ・イスラームの歴史
に名を残す人達 第二弾
波乱万丈の人生を歩んだ人達を通して
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
らない人はいないさまざまな人達を紹介し、当時世間を騒がせた人達
の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.51～

	 学習院大学講師
	 ハット研究所所長

日 程 日曜日／10:40～12:10
5月	 22日
6月	 5日・19日
7月	 3日

受講料 13,200円（全4回）

講座番号	029 土曜 日曜 午後
午前

中国は如何にして
豊かになりしか？

「天高皇帝遠」のメカニズム

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

	 講 師 	中居　良文	 PROFILE P.51～

	 学習院大学名誉教授

日 程 土曜日／15:00～16:30
5月	 28日
6月	 4日・18日・25日

受講料 13,200円（全4回） 受講定員 20名
参考文献 葛兆光『中国再考：その領域・民族・文化』辻康吾監修、永田小絵訳

（岩波現代文庫	2014年）1,056円
（上記は参考文献です。必要な方はご自身でお買い求めください。）

注意事項 質疑応答に充分な時間を割きます。

講座番号	027 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座

作られた 
中世ヨーロッパの 

〈イメージ〉Ⅴ
幽霊屋敷へようこそ―ゴシック・イメージを辿る

「ゴシック（Gothic）」という言葉は、もともと「ゴート（ゲルマン）風
の」、つまり（ローマ風であることと比べて）「粗野な」といったほどの意
味を持っていました。当初、中世ヨーロッパの建築を形容するために用
いられたこの言葉は、しだいに美術や思想、文学、ファッションの様式
をも表現するようになります。今回の講座では、ゴシック・イメージの
変遷を幽霊屋敷（ゴシック風の建築）を舞台とする映画や、その前提と
しての文学のなかに辿ります。Jホラーの女幽霊が這い降りてくる「階
段」は、ゴシック文学の「屋根裏」に繋がっているのです。

	 講 師 	岡田　尚文	 PROFILE P.51～

	 学習院大学講師
	 慶應義塾大学講師

日 程 日曜日／10:40～12:10
5月	22日	 それは中世のお城から始まった
	 	 ―『幽霊西へ行く』（1935年）を手掛かりに
6月	12日	 ディズニーの幽霊屋敷
	 	 ―『ホーンテッドマンション』（2003年）探訪
7月	 3日	 近代住宅とゴシック
	 	 ―『サイコ』（1960年）から『死霊館』（2013年）、Jホラーまで

受講料 9,900円（全3回） 受講定員 20名
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。

講座番号	028 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座
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歴史の闇に消えた 
あの人、この人
近・現代の王室史から

19世紀後半から20世紀前半にかけてパリやウィーンでは、「オペレッタ」
（喜歌劇）が大流行しました。それは劇中での身代わり、偽者、詐称者など
がその核心にあり、大衆の不満を一時的にも解消するものだったからで
す。ところが現実の世界でも、特に戦争や革命といった異常事態の中で権
力者の階級でそのようなことがおき、一部はスキャンダル、ミステリーと
して大衆の耳目を引き付けたのです。本講座では、日本ではあまり有名で
ない人も含めその中の何人かと教科書でも習わない何人かの人生を多数
の貴重な絵画、写真とフィルムなどによって辿ってゆきたいと思います。

	 講 師 	吉野　忠彦	 PROFILE P.51～

	 日本・エストニア友好協会会長

日 程 土曜日／15:00～16:30
5月	21日	ルイ17世：フランス大革命の悲劇、タンプル塔で何が起きたのか？多数の僭

称者の出現（フランス）　付論：アナスタシア大公女（ロシア）
6月	 4日	ナポレオン2世とナポレオン4（？）世：大・小ナポレオンの影、ウィーンと南

アフリカでの死（フランス）
	 18日	カスパール・ハウザー：「野生児」は果たして詐欺者だったのか？複数回に及

ぶ暗殺の試みの意味は？　（バーデン大公国/ドイツ）
7月	 2日	ピョートル3世（ロシア）とスタニスワフ2世・アウグスト（ポーランド）：偉大

な女帝エカテリーナの陰で
	 16日	大室寅之祐と輪王寺宮公現親王：明治維新の裏側で何が起きたのか？（日本）

受講料 16,500円（全5回）

講座番号	030 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

モーツアルト 
6大オペラの魅力
～その背景を探る

《イドメネオ》から《魔笛》まで

永遠の魅力をたたえるモーツアルトのオペラ。今期は、オペラ・セリア
の傑作《イドメネオ》から、最後のオペラ《魔笛》に至る6つの名作につ
いて、モーツアルトの人生や時代背景と共に解説します。豊富な映像資
料とともにお楽しみいただければ幸いです。

	 講 師 	加藤　浩子	 PROFILE P.51～

	 音楽評論家
日 程 土曜日／10:40～12:10

5月	14日	《イドメネオ》
	 21日	《後宮からの逃走》
	 28日	《フィガロの結婚》
6月	11日	《ドン・ジョヴァンニ》
7月	 2日	《コジ・ファン・トウッテ》
	 9日	《魔笛》

受講料 19,800円（全6回）

講座番号	031 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

バロック・オペラを
聴く
ヘンデル「ジュリオ・チェーザレ」

欧米の劇場では、少なくとも毎シーズン1演目は、上演されているバ
ロック期のオペラ作品。我が国でも近年、上演機会が増加しています
が、まだまだメジャーな存在とは言い難い状況です。そこで本講座で
は、まずヘンデルの「ジュリオ・チェーザレ（ジュリアス・シーザー）」を
取り上げ、その魅力について、音源なども使用しながらご紹介したいと
思います。

	 講 師 	彌勒　忠史	 PROFILE P.51～

	 国立音楽大学客員教授
	 声楽家、オペラ演出家

日 程 土曜日／15:00～16:30
5月	14日	 ヘンデル「ジュリオ・チェーザレ」	
	 	 第1幕	「抜け目のない狩人は」
6月	18日	 ヘンデル「ジュリオ・チェーザレ」	
	 	 第2幕	「優しい眼差しよ」「つらい運命に涙はあふれ」
7月	 9日	 ヘンデル「ジュリオ・チェーザレ」	
	 	 第3幕	「愛しいあなた、美しいお前」

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	032 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座
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教養としての
キリスト教
聖書の描くイスラエルの歴史（1）

この講座ではアブラハムから始まるイスラエルの歴史を様々なエピ
ソードと共にたどります。今期は族長時代から士師の時代までを扱い、
神のアブラハムの選び、イサク、ヤコブの物語、イスラエル人のエジプ
ト移住、出エジプトの行程、カナン征服、そしてオペラでも有名なサム
ソンとデリラの物語などを、関連の絵画や写真も交えてひもといてい
きます。月に1度、聖書の世界を楽しみながら、キリスト教の教養を少
しずつ身につけていきませんか。

	 講 師 	水谷　利美	 PROFILE P.51～

	 学習院大学・学習院女子大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

5月	14日	 アブラハム、イサク、ヤコブの物語（創世記）
6月	11日	 モーセの物語（出エジプト記）
7月	 9日	 カナン定着（ヨシュア記）・士師の物語（士師記）

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号	035 土曜 日曜 午後
午前

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.51～

	 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

この講座は、前回の冬講座（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／13:00～14:30
5月	14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
	 21日～27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
	 28日	 （Zoom講座）	 質疑応答と確認　ディミニッシュの各種
6月	4日～10日	（オンデマンド講座）	特殊なドミナント7　転調
	 11日	 （Zoom講座）	 質疑応答と確認　コードアナライズ

受講料 16,500円（全5回） 受講定員 12名
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

講座番号	034 土曜 日曜 午後
午前

講座番号	033 土曜 日曜 午後
午前

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.51～

	 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

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／15:00～16:30
5月	14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
	 21日～27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
	 28日	 （Zoom講座）	 質疑応答と確認、セカンダリードミナント
6月	4日～10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
	 11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） 受講定員 12名
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
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地球の歩き方に 
聞いてみよう！
最新動画公開！ 
いま一番ホットな世界遺産

新型コロナウイルスの流行は、海外旅行の往来を2年もの間、世界的規
模でストップさせてしまいました。旅行者にとっては我慢の時期でし
たが、受け入れ都市では大きなプロジェクトが進行し、アフターコロナ
の魅力を発信すべく着々と準備がすすめられています。講座では注目
の3地域の新しい見どころ、コロナ対応の新しい旅行ルールなどを解
説。旅に関する質問にも地球の歩き方の豊富な情報量で答えます。質問
は事前にも受け付けます。また当日の質問も歓迎します！

	 講 師 	大和田　聡子	 PROFILE P.51～

	 「地球の歩き方」編集担当

	 講 師 	坂井　彰代	 PROFILE P.51～

	 「地球の歩き方」編集担当

日 程 日曜日／10:40～12:10
6月	 5日	 新発見続々！新博物館とツタンカーメンの秘宝	（大和田）
	 19日	 2024五輪プロジェクトに沸くパリの魅力	 （坂井、大和田）
7月	 3日	 質問の回答と、ロンドンの博物館・美術館	 （坂井、大和田）

受講料 9,900円（全3回）
注意事項 「地球の歩き方」の協賛講座です。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。世界遺産や旅行に関する質問を、事
前にメールまたはFAXで受け付けます。

講座番号	038 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

生きる力（歌）は 
どこから来るのか
この時代を生きぬく体・心・歌を求めて 
～体と歌のレッスン

長引くコロナ禍の中、私たちはどのようにして体と心のバランスを保っ
ていったらよいのでしょう。そのヒント（提案）がこの講座にあります。
私たちにとって確かなものとは？それは唯一無二の自分の身体。でも
どんな動きや働きをしているのか、実はよく知りません。この身体メ
ソッドによる動きの「気づき」が脳を刺激し、体をより実感させ、生きる
エネルギーを生み出します。そして心と繋がり「歌」が生まれます。そ
のプロセスをご体験ください。

	 講 師 	青木　美稚子	 PROFILE P.51～

	 ソプラノ歌手
	 フェルデンクライス・メソッド指導者

日 程 日曜日／10:40～12:10
5月	 22日
6月	 12日・26日
7月	 10日

受講料 13,200円（全4回）

講座番号	036 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

ツール・ド・グルメ
世界の郷土料理
画像で巡る各国の食文化 【トスカーナ

（イタリア）、上海、コルシカ島（フランス】

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
はイタリアのトスカーナ地方、中国でもっとも勢いのあるコスモポリタン都市・上海、
地中海に浮かぶ人気のバカンス地コルシカ島を取り上げ、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.51～

	 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

講座番号	037 土曜 日曜 午後
午前

日 程 日曜日／13:00～14:30
5月	22日	 トスカーナの食文化と町案内
6月	 5日	 上海の食文化と町案内
	 19日	 コルシカ島の食文化と町案内

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座
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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.51～

	 ライター、エディター

日 程 日曜日／13:00～14:30
5月	15日	 トラベルライターの仕事を知ろう
	 	 トラベルライターがどのように仕事をしているかをお話しします。
6月	12日	 旅行ガイドブックの作り方
	 	『地球の歩き方	aruco』シリーズ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。
7月	10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

講座番号	039 土曜 日曜 午後
午前

新しい講座（講師）をご紹介します。

本講座は、イーロン・マスク氏の伝記を読んで氏の生い立ちと仕事への姿勢を
学びます。
宇宙開発企業スペースX創設者で電気自動車企業テスラの共同創設者でもあ
る氏の人となりをやさしい英文からご一緒に読み解いていきましょう。
わかりやすく和やかなレッスンを常にこころがけておりますので、どうかお
気軽にご参加ください。

英語で読む「イーロン・マスク」
米トップ企業家の精神をやさしい英語で学ぶ

講座番号

068 P.35参照Zoom講座

New Teacher
New Teacher

New Lecture
New Lecture

田沼	智（たぬま・さとし）
明星大学講師

田沼先生の
プロフィールは、
P.55の「講師紹介」を
ご覧ください。
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春の平日講座

講座番号	040 月曜 午前 午後

公家の懐事情
江戸時代の諸史料から

江戸時代の公家というと、「貧乏公家」をイメージされる方が多いので
はないかと思います。はたして、その実態はどうであったのでしょう
か。公家の懐事情を、領地や大名家からの援助、公家と商人による金融
活動など、さまざまな面から考えていきたいと思います。幕府から領地
をもらったり、積極的に金融活動を行ったり、ふつうイメージする「公
家」とは少々異なった姿を見せられるのではないかと思います。

	 講 師 	佐藤　雄介	 PROFILE P.53～

	 学習院大学准教授
日 程 月曜日／10:40～12:10

5月	30日	 江戸時代の公家の経済事情
6月	13日	 領地支配や大名家からの援助
	 27日	 公家の金融活動

受講料 9,900円（全3回）
注意事項 2021年春期に開講された講座と同じものです。Zoom講座

大江戸
浮世絵散歩

江戸庶民文化の華と称され、細密な彫、摺が魅力の浮世絵版画には、様々
な主題が取り上げられました。ペットをはじめとする動物もその一つ。
前回は犬、猫を取り上げましたが、今回の講座では今年の干支のトラや
歌舞伎でもお馴染みのキツネなどを取り上げ、現代とは異なる江戸時
代の動物に対するイメージを明らかにしていきます。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.53～

	 神奈川大学准教授
日 程 金曜日／13:00～14:30

5月	13日	 ヒョウはトラの雌？	見世物になった動物たち
	 20日	 妖力を持ったキツネたち

受講料 6,600円（全2回）

Zoom講座

講座番号	041 金曜 午前 午後

講座番号	042 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中には、漢文から生まれたものがたく
さんあります。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.53～

	 フリーライター
	 漢和辞典編集者

日 程 月曜日／10:40～12:10
5月	23日	 賢者のことば	――	呉越同舟（孫子）ほか
6月	 6日	 歴史のことば	――	酒池肉林（史記）ほか
	 20日	 物語のことば	――	漱石枕流（世説新語）ほか
7月	 4日	 詩人のことば	――	一刻千金（蘇軾）ほか

受講料 13,200円（全4回）
Zoom講座

P.15 014「おとなのための漢字学習」の
講座もぜひご覧ください。
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講座番号	043 木曜 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.53～

	 箏曲家
日 程 木曜日／13:00～14:30

5月	19日	 コトのおこり　中国からの箏の伝来　平安貴族文化
6月	 2日	 俗箏のおこり　江戸の盲人文化　六段の謎
	 16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 春期は、曜日を変更しています。ご注意ください。

講座番号	045 月曜 午前 午後

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（ドヴォルザーク：交響曲
第8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.53～

	 （公財）東京交響楽団
日 程 月曜日／10:40～12:10

6月	27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～
7月	11日	「新世界」を切り拓いた音楽家・ドヴォルザークと	
	 	 交響曲第8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

天皇をはじめとする
名筆の鑑賞②

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.53～

	 宮内庁書陵部図書課保存調査室
	 主任研究官

日 程 火曜日／10:40～12:10
6月	 7日	 天皇、皇族の書を鑑賞する
	 21日	 公家、武家、文人の書を鑑賞する

受講料 6,600円（全2回）

Zoom講座

講座番号	044 月曜 午前 午後火曜 午前 午後
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P.37 074「韓国語	超入門4」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.53～
	 ウィー・ソンジュン

	 学習院大学講師

日 程 火曜日／15:00～16:30
6月	 7日	 会話でよく使える動詞と形容詞を
	 	 見てみましょう。	 簡単会話①
	 14日	 会話によく使えるワードについて	 簡単会話②
	 21日	 会話によく使える数詞の使い方	 簡単会話③

受講料 9,900円（全3回）
Zoom講座

講座番号	046 火曜 午前 午後

学習院さくらアカデミーは、日本小売業協会の
「流通・小売業CIOアカデミー」を共催しています。

近年、産業界をあげてデジタルトランスフォーメーション（DX）への取り組みが進んでいます
が、わが国の小売業は欧米や、今や一部の新興国に比べても大きく遅れをとっています。
本アカデミーでは、CIO（Chief	 Information	Officer）や次期CIO候補などを対象として、

1泊2日の宿泊研修を含む5日間の集中研修を行います。各界を代表する講師陣による密度の濃
いディスカッション形式で、DXの基礎知識を習得できる絶好の機会です。

開催
概要

日　程	 2022年5月14日(土) ～6月18日(土)	左記期間中5日間

対象者	 IT、情報に携わる役員（CIO）または役員候補

講師例	 伊藤　元重（学習院大学	国際社会科学部	教授）
	 河合亜矢子（学習院大学	経済学部	教授）
	 滝澤　美帆（学習院大学	経済学部	教授）　他

お問い合わせ・お申し込み方法：日本小売業協会ホームページから

https://www.japan-retail.or.jp
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子育て学入門
就学前から小学校の低学年にかけての子育ては，お子様の人生に大き
く影響します。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，学習院の道徳，国語，算数，英語の観点から迫り
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。

	 講 師 	大澤　隆之	 PROFILE P.54～

	 学習院初等科長

	 講 師 	 梅本　恵美	 PROFILE P.54～
	 学習院初等科教頭

	 講 師 	 田中　聡子	 PROFILE P.54～
	 学習院初等科国際交流主管

日 程 土曜日／13:00～14:30
5月	28日	 学習院の歴史から学ぶ道徳	（大澤隆之）
6月	11日	 言葉の力と国語教育	 （梅本恵美）
	 25日	 9歳までの英語教育	 （田中聡子）
7月	 9日	 低学年の算数教育	 （大澤隆之）

受講料 13,200円（全4回）
Zoom講座

講座番号	048 土曜 日曜 午後
午前

自分を見つめる

講座番号	047 土曜 日曜 午後
午前

自己について 
考える
自己を見つめ、自己を知り、 
自己を評価する

「自己」は私たちにとって、たいへん重要な問題です。自分はそもそも誰
なのか、どのような人間なのか、自分は価値のある存在なのか…。自分
自身に関する問いは多岐にわたります。「自己」は哲学や文学のテーマ
でもありますが、心理学においても、いろいろな側面から多くの研究が
行われてきました。ここでは、心理学で研究されてきた事柄を手がかり
に、「自己」をめぐるさまざまな心理過程について、皆さんと考えていき
たいと思います

	 講 師 	外山　みどり	 PROFILE P.54～

	 学習院大学名誉教授
日 程 土曜日／13:00～14:30

6月	 4日	 自己の特質ー見る自己と見られる自己
	 18日	 自己を知るー自己認知・自己概念
7月	 2日	 自己の評価と自尊心

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 20名学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座

傷つく言葉から
身を守るコツ
他人の言葉に傷つかない自分になる

私たちは家族や友人から言われたひと言で落ち込むことがあります。
また、見ず知らずの他人からSNSを通じて傷つけられるということが
あるかもしれません。それほど他人の言葉は私たちの心に影響を及ぼ
すものです。この講座では具体例をもとに、自分がどんな言葉でどのよ
うに感じるかを自覚し、対処法を考えていきます。自分と未来なら、ど
のようにも変えることができるのです。

	 講 師 	内海　仲子	 PROFILE P.54～

	 シニア産業カウンセラー
日 程 日曜日／13:00～14:30

5月	22日	 自分を守ろうとする心の反応
6月	 5日	 言葉の受け止め方を変える
	 19日	 傷つく心を回復させる

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	049 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座
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講座番号	050 土曜 日曜 午後
午前

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.54～

	 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
5月	29日	 マインドフルネスの基本的な考え方と代表的な効果
6月	19日	 心が迷走することで疲れた脳の休息方法
7月	10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	051 土曜 日曜 午後
午前

「やりたいこと」を見つける 
自己分析ノート
就活・転職に向けて

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

	 講 師 	能勢　邦子	 PROFILE P.54～

	 コンテンツディレクター
	 『an・an』元編集長

日 程 土曜日／13:00～14:30
7月	 2日	 自分自身の棚卸しをする
	 16日	 自己PRの言葉を磨く

受講料 6,600円（全2回）
注意事項 ＊全員参加型で実践ワークをしていきます。

＊新しいノート１冊と筆記用具をご用意ください。Zoom講座

New Lecture
New Lecture
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講座番号	053 土曜 日曜 午後
午前

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～

江戸の大名茶人・小堀遠州の「東海道旅日記」を読み進めます。茶人であ
り、歌も詠んだ小堀遠州は、公務での江戸から京都までの旅を、「伊勢物
語」や私淑していた平安時代後期の歌人・藤原定家の日記「明月記」など
を参考に自作の歌を交えて情緒豊かに記しています。現在の東海道と
遠州の記した当時の様子を比較しながら、「旅」の気分を味わってみま
せんか？
今回は「上りの記」・「下りの記」のうち、「上りの記」をご紹介します。

	 講 師 	神保　宗揣	 PROFILE P.54～

	 遠州流茶道教授
日 程 日曜日／13:00～14:30

5月	15日	 東海道旅日記「上りの記」①	
	 	 1621年	9月22日　遠州江戸屋敷からスタート
6月	19日	 東海道旅日記「上りの記」②	
	 	 東海道の名所・難所を進む。ご当地名物も登場。
7月	10日	 東海道旅日記「上りの記」③	
	 	 13日目の10月4日　京都へ到着

受講料 9,900円（全3回）Zoom講座

暮らしを豊かに

Zoom講座

講座番号	052 土曜 日曜 午後
午前

小笠原流礼法と
日本の文化を学ぶ
青龍の巻
古典礼法から現代マナーまで

古来より日本の公式の礼法とされてきた小笠原流礼法。その神髄とは「相
手をおもいやること」。実は、現代の人付き合いの基本はそこにあります。
本講座では、この日本で最も正式とされる作法を、現代マナーやさまざま
な日本文化と共に、目から鱗が落ちるようなお話を楽しみながら、基礎か
らしっかりと理解し身につけることができます。今回の「青龍の巻」に続
き、次回「朱雀の巻」「白虎の巻」「玄武の巻」と順次、講座を進めていきま
す。修了者には小笠原流礼法宗家が認証する免許状の授与も可能です。

	 講 師 	柴崎　直人	 PROFILE P.54～

	 小笠原流礼法総師範
	 岐阜大学大学院准教授

日 程 土曜日／13:00～14:30
4月	23日	 礼法・作法・マナーとは
5月	 7日	 和食マナーの基礎基本
	 21日	 洋食マナーの基礎基本
6月	 4日	 訪問のときの心得と上座下座・茶菓の接待
	 18日	 贈答の作法　差し上げ方、いただき方
7月	 2日	 ビジネスマナーと公衆マナーの基礎
	 16日	 人生儀礼・年中行事・慶事と弔事の作法

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

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

紅茶の魅力
知識を深めて、 
もっと美味しく味わいましょう

紅茶を選ぶときに種類の多さに迷う事はありませんか。紅茶は生産地
の気候風土、品種や製造工程によってそれぞれ特徴のある香りや味が
生まれます。各国の紅茶生産の歴史や背景を知り、香味の特徴を押さえ
れば、いっそう紅茶の味わいも深まることでしょう。紅茶の淹れ方も毎
回ご紹介しますので、ご自宅でのティータイムの参考になさってくだ
さい。

	 講 師 	太田　ますみ	 PROFILE P.54～

	 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
5月	15日	 紅茶の基礎知識/ホットティーの美味しい淹れ方
	 29日	 インドの紅茶/マサラチャイの作り方
6月	19日	 スリランカの紅茶/フルーツのアレンジティー
7月	10日	 ケニア、ジャワ、中国の紅茶/アイスティーの淹れ方

受講料 13,200円（全4回）

講座番号	054 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

P.7 F01「紅茶の魅力」の無料講座も
ぜひご覧ください。
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シニアライフを
設計しよう！
老後を楽しく暮らすための生活術

家族や子供のために頑張ってきた皆さんが本当にやりたいことが出来
るのが60才からです。今まで出来なかった好きなことをやって第二の
人生をエンジョイしましょう。しかし、老後の人生を楽しく過ごすため
には、老後資金の確保、親の介護、相続対策などの問題をクリアーして
おくことが必要です。この講座では、不安なく第二の人生を歩むために
必要な年金、資産活用、相続などについて、正しい知識を身に付け、安定
したシニアライフを楽しむことを目指します。

	 講 師 	落合　和雄	 PROFILE P.54～

	 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
5月	29日	 楽しい老後を過ごすための障害と対策
6月	12日	 老後の生活設計　老後資金はいくらあれば良いか？
	 26日	 資金不足をカバーするための資産活用

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	057 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

腕時計文化論2022
2022年の新作、名作から 
腕時計の文化を考える

人々の行動が制限されざるを得ない中でも、腕時計の世界ではむしろ、
一種の熱気を帯びた活況すら見られます。ただ時を知るためだけの機
械を超えて、ひとの心を慰撫し鼓舞する現代の腕時計を考察します。3
月下旬から4月にかけての世界的見本市をはじめとする新作の情報を収
集、日本と世界の腕時計の動向を探り、大学教授兼ジャーナリストが文
化論研究の視点で解説します。Zoom講座のため、全国どこからでも受
講可能です。腕時計好きの方から業界関係者まで、どなたも歓迎します。

	 講 師 	並木　浩一	 PROFILE P.54～

	 桐蔭横浜大学教授
	 時計ジャーナリスト

日 程 土曜日／15:00～16:30
6月	 4日	 2021年、腕時計の最前線はいま
	 18日	 2021新作腕時計のデザインとトレンド
7月	 2日	 2021年のいまこそ腕時計の文化的価値を考える

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	055 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

楽しむための自転車学
2022年夏
コロナ禍の新日常、 
楽しく便利に自転車を活用しよう

	 講 師 	疋田　智	 PROFILE P.54～

	 自転車ツーキニスト
日 程 日曜日／13:00～14:30

5月	22日	 自転車の選び方、車種に応じての楽しみ方
6月	 5日	 安全に乗ろう、正しく乗ろう
	 19日	 海外の自転車、環境と健康とSDGs
7月	 3日	 ツーリングだ、霞ヶ浦、しまなみ、一生の趣味に

受講料 13,200円（全4回）

講座番号	056 土曜 日曜 午後
午前 好むと好まざるとに関わらずやってきてしまったコロナ禍の新日常、

３密無縁の自転車はそこにすんなり合致します。そればかりか自転
車って実は「楽しい」のです。使い道は通勤通学？	ちょっと足を伸ばし
てツーリング？	それとも輪行で地方や海外へ？	安全に楽しく、交通法
規に則って自転車に乗る方法を伝授いたします。ダイエットにも効き
ますし健康的。アンチエイジングの決定版です。

Zoom講座
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講座番号	058 土曜 日曜 午後
午前

ボタニカルアート
講座

初心者の方から経験者の方まで、幅広い受講生を対象にした講座です。
初回は、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、私
たちが制作するヒントを探っていきます。3回目には海外の主要な展覧
会を取り上げ、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.54～

	 画家、芸術学博士
日 程 日曜日／13:00～14:30

5月	15日	 画材と彩色技法
6月	12日	 19世紀の作品から学ぶ
7月	10日	 現代の植物画展

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

ボタニカルアート
講座・実践編 ①
マツカサの制作工程

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.54～

	 画家、芸術学博士
日 程 5月22日（日）～5月28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
注意事項 ＊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・冬期に開催された講座と同じものです。

講座番号	059 日～土曜 午前
午後

オンデマンド講座

ボタニカルアート
講座・実践編 ②
ツチアケビの制作工程

この動画では、ツチアケビというランの植物をモチーフに、ボタニカル
アートの制作工程の一部を紹介しています。光合成のための葉を持た
ず、秋に真っ赤な果実をたわわに実らせる、一風変わった植物です。立
体的な果実の下塗りから細密描写までや、重なり合う果実同士の位置
関係をどのように表すか、時間とともに傷んでいくモチーフとどう付
き合うかなどを、実際の制作工程を通してご覧ください。

	 講 師 	池田　真理子	 PROFILE P.54～

	 画家、芸術学博士
日 程 6月19日（日）～6月25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
注意事項 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。

講座番号	060 日～土曜 午前
午後

オンデマンド講座

New Lecture
New Lecture
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講座番号	062 土曜 日曜 午後
午前

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.54～

	 ファイナンシャルプランナー

日 程 土曜日／13:00～14:30
5月	21日	 再編が予想される業界
6月	25日	 2022年の主役業界

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	061 土曜 日曜 午後
午前

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.54～

	 ファイナンシャルプランナー
日 程 日曜日／10:40～12:10

5月	 8日	 コロナ禍2年間の株式相場（敵を知る１）
6月	12日	 新しい芽生え（敵を知る２）
7月	10日	 負けない作戦（己を知る）

受講料 9,900円（全3回）Zoom講座

坂田先生からの
メッセージQR
コードです。

	 講 師 	坂田　善種	 PROFILE P.54～

	 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。

講座番号	063 土曜 日曜 午後
午前

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 6月18日　土曜日／10:40～14:30
①10：40～12：10
②13：00～14：30

2022年の活躍会社3社
2022年の復活会社3社

受講料 6,600円（1日	全2回）
Zoom講座
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講座番号	066 土曜 日曜 午後
午前

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.55～

	 LLI井上語学研究所	所長
日 程 土曜日／15:00～16:30

5月	28日	 国際経済（IoT市場／英ー日）
6月	11日	 医学（公衆衛生／日ー英）
	 25日	 環境問題（異常気象／英ー日）
7月	 9日	 WEBINAR通訳（高等教育／日ー英）

受講料 13,200円（全4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

映画と英語で楽しむ
シェイクスピア ⅩⅩⅩⅢ

『Hamlet』鑑賞 Part 2

前回に続き『ハムレット』の後半(3幕3場～5幕）を鑑賞していきます。
父殺しの犯人が叔父クローディアスであることを確信したハムレット
ですが、最後の復讐を遂げるまでに、これから一波乱も二波乱もあり、
また迷い悩む	“To	be	or	not	to	be”	から	“What	is	a	man?”	という
自らへの問いかけ、さらに	“if	it	be	not	now,	yet	it	will	come”	と
いう覚悟に至るハムレットの一人の人間としての成長を観察すること
になります。映画の各名場面とともに楽しみましょう！

	 講 師 	古庄　信	 PROFILE P.55～

	 学習院女子大学教授

日 程 土曜日／13:00～14:30
5月	 21日	 Hamlet	Act	3	Scene	3～ Scene	4(110)
	 28日	 Hamlet	Act	3	Scene	4(111) ～
6月	 4日	 Hamlet	Act	4	Scene	1～ Scene	3
	 11日	 Hamlet	Act	4	Scene	4～ Scene	5
	 18日	 Hamlet	Act	4	Scene	7～ Act	5	Scene	1
	 25日	 Hamlet	Act	5	Scene	2

受講料 19,800円（全6回） 受講定員 20名
テキスト 講座指定テキスト（英語版・日本語版翻訳付き、送料込み）2,070円

（受講料と一緒に徴収いたします）
2021年秋期「映画と英語で楽しむシェイクスピアⅩⅩⅫ」をご受講の方
はテキスト不要です。お持ちでない方のみお申込みください。

講座番号	064 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座

英語で楽しむ 
『赤毛のアン』

出版から114年を迎え、今なお人気を誇る『赤毛のアン』を原語で読み
ます。児童書と侮ることなかれ、原文はモンゴメリ特有の装飾的な文体
で書かれ、読み応え充分。児童文学の王道たる要素を含みつつ、現代に
通じるジェンダー意識も垣間見られます。時代背景や英文を読むコツ
などもおさえながら、1～2章ずつ読み進めていきます。2019年秋講座
の続きとなりますが、今期からの受講でも全く問題ありません。ご一緒
にアンの魅力を探ってみませんか。

	 講 師 	水谷　利美	 PROFILE P.55～

	 学習院大学・学習院女子大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
5月	21日	『赤毛のアン』概説
6月	 4日	 Chapter	8
	 18日	 Chapters	9	&	10
7月	 2日	 Chapters	11	&	12
	 16日	 Chapters	13	&	14

受講料 16,500円（全5回）
受講定員 20名
テキスト 「Anne	of	Green	Gables」(Puffin	Books)	ISBN:	978-0141321592

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

講座番号	065 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座
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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.55～
日 程 土曜日／13:00～14:30

5月	 14日・28日
6月	 4日・18日・25日
7月	 9日・16日

受講料 23,100円（全7回）

Zoom講座

講座番号	067 土曜 日曜 午後
午前

英語で読む 
「イーロン・マスク」

米トップ起業家の精神を 
やさしい英語で学ぶ

2021年の民間人宇宙飛行を成功させた「スペースＸ」の創設者であり、
火星移住計画や超高速移動ハイパーループ構想を掲げるイーロン・マス
ク氏。失敗を乗り越え前進した氏のモットーは「絶対にあきらめない（I	
don’t	ever	give	up）」。この講座ではマスク氏の伝記を読み、Q&Aや
イラストを使うスピーチを通じ、氏のルーツと仕事への姿勢を学び、英
語での説明力を磨きます。

	 講 師 	田沼　智	 PROFILE P.55～

	 明星大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
5月	15日	「ルーツ」	―	南アフリカで始まったストーリー
	 29日	「富を手に」―チャンスをつかんだ自社売却
6月	 5日	「ターゲットは火星」―ロケット製造を決意
	 12日	「スペースX」―革新・悲劇・挫折
	 19日	「テスラ」―２人のエンジニアとの出会い
7月	 3日	「救世主現る」―苦境を救った契約

受講料 19,800円（全6回）
テキスト 「Elon	Musk」（Penguin	Readers）	ISBN:978-0-241-43090-3

（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。）
注意事項 受講レベル：英検３級～２級

講座番号	068 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

New Lecture
New LectureNew Teacher
New Teacher

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。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.55～

	 学習院大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
5月	 14日・21日・28日
6月	 4日・18日・25日
7月	 2日

受講料 23,100円（全7回）
受講定員 20名
テキスト 「プティ・フランセ	Le	Petit	Français」（早美出版社）	2,640円

ISBN:978-4-86042-050-5
（テキスト代は受講料に含まれておりません。テキストはご自身でお買い求めください。）

講座番号	069 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座
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やさしいやさしい
イタリア語会話 初級
Stupendi laghi

（素敵な湖のあるロンバルディア州の旅）

やさしい教材を使って、楽しみながら簡単なイタリア語会話ができるよう
になることを目指します。今期は主に北イタリアの湖水地方であるロン
バルディア州について学びます。DVDとCDを使い、素敵な湖の情報を
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、イタリア語を秋・冬・春と継続して学んでいきます。

	 講 師 	Martina	Zanini
	 マルティナ・ザニーニ

	 多摩美術大学講師
PROFILE P.55～

日 程 日曜日／10:40～12:10
5月	15日	 イゼーオ湖を紹介します
	 22日	 モンテ・イーゾラを訪れます
	 29日	 コモ湖を紹介します
6月	 5日	 ヴァレンナ村を訪れます
	 12日	 ルガーノ湖を訪れます
	 19日	 ヴァレーゼ湖を訪れます
	 26日	 ピッツォッケリ、イタリアで唯一のそば粉を使ったパスタを紹介します
7月	 3日	 コモ市を訪れます
受講料 26,400円（全8回） 受講定員 18名
注意事項 初級レベル：定冠詞・不定冠詞、名詞の単数・複数、規則的な動詞の

現在形などの基礎的な文法を学んだ方を対象

講座番号	070 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

トライアル無料講座（30分）
4月24日（日）10：40～11：10

講座番号

T01

講座番号	071 土曜 日曜 午後
午前

わかりやすく楽しい
ドイツ語に
参加しませんか（入門）
また、オクティとお会いしませんか？

受講者が楽しくドイツ語を学ぶためにわかりやすくABCから教えま
す。Oktiというキャラクターとともにドイツの体験ができるテキスト
を使用します。その中には日常生活から環境問題など、様々な課題があ
ります。授業の中で色々な形で皆さんと意見交換をします。目的はドイ
ツ語で簡単な会話が出来るようになることです。（テキストは途中から
になりますので、お問い合わせください。）

	 講 師 	Marion	Settekorn
	 マリオン・ゼッテコルン

	 前	学習院大学講師	 PROFILE P.55～
	 元	天理大学教授

日 程 土曜日／15:00～16:30
5月	 14日・21日・28日
6月	 4日・11日・18日・25日
7月	 2日

受講料 26,400円（全8回） 受講定員 20名
テキスト 「オクテイドイツへ行く（Okti	geht	nach	Deutschland）」

（朝日出版社）講師著	2,592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
お買い求めいただくか、さくらアカデミーまでお問合せください）学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座

講座番号	072 土曜 日曜 午後
午前

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～2年程度学んだ方を対象としていま
す。この講座では、過去形（点過去、線過去他）、未来形、命令文などを学
びます。会話のビデオを観たり、映像でスペイン語圏の国々の習慣や暮
らしに触れ、それらの国々の料理や観光地なども紹介します。

	 講 師 	Sally	Battan	 PROFILE P.55～
	 サリー・バタン

	 学習院大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
4月	 23日
5月	 14日・21日・28日
6月	 4日・11日・25日
7月	 2日・9日・16日

受講料 33,000円（全10回） 受講定員 20名
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。）学習院大学	南1号館の教室へお越しください。

対面講座
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やさしいロシア語を
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、
講師監修のテキス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。また、基礎的な初歩文法を学び、教科書を使用して、コミュニケー
ションに欠かせない基本的な日常会話を習得していきます。

	 講 師 	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
PROFILE P.55～

日 程 日曜日／10:40～12:10
５月	22日・29日
６月	12日・19日
７月	3日・10日

受講料 19,800円（全6回）
テキスト 「ニューエクスプレス	プラス	ロシア語」（白水社）2,090円

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

講座番号	073 土曜 日曜 午後
午前

学習院大学南1号館の教室へお越しください。

対面講座

講座番号	074 土曜 日曜 午後
午前

韓国語　超入門4
楽しい韓国語への一歩

P.27 046「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
5月	14日	 自己紹介のコツ、簡単な挨拶について
	 21日	 韓国語の表記と発音のズレについて	 簡単会話①
	 28日	 韓流ドラマも学習に役立つA	 簡単会話②
6月	 4日	 K-POPの歌詞を使ってみましょうA	 簡単会話③
	 11日	 韓流ドラマも学習に役立つB	 簡単会話④
	 25日	 K-POPの歌詞を使ってみましょうB	 簡単会話⑤
7月	 9日	 韓国語の新造語についてA	 簡単会話⑥
	 16日	 韓国語の新造語についてB	 簡単会話⑦
	 23日	 振り返り	韓国語で手紙を書いてみましょう	簡単会話⑧

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

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

	 講 師 	魏　聖銓	 PROFILE P.55～
	 ウィー・ソンジュン

	 学習院大学講師

Zoom講座

語学のレベルの確認や講座の進め方を知るためのお試し用の講座
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 4月24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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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。今回の春講座も、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。

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。

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

075 TOEIC®	L&R500点達成WEB講座
4月19日（火）

18:30～19:00 881	5146	6713 705769
4月22日（金）

076
077
078

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

4月11日（月）

18:00～18:30 871	9055	2862 8589064月12日（火）

4月14日（木）

079 宅建士総合WEB講座
4月11日（月）

18:30～19:30
998	8249	6062 607658

4月14日（木） 924	2834	5185 082185
080
082
084

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

4月27日（水）
12:20～12:50

953	5763	2827 6A1PQk

17:00～17:30
081
083
085

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

6月6日（月）
12:20～12:50

17:00～17:30

086	
088

MOS資格取得対策WEB講座【Excelエキスパート】
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

4月28日（木）
12:20～12:50

17:00～17:30

087	
089

MOS資格取得対策WEB講座【Excelエキスパート】
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

6月7日（水）
12:20～12:50

17:00～17:30

090 ITパスポート資格取得対策WEB講座 4月26日（火）
12:20～12:50

17:00～17:30

091 日商簿記3級直前対策WEB講座
5月11日（水）

18:30～19:30
975	0053	0803 167699

5月18日（水） 930	2890	9888 063653

092 マナー・プロトコール検定対策WEB講座
4月12日（火） 12:15～12:45 823	8612	9611 300684

4月19日（火） 18:00～18:30 817	4102	1229 249397

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

097 夏期集中TOEIC®	L&R500点達成WEB講座
7月18日（月）

13:00～13:30 862	8184	8853 837385
7月20日（水）

098 夏期集中TOEIC®	L&R600～700点達成WEB講座
7月15日（金）

13:00～13:30 935	848	2405 SAKURA
8月3日（水）

099 医療事務WEB講座 7月20日（水） 13:00～13:30 842	8986	3462 183994
100
～
108

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

7月20日（水）
12:20～12:50

953	5763	2827 6A1PQk

17:00～17:30
109
～
114

MOS資格取得対策WEB講座【Excelエキスパート】	A～C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～C日程

7月21日（木）
12:20～12:50

17:00～17:30

115 ITパスポート資格取得対策WEB講座 7月22日（金）
12:20～12:50

17:00～17:30

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.38参照
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■	春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

076
077
078

TOEIC®L&R600点達成WEB講座
TOEIC®L&R730点達成WEB講座
チャレンジTOEIC®L&R900点達成WEB講座

080～085 MOS資格取得対策WEB講座（【Word】【Excel】【PowerPoint】）

086・087 MOS資格取得対策WEB講座（【Excelエキスパート】）

088・089 ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策WEB講座

090 ITパスポート資格取得対策WEB講座

093 春の特別企画：行政書士パーフェクトパックWEB講座（LEC主催）

094 春の特別企画：簿記検定3・2級パーフェクトパックWEB講座（LEC主催）

095 春の特別企画：2級FP・AFP対策パックWEB講座（LEC主催）

＊	079 宅建士総合WEB講座、091 日商簿記3級直前対策WEB講座のQRコードは、2月中旬にさくらアカデミーのHPに公開
予定です。

■	夏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

098 夏期集中TOEIC®L&R600～700点達成WEB講座

099 医療事務WEB講座

100～108 MOS資格取得対策WEB講座（【Word】【Excel】【PowerPoint】）

109～111 MOS資格取得対策WEB講座（【Excelエキスパート】）

112～114 ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策WEB講座

115 ITパスポート資格取得対策WEB講座

ユーザーID：sakura
パスワード：2022
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講座番号	075 木曜 夜間

TOEIC®L&R
500点達成
WEB講座
効率的な学習法で英語力＆得点UP!!

このコースでは、TOEIC®対策として、英語のリスニング・リーディン
グの基礎スキルを正しく、効率的に学習していきます。日本人が苦手な
音の特徴（脱落・弱音・連結）や、速読スキルの習得（スキミング、スキャ
ニング）などの、TOEIC®スコアアップのための効果的なテクニックを
しっかりと学んでいきます。
【対象：TOEIC®400点～500点程度の方、英検2級程度の方】

	 講 師 	リンゲージ日本人講師
	受講定員 	15名（最少催行人数8名）

日 程 木曜日／18:30～20:30（全9回+TOEIC®IP（オンライン））
5月	 12日・19日・26日
6月	 2日・9日・16日・23日・30日
7月	 7日

受講料 31,900円＋テキスト・送料	3,300円
（受講料と一緒に徴収いたします。）

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

注意事項 TOEIC®L&R	IPテスト（オンライン）
受験料は受講料に含まれています。
7月8日～18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）

講座ガイダンス
P.38参照

ZOOM講座

講座番号	076 月曜 夜間

TOEIC®L&R
600点達成WEB講座
しっかりとした土台を据えて 
次のステップへ進もう！

TOEIC®L&R	600点達成には、基本文法の体系的な理解と語彙力の増
強に加え、各パートの戦略的な解答法に則した訓練をする必要があり
ます。自分の実力で解くべき問題とその見分け方を学び、短時間で問
題演習を進めながら目標スコアへチャンレンジしましょう。公式問題
集はTEST1のみ活用し、重要語句の確認テストも実施します。解説は
Power	Pointの画面共有で行います。
【対象：TOEIC®470点～600点程度の方】

	 講 師 	OTC講師
	受講定員 	20名（最少催行人数8名）

日 程 月曜日／18:30～20:30（全10回+TOEIC®IP（オンライン））
5月	 9日・16日・23日・30日
6月	 6日・13日・20日・27日
7月	 4日・11日

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

ISBN：978-4-906033-58-4
※テキストは各自でご購入下さい。

注意事項 TOEIC®L&R	IPテスト（オンライン）
受験料は受講料に含まれています。
7月11日～18日のご都合の良い時間に受験できます。（設問90問	約1時間）

講座ガイダンス
P.38参照

ZOOM講座

講座ガイダンス
P.38参照

講座番号	077 火曜 夜間

TOEIC®L&R
730点達成WEB講座
今度のTOEIC®は
戦略的に攻めてみよう！

TOEIC®L&R	730点達成には、迷わずに問題を解き進め、自分の実力に見合う
問題を取りこぼさないことが最重要です。そのために、瞬時に解くべき問題を判
別する方法を学び、短時間での問題演習を重ねることで、目標スコアへ近づけま
す。Part	7対策の一部には音読やライティングの要素も取り入れ、英語の総合
力を引き上げます。情報のピックアップ速度を上げながら、読み解く場所が明確
になれば実践力につながります。公式問題集はTEST	1,	TEST	2を活用し、重要
語句の確認テストも実施します。解説はPowerPointの画面共有で行います。
【対象：TOEIC®600点～730点程度の方】

	 講 師 	OTC講師
	受講定員 	20名（最少催行人数8名）

日 程 火曜日／18:30～20:30（全10回+TOEIC®IP（オンライン））
5月	 10日・17日・24日・31日
6月	 7日・14日・21日・28日
7月	 5日・12日

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

ISBN：978-4-906033-58-4
※テキストは各自でご購入下さい。

注意事項 TOEIC®L&R	IPテスト（オンライン）
受験料は受講料に含まれています。
7月12日～19日のご都合の良い時間に受験できます。（設問90問	約1時間）

ZOOM講座
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ZOOM講座

宅建士総合
WEB講座

（Webフォロー付!）

宅地建物取引士は不動産の取引に関わるプロフェッショナルです。一方で、
試験の合格者の内訳は必ずしも不動産業界だけではなく、金融機関や一般
企業、また学生の方々も多く含まれます。（参考：2020年度の学生の合格者
は全体の13.6%）。金融機関では不動産を担保にお金を貸しますが、その際
に宅建士の知識は必要不可欠です。一般企業においても保有資産である土
地を利用して不動産事業を数多く実施しています。（鉄道業、商社、百貨店な
ど）宅建士という資格はあらゆる分野、年代でとても役に立つ資格です。

	 講 師 	TAC講師
	受講定員 	30名程度（最少催行人数15名）

＊本試験：2022年10月16日（日）予定

日 程 月・木曜日
18:30～21:00（全33回）

※9/15～9/26は18:30～19:30	
9/29～10/13は18:30～20:30

受講料
70,950円:一般
67,400円:他大学在学生
63,900円:本学在学生
+テキスト・送料15,500円
（受講料と一緒に徴収いたします。）

注意事項
＊欠席用、復習用としてWebフォロー	
制度（PCやスマートフォンで同内容
の講義を視聴できる）があります。
Webフォローご利用には、Windows	
2000以降のOS搭載パソコンとブ
ロードバンド常時接続によるイン
ターネット環境が必要です。講座お
申込み前にWEB	SCHOOLホーム
ページ（http://www.tac-school.
co.jp/webschool/check.html）
で必ず動作環境のチェックをしてく
ださい。なお、動作環境が適合しな
い場合は、Webフォ口ーをご利用い
ただけませんのでご注意ください）。

1

5月

12（木） 19

8月

4（木）
2 16（月） 20 8（月）
3 19（木） 21 18（木）
4 23（月） 22 22（月）
5 26（木） 23 25（木）
6 30（月） 24

9月

8（木）
7

6月

2（木） 25 12（月）
8 6（月） 26 15（木）
9 9（木） 27 22（木）
10 13（月） 28 26（月）
11 16（木） 29 29（木）
12 20（月） 30

10月

3（月）
13 23（木） 31 6（木）
14 27（月） 32 10（月）
15 30（木） 33 13（木）
16

7月
4（月）

17 7（木）
18 11（月）

講座ガイダンス
P.38参照

講座番号	079 月・木曜 夜間

講座番号	078 木曜 夜間

チャレンジTOEIC®
L&R900点達成
WEB講座
トップ3%の英語力でプレゼンスを高めよう！

TOEIC®L&Rでの900点台は、全受験者のトップ3％の証明であり、企
業の採用担当者も一目置く英語力です。本講座は試験に出題されるレ
ベルの良問（公式問題集）を使って演習するので、実際の試験問題以
上の難問に取り組む事はありません。授業での演習解説は基本英語で
行われますが、解説のスライドや重要箇所は日本語も織り交ぜます。
TOEIC®900点レベルを目指すには、英語をそのまま英語で理解して、
情報をしっかりとプールするリテンションスキルに加え、普段から英
語で質疑応答したり、英文を速読・即解する訓練や英文作成演習の中
で、パラフレーズを増強することが必須です。自分史上最高スコアを目
指して、一緒にチャレンジしましょう！
【対象：TOEIC®730点以上の方】

	 講 師 	OTC講師
	受講定員 	20名（最少催行人数8名）

日 程 木曜日／18:30～20:30（全10回+TOEIC®IP（オンライン））
5月	 12日・19日・26日
6月	 2日・9日・16日・23日・30日
7月	 7日・14日

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

ISBN：978-4-906033-61-4
※テキストは各自でご購入下さい。

注意事項 TOEIC®L&R	IPテスト（オンライン）
受験料は受講料に含まれています。
7月14日～21日のご都合の良い時間に受験できます。（設問90問	
約1時間）

講座ガイダンス
P.38参照

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
	 080～085 	 本学・他大学	8,580円／一般	10,780円
	 086 	 087 	 エキスパート
	 	 本学・他大学	10,780円／一般	12,980円

助成金 2016年4月から学習院大学生・学習院女子大学生の更な
る学習意欲の向上、就職活動意識の向上を促進するため
学習院父母会より、この講座を受講し合格した学習院の
学生には申請により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。
	 2022年4月～2023年3月まで（単年度）。

対象者

支給額
対象期間

080～087	共通事項

－この講座は、㈱ラビットとの提携講座です－
マイクロソフト	オフィス	スペシャリスト（MOS）

は、Word、Excel、PowerPointのアプリケーショ
ンソフトを、適正かつ効果的に使いこなせる実務力
を客観的に証明する認定資格です。国内における累
計受験者数は400万人を超え、一般ユーザー向けの
パソコン資格としては日本最大級です。パソコンを
使う全ての人に役立つ資格です。

Word・Excel・PowerPointを
使いこなせるようになろう

〈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】
5月9日（月）～5月22日（日）
　　		【Ｂ日程】
6月13日（月）～6月26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
　	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。

080

081

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
　6月21日（火）A日程
　7月26日(火)Ｂ日程　までの自由な日程
　　　　　　　　　　　（トレーナーと設定）
＊受験料	 本学・他大学	 8,580円
	 一般	 10.780円

オンデマンド講座

講座番号

080・081
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）

講座ガイダンス
P.38参照

日 程 　　　　		【Ａ日程】
5月9日（月）～5月22日（日）
　　　　		【Ｂ日程】
6月13日（月）～6月26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。

082・084

083・085

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
　6月21日（火）A日程
　7月26日(火)Ｂ日程　までの自由な日程
　　　　　　　　　　　（トレーナーと設定）
＊受験料	 本学・他大学	 8,580円
	 一般	 10.780円

オンデマンド講座

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

082・083
講座番号

084・085

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）

講座ガイダンス
P.38参照
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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
　6月21日（火）A日程
　7月26日(火)Ｂ日程　までの自由な日程
　　　　　　　　　　　（トレーナーと設定）
＊受験料　本学・他大学	10,780円
　　　　　一般	 12,980円

オンデマンド講座

日 程 　　		【Ａ日程】	5月9日（月）～5月22日（日）
　　		【Ｂ日程】	6月13日（月）～6月26日（日）
いずれも14日間	映像視聴見放題

受講料 49,000円:一般
41,000円:他大学在学生
36,000円:本学在学生
※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。

086

087

講座番号

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

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

講座ガイダンス
P.38参照

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】
5月9日（月）～5月22日（日）
　　		【Ｂ日程】
6月13日（月）～6月26日（日）
いずれも14日間	映像視聴見放題

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

＊受験料　本学・他大学	4,400円
	 　　　　一般	 6,600円
＊受験日　講座終了日から
　　6月21日（火）A日程
　　7月26日（火）B日程　までの自由な日程
　　　　　　　　　　　　（トレーナーと設定）
＊父母会助成金の対象外となります。

088

089

オンデマンド講座

「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。

講座番号

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

講座ガイダンス
P.38参照

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 5月16日（月）～6月19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

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。

講座番号

090 ITパスポート資格取得対策WEB講座

講座ガイダンス
P.38参照
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マナー・プロトコール検定
対策WEB講座
社会人に必須のマナー＆プロトコールを 
身につけ、資格を取得！ 就活で一歩リード！

正しいマナーを身につけていることは、社会人として必須です。また、
グローバル時代において、プロトコール（国際儀礼）に対する社会の関
心、ニーズも高まっています。マナーやプロトコールを学んだ成果を「資
格」という“形”にして就職活動で一歩リードしましょう！	本講座は、
Zoomによるオンライン講義で、マナーやプロトコールの知識を学び、
「マナー・プロトコール検定３級」もしくは多くの企業で社員の推奨資格
とされている「マナー・プロトコール検定２級」の合格を目指します。受
験級は講座の途中で、希望により選択できます。

	 講 師 	赤塚　宏美	
	 日本マナー・プロトコール協会認定講師

	受講定員 	40名（最少催行人数8名）
＊女性対象講座

日 程 火曜日／18:00～19:30（全9回+検定試験）

受講料 27,800円:一般
25,300円:他大学在学生
22,800円:本学在学生
+テキスト・送料	2,450円（受講料と一緒に徴収いたします。）

テキスト 「マナー＆プロトコールの基礎知識（日本マナー・プロトコール協会発行）」
「マナー・プロトコール検定2級・3級問題集（日本マナー・プロトコール協会発行）」

注意事項 ＊	「マナー・プロトコール検定3級」もしくは「同2級」検定試験（60分）：
7月19日（火）に実施

＊	試験会場は、日本マナー・プロトコール協会セミナールーム等を予定
＊	3級検定料（4,800円）、2級検定料（6,000円）は受講料には含まれま

せん。別途、お支払いが必要です。

講座番号	092 火曜 夜間

講座ガイダンス
P.38参照

ZOOM講座

5月	17日	・	オリエンテーション、
	 		 マナーやプロトコールとは
	 	・	マナーの歴史と意味
	 24日	・	国際人としてのプロトコール
	 31日	・	社会人に必要なマナー
6月	 7日	・	ビジネスマナー
	 14日	・	食事のマナー
	 	【宿題】3級模擬試験

6月	21日	・	３級模擬試験	解説
	 	・	お酒のマナー
	 28日	・	冠婚葬祭のしきたり①
7月	 5日	・	冠婚葬祭のしきたり②
	 12日	・	冠婚葬祭のしきたり③
	 	・	検定対策総復習

講座番号	091 月・水曜 夜間

日商簿記3級
直前対策WEB講座

（Webフォロー付!）

この講座は、日商簿記3級をひと通り学習された方向けの直前対策講座
です。2回の総まとめ講義で試験に必要な内容を包括的におさらいし
て、演習解説で試験のコツをつかみます。最後のひと押しで、本試験に
備えましょう。
2022年6月の本試験向けですが、CBTで受験される方にもお薦めです。

	 講 師 	TAC講師
	受講定員 	40名（最少催行人数8名）

日 程 月・水曜日／①18:00～20:30　②18:00～20:00（全4回）
5月	30日	 18:00～20:30　総まとめ講義１
6月	 1日	 18:00～20:30　総まとめ講義２
	 6日	 18:00～20:00　演習解説１
	 8日	 18:00～20:00　演習解説２
※全4回の講座は、後日オンデマンド形式でご視聴可能です。

受講料 14,800円:一般
13,800円:他大学在学生
12,800円:本学在学生　　(テキスト代・送料を含む)
※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。

テキスト TAC作成テキスト

注意事項 日商簿記3級試験の申込は、ご自身で行ってください。

講座ガイダンス
P.38参照

ZOOM講座
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春の
特別企画

提携企業が主催する講座を特別価格にてご提供します。
それぞれのURLで内容をご確認いただき、さくらアカデミーまでお申し込みください。
（受講キャンセルの対象外となりますのでご注意ください）

証券外務員は、金融機関で株式や債券などの有価証券
を売買したり、お客様の勧誘を行う仕事に就く方に必
須の資格です。本講座は、約2ヵ月間で二種・一種を過
不足なく効率的に学習できるコースです。

受講料 28,000円
※テキスト代は受講料に含まれています。

注意事項 ＊申し込みは1名からお受けいたします。
＊TACにて順次講義配信しているWEB通信講
座です。お早めにさくらアカデミーにお申し
込みください。

＊TACへの直接申し込みは割引対象外となり
ますのでご注意ください。

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

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

講座番号

096 TAC主催二種・一種証券外務員パッククラスWEB講座

本講座は、初学者の方が合格レベルを目指す際にLEC
が推奨するコースです。行政書士試験に合格するた
めに必要な知識の習得と知識を定着させるために不
可欠な演習・カリキュラムと、実力派講師陣によるわ
かりやすい講義で、本試験に対応できる高い実力を身
に付けることができます。

受講料 198,000円
※テキスト代は受講料に含まれています。

注意事項 ＊申し込みは1名からお受けいたします。
＊LECにて順次講義配信しているWEB通信講
座です。お早めにさくらアカデミーにお申し
込みください。

＊LECへの直接申し込みは割引対象外となりま
すのでご注意ください。

講座内容URL　https://www.lec-jp.com/gyousei/kouza/start/

対象：「行政書士パーフェクトコース【通信】（全80回）」

講座番号

093 LEC主催行政書士パーフェクトコースWEB講座

日商簿記検定を勉強するなら、経営管理が理解できる
ようになり、財務諸表を読み解く力が身につく2級合
格を目指しましょう。そして2級合格のためには、3級
の知識を習得したら間を空けることなく、一気に2級を
勉強するのが効率的です。本講座は、この二つを合体
させた「3・2級合格パック」ですので、学習上のメリッ
トに加え、受講料もリーズナブルに設定されています。

受講料 56,800円
※テキスト代は受講料に含まれています。

注意事項 ＊申し込みは1名からお受けいたします。
＊LECにて順次講義配信しているWEB通信講
座です。お早めにさくらアカデミーにお申し
込みください。

＊LECへの直接申し込みは割引対象外となりま
すのでご注意ください。

講座内容URL　https://www.lec-jp.com/boki/class2/goukaku.html

対象：「3・2級パーフェクトパック【通信】（全53回）」

講座番号

094 LEC主催簿記検定3・2級パーフェクトパックWEB講座

2級FP技能士とAFP。どちらもFPとしての業務や知
識に違いはなく、試験も共通です。本講座は、初めて2
級FP・AFPの試験対策を行なう方が、ストレートで合
格するために、ムダなくバランス良く習得できる学習
カリキュラムとなっております。

受講料 77,600円
※テキスト代は受講料に含まれています。

注意事項 ＊申し込みは1名からお受けいたします。
＊LECにて順次講義配信しているWEB通信講
座です。お早めにさくらアカデミーにお申し
込みください。

＊LECへの直接申し込みは割引対象外となりま
すのでご注意ください。

講座内容URL　https://www.lec-jp.com/fp/2fp_afp/kouza/

対象：「2級FP・AFP対策パック【通信】（全30回）」

講座番号

095 LEC主催

	 2021年9月の2級FP技能検定を「AFP認定研修修了者」要件で受験する場合の提案書提出期限は2022年6月24日（金）です。
2023年1月の検定を希望する方は別途ご相談下さい。注意

2級FP・AFP対策パックWEB講座
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講座番号	098 月～金曜 午後

夏期集中  
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×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。正しい知識と戦略を理解し、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））
8月	 16日・17日・18日・19日・22日・23日・24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）講座ガイダンス

P.38参照

ZOOM講座

講座番号	097 月～金曜 午後

夏期集中  
TOEIC®L&R  
500点達成
WEB講座
	 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））
8月	 8日・9日・10日・11日・12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。
	 8月13日～8月21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）

講座ガイダンス
P.38参照

ZOOM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】
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講座番号	099
医療事務WEB講座
医療事務検定試験対策対応

『就職に有利な資格がほしい』という女性に人気№１の医療事務は、病
院・クリニックへの就職に直結した資格です。本講座は、保険の基礎知
識から医療事務の主な業務である医療費の計算と受付・会計業務まで初
心者の方でも体系的に学べるカリキュラムとなっております。週二回
配信される動画をパソコンやスマホで視聴期間中何度でも見ることが
できるので、ご自身のペースで学習ができます。

	 講 師 	日本医療事務協会講師
	受講定員 	50名（最少催行人数6名）

＊希望者は9月18日（日）にご自宅にて医療
事務検定試験（受験料別途7,700円）を受
験いただけます。

日 程 　　配信日　　　　　　講座内容
①	8月	 1日	 医療事務の基礎、医療保険制度（120分）
②	8月	 4日	 受付・会計・請求（180分）
③	8月	 8日	 基本診療料（180分）
④	8月10日	 投薬・注射（180分）
⑤	8月22日	 点数表の読み方、医学管理料、在宅医療（180分）
⑥	8月25日	 処置・リハビリテーション（180分）
⑦	8月29日	 手術・麻酔（180分）
⑧	9月	 1日	 検査（180分）
⑨	9月	 5日	 病理診断・画像診断（180分）
⑩	9月	 8日	 入院・請求事務関連（120分）
⑪	9月12日	 検定対策（120分）

受講料 30,800円:一般
28,800円:他大学在学生
26,800円:本学在学生
＋テキスト・教材費15,950円（受講料と一緒に徴収いたします。）
※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。
※テキスト発送の都合上、受講料は開講日の10日前までにお振込み願い
ます。

注意事項 ※配信済の動画は、検定日翌日まで視聴可能です。
※動画は、ｅラーニングシステム「eden」を利用して配信します。（ID・
パスワードは別途ご案内します）

※学習中の質問につきましては、メールにて承ります。（詳細は別途ご案
内します）

講座ガイダンス
P.38参照

オンデマンド講座

キャリアアップ・スキルアップ講座もWEBによる講座を配信します！
学習院さくらアカデミーでは、社会人や大学生向けに、資格所得を目指したキャリアアップ・スキルアップ講座を

実施しています。今回の春講座も、ご自宅に居ながら受講可能なWEBによる講座の配信をいたします。

PC（パソコン）やスマートフォン、タブレットを利用
して、映像を交えながら講師との遠隔操作によるWEB
講座です。受講にあたりメールアドレスをお持ちであ
ること、インターネット接続　の環境であることが必要	
です。

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

・	PCはhttps://zoom.us/downloadからダウンロー
ドしてください。

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

WEB会議システム「ZOOM」のオンライン講座とは

※

利用できる端末の準備

ZOOMアプリケーションのインストール

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

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

・	録画/録音、インターネットへの投稿は固くお断りします。
・	WEBの講座（ZOOM）に参加した場合、原則としてマ

イクはミュートにしてください。
・	ご自身の顔を出したくない方は、ビデオをOFFにして

ください。
・	常に最新のZOOMアプリに更新して参加してくださ

い（参加できない場合は、ブラウザーから参加する）。
・	講座の視聴URL、ミーティングID、パスコード等を第三

者と共有することは固くお断りします。

データ消費量の目安

WEB講座（ZOOM）での注意事項
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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
	 100～108 	 本学・他大学	8,580円／一般	10,780円
	 109～111 	 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
学生には申請により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。
	 2022年4月～2023年3月まで（単年度）。

対象者

支給額
対象期間

100～111	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】	8月1日（月）～8月14日（日）
　　		【Ｂ日程】	8月15日（月）～8月28日（日）
　　		【Ｃ日程】	8月29日（月）～9月11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
　	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。

100

101
102

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
　Ａ日程		 9月13日（火）
　Ｂ日程		 9月27日（火）
　Ｃ日程	10月11日（火）	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

100・101・102

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・C日程
（Word365&2019）

講座ガイダンス
P.38参照

日 程 　　　　【Ａ日程】	8月1日（月）～8月14日（日）
　　　　【Ｂ日程】	8月15日（月）～8月28日（日）
　　　　【Ｃ日程】	8月29日（月）～9月11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。

103・106

104・107
105・108

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
　Ａ日程		 9月13日（火）
　Ｂ日程		 9月27日（火）
　Ｃ日程	10月11日（火）	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

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

103・104・105
講座番号

106・107・108

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

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

講座ガイダンス
P.38参照
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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
　Ａ日程		 9月13日（火）
　Ｂ日程		 9月27日（火）
　Ｃ日程	10月11日（火）	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】	8月1日（月）～8月14日（日）
　　		【Ｂ日程】	8月15日（月）～8月28日（日）
　　		【Ｃ日程】	8月29日（月）～9月11日（日）
いずれも14日間	映像視聴見放題

受講料 49,000円:一般
41,000円:他大学在学生
36,000円:本学在学生
※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。

109
110
111

講座番号

109・110・111

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・C日程（Excel365&2019）

講座ガイダンス
P.38参照

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】	8月1日（月）～8月14日（日）
　　		【Ｂ日程】	8月15日（月）～8月28日（日）
　　		【Ｃ日程】	8月29日（月）～9月11日（日）
いずれも14日間	映像視聴見放題

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

＊受験料　本学・他大学	4,400円
	 　　　　一般	 6,600円
＊受験日　講座終了日から
　　　　　　Ａ日程		 9月13日（火）
　　　　　　Ｂ日程		 9月27日（火）
　　　　　　Ｃ日程	10月11日（火）	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。

112
113
114

オンデマンド講座

講座番号

112・113・114

「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。

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）

講座ガイダンス
P.38参照

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 8月8日（月）～9月11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

115
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。

ITパスポート資格取得対策WEB講座

講座ガイダンス
P.38参照
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日本を知る P.11～

網野　月を	（あみの・つきを）
（現代俳句協会監査役、Haiquology代表、「水明」季音
同人）
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）。

萱場　真仁	（かやば・まさひと）
（公益財団法人徳川黎明会	徳川林政史研究所	研究員）
2010年、学習院大学文学部史学科卒業。2018年、同大
学院人文科学研究科史学専攻博士後期課程修了。2020
年、公益財団法人徳川黎明会徳川林政史研究所研究
員。専門は日本近世史で、とくに東北地方や中部地方を
フィールドにした近世・近代における森林政策の展開
や、地域住民たちによる森林利用の動向について研究し
ている。主な著書・論文に、『近世・近代の森林と地域社
会』（吉川弘文館、2022年）、「近世中期における杣頭の
活動実態－濃州三ヶ村を中心に－」（徳川林政史研究所
『研究紀要』第55号〔『金鯱叢書』第48輯所収〕、2021年）
など。
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神田　典城	（かんだ・のりしろ）
（学習院女子大学名誉教授）
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。

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。

林　東洋	（はやし・とうよう）
（学習院大学講師）
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。

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。

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

New Teacher
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藤田　英昭	（ふじた・ひであき）
（公益財団法人徳川黎明会	徳川林政史研究所	研究員
（マネージャー））
1997年中央大学文学部卒業。2008年中央大学大学院
文学研究科日本史学専攻博士後期課程単位取得退学。
2014年徳川林政史研究所研究員。専攻は幕末維新史・
幕藩関係史。主な著書に、『論集	大奥人物研究』（共編
著、東京堂出版）、『論集	近世国家と幕府・藩』（岩田書
院）、『名古屋と明治維新』（共著、風媒社）、「慶応四年前
後における尾張徳川家の内情と政治動向」（徳川林政史
研究所『研究紀要』52号）など。

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

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。

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。
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世界をみる P.17～

青木　美稚子	（あおき・みちこ）
（ソプラノ歌手、フェルデンクライス・メソッド指導者）
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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。
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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。

吉野　忠彦	（よしの・ただひこ）
（日本・エストニア友好協会会長）
1965年東京大学卒業後、日本興行銀行に入行。1989
－94年ルクセンブルク日本興業銀行社長時代に日本人
子弟の為の補習授業校設立及び運営に寄与する。1994
年、ルクセンブルク大公国よりオフィシエ勲功賞を受
勲。96年から10年間駐日ルクセンブルク大公国名誉副
領事。上智大学、学習院女子大学で講義を行う。現在、日
本・エストニア友好協会会長、湘南モーツアルト愛好会
副会長、学習院さくらアカデミー講師。2017年2月エス
トニア大統領より外国民間人のための最高勲章テッラ・
マリアーナ十字勲章受勲。

春の平日講座 P.25～

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　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。

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。

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。

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）。

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）
『歌舞伎江戸百景	浮世絵で読む芝居見物ことはじめ』
（小学館、2022年）など。



54

講
師
紹
介

自分を見つめる P.28～

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

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

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

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

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

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

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.30～

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）
（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。

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。
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講 紹師 介

講
師
紹
介

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。

並木　浩一	（なみき・こういち）
（桐蔭横浜大学教授、時計ジャーナリスト）
1990年代よりバーゼル、ジュネーブ・サロンを例年取材
し、著書に「腕時計一生もの」（光文社新書）、「腕時計のこ
だわり」（ソフトバンク新書）等。雑誌「メンズプレシャ
ス」「Pen」「ウォッチナビ」で連載中。1961年横浜生ま
れ、京都造形芸術大学大学院博士課程修了、博士（学術）。

疋田　智	（ひきた・さとし）
（自転車ツーキニスト）
1966年宮崎県生まれ、東京大学文学部卒。毎日往復
24kmの通勤に自転車を使う「自転車ツーキニスト」。環
境、都市再生のために自転車の有効活用をと、書籍、雑
誌、ネットなどで言論活動を続けている。2006年に「疋
田智の週刊自転車ツーキニスト」でメルマガオブザイ
ヤー総合大賞を受賞。NPO法人「自転車活用推進研究
会」理事、TBSテレビ情報一部プロデューサー。著書「そ
れでも自転車に乗り続ける7つの理由」（朝日新聞社）、
最新刊「自転車の安全鉄則」（朝日新書）など。
http://melma.com/backnumber_16703/

外国語を楽しむ、学ぶ P.34～

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）
『春の平日講座』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。

田沼　智	（たぬま・さとし）
（明星大学講師）
上智大学外国語学部英語学科卒業。（株）三越にて本店
勤務後、米国三越に出向。帰国後に三越旅行事業部で
海外旅行手配、海外添乗を担当。1994年から一貫し
て幅広く英語教育（英会話、資格対策、ライティング、
リーディング全般、スピーチ、プレゼンテーション等）
に携わる。翻訳歴として『マッスル＆フィットネス』誌
（1994年～2009年）。実用英語検定1級、TOEIC990
点、国連英検特A級、全国通訳案内士（英語）。明星大学
非常勤講師。

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

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

古庄　信	（ふるしょう・まこと）
（学習院女子大学教授）
1986年学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課
程単位取得。学習院女子大学国際文化交流学部教授。
著書に「プレップ英和辞典」（開隆堂、共著）「バターン
遠い道のりのさきに」（梨の木舎）、Practice	English	
Grammar（英語をより深く学ぶための英文法テキス
ト）」（教育出版）。近著に「藤原博先生追悼論文集―見よ
野のユリはいかに育つかを」（英宝社、共著）、「シェイク
スピアは三度がお好き?!	沙翁と聖書にみる反復表現」
（英宝社）

Marion	Settekorn（マリオン・ゼッテコルン）
（前	学習院大学講師、元	天理大学教授）
ドイツ、ハーゲン生まれ。ベルリン芸術大学卒業、他ベ
ルリン自由大学、広島大学、国際キリスト教大学で学ぶ。
現在も早稲田大学講師。教科書、辞書、学問論文、美術評
論などを出版。美術家、文化芸術学者でもあり、ヨーロッ
パ、アメリカ、日本などで展覧会を開く。

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

水谷　利美	（みずたに・としみ）
『世界をみる』参照

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。

New Teacher
New Teacher
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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。

学習院さくらアカデミーでは、今回の
新型コロナ禍による講座運営を取り
巻く環境変化に伴い、複数講座受講割
引を中止させていただきます。ご了承
のほど、よろしくお願いいたします。
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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
◎新型コロナ、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

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〉

をよむ
講座番号	005 土曜 日曜
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ＦＡＸ専用  FAX : 03-5992-1124
2022年度　春期講座申込書

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。

Zoom講座、	オンデマンド	講座では必須
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以下をご記入ください。
〈表裏を誤って送信した場合に、問い合わせができます〉

氏　　名

電話番号

FAX：03-5992-1124





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

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

一部、
対面講座を実施します！

春講座は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。

春講座は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。

…………

…………

…………

…………

一部、
対面講座を実施します！

学習院さくらアカデミー
◦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

北グラウンド

守衛所
西門

西門

↓至 JR目白駅

↑至 雑司が谷駅

大学体育館

卓球場

部室

多
目
的
コ
ー
ト

硬
式
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

柔
剣
道
場

学習院さくらアカデミー
事務室


