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冬期 連携・特別講座
■	三島由紀夫と学習院

■	吉村昭と戦後学習院の出発

■	日本経済の「失敗の本質」



対面講座について 学習院大学 南1号館や中央教育研究棟の教室へお越しください。

対面講座  でのご注意
① 発熱や咳等の症状があるなど体調がすぐれない場合は、ご受講をお控えください。
② 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。
③ 教室内では、必ずマスクをご着用ください。
④ 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。
⑤ 教室内での会話は、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。

Web講座について メールアドレスとインターネット環境が必要です。

Zoom講座

講座開始の一週間前から開講の2～3日前までにはご登録のメールアドレスに、Zoomのミー
ティングIDとパスコードをお送りいたします。なお、見逃し配信はございません。
＊特定のアドレス以外からのメールを受信拒否設定にしている場合は、事前に以下を受信で

きるよう設定の変更をお願いします。また、迷惑メールフォルダもご確認願います。
　「sakura-academy@g-shinshinkai.co.jp」または「g-shinshinkai.co.jp」のドメイン

オンデマンド講座

期間中にいつでもご受講いただける講座です。講座開始の一週間前から開講の2～3日前まで
にはご登録のメールアドレスにご視聴いただけるリンク先とパスコードをお送りします。

パンフレットの各講座中、下部に「対面講座」と「Web講座」について銘記しています。

冬講座は、教室での対面講座とご自宅に居ながら
ご受講いただけるWeb講座をご用意しています。

Web講座対面講座

コチラ コチラ

対面講座 Zoom講座 左記のように銘記している講座は、対面かZoom、どちらでもご受講いただけます。
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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。
●Web講座は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。

●Web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12月1日（木）からです。

振込依頼書
郵　送 ●振込依頼書を郵送いたします。

Web講座は、振込依
頼書

と合わせて、「Zoomに
よる

Web講座受講の手
引き」

を同封します。

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。

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。

ホームページ URL 	http://g-sakura-academy.jp/

電　話 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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講座一覧

番号 講	座	名 頁

連携・特別講座

G01 三島由紀夫と学習院
5

G02 吉村	昭と戦後学習院の出発

S01 日本経済の「失敗の本質」 6

日本を知る

001 源氏物語をよむ	

7002 万葉集をよむ

003『今昔物語集』から平安朝の人々の生き方をさぐる

004 歴代天皇を知る講座《古代編》

8005 維新の群像Ⅲ

006 江戸東京の社寺めぐり

007 江戸の遊廓あれこれ

9008 おとなのための漢字学習［特別編］

009 くずし字に親しむ

010 俳句教室

10011 大人の京都学

012 日本雅楽の道しるべ

013 日本神話の世界

11014 物語と絵巻・奈良絵本（ならえほん）・錦絵・ちりめん本③

015 今だからこそお祭りを考える

世界をみる

016 見て考えて楽しむ西洋美術

12017 ルネサンスの芸術家たちと研究者たち

018 カント哲学入門

019 イタリア美術の魅力

13020 ジャンボからダンボへ－サーカス列車に乗って

021 《ファルスタッフ》の魅力

NewNew

番号 講	座	名 頁

022 バロック・オペラを聴く

14023 Jazz音楽理論・初級編

024 Jazz音楽理論・中級編

025 「身体・呼吸・声」の改善メソッド
15

026 ツール・ド・グルメ　世界の郷土料理

アカデミー塾

027 機械学習のクラスタリングを
英語プレゼンで話す

16028 日本経済の「失敗の本質」

029 法律や契約書の読み方、教えます！

030 わかりやす～い！	貿易実務の基礎知識

17031 人間関係を円滑にするテクニック

032 ビジネスに役立つ「編集力」

冬の平日講座

033 大江戸浮世絵散歩

18034 仏教美術の世界

035 武家か	天皇か　－中世の選択－

036 漢文訓読の初歩

19037 箏（コト）の調べを聴き、箏に触れながら、
箏の文化史を学ぶ

038 『史記』の歴史風景学Ⅳ

039 歴史を変えた戦い

20040 あなたの知らないパリ探訪

041 イタリア食文化の旅

042 はじめてのクラシック♪

21043 ドラマでまなぶ楽しい韓国語

044 大人のためのプログラミング講座

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew
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番号 講	座	名 頁

自分を見つめる

045 誤解と思い込みの心理

22046 子育て学入門

047 不快な会話をスムーズに変える

048 朗読を楽しむ

23049 幸せに生きるための「マインドフルネス」

050 アート思考を学びませんか？

暮らしを豊かに

051 各種式典の儀式作法を学ぶ

24052 茶の湯の世界へようこそ

053 紅茶の魅力

054 株式投資　完全パック　戦略練り直し編

25055 株式投資　業界地図による大化け業界大研究

056 3万円でデビューできるアメリカ株・超入門

057 ボタニカルアート講座

26058 ボタニカルアート講座・実践編①マツカサ

059 ボタニカルアート講座・実践編②ツチアケビ

060 不動産投資を正しく理解しましょう！ 27

外国語を楽しむ、外国語を学ぶ

061 British	English	Language	and	Culture

28062 やさしい英語とイラストで
コミュニケーション力アップ

063 英会話のための楽しいライティング

064 同時通訳の世界を体験してみませんか？

29065 フランス語入門

066 楽しく学ぶみんなのイタリア語	初級

067 わかりやすく楽しいドイツ語に参加しませんか
（入門）③

30068 ネイティブ講師と気軽に学ぶスペイン語（入門）

069 ネイティブ講師と気軽に学ぶスペイン語（中級）

NewNew

番号 講	座	名 頁

070 やさしいロシア語を学んでみませんか

31071 韓国語　超入門①

072 超入門だけど、韓国語で会話できます！

キャリアアップ・スキルアップ

073 冬期集中
TOEIC®L&R500点達成WEB講座

33

074 冬期集中
TOEIC®L&R600～700点達成WEB講座

075 医療事務WEB講座 34

076 〈対面講座〉
MOS資格取得対策講座【Word】

35

077 〈対面講座〉
MOS資格取得対策講座【Excel】　A日程

078 〈対面講座〉
MOS資格取得対策講座【Excel】　B日程

079 〈対面講座〉
MOS資格取得対策講座【Power	Point】

080 MOS資格取得対策WEB講座【Word】A日程

36

081 MOS資格取得対策WEB講座【Word】Ｂ日程

082 MOS資格取得対策WEB講座【Excel】A日程

083 MOS資格取得対策WEB講座【Excel】Ｂ日程

084 MOS資格取得対策WEB講座
【Power	Point】A日程

085 MOS資格取得対策WEB講座
【Power	Point】Ｂ日程

086 MOS資格取得対策WEB講座
【Excelエキスパート】A日程

37

087 MOS資格取得対策WEB講座
【Excelエキスパート】B日程

088 ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策
WEB講座A日程

089 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

090 ITパスポート資格取得対策WEB講座

NewNew
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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）	

中央教育研究棟
（特別講座など）

西5号館
（特別講座など）
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連携講座

対面講座

吉村 昭と
戦後学習院の出発

吉村昭は1947（昭和22）年に旧制学習院高等科に入学、闘病生活を経
て新制学習院大学に再び入学し、文学活動を始めました。吉村の在学期
は、私立学校として再出発したばかりの学習院にとっても激動の季節
でした。さまざまな理想と困難が混在する当時のキャンパスにあって、
積極的に学生生活を楽しもうとしていた吉村たちの姿を、学習院アー
カイブズに残される写真や資料を使って紹介します。

	 講 師

	桑尾　光太郎
	（くわお・こうたろう）
学習院アーカイブズ
職員

日 程 3月25日　土曜日／13:30～15:00

受講料 1,650円（1回）
教 室 中央教育研究棟

受講定員 50名

PROFILE

学習院大学大学院人文科学研究科修了後、1994年より学習院大学史料館助
手。『学習院大学五十年史』『東京経済大学の100年』『学習院女子中等科 女
子高等科125年史』など学校史の資料収集・執筆編集に携わる。現在、学習院
アーカイブズ職員。著書『日本の大学アーカイヴズ』（共著）など。

講座番号	G02 土曜 午前 午後

対面講座

連携講座

三島由紀夫は初等科から高等科までを学習院で過ごしました。本講座
では、2018年春にフランスで初めて三島由紀夫を紹介した展覧会の様
子とともに「三島由紀夫と学習院」についてお話します。講義の後、『春
の雪』で描かれた建物を中心に歩き、三島の青春時代を辿ります。作品
の舞台にも使われた旧皇族寮（現史料館）で〈小説家〉としての萌芽が
見られる初等科雑誌「小ざくら」や「文藝文化」、坊城俊民宛書簡などの
資料をご覧いただきます。

日 程 2月23日　木曜・祝日／10:00～12:00
①10:00～10:45　フランスでの三島由紀夫展（映像と講義）
②10:45～12:00　三島由紀夫ゆかりの建物や資料閲覧（校外講義）

受講料 2,200円（1回）
教 室 南1号館

受講定員 20名

三島由紀夫と
学習院

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

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

	 講 師

	冨田　ゆり
	（とみた・ゆり）
学習院大学史料館
学芸員

	 講 師

	丸山　美季	
	（まるやま・みき）
学習院大学史料館
学芸員

講座番号	G01 木曜・祝日 午前 午後
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対面講座

日本経済の
「失敗の本質」

日本経済は1990年以降30年にわたる経済成長率の低迷を経験しまし
た。長期経済成長率停滞の要因を、少子高齢化の影響、産業別の生産構
造の変化、労働生産性の動向、IT化が与えた影響、知識創造、イノベー
ションといった様々な観点から、他の国の経験との比較や先行研究の
結果を紹介し対談形式で議論します。そのうえで日本経済の成長率を
上昇させる可能性や方策について、幅広い観点から検討します。

	 講 師

	乾　友彦
	（いぬい・ともひこ）
学習院大学教授

	 講 師

	前田　裕之
	（まえだ・ひろゆき）
学習院大学客員研究員
文筆家

日 程 2月18日　土曜日／13:30～15:00
受講料 1,650円（1回）
教 室 西5号館

受講定員 50名

PROFILE 	乾	友彦
1985年一橋大学経済学部卒業後、日本政策投資銀行入行。1990年Johns 
Hopkins大学大学院経済学博士課程修了（M.A.）。1985年～2000年日本
政策投資銀行勤務。2003年日本大学経済学部教授。2006年一橋大学経
済学研究科博士課程修了。2009年内閣府統計委員会担当室室長（～2012
年）。2014年学習院大学国際社会科学部開設準備室教授、2016年学習院大
学国際社会科学部教授、現在に至る。最近の著書：乾友彦、金榮愨（2018）

「日本企業のIT化が何故遅れたのか」RIETI Discussion Paper Series, 18-
J-014. 池田雄哉、乾 友彦（2018）「博士号保持者と企業のイノベーション：
全国イノベーション調査を用いた分析」科学技術・学術政策研究所・ディス
カッションペーパーシリーズ、No.158.

PROFILE 	前田	裕之
1986年東京大学経済学部経済学科卒業、日本経済新聞社に記者職で入社。
経済・金融政策や銀行・企業経営などをテーマに取材。2004年から編集委員
を務め、経済・金融などを担当。2021年に独立し、現在、学習院大学客員研究
員、川村学園女子大学非常勤講師、NIRA総合研究開発機構プロジェクトパー
トナーなどを兼務。主な著書『経済学の壁』（白水社）、『実録・銀行』（ディス
カヴァートゥエンティワン）、『ドキュメント銀行』（ディスカヴァートゥエン
ティワン）、『『失敗の本質』を語る』（野中郁次郎著／聞き手、日本経済新聞出
版）、『経済学の宇宙』（岩井克人著／聞き手、日本経済新聞出版）など。

特別講座

講座番号	S01 土曜 午前 午後

P.16 028「日本経済の「失敗の本質」」
の講座もぜひご覧ください。

●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。

●「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。

●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。

入会金は頂戴しておりません！

どなたでもご受講いただけます！

お申し込みに際しまして

学習院さくらアカデミーへのお申し込み
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万葉集をよむ
元号「令和」の出典となった万葉集は全二十巻四千五百首以上の歌を収
めます。巻三とともに巻一・二の続撰といえる巻四では、相聞歌のみを
年代順にまとめています。古い時代の歌は拾遺程度で、万葉後期の歌が
多く、特に大伴氏関係の歌が多く収められています。万葉集の最終編者
とされる大伴家持と彼にかかわった多くの女性たちとの相聞歌もあり
ます。今回は家持と女性たちとの恋の歌から、青春時代の家持に迫って
みたいと思います。

	 講 師 	平野　由紀子	 PROFILE P.38～

	 順天堂大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

２月 25日
３月 11日・25日

受講料 9,900円（全3回） 受講定員 20名
テキスト 「新選万葉集抄」（笠間書院）1,760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	002 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

対面講座

講座番号	001 土曜 日曜 午後
午前

源氏物語をよむ
葵巻

源氏物語を原文で読む講座です。今回は葵巻を読み進めます。六条御息
所は、光源氏の愛情も頼りにできないと、斎宮に選ばれた娘とともに、
伊勢に下向してしまおうかと悩みます。正妻・葵の上は懐妊し、光源氏
はいとおしく思うようになります。賀茂の斎院の御禊に供奉する光源
氏の姿を見ようと訪れた二人ですが、牛車を止める場所をめぐって争
いが起こり、プライドを傷つけられた御息所は、葵の上のもとに生霊と
なってあらわれます。

	 講 師 	伊東　祐子	 PROFILE P.38～

	 都留文科大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
１月 21日　２月 18日　３月 4日・25日

受講料 13,200円（全4回） 受講定員 20名
テキスト 新編日本古典文学全集『源氏物語2』（小学館）4,484円、

または	新潮日本古典集成『源氏物語二』新装版（新潮社）2,530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、源氏物語の原文が入っているものをすでにお持ちの場
合は、そちらで問題ありません。

講座番号	003 土曜 日曜 午後
午前

『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・貴族・武士から庶民、異形の者も登場し、人間臭い振舞いや不
思議な出来事から、現代とは異なる当時の生活感覚や世相を知ること
ができます。今回は源満仲出家説話を中心に、口の達者な銀鍛冶の話な
どを採り上げます。満仲の話は横川の源信僧都も登場する有名な仏教
説話で、同時に荒々しい武士の世界も描かれている話です。歴史学専門
の講師とともに『源氏物語』からは見えない平安時代を旅しましょう。

	 講 師 	中込　律子	 PROFILE P.38～

	 学習院大学・学習院女子大学講師
	 國學院大學講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
１月 22日
２月 19日
 26日
３月 5日
 12日

銀鍛冶延正が花山院に大きな壷に入れられる話
殺生をこととする源満仲を息子の僧源賢が出家させる話
常澄安永が旅先で妻の密通の夢をみる話
奈良下毛野寺の観音の首が落ち，もとに戻った話
※今講座で扱う満仲出家譚は，かなり長い話なので，数回かけてお話することにな

ります。１月に短い説話を読んだあと，２月・３月に満仲説話を読み進め，残り
の時間に合わせて次に読む説話を選びます。

受講料 16,500円（全5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。
対面講座 Zoom講座
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講座番号	004 土曜 日曜 午後
午前

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。今期は平安時代の中期、摂関政治の時代の天皇を取り上げ
ます。

	 講 師 	遠山　美都男	 PROFILE P.38～

	 学習院大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

１月 21日 円融天皇
２月 18日 花山天皇
３月 4日 一条天皇

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 20名対面講座

講座番号	005 土曜 日曜 午後
午前

維新の群像Ⅲ
近代日本の形成者たち

維新の群像Ⅲとして、今回は伊藤博文と山県有朋をとりあげます。２人
の共通点は、維新の三傑亡きあと、維新官僚として明治国家形成に大き
く寄与し、共通点とすると旧長州藩士・総理大臣経験者、元老であった
ことです。伊藤博文は憲法制定に深く関わり、山県有朋は日本陸軍の形
成に深く関わりました。これらの点を中心に、できれば「人間伊藤」「人
間山県」を描いてみたいと思います。

	 講 師 	森内　隆雄	 PROFILE P.38～

	 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
２月 19日 伊藤博文 Ⅰ
３月 5日 伊藤博文 Ⅱ
 12日 山県有朋 Ⅰ
 26日 山県有朋 Ⅱ

受講料 13,200円（全4回）
受講定員 20名対面講座

講座番号	006 土曜 日曜 午後
午前

江戸東京の 
社寺めぐり
五色不動を訪ねる

今期は都内各地の「お不動さま」と、その周辺を訪問します。第1回は教
室での座学ですが、程々に切り上げて目白周辺の散策に出かけましょ
う。全3回で五か所のお不動さまをめぐることを目標としますが、毎回、
途中で離脱して帰宅できるポイントも設ける予定です。無理をせず、天
候などの様子を見ながら柔軟に行動する〈大人の散歩〉に致しましょ
う。（初めて受講される方でも全く問題ありません。）

	 講 師 	林　東洋	 PROFILE P.38～
	 学習院大学講師

	 講 師 	山田　徹	 PROFILE P.38～
	 学習院大学講師

	 講 師 	金子　元	 PROFILE P.38～
	 秀明大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
２月 26日 不動信仰とは（【校外講義】目白不動周辺をめぐる） 林・山田・金子
３月 12日 【校外講義】目赤不動～目黄不動周辺をめぐる 林・山田・金子
 26日 【校外講義】目黒不動～目青不動周辺をめぐる 林・山田・金子
受講料 9,900円（全3回） 受講定員 20名
注意事項 ※【校外講義】は現地集合となります（所要時間120～180分程度）。

　初回（2/26）は学習院大学での座学の後に出発します。
※現地までの交通費、施設入場料等は各自ご負担ください。対面講座
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講座番号	009 土曜 日曜 午後
午前

くずし字に親しむ
古文書の基礎

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

	 講 師 	丸山　美季	 PROFILE P.38～

	 学習院大学史料館	学芸員
日 程 日曜日／10:40～12:10

２月 19日 古文書解読のための基礎知識　変体仮名を読む
３月 5日 くずし字の解読実践　村方文書を読む
 12日 　　　　〃　　　　　武家文書を読む

受講料 9,900円（全3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。対面講座

江戸の遊廓
あれこれ

「吉原」は江戸で唯一幕府から公認された遊廓でした。そのため格式も
高く、江戸時代前期には「揚屋制度」と呼ばれる手間と費用のかかる段
取りを経ないと太夫格の遊女と遊ぶことができませんでした。後期に
なると揚屋制度も太夫もなくなり、若干遊びやすくなりますが、非合法
の「岡場所」や江戸四宿（品川・内藤新宿・板橋・千住）に置かれていた飯
盛女にも人気がありました。本講座では、こうした江戸の遊廓全般につ
いて概観します。

	 講 師 	小沢　詠美子	 PROFILE P.38～

	 成城大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

２月 25日 吉原遊廓のしくみ
３月 11日 吉原遊女の生活
 25日 岡場所と四宿の飯盛女

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 20名

講座番号	007 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

おとなのための 
漢字学習［特別編］
動物漢字のたのしみ

今冬の特別編では、動物を表す漢字に焦点を当てます。「犬」「猫」「鼠」
「鶏」といった漢字は、どのようにして生まれたのでしょうか。また、「蜻
蛉」を「とんぼ」と読んだり「馴鹿」を「トナカイ」と読んだりするのは、
どうしてなのでしょうか？ 動物漢字の世界を探検しながら、漢字の成
り立ちや意味、読み方について、知っておくと役立つさまざまな知識を
お伝えします。

	 講 師 	円満字　二郎	 PROFILE P.38～

	 フリーライター
	 漢和辞典編集者

日 程 土曜日／13:00～14:30
２月 25日 動物漢字の成り立ち
３月 11日 当て字と動物漢字
 25日 動物漢字の日中の違い

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 20名P.19 036「漢文訓読の初歩」の講座も

ぜひご覧ください。

講座番号	008 土曜 日曜 午後
午前

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.38～

	 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
１月 15日 冬の季語　　冬の季語から兼題を出題します
２月 12日 初春の季語　初春の季語から兼題を出題します
３月 12日 仲春の季語　仲春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。Zoom講座

講座番号	010 土曜 日曜 午後
午前

大人の京都学
京都・歴史ミステリー

千年の都「京都」。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・ 
近江屋で坂本龍馬を暗殺した黒幕は誰なのか……（3月の講座内容）な
ど、「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.38～

	 京都学講師
	 （株）らくたび代表取締役

日 程 土曜日／15:00～16:30
１月 21日 江戸 － 徳川三代 － 家康はどのように天下人を獲り、

秀忠・家光へ継承した？
２月 18日 江戸 － 伊藤若冲 － 異彩を放つ若冲の絵画はどのよ

うにして生まれたのか？
３月 4日 幕末 － 坂本龍馬 － 動乱の時代を駆け抜けた英雄・龍

馬を暗殺した黒幕は？

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	011 土曜 日曜 午後
午前

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③

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。本講座は「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多様な角度から検
証して参ります。今期は明治以降の雅楽に焦点を当て、近現代雅楽の在り様
を詳細に検討します。春学期からの続きものですが、今期から受講される方
も入りやすいよう、冒頭で基本的内容の復習をしてから本題に入ります。学
習院の講座で日本雅楽の新たな側面を発見していただければ幸いです。

	 講 師 	三田　徳明	 PROFILE P.38～

	 学習院大学講師
	 三田徳明雅樂研究會主宰

日 程 土曜日／15:00～16:30
１月 21日 明治の雅楽維新―中央再集権の及ぼしたもの
２月 18日 伝統雅楽と民俗雅楽―変化するものと不変なるもの
３月 4日 ケンブリッジ学派に呼応する国内外の動き

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 20名

講座番号	012 土曜 日曜 午後
午前

対面講座
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対面講座

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。講義の進め方は、神話をテキストに
従って読み進めていきます。今期は神々の出現の辺りを読みすすめます。

	 講 師 	神田　典城	 PROFILE P.38～

	 学習院女子大学名誉教授
日 程 土曜日／15:00～16:30

２月 18日
３月 4日・25日

受講料 9,900円（全3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。）

講座番号	013 土曜 日曜 午後
午前

講座番号	015 土曜 日曜 午後
午前

今だからこそ
お祭りを考える
コロナ禍で見えたお祭りの姿

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。2020年以降の世界的なコロナ禍の
中、多くの祭礼が神事以外の行事の中止を余儀なくされ、改めて「祭り
とはなにか」が問われました。本年、だんだんと各地の祭礼が再開され
つつあります。各地の祭りはどのような対応をしてきたのか、そしてそ
もそも祭りとは我々日本人にとって何なのか？ を、地域の事例を紹介
しながら皆様と一緒に考える講座です。	 講 師 	山崎　敬子	 PROFILE P.38～

	 玉川大学講師
日 程 土曜日／10:40～12:10

３月 11日・25日
受講料 6,600円（全2回）
受講定員 20名
注意事項 今回は土曜日・午前中、学習院大学 南1号館教室で実施します。対面講座

物語と絵巻・ 
奈良絵本（ならえほん）・ 
錦絵・ちりめん本③

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.38～

	 学習院女子大学名誉教授
日 程 土曜日／15:00～16:30

３月 4日・11日・25日

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 20名

対面講座

講座番号	014 土曜 日曜 午後
午前
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ルネサンスの芸術家
たちと研究者たち
日本ではいかにルネサンスは捉えら
れてきたのか

ボッティチェッリやレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロの名を知
らない人はまずいないでしょう。名は知らなくても、作品を示せば、ああ、
この人ですか、との反応が返ってくることでしょう。これは作曲者が分
からなくても、聞いたことがあるとの反応と似ているところがあるかも
しれません。本講座では高名な芸術家を見ながら、これらの芸術家と関
わった研究者を紹介したいと思っています。たくさんの研究者がいる中
で、今回は日本人研究者を中心にしていきますので、わが国でどのよう
にしてルネサンスが受け入れられたかを知るよすがともなりましょう。

	 講 師 	根占　献一	 PROFILE P.39～

	 学習院女子大学名誉教授 日 程 土曜日／15:00～16:30
２月 25日 ルネサンス受容－東西を睨む大類伸らとともに
３月 4日 ボッティチェッリ－世界的名声の矢代幸雄らとともに
 18日 レオナルド－白樺派児島喜久雄らとともに
 25日 ミケランジェロ－文学者杉浦明平らとともに

受講料 13,200円（全4回）Zoom講座

講座番号	017 土曜 日曜 午後
午前

見て考えて楽しむ
西洋美術
絵の中の動物たち

西洋絵画の中には様々な動物たちが登場します。牛、馬、驢馬、羊、犬、
猫、鼠、狼、猿、兎、栗鼠、ライオンなどから、鳥や魚まで。それらは、宗
教画、神話画、歴史画、肖像画、風景画、静物画といった、絵画のあらゆ
る分野に描かれます。この講座では、古代から現代まで、西洋絵画に描
かれた動物たちにかかわる四つの話題を通して、絵画の主題と動物と
の関係を検討するとともに、ヨーロッパの歴史・文化の中での動物の役
割全般について考えてみます。

	 講 師 	有川　治男	 PROFILE P.39～

	 学習院大学名誉教授
日 程 土曜日／15:00～16:30

２月 18日 動物大集合 ― 楽園、ノアの方舟から動物園まで
 25日 犬 ― 絵画に見る人間と犬の歴史
３月 4日 猫 ― 美術の中の猫派と犬派
 11日 ライオンと小鳥 ― 動物とジェンダー

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

対面講座

New Lecture
New Lecture

カント哲学入門
実践哲学を中心に

カントといえば、その実践哲学が大正から昭和初期にかけて理想主義等の文脈
で紹介され、「定言命法」や「汝為すべきであるが故に為し能う」などの語句とと
もに、厳格主義の道徳論とも評されてきました。しかしそれは個人を義務と権利
の主体と見る点で、現代のリベラリズムに少なからず影響を与えています。そう
した〈抽象的な個人〉を批判し、個人と社会の相互的関係を主張したのがサンデ
ルの共同体論です。本講座では従来の解釈に捉われず、個人と社会をめぐる正
義論の課題も見ながら、改めてカント哲学の意味について考えたい思います。

	 講 師 	酒井　潔	 PROFILE P.39～

	 学習院大学名誉教授
日 程 土曜日／13:00～14:30

３月 4日 カント実践哲学への案内—道徳性とは何か
 18日 カントにおける「善」と「正義」の問題

受講料 6,600円（全2回）
テキスト 講師がプリントを用意いたします。また、参考文献については講座

中にその都度ご案内します。Zoom講座

講座番号	018 土曜 日曜 午後
午前
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イタリア美術の魅力
「ルーヴル美術館展」と 
ルーヴルのイタリア美術を楽しむ

「ルーヴル美術館展，愛を描く」が3月1日から国立新美術館で開催され
ます（6月12日まで）。そこで今期は「ルーヴル展」の予習になるような
講座にしたいと思います。第一回はポスターに使われているジェラー
ルの名画にちなんで、「アモルとプシュケ」という神話を表したイタリ
ア美術を紹介します。第二回は聖母子画に見られる愛情表現を見てい
きます（ルーヴル所蔵のイタリア絵画が中心になります）。第三回以降
は「ルーヴル美術館展」の見どころをお話したいと思います。

	 講 師 	本間　紀子	 PROFILE P.39～

	 東海大学・跡見学園女子大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

２月 18日 イタリア美術における「アモルとプシュケ」
 25日 ルーヴルの聖母子画（イタリア美術を中心に）
３月 4日 「ルーヴル美術館展，愛を描く」のみどころ１
 11日 「ルーヴル美術館展，愛を描く」のみどころ２
 25日 「ルーヴル美術館展，愛を描く」のみどころ３

受講料 16,500円（全5回） 受講定員 20名対面講座

講座番号	019 土曜 日曜 午後
午前

ジャンボからダンボへ
－サーカス列車に乗って

〈動物イメージ〉をめぐる冒険 II

ディズニー・アニメーション『ダンボ』（1941年）は、サーカス列車に乗せられ
たジャンボという雌象のもとにコウノトリが赤ん坊（ダンボ）を運んでくると
ころから始まります。母象ジャンボのモデルとなっているのは、19世紀後半の
パリやロンドンで人気を博した実在の巨象ジャンボです。こちらのジャンボ
は、カナダで、サーカスのために移動しているさなかに列車に轢かれて最期を
迎えました。この度の講座では子象ダンボをガイド役として、象とサーカス、
それに列車との興味深い関係（イメージの連関）について考えてみましょう。

	 講 師 	岡田　尚文	 PROFILE P.39～

	 学習院大学講師
	 慶応義塾大学講師

日 程 日曜日／10:40～12:10
２月 26日 ダンボという名の「自然」を乗せて
  －蒸気機関車ケイシー・ジュニア
３月 12日 巡回サーカスの象
  －P・T・バーナムの「地上最大のショー」
 26日 二つの列車事故
  －巨象ジャンボと機関士ケイシーの死

受講料 9,900円（全3回） 受講定員 20名
注意事項 今回からご参加いただいても、充分お楽しみいただけます。対面講座

講座番号	020 土曜 日曜 午後
午前

講座番号	021 土曜 日曜 午後
午前

《ファルスタッフ》の
魅力
新国立劇場での鑑賞に向けて

ジュゼッペ・ヴェルディの《ファルスタッフ》は、19世紀イタリア・オペラの巨
人ヴェルディの最後のオペラであり、ほぼ唯一の喜劇オペラであると同時に、
とんでもなく斬新なオペラでした。プッチーニからストラヴィンスキー、リ
ヒャルト・シュトラウスまで、《ファルスタッフ》を絶賛した作曲家は少なくあ
りません。美声をひけらかすアリアもほとんどないのに、なぜ《ファルスタッ
フ》は高く評価されるのでしょう？この講座では、２月の新国立劇場公演の鑑
賞を前提に、究極のオペラ《ファルスタッフ》の魅力を探ります。

	 講 師 	加藤　浩子	 PROFILE P.39～

	 音楽評論家

日 程 1月21日　土曜日／13:00～16:30
（①13：00～14：30、②15：00～16：30）
2月12日に新国立劇場で鑑賞するオペラ《ファルスタッフ》について解説
し、本公演を楽しむための準備をします。

受講料 6,600円（1日	全2回） 受講定員 20名
注意事項 オプション企画「ファルスタッフ」鑑賞について

日時：2023年2月12日（日）14：00開演　於新国立劇場
費用：18,190円（内訳チケット代17,820円【A席】＋郵送代370円、受講料
と一緒に徴収いたします。）
申込締切日：2023年1月23日（月）
＊講座申込時に一緒にお申し込みください。
＊オプション企画費用には、オペラ鑑賞に関わる飲食代・交通費などの費用は含みません。
＊ご購入いただいたチケットは、キャンセルができません。予めご了承ください。

対面講座
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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.39～

	 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
2月 25日 （Zoom講座） 初級編の復習と確認。コードファンクション、トライ
   トーンサブスティテューション
3月 4日～10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
 11日 （Zoom講座） 質疑応答と確認　ディミニッシュの各種
 18日～24日 （オンデマンド講座） 特殊なドミナント7　転調
 25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	024 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.39～

	 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
2月 25日 （Zoom講座） ジャズハーモニーの考え方、コードネームの読み書き
   とダイアトニックコード
3月 4日～10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
 11日 （Zoom講座） 質疑応答と確認、セカンダリードミナント
 18日～24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
 25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

講座番号	023 土曜 日曜 午後
午前

バロック・オペラを
聴く
カリッシミ「ラ・カリスト」

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、今年度のサントリー音楽賞を受賞したアントネッロによって、
2023年2月に上演されるカリッシミの「ラ・カリスト」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.39～

	 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
２月 18日 カリッシミ「ラ・カリスト」
  第1幕、第2幕　神々の王にみそめられた乙女
３月 11日 カリッシミ「ラ・カリスト」
  第2幕、第3幕　熊の姿となり天に上げられる

受講料 6,600円（全2回） 受講定員 20名

講座番号	022 土曜 日曜 午後
午前

対面講座
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講座番号	026 土曜 日曜 午後
午前

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【オーストリア、
ペルー、ジョージア（旧グルジア）】

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、料理と並んで華やかなお菓子文化が発達したオーストリ
ア、多くの野菜の原産国であるペルー、ワイン発祥の地といわれるジョージアを
取り上げ、各地の郷土料理や郷土菓子を由来とともに解説。それぞれの街や市
場の様子、お土産、見どころ（ex: ペルーならマチュピチュなど）もご紹介します。

	 講 師 	並木　麻輝子	 PROFILE P.39～

	 料理ジャーナリスト、
	 ヨーロッパ郷土料理・菓子・食文化研究家

日 程 日曜日／13:00～14:30
１月 22日 オーストリア の食文化と町＆見どころ案内
２月 19日 ペルーの食文化と町＆見どころ案内
３月 12日 ジョージアの食文化と町＆見どころ案内

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 20名対面講座 Zoom講座

「身体・呼吸・声」の 
改善メソッド
実践とレクチャー

待ちに待ったリアル講座が再開されます。まだ感染対策上、歌は歌え
ませんが、「身体・声・呼吸」改善のための実践とレクチャーでアップグ
レードを目指します。赤ちゃんは体の動きを自分で学びますが、体育教
育や筋トレ等による人工身体が理想となり、「自然身体」を見失ってい
きます。そのために体の痛みや不調も生まれます。人間本来の「自然身
体」の持つ能力に気づき、発声や呼吸、動きや姿勢も改善します。世界
の歌手の聴き比べもお楽しみに。

	 講 師 	青木　美稚子	 PROFILE P.39～

	 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
２月 26日
３月 12日・26日

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

対面講座
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講座番号	029 土曜 日曜 午後
午前

法律や契約書の
読み方、教えます！
条文の読み方にはコツがあります

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

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

	 講 師 	櫟
ひら

原
はら

　利明	 PROFILE P.40～

	 元	参議院法制局第四部長
日 程 日曜日／10:40～12:10

２月 26日 法令のあらまし・目からうろこの法律トリビア
３月 5日 いろいろな法令用語
 12日 条文読解の実践

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 20名対面講座

アカデミー塾

講座番号	027 土曜 日曜 午後
午前

機械学習のクラスタリング
を英語プレゼンで話す
AIクラスタリングを英語発表している人
のために

機械学習を用いてデータ分析はしているが、英語で発表することは苦手である、あ
るいはもっと上手になりたいという方は多いと思います。講師の二人は、機械学習の
国際会議で基調講演やチュートリアルを頼まれている研究者です（GoogleScholar
などで検索してください）。講義は英語と日本語を交えて行います。英語プレゼン
は、話し始める時の壁が大きいものですが、その壁を超えるきっかけとなるでしょ
う。仮に、その場では言葉が出てこなくても、２人のプレゼンを体験することは後
で効果がでてくると思います。毎日のように研究室の院生の英語プレゼンの指導
を行っている二人が、日本人によくあるミスや発表のこつをレクチャーします。

	 講 師 	Basabi	Chakraborty
	 バサビ	チャクラボルテイ	

岩手県立大学
名誉教授及び特命教授
インド	マダナパレエ工業大学	
計算機学部学部長及び特任教授

	 講 師 	白田　由香利	 PROFILE P.40～
	 学習院大学教授

PROFILE P.40～

日 程 2月26日　日曜日／10:40～17:50
①10:40～12:10 クラスタリングの英語チュートリアルを聞き理解する
②13:00～14:30 クラスタリングのアルゴリズムと距離定義を英語で説明する
③14:40～16:10 複利計算と債券の数学で数式表現を学ぶ
④16:20～17:50 株価のクラスタリング分析を英語でプレゼンする

受講料 13,200円（1日4限	全4回） 受講定員 20名
注意事項 ＊TOEIC800点程度の英語力の在る方を希望しますが、どのようなものか

見てみたいという方も是非ご受講ください。
＊http://shirotaabc.sakura.ne.jp/SAKURAacademy2023Feb/

index2.html　左記は各回のサンプルpdfです。事前にご覧ください。対面講座

New Teacher
New Teacher

New Lecture
New Lecture

日本経済の
「失敗の本質」

日本経済は1990年以降30年にわたる経済成長率の低迷を経験しまし
た。長期経済成長率停滞の要因を、少子高齢化の影響、産業別の生産構
造の変化、労働生産性の動向、IT化が与えた影響、知識創造、イノベー
ションといった様々な観点から、他の国の経験との比較や先行研究の
結果を紹介し議論します。そのうえで日本経済の成長率を上昇させる
可能性や方策について、幅広い観点から検討します。 

	 講 師 	乾　友彦	 PROFILE P.40～

	 学習院大学教授

	 講 師 	前田　裕之	 PROFILE P.40～

	 学習院大学客員研究員
	 文筆家

日 程 3月4日　土曜日／13:00～16:30
①13:00～14:30　日本経済の「失敗の本質」 （前田）
②15:00～16:30　日本経済停滞の原因 （乾）

受講料 6,600円（1日	全2回）
受講定員 20名

対面講座

講座番号	028 土曜 日曜 午後
午前

New Teacher
New Teacher

New Lecture
New Lecture P.6 S01「日本経済の「失敗の本質」」の講座もぜひご覧ください。
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講座番号	032 土曜 日曜 午後
午前

ビジネスに役立つ
「編集力」

「編集力」は編集者だけに必要なものではありません。企画書を作り、
プレゼンテーションする。クライアントにメールし、上司に報告する。
webで発信し、SNSで拡散する。すべてのビジネスシーンで必要な「情
報伝達の技術」です。①伝えたい情報は何か、②相手は何を求めている
か、この２点を「考える」だけで効果がまるで違ってきます。今回は、こ
の「考え方」を会得していただくことが目標です。自転車に乗るのと同
じように、コツさえ会得できれば「編集力」はあなたのものです！

	 講 師 	能勢　邦子	 PROFILE P.40～

	 コンテンツディレクター
	 『an・an』元編集長

日 程 3月4日　土曜日／10:40～14:30
① 10:40～12:10　伝えたい情報は何か
② 13:00～14:30　相手は何を求めているか

受講料 6,600円（1日	全2回）
受講定員 20名
注意事項 昨年の夏講座と同じ内容です。対面講座

講座番号	030 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

わかりやす～い！ 
貿易実務の基礎知識

貿易に関心はあるけれど、実務は複雑で難しそう……と思っている人
はいらっしゃいませんか？ 本講座では、わかりやすく貿易実務の基礎
を習得してもらいます。貿易実務検定C級レベルの内容から、貿易と
は？、貿易取引の流れ、引き合いから成約まで、信用状の基礎知識等を
主に取り上げて解説します。

	 講 師 	奥田　美都子	 PROFILE P.40～

厚労省所管　港湾職業能力開発短期
大学校横浜校特任教授

日 程 3月4日　土曜日／10:40～16:30
① 10:40～12:10 貿易とは？
 日本の貿易の現状を見てみましょう！
② 13:00～14:30 貿易取引の流れ
 【ミニ演習】貿易書類を使って、ロールプレイをしよう
③ 15:00～16:30 信用状（L/C)の基礎知識

受講料 9,900円（1日	全3回） 受講定員 20名

New Lecture
New Lecture

講座番号	031 土曜 日曜 午後
午前

人間関係を
円滑にするテクニック
～自己理解から他者理解を深めよう～

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

	 講 師 	奥田　美都子	 PROFILE P.40～

厚労省所管　港湾職業能力開発短期
大学校横浜校特任教授

日 程 3月12日　日曜日／10:40～16:30
① 10:40～12:10 コミュニケーションの基本と重要性
② 13:00～14:30 あなたは、どんな人間ですか？
 ペアワークを通じて、自己理解を深めましょう！
③ 15:00～16:30 自分軸から他人軸への転換テクニック
 受信能力をアップして 相手のモチベーションをアップ！
 （以上、ミニ演習付き）

受講料 9,900円（1日	全3回） 受講定員 20名対面講座
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講座番号	035 水曜 午前 午後

武家か 天皇か
－中世の選択－

中世は選択の時代でした。わが国は政治のシステムとして、天皇か、そ
れとも武家（幕府）か。この二つを選ぶことを、時代に問うたのでした。
中世は二つの内乱を通じ鎌倉と室町の武家政権を誕生させましたが、
その背後で安徳天皇、後鳥羽天皇、そして後醍醐天皇の存在が大きな役
割を果たしました。この講座では武家政権の背後にある天皇の問題に
スポットを当て、内乱の時代を考えます。

	 講 師 	関　幸彦	 PROFILE P.41～

	 日本大学教授

日 程 水曜日／13:00～14:30
２月 15日 争乱期、安徳天皇と東西両朝を考える
３月 1日 後鳥羽上皇と承久の乱
 15日 後醍醐天皇と南北両朝

受講料 9,900円（全3回） 受講定員 20名
テキスト 『武家か	天皇か』（朝日新聞出版）2023年2月下旬刊行予定

（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。）対面講座

講座番号	034 水曜 午前 午後

仏教美術の世界
仏教美術の展覧会を愉しむ

2023年の1月2日～3月19日にかけて、東京国立博物館で大安寺の仏
像展が開かれます。また3月7日～5月6日には、東福寺の展覧会が開催
される予定です。このふたつの展覧会をじっくり味わうために、それぞ
れの寺院の歴史や文化財のみどころについて解説します。

	 講 師 	吉田　典代	 PROFILE P.41～

	 学習院大学講師
日 程 水曜日／13:00～14:30

２月 15日 大安寺の歴史と仏像
３月 1日 東福寺の歴史と伽藍
 15日 東福寺展の仏教美術

受講料 9,900円（全3回） 受講定員 20名

対面講座

講座番号	033 金曜 午前 午後

大江戸浮世絵散歩
江戸時代に開花した町人文化の象徴ともいえる、歌舞伎と浮世絵。歌舞
伎は浮世絵の主要画題であり、浮世絵に着想を得た歌舞伎もつくられ
ました。今回は、歌舞伎に関連する浮世絵を取りあげ、テキストを参考
に、江戸時代の人気役者や人気演目などを紹介します。スライドや映像
などの補助資料も使用し、架蔵の浮世絵を持参して見ていただく機会
も設けます。浮世絵作品を通じて、歌舞伎の世界を楽しみましょう。

	 講 師 	藤澤　茜	 PROFILE P.41～

	 神奈川大学准教授

日 程 金曜日／13:00～14:30
２月 17日 人気役者 團十郎の代々
 24日 人気演目を知る （1）江戸時代のランキング
３月 3日 人気演目を知る （2）助六・義経千本桜

受講料 9,900円（全3回） 受講定員 20名
テキスト 藤澤茜『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	2,420円
＊本テキストは、来期以降の講座でも継続して使用予定です。

（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 今回は学習院大学 南1号館の教室で実施します。対面講座
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講座番号	037 木曜 午前 午後

箏（コト）の調べを聴き、
箏に触れながら、
箏の文化史を学ぶ

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.41～

	 箏曲家
日 程 木曜日／13:00～14:30

２月 16日 コトのおこり　中国からの箏の伝来　平安貴族文化
３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） 受講定員 20名
注意事項 今回は学習院大学 南1号館の教室で実施します。対面講座

講座番号	036 月曜 午前 午後

漢文訓読の初歩
四字熟語を通して 
漢文に親しむ［特別編］

今冬の特別編では、初心に返って漢文の基礎を学びます。レ点や一二
点などの返り点の規則、助字や再読文字といった漢文特有の漢字の用
法、さらには「句法」と呼ばれる漢文の構文を、四字熟語のもとになった
漢文の一節を教材として勉強します。平安時代の昔から先人が編み出
してきた漢文訓読の方法を身に着けて、漢文の豊かな世界を楽しみま 
しょう。

	 講 師 	円満字　二郎	 PROFILE P.41～

	 フリーライター
	 漢和辞典編集者

日 程 月曜日／10:40～12:10
２月 20日 返り点をマスターする
３月 13日 漢文独特の漢字に慣れる
 27日 漢文の構文を理解する

受講料 9,900円（全3回） 受講定員 20名
注意事項 今回は学習院大学 南1号館の教室で実施します。P.9 008「おとなのための漢字学習［特

別編］」の講座もぜひご覧ください。

対面講座

講座番号	038 月曜 午前 午後

対面講座

『史記』の
歴史風景学Ⅳ
～古代中国バーチャル旅行へようこそ

漢の司馬遷が編集した『史記』には今の私達が知っている故事成語や四字
熟語のもとになったお話がたくさん書かれています。その話の舞台はど
んな風景で、その地理環境は歴史の事件にどんな影響を与えたのでしょ
うか。また、そこから発掘された考古遺物は何を語ってくれるのでしよう
か。今期は、荊軻・豫譲・曹沫といった刺客たちが活躍した現場に焦点を合
わせ、衛星写真を見ながら、それぞれの現場を旅しているかのようにお話
します。海外旅行に行きたいけど、行けない、今にぴったりの講座です。

	 講 師 	村松　弘一	 PROFILE P.41～

	 淑徳大学教授
	 元学習院大学教授

日 程 月曜日／10:40～12:10
２月 27日 荊軻と秦王政～秦王政（始皇帝）暗殺未遂事件の虚実 
  （咸陽）
３月 6日 豫譲と趙襄子～復讐する国士（山西）
 13日 曹沫と斉の桓公～覇者を恫喝した男（山東）

受講料 9,900円（全3回） 受講定員 20名
注意事項 今回は学習院大学 南1号館の教室で実施します。
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イタリア
食文化の旅
郷土の味を楽しむ

「イタリア料理というものは存在しない」と言われるほどに、ひとつに
はくくれない地域性豊かな郷土料理のある国、イタリア。地中海の真ん
中に南北に伸びる変化に富んだ地形と、ほんの160年前までは別々の
都市国家が混在していたという歴史が、イタリア半島に多彩な食文化
を育んできました。講義では、イタリアのいくつかの地域の郷土料理の
特徴と楽しみ方を解説します。3回目の講義は、実践編としてレストラ
ンに場を移し、味覚の旅を体験しましょう。

	 講 師 	中野　美季	 PROFILE P.41～

	 学習院女子大学講師
日 程 水曜日／13:00～14:30

３月 １日・15日・22日（校外講義）
受講料 9,900円（全3回）

＊レストランでの校外講義に関わる費用（5,000円前後予定、サービス・飲み
物代別）は含みません。

受講定員 10名
注意事項 3月22日の「校外講義」は、新型コロナの感染状況により、教室での

講義にする場合があります。ご了承ください。

講座番号	041 水曜 午前 午後

対面講座

歴史を変えた戦い
古代ギリシア・ローマ編

この講座では、ギリシア・ローマの歴史に大きな影響を残した三つの戦
いをとりあげます。アテナイが超大国ペルシアに勝利したマラトンの
戦いは、古来「西洋文明の勝利」として讃えられてきた出来事です。シ
チリア遠征は繁栄の極みにあったアテナイが総力をあげた大遠征であ
り、その失敗はアテナイ帝国の晩鐘となりました。第二次ポエニ戦争の
分水嶺となったカンナエの戦いは、古代の戦術の粋を極めた戦いとし
て後世に多くの模倣を生みました。

	 講 師 	岡田　泰介	 PROFILE P.41～

	 高千穂大学教授

日 程 金曜日／13:00～14:30
３月 3日 マラトンの戦い（490 BC.）
  西洋文明を創った戦い？
 10日 シチリア遠征（415-413 BC.）
  アテナイ帝国の終わりの始まり
 17日 カンナエの戦い（216 BC.）
  天才戦術家ハンニバルのマスターピース

受講料 9,900円（全3回） 受講定員 20名

講座番号	039 金曜 午前 午後

対面講座

New Lecture
New Lecture

あなたの知らない
パリ探訪

印象派の傑作が叩き売られたパリの伝統あるオークションハウスオテ
ル・ドゥルオー。その知らざれる素顔をご紹介。ここは目さえあれば、
今でも傑作が手に入る所。叩き売られた印象派の傑作の解説も交えて、
ここで15年に渡り絵を仕入れていた講師が語ります。またルーヴル美
術館では、数分でモナリザへ行ける裏技やルーヴル一番の見所のアン
リ2世の階段、秘密の抜け道、モナリザの蔭に隠れた必見の名画たちを
解説します。

	 講 師 	有地　京子	 PROFILE P.41～

	 美術史家、画商	
日 程 火曜日／10:40～12:10

３月 7日 知らざれるパリ・オークションハウス
  ～ここで印象派の絵が叩き売られた！
 14日 ルーヴル美術館の秘密とその傑作

受講料 6,600円（全2回）
受講定員 20名

講座番号	040 火曜 午前 午後

対面講座

New Lecture
New Lecture
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はじめての
クラシック♪
～オーケストラと作曲家の素顔を入り口に～

クラシックは退屈でつまらない?! そんなことはありません！ 個性豊
かな音楽家が集まって一つの曲を奏でる「オーケストラ」クラシック音
楽、オーケストラ公演を楽しむためのレクチャーとともに、世界のさま
ざまな作曲家の素顔に迫ります。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.41～

	 （公財）東京交響楽団
日 程 月曜日／10:40～12:10

２月 27日 オーケストラ入門
  ～生演奏から事務方のリアル～
３月 13日 変わり者と呼ばれた音楽家・ブラームスと交響曲第1番

受講料 6,600円（全2回） 受講定員 20名
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。

＊今回は夏講座同様、学習院大学 南1号館で実施します。

講座番号	042 月曜 午前 午後

対面講座

ドラマでまなぶ
楽しい韓国語
ネイティブ講師がやさしく教えます

「冬のソナタ」をご存知無い方は、日本にはいらっしゃらないのではな
いでしょうか。まさに日本の韓国ブームに火をつけた代表的な韓国ド
ラマでした。そして「愛の不時着」などの更なるヒットにより、いまだ
韓国ドラマが日本のテレビを賑わせており、新しい韓国ファンを作り
上げています。本講座では、韓国出身の講師がそれらのドラマを通し
て、韓国語を分かりやすく、楽しくレッスンしていきます。いつの間に
か日本語訳なしで、韓国ドラマを観ることが出来るかもしれません。

	 講 師 	魏　聖銓	 PROFILE P.41～
	 ウィー・ソンジュン

	 学習院大学講師

日 程 火曜日／10:40～12:10
２月 28日
３月 14日

受講料 6,600円（全2回）Zoom講座

講座番号	043 火曜 午前 午後

P.31 071「韓国語 超入門①」、072「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。

大人のための
プログラミング講座
プログラミング的思考を身につける

2020年度から小学校で必修化されたプログラミング教育。最近では大
学入試にも導入されたりと、目につく機会が増えています。それでは、
社会や職場ではプログラミングは必要ないのでしょうか？ 急速なデジ
タル化、グローバル化、そして、人工知能(AI)がはびこる現代社会では、
最終的には人間の判断が必要です。様々な情報を取込み、分析し、論理
立てて考え、解決策を見出していくプログラミング的思考＝論理的思考
が役立つはずです。簡単なアート作品を作ることができるp5.jsと呼ば
れるプログラミング環境を使って、体験いただければと思っています。

	 講 師 	宮島　衣瑛	 PROFILE P.41～

	 株式会社Innovation	Power
	 代表取締役社長

日 程 3月8日　水曜日／10:40～12:10

受講料 3,300円（1回）
受講定員 20名
注意事項 ＊PCの基本操作ができる一般の方を対象。

＊各自のノートパソコンを教室にお持ち込みください。

講座番号	044 水曜 午前 午後

対面講座

New Lecture
New Lecture
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誤解と思い込みの
心理

「誤り」を通して人間を知る

日常の社会生活の中で、私たちは他人を誤解したり、先入観や思い込み
によって判断を誤ることがしばしばあります。固定観念から自由にな
れず、偏見やステレオタイプの影響を受けてしまうこともあります。こ
のような誤りや偏りは、もちろん望ましくない現象なのですが、他方で
人間の認識や判断のプロセスを考える上で重要な手がかりでもありま
す。この講座では、「誤り」を通して人間の心理の特徴を考えてみたいと
思います。

	 講 師 	外山　みどり	 PROFILE P.42～

	 学習院大学名誉教授
日 程 土曜日／13:00～14:30

３月 11日 対人関係における誤解や思い込み
 25日 社会的判断の誤りとゆがみ

受講料 6,600円（全2回）
受講定員 20名

講座番号	045 土曜 日曜 午後
午前

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，幼稚園入園前後の躾，語彙力の獲得，自主性
や創造性育成の観点から迫ります。より良い子育てのヒントにしてい
ただくことを願って進めていきたいと考えています。土曜日に行いま
すので，お父様も是非ご参加ください。

	 講 師 	大澤　隆之	 PROFILE P.42～
	 学習院初等科長
	 講 師 	 髙橋　朗子	 PROFILE P.42～
	 学習院幼稚園長

	 講 師 	 石川　恵子	 PROFILE P.42～
	 学習院名誉教授　元学習院初等科教頭

日 程 土曜日／13:00～14:30
２月 4日 幼稚園入園前後の躾 （髙橋朗子）
 18日 子どもの語彙を豊かにするには （石川恵子）
 25日 自主性と創造性を育てる （大澤隆之）

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座

講座番号	046 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

不快な会話を 
スムーズに変える
上手くいかない「心理ゲーム」から
抜け出す術

「心理ゲーム」とは、日常生活の中で繰り返して起こる、人間関係にまつ
わるトラブルのことです。いつも言い争いになる家族や不快な気分に
なる人がいるとすれば、その会話の中ではゲームが行われているのか
もしれません。どうして巻き込まれてしまうのでしょうか？ そして、
そこから抜け出すためにはどうすればよいのでしょうか？ この講座で
は、皆様の身近な事例をもとに、そこに潜んでいるパターンに気付き、
スムーズな会話をするためにはどうすればよいか見つけていきます。

	 講 師 	内海　仲子	 PROFILE P.42～

	 シニア産業カウンセラー
日 程 日曜日／13:00～14:30

２月 19日 会話にもゲームがある
３月 5日 人はなぜゲームをしたがるのか
 26日 気持ちのよい会話のためにできること

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 20名対面講座
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朗読を楽しむ
朗読には、こう読まなければいけないという正解はありません。作品
の意図や情感をどうとらえるかは、人それぞれで違います。それを声
に出して伝えるときに、その表現もまたそれぞれに違います。わたしど
もNHKアナウンサーは、その基本を「話すように読む」ことにおいてき
ました。朗読を通じて多くの作家の作品に触れることで、日本語文章
の美しさ、語彙の豊かさに魅了されます。味わい深い朗読を目指して、 
ご一緒に声の表現を楽しみませんか。

	 講 師 	岡部　達昭	 PROFILE P.42～

	 元NHKアナウンサー
日 程 日曜日／13:00～14:30

日本の現代文（小説・随筆）を読む
２月 19日・26日
３月 5日・12日

受講料 13,200円（全4回）
受講定員 20名

講座番号	048 土曜 日曜 午後
午前

講座番号	049 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

幸せに生きるための 
「マインドフルネス」

自分らしさを見つめ、 
幸せを感じる心を育む心のトレーニング

最近よく耳にするマインドフルネス。瞑想に起源を持つ心のトレーニ
ングであり、ストレス低減や集中力向上など、科学的に実証されている
その効果により、医療やビジネスの世界でも導入されています。本講座
では、マインドフルネスの基礎知識、マインドフルネスを通じて自分ら
しく幸せに生きるためのヒントについて、理論と実践で学ぶことがで
きます。

	 講 師 	野村　里奈	 PROFILE P.42～

	 株式会社Lay代表取締役
日 程 日曜日／10:40～12:10

２月 26日 マインドフルネスの基礎
３月 12日 自分らしさとは何か
 26日 幸せを感じる心を育む

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 20名

講座番号	050 土曜 日曜 午後
午前

アート思考を 
学びませんか？
－自分の創造性の源泉を見つける－

現代はこれまでの延長線上の考え方では太刀打ちできない時代と言われてい
ます。しかし、多くの人はどうしていいかわかりません。そこで、“脱常識”＝
"アート思考"の出番です。作品で人々に影響を与え、時代を変えるのが芸術家
なら、我々ビジネスパーソンはサービスや製品で時代を変えていこうではあり
ませんか！ 自らのオリジン（起源）を出発点とし、自分にしか生み出せない価
値を、ワークショップ（双方向の対話）で見つけていきます。日経新聞等でも取
り上げられているアート思考で、イノベーションのヒントを見つけましょう！

	 講 師 	尾和　恵美加	 PROFILE P.42～

	 （株）Bulldozer	代表取締役運転手
日 程 2月18日　土曜日／13:00～14:30

2月19日　日曜日／10:40～12:10
受講料 6,600円（全2回） 受講定員 20名
注意事項 ＊ワークショップにて使用しますので白紙とペン、色がつけられる

ペンやクレヨンなど、ご準備ください。
＊土曜日と日曜日で講座時間が異なります。対面講座
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講座番号	051 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

各種式典の
儀式作法を学ぶ
地域・職場・学校などでの儀式作法を
完全理解・完全マスター

卒業式や入社式、花束贈呈や地鎮祭など、大切な式典の作法を「なんとなく」
でうやむやにしていませんか？ 正式にはどのようにするのか。またそれは
なぜなのか。どう動くのが最も望ましいのか。これまで誰も教えてくれな
かった「なぜそうするのか」を礼儀作法の思想と原理を基盤として明確に把
握し、さらに実際に動いて習得する、日本でただひとつの公開講座です。職
場の儀式担当者、学校の管理職・教務担当・特別活動担当・体育担当の先生へ
の研修会でも大評判の内容です。（冬講座のため礼状許状申請に要する履修
講座数に加算されないことをご了承ください）

	 講 師 	柴崎　直人	 PROFILE P.42～

	 小笠原流礼法総師範
	 岐阜大学大学院准教授
	 学習院大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
１月 21日 【儀式作法の基本原理】上座と下座　国旗の扱い　式場の配置　仕草の極意
２月 18日 【儀式作法の基礎知識】礼　登壇・降壇　ものの受け渡し　包みの扱い
３月 25日 【儀式作法の基礎演習】壇上での礼　辞令・証書の渡し方・受け方　副賞・花束贈呈

受講料 9,900円（全3回）
テキスト 「学校でする儀式作法の基礎知識＆教職マナーの常識」（明治図書）2,156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 ご参加いただいた皆様の興味関心にできるだけ対応したく存じます。
初回に皆様から関心・疑問等を伺う時間を取れればと考えております。

講座番号	053 土曜 日曜 午後
午前

紅茶の魅力
生活文化としての紅茶

皆様はどのように紅茶を楽しんでいらっしゃいますか？
紅茶は単なる飲み物であるだけではなく、イギリスで育まれた紅茶文
化は世界に広がり、人々の生活文化として暮らしの中に溶け込んでい
ます。
絵画や文学、そして映画の中にも登場する紅茶のシーンを探して、その
背景にある暮らし方を想像するのも楽しいものです。興味深い紅茶の
世界を味わってみましょう。

	 講 師 	太田　ますみ	 PROFILE P.42～

	 日本紅茶協会認定
	 シニアティーインストラクター

日 程 日曜日／10:40～12:10
２月 26日 絵画に描かれた紅茶
  紅茶を楽しむ情景から紅茶の歴史を紐解きます。
３月 12日 文学の中の紅茶
  作品が書かれた時代背景から紅茶文化を読み解きます。
 26日 映画に観る紅茶
  紅茶シーンに注目するといろいろな情報が見えてきます。

受講料 9,900円（全3回） 受講定員 20名対面講座

講座番号	052 土曜 日曜 午後
午前

茶の湯の世界へ
ようこそ

「茶の湯ってどんなものだろう？」
これまで気になっていたけど、なかなか始めるきっかけがなかった方
はいらっしゃいませんか？
お茶のいただき方、茶席の約束だけではない、茶の湯ならではの気遣い
やおもてなし、四季折々の風情など
茶の湯を楽しむお手伝いをいたします。

	 講 師 	神保　宗揣	 PROFILE P.42～

	 遠州流茶道教授
日 程 2月19日　日曜日／13:00～14:30

茶の湯との出会い ～初めまして、茶の湯～
茶の湯の世界をのぞいてみましょう。

受講料 3,300円（1回）
参考文献「茶道入門テキスト」茶の湯の世界へようこそ　遠州茶道宗家編

2,500円
※購入希望の場合は、遠州茶道宗家事務局へお電話（03-3260-3551）又

はメール（mousikomi_01@enshuryu.com）でお問い合わせください。Zoom講座

暮らしを豊かに
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講座番号	056 月～日曜 午後
午前

	 講 師 	坂田　善種	 PROFILE P.42～

	 ファイナンシャルプランナー

坂田先生からの
メッセージQR
コードです。

３万円で
デビューできる
アメリカ株・超入門

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

日 程 2月27日（月）～3月5日（日）
上記期間にいつでもご受講（90分×2回）いただけます。
１．アメリカ株の魅力
２．リスクとリターン
３．証券口座の開設
４．株式投資の税金の知識

５．無理のない投資の始め方
６．中長期投資の醍醐味
７．有名なあの会社

受講料 6,600円（全2回）オンデマンド講座

講座番号	054 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。初心者から中級者、経験者向けと
なります。

	 講 師 	坂田　善種	 PROFILE P.42～

	 ファイナンシャルプランナー
日 程 日曜日／10:40～12:10

２月 19日 2023年の負けない株式投資
３月 12日 インフレ円安時代の株式投資

受講料 6,600円（全2回）
受講定員 20名

坂田先生からの
メッセージQR
コードです。

対面講座

講座番号	055 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、『2023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.42～

	 ファイナンシャルプランナー

日 程 土曜日／13:00～14:30
２月 18日 2023年の業績好調業界
３月 25日 変身・変貌する業界

受講料 6,600円（全2回） 受講定員 20名
注意事項 各自で『2023年 業界地図』（東洋経済新報社）をご用意ください。

坂田先生からの
メッセージQR
コードです。

対面講座
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講座番号	058 月～日曜 午後
午前

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.42～

	 画家、芸術学博士
日 程 2月6日（月）～2月12日（日）

上記期間にいつでもご受講（45分）いただけます。

受講料 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、2022年春・秋期に開催された講座と同じも

のです。オンデマンド講座

講座番号	059 月～日曜 午後
午前

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.42～

	 画家、芸術学博士
日 程 2月27日（月）～3月5日（日）

上記期間にいつでもご受講（45分）いただけます。

受講料 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。
＊2022年春・秋期に開催された講座と同じものです。

オンデマンド講座

講座番号	057 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。
植物画の描画技法や構図など、作品の制作方法について学びます。ま
た、過去と現代の卓越した植物画作品をご覧いただきながら、植物の
テーマや作品の傾向など、私たちが制作する際のヒントを探っていき
ます。国内外のコンクール出品についてのご相談も承ります。

	 講 師 	池田　真理子	 PROFILE P.42～

	 画家、芸術学博士
日 程 日曜日／13:00～14:30

１月 22日 描画技法を学ぶ
２月 19日 構図法を学ぶ
３月 12日 現代の作品から学ぶ

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 15名対面講座



27

暮
ら
し
を
豊
か
に

対面講座

不動産投資を
正しく理解しましょう！
失敗しない不動産投資のポイント

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

	 講 師 	落合　和雄	 PROFILE P.42～

	 税理士
	 ファイナンシャル・プランナー
	 中小企業診断士

日 程 日曜日／10:40～12:10
２月 19日 不動産投資の魅力
 26日 物件の探し方
３月 5日 不動産投資計画の立て方

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 20名

講座番号	060 土曜 日曜 午後
午前

講座に関する 他にもご不明な点がございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。Q A&

受講申込みのキャンセル待ちはできますか？

ご希望の講座が既に定員に達していた場合は、先着順
に若干名のキャンセル待ちをお受けします。キャン
セルにより繰り上げ受講が可能になった方には学習
院さくらアカデミーからご連絡いたします。

すでに開講している講座への申込みは可能ですか？

講義日程の2/3以上を残して、ご希望のクラスが定員
に達していない場合は、途中からのご受講も可能で
す。但し、一部講座の性格上、お断りすることもあり
ますので、都度お問い合わせください。

欠席や遅刻の連絡は必要ですか？

とくに講師が指定した場合を除き、不要です。

お休みした場合の資料はもらえますか？

次回以降の来校時に南1号館102教室のさくらアカデ
ミー臨時事務室にてお渡しします。なお、講座資料
は、事前にはお渡しできませんので、ご了承ください。

テストや宿題はありますか？

講座により課題が出ることがあります。試験は、資格
試験講座等で模擬テストを行うことはありますが、成
績で序列を付けたり、受講を制限する目的の試験は行
いません。

急な休講はありますか？

講師の都合等により、やむを得ず急な休講をする場合
があります。可及的速やかにご連絡いたしますが、間
に合わないことも起こり得ますので、あらかじめご了
承ください。また、交通事情や天候等による休講は、
さくらアカデミー事務室（電話：03－5992－1040）へお
問い合わせください。学習院さくらアカデミー HPで
もお知らせする場合もあります。
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講座番号	061 土曜 日曜 午後
午前

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
PROFILE P.43～

日 程 土曜日／13:00～14:30
２月 18日・25日
３月 4日・11日・25日

受講料 16,500円（全5回）
受講定員 18名

対面講座

外国語を楽しむ、外国語を学ぶ

やさしい英語とイラストで
コミュニケーション力アップ
英語を口頭でアウトプットするコツを学び、
英語の発信力を身につけましょう。

英語と日本語は大切な語句を置く位置が異なるため、イントネーショ
ンが大きく異なります。この講座ではまずこの点に着目していただき、
講師自身はもちろん、受講生が著しい成果を上げた練習法を採り入れ、
英語を話す力を大幅に伸ばします。教材はすべてとてもやさしく、イラ
ストも楽しいものを使い、どなたでも予習なしで気軽に参加できる内
容になっています。レッスンごとに力の伸びを実感していただけるは
ずです。

	 講 師 	田沼　智	 PROFILE P.43～

	 明星大学講師

日 程 日曜日／10:40～12:10
２月 19日 ちょっとだけ細かく
 26日 活き活きと話す
３月 5日 簡単な“間”の取り方
 12日 こんなにおもしろい「イントネーション」
 26日 上手に頼みごとをする

受講料 16,500円（全5回） 教材費 500円 受講料と一緒に
徴収いたします。

受講定員 18名
注意事項 受講レベルは英検３級程度です。対面講座

講座番号	062 土曜 日曜 午後
午前

英会話のための 
楽しいライティング
まず英文をゆっくりと書き、 
そこから英会話を楽しみましょう。

やさしい英文を見て特徴を確認し、その真似をしてゆっくりと英語を
書いてから会話につなげるレッスンをします。英語ならではの語順で
単語を並べて文を書き、それを使って話す、質問に答えるという進行を
します。準備無しで参加ができ、毎回新しい知識を得てすぐにそれを使
う、手元に練習の跡をきちんと残すという充実感が味わえます。担当講
師はどのようなご質問にもわかりやすく答えますので、安心してご参
加ください。

	 講 師 	田沼　智	 PROFILE P.43～

	 明星大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
２月 19日 よく足を運ぶ場所について
 26日 誘う／誘われる
３月 5日 スマートな質問法
 12日 こんなときどうする？
 26日 相手を明るい表情にさせる

受講料 16,500円（全5回） 教材費 500円 受講料と一緒に
徴収いたします。

受講定員 18名
注意事項 受講レベルは英検３級程度です。対面講座

講座番号	063 土曜 日曜 午後
午前
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講座番号	064 土曜 日曜 午後
午前

同時通訳の世界を
体験してみませんか？
英語のレベルは問いません！

「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
外国語を通じて「専門分野背景知識」を学習し、英語や日本語の専門用語
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。「同時通訳者仮想体験」が楽しく実践出来ます。通訳にご興味のあ
る方、同時通訳をやってみたいと思う方、今後通訳を目指す方、是非本講
座をご受講ください。最先端の政治・経済、教育、医科学を題材とする「本
講座」は、ガイド通訳、逐次通訳、オンライン通訳の訓練としても有効です。

	 講 師 	井上　美則	 PROFILE P.43～

	 LLI井上語学研究所	所長
日 程 土曜日／15:00～16:30

３月 4日 環境問題：海水温上昇と気候変動
 25日 経済問題：英語討論（Webinar 通訳）
  「金融緩和」と「通貨政策」

受講料 6,600円（全2回） 受講定員 10名
注意事項 ＊1～2頁程度の「日→英・英→日」予習課題があります。

＊日↕英が基本ですが、外国人の方も受講することが出来ます。対面講座

講座番号	065 土曜 日曜 午後
午前

フランス語入門
はじめてのフランス語

フランス語が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。春期よ
り開講の講座ですが、復習しながらすすめていきますので今期からの
方も大歓迎です。

	 講 師 	西　陽子	 PROFILE P.43～

	 学習院大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

２月 18日・25日
３月 4日・11日

受講料 13,200円（全4回）
受講定員 18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。）

対面講座

講座番号	066 土曜 日曜 午後
午前

楽しく学ぶみんなの
イタリア語 初級
～南イタリア・プーリア州を旅しよう～

ここ数年、日本でもますます人気を博す、南イタリア・プーリア州。サレ
ント半島が誇る食文化や生活習慣、美術、歌に触れながら、自然とイタ
リア語の新しい単語を覚え、日常会話を練習していきます。陽気な南イ
タリアの文化を旅しながら、文化や言語に対する知識を深め、楽しくイ
タリア語を習得してみませんか。Ci aspetta un bel viaggio!

	 講 師 	Diego	Martina	
	 ディエゴ・マルティーナ

	 東京大学講師
PROFILE P.43～

日 程 土曜日／13:00～14:30
２月 18日・25日
３月 4日・11日・25日

受講料 16,500円（全5回） 受講定員 18名
テキスト 講師が用意する教材を使用します。

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とします。Zoom講座

New Teacher
New Teacher

New Lecture
New Lecture
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ネイティブ講師と
気軽に学ぶスペイン語

（入門）

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

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

	 学習院大学講師

日 程 土曜日／15:00～16:30
１月 14日・28日
２月 11日・25日
３月 11日・18日

受講料 19,800円（全6回）
テキスト 「

!Muy	bien!	Compacto	いいね！スペイン語	コンパクト版」
（朝日出版社）2,640円　ISBN	978-4-255-55128-9
（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 こちらの講座は全てZoomで実施しますので、ご注意ください。

講座番号	068 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

ネイティブ講師と
気軽に学ぶスペイン語

（中級）

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2年以上学んだ方を対象としています。この講座
では過去形、未来形、命令文（「Plaza Amigos Espanol para hablar
Ⅱ」）、接続法などを学びます。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
どをご紹介します。

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

	 学習院大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
１月 14日（Zoom）・21日（対面）・28日（Zoom）
２月 11日（Zoom）・18日（対面）・25日（対面）
３月 11日（対面）・18日（Zoom）・25日（対面）

受講料 29,700円（全9回） 受講定員 18名
テキスト 「Plaza	Amigos	Espanol	para	hablarⅢ」（朝日出版社）2,090円

ISBN 978-4-255-55060-2
（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 こちらの講座は、教室での対面講座を5回、Zoomによる講座を4回
実施いたします。

講座番号	069 土曜 日曜 午後
午前

対面講座 Zoom講座

講座番号	067 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）③
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、楽しく教えます
（ドイツ語の文法をある程度学んできた方々を希望いたします）。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

	 元	学習院大学講師	 PROFILE P.43～
	 元	天理大学教授

日 程 土曜日／15:00～16:30
１月 21日
２月 18日・25日
３月 4日・11日

受講料 16,500円（全5回） 受講定員 16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）

対面講座
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講座番号	070 土曜 日曜 午後
午前

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.43～

日 程 日曜日／10:40～12:10
１月 22日
２月 19日・26日
３月 5日・12日・26日

受講料 19,800円（全6回） 受講定員 18名
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

ISBN 978-4-560-08777-0
（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。）対面講座

韓国語　超入門①
楽しい韓国語への一歩

韓国語に興味を持ってらっしゃる方が、もっと楽しく韓国語に触れ、韓
国語のレベルアップにつながる授業を目指したいと思います。この超
入門クラスでは、「遊ぶ」と「笑う」が基本コンセプトになっています。
超入門①～④までを1サイクルとして、ハングルの読み書きが出来るよ
うにがんばりましょう。楽しい韓国語を一緒に作っていきましょう。

日 程 日曜日／10:40～12:10
２月 19日 ハングルについて／自分の手でハングルの名前が書ける！
 26日 ハングルの母音について／韓国語で自己紹介（1）
３月 12日 ハングルの子音について／韓国語で自己紹介（2）
 26日 ハングルの激音と濃音／ビンゴゲームで「楽韓国語」

受講料 13,200円（全4回） 受講定員 18名
テキスト 『New!	韓国語＆会話』（右文書院）1,980円

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

	 講 師 	魏　聖銓	 PROFILE P.43～
	 ウィー・ソンジュン

	 学習院大学講師

講座番号	071 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

P.21 043「ドラマでまなぶ楽しい韓
国語」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.43～
	 ウィー・ソンジュン

	 学習院大学講師

日 程 土曜日／17:00～18:30
２月 11日・18日・25日
３月 4日・11日・18日

受講料 19,800円（全6回）

講座番号	072 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

New Lecture
New Lecture

P.21 043「ドラマでまなぶ楽しい韓
国語」の講座もぜひご覧ください。
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資格・検定対策講座および英語講座の内容を理解していただくために、講座
ガイダンスをZoomで実施致します。カリキュラムやテキストの内容、資格
を取得する目的、試験のスコアアップ法などについて説明しますので奮っ
てご参加ください。

■	冬期講座“WEBガイダンス”日程一覧
講座番号 講　　座　　名 日	程 時　間 ミーティングID パスコード

073 冬期集中TOEIC®L&R500点達成WEB講座
1月30日（月） 13:00～13:30

841 8209 8059 795616
2月1日（水） 17:00～17:30

074 冬期集中TOEIC®L&R600～700点達成　WEB講座
1月31日（火）

13:00～13:30 870 3720 3368 sakura
2月2日（木）

075 医療事務WEB講座 1月13日（金） 13:00～13:30 213 056 6775 933374

076
～

079

080
～

085

〈対面講座〉MOS資格取得対策講座
（【Word】【Excel】Ａ・Ｂ日程【PowerPoint】合同）

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

12月14日（水）
2月1日（水）

12:20～12:50
17:00～17:30

964 6679 8422 099476
086
～

089
MOS資格取得対策WEB講座【Excelエキスパート】 Ａ・Ｂ日程
ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策WEB講座 Ａ・Ｂ日程

12月15日（木）
2月2日（木）

090 ITパスポート資格取得対策WEB講座
12月16日（金）
2月3日（金）

■	冬期講座“教室での対面ガイダンス”日程一覧
講座番号 講　　座　　名 日	程 時　間 教　室

076
～

079

080
～

085

〈対面講座〉MOS資格取得対策講座
（【Word】【Excel】Ａ・Ｂ日程【PowerPoint】合同）

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

12月12日（月）

12:30～12:45

学習院大学目白キャンパス
西2-402教室

12月13日（火）

12月14日（水）

12月15日（木）

12月16日（金）

1月16日（月） 学習院大学目白キャンパス
西2-302教室1月20日（金）

キャリアアップ・スキルアップ講座ガイダンス一覧
ガイダンスのある講座には 
下記マークが付いています。

講座ガイダンス
P.32参照

キャリアアップ・スキルアップ講座について
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。冬講座も引き続き、ご自宅に居ながら受講可能なWEBによる講座の
配信をいたします。
女性として活躍するための「医療事務講座」を始め、就活に役立つ「TOEIC®対策」「MOS講座」など
充実した内容になっています。新しい講座「ITパスポート資格取得対策WEB講座」なども人気です。
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キャリアアップ・スキルアップ

講座ガイダンス
P.32参照

講座番号	073 午後月～金曜

冬期集中
TOEIC®L&R 
500点達成WEB講座

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

【対象：TOEIC®400点～500点（英検2級）程度の方】

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

日 程 月～金曜日／13:00～16:00
（全5回＋TOEIC®L&R	IPテスト（オンライン））

２月 13日・14日・15日・16日・17日

受講料 28,600円
テキスト 「公式TOEIC®	Listening	&	Reading問題集9」

（ISBN 978-4-906033-68-3）
※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。
 2023年2月18日～24日の間のご都合の良い時間に受験できま

す。（設問90問 約1時間）

ZOOM講座

冬期集中  
TOEIC®L&R  
600～700点達成
WEB講座

TOEIC®のスコアアップは、受講者の皆様の努力と講師の指導力、教材
の質、そしてカリキュラムのコラボレーションで達成できます。本講座
は、パート別のポイント、着眼点、解答方法を確実に理解した上で、演
習を重ねていきます。正しい知識と戦略を理解し、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））
２月 13日・14日・15日・16日・17日・20日・21日

受講料 36,300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。
 2023年2月21日～2月28日の間のご都合の良い時間に受験で

きます。（設問90問 約1時間）

ZOOM講座

講座ガイダンス
P.32参照

講座番号	074 月～金曜 午後

講座ガイダンス動画講座紹介短編動画
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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3月12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 2月 2日 医療事務の基礎、医療保険制度（120分）
② 2月 6日 受付・会計・請求（180分）
③ 2月 9日 基本診療料（180分）
④ 2月13日 投薬・注射（180分）
⑤ 2月16日 点数表の読み方、医学管理料、在宅医療（180分）
⑥ 2月20日 処置・リハビリテーション（180分）
⑦ 2月23日 手術・麻酔（180分）
⑧ 2月27日 検査（180分）
⑨ 3月 2日 病理診断・画像診断（180分）
⑩ 3月 6日 入院・請求事務関連（120分）
⑪ 3月 9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）

オンデマンド講座

講座番号	075

講座ガイダンス
P.32参照

ガイダンス動画

I D :sakura
PW:2022

Ｑ Ｑ各講座が既に始まっていても、途中
から受講することはできますか？

既に1～2回終了していても受講可能な
ケースが多いので、さくらアカデミーに
お問合せください。但し、その際の受講
料は全額いただくことになりますので、
ご了承ください。

さくらアカデミーから講座の「振込依
頼書」が届いたが、そちらを振り込ま
なければ、キャンセルになりますか？

なりません。キャンセルする場合は、必
ずお電話（03-5992-1040）で、その旨を
ご連絡ください。お待ちしております。

Ｑガイダンス講座を受講しないと、本講座
への申込みはできないのでしょうか？

そんなことはありません。ガイダンス講
座はあくまでも詳しい説明会ですので、
パンフレットやリーフレットをご覧いた
だき、ガンダンスが終了されていても申
し込むことはできます。

Ｑガイダンス講座は、全て受けなけれ
ばいけないのでしょうか？

お受けになりたい講座のガイダンスを 
１回だけ受講いただければ結構です。
ひとつの講座で複数回、同様のガイダン
スを実施いたします。

キャリアアップ・スキルアップ講座について よ く あ る 質 問
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５日間でMOS資格を取得しよう！
４日間の集中講義と資格試験をセットにした短期集中講座です。MOS講座

対面

5日間で資格取得を目指す短期集中型の講座です。
受講料 46,000円	＋10,780円（受験料）	：一般

38,000円	＋8,580円（受験料）	：他大学在学生
　無	料	 ＋8,580円（受験料）	：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。

受講定員 20名
教 室 学習院大学 南1号館

講座番号

076 〈対面講座〉MOS資格取得対策講座【Word】
（Word 365&2019）

対面講座

日 程 月～金曜日／9:00～14:30（休憩含む）
（全4回+資格試験）
２月 20日 文書の作成と管理
 21日 文字列・段落・インデントの書式設定
 22日 表やリストの作成
 23日 図・脚注・目次の挿入
 24日 資格試験

最終日に受験（資格試験）を行います。
受験料は受講料と合算で徴収いたします。

ガイダンス動画

5日間で資格取得を目指す短期集中型の講座です。
受講料 46,000円	＋10,780円（受験料）	：一般

38,000円	＋8,580円（受験料）	：他大学在学生
33,000円	＋8,580円（受験料）	：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。

受講定員 20名
教 室 学習院大学 南1号館

講座番号
077
078

〈対面講座〉MOS資格取得対策講座【Excel】
Ａ・Ｂ日程（Excel 365&2019）

対面講座

日 程 月～金曜日／9:00～14:30（休憩含む）
（全4回+資格試験）

　　		A日程	　　　		B日程
２月 27日 ３月 6日 ワークシートやブックの作成
 28日  7日 オートフィルの設定、テーブルの作成
３月 1日  8日 関数を使用したデータの集計
 2日  9日 グラフやオブジェクトの作成
 3日  10日 資格試験

最終日に受験（資格試験）を行います。
受験料は受講料と合算で徴収いたします。

077 078

ガイダンス動画

5日間で資格取得を目指す短期集中型の講座です。
受講料 46,000円	＋10,780円（受験料）	：一般

38,000円	＋8,580円（受験料）	：他大学在学生
33,000円	＋8,580円（受験料）	：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。

受講定員 20名
教 室 学習院大学 南1号館

講座番号

079 〈対面講座〉MOS資格取得対策講座【PowerPoint】
（PowerPoint 365&2019）

対面講座

日 程 月～金曜日／9:00～14:30（休憩含む）
（全4回+資格試験）

３月 13日 プレゼンテーションの作成と管理
 14日 図形やスライドの挿入と書式設定
 15日 オブジェクトを活用して視覚的な資料の作成
 16日 画面切り替え・アニメーションの設定
 17日 資格試験

最終日に受験（資格試験）を行います。
受験料は受講料と合算で徴収いたします。

ガイダンス動画
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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、MOS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。
 MOS講座を受講した学習院大学生・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）。
 助成金の振込は、申請の翌月下旬から翌々月となり

ます。助成金の二重申請やシステムへの二重登録が
無きようご注意ください。

対象者

支給額
対象期間
注意事項

MOS資格取得対策WEB講座	076～087	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】
2月6日（月）～2月15日（水）
　　  【Ｂ日程】
2月16日（木）～2月25日（土）
いずれも10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3月15日（水）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。

講座ガイダンス
P.32参照

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

ガイダンス動画

日 程 　　　　  【Ａ日程】
2月6日（月）～2月15日（水）
　　　　  【Ｂ日程】
2月16日（木）～2月25日（土）
いずれも10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3月15日（水）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

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

講座ガイダンス
P.32参照

オンデマンド講座

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）

ガイダンス動画
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受講料 46,000円:一般
38,000円:他大学在学生
33,000円:本学在学生
※学生の方は、申込時に大学名と学籍番号を記入 

してください。

日 程 　　  【Ａ日程】
2月6日（月）～2月15日（水）
　　  【Ｂ日程】
2月16日（木）～2月25日（土）
いずれも10日間 映像視聴見放題

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

＊受験料　本学・他大学 4,400円
 　　　　一般 6,600円
＊受験日　講座終了日から
　3月17日（金）Ａ日程
　3月27日（月）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

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

講座ガイダンス
P.32参照

オンデマンド講座

講座番号

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

ガイダンス動画

講座ガイダンス
P.32参照

オンデマンド講座

ポイント 視聴期間中のトレーナーによる充実したサポー
ト体制です。

団体受験日 講座終了日から3月15日（水）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

日 程 　　　【Ａ日程】 2月6日（月）～2月15日（水）
　　　【Ｂ日程】 2月16日（木）～2月25日（土）
いずれも10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）

ガイダンス動画

受講料 48,000円:一般
43,000円:他大学在学生
38,000円:本学在学生
※学生の方は、申込時に大学名と学籍番号を記入 

してください。

日 程 2月13日（月）～3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。

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

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

講座ガイダンス
P.32参照

オンデマンド講座

講座番号

090 ITパスポート資格取得対策WEB講座

ガイダンス動画
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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）。

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・学習院女子大学・國學院大學講師）
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・國
學院大學非常勤講師。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）・『平安京	く
らしと風景』（東京堂出版）・『古代の人物』第6巻（清文堂出
版）・『人と動物の日本史』第2巻（吉川弘文館）、共監修『勘仲
記』第一・第二（史料纂集、八木書店）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。

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。
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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。

世界をみる P.12～

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。

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。

岡田　尚文	（おかだ・なおぶみ）
（学習院大学講師・慶應義塾大学講師）
1996年学習院大学文学部史学科卒業。2004年パリ第一大
学前工業化社会史学専攻DEA取得。2015年学習院大学大
学院身体表象文化学専攻博士後期課程修了（博士：表象文化
学）。元学習院大学大学院身体表象文化学専攻助教。歴史映
画や映画のなかに表象される様々な歴史的主題（食・動物・人
形等）について考察を続けている。学習院大学、慶應義塾大
学非常勤講師。共著に『円卓―古希の堀越孝一を囲む弟子た
ちのエッセイ集』、『映画のなかの社会／社会のなかの映画』、
『魅惑の〈中世映画〉』（近刊）。

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

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。

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

彌勒　忠史	（みろく・ただし）
（国立音楽大学客員教授、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。

アカデミー塾 P.16～

乾　友彦	（いぬい・ともひこ）
（学習院大学教授）
1985年一橋大学経済学部卒業後、日本政策投資銀行入行。
1990年Johns	Hopkins大学大学院経済学博士課程修了
（M.A.）。1985年～2000年日本政策投資銀行勤務。2003年
日本大学経済学部教授。2006年一橋大学経済学研究科博士
課程修了。2009年内閣府統計委員会担当室室長（～2012
年）。2014年学習院大学国際社会科学部開設準備室教授、
2016年学習院大学国際社会科学部教授、現在に至る。最近
の著書：乾友彦、金榮愨（2018）「日本企業のIT化が何故遅れ
たのか」RIETI	Discussion	Paper	Series,	18-J-014.	池田雄
哉、乾	友彦（2018）「博士号保持者と企業のイノベーション：
全国イノベーション調査を用いた分析」科学技術・学術政策
研究所・ディスカッションペーパーシリーズ、No.158.

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

白田　由香利 （しろた・ゆかり）
（学習院大学教授）
学習院大学理学部物理学科卒業。学習院大学理学部物理学
科修士課程修了。東京大学理学部情報科学科後期課程修了
（理学博士取得）。企業の研究所勤務の後、学習院大学経済学
部助教授をへて、現在、教授。情報処理学会フェロー。経営数
学を視覚的に教えることで、分かりやすい講義をすること、
また、役に立つ数学を教えることをモットーとしている。主
な著書「大学生のための役に立つ数学」（共立出版）、「感じて
理解する数学入門」〔電子書籍〕（オライリー・ジャパン）など。

New Teacher
New Teacher

能勢　邦子	（のせ・くにこ）
（コンテンツディレクター、『an・an』元編集長）
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。

Basabi	Chakraborty
（バサビ・チャクラボルティ）
（岩手県立大学名誉教授及び特命教授、インド	マダナパレエ
工業大学	計算機学部学部長及び特任教授）
1975年インド、コルカタ大学理学部卒業物理学専攻（理学
士）。1978年コルカタ大学工学部電気通信及び電子工学科
卒業（工学士）。1980年コルカタ大学工学部電気通信及び電
子工学研究科デジタル通信専攻修士課程修了（工学修士）。
1981～1991年インド統計研究所	機械学習研究室研究員お
よびコンピュータサイエンス研究科講師。1991～1993年
AIC	System	Laboratories（仙台）非常勤研究員。1996年東
北大学大学院情報科学研究科システム情報科学専攻博士課
程修了（博士（情報科学））。1996～1998年東北大学電気通
信研究所ポスドク1998～2002年岩手県立大学ソフトウェ
ア情報学部講師、2013年まで准教授、2014年から2022年
3月まで教授。研究専門	パターン認識、機械学習、人工知能、
データマイニング。

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

前田　裕之	（まえだ・ひろゆき）
（学習院大学客員研究員、文筆家）
1986年東京大学経済学部経済学科卒業、日本経済新聞社に
記者職で入社。経済・金融政策や銀行・企業経営などをテー
マに取材。2004年から編集委員を務め、経済・金融などを担
当。2021年に独立し、現在、学習院大学客員研究員、川村学
園女子大学非常勤講師、NIRA総合研究開発機構プロジェク
トパートナーなどを兼務。主な著書『経済学の壁』（白水社）、
『実録・銀行』（ディスカヴァートゥエンティワン）、『ドキュ
メント銀行』（ディスカヴァートゥエンティワン）、『『失敗の
本質』を語る』（野中郁次郎著／聞き手、日本経済新聞出版）、
『経済学の宇宙』（岩井克人著／聞き手、日本経済新聞出版）
など。

New Teacher
New Teacher

New Teacher
New Teacher
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冬の平日講座 P.18～

有地	京子	（ありち・きょうこ）
（美術史家、画商）
1977年早稲田大学法学部を卒業後、フランスに語学留学。
フランスパリの伝統あるオークションハウスで、長年の実践
で磨いた目による斬新な角度からのわかりやすい名画解説
が特徴。現在JR東日本大人の休日倶楽部など、多くの美術講
座で講師を務める。著書に『ルーヴルはやまわり』、『オルセー
はやまわり』	(共に中央公論新社)など、テレビ2017年NHK
総合『究極ガイド2時間で回るルーヴル美術館』制作協力。

魏　聖銓	（ウィー・ソンジュン）
（学習院大学講師）
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『Ｎｅｗ！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）
（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。

岡田　泰介	（おかだ・たいすけ）
（高千穂大学教授）
1991年学習院大学文学部人文学科研究科修了。1998年
ローザンヌ大学考古学・古代史研究所留学。2002年東京大
学大学院人文社会系研究科欧米系文化研究西洋史専攻満期
退学。2004年高千穂大学教養学部助教授。現在、高千穂大
学人間科学部教授。主な著書「東地中海世界のなかの古代ギ
リシア」（山川出版社）ほか。

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。

関　幸彦	（せき・ゆきひこ）
（日本大学教授・学習院女子大学講師）
1985年学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程単位
修得。日本大学教授。学習院女子大学非常勤講師。著書「英
雄伝説の日本史」（講談社）、「武士の誕生」（講談社）、「百人一
首の歴史学」（吉川弘文館）、「鎌倉とはなにか」（山川出版社）、
「その後の東国武士団」（吉川弘文館）、「刀伊の入寇」（中公新
書）など。

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

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

宮島　衣瑛	（みやじま・きりえ）
（（株）Innovation	Power	代表取締役社長）
2020年学習院大学文学部教育学科を卒業。現在、同大学院
人文科学研究科教育学専攻博士後期課程1年。2013年5月か
ら地元である千葉県柏市で小中学生向けのプログラミング
道場、Coder	Dojo	Kashiwaを主催・運営。プログラミング
教育を始めとするICT教育全般について、全国各地で実践研
究を行っている。教育分野のR&D（研究開発）を行っている
株式会社Innovation	PowerのCEO。2017年4月より柏市
教育委員会とプログラミング教育に関するプロジェクトを
スタート。市内すべての小学校で実施するプログラミング学
習のカリキュラム作成やフォローアップを担当。2017年11
月より一般社団法人CoderDojo	Japan理事。大学院では
コンピュータを基盤とした創造的な学びについて研究して
いる。
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村松　弘一	（むらまつ・こういち）
（淑徳大学教授、元学習院大学教授）
1971年日本橋浜町生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、学習
院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士後期課程単位修
得後退学。博士（史学）。2003年より2017年まで、学習院大
学助手・助教・准教授・教授を歴任。専攻は中国古代史、特に
秦漢時代を専門とする。朝日カルチャーセンター・中日文化
センター等で130回以上の市民講座を担当。主な著書に『中
国古代環境史の研究』（汲古書院）などがある。

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

自分を見つめる P.22～

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

大澤　隆之	（おおさわ・たかゆき）
（学習院初等科長）
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。

岡部　達昭	（おかべ・たつあき）
（元NHKアナウンサー）
1959年学習院大学政経学部経済学科卒業。元NHKアナウ
ンサー。元（財）NHK放送研修センター理事・日本語センター
長。著書「心くばりの話しことば」「心をつかむ！ビジネス
トーク術」など。

尾和　恵美加	（おわ・えみか）
（（株）Bulldozer代表取締役運転手）
2014年学習院大学法学部卒業。新卒の日本IBM時代に、右
脳爆発系というあだ名がつく。クビと隣り合わせのローパ
フォーマーの自分の生き残り方法と、AI時代の人間の生き残
り方法を重ね合わせる。価値創出こそ解であるという信念の
もと、その方法を模索する中で、デンマーク留学などを経て、
起業。アート思考のイノベーション創出ベンチャー株式会社
Bulldozerの代表取締役運転手。これまでの延長線上ではな
いアプローチを事業/人材開発の文脈で提案。日経新聞など
で、取りあげられる。人や会社の個性を活かし、文化的・経済
的両側面で発展していく時代づくりを続けて、4期目。

髙橋　朗子	（たかはし・ろうこ）
（学習院幼稚園長）
1979年～1993年私立幼稚園教諭として務める
1993年　学習院幼稚園奉職　主管を務める
2008年　学習院幼稚園主任就任
2014年　学習院幼稚園園長就任

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

野村　里奈	（のむら・りな）
（株式会社Lay代表取締役）
大学卒業後、東証一部上場の機械要素部品メーカーにて、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。「自分らし
く生きることで社会に貢献したい」働く意味や、生きる意味
を考え始めたことをきかっけに、マインドフルネスや瞑想
の実践、探求に取り組んでいる。2017年に独立。学校や企
業などの法人向けマインドフルネス研修、経営者向けコー
チングを行っている。グロービス経営大学院卒MBA（経
営学修士）。全米ヨガアライアンス認定ヨガインストラク
ター（RYT200）。NLP認定プロフェッショナルコーチ（米国
NLP&コーチング研究所・日本NLP協会認定）。上級心理カウ
ンセラー（一般財団法人日本能力開発推進協会）。武蔵野大
学大学院人間学専攻研究生。

暮らしを豊かに P.24～

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）
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落合　和雄	（おちあい・かずお）
（税理士、ファイナンシャル・プランナー、中小企業診断士）
1953年生まれ。77年東大卒、新日鉄情報通信システムなど
を経て、現在経営コンサルタント、システムコンサルタント、
税理士として活動中。経営計画立案、企業再建等の経営指導、
プロジェクトマネジメント、システム監査等、IT関係の指導
支援を中心に、コンサルティング・講演・執筆等、幅広い活動
を展開。

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

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

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

外国語を楽しむ、学ぶ P.28～

井上　美則	（いのうえ・よしのり）
（LLI井上語学研究所	所長）
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）
（学習院大学講師）
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『Ｎｅｗ！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。

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。

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。

Diego	Martina（ディエゴ・マルティーナ）
（東京大学講師）
東京外国語大学、東京大学に留学後、2013年ローマ大学東
洋研究学部日本学科修士課程修了。日本近現代文学専攻。谷
川俊太郎をはじめ現代詩を研究。著書に『誤読のイタリア』
（光文社新書）他。訳書に谷川俊太郎『二十億光年の孤独』
『minimal』、夏目漱石の俳句集など。東京大学、相模女子大
学非常勤講師。

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）
1978年モスクワ国立大学アジア・アフリカ学院社会経済学
部卒業。1986年モスクワ国立大学大学院人文学部経済学科
修了。1990年プーシュキンロシア語国立大学ロシア語教授
法科通信教育コース卒業。1992年モスクワ国立大学経済学
博士（Ph.D）。1995年プーシュキンロシア語国立大学大学院
ロシア語教育教授法修了。2000年に教育学博士（Ph.D）を
取得。論文のテーマは「日本人ロシア語学習者の犯しやすい
文法的誤りとその矯正法について」。1995年から学習院大学
の講師を、2016年から早稲田大学の講師を務めている。
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受講申込みに関するご案内・その他注意事項

受講定員について

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

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

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

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

受講料の納付について

◎お申込みを受付け後、受講料をお支払いしていただく
「振込依頼書」をお送りいたします。
※みずほ銀行本・支店の窓口およびコンビニエンスストア
でお手続きの場合は、振込手数料は無料となります。

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

◎受講料は一括前納方式です。分納・後納等は取り扱っ
ておりません。

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

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

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

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

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

受講料の割引（複数講座受講割引）について

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

２講座受講 受講料総額から 5％割引

３講座受講 〃　　　10％割引

４講座以上受講 〃　　　15％割引

＊但し、割引が適用となる講座は、予定している日程を
第１回目から受講されている講座とします。途中から
ご受講の講座は、対象外となります。

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

受講キャンセル・受講料返還について

◎お申込みされた講座をキャンセルする場合は、必ずご
連絡ください。その「お申し出日」（日・祝日にあたって
いる場合は、その前日の営業日の営業時間内まで）に
応じて、以下のキャンセル料・返金手数料が発生いた
します。あらかじめご了承ください。
キャンセル料
講座開講初日の８日前までにお申し出 無料
講座開講初日の
７日前～２日前までにお申し出 2,200円

講座開講初日の
１日前（前日）～講座開講後にお申し出

正規受講料の
100％

返金手数料 ……一律1,100円
◎キャンセルのお申し出は、まずお電話にてご連絡くだ
さい。所定の手続書類をお送りしますので、必要事項
をご記入の上、さくらアカデミー事務室に直接お持ち
いただくか、郵送にてご提出ください。

◎キャンセル料・返金手数料を除いた受講料の返還は、
全てご本人様名義の銀行口座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）までとします。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。また、講座
開講後の変更もしくは、期を跨いだ同講座の変更（春
期→秋期）は認めません。なお、変更による受講料の返
金はございませんので、ご了承ください。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。

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「受講のご
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。

2022年度　冬期講座申込書

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

Zoom講座、	オンデマンド	講座では必須

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　冬期講座申込書

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



過去に受講歴のある方（継続の方）は、さくらアカデミー
のホームページから、簡単にお申し込みができるように
なりました。ぜひ、ご利用ください。

講座番号は
お書きいただかなくても
構いません。

整理番号は
お書きいただかなくても
構いません。

講座名は
略してお書きいただいても
構いません。

ココをクリック！



〒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

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

冬講座は、ほとんどの
講座が

対面となり、一部W
eb講座

をご用意しています
。

…………

…………

…………

…………

冬講座は、ほとんどの講座が
対面となり、一部Web講座
をご用意しています。


