学習院

夏講座は、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。

夏期連携・特別講座
■ 皇室のご慶事の引き出物

～ボンボニエール

宮中晩餐会とドレスとボンボニエール

■ 日本神話と海

座

夏講

8月～
年
2
202 開講
順次

夏講座は、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。
対面講座について

学習院大学 南1号館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。

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。
対面講座

Web 講座

コチラ

コチラ

連携講座・特別講座

受講手続のご案内
ホームページ

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。
FAX

お申込み
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。

受付時間 月曜日～土曜日 10:00～17:00

みは、
講座お申し込
。
間前までです
開講日の一 週

振込依頼書
郵 送

日曜日

夏休み子ども体験講座 キャリア・スキルアップ

受 付

03
（5992）
1124（本パンフレット巻末）

夏にまなぶ

3通りの方法から
お選びください。

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

アカデミー塾

ＦＡＸ

URL

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。

●振込依頼書を郵送いたします。

振込依頼書
Web 講 座 は、
る
「Zoom によ
と合わせて、
引き」
手
の
講
受
座
Web 講
。
を同封します

受講料納付

講師紹介

●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。

コンビニエンスストアでも
お支払いいただけます。

●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

※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。

●受講料入金確認後、受講証を発送いたします。

●対面講座は、直接教室にお入りください。

講座開講

● 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 6 月 8 日（水）からです。
1

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

目次
講座一覧

3

学習院大学 構内案内図

4

連携講座・特別講座

5

アカデミー塾

6

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。
４講座以上受講の方

夏にまなぶ

12

夏休み子ども体験講座

15

夏期集中

19

学習院さくらアカデミーでは、今回の
３講座受講の方
新型コロナ禍による講座運営を取り

受講料から
巻く環境変化に伴い、
受講料から複数講座受講割
２講座受講の方
15% 割引

10% 割引
引を中止させていただきます。
ご了承
受講料から
5% 割引
のほど、よろしくお願いいたします。

［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

講師紹介

23

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。

受講申込みに関するご案内・その他注意事項

26・27

●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。

2

FAX 専用

28

講座一覧
番号

講座名

頁

連携・特別講座

225

G03

皇室のご慶事の引き出物 ～ボンボニエール

S06

日本神話と海

5

201

機械学習の回帰分析に使える SHAP 値を
理解する New

202

文系の方のためのファイナンシャル（金融）
リテラシー New

203

社会人に役立つゲーム理論

204

新興国企業論

6

Ne w

Microsoft Excel で学ぶデータ分析
（超）入門 New

7

206

日本経済の生産性とビジネスダイナミズム

207

ジョブ型雇用と日本

208

はじめてのマクロ経済学

209

消費者行動を学ぶ

210

ポストコロナ時代の学校改革と授業改革

211

Ne w

Ne w
Ne w

8

Ne w

「仕事映画」に学ぶキャリアデザイン

9

212

新和解技術論

213

法律や契約書の読み方、教えます！

214

目白の杜から経済入門

215

リーダーのためのネゴシエーション及び
ファシリテーション・テクニック

216

マーケティングの発想を活用しよう

217

顧客の心をつかむプレゼンとは？

218

ビジネスに役立つ「編集力」

10

頁

「ローマ革命」のはじまり

226

イタリア食文化の旅

227

はじめてのクラシック♪

14

219

江戸の行楽地

220

南北朝動乱期の人々

221

鎌倉殿・頼朝の奥州合戦

222

仏教美術の世界

223

維新の群像Ⅱ
『史記』の歴史風景学Ⅲ

228

小学生のための SDGs を学ぼう

229

生き物と遊ぼう！

230

生き物の解剖シリーズ② 二枚貝の不思議

231

恐竜は今も生きている !?

232

プログラミングでミニゲームを作ろう A 日程

233

プログラミングでミニゲームを作ろう B 日程

234

プログラミングでゲームを作ろう

235

星座早見盤工作と星空講座

236

小学生のためのはじめてのクラシック♪

237

マンガのオニとお祭りのオニを比べてみよう

238

親子で学ぶ韓国語

239

Zoom 書道講座で作品を書こう A 日程

Ne w

240

Zoom 書道講座で作品を書こう B 日程

Ne w

241

夏休みの読書感想文の作り方を学ぼう！

Ne w
11

12

13

Ne w
15

16

Ne w

17

Ne w

Ne w
18

夏期集中
099

夏にまなぶ

224

講座名

夏休み子ども体験講座

アカデミー塾

205

番号

医療事務 WEB 講座

100
～
102

MOS 資格取得対策 WEB 講座
【Word】A・Ｂ・Ｃ日程

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

112
～
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

097

夏期集中 TOEIC®L&R 500点達成 WEB 講座

098

夏期集中TOEIC®
L&R 600～700点達成 WEB講座

19

20

21

22

3

学習院大学 構内案内図
学習院さくらアカデミー
事務室

創立百周年記念会館
（特別講座など）
学習院さくらアカデミー
教室（南１号館）

4

中央教育研究棟
（特別講座など）

G03 月曜 午前 午後
皇室のご慶事の引き出物
～ボンボニエール
講座番号

連携講座・特別講座

連携講座

「ボンボニエール」をご存知でしょうか。
「ボンボニエール」とは皇室の
ご慶事の際に配られる、小さな引出物のお菓子入れのことです。令和即
位の礼・饗宴の儀の際にも「ボンボニエール」が下賜されました。その
「ボンボニエール」について、即位の礼や宮中晩餐会の料理やワイン、ド
レスなどの歴史なども織り交ぜ、たくさんの画像をご覧いただきなが

宮中晩餐会とドレスとボンボニエール ら、わかりやくお話いたします。
講師

日程

長佐古 美奈子

（ながさこ・みなこ）

学習院大学史料館
学芸員

対面講座

8月29日 月曜日／10:40～12:10

受講料

1,650円（1回）

受講定員

20名

PROFILE

学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

1984年学習院大学文学部史学科卒業。学習院大学史料館学芸員として、学
習院、皇族、華族などに関する研究をおこなっている。展覧会企画多数。著
書『ボンボニエールと近代皇室文化－掌上の雅』
（えにし書房）、
『写真集－近
代皇族の記憶』
（共著／吉川弘文館）など。

特別講座
講座番号

S06

月～日曜 午前

日本神話と海
講師

神田

午後

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

日程

上記期間にいつでもご受講 (90分 ) いただけます。

典城

（かんだ・のりしろ）

学習院女子大学名誉教授

受講料
注意事項

オンデマンド講座

8月15日（月）～8月21日（日）

1,650円
＊お申込みいただきますと、上記期間にご受講いただけるリンク先
とパスコードをお送りします。
＊こちらの講座は冬講座と同じ内容です。

PROFILE

1980年学習院大学大学院人文学研究科博士課程単位修得。元学習院女子大
学国際文化交流学部教授。2017年より2021年まで同大学学長。現在同大
学名誉教授。古事記学会代表理事。著書「古代出雲と死者の世界」
「日本神話
論考」
「記紀風土記論考」
「日本神話事典（共著）」
「風土記の表現 ( 編 )」など。
5

アカデミー塾

201 金曜 午前 午後
機械学習の回帰分析に
使える SHAP値を
理解する
講座番号

アカデミー塾

本当に使える AI 回帰にするために
講師

白田 由香利

PROFILE P.23～

機械学習による回帰分析はモデルの柔軟性から、高い決定係数を達成
することができ社会科学全般で広く使われています。Lundberg らは
機械学習回帰において Shapley 値を使えるように工夫をしました。そ
れが SHAP 値です。SHAP 値は特性関数に基づき計算されるので、デー
タそれぞれの特性に基づき、説明変数の値の被説明変数値への貢献を
評価してくれるという利点があります。本講座は仕事でデータ分析を
している方を対象とし、最先端の手法を解説いたします。
日程

学習院大学教授

①10:40～12:10
SHAP 値評価の実例をまず見て効能を理解する
②13:00～14:30
理論を理解すると SHAP 値の利点が深く理解できる
③15:00～16:30
事例紹介：株価成長率の回帰と，県別出生率の回帰

cture

New Le

対面講座
学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

講座番号

202

火・水曜 午前

午後

文系の方のための
ファイナンシャル
（金融）リテラシー
講師

白田 由香利

PROFILE P.23～

受講料

解して頂きます。https://www-cc.gakushuin.ac.jp/~20010570

月曜

午前

午後

社会人に役立つ
ゲーム理論
講師

神戸

伸輔

PROFILE P.23～

券や内部利益率(IRR)については初めてのかたを想定しています。関数電卓あ
るいはノートPCをお持ちいただければ、
更にその場で数字の確認もできます。
日程

学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

6

火・水曜日／13:00～16:30
①13:00～14:30
②15:00～16:30
③13:00～14:30
④15:00～16:30

海外旅行で貨幣両替．複利の計算
リボ払いで24万のバッグ
住宅ローンの月々の返済額
債券のプライシング

受講料

13,200円（2日 全4回）

受講定員

20名

ゲーム理論では、人と人の駆け引きを学びます。ゲーム業界の研究では
ないことには注意してください。経済は人と人の取引つまり駆け引き
の中で運営されているということで、現代の経済学ではゲーム理論は
必須の知識となっています。この講座では、ゲーム理論で分かってきた
ことを社会人向けに分かりやすく解説します。ビジネスでの駆け引き
にとどまらず、町内会や PTA といった組織の中での人間関係にも応用
できるような手法を学びます。
日程

学習院大学教授

対面講座

対象は

文系大学生およびご卒業されたビジネスパーソンの方々です。複利法、外国債

cture

学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

20名

融数学を通して、数字で損得勘定ができるスキルを養成します。講師が得意と

8月 2日
		
3日
		

対面講座

受講定員

する数学グラフィクス教材を用いて、金融数学の概念を見て分かる方式で理

New Le

203

9,900円（1日 全3回）

生きていくうえでお金に対する感覚を鍛えることは重要です。本講座では、金

学習院大学教授

講座番号

8月5日 金曜日／10:40～16:30

月曜日／10:40～12:10
8月 22日 ゲーム理論を活用しよう
29日 競争と協調の見分け方
9月 5日 駆け引きの戦略の使い方

受講料

9,900円（全3回）

受講定員

20名

講座番号

204

火曜

午前

午後

新興国企業論

新興国と呼ばれる経済のプレゼンスが急激に高まっています。先進国の一員
であった日本との間の関係も変質しています。特に、日本の隣国である中国
は、世界第二位の GDP を誇りながら、ひとりあたりGDP はいまだ先進国の水
新興国企業論から、新興国とはどういう経済なのか、そのうち中国の独特の国
家・経済体制とビジネスの間にはどういう関係があるのか、さらに中国情報の

アカデミー塾

中国企業の行動を理解する

準には達していないというアンビバレントな存在です。本講座は、学部講義の

取り方を理解し、政府の政策と企業の戦略をどう理解するのか、を学びます。
講師

渡邉 真理子

PROFILE P.23～

日程

学習院大学教授

9月6日 火曜日／10:40～16:30
① 10:40～12:10
② 13:00～14:30
③ 15:00～16:30

acher

New Te ure
ct
New Le

受講料

新興国としての中国を理解する
中国情報の取り方と体制を理解する
政府の政策と中国企業の戦略を理解する

9,900円（1日 全3回）

Zoom講座

205 水・金・火曜 午前 午後
Microsoft Excelで学ぶ
データ分析（超）入門
講座番号

市場の販売データから
どういうことが見えるか
講師

河合 亜矢子

PROFILE P.23～

この講座では、Microsoft Excel を使用してデータ分析の基礎を学び
ます。実際の市場データを利用してデータの可視化、代表値の算出、比
較分析などを行いながら、分析結果からどのような考察が得られるか、
今後の施策にどう生かせるか、ということを議論していきます。極めて
初歩的な内容ですが、幅広く仕事の様々な場面で、また普段の生活の中
でも役に立つ考え方、Excel での分析手法を紹介していきます。パソコ
ン操作の基礎講座ではありませんので、ご了承ください。
日程

8月 3日（水） データを可視化し、特徴をつかむ
5日（金） 分布とは？その変化に意味はあるのか
9日（火） データ間の関連性について考える

学習院大学教授

r

ache
New Te ure
ct
New Le

受講料
受講定員
注意事項

Zoom講座

講座番号

206

月曜

午前

午後

日本経済の生産性と
ビジネスダイナミズム
企業は今何をすべきか
講師

滝澤

美帆

PROFILE P.23～

日程

PC の操作に慣れており、Microsoft Excel で簡単な集計操作が可
能な方に限ります。

月曜日／10:40～12:10
8月 1日 企業データから見える日本経済の現状
8日 生産性向上のための処方箋

r

Zoom講座

9,900円（全3回）
10名

日本のビジネスダイナミズムが失われているという指摘があります。
本講座では、日本経済のビジネスダイナミズムに関連する指標を企業
データを用いて概観し、今、日本経済に何が起きているのかを諸先進国
と比較することで整理します。そして、企業の生産性を向上させるため
の処方箋について、テクノロジー、人への投資、働き方など様々な角度
からの議論を行います。

学習院大学教授

ache
New Te ure
ct
New Le

水・金・火曜日／10:40～12:10

受講料
注意事項

6,600円（全2回）
働いていらっしゃる方々、どなたでもご受講いただきたいですが、
特に、職場の生産性向上を図りたいビジネスパーソンや、新しい働
き方にご興味のある方々にご受講いただきたいです。
7

講座番号

207

水・火曜 午前

午後

ジョブ型雇用と日本
アカデミー塾

～はたしてジョブ型人事管理は
Welcome なのか～
講師

守島

基博

PROFILE P.23～

最近「ジョブ型雇用」とか「ジョブ型人事管理」という言葉を聞くことが
多くなりました。でも、これらはいったい何なのでしょうか。また、こ
れまでの雇用や人事管理のあり方と何が違うのでしょうか。若手を中
心に、導入に対し積極的な人が増えてきていますが、はたしてこの仕組
みは働く人を幸せにするのでしょうか。この講座では、現在幾つかの企
業が導入しようとしている「ジョブ型雇用」を解説し、また企業と働く
人にとってのメリットとディメリットを考えます。
日程

学習院大学教授

8月 17日（水） ジョブ型雇用とは何か。なぜ「導入」なのか。
31日（水） ジョブ型雇用は働く人を幸せにする仕組みなのか。
9月 13日（火） ジョブ型人事管理を導入している企業との対談

acher
New Te ure
ct
New Le

対面講座
学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

講座番号

208

水曜

午前

午後

はじめての
マクロ経済学

日本の経済を客観的に把握する
講師

川上

淳之

PROFILE P.23～

受講料

9,900円（全3回）

注意事項

日程により、曜日が異なりますのでご注意ください。

日程

r
受講料
注意事項

Zoom講座

月・水・金曜 午前

午後

消費者行動を
学ぶ
講師

菅野

佐織

PROFILE P.23～

駒澤大学教授

r

ache r
New Te ure
ct
New Le
Zoom講座
8

20名

水曜日／10:40～12:10
8月 24日 経済学・マクロ経済学の基礎を学ぶ
31日 経済を成長させるために必要なもの
9月 7日 政策のもつ役割と日本の経済

ache
New Te ure
ct
New Le

209

受講定員

私たちは、ふだん自身の身の回りのことを中心に生活をしていますが、
その生活は日本全体（もしくは、世界全体）の経済の状況に影響を受け
ています。この講座は、一国の経済の変動について考える「マクロ経済
学」を、初めて学ぶことを前提に学びます。
「経済成長のためには何が必
要なのか？」や、
「経済政策は、どのような施策を、どのようなときに進
めるのか」といった問題を扱います。そのなかで、新型コロナウイルス
などの経済に与える影響も考察していきたいと思います。

東洋大学教授

講座番号

水・火曜日／10:40～12:10

9,900円（全3回）
マクロ経済の動向が仕事に影響を受けている方や、学問としての経
済学にご興味のある方で、まだ経済学を学んだことがない方々を想
定しています。お気軽にお申し込みください。

私たちの生活において欠かせない消費活動。この講義では、日々の消費行動
について、客観的に観察して洞察することを目標に、消費者行動の理論や枠
組みについて学びます。消費者の心理と行動を研究する消費者行動研究は、
心理学の分野の中でも非常に身近に感じられる分野だと思います。この講
義では、3回の講義を通して、消費者行動とは何か（その面白さと歴史、研究
方法など）、消費者の購買意思決定プロセス（どのようにして消費者は選択
を行うのか）、価格と消費者心理（消費者の価格評価の心理と企業の価格戦
略との関係など）について学びます。また、講義では適宜、参加者の方々と
ディスカッションをしながら消費者行動についての理解を深めていきたい
と思います。
日程

月・水・金曜日／13:00～14:30
9月 5日 消費者行動とは
7日 消費者の購買意思決定プロセス
9日 価格と消費者行動

受講料

9,900円（全3回）

講座番号

210

水・木・金曜 午前

午後

本の学校では何が起こり、どのような対応がなされたのか。約２年余り

のコロナ対策のもとで、子どもたちの学びの権利が剥奪され、学びの質
が制限されてきましたが、貧困層の子どもたちのダメージは通常の子ど

アカデミー塾

ポストコロナ時代の
学校改革と授業改革

新型コロナ・パンデミックによって世界の社会と教育は激変しました。こ

のパンデミックに対して世界各国の教育はどのように対応したのか。日

もの５倍と算定されています。新型コロナに対しては、科学的データに

もとづく感染対策と子どもの将来を保障する学びの質の保障が行われな

講師

佐藤

学

PROFILE P.23～

東京大学名誉教授
学習院大学文学部客員所員

ければなりません。新型コロナ禍と第４次産業革命の加速度的進行のも

とで、これからの学校教育が行うべき改革の方途について探究します。
日程

水・木・金曜日／10:40～12:10
7月 27日 新型コロナ禍による教育の危機
28日 激変する社会における学校教育
29日 ポストコロナ時代の学校改革

Zoom講座

講座番号

211

火曜

受講料

午前

午後

「仕事映画」に学ぶ
キャリアデザイン

文化と一緒に「サポート教養力」を育てる
講師

梅崎

修

PROFILE P.23～

脇坂

明

PROFILE P.23～

松繁

寿和

PROFILE P.23～

法政大学教授
講師

学習院大学教授
講師

高松大学教授

対面講座

講座番号

212

火曜

午前

午後

新和解技術論
和解は未来を創る

講師

草野

映画の中の仕事を紹介しつつ、その現代的意味を解説します。現代では
人生のコースは多様化・不確実化しており、一つ（例えば、大企業）を選
択すれば安心というわけではありません。先行きの不透明さは、ひとり
一人を疲弊させます。良いキャリアデザインのためには、学校・会社・地
域において他人をサポートできる人が必要です。本講座では、小手先
のサポートスキルではなく、他者のキャリアをサポートするための「教
養」を映画文化と一緒に身に付けることを目的としています。
日程

芳郎

PROFILE P.23～

前学習院大学教授
元裁判官、現弁護士

対面講座
学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

火曜日／13:00～14:30

8月 9日
		
23日
9月 6日
受講料
参考文献

学習院大学 南1号館の教室へ
お越しください。

9,900円（全3回）

注意事項

映画「クレーマー・クレーマー」
「赤ちゃんはトップレディ
がお好き」
「スリーメン＆ベビー」を題材に
（梅崎）
映画「フラガール」
「ブラス」を題材に
（脇坂）
映画「やさしくキスをして」
「最高の花婿」を題材に
（松繁）

9,900円（全3回）

受講定員

20名

「仕事映画」に学ぶキャリアデザイン（有斐閣）2,860円
この講座は、キャリアコンサルタント、キャリアセンター職員、企
業の人事担当の方などを対象にしたものです。

私は、裁判官時代に判決よりも和解が優れた解決方法であると考え、和
解技術論を発表しました。当事者間の話合いを基に意見の対立や紛争
を平和に解決するという社会の一般基本原理を裁判でも利用したとい
うものですが、逆に、裁判での和解の技術が裁判外の解決でも役に立つ
ということも実感しました。本講座では、裁判官の特殊専門的和解技術
ですが、裁判外にも広く応用可能なことを講義したいと思います。

日程

8月23日 火曜日／10:40～16:30

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

9,900円（1日 全3回）

受講定員

20名

「新和解技術論 和解は未来を創る」草野芳郎著 2,200円（信山社）
9

講座番号

213

火・水曜 午前

午後

アカデミー塾

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
ひらはら

講師

櫟原

利明

PROFILE P.23～

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！
日程

元 参議院法制局第四部長

8月 30日（火） ①10:40～12:10
			
		 ②13:00～14:30
31日（水） ③10:40～12:10

対面講座
学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

講座番号

214

木曜

午前

午後

目白の杜から
経済入門
講師

坂田

善種

PROFILE P.23～

受講料

9,900円（2日 全3回）

受講定員

20名

日程

講座番号

215

火曜

午前

午後

リーダーのための
ネゴシエーション及び
ファシリテーション・
テクニック
講師

落合

和雄

PROFILE P.23～

学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

10

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

受講料

19,800円（3日 全6回）

注意事項

当日の日経新聞朝刊をご用意ください。

受講定員

20名

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

税理士
ファイナンシャルプランナー
中小企業診断士

対面講座

木曜日／13:00～16:30

8月 4日
		
25日
		
9月 1日
		

坂田先生からの
メッセージ QR
コードです。
学習院大学 南1号館の教室へ
お越しください。

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

猛暑の中、1日2コマはかなりの多量な学習量です。とはいえ、1日たっ
ぷり学習したい意欲的な受講生の皆さんによって、2019年夏には、大
好評の講座となりました。13時よりは、為替、株、債券といったテーマ
をくわしく簡潔に学習します。その後、15時よりは、経済新聞を用いた
実践読み解きです。当日の日経新聞を十二分に活用します。
毎回、自宅での学習課題、自由研究があります。まさに夏休み時期の醍
醐味です。

ファイナンシャルプランナー

対面講座

火曜日 ／10:40～14:30 水曜日 ／10:40～12:10

8月9日 火曜日／10:40～16:30
①10:40～12:10
②13:00～14:30
③15:00～16:30

ファシリテーションの原則と代表的なツール
会議の進め方とテクニック
ネゴシエーションの原則とテクニック

受講料

9,900円（1日 全3回）

受講定員

20名

講座番号

216

火曜

午前

午後

マーケティングの
発想を活用しよう

「マーケティング」と聞いて何を思いつきますか？ カタカナや英語は、
とっつきにくいと考えている人が少なくないのですが、実は、考え方は
とってもシンプルです。本講座では、
「マーケティングとは何か？」とい
う定義と基礎をわかりやすく解説しながら、ビジネスや日常生活、就活
にも役立つ活用方法を紹介します。

講師

奥田 美都子

PROFILE P.23～

厚労省所管港湾職業能力開発短期大
学校 横浜校准教授

cture

New Le

対面講座
学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

講座番号

217

金曜

午前

午後

顧客の心をつかむ
プレゼンとは？
～マーケティングの視点と
ロジカルシンキングの重要性～
講師

奥田 美都子

PROFILE P.23～

日程

学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

講座番号

218

月曜

午前

午後

ビジネスに役立つ
「編集力」
講師

能勢

邦子

PROFILE P.23～

受講料

学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

9,900円（1日 全3回）

受講定員

20名

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

日程

8月19日 金曜日／10:40～16:30
①10:40～12:10
②13:00～14:30
③15:00～16:30

プレゼンとは？ その基本と重要性。
マーケティングの視点とロジカルシンキング。
話すスキルのポイントとミニ演習。

受講料

9,900円（1日 全3回）

受講定員

20名

「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！
日程

コンテンツディレクター
『an・an』元編集長

対面講座

8月2日 火曜日／10:40～16:30

①10:40～12:10 マーケティングとは？
顧客の視点の重要性。マーケティングが強い会社（商品）
。
②13:00～14:30 マーケティングの基本用語
ベネフィット、差別化、セグメンテーション、ターゲッ
ティング、ポジショニング、マーケティング・ミックス他
③15:00～16:30 日常生活・就活にも役立つマーケティングツール
SWOT 分析、AIDMA 理論、４P・4C を活用してみよう

厚労省所管港湾職業能力開発短期大
学校 横浜校准教授

対面講座

アカデミー塾

ビジネスはもちろん、日常生活や
就活にも役立つマーケティング

8月22日 月曜日／10:40～14:30
① 10:40～12:10
② 13:00～14:30

伝えたい情報は何か
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。
11

夏にまなぶ
講座番号

219

月曜

午前

午後

江戸の行楽地
講師

小沢 詠美子

PROFILE P.24～

江戸の人びとが名所・旧跡または話題のスポットなどに出かけていく、
という行動そのものを文化現象としてとらえ、
「行動文化」と呼んでい
ます。江戸では、18世紀半ばごろから盛んになり始め、19世紀になる
と絶頂期を迎えます。今回の講座では、江戸の人びとに愛された多くの
行楽地の中から、目黒不動などがある目黒、百花園などがある向島・浅
草寺などがある浅草についてご紹介します。

日程

成城大学講師
夏にまなぶ

8月 8日 目黒
22日 向島
9月 5日 浅草

対面講座
学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

講座番号

220

火曜

午前

午後

南北朝動乱期の
人々
講師

鈴木

哲

PROFILE P.24～

受講料

9,900円（全3回）

受講定員

20名

鎌倉幕府の滅亡から、後醍醐天皇による建武の新政を経て、南北朝の動
乱期にかけての60年間は、歴史が激しく揺れ動いた時代でした。そう
した大きな歴史のうねりの渦中で、それぞれ固有の持ち味を存分に発
揮して時代に対峙した新田義貞・北畠親房・吉田兼好・佐々木道誉の四人
の人物に焦点を絞り、彼らの辿った足跡を振り返ってみます。

日程

元日本大学教授

学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

221

水曜

午前

午後

鎌倉殿・頼朝の
奥州合戦
講師

関

幸彦

PROFILE P.24～

対面講座
学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

南朝の忠臣・新田義貞
南朝の参謀・北畠親房
徒然の文人・吉田兼好
婆娑羅（ばさら）の大名・佐々木道誉

受講料

13,200円（全4回）

受講定員

20名

NHK 大河『鎌倉殿の13人』でおなじみのテーマを取り上げます。鎌倉
と平泉の頂上対決ともいえる奥州合戦にスポットを当て4回にわたり、
東北と関東の武士団の対抗を考えます。京都、平泉そして鎌倉の三つの
政治権力の行方を考えながら、もう一つの内乱の時代について議論し
ます。英雄源義経の動向にも注目してゆきます。

日程

水曜日／13:00～14:30
8月 3日
10日
24日
31日

日本大学教授
学習院女子大学講師

12

火曜日／13:00～14:30
8月 2日
9日
23日
30日

対面講座

講座番号

月曜日／10:40～12:10

受講料

東北の争乱を考える～前五年合戦から後三年合戦へ
奥州平泉と鎌倉（秀衡と頼朝、そして後白河院）
奥州合戦Ⅰ（合戦の経過と戦闘事情）
奥州合戦Ⅱ（藤原泰衡、奥州の言い分）

13,200円（全4回）

受講定員

20名

テキスト 『武士の誕生』関 幸彦著（講談社学術文庫）1,298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

222

水曜

午前

午後

仏教美術の世界

東京国立博物館の仏教美術

講師

吉田

典代

PROFILE P.24～

東京国立博物館は、さまざまなジャンルの美術品が収蔵されています。
それらは彫刻や工芸は数ケ月ごと、絵画は一ケ月ごとに展示替えされ、
なかなか全体像を把握できません。そこで今回は仏教美術に的を絞り、
できる限り紹介していこうと思います。10月18日～12月11日にかけ
て、
「創立150周年記念 国宝 東京国立博物館のすべて」が開催され
る予定です。この講座で予備知識を得て、ご鑑賞ください。

日程

学習院大学講師

学習院大学 南1号館の教室へお越しください。
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水曜

午前

午後

維新の群像Ⅱ

明治を見なかった人たち

講師

森内

隆雄

PROFILE P.24～

受講料

9,900円（全3回）

受講定員

20名

維新国家を見ることなく亡くなった横井小楠・坂本龍馬・高杉晋作を取
り上げます。横井は坂本龍馬・由利公正・井上毅などに大きな影響をあ
たえた人です。坂本は最近「今まで伝えられている坂本像とは違うので
はないか」といわれ、教科書からも消えるところでした。高杉は長州藩
で奇兵隊を結成し、伊藤博文や山縣有朋を育てました。維新の礎を築い
た人たちに思いを馳せてみませんか。

日程

学習院名誉教授
元 学習院中等科教諭
元 学習院大学講師

学習院大学 南1号館の教室へお越しください。
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月・火・水曜 午前

午後

『史記』の
歴史風景学Ⅲ
～古代中国バーチャル旅行へようこそ
講師

村松

弘一

水曜日／10:40～12:10
8月 17日 横井小楠
24日 坂本龍馬の実像
31日 高杉晋作

対面講座

講座番号

夏にまなぶ

8月 10日 東京国立博物館の仏像
31日 法隆寺献納宝物と工芸の名品
9月 7日 東京国立博物館の仏画

対面講座

講座番号

水曜日／10:40～12:10

PROFILE P.24～

受講料

9,900円（全3回）

受講定員

20名

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、
「奇
貨居くべし」
（秦王朝）
「四面楚歌」
（楚漢戦争）
「夜郎自大」
（漢王朝）の故事成語
をテーマに、衛星写真を見ながら、それぞれの現場を旅しているかのように
お話します。海外旅行に行きたいけど、行けない、今にぴったりの講座です。
日程

淑徳大学教授
元学習院大学教授

月・火・水曜日／10:40～12:10
8月 22日 「奇貨居くべし」〜呂不韋と始皇帝のみた邯鄲と咸陽
23日 「四面楚歌」〜項羽と虞美人の別れた場所
24日 「夜郎自大」〜漢王朝の西南で何があったのか。

受講料

9,900円（全3回）

Zoom講座
13

講座番号

225

水曜

午前

午後

「ローマ革命」の
はじまり
岡田

泰介

政末期の激動の時代の前半を講じます。紀元前2世紀末、一都市国家から「帝
国」へと発展を遂げたローマの共和政は、急激な膨張にともなうさまざまな
歪みに直面していました。共和政の再建に挑んだグラックス兄弟の試みは、
皮肉にも彼らが復興しようとした伝統的な体制に深刻な変質を引き起こ
し、その変質はマリウスとスラをはじめとする梟雄たちの熾烈な権力闘争

グラックス兄弟の改革から
カエサルの登場まで
講師

今学期は、イギリスの碩学ロナルド・サイムが「ローマ革命」と名づけた共和

の中で致命的なまでに拡大して、共和政の根幹を揺るがせていきます。
PROFILE P.24～

日程

高千穂大学教授
夏にまなぶ

8月 24日
		
31日
		
9月 7日

対面講座
学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

講座番号

226

水曜

午前

午後

イタリア
食文化の旅
料理書探訪
講師

中野

美季

PROFILE P.24～

受講料

日程

午前

午後

～オーケストラと作曲家の素顔を入り口に～

佐藤

雄己

受講定員

20名

20名

PROFILE P.24～

対面講座
学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

P.17 236「小学生のためのはじめてのク
ラシック♪」の講座もぜひご覧ください。

中野先生発信のフェイスブックによるオフ会を利用したレストラ
ン訪問などを検討中です。

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、さまざまな
作曲家を取り上げ、その素顔に迫ります。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。
日程

（公財）東京交響楽団

14

受講定員

水曜日／13:00～14:30

6,600円（全2回）

注意事項

はじめての
クラシック♪
講師

16,500円（3日 全5回）

受講料

学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

月曜

ローマ「帝国」の矛盾
グラックス兄弟の改革と挫折
マリウスとスラ
クラッススとポンペイウス
カエサルの登場

8月 3日・24日

対面講座

227

①13:00～14:30
②15:00～16:30
③13:00～14:30
④15:00～16:30
⑤13:00～14:30

「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。今回は少し趣
向を変えて、イタリアで買い集めた古今の料理書からイタリア食文化
を探訪します。一家に一冊と言われる基本料理書、現代の人気料理書か
ら、ローマ時代、中世、ルネッサンスの古典料理まで。珍しいレシピも
発掘・翻訳してご紹介します。

学習院女子大学講師

講座番号

水曜日／13:00～16:30

月曜日／13:00～14:30
8月 1日 オーケストラ入門 ～生演奏から事務方のリアル～
8日 百面相！ 音楽家・ラフマニノフと交響曲第2番

受講料

6,600円（全2回）

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。

夏休み子ども体験講座
講座番号

228

月・火・水曜 午前

午後

小学生のための
SDGs を学ぼう

知って考えてやってみよう
講師

諏訪

哲郎

PROFILE P.25～

栗原

清

PROFILE P.25～

このごろ身の回りで SDGs という言葉をよく耳にしませんか。国際連
合の全加盟国で決めた「持続可能な開発目標」のことで、17の目標があ
ります。SDGs は困っている人を助け、環境をよくすることだけではあ
りません。その問題を生み出す社会のしくみを変えるために、知恵をし
ぼり、技術を生み出し、実際に活動することによって、新しい世の中を
つくっていくためのものです。3日間、幸せな世界をいっしょにつくっ
ていく学びをみんなで体験しましょう。
日程

学習院大学名誉教授
講師

学習院大学特任教授

cture

New Le

講座番号

229

日曜

午前

午後

生き物と遊ぼう！
－ダンゴムシ・カブトムシ・カマキリ
などの身近な生き物の観察－

講師

飯沼

慶一

PROFILE P.25～

学習院大学教授

火曜

日程

午後

生き物の解剖シリーズ②
二枚貝の不思議
アサリの体の仕組みから、
その役割と生態系を学ぶ
講師

品川

明

PROFILE P.25～

学習院女子大学教授

学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

7月31日 日曜日／13:00～14:30

1,650円（1回）＋ 教材費350円（受講料と一緒に徴収いたします。）

受講定員

20組40名
学習院大学 北1号館1階 多目的室
＊対象は小学生（お申込みの際にお子様のお名前・学年をお教えください）
。
＊保護者の方もご受講いただいて構いません。
＊当日は筆記用具をお持ちください。

身近な二枚貝、アサリはみんながよく食べる二枚貝で
す。でも、不思議なことがいっぱい有ります。皆さんは
アサリの体をじっくり見たことはありますか？ アサリ
と人間の体、姿かたちはまったく違いますが、実は同じ
ものがいっぱいあります。違う形かもしれません。ア
サリの秘密がわかると、他の生き物とのつながりが見
えてきます。おいしさの秘密もわかるかもしれません。
日程
受講料
受講定員

対面講座

20組40名

受講料

注意事項

午前

受講定員

注意事項

8月2日 火曜日／10:40～12:10

1,650円（1回）＋ 教材費350円
20組40名

（受講料と一緒に徴収いたします。
）

＊対象は小学生ですが、中学生、高校生もご参
加できます ( お申込みの際にお子様のお名
前・学年をお教えください )。
＊保護者の方もご受講いただいて構いません。

保護者の皆さんへ 生き物の不思議に探る教室は、普段体験できない実
験を通して、科学の面白さや不思議さに気づくことを目的にしています。
また、違う学校や異学年の子ども達と学ぶことは、社会性を広げていく
機会にもなります。問いかけに基づいた体験型の科学教室を体感して下
さい。アサリなどの二枚貝の体の作りと自分の体を対比して、どのよう
な役割を果たしているのか？ どのような環境で生活しているのか？ を
類推します。子ども達の参加をお待ちしています。

230

4,950円（全3回）

夏は子どもたちの大好きな多くの生き物が活発に動き出す季節です。
この講座では、保護者の皆様と一緒に子どもたちが楽しみながら生き
物の観察・遊びを行います。当日は、カブトムシやダンゴムシと触れ合
う予定です（状況によって、変わるかもしれません）。子どもたちには生
き物の形態や生態を学ぶ場に、保護者の方々には、
「生き物とのかかわ
り方」について学ぶ場にしていければと思っています。

学習院大学 北1号館1階 多目的室へお越しください。

講座番号

SDGs ってなんだろう
世の中で困っている様々な問題を知る体験（知識・理解）
SDGs をめざして身近な問題を解決しよう
身近な問題の解決を考える体験（思考・判断・表現）
SDGs を周りの人に広げよう
実際に行動する体験（学びに向かう力・人間性等）

（お申込みの際にお子様のお名前・学年をお教えください）
。
注意事項 ＊対象は小学生
＊保護者の方もご受講いただいて構いません。

教室

対面講座

8月 22日
		
23日
		
24日
		

夏休み子ども体験講座

対面講座

受講料

学習院大学 南1号館の教室へ
お越しください。

月・火・水曜日／13:00～14:30

15

講座番号

231

水曜

午前

午後

恐竜は今も
生きている !?
〜爬虫類や恐竜と仲良くなろう！〜
講師

富田

京一

PROFILE P.25～

肉食爬虫類研究所 代表
学習院女子大学ゲストスピーカー

かつて毛嫌いされた爬虫類も、文化的多様性の高い現在の日本ではイ
ヌ、ネコ、金魚に次いで飼育されています。今回はトカゲ、ヘビ、カメな
ど爬虫類の能力や知能について、実物も見せつつ紹介していきます。爬
虫類といえば恐竜も含まれます。実は自然科学の進歩にともない、恐竜
は絶滅することなく今なお繁栄を続けていることが判明しています。
恐竜の体の仕組みや暮らし、そして彼らの生き残りの意外な姿につい
ても迫っていきます。
日程
受講料
注意事項

対面講座
夏休み子ども体験講座

学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

講座番号

232 233

水・木曜 午前

プログラミングで
ミニゲームを作ろう
初めてプログラミングを体験される方
向けのワークショップ
講師

宮島

衣瑛

PROFILE P.25～

株式会社 Innovation Power
代表取締役社長

受講定員

日程

受講料

対面講座
学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

234

水・木・金曜 午前

午後

プログラミングで
ゲームを作ろう
3日かけて自分だけのゲームを
作り込もう
講師

宮島

衣瑛

受講料
注意事項

学習院大学 南1号館の教室へお越しください。
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20組40名

232【Ａ日程】8月3日

水曜日 ／10:40～12:10
233【Ｂ日程】8月4日 木曜日 ／ 〃 ～ 〃

各1,650円（各1回）

受講定員

10組20名

＊PC の基本操作ができる小学3年生以上を対象（保護者の方がお申込みの際
に、お子様のお名前・学年をお教えください）。保護者のご参加は自由です。
＊各自のノートパソコンを教室にお持ち込みください。事前に https://
scratch.mit.edu/download からご自身のコンピュータの OS に合った
Scratch のオフライン・エディタのインストール（無料）をお願いします。
お申込み後、そのインストールに関する資料をお送りします。

水・木・金曜日／13:00～14:30

8月 3日 ① イントロダクション ゲーム制作①
4日 ② ゲーム制作2
5日 ③ ゲーム制作3, 発表会

PROFILE P.25～

対面講座

＊対象は小学生（お申込みの際にお子様のお名前・学年をお教えく
ださい）。
＊保護者の方もご受講いただいて構いません。

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

株式会社 Innovation Power
代表取締役社長

1,650円（1回）

皆さんが普段遊んでいるゲームは、コンピュータ・プログラミングに
よって作られています。今回は、アメリカのマサチューセッツ工科大学
が開発した教育用プログラミングツール・Scratch を使って、自分だけ
のオリジナルミニゲームを作ります。初めての方を対象としています
ので、コンピュータやゲームが好きな方であればどなたでもご参加い
ただけます。ゲームを「遊ぶ」だけでなく「作る」人になりましょう！

注意事項

講座番号

8月10日 水曜日／13:00～14:30

4,950円（全3回）

受講定員

10組20名

＊PC の基本操作ができる小学3年生以上を対象（保護者の方がお申込みの際
に、お子様のお名前・学年をお教えください）。保護者のご参加は自由です。
＊各自のノートパソコンを教室にお持ち込みください。事前に https://
scratch.mit.edu/download からご自身のコンピュータの OS に合った
Scratch のオフライン・エディタのインストール（無料）をお願いします。
お申込み後、そのインストールに関する資料をお送りします。

講座番号

235

金曜

午前

午後

星座早見盤工作と
星空講座
～夏の星空をたのしもう！
講師

高畠

規子

PROFILE P.25～

明星大学理工学部 総合理工学科
物理学系 実習指導員

対面講座

この講座では、まず、星座を探すのに便利な星座早見盤を工作し、さ
らにその使い方を練習します。その後、国立天文台のフリーソフト
「Ｍ itaka」を使って、夏に見られる明るい一等星や星座の探し方、面白
い天文イベントについてご紹介します。夏は、星空観察には絶好の季
節。海でも山でもオウチからでも…。夏の星空観察のノウハウを手にい
れましょう。

日程

ペルセ群＋流星群について
受講料

1,650円（1回）＋ 教材費250円（受講料と一緒に徴収いたします。）

受講定員

20組40名

注意事項

236

月曜

午前

午後

小学生のための
はじめてのクラシック♪
～音を“見て”そして“つくる”～
講師

佐藤

雄己

PROFILE P.25～

（公財）東京交響楽団

cture

New Le
対面講座

学習院大学 南1号館の教室へ
お越しください。

最新 AR 技術を使って音を“聞く”のではなく“見て触れる”ことから親
しんで、音楽の基礎的な知識を獲得した上で、最終的にはみんなで1曲
創作することを目指します。創作曲の生演奏鑑賞やクラシック音楽×
デジタルアートコンサートアーカイブの鑑賞まで楽しく学ぶ全2回の
クラシック音楽夏休み自由研究のための講座です（各ガイドラインに
沿った感染症対策を講じた上で開講いたします）。

日程

237

火曜

午前

午後

マンガのオニと
お祭りのオニを
比べてみよう

月曜日／10:40～12:10

8月 1日 AR アプリ（東京藝術大学 COI 共感覚メディア研究グループ開
発）で音を“聞く”のではなく“見て触れて”みよう
8日 創作曲の生演奏鑑賞やクラシック音楽×デジタルアートコン
サートアーカイブの鑑賞など
受講料
注意事項

P.14 227「はじめてのクラシック♪」
の講座もぜひご覧ください。

講座番号

＊対象は小学生（お申込みの際にお子様のお名前・学年をお教えく
ださい）。
＊保護者の方もご受講いただいて構いません。

夏休み子ども体験講座

学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

講座番号

8月5日 金曜日／13:00～14:30

3,300円（全2回）

20組40名
＊ご受講にはスマートフォンが必要です。
＊対象は小学生（お申込みの際にお子様のお名前・学年をお教えく
ださい）。
＊保護者の方もご一緒にご受講いただいても構いません。
受講定員

現代日本文化の一翼を担う「マンガ（アニメ）」。その中に登場するオニ
たちや、オニを扱ったマンガには高い人気を誇るものもあり、現代社会
に生きる私たちにとってオニは、身近に感じる存在です。そんなオニた
ちですが、古くから地域で伝承されてきた日本各地のお祭りにも登場
します。オニは古くて新しくて、そして今も身近な存在です。そんなオ
ニたちを通して日本文化を楽しんでみましょう。

オニを通して日本文化を楽しもう
講師

山崎

敬子

PROFILE P.25～

玉川大学講師

cture
New Le

対面講座
学習院大学 南1号館の教室へお越しください。

日程

8月2日 火曜日／10:40～12:10

受講料

1,650円（1回）

受講定員

20組40名

注意事項

＊対象は小学生（お申込みの際にお子様のお名前・学年をお教えく
ださい）。
＊保護者の方もご受講いただいて構いません。
17

講座番号

238

水曜

午前

午後

親子で学ぶ
韓国語

韓国ドラマと K-Pop を通して
講師

魏

聖銓

PROFILE P.25～

ウィー・ソンジュン

今、日本中で韓国のドラマや K-Pop を知らない方はいないでしょう。こ
の夏休み期間にこれらを通して、親子で韓国語に触れてみませんか。ソ
ウル出身で学習院大学の韓国語の講師が、皆さんにやさしく丁寧にお
教えします。講師の好きな韓国ドラマや最新の K-Pop 情報なども聴く
ことができるかもしれません。小・中学校で韓国語を学んだ子供達は、
一旦受験等で韓国語と離れて、再び学び始める時の上達は顕著だと、講
師談です。親子でお互いを助け合いながら学んでみませんか。
日程

8月 3日・10日

学習院大学講師
受講料

cture
New Le

注意事項

夏休み子ども体験講座

Zoom講座

講座番号

239 240

火曜

午前

Zoom 書道講座で
作品を書こう
1日で完成！ 夏休み自由研究
講師

豊田

九華

PROFILE P.25～

書道家・書道講師

木曜

教材費

午後

夏休みの
読書感想文の
作り方を学ぼう！
講師

日程

注意事項

午前

学習院大学文学部
教育学科4年生

18

239【Ａ日程】8月2日
240【Ｂ日程】8月9日

火曜日 ／10:40～12:10
〃 ／ 〃 ～ 〃

各1,650円（各1回）

受講定員

各2,150円

各6名

①半紙掛け ②裏打ち用紙3枚 + 説明書 ③お手本 ④手漉き半紙20枚、郵送費込み
対象は小学生（お申込みの際にお子様のお名前・学年をお教えください）。

夏休みは、自分の好きな本を読むまたとない機会です。でも、夏休み中
の宿題で「読書感想文」があるとちょっと気が重くなりませんか？ 将
来、学校の先生を目指している学習院大学の教育学科の4年生が感想文
を書くコツを分かりやすく、ていねいに、やさしく教えます。自分の感
想文だけでなく、みんなの感想文を Zoom を通して観ながら、学んでみ
ませんか？ もっと読書が好きになります。

日程
受講料
注意事項

Zoom講座

＊対象：韓国語に興味がある小・中学生とそのご父兄・ご家族
＊ご父兄・ご家族の方のご参加は自由です。ご参加いただいても、
いただかなくても受講料は一緒です。

講座が始まるまでに、学年に相応しい言葉を考えてください。2〜4文字程
度。講師があらかじめお手本を作成し、郵送もしくはメールにて送ります。
講座当日はお手本を見ながらそれぞれ練習します。Zoom カメラを通して
講師に見せ、添削指導していきます。一番良い作品に名前を書いて仕上げま
す。最後に裏打ちのやり方を講師より説明いたします。作品を飾る半紙掛け
などにセットすれば、立派な作品となります。簡単な消しゴムハンコの説明
を致しますので、出来上がった作品に押印すればより立派な作品に仕上が
ります。昨年自由研究で作成したお友達の作品を見本としてお見せします。

受講料

Zoom講座

241

3,300円（全2回）

1)10:40～11:20 好きな言葉を練習します(見本をお見せし、
イメージしていただきます)。
2)11:30～12:10 本番を仕上げます ( 裏打ち、消しゴムハンコの説明 )。

acher
New Te ure
ct
New Le

講座番号

水曜日／10:40～12:10

8月18日 木曜日／10:40～12:10

550円（1回）

受講定員

10名

＊事前に、原稿用紙2～3枚以内であなたの読書感想文をお送りく
ださい。メール、FAX どちらでも構いません。講座当日、良い点
や直したらもっと良くなる部分などをお話します。
＊対象は小学校3年生以上
＊お申し込みは、保護者の方のお名前で（お子様のお名前・学年を
お教えください）。
＊保護者の方と一緒に Zoom 操作をしていただいて構いません。

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。今回の夏講座も、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。

キャリアアップ・スキルアップ WEB 講座ガイダンス一覧

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。

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.19 参 照

■ 夏期講座
講座番号

講

座

名

日程
7月18日（月）

097

夏期集中 TOEIC®L&R500点達成 WEB 講座

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

7月20日（水）

A～C 日程

7月20日（水）

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

115

IT パスポート資格取得対策 WEB 講座

MOS資格取得対策WEB講座【Excelエキスパート】A～C日程

099

医療事務WEB講座
医療事務検定試験対策対応

受講定員

日本医療事務協会講師

7月21日（木）

7月22日（金）

13:00～13:30

862 8184 8853

837385

13:00～13:30

935 848 2405

SAKURA

ガイダンス動画

ID：SAKURA
PW：2022

12:20～12:50
17:00～17:30
12:20～12:50
17:00～17:30

953 5763 2827 6A1PQk

MOS

エキスパート

ビジネス統計

ITパスポート

12:20～12:50
17:00～17:30

『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。

日程

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。

オンデマンド講座

ミーティング ID パスコード

キャリア・スキルアップ

109
～
114

講師

8月3日（水）

間

7月20日（水） 13:00～13:30 842 8986 3462 183994

（【Excel】
【Word】
【PowerPoint】合同）

講座番号

7月15日（金）

時

受講料

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

配信日

8月 1日
8月 4日
8月 8日
8月10日
8月22日
8月25日
8月29日
9月 1日
9月 5日
9月 8日
9月12日

講座内容

医療事務の基礎、医療保険制度（120分）
受付・会計・請求（180分）
基本診療料（180分）
投薬・注射（180分）
点数表の読み方、医学管理料、在宅医療（180分）
処置・リハビリテーション（180分）
手術・麻酔（180分）
検査（180分）
病理診断・画像診断（180分）
入院・請求事務関連（120分）
検定対策（120分）

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。

講座ガイダンス
P.19 参 照

※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）
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100～111 共通事項
Word・Excel・PowerPoint を
使いこなせるようになろう
－この講座は、㈱ラビットとの提携講座です－
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。

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
109 ～ 111

		

本学・他大学 8,580円／一般 10,780円
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。
対象者

支給額
対象期間

上記講座を受講している学習院大学生および学
習院女子大学生で、講座後に受験する資格試験
を合格した者。
各資格試験受験料 8,580円または10,780円。
2022年4月～2023年3月まで（単年度）。

〈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。
講座番号

MOS 資格取得対策 WEB 講座【Word】A・B・C 日程

キャリア・スキルアップ

100・101・102 （Word365&2019）

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

100 【Ａ日程】8月1日
（月）～8月14日
（日）

101 【Ｂ日程】8月15日
（月）～8月28日
（日）

102 【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

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

46,000円 : 一般
38,000円 : 他大学在学生
無 料 : 本学在学生

講座ガイダンス

※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。

P.19 参 照

オンデマンド講座

講座番号

MOS 資格取得対策 WEB 講座【Excel】A・B・C 日程

講座番号

MOS 資格取得対策 WEB 講座【PowerPoint】A・B・C日程

103・104・105 （Excel365&2019）

106・107・108 （PowerPoint365&2019）

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

103・106【Ａ日程】8月1日
（月）
～8月14日（日）

104・107【Ｂ日程】8月15日
（月）
～8月28日（日）

105・108【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。
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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 8,580円
一般
10.780円

講座ガイダンス
P.19 参 照

オンデマンド講座

講座番号

MOS 資格取得対策 WEB 講座

109・110・111【Excel エキスパート】A・B・C 日程（Excel365&2019）
Office2016を使用の方もご受講できます。Office2019
の環境で操作する Web ファイルを使用して学びます。
また、Mac をお使いの方も同様に操作できます。
日程

109 【Ａ日程】8月1日
（月）～8月14日
（日）

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）

110 【Ｂ日程】8月15日
（月）～8月28日
（日）
111 【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

＊受験料

49,000円 : 一般
41,000円 : 他大学在学生
36,000円 : 本学在学生

講座ガイダンス

※学生の方は、申込時に大学名と学籍番号を記入して
ください。

講座番号

本学・他大学 10,780円
一般
12,980円

P.19 参 照

オンデマンド講座

ビジネス統計スペシャリスト資格取得対策 WEB 講座

112・113・114 A・B・C日程（エクセル分析ベーシック：基礎レベル）

受講料

日程

キャリア・スキルアップ

「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。

112 【Ａ日程】8月1日
（月）
～8月14日（日）

113 【Ｂ日程】8月15日
（月）
～8月28日（日）

114 【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

46,000円 : 一般
38,000円 : 他大学在学生
33,000円 : 本学在学生

＊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。

講座ガイダンス
P.19 参 照

※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。

オンデマンド講座

講座番号

115 IT パスポート資格取得対策 WEB 講座
IT パスポート試験は、IT に関する体系的な知識取得
を証明するための、経済産業省認定の国家試験です。
「経営」
「戦略」
「財務」
「情報セキュリティ」
「情報モラ
ル」
「企業コンプライアンス」
「マネジメント」などと

日程

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。

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。
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。

8月8日（月）～9月11日（日）

講座ガイダンス
P.19 参 照

オンデマンド講座
21

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
受講定員

リンゲージ日本人講師

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】

日程

15名（最少催行人数8名）

8月 8日・9日・10日・11日・12日
受講料
テキスト

ZOOM講座

月～金曜日／13:00～16:00

（全5回 +TOEIC®L&R IP テスト（オンライン））

注意事項

28,600円
「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。
＊ 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）

キャリア・スキルアップ

講座ガイダンス
P.19 参 照

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
講師
受講定員

OTC 講師
20名（最少催行人数8名）

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】
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

ZOOM講座

テキスト

注意事項

講座ガイダンス
P.19 参 照

22

36,300円
「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。
＊ 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）
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講 師 紹 介
アカデミー塾
梅崎

P.6～

修（うめざき・おさむ）

（法政大学教授）
1970年生まれ。97年大阪大学経済学研究科博士前期課程修
了（経済学修士）
、2000年大阪大学経済学研究科博士後期課
程修了（経済学博士）
、同年政策研究大学院大学オーラル政策
研究プロジェクト研究員、2003年法政大学キャリアデザイ
ン学部専任講師、2007年准教授を経て2014年より教授。労
働経済学、労働史、キャリア研究などを専門領域としている。
現在、日本労務学会副会長、日本キャリアデザイン学会副会
長。主な著作として、
『仕事マンガ－52作品に学ぶキャリア
デザイン』
（ ナカニシヤ出版）
（2011年）
、
『GIANT KILLING
チームを変えるリーダーの掟』
（あさ出版）
（2013年）など。

奥田

亜矢子（かわい・あやこ）

芳郎（くさの・よしろう）

佐藤

学（さとう・まなぶ）

坂田

善種（さかた・よしたね）

（東京大学名誉教授、学習院大学文学部客員所員）
1980年3月東京大学大学院教育学研究科博士課程学校教育
学専攻・単位取得退学。1980年教育学博士（東京大学）
。三
重大学、東京大学の教育学部助教授を経て、1997年東京大
学大学院教育学研究科教授。2012年4月より学習院大学文
学 部 教 授。2019年4月－2021年3月 学 習院 大 学 特 任 教
授。2012年6月東京大学名誉教授。日本教育学会元会長。全
米教育アカデミー会員。主な著書、
『教育方法学』
（岩波書店
1997年）
『 教育改革をデザインする』
（ 岩波書店 1999年）
『学校改革の哲学』
（ 東京大学出版会 2012年）など。
「 学び
の共同体の学校改革」を国内外で展開。

（学習院大学教授）
2000年筑波大学第三学群社会工学類経営工学科卒業。 物
流企業情報システム部勤務の後、08年筑波大学大学院シス
テム情報工学研究科社会システム・マネジメント専攻修了、
博士（工学）
。同研究科サービスイノベーション・プロジェク
ト研究員を経て、2010年4月高千穂大学経営学部に着任。
2017年より学習院大学経済学部経営学科教授。研究分野は
r サプライチェーン・マネジメント、経営情報システム、オペ
eache レーションズマネジメントなど。

（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。

Ne w T

白田 由香利（しろた・ゆかり）

淳之（かわかみ・あつし）

（東洋大学教授）
東洋大学経済学部教授。2002年学習院大学経済学部卒業。
2009年同大学研究科博士後期課程単位所得退学。博士（経
済学）
。経済産業研究所リサーチアシスタント、労働政策研
究研修機構臨時研究協力員、学習院大学学長付国際研究交
流オフィス准教授、帝京大学経済学部准教授を経て、2017
年より東洋大学経済学部准教授、2022年より現職。主な著
（慶應義
r 作に『副業の研究−多様性がもたらす影響と可能性』
eache 塾大学出版会・第44回労働関係図書優秀賞受賞）、
『30代の
働く地図』
（玄田有史編、岩波書店）
、
「誰が副業を持っている
のか？ －インターネット調査を用いた副業保有の実証分析」
（
『日本労働研究雑誌』, 2017年・第18回労働関係論文優秀
賞受賞）
、
“Multiple job holdings as a strategy for skills
development,”
（Japan and the World Economy,2019
年）ほか。労働経済学専攻。

草野

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

（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。

川上

伸輔（かんべ・しんすけ）

講師紹介

河合

神戸

（学習院大学教授）
1987年東京大学経済学部卒業。1993年米国スタンフォー
ド大学経営学博士号取得。1993年～1995年英国オックス
フォード大学ナッフィールド校初級研究員。1995年より学
習院大学経済学部。1999年より教授。研究分野はゲーム理
論や契約及び交渉の経済分析で、経済において個人がどのよ
うに駆け引きをしているかを理論的に分析している。
主な著書『入門 ゲーム理論と情報の経済学』
（日本評論社）
、
共著『ミクロ経済学をつかむ』
（有斐閣）
。

美都子（おくだ・みつこ）

和雄（おちあい・かずお）

佐織（かんの・さおり）

Ne w T

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

落合

菅野

（駒澤大学教授）
駒澤大学経営学部教授。学習院大学大学院経営学研究科博
士後期課程単位取得退学（2003年）
、専攻は、マーケティン
グ（消費者行動）
。日本商業学会理事、日本消費者行動研究
学会理事、マーケティング学会理事。主な業績「ブランド・
リレーションシップの構築」
『 価値共創時代のブランド戦
略』
（ 青木幸弘編著、ミネルヴァ書房、共著、2011年 )、
「トラ
r ンジションとブランド・リレーションシップ～トランジショ
eache ンを乗り越えるブランドは何が異なるのか～」
『 季刊マー
ケティングジャーナル第141号（第36巻1号）
』
（ 日本マー
ケ テ ィ ン グ 協 会、2016年 ）
、"Romantic Self-Gifts to the
"Hidden True Self"-Self-Gifting and Multiple Selves," in
Gift, Romance, and Consumer Culture, (eds. Minowa,
Yuko and Russell W. Belk), 204-217, New York,
Routledge, with Suzuki, Satoko.

（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。

Ne w T

滝澤

美帆（たきざわ・みほ）

（学習院大学教授）
2002年学習院大学経済学部卒業。2007年一橋大学大学院
経済学研究科単位取得退学。2008年一橋大学博士（経済学）
取得。日本学術振興会特別研究員（PD）
、東洋大学、ハーバー
ド大学国際問題研究所日米関係プログラム研究員などを経
て、2019年より学習院大学准教授。2020年より現職。現在
は、財政制度審議会、中小企業審議会、国土審議会、統計委員
r 会など中央省庁における複数の委員や東京大学エコノミッ
eache クコンサルティング株式会社のアドバイザーを務めている。
主な著書に『グラフィック マクロ経済学 第２版』
（新世社、
宮川努氏と共著）などがある。
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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。

櫟原

利明（ひらはら・としあき）

松繁

寿和（まつしげ・ひさかず）

守島

基博（もりしま・もとひろ）

（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。

（高松大学教授）
オーストラリア国立大学にて Ph.D.（経済学）取得。南山大学
オーストラリア研究センター長、大阪大学大学院国政公共政
策研究科教授、大阪大学 CO デザインセンター長を経て、現
在は高松大学経営学部教授。研究分野は、人事経済学、人的
資源管理、教育経済学、労働経済学等。人の成長と育成、人材
マネジメントに関する学際的な研究論文や書籍を持つ。

（学習院大学教授）
米国イリノイ大学産業労使関係研究所博士課程修了。人的資
源管理論で Ph.D. を取得後、カナダ国サイモン・フレーザー
大学経営学部 Assistant Professor。慶應義塾大学総合政策
学部助教授、同大大学院経営管理研究科助教授・教授、一橋大
学大学院商学研究科教授を経て、2017年より現職。2018年
－2019年学習院大学副学長。厚生労働省労働政策審議会委
r 員、経済産業省産業構造審議会臨時委員などを兼任。2020
eache 年より一橋大学名誉教授。著書に『人材マネジメント入門』、
『人材の複雑方程式』
、
『全員戦力化 戦略人材不足と組織力開
発』( 日本経済新聞出版 )、
『人事と法の対話』
（有斐閣）などが
ある。
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脇坂

明（わきさか・あきら）

（学習院大学教授）
1982年京都大学大学院経済学研究科博士課程単位修得退
学、岡山大学経済学教授をへて、1999年より現職。経済学博
士（京都大学）
。2011-13年経済学部長、2014-15年図書館
長。専攻は労働経済学で、女性労働やワーク・ライフ・バラン
スについて研究している。日本キャリアデザイン学会会長。
東京地方労働審議会会長代理、神奈川県職業能力開発審議会
会長など歴任。著書：
『日本型ワークシェアリング』
（PHP 研
究所）
、
『労働経済学入門』
（日本評論社）
、
『女性労働に関する
基礎的研究』
（日本評論社）など。

渡邉

真理子（わたなべ・まりこ）

（学習院大学教授）
1991年東京大学経済学部卒業、アジア経済研究所入所。
1996－1998年にかけて香港大学商学院で哲学修士取得。
2006－2009北京大学光華管理学院訪問学者。2011年東京
大学経済学研究科で博士（経済学）取得。2013年より現職。
中国経済の制度や企業の戦略をミクロ経済学に基づいて軽
量的に分析している。経済産業省産業構造審議会分科会委
r 員、同不公正貿易白書委員会などを努めている。日本語での
eache 出版物としては、渡邉真理子編『中国の産業はどのように発
展してきたか』
（勁草書房）加藤・大橋・渡邉『２１世紀の中国
経済：国家資本主義の光と影』
（朝日出版社）
、渡邉真理子・加
茂具樹・川島富士雄・川瀬剛志「中国の CPTPP 参加意思表明
に関する考察」経済産業研究所ディスカッション・ペーパー
など
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夏にまなぶ
小沢

詠美子（おざわ・えみこ）

岡田

泰介（おかだ・たいすけ）

佐藤

雄己（さとう・ゆうき）

鈴木

哲（すずき・さとし）

P.12～

（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。

（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。

（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。

（元日本大学教授）
1976年学習院大学大学院人文科学研究科史学専攻博士課程
修了。1999年より日本大学国際関係学部教授。著書「文明と
文化の諸相」
（南窓社）
、共著「中世日本の地域的諸相」
（南窓
社）
、
「怨霊の宴」
（新人物往来社）
、
「闘諍と鎮魂の中世」
（山川
出版社）など。

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）

村松

弘一（むらまつ・こういち）

森内

隆雄（もりうち・たかお）

（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。

（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。

（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。
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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。

夏休み子ども体験講座
飯沼

P.15～

慶一（いいぬま・けいいち）

聖銓（ウィー・ソンジュン）

栗原

清（くりはら・きよし）

佐藤

雄己（さとう・ゆうき）

品川

明（しながわ・あきら）

『夏にまなぶ』参照

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

規子（たかばたけ・のりこ）

富田

京一（とみた・きょういち）

豊田

九華（とよだ・きゅうか）

宮島

衣瑛（みやじま・きりえ）

山崎

敬子（やまさき・けいこ）

（書道家・書道講師）
学習院大学文学部卒業。書家歴20年以上。公益財団法人日
本書道教育学会認定師範 ,2007年から麹町地区にて書道教
室主宰。第18回北陸書道院賞受賞、学会展・不二現代書展入
選多数。新和様・漢字造型書作家協会 正会員 , 生涯学習書道
一級インストラクター , 全国優秀教室長 , 月刊競書『不二』審
査員 , 九段幼稚園書道講師 , 富士見わんぱく広場書道講師。
r 鈴木くにこ著『オリンピックと日本人の心』題字揮毫。チャ
eache ンネル桜『夜桜亭日記』出演。婦人画報2019.2月号プライム
マリッジ広告手紙文担当等様々に活動中。今夏には文春ギャ
ラリーにて九華会展〜平和を求めて2022〜を開催予定。
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高畠

（肉食爬虫類研究所代表、学習院女子大学ゲストスピーカー）
爬虫類・恐竜研究家。肉食爬虫類研究所代表。1990年帝京大
学文学部卒業。マングローブ環境と爬虫両生類や恐竜の関
係について研究を行うほか、幅広い年齢層を対象にした生物
教育に力を入れている。
『奥出雲多根自然博物館』など博物館
や『恐竜王国2012』( テレビ朝日 ) など博覧会の監修を行う
ほか、
『 のび太の恐竜2006』
（ 藤子プロ／シンエイ動画／小
学館）
、
『Ｑさま !!』( テレビ朝日 )、
『どうぶつ奇想天外』( ＴＢ
Ｓ )、
『 ダーウィンが来た』(NHK) など映像作品にも協力。著
書に『そうだったのか ! 初耳恐竜学』
『ヘンな生きものと暮ら
す』
（小学館）
、
『恐竜は今も生きている』
（ポプラ社）
、
『日本の
カメ・トカゲ・ヘビ』( 山と渓谷社 ) などがある。

（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。

（学習院大学特任教授）
1978年東京学芸大学教育学部卒業。公立小学校教諭、学習
院初等科教諭、学習院大学教育学科兼任講師を経て2019年
学習院大学文学部教育学科特任教授。学習院名誉教授。主な
著書『これだけは身につけよう！社会科の基礎・活用』
（編共
著・東洋館出版）
、
『小学社会』
（文科省検定教科書・指導書・共
著・教育出版）
、
『東京をまなぶ』
（共著・古今書院）
、
『事典 持続
（共著・教育出版）
、
『アクティブ・ラーニン
r 可能な社会と教育』
e
h
c
a
e
グと環境教育』
（共著・小学館）
、
『お店と町、昔と今』
・
『工場と
町、昔と今』
・
『町と交通、昔と今』
（小峰書店）
、
『いのちのふる
さと水田稲作』
（共著・ジャパンフォトプレス）など。

哲郎（すわ・てつお）

（明星大学理工学部 総合理工学科物理学系 実習指導員）
1986年東京学芸大学教育学部初等教員養成課程理科専修
地学科卒業。大学時代は、天文研究室に所属。卒業以来、プ
ラネタリウムメーカー五藤光学研究所、株式会社リブラにて
プラネタリウム番組の制作全般に携わりながら、2004/3～
2005/9の1年半にわたり東京新聞にて、コラム「星のある風
景」を連載。2011年より、東京モバイルプラネタリウムの契
約社員として星空解説を担当。2015～2020年国立天文台
勤務。

（学習院大学教授）
学習院大学文学部教育学科で、
「 子どもと自然」や「環境教
育」をテーマに研究・実践に取り組んでいる。23年間の小学
校教員生活の後、2013年から教育学科教授。専門は環境教
育、生活科教育、理科教育。主な著書は「環境教育学の基礎理
論」共著（教育文化社2016）
、
「せいかつ上 みんななかよし」
「せいかつ下 なかよしひろがれ」
（生活科教科書・指導書、共
著、教育出版2015）など。大学での小学校教員養成の他に、
小学生向け科学イベントや自然観察会の講師も務めている。

魏

諏訪

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

Ne w T

（
（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。

（玉川大学講師）
2001年実践女子大学院文学研究科美術史学専攻修士課程
卒。大学在学時から折口信夫の民俗芸能学を学び、全国の祭
礼を見て歩く。玉川大学芸術学部パフォーミング・アーツ学
科講師（民俗芸能論）
。主な編書・著書『年中行事辞典』
（東京
堂出版）
、
『メディアの将来像』
（一藝社2014年）
『にっぽんオ
ニ図鑑』
（じゃこめてい出版）
。コラム：オニ文化コラム（社）
鬼ごっこ協会）
、山崎先生の民俗学（ミドルエッジ）
、にほん風
習風土記（陸上自衛隊『修親』
）など。
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受講申込みに関するご案内・その他注意事項
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。

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
2,200円
７日前～２日前までにお申し出
講座開講初日の
正規受講料の
１日前
（前日）
～講座開講後にお申し出
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。

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
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る場合があります。休講又は中止のご連絡は、学習院
座は、初心者及び初級者用のクラスで、これから学習を
さくらアカデミー HP（http//g-sakura-academy.jp/）
始める方もしくはもう一度学び直したい方に最適です。
にて行いますので、文部科学省、自治体等の公的機関
「中級」と書かれているクラスは、一通り文法を学習され
の情報を注視の上、必ず、ご確認ください。
た方に最適なクラスです。
◎天災地変により実施が困難な場合は、講座を中止します。
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。
休講・補講について
また、両方のレベルで迷われる方は、開講が早いクラス
天候の状況、交通機関の乱れ、講師のやむを得ない急
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
な都合、突発事故により開始時刻を30分経過しても講座
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
が開始できない等により、休講とする場合があります。 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、
この場合、既に来校されていても、交通費の支払いはい
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
たしませんので、ご了承ください。
や差額の受講料を頂戴する場合があります。
）ご希望の方
休講の場合は後日可能な限り補講を実施いたします
は、必ずさくらアカデミー事務室までお申し出ください。
が、日程の都合上途中で打ち切る場合がございます。ま
なお、提携の語学講座については、レベル判断のため
た、資格・語学の提携講座においては、他の講師が代講す
の無料ガイダンス、また一般語学講座につきましてはト
る場合もあります。あらかじめご了承ください。
ライアル講座も実施しますので、ぜひ、ご活用ください。
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
禁止事項
てご了承ください。
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
受講証について
た講座を除く）
◎受講料のお振込み確認後、
「受講証」および「開講初日
◎小さいお子様（講座の性質上、許可された場合を除く）
のご案内と諸注意事項」をお送りいたします。
やペット連れでの受講
◎受講証は構内で提示を求められる場合がありますの
◎講義中の教室内での飲食、喫煙及び携帯電話の使用、
で、受講の際は必ずお持ちください。
ノート PC 等機材を使用しての筆録
「受講証」が講座当日までにお手元に届かない場合は、 ◎その他、他の受講生の迷惑となるような行為（講座中
振込依頼書の受取書（ご依頼人控え）をお持ちください。
の私語、講座参加で知り得た他受講生の個人情報を利
◎受講料のお振込み後、10日間を経過しても「受講証」等
用した販売や勧誘行為等）
が届かない場合、さくらアカデミー事務室へご連絡く
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
ださい。
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
◎受講証は明記されているご本人様のみ有効です。ご家
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。
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
個人情報の取扱について
中といたします。
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
来校について
の情報は厳重に管理され、講座の運営にのみ利用させて
◎開講初日は教材費等のお支払い、テキストのお渡し、 いただいております。また、抹消等のご依頼がございまし
また講師によるオリエンテーション等がある場合もあ
た際は、遅滞なく、申告者のすべての個人情報を削除いた
りますので、可能な限りご出席ください。
しております。これらの取扱にご理解をいただいた上で、
◎受講証を必ずご携帯ください。
申込書に必要事項をご記入願いします。
（ご同意いただ
◎学習院大学で開講する講座をご受講の場合は、正門・
けない記入事項がある場合は、お問い合わせください。）
西門・西坂門よりお入りください。入構時に、守衛所で
なお、個人情報の保護に関する法律に基づき、学習院
受講証の提示をお願いする場合があります。
さくらアカデミーでは、受講生の氏名・性別・生年月日・
◎学習院女子大学で開講する講座をご受講の場合は、正門
住所・電話番号・メールアドレス等の個人情報は一切、公
又は北門の守衛所で受講証を提示してお入りください。
表しておりません。
◎当日の教室案内は南１号館１階の時間割ボードに表示
また、本人の同意なしに第三者に個人情報を開示・提
されています。使用教室が変更となる場合もあります
供しておりません（法令等に基づき提供する場合を除
ので、ご面倒でも毎回ご確認ください。
く）。ただし、講座運営を円滑に進めるため、受講生の氏
◎自動車、自動二輪車（原付を含む）、自転車による来校
名・住所・電話番号・年齢・職業が記載された名簿を、当講
はお断りいたします。
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
語学講座のレベル・チェックについて
以外の目的で使用することを禁止するなど、管理を徹底
ご案内の語学講座で、
「入門」
「初級」と書かれている講
いたします。
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ＦＡＸ 専 用 

FAX : 03-5992-1124

2022年度
講座番号

申

込

夏期講座申込書
講

座

名

鑑賞券、団体受験の有無

有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無

〒
住

所

Zoom
オンデマ講座、 電話 ：
講座で ンド
は

必須

都道

市区

府県

郡

（

）

FAX ：

（

）

E-mail ：
緊急連絡先（携帯電話など）：

（

）

フリガナ

性別

氏

□男

名

生

年

月

年（西暦）

日
月

□女

整理番号

年齢
日

歳

会社員 ・ 公務員 ・ 主婦 ・ 教員 ・ 自営業 ・ 学生

（☆）

その他（
職

業

☆学生の方のみ記入してください
小学校 ・ 中学校 ・ 高校
大学
学部
大学院

）

学科

年

＊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。
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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。

ココをクリック！

整理番号は
お書きいただかなくても
構いません。

講座番号は
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。

…………
…………

…………
…………

の対面 講
夏講座 は、教室で らご受
居なが
座とご 自宅に
Web 講 座 に
講いただける
分かれます。

夏講座は、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。

↑至 雑司が谷駅
多目的コート

北グラウンド

柔剣道場
硬式テニスコート

大学体育館

学習院さくらアカデミー
◦ JR 山手線「目白」駅下車、徒歩5分

西門

◦東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅下車、徒歩10分

株式会社 学習院蓁々会

卓球場

守衛所
西門

学習院さくらアカデミー
事務室

↓至 JR 目白駅

学習院さくらアカデミー

〒171-0031 東京都豊島区目白1-5-1

部室

学習院さくらアカデミー

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/

検索

