
春講座
2023年

4月～

順次開
講

学
習
院

春
講
座
は
、教
室
で
の
対
面
講
座
を
主
に
、一
部
Ｗ
ｅ
ｂ
講
座
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。

春期 連携・特別講座
■	R.H.ブライスと学習院
昭和天皇「人間宣言」の起草に参加

■	2021年のミャンマー政変を読み解く

■	アメリカ人が裁判に期待するのは？
それはゲーム

■	情報戦から読み解く	
ロシアのウクライナ侵略は



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、下部に「対面講座」と「Web講座」について銘記しています。

春講座は、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 2023年3月3日（金）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。

世
界
を
み
る
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日
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講座一覧
番号 講	座	名 頁

無料・連携講座
F01 無料講座	学習院とフルベッキ

5
G01 学習院キャンパスまるごとミュージアムツアー

G02 R.H.ブライスと学習院 6

特別講座
S01 2021年のミャンマー政変を読み解く

7
S02 アメリカ人が裁判に期待するのは？

S03 情報戦から読み解くロシアのウクライナ侵略は 8

日本を知る
001 江戸文化を支えたお仕事

9002 源氏物語をよむ

003 万葉集をよむ

004 武士と朝廷の歴史物語

10005 異形（いぎょう）の聖と俗

006 『今昔物語集』から平安朝の人々の生き方をさぐる

007 歴代天皇を知る講座《古代編》

11008 日本人と神道

009 近代日本の形成者

010 近代の思想を読む

12011 史料で語る日本史

012 俳句教室

013 短歌を読む・作る

13014 くずし字に親しむ

015 くずし字を読み解く

016 大人の京都学

14017 日本雅楽をひも解く

018 平安王朝・雅楽の舞〈舞楽〉

019 おとなのための漢字学習

15020 日本神話の世界

021 物語と絵巻・奈良絵本（ならえほん）・錦絵・ちりめん本④

022 今だからこそお祭りを考える 16

NewNew

番号 講	座	名 頁

世界をみる
023 歴史をみる眼

17024 新説始皇帝学

025 見て考えて楽しむ西洋美術

026 ルネサンス人と科学・魔術・占星術

18027 イタリア美術の魅力

028 ルイ14世とマリー・アントワネットが愛した	
オペラを聴いてみましょう

029 忘れられた哲学者たち

19030 時事問題を哲学する

031 ボーヴォワール哲学入門

032 中ソ関係のダイナミクス

20033 「くに」になるザルツブルク

034 ウサギとキツネの化かし合い	
－『ズートピア』はユートピア？

035 シルクロード再発見

21036 アラブ・イスラーム世界の歴史を知る

037 モーツアルトのホルン協奏曲を聴く

038 オペラの歴史	その１

22039 カウンターテナーが語るバロック音楽の魅力

040 Jazz	on	Saturday	afternoon	2023

041 「身体・呼吸・声」の改善のために

23042 ツール・ド・グルメ	世界の郷土料理

043 イタリアの名詩を読み解く

044 ニッポンの世界遺産	VS	世界のスゴイ世界遺産
24

045 トラベルライター講座

春の平日講座（All	Zoom）
046 大江戸浮世絵散歩

25047 おとなのための漢文入門

048 箏（コト）の調べを聴き、箏の文化史を学ぶ

049 「やりたいこと」を見つける自己分析ノート

26050 食による新しい子育て学

051 アロマテラピーの世界とその効果・効能について

052 はじめてのクラシック♪

27053 教養としてのキリスト教

054 ネイティブ講師と気軽に学ぶスペイン語（入門）

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew
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番号 講	座	名 頁

自分を見つめる
055 選択と意思決定の心理

28056 子育て学入門

057 「空」の心を知る

058 朗読を楽しむ

29059 自己肯定感を高める

060 幸せに生きるための「マインドフルネス」

暮らしを豊かに
061 小笠原流礼法と日本の文化を楽しく学ぶ	白虎の巻

31062 茶の湯の世界へようこそ

063 紅茶の魅力

064 腕時計文化論	2023

32065 楽しむための自転車学	2023年夏

066 シニアライフを設計しよう！

067 ボタニカルアート講座

33068 ボタニカルアート講座・実践編①

069 ボタニカルアート講座・実践編②

070 ボタニカルアート講座・実践編③

34071 株式投資	完全パック

072 株式投資	大化け業界研究

073 ３万円でデビューできるアメリカ株	入門編

35074 株式投資	アメリカ株初級

075 桂離宮を題材に、建築デザインを学びませんか？

076 裁判所入門 36

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

37078 英語で楽しむ『赤毛のアン』

079 同時通訳の世界を体験してみませんか？

080 British	English	Language	and	Culture

38081 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

082 英会話のための楽しいライティング

083 フランス語入門

39084 楽しく学ぶみんなのイタリア語	入門

085 わかりやすく楽しいドイツ語に参加しませんか（入門）④

NewNew

NewNew

NewNew

番号 講	座	名 頁

086 ネイティブ講師と気軽に学ぶスペイン語（中級）

40087 やさしいロシア語を学んでみませんか	初級

088 やさしいロシア語を学んでみませんか	中級

089 韓国語	超入門
41

090 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
091 TOEIC®L&R	500点達成WEB講座

43
092 TOEIC®L&R	600点達成WEB講座

093 TOEIC®L&R	730点達成WEB講座
44

094 チャレンジTOEIC®L&R	900点達成WEB講座

095 行政書士入門WEB講座
45

096 宅建士総合WEB講座

097 MOS資格取得対策WEB講座【Word】Ａ日程

46

098 MOS資格取得対策WEB講座【Word】Ｂ日程

099 MOS資格取得対策WEB講座【Excel】Ａ日程

100 MOS資格取得対策WEB講座【Excel】Ｂ日程

101 MOS資格取得対策WEB講座
【Powerpoint】Ａ日程

102 MOS資格取得対策WEB講座
【Powerpoint】Ｂ日程

103 MOS資格取得対策WEB講座
【Excelエキスパート】Ａ日程

47

104 MOS資格取得対策WEB講座
【Excelエキスパート】Ｂ日程

105 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

106 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

107 ITパスポート資格取得対策WEB講座

108 医療事務WEB講座
48

109 マナー・プロトコール検定対策WEB講座

110 登録販売者WEB講座

49
111 簿記検定3・2級パーフェクトパックWEB講座

112 2級FP・AFP対策パックWEB講座

113 二種・一種証券外務員パッククラスWEB講座

トライアル無料講座
T01 ネイティブ講師と気軽に学ぶスペイン語（入門） 41

NewNew

NewNew

NewNew

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）	

創立百周年記念会館
（特別講座）

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
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無料講座

学習院創立150周年にちなみ、150年間を振り返る一助として学習院創
立当初の教員の一人であったフルベッキを紹介しします。御雇外国人
の第一号といわれています。フルベッキは開国直後にキリスト教伝道
を目的に来日した宣教師です。幕末は長崎で英語を教え、その縁で明治
になると大学南校（現在の東京大学）で教えました。明治10年（1877）
学習院開校とともに学習院の教員になりました。フルベッキその人と
学習院の関わりをお話しします。

	 講 師

	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

日 程 ４月16日　日曜日／13:00～14：00
受講料 無料（1回）
教 室 中央教育研究棟

受講定員 50名
注意事項 無料講座ですが、通常のさくらアカデミーへのお申し込み同様、 

ご連絡をいただき「予約」をお願いいたします。

学習院と
フルベッキ
オール学習院の集い 無料講座

P.11 009「近代日本の形成者」の講座も
ぜひご覧ください。

PROFILE

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。

講座番号	F01 日曜 午前 午後

対面講座

「オール学習院の集い」は、幼稚園から大学までの在校生と父母、卒業生、教職
員が共に集う、年に一度の催しです。目白キャンパスを一般の方々にも開放
し、多彩なプログラムをご用意しています。

対面講座

連携講座

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

学習院キャンパス
まるごと
ミュージアムツアー 
	 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 土曜 午前 午後

日 程 6月3日　土曜日／13:00～15:00
①13:00～13:45　学習院の歴史と建物の見どころ（映像と講義）
②13:55～15:00　キャンパスツアー（見学会）

受講料 2,200円（1回）
教 室 南1号館

受講定員 20名
注意事項 ＊「見学会」では学習院のキャンパス内を散策しますので、歩きや

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

各自でご用意ください。

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。
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対面講座

連携講座

英国出身のR.H.ブライスは、日本統治下の朝鮮・京城で15年間英語教
師を務めた後、昭和15年に来日し、終戦間もない同20年12月に学習院
の英語教師になり、上皇陛下の家庭教師も務めました。昭和天皇の「人
間宣言」の起草に参加するとともに、当時官立学校であった学習院を存
続の危機から救うべくGHQとの交渉役を務め、尽力しました。京城在
住中、禅の修行を始めたことをきっかけに日本の俳句に傾倒し、戦時中
収容されていた外国人抑留所で禅や俳句を紹介する本を執筆し、吉田
茂の援助を得て出版されました。本講座では、ブライスの生涯を小説で
描いたアラン・スペンス教授と、同教授と在エディンバラ総領事時代か
ら旧知の松永大介教授にお話しいただきます。禅や俳句の研究者とし
て来日し、鈴木大拙を生涯の師と仰ぎながら日本への帰化を強く希望
したブライスの一面も禅への造詣が深い両先生の観点から繙きます。

R.H.ブライスと
学習院
昭和天皇「人間宣言」の起草に
参加

	 講 師

	Alan	Spence
	（アラン・スペンス）
アバディーン大学名誉教授
詩人、小説家

	 講 師

	松永　大介
	（まつなが・だいすけ）
大阪学院大学教授
前在エチオピア特命全権大使

講座番号	G02 木曜 午前 午後

日 程 5月18日　木曜日／13:30～16:00
①13:30～14:30 松永大介教授：
 「アラン先生、そしてブライスとの出会い」
②14:40～16:00 アラン・スペンス教授：
 「Mister Timeless Blythを書いて」（松永教授通訳）

受講料 2,200円（1回）
教 室 創立百周年記念会館

受講定員 50名

PROFILE 	アラン・スペンス
スコットランド・グラスゴー生まれ。エディンバラ在住の詩人、小説家、劇作家でア
バディーン大学名誉教授。大学ではクリエイティブライティングを受け持つ。グラ
スゴー大学で英文学と哲学を学び、20代から瞑想を実践し、東洋哲学、特に禅に関
心を持つようになる。1975年から５つの英語俳句集を発表し、2017年にはエディ
ンバラ市・桂冠詩人に任じられた。2006年出版の小説 The Pure Land は幕末から
明治の日本で活躍したトーマス・ブレーク・グラバーを、2014年出版のNight Boat
は白隠禅師を題材とした。2023年に出版される Mister Timeless Blyth（Tuttle 
Publishing）は戦後、学習院大学で教鞭をとり、俳句・川柳を海外に紹介した英国人
R.H.ブライスの生涯を描いた。スペンスはこの小説の執筆にあたり、2019年に学
習院大学史料館で調査を行ったことで多くの「インスピレーションを得た」と語る。
1990年からスコットランドで数々の文芸賞を受賞。2018年、長年の執筆と俳句を
通じた日英文化交流に対する功績に対し旭日小綬章が授賞された。

PROFILE 	松永	大介
1979年 東京大学卒（専攻:国際関係論、副専攻：経済学）。米国イリノイ大学にて経済
学、農業経済学を履修。スタンフォード大学経営学修士（MBA）。歴代総理・外相の英
語通訳を務めたのち、宮内庁御用掛（英語ご通訳）。日本銀行勤務を経て外務省国際報
道官（国際メディア担当）。DAC（開発援助委員会）日本代表、OECD代表部参事官。
その後、在ベトナム大使館公使（次席）、在香港首席領事、在ドバイ総領事、JOGMEC

（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）特命参与、在エディンバラ総領事、在エチオピア
特命全権大使を歴任。2022年 大阪学院大学教授（外国語学部）、現在に至る。

ブライス（R.H.Blyth	1898～1964）
戦前から京城帝国大学予科などで教鞭をと
り、昭和20年12月学習院に着任した。学習
院大学開学後は文学部イギリス文学科の教
授をつとめた。

昭和21（1946）年元旦詔書いわゆる
「人間宣言」の英文草稿
上部に「Dyke,Henderson,Blyth,Yamanashi」
と草稿作成に関わった人物名が記されてい
る。ダイクはCIE（GHQ民間情報教育局）局
長、ヘンダーソンはCIE教育課長だった。
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特別講座

対面講座

2021年の
ミャンマー政変を
読み解く

2011年3月に長らく続いた軍政から抜け出し、アウンサンスーチー氏
のもとで民政化と国際経済への統合を進めていたミャンマーですが、
2021年2月の政変でふたたび軍政に戻り、いまも先行きは不透明です。
今回の講座では、タンミンウー著『ビルマ：危機の本質』を手がかりに
ミャンマーの政変を読み解きつつ、講師の体験も交えながら軍政の問
題を考えます。

	 講 師

	久保　公二
	（くぼ・こうじ）
学習院大学教授

日 程 6月24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

PROFILE

1992年京都大学経済学部卒業。博士（国際公共政策）大阪大学。2021年よ
り学習院大学国際社会科学部教授。専攻は東南アジア地域研究で、とくに
ミャンマーのヤミ両替や不法移民などインフォーマルな経済制度を調査し
ている。2001年～2021年日本貿易振興機構アジア経済研究所研究員。う
ち2006年～2008年ミャンマー農業灌漑省農業計画局客員研究員、2017年
～2020年タイ・チュラロンコン大学アジア研究所客員研究員として在外研
究に従事。主な著書『Myanmar's Foreign Exchange Market: Controls, 
Reforms, and Informal Market』2018年 Springer、「お金と金融：通貨
チャットにまつわる災い」田村・松田（編）『ミャンマーを知るための60章』
2013年 明石書店 など。

講座番号	S01 土曜 午前 午後

特別講座

対面講座

アメリカ人が裁判に
期待するのは？
それはゲーム

なんでも裁判所に訴えて決着をつけると、19世紀のフランス人に指摘
されたアメリカ合衆国…… 指摘に違わず、2000年の大統領は「票の数
え直しはそれまで」と判断した合衆国最高裁判所の判決でジョージ・W・
ブッシュさんになりました。2020年、トランプさんは、支持者を煽って
武力での阻止を企んだだけでなく、選挙に不正があったと訴訟で主張し
たのですが、バイデンさんの大統領就任を阻止できませんでした。アメ
リカ人は、裁判・訴訟に何を期待するのかを、話をしてみようと思います。

	 講 師

	紙谷　雅子
	（かみや・まさこ）
学習院大学教授

日 程 7月1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

PROFILE

東京大学大学院法学政治学研究科修了（法学博士）。1992年10月から学習院大学法学
部教授。専攻は英米法。東京大学に提出した博士論文ではアメリカ合衆国の表現の自
由に関する場所の理論である「パブリック・フォーラム」について検討し，ケンブリッ
ジ大学ではイングランド議会における議会と議会特権について，コロンビア大学では
合衆国最高裁判所の裁判管轄権の変遷について研究した。最近公表された論文として
は，「州に対する執行差止命令と『実体審査』」法律のひろば75巻5号64-71頁（2022
年）、「州法に対する執行差止命令　テキサス州心臓鼓動法Texas Heartbeat Actは
なぜ執行停止にならないのか」学習院法務研究16巻35-60頁（2022年）、「出生地の記
載　―2012年と2015年の合衆国最高裁判所Zivotofsky 判決について ―」学習院大
学法学部『法学会雑誌』57巻2号241-263頁（2022年）、「巻頭論文　ジェンダー平等の
法理を設計したルース・ベーダー・ギンズバーグと合衆国最高裁判所裁判官としての
ルース・ベーダー・ギンズバーグ」[2021-1] アメリカ法　1-17頁（2022年）、「合衆国憲
法・・第28修正」学習院大学法学部『法学会雑誌』57巻1号55-102頁（2021年）、「ギン
ズバーグが残した憲法裁判（3・完）　理論的に判例法を発展させるのは弁護士」判例時
報2467号144-146頁（2021年）などがある。

講座番号	S02 土曜 午前 午後
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特別講座

対面講座

情報戦から読み解く
ロシアのウクライナ
侵略は

2022年2月24日に始まったロシアのウクライナ侵略は、世界を大きく
揺るがしています。しかし一見突然始まったように見えるこの戦争で
すが、実は開戦に至る数年前から、プーチンのロシアと欧米との間で激
しい情報戦・世論戦が展開されていました。また実際に戦争が始まって
からも、両国の間で情報戦が展開されています。そんなデジタル時代の
戦争を、情報と世論の視点から、過去の戦争との比較もまじえながら解
説していきます。

	 講 師

	石澤　靖治
	（いしざわ・やすはる）
学習院女子大学教授

日 程 7月15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

PROFILE

立教大学社会学部社会学科卒業。ハーバード大学ケネディ行政大学院修了
（行政学修士MPA）。博士（政治学）。ハーバード大学国際問題研究所フェ
ロー、元ワシントンポスト極東総局記者。日本アメリカ学会、日本比較政治
学会、日本メディア学会、日本外国特派員協会の各会員。フルブライト委員
会選考委員、民放連賞審査委員長（部門）などを歴任。著作・編著作として

「政治コミュニケーション概論」（編著、ミネルヴァ書房、2021年）、『アメリ
カ 情報・文化支配の終焉』（PHP、2019年）『テキスト現代ジャーナリズム
論』（ミネルヴァ書房、2008年）、『戦争とマスメディア』（ミネルヴァ書房、
2005年）、『日本はどう報じられているか』（編著、新潮社、2004年）、『ア
メリカ大統領の嘘』（講談社、2004年）、『総理大臣とメディア』（文藝春秋、
2002年）、『大統領とメディア』（文藝春秋、2001年）など。

講座番号	S03 土曜 午前 午後

●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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日本を知る

万葉集をよむ
万葉集は全二十巻、天皇から名もない庶民まで、四千五百首以上の歌を
収めます。歌の流れを辿りながらそれぞれの時代に生きた人々の声に
耳を傾けてみませんか。巻五は大伴旅人と山上憶良が最晩年に九州大
宰府で出会ったところから始まります。二人を中心に集まった官人た
ちは筑紫歌壇とも言われる一時期を形成しました。元号「令和」の出典
となった梅花の宴が開かれたのは大宰府の旅人宅でした。他の巻にあ
る関連する歌にも触れながらよんでいきます。

	 講 師 	平野　由紀子	 PROFILE P.50～

	 順天堂大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
４月 22日
５月 13日・27日
６月 10日・24日
７月 8日

受講料 19,800円（全6回）
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	003 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

対面講座

講座番号	002 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。賀茂の斎
院の御禊の日、光源氏を見ようと訪れた六条御息所は、葵の上の従者に
牛車を壊されプライドを傷つけられた恨みから、物の怪となって懐妊
中の葵の上を苦しめます。やがて、無事に男児が誕生し左大臣家は喜び
に包まれますが、容態が急変、葵の上は死去してしまいます。光源氏は
悲しみ、葵の上の両親は悲嘆にくれます。葵の上の喪が明け、二条院に
帰った光源氏は、紫の上と新枕をかわします。

	 講 師 	伊東　祐子	 PROFILE P.50～

	 都留文科大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
４月 22日　５月 13日・27日　６月 10日・24日　７月 8日・22日

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

江戸文化を支えた
お仕事

江戸文化はさまざまな職業の人びとよって支えられていました。本講
座では、高利貸で財をなし文化に大金を注ぎ込んだ札差、出版業として
錦絵や文学を広めた版元、娯楽の発展に貢献したさまざまな茶屋、園芸
文化の立役者である植木屋、ペットブームの仕掛け人である鳥屋、そし
て書画に長け江戸文化に影響力の強かった文人たちの活躍について、
概観します。

	 講 師 	小沢　詠美子	 PROFILE P.50～

	 成城大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

５月 13日 札差と十八大通
 27日 版元
６月 10日 茶屋
 24日 植木屋
７月 8日 鳥屋
 22日 文人

受講料 19,800円（全6回）

講座番号	001 土曜 日曜 午後
午前

対面講座
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講座番号	006 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、さらには鬼などの異形の者も登場し，人
間臭い振舞いや不思議な出来事が繰り広げられていて、そこからは、現
代とは異なる生活感覚や世相を知ることができます。今回は活劇と人
間の奇妙さを描いた話，葬送儀礼，道祖神や海外からの漂流物の話など，
バラエティーにとんだ話を採り上げます。歴史学専門の講師とともに

『源氏物語』からは見えない平安時代を旅しましょう。

	 講 師 	中込　律子	 PROFILE P.50～

	 学習院大学・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
４月 23日
５月 7日
 21日
６月 11日
 25日
７月 9日

夜道で襲ってきた相手を斬り殺した橘則光。その後の顛末は？
下野敦行が，隣人の葬列を自分の家から出してやる話
天王寺道公が法華経の功徳で道祖神を救う話
源博雅が盗まれた琵琶玄象を羅城門で取り返す話
能登守が海に打ち寄せた犀角を得る話
珍努寺の観音が自ら火事から遁れた話
※各説話は，長さがまちまちなので，１回に１話とは限りません。上記の順で読み進める予定で

す。状況やご要望に応じて順序を入れ替えたり，短い説話を追加したりすることもあります。

受講料 19,800円（全6回）
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

講座番号	004 土曜 日曜 午後
午前

武士と朝廷の
歴史物語
－『平家物語』の読み方－

現在、一般的に読まれている『平家物語』は、覚一本（かくいちぼん）と
いいます。南北朝時代の1371年に、覚一検校によって作られました。
この覚一本の作られた経緯は、足利将軍が南北朝の戦乱に勝利した経
緯と密接に関わっています。『平家物語』は、無常観を語る文学とみなさ
れますが、それがじつは政治的な成立背景を持ち、日本歴史の推移に大
きな影響を及ぼしたことを考えます。

	 講 師 	兵藤　裕己	 PROFILE P.50～

	 学習院大学名誉教授
日 程 土曜日／13:00～14:30

５月 13日 12世紀の内乱と『平家物語』の源平交代史
 20日 北条氏から足利氏へ、そして徳川家康へ
 27日 『平家物語』の覚一本が作られた理由
６月 3日 『平家物語』と『太平記』―後醍醐天皇の企て―
 10日 『平家物語』の本質とその魅力

受講料 16,500円（全5回）対面講座

New Teacher
New Teacher

New Lecture
New Lecture

講座番号	005 土曜 日曜 午後
午前

異形（いぎょう）の 
聖と俗

「異形（いぎょう）」とは、通常ではない姿形、および能力をもつ存在のこ
とで、鬼や妖怪などもこの一種と捉えることができます。これらの存在
は古くから人々から恐れられ、忌避された一方で、福や富をもたらす側
面をもって伝承されることもあります。本講座では、さまざまな「異形」
を事例にその信仰や伝承を民俗学的な視点で紹介します。

	 講 師 	加藤　紫識	 PROFILE P.50～

	 和洋女子大学全学教育センター
	 特任教授

日 程 土曜日／13:00～14:30
５月 20日 「異形」とはなにか
６月 3日 「異形」のカミ
 17日 福や富をもたらす「異形」たち

受講料 9,900円（全3回）

対面講座
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講座番号	008 土曜 日曜 午後
午前

日本人と神道
動物と神道

人間の生活に深くかかわってきた動物たち。ペットとしてだけではな
く、狩猟や農耕などの活動に不可欠の存在として、時には信仰の対象と
なることもありました。今期は、日本の神話や民間伝承において動物が
どのように位置づけられてきたのか考察します。校外講義は、港区赤坂
の周辺を散策する予定です。無理をせず、天候等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。

	 講 師 	林　東洋	 PROFILE P.50～
	 学習院大学講師

	 講 師 	山田　徹	 PROFILE P.50～
	 学習院大学講師

	 講 師 	金子　元	 PROFILE P.50～
	 秀明大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
５月 7日 動物と日本神話 林 東洋
 21日 神使としての動物 山田 徹
６月 4日 動物と民間伝承 金子 元
 18日 【校外講義】赤坂周辺をめぐる 林・山田・金子
７月 2日 まとめ 林・山田・金子

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

※現地までの交通費、施設入場料等は各自ご負担ください。対面講座

講座番号	009 土曜 日曜 午後
午前

近代日本の
形成者

前シリーズの『幕末・維新の群像』では伊藤博文・山県有朋を取り上げま
したが、今回は少し時代を明治期に移し、５人の人物を取り上げます。
伊藤博文を支えた、また同志でもあった井上馨、外交面で伊藤博文を支
えた陸奥宗光、独自の外交・文部政策を行った森有礼、ユニークな経歴
を持ちながら、財政規律を保つため毅然とした態度で臨んだ高橋是清
の足跡をたどってみましょう。

	 講 師 	森内　隆雄	 PROFILE P.50～

	 学習院名誉教授
	 元	学習院中等科教諭
	 元	学習院大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
５月 21日 井上馨
６月 4日 陸奥宗光
 18日 森有礼
７月 2日 井上毅
 16日 高橋是清

受講料 16,500円（全5回）

対面講座

P.5 F01「学習院とフルベッキ」の講座
もぜひご覧ください。

講座番号	007 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。今期はいよいよ藤原道長の時代、摂関政治最盛期の5人の
天皇の生涯をたどります。

	 講 師 	遠山　美都男	 PROFILE P.50～

	 学習院大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

５月 13日 三条天皇
 27日 後一条天皇
６月 10日 後朱雀天皇
 24日 後冷泉天皇
７月 8日 後三条天皇

受講料 16,500円（全5回）対面講座
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俳句教室
～言葉のリズムと季語の世界観～

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

	 講 師 	網野　月を	 PROFILE P.50～

	 現代俳句協会監査役
	 Haiquology代表
	 「水明」季音同人	

日 程 日曜日／10:40～12:10
５月 14日 初夏の季語　初夏の季語から兼題を出題します
６月 11日 梅雨の季語　梅雨の季語から兼題を出題します
７月 9日 盛夏の季語　盛夏の季語から兼題を出題します

受講料 9,900円（全3回）
受講定員 12名
注意事項 講座の進め方についての資料を事前にお送りいたします。

各日程の1週間前までに作句して投句してください。

講座番号	012 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

講座番号	011 土曜 日曜 午後
午前

史料で語る日本史
徳川三代の史料を読む

歴史を明らかにするには、古文書や古記録などの史料の読解が必要不
可欠です。これら史料を丁寧に分析することで、歴史上の人物の実態や
時代の様相がみえてきます。今回の講座では、江戸幕府の基礎を築いた
徳川家康・秀忠・家光にスポットをあて、将軍の人物像や政治体制、さら
にはさまざまな事件・出来事にまつわる史料を読み解きながら、歴史の
真相に迫ってみたいと思います。

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

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

	 講 師 	萱場　真仁	 PROFILE P.50～
	 同研究員

日 程 土曜日／15:00～16:30
５月 27日 初期の将軍宣下－家康と家光を比較して－ （深井）
６月 10日 徳川秀忠－「律儀者」の実像－ （藤田）
 17日 徳川家光の大名統治－津軽家を中心に－ （萱場）

受講料 9,900円（全3回）

対面講座

講座番号	010 土曜 日曜 午後
午前

近代の思想を読む
丸山眞男『日本の思想』 
第1章・第2章を読む

高校の国語の教科書にも収録された「であることとすること」を含む
『日本の思想』は、丸山眞男の著作のなかでもとくに有名です。しかし実
際に読んでみると、前提となる知識が必要であったり、論理展開が複雑
であったりして、思ったよりも難解であることに気づかされます。今回
は本書のなかでも特に難解とされる第1章と第２章について、なるべく
平易に解き明かし、丸山の思想の可能性を探っていきます。

	 講 師 	金子　元	 PROFILE P.50～

	 秀明大学講師
日 程 日曜日／13:00～14:30

６月 11日 『日本の思想』第1章を読む
７月 9日 『日本の思想』第2章を読む

受講料 6,600円（全2回）
テキスト 丸山眞男『日本の思想』（岩波新書、1961年）858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。新旧どちらの版でも結構です。）対面講座
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講座番号	014 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.50～

	 学習院大学史料館	学芸員

日 程 日曜日／10:40～12:10
５月 21日 古文書解読のための基礎知識　変体仮名を読む
６月 4日 くずし字の解読実践　村方文書を読む
 18日 　　　　〃　　　　　　　　〃
７月 2日 　　　　〃　　　　　武家文書を読む
 16日 　　　　〃　　　　　　　　〃

受講料 16,500円（全5回）
注意事項 『くずし字解読辞典』（児玉幸多編、1993年、東京堂出版）など、くず

し字の辞典を既にお持ちの方はご準備ください。
対面講座

講座番号	015 土曜 日曜 午後
午前

くずし字を
読み解く
古文書中級編

本講座は、すでに古文書読解の経験がある方や、「くずし字に親しむ　
古文書の基礎」を受講してさらにレベルアップを図りたいと考えてい
る方などを主な対象としています。学習院大学史料館収蔵の史料の中
から少し長めの文書をテキストとして、じっくりと読み進めます。古文
書の解読だけでなく、内容や歴史的背景の解説も丁寧に行います。古文
書の解読スキルをいっしょに磨いていきましょう。

	 講 師 	丸山　美季	 PROFILE P.50～

	 学習院大学史料館	学芸員
日 程 日曜日／13:00～14:30

５月 21日 ガイダンス、くずし字の解読実践（１）
６月 18日 くずし字の解読実践（２）
７月 16日 くずし字の解読実践（３）

受講料 9,900円（全3回）
注意事項 『くずし字解読辞典』（児玉幸多編、1993年、東京堂出版）など、くず

し字の辞典をお持ちの方はご準備ください。対面講座

講座番号	013 土曜 日曜 午後
午前

短歌を読む・作る
日々の短歌

コロナ禍に加えて、危うい世界情勢の日々となりました。最近、若い人
たちも盛んに短歌を作っており、不穏な時代を生きる支えにしていま
す。生き難い時代の悲喜こもごもが、心の中に、５７５７７のリズムを
伴って泡だってくるのでしょう。「万葉集」の祖人から、現代の私たちに
至るまで、日々の思いを放ってきた短歌のリズム。懐かしいリズムなの
です。秀れた歌集を読むとともに、自分でも歌を作ってみる講座です。
思いきって挑戦してみませんか。

	 講 師 	佐伯　裕子	 PROFILE P.50～

	 歌人

日 程 土曜日／13:00～14:30
４月 22日 なぜ短歌を作るのか　秀歌鑑賞と添削
５月 20日 共感とは何か　　　　　　　〃
 27日 近代短歌を読む　　　　　　〃
６月 17日 現代短歌を読む　　　　　　〃
 24日 　　　〃　　　　　　　　　〃

受講料 16,500円（全5回） 受講定員 25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週間前までに作歌してご提出ください。対面講座
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大人の京都学
京の社寺をゆく
－ 歴史秘話と界隈散歩 －

“千年の都”として長い歴史を歩んできた「京都」には、奥深い歴史を秘
めた社寺史跡が数多く受け継がれています。その歴史や伝説を深く掘
り下げて講義しながら、それぞれが受け継ぐ貴重な仏像・庭園・建築・絵
画などの文化遺産を講義することはもちろん、界隈へと足を伸ばして
歩いてみると出逢うことができる歴史的な石碑・カフェ・京料理・門前
名物までご紹介する、新しい京都の魅力に触れる“大人の京都学”講座
です！

	 講 師 	若村　亮	 PROFILE P.50～

	 京都学講師
	 （株）らくたび代表取締役

日 程 土曜日／15:00～16:30
４月 22日 【長岡天満宮・乙訓寺・光明寺】
  季節の花が彩る古社古刹
５月 20日 【妙満寺・円通寺・実相院・蓮華寺】
  新緑輝く名庭の寺院
６月 17日 【三室戸寺・法界寺・勧修寺】
  初夏を彩る花の古刹めぐり

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	016 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

日本雅楽を 
ひも解く
世界の中で日本文化を再考する 1

「世界最古の合奏音楽・舞踊芸術」とされる雅楽。日本にのみ残存してい
る古代の楽舞ですが、その中身を詳細に知っている方は多くないでしょ
う。本講座では「源氏物語」に描かれ、宮中祭祀に用いられ、神社仏閣で
演奏される日本雅楽を、様々な切り口から紹介して参ります。一般の

「常識」や、巷で論じられている言説も、その根底から見直しながら「分
かり易く」「楽しく」授業を進めます。雅楽が初めての方から実演者ま
で、皆様の受講を歓迎します。

	 講 師 	三田　徳明	 PROFILE P.50～

	 学習院大学講師
	 三田徳明雅樂研究會主宰

日 程 土曜日／13:00～14:30
６月 3日 ①古代の雅楽－なぜ「雅楽」が必要だったか
 17日 ②中古の雅楽（前編）ーそれは「雅楽」か「俗楽」か？
７月 1日 ③中古の雅楽（後編）ー　神楽歌の秘密
 15日 ④中世の雅楽－「廃絶した」という虚構

受講料 13,200円（全4回）

講座番号	017 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

平安王朝・
雅楽の舞〈舞楽〉
右舞（うまい）古典曲を学ぶ

「世界最古の合奏音楽・舞踊芸術」「シルクロードの総合芸術」である日本
雅楽。その内容は器楽演奏・声楽・舞と多岐にわたります。本講座はこの
雅楽のうち、舞を中心とする「舞楽」の実動作を基礎から学んで行くこと
で、王朝貴族も親しんでいた身体芸術を現代の我々が追体験するもので
す。学びのはじめは「もの真似」からです。舞楽の動きを学び取っていた
だき、演奏に合わせて発表公演も出来たらいいですね！ 初めての方から
経験者まで、レベルに応じて指導いたします。

	 講 師 	三田　徳明	 PROFILE P.50～

	 学習院大学講師
	 三田徳明雅樂研究會主宰

日 程 土曜日／15:00～16:30
５月 20日 1．舞楽とは何か 手の構え、足の構え、重心移動の基礎
６月 3日 2．右舞の特徴　 古典舞楽の基礎①
 17日 3．　　〃　　　 古典舞楽の基礎②
７月 1日 4．古典曲を舞う 古典舞楽の応用①
 15日 5．　　 〃 　　 古典舞楽の応用②

受講料 16,500円（全5回） 受講定員 12名
注意事項 ＊ 実習を行いますので、動きやすい服装で汚れてもいい靴下または足袋をご

持参ください。
＊ 開講初日に、2回目以降にご用意いただくものを講師が指示いたします。

講座番号	018 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。今期はアマテラスとスサノヲをめぐる神話のあたりを読み進めます。

	 講 師 	神田　典城	 PROFILE P.50～

	 学習院女子大学名誉教授
日 程 土曜日／15:00～16:30

５月 13日・27日
６月 10日・24日
７月 8日

受講料 16,500円（全5回）
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	020 土曜 日曜 午後
午前

物語と絵巻・ 
奈良絵本（ならえほん）・ 
錦絵・ちりめん本④

この国は、古典物語や民話（昔話・伝説）を豊かに伝えています。それは早
くから絵画化されてきました。このビジュアル・カルチャーに、世界が注
目しています。現代のファンタジー・アニメの根っこです。①15ｰ16世
紀の室町・桃山時代から、江戸時代前期の彩色絵本「奈良絵本」を取り上
げます。お伽草子の世界に遊びましょう。②明治初期に出版された「ち
りめん本」をご存じですか。和紙に絵を刷りだし、それに細かい皺を付
けた、和綴じの小型絵本です。手に置くと安らぎます。③そして絵巻物
や錦絵（浮世絵）を鑑賞して、とくに七夕の物語を楽しんでみましょう。

	 講 師 	徳田　和夫	 PROFILE P.50～

	 学習院女子大学名誉教授 日 程 土曜日／15:00～16:30
５月 20日
６月 3日・17日
７月 1日

受講料 13,200円（全4回）
対面講座

講座番号	021 土曜 日曜 午後
午前

おとなのための
漢字学習

この講座では、古代文字、成り立ち、旧字体、音読みと訓読み、難読漢字
といった、知っておくと理解が深まる漢字に関する基礎知識を、多くの
実例を取り上げながらていねいに解説していきます。また、各回の終わ
りには、「特集」として、季節の漢字や町中で見かける漢字、講師が最近、
気になる漢字といった話題も紹介します。豊かな漢字の世界を、ご一緒
に楽しみましょう！

	 講 師 	円満字　二郎	 PROFILE P.50～

	 フリーライター
	 漢和辞典編集者

日 程 土曜日／13:00～14:30
５月 20日 古代文字を書いてみよう
６月 3日 新字体と旧字体の違い
 17日 音読みが複数ある漢字
７月 1日 難読漢字を読み解く

受講料 13,200円（全4回）P.25 047「おとなのための漢文入門」
の講座もぜひご覧ください。

講座番号	019 土曜 日曜 午後
午前

対面講座
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講座番号	022 土曜 日曜 午後
午前

今だからこそ
お祭りを考える
コロナ禍で再確認したお祭りの姿

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や風習が伝わっております。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。そして現在、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、地域の民俗芸能や祭
礼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.50～

	 玉川大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

５月 27日
６月 10日・24日

受講料 9,900円（全3回）
注意事項 今期は講座時間が変更となります。ご注意ください。対面講座

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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見て考えて楽しむ
西洋美術
絵画の中の人間ドラマ

西洋絵画の中に描き出された様々な人間ドラマを、誕生から死まで、家
庭の中の日常から歴史的・宗教的な出来事まで、一人のドラマから集団
のドラマまで、典型的な作例を通して眺めます。中世末期から20世紀
まで、８点の作品をめぐって展開される８つのドラマを、毎回ひとつず
つ、関連作品との比較も交え、じっくり読み解いてゆきます。

	 講 師 	有川　治男	 PROFILE P.51～

	 学習院大学名誉教授

日 程 土曜日／15:00～16:30

受講料 26,400円（全8回）
注意事項 本講座は2008年度秋期講座として行なったものの新バージョンです。

講座番号	025 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

5月 13日 ジオット《キリスト降誕》
 20日 レンブラント《ペテロの否認》
 27日 ベラスケス《ブレダの開城》
6月 3日 ブーシェ《ポンパドゥール夫人
  の肖像》

6月 17日 ムンク《病気の子供》
 24日 ハマースホイ《後姿の女》
7月 1日 クリムト《接吻》
 8日 ベイコン《道を行くゴッホ》

新説始皇帝学
近年の出土史料から司馬遷の『史記』の始皇帝に関する記述をどのよう
に補正できるのかに挑戦します。司馬遷の記述は、秦の時代の史料に忠
実に書かれている部分もあれば、出土史料と矛盾し、修正しなければな
らない伝説部分もあります。補正作業は、出土史料が激増しつつある現
在では絶え間なく続きますが、それがまた始皇帝研究の面白さと魅力
です。現在の私たちは『史記』の記述よりも始皇帝の時代の真実に確実
に近づいているともいえます。研究の最前線を紹介していきます。

	 講 師 	鶴間　和幸	 PROFILE P.51～

	 学習院大学名誉教授

日 程 日曜日／10:40～12:10
５月 14日 始皇帝研究の予備知識　出土史料を紹介し、始皇帝年表を確認します。
 21日 変わりゆく始皇帝像①　命名・嫪毐の乱・母太后の謎を解きます。
 28日 変わりゆく始皇帝像②　皇帝の巡行の事実をさぐります。
６月 11日 変わりゆく始皇帝像③　焚書坑儒の事実をさぐります。
 18日 変わりゆく始皇帝像④　始皇帝の遺詔は何であったのか。
 25日 秦という国家　馬・外国人・疫病・金人をテーマにさぐります。

受講料 19,800円（全6回）
テキスト 鶴間和幸『新説始皇帝学』（カンゼン	2022年）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）

講座番号	024 土曜 日曜 午後
午前

対面講座 Zoom講座

歴史をみる眼
－イギリスの歴史から 

「国家と宗教」の問題を考える

最近、宗教が政治に影響を及ぼしているのではないか、という疑念が生
じている。考えて見れば、宗教は近代国家の歴史よりもはるか昔から大
きな力をもっていた。ヨーロッパ中世はローマ・カトリックが絶大な権
威をもち、政治、経済に大きな影響力を及ぼしていた。しかし、度重な
る宗教戦争の結果、王権が力をもち絶対主義時代が誕生した。イギリス
の市民革命も、アメリカ独立戦争も宗教的対立が背景にあった。イギリ
スでは王権の衰退とともに民主主義の台頭があったが、現在に至るも
貴族院には26名の司教の座席が確保されている。

	 講 師 	湯沢　威	 PROFILE P.51～

	 学習院大学名誉教授 日 程 土曜日／15:00～16:30
５月 20日 キリスト教世界の成立
６月 3日 イギリス史における国王と宗教
 17日 イギリスにおける政治と宗教

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	023 土曜 日曜 午後
午前

対面講座 Zoom講座
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ルネサンス人と 
科学・魔術・占星術
ルネサンス思想の明暗

イタリア・ルネサンスのレオナルド・ダ・ヴィンチ（1452-1519）が芸術家で
あると同時に科学者であったことは、よく知られています。このためレオ
ナルドは万能の天才と称されることがしばしばであり、彼一人ではなかっ
たにしても、よくその個性を表しています。今回のこの講座ではルネサン
ス期の芸術や科学がどのように考えられていたのかに深く立ち入ること
になるでしょう。芸術も技術の一面を持つとすれば、技術はいかに捉えら
れていたのか、また芸術は自然を模倣すると言われるが、その自然はルネ
サンス期の人たちにはどのように映じていたのか、占星術や魔術の分野に
視野を広げて、主要人物に基づきながらお話しをすることになるでしょう。	 講 師 	根占　献一	 PROFILE P.51～

	 学習院女子大学名誉教授
日 程 土曜日／15:00～16:30

６月 3日 ルネサンス社会と科学・偽科学
 17日 フィチーノと占星術
７月 1日 ピーコと魔術
 15日 レオナルド・ダ・ヴィンチとは何者なのか

受講料 13,200円（全4回）Zoom講座

講座番号	026 土曜 日曜 午後
午前

イタリア美術の 
魅力
ヴァティカンで壁画を見よう

美術三昧の旅をしてみたい方のためのシリーズです。昨年度からヴァ
ティカン美術館の見どころをご紹介しています。今期は教皇の住居

（ヴァティカーノ宮）を飾るフレスコ画を見ていきたいと思います。 
ルネサンスのローマ教皇は、芸術の都フィレンツェで活躍していたアー
ティストたちをローマに招き、宮殿内部を装飾させました。フラ・アン
ジェリコやピントゥリッキオ、そしてラファエッロらが描いた傑作を
楽しみましょう。

	 講 師 	本間　紀子	 PROFILE P.51～

	 東海大学・跡見学園女子大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30
5月 13日 ヴァティカーノ宮の壁画1「ニコラウス5世礼拝堂」
 27日 ヴァティカーノ宮の壁画2「ボルジアの間」
6月 10日 ヴァティカーノ宮の壁画3「署名の間」（ラファエッロのスタンツェ）
7月 1日 ヴァティカーノ宮の壁画4「ヘリオドロスの間」（　〃　〃　）
 15日 ヴァティカーノ宮の壁画5「ボルゴの火災の間」（　〃　〃　）ほか

受講料 16,500円（全5回）対面講座

講座番号	027 土曜 日曜 午後
午前

講座番号	028 土曜 日曜 午後
午前

ルイ14世とマリー・
アントワネットが愛した
オペラを聴いてみましょう

昨年12月、ルイ14世の下で活躍した作曲家リュリのオペラ《アルミー
ド》が日本で初めて公演されました。この講座はフランス宮廷で上演さ
れたオペラを音楽史や時代背景と共に紹介していきます。太陽王が愛
した華やかなバレエと古典悲劇の発声法を活かした抒情悲劇、ポンパ
ドゥール夫人が「内殿の劇場」でルイ15世を前に主役を歌ったオペラ、
マリー・アントワネットが小トリアノンで上演したオペラ＝コミック
‥‥ 現存する舞台背景や衣装のデザインもお見せします。

	 講 師 	太田　みき	 PROFILE P.51～

	 学習院大学講師
	 明治学院大学講師

日 程 日曜日／13:00～14:30
５月 14日 ルイ14世の時代
  リュリと抒情悲劇
６月 11日 ポンパドゥール夫人の時代
  ラモーとフランス・オペラの展開
７月 9日 マリー・アントワネットの時代
  グルックとオペラ＝コミック

受講料 9,900円（全3回）対面講座
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ボーヴォワール 
哲学入門
いま読み直したいフェミニズムの古典

シモーヌ・ド・ボーヴォワールをご存知ですか？ 「人は女に生まれるの
ではない。女になるのだ」という言葉が印象的な『第二の性』を著した
哲学者です。本講座では、フェミニズムの古典とされる同書で展開され
た「女とは何か」という問いを哲学的に捉えるとともに、約70年前に刊
行された本作の現代的な意義について考えます。フェミニズムへの関
心が高まる現在、すべてのフェミニストたちが立ち返る原点としての

『第二の性』に一緒に触れてみませんか？

	 講 師 	横田　祐美子	 PROFILE P.51～

	 立命館大学助教
日 程 日曜日／13:00～14:30

５月 14日 実存主義から生まれた「女性」の哲学
 28日 他者としての女性
６月 11日 有名な文言に隠された意味／内在と超越
 25日 フェミニスト現象学
７月 9日 ボーヴォワール・リヴァイヴァル！

受講料 16,500円（全5回）
注意事項 こちらの講座は、2021年の春講座と同じ内容です。

講座番号	031 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

忘れられた 
哲学者たち
京都学派シリーズ ５

「京都学派」とは西田幾多郎を中心に発生した百花繚乱ともいうべき個性あ
る哲学者たちの一大ネットワークであり、田辺、三木、和辻、九鬼らも西田
に劣らず広く有名になりました。しかし同じく京都帝国大学で業績を残し
たにもかかわらず、知られることの少ない哲学者たちの存在を忘れること
はできません。そこでこの春講座では、日本の哲学・哲学史研究の礎を築い
たともいえる朝永三十郎、波多野精一、山内得立を取り上げます。戦後四分
の三世紀を経た今、自由に思索し得る者として、過去の忘却と無視の歴史を
克服し、「哲学」の真実ということについて改めて考えてみたいと思います。

	 講 師 	酒井　潔	 PROFILE P.51～

	 学習院大学名誉教授

日 程 土曜日／13:00～14:30
５月 13日 Introduction：今日の精神的状況から問い直す：「京都学派」とは何だったのか
 27日 哲学史家としての朝永三十郎—『近世に於ける我の自覚史』(1916)
６月 10日 波多野精一の基督教哲学—『時と永遠』(1943)
 24日 山内得立の古代中世哲学研究—『随眠の哲学』(1993)

受講料 13,200円（全4回）
参考文献 波多野精一『時と永遠』（岩波文庫 960円）
注意事項 本講座は「京都学派シリーズ５」ですが、今回初めて受講される方にも十分

配慮いたします。
Zoom講座

講座番号	029 土曜 日曜 午後
午前

時事問題を 
哲学する 
－少子化対策は正義か？

世界の総人口が80億人を突破した今、この日本では「異次元の少子化
対策」をしようとしています。異次元なので、世界の中の身寄りのない
子どもを日本に集めて育てようということかと思ったら、全くそうで
はないようで… そもそもこの地獄のような現状に新たな人間を承諾な
く登場させて、前の世代のツケを払わせようというような対策は倫理
的に許容できるものなのでしょうか？ 正義にもとるのではないでしょ
うか？ その根本を考えます。

	 講 師 	小島　和男	 PROFILE P.51～

	 学習院大学教授
日 程 日曜日／10:40～12:10

６月 11日・25日
７月 9日

受講料 9,900円（全3回）
教材費 500円（受講料と一緒に徴収いたします。）

講座番号	030 土曜 日曜 午後
午前

対面講座 Zoom講座
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講座番号	033 土曜 日曜 午後
午前

「くに」になる 
ザルツブルク
ザルツブルクの社会史をたどる（2）

9世紀、フランク王国の統治機構の重要な一部となったザルツブルクで
すが、布教活動の挫折や皇帝と教皇の間の争いの中で徐々に政治的に
も経済的にも自立した「くに」へと変容し、聖職者であるザルツブルク
大司教は世俗統治をも行う「殿様」になっていきます。盛期中世から近
世初期までのザルツブルクを以下のような切り口で眺めてみましょう。

	 講 師 	後藤　秀和	 PROFILE P.51～

	 慶應義塾大学講師

日 程 土曜日／15:00～16:30
５月 27日 対スラヴ人布教の成否
  西ヨーロッパと東ヨーロッパの分かれ目
６月 10日 聖職叙任権闘争と領邦形成
  皇帝フリードリヒ2世と大司教エーバーハルト2世
 24日 「中世の秋」の時代と内憂外患
  バイエルンからの最終的分離
７月 8日 激動の近世の始まり
  宗教改革と農民戦争

受講料 13,200円（全4回）
注意事項 2022年秋に始まった新シリーズですが、今回から参加される受講者の方に

も配慮し、時代背景の理解に必要な基本事項を解説しつつ進める予定です。
対面講座

中ソ関係の
ダイナミクス
中国語文献にみる舞台裏

現在の中ロ両国の友好関係は本物なのでしょうか。1950年代、ソ連は
中国にとって頼りになる「兄貴」で「同志」でした。それが、1960年代に
は一転して「革命の裏切り者」となり、両国は国境地帯で武力衝突し、核
戦争の一歩手前までいきました。両国関係がこのように激変したのは
何故でしょう？ ソ連解体の結果、多くの極秘資料が海外に流出し、一
部は中国語にも訳されました。本講座はこれらの資料を使って、中ソ・
中ロ関係の舞台裏を覗いてみたいと思います。

	 講 師 	中居　良文	 PROFILE P.51～

	 学習院大学名誉教授
日 程 土曜日／15:00～16:30

５月 27日 毛沢東とフルシチョフ：中国の核兵器開発を巡って
６月 3日 毛沢東とブレジネフ：珍宝島（ダマンスキー島）事件の
  前と後
 17日 鄧小平とゴルバチョフ：天安門事件とソ連解体
 24日 江沢民とプーチン：パートナーシップと領土問題

受講料 13,200円（全4回）

講座番号	032 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

New Lecture
New Lecture

ウサギとキツネの 
化かし合い
－『ズートピア』はユートピア？

〈動物イメージ〉をめぐる冒険III

ディズニーランドのビッグサンダー・マウンテンの世界観は、『南部の
唄』（1946年）というディズニー映画のそれを元にしています。原作は

『リーマスじいやの物語』（1879-1907年）と呼ばれる黒人民話集。い
わばアメリカ版イソップ物語で、このお話にはトリックスターとして
のウサギどんとそのライバルのキツネどんが登場します。この度の講
座では、中世の叙事詩『狐物語』や『ピーターラビット』（1902-12年）な
どをも参照しながら、ディズニー・アニメーション『ズートピア』（2016
年）に現れる「ウサギとキツネ」イメージの源流を辿ります。

	 講 師 	岡田　尚文	 PROFILE P.51～

	 学習院大学講師
	 慶応義塾大学講師

日 程 日曜日／10:40～12:10
５月 21日 ウサギどんとキツネどん
  ―黒人民話集の世界
６月 11日 食われてたまるか
  ―『狐物語』（中世）と『ピーターラビット』（近代）
７月 2日 それは和解か共闘か
  ―『ズートピア』の名コンビ?

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	034 土曜 日曜 午後
午前

対面講座 Zoom講座
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シルクロード再発見
新しい視点から 
シルクロードの魅力に迫る

喜多郎のシンセサイザーの曲で始まったNHK特集「シルクロード」。あ
れから40年以上の歳月が過ぎ、シルクロードの各地で新たな発見が相
次いでいます。私たちはなぜシルクロードに惹かれるのか。30年にわ
たってローマからアフガニスタン、中央アジアそして中国の新疆ウイ
グル自治区、敦煌などを取材して歩いたジャーナリストの目で、シルク
ロードの謎とその新しい魅力について考えていきます。

	 講 師 	井上　隆史	 PROFILE P.51～

	 元	東京藝術大学特任教授
	 元	NHKプロデューサー

日 程 土曜日／13:00～14:30
５月 20日 楼蘭四千年の眠り～美女ミイラは語る～
６月 3日 幻の錦を追って～奈良・トルファン・ブハラ～
 17日 黒水城（カラホト）はなぜ滅んだのか？
７月 1日 弥勒の道～ローマ・バーミヤン・敦煌・日本～

受講料 13,200円（全4回）

講座番号	035 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

New Teacher
New Teacher

New Lecture
New Lecture

モーツァルトの 
ホルン協奏曲を聴く
～ホルンの魅力を引き出せ～

モーツァルトのホルン協奏曲を聴きます。ウィーン時代に書かれた協
奏曲で、ホルン奏者のロイト・ゲープの為に当て書きされたものです。
ゲープはモーツァルトの友人で、親友というか（いい意味での）悪友に
近い存在であります。全4曲のすべてにモーツァルトの心の奥底にある
人間賛歌が滲み出しています。ゲープだからこそモーツァルトは自分
を曝け出せたのではないでしょうか？ 講座は楽譜を見ながらCDを試
聴する形式で進めます。

	 講 師 	網野　公一	 PROFILE P.51～

	 玉川大学教授

日 程 日曜日／10:40～12:10
４月 23日 ホルン協奏曲変ホ長調K.417
  聴きどころはカンタービレ～タンギングが問われる～
５月 21日 ホルン協奏曲変ホ長調K.495
  円熟の境地へ～オーボエに負けないように～
６月 18日 ホルン協奏曲変ホ長調K.447
  秀抜である～クラリネットとファゴットの役割～
７月 16日 ホルン協奏曲ニ長調K.412
  無邪気、のびやか、素直～何時ものホルン協奏曲～

受講料 13,200円（全4回）＋教材費1,500円 受講料と一緒に
徴収いたします。

講座番号	037 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

アラブ・イスラーム 
世界の歴史を知る

中東やイスラームはニュースでよく取り上げられていますが、理解さ
れていない部分がまだまだたくさんあります。この講座ではネイティ
ブの視点からアラブ・イスラームについて基礎的な話や、あまり知られ
ていない文化や慣習について触れ、今回はその歴史について詳しくお
話していきたいと思います（後日、詳細をホームページでお知らせしま
す）。講義だけではなく、受講者の皆さんの意見や質問、疑問について、
自由に話し合っていきたいと思います。

	 講 師 	アビール・アル・サマライ
		 （日本名：川上かおり）	 PROFILE P.51～

	 学習院大学講師
	 ハット研究所	所長

日 程 日曜日／10:40～12:10
５月 21日
６月 4日・18日
７月 2日

受講料 13,200円（全4回）

講座番号	036 土曜 日曜 午後
午前

対面講座 Zoom講座
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カウンターテナーが語る
バロック音楽の魅力
J.S.バッハ『マタイ受難曲』

カウンターテナー歌手およびオペラ演出家である講師が、自らの演奏・
演出経験から、バロック声楽作品の魅力を語ります。今期は、J.S.バッ
ハの大傑作である『マタイ受難曲』を取り上げます。名曲揃いの本作品
を、音源などを使用しながらご紹介します。

	 講 師 	彌勒　忠史	 PROFILE P.51～

	 国立音楽大学客員教授
	 声楽家、オペラ演出家

日 程 土曜日／15:00～16:30
５月 20日 第1部：導入～イエスの捕縛まで
  合唱「来たれ、娘たちよ、われと共に嘆け」等
６月 17日 第2部：大審問～引き渡し
  アリア「憐れみたまえ、わが神よ」等
７月 8日 第2部：鞭打ち～墓の封印
  合唱「われら涙流しつつひざまずき」等

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	039 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

オペラの歴史 
その１
バロックからモーツアルトまで

17世紀と共に産声をあげ、現在も新作が生まれ続けているオペラ。こ
のオペラの歴史を、２年がかりでたどります。
第1回の今期は、17－18世紀のオペラの流れを、代表作とともにご紹介
します。

	 講 師 	加藤　浩子	 PROFILE P.51～

	 音楽評論家

日 程 土曜日／13:00～14:30
４月 22日 オペラ誕生からモンテヴェルディまで
５月 13日 イタリアオペラの発展～ヴェネツィアとナポリ
 20日 フランス・バロック・オペラ～リュリとラモー
 27日 18世紀その１ ヘンデルとその周辺
７月 1日 18世紀その２ グルックからモーツァルトへ
 15日 18世紀その３ モーツァルト
   ～18世紀の集大成と19世紀への橋

受講料 19,800円（全6回）

講座番号	038 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

Jazz on Saturday 
afternoon 2023
プロミュージシャンと共にジャズを楽しむ

今やジャズはコンビニから居酒屋まで、潜在的には最もよく聞かれて
いる音楽の一つです。一方、「難解」「敷居が高い」というイメージが多
くの人々を遠ざけているようでもあります。ジャズは酒場の音楽であ
り、コンサートホールの音楽です。この講座ではジャズの成り立ちとそ
の社会背景、現在の在り方を探り、より多くの人々に楽しんで頂くため
のヒントを。そして実際にステージで起こっていることなども交えて
ご紹介します。

	 講 師 	三木　俊雄	 PROFILE P.51～

	 サックス奏者、アレンジャー、コンポーザー、
	 尚美学園大学	音楽表現学科	講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
５月 13日・27日
６月 10日

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	040 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座
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講座番号	042 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 【メキシコ、 
フランス・リヨン＆ブルゴーニュ、台湾】

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、料理と並び、農園（カカオ、バニラ）や遺跡巡りも楽しいメキシコ、フランスのリ
ヨン＋ブルゴーニュ、日本人にも人気の台湾を取り上げ、各地の郷土料理と郷土菓子
を由来とともに解説。それぞれの街やお土産、見どころもご紹介します。また最終回
はレストランを訪問し、授業で得た知識を舌で体験する校外講義を予定しています。

	 講 師 	並木　麻輝子	 PROFILE P.51～

	 料理ジャーナリスト、
	 ヨーロッパ郷土料理・菓子・食文化研究家

日 程 日曜日／13:00～14:30
４月 23日 メキシコの食文化と町案内
５月 21日 リヨン＆ブルゴーニュの食文化と町案内
６月 18日 台湾の食文化と町案内
７月 9日 レストランにてン校外講義

受講料 13,200円（全4回）
＊校外講義に関わる費用は含みません。
＊校外講義の食事代は4,500円前後（サービス料・

飲み物代別）を予定。

受講定員 25名

注意事項 7月9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。

対面講座 Zoom講座

「身体・呼吸・声」の
改善のために
実践メソッドとレクチャー

春講座も、私たちが生きてゆくために必要不可欠な「身体・呼吸・声」を
取り上げます。知っているようで、実は知らない自分の身体とその機
能。レクチャーでは身体と脳のアメージングな働きや能力を解き明か
します。欧米ではメジャーな身体メソッドで、楽にゆっくり動くと、身
体全体が心地よく調整され、深く豊かな呼吸になります。自然な発声や
発語法、姿勢の改善で歌をアップグレード。100歳時代を迎える私たち
がよりよい人生を歩むための講座です。

	 講 師 	青木　美稚子	 PROFILE P.51～

	 ソプラノ歌手
	 フェルデンクライス・メソッド指導者

日 程 日曜日／10:40～12:10
５月 21日
６月 11日・25日
７月 9日

受講料 13,200円（全4回）

講座番号	041 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

イタリアの名詩を
読み解く

1800年代の代表的な詩人ジャコモ・レオパルディ。エルメティズモ派
の詩風を確立したジュゼッペ・ウンガレッティ。三島由紀夫が影響を受
けたガブリエーレ・ダンヌンツィオ。1959年にノーベル文学賞を受賞
したサルヴァトーレ・クァジモド――イタリアの最も名高い詩人たちの
名詩の原文と日本語訳で読み解きながら、イタリア文学の素晴らしい
世界を味わっていく講座となります。

日 程 土曜日／13:00～14:30
６月 24日 レオパルディの『無限』
７月 1日 ウンガレッティの『徹夜』
 8日 ダンヌンツィオの『松林の雨』
 15日 クァジモド『すぐ夜が来る』等

受講料 13,200円（全4回）
教 材 講師が用意する教材を使用します。

注意事項 イタリア語を知らない方もご受講いただけます。

講座番号	043 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

	 講 師 	Diego	Martina	
	 ディエゴ・マルティーナ

	 東京大学講師
PROFILE P.51～

P.39 084「楽しく学ぶみんなのイタリ
ア語 入門」の講座もぜひご覧ください。

New Lecture
New Lecture

New Teacher
New Teacher
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講座番号	045 土曜 日曜 午後
午前

トラベルライター
講座
旅行ガイドブックを作る仕事とは

旅の魅力を伝える仕事、トラベルライター。プランニングから旅程を終
えるまで旅人に寄りそうガイドブックを作る仕事についてレクチャー
します。開講以来、ライターという仕事に興味がある方、ブログやフェ
イスブックなどで自らの旅を発信したい方たちが受講されています。
旅好きが集う本講座で、旅することの楽しさを伝えるトラベルライター
の世界に触れてみませんか。

	 講 師 	富永　直美	 PROFILE P.51～

	 ライター、エディター

日 程 日曜日／13:00～14:30
５月 21日 トラベルライターの仕事を知ろう
  トラベルライターがどのように仕事をしているかをお話しします。

６月 11日 旅行ガイドブックの作り方
  『地球の歩き方 aruco』シリーズを例にガイドブックの作り方についてお話しします。
  最終回に向けて課題（原稿執筆）を出します。

７月 9日 原稿を書いてみよう
  前回出した課題に基づき、受講生が作成した原稿を発表。講師が添削、アドバ 
  イスします。

受講料 9,900円（全3回）対面講座

ニッポンの世界遺産 VS 
世界のスゴイ世界遺産
日本を制覇するか、世界を攻めるか？ 
世界遺産の旅先は？

厳島神社のある廿日市市（広島県）と、あのモン・サン・ミッシェル（フラ
ンス）が観光友好都市なのは、ご存知ですか？ 熊野古道（和歌山県）と
サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路（スペインとフランス）も聖
地巡礼という共通点があります。また、ピラミッドやヴァティカンのサ
ン・ピエトロ大聖堂など、美しい「墓」も注目したい世界遺産。本講座で
は日本と海外のスゴイ世界遺産を紹介。地球の歩き方の取材再開で得
た最新情報もお楽しみに！

	 講 師 	大和田　聡子	 PROFILE P.51～

	 「地球の歩き方」編集担当

	 講 師 	坂井　彰代	 PROFILE P.51～

	 「地球の歩き方」編集担当

日 程 日曜日／10:40～12:10
６月 11日 厳島神社 VS モン・サン・ミッシェルほか
  日本とヨーロッパの世界遺産繋がりとは？ （坂井、大和田）
 25日 日本の古墳 VS サン・ピエトロ大聖堂ほか
  女王様の葬儀模様やピラミッドも！ （坂井、大和田）
７月 9日 今、気軽に行ける日本と海外の世界遺産
  秋に行きたい名世界遺産 （大和田）
受講料 9,900円（全3回）
注意事項 「地球の歩き方」の協賛講座です。講師の取材の都合で講義テーマ

の順番が変わることがあります。

講座番号	044 土曜 日曜 午後
午前

対面講座
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講座番号	047 月曜 午前 午後

おとなのための
漢文入門

『論語』や『史記』などを味わう

漢文は漢字ばかりで取っつきにくいですが、どこか忘れがたい不思議
な魅力があります。この講座では、あの世界にもう一度触れてみたい
と感じている方々を対象として、返り点や送りがな、助字や句法といっ
た訓読の方法をおさらいしながら、『論語』や『史記』などの原文を拾い
読みしていきます。漢文が伝えてくれる古人の深い知恵や生きざまを、
じっくりと読み味わってみましょう。

	 講 師 	円満字　二郎	 PROFILE P.53～

	 フリーライター
	 漢和辞典編集者

日 程 月曜日／10:40～12:10
５月 22日 哲人のことば　～『論語』『老子』を読む～
６月 5日 中国史の名場面　～『史記』の世界～
 19日 雄弁家の機知　～説得のためのたとえ話～
７月 3日 日本の漢詩文を読む　～江戸の学者たち～

受講料 13,200円（全4回）P.15 019「おとなのための漢字学習」
の講座もぜひご覧ください。

Zoom講座

講座番号	046 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。前回に引き続き、歌舞伎に関連する浮世絵を取りあげます。テ
キストを参考 に、江戸時代に生活の中に根付いていた歌舞伎の文化や、
江戸時代から現代まで愛される人気演目を紹介します。浮世絵の色鮮
やかな作品を通じて、歌舞伎の世界を楽しみましょう。

	 講 師 	藤澤　茜	 PROFILE P.53～

	 神奈川大学准教授

日 程 金曜日／13:00～14:30
５月 12日 団扇や双六ー暮らしに根付いた歌舞伎
 26日 東海道四谷怪談の魅力
６月 9日 白浪五人男と名ぜりふ

受講料 9,900円（全3回）
テキスト 『歌舞伎江戸百景	浮世絵で読む芝居見物ことはじめ』藤澤茜著	

（小学館）2022年	2,420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。）Zoom講座

講座番号	048 木曜 午前 午後

箏（コト）の調べを聴き、
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.53～

	 箏曲家
日 程 木曜日／13:00～14:30

５月 18日 コトのおこり　中国からの箏の伝来　平安貴族文化
６月 1日 俗箏のおこり　江戸の盲人文化　六段の謎
 15日 西洋文化との出会い　宮城道雄「春の海」　現代の箏

受講料 9,900円（全3回）

Zoom講座
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食による
新しい子育て学
フードコンシャスネス（味わい）教育の実践

フードコンシャスネス教育は、これまでの食教育と異なります。食
（フード）を積極的に意識する（コンシャスネス）という新たな視座に基
づいて構築されたのがフードコンシャスネス教育です。「食べるもの」

「食べること」「食べかた」を感じ、考えることで、子ども達の食に対す
る五感を耕し、こころを育み、生きる力、考える力、文化や未来を創造
する力を育む教育です。その特徴は正解を求めない教育、価値観を押し
つけない教育です。つまり自らの五感を研ぎ澄まし、それらをフルに活
用して感じ、考える、学ぶ人の主体性を尊重した教育です。

	 講 師 	品川　明	 PROFILE P.53～

	 学習院女子大学教授 日 程 火曜日／10:40～12:10
５月 23日 食べるものとは何か？ 感性を育てる
  ～五感の役割を自覚する
６月 13日 味わうことと味を感じるわけ～基本味と日本の味
７月 4日 おいしさとは？～自分の嗜好性と他者の嗜好性

受講料 9,900円（全3回）＋教材・発送費800円
（受講料と一緒に徴収いたします。）Zoom講座

New Lecture
New Lecture

アロマテラピーの世界
とその効果・効能に
ついて

良い香りは、私たちの生活に潤いを与えてくれます。アロマテラピー
は、近年、健康の維持・増進や認知症予防に対する可能性などで注目さ
れている分野でもあります。本講座では、そもそもアロマテラピーとは
何なのか、私たちの身体にどのように影響を与えているのかというと
ころから、現在注目されている研究まで、日常生活に取り入れたくなる
ようなアロマテラピーの世界をお届けいたします。

	 講 師 	竹内　由希子	 PROFILE P.53～

	 AEAJ認定アロマセラピスト
	 AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

日 程 水曜日／10:40～12:10
６月 7日・21日

受講料 6,600円（全2回）
注意事項 こちらの講座は、2022年秋講座と同じ内容です。

講座番号	051 水曜 午前 午後

Zoom講座

講座番号	049 火曜 午前 午後

「やりたいこと」を見つける 
自己分析ノート
就活・転職に向けて

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

	 講 師 	能勢　邦子	 PROFILE P.53～

	 コンテンツディレクター
	 『an・an』元編集長

日 程 火曜日／10:40～12:10
7月 4日 自分自身の棚卸しをする
 18日 自己PRの言葉を磨く

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

＊新しいノート１冊と筆記用具をご用意ください。
＊昨年の春講座と同じ内容です。Zoom講座
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講座番号	052 月曜 午前 午後

はじめての 
クラシック♪
～オーケストラと作曲家の素顔を入り口に～

クラシックは退屈でつまらない?! そんなことはありません! 個性豊か
な音楽家が集まって一つの曲を奏でる「オーケストラ」クラシック音
楽、オーケストラ公演の楽しみ方とともに、作曲家・ラフマニノフの素
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（ラフマニノフ:交響曲第2番）まで含め
た、クラシック音楽の世界へ誘う全2回の講座です。各回で予定してい
る生演奏は東京交響楽団の奏者がお届けします。

	 講 師 	佐藤　雄己	 PROFILE P.53～

	 公益財団法人東京交響楽団
日 程 月曜日／10:40～12:10

６月 19日 オーケストラ ～生演奏と舞台裏のリアル～
７月 10日 多才な音楽家・ラフマニノフと交響曲第2番

受講料 6,600円（全2回）
注意事項 ＊1回目はヴァイオリン奏者による短い1曲をLIVE演奏にてお届

けする予定ですが、やむを得ない事情によりヴァイオリンから
ヴィオラなどに変更となる場合がございます。

＊使用テキストの無断転載等は固くお断りいたします。Zoom講座

講座番号	053 水曜 午前 午後

教養としての 
キリスト教
神父と牧師はどう違う？

この講座ではキリスト教の基本を学びます。まず、ユダヤ教・キリスト教・
イスラム教の比較から始め、キリスト教三大教派のカトリック・プロテス
タント・東方正教会の違いを見ながら、メシア、三位一体、十字架などキ
リスト教のキーワードをおさえていきます。最後にクリスマスやイース
ターなどの教会暦について学びます。ところで、クリスマスは12日間あ
るって知ってましたか？ でもそれは現在の話です。初期の教会ではクリ
スマスは祝われていませんでした。なぜでしょう？（答えは講座の中で。）

	 講 師 	水谷　利美	 PROFILE P.53～

	 元学習院大学講師
日 程 水曜日／10:40～12:10

５月 17日 ユダヤ教・キリスト教・イスラム教
 31日 キリスト教キーワード
６月 14日 教会暦

受講料 9,900円（全3回）
Zoom講座

P.37 078「英語で楽しむ『赤毛のアン』」
の講座もぜひご覧ください。

講座番号	054 火曜 午前 午後

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。発音や基礎
的な文法を学びますので、どなたでもお気軽にお申し込みできます。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、
観光地などをご紹介します。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.53～
	 サリー・バタン

	 学習院大学講師
	 元NHKワールドアナウンサー

日 程 火曜日／10:40～12:10
５月 16日・23日・30日
６月 13日・20日・27日
７月 11日・18日

受講料 26,400円（全8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。）

Zoom講座

P.40 086「ネイティブ講師と気軽に学ぶス
ペイン語（中級）」の講座もぜひご覧ください。 講座番号 T01 	トライアル無料Zoom講座（15分）	5月7日（日）	10:30～10:45（p.41参照）
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自分を見つめる

対面講座

選択と意思決定
の心理
人間の選択は合理的か？

私たちは日々、さまざまな選択や意思決定を行っています。進路や職業
などの重大な決定もあれば、商品の購入のような日常的な選択もあり
ます。決定の際には、必要な情報に基づき、よく考えて選んでいるつも
りですが、実は些細な環境要因や情報の形式に左右され、偏った判断を
することが多々あります。これは近年、行動経済学で注目されています
が、心理学では以前からよく知られた現象です。本講座では日常場面を
例にして、人間の選択の特徴について考えます。

	 講 師 	外山　みどり	 PROFILE P.53～

	 学習院大学名誉教授
日 程 土曜日／13:00～14:30

６月 3日 迷い・決定・後悔
 17日 直観と熟慮
７月 1日 選択を左右する要因

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	055 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，学習院初等科の道徳，国語，算数，英語の観点
から迫ります。より良い子育てのヒントにしていただくことを願って
進めていきたいと考えています。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.53～
	 学習院初等科長
	 講 師 	 田中　聡子	 PROFILE P.53～
	 学習院初等科英語科教諭	国際交流主管

	 講 師 	 梅田　芳樹	 PROFILE P.53～
	 学習院初等科国語科教諭

日 程 土曜日／13:00～14:30
５月 20日 学習院の歴史から学ぶ道徳 (大澤隆之）
６月 10日 低学年の算数教育 (大澤隆之）
 24日 ９歳までの英語教育 (田中聡子）
７月 8日 聞く子どもを育む （梅田芳樹）

受講料 13,200円（全4回）
Zoom講座

講座番号	056 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

「空」の心を知る
禅の智慧に学ぶ

スマートフォン、インターネット、ＳＮＳなどによって、私達の生活は
一面とても便利になりました。しかしいくら便利になっても、肝心の私
たちの心はどうでしょうか。情報が多い故に不安になり、心かき乱され
る事も多いのではないでしょうか。そんな時、静かに坐って、呼吸を調
え、心を調える方法を学んでみませんか。

	 講 師 	平井　正修	 PROFILE P.53～

	 臨済宗国泰寺派	全生庵住職
	 日本大学客員教授

日 程 土曜日／15:00～16:30
５月 20日
６月 17日

受講料 6,600円（全2回）

講座番号	057 土曜 日曜 午後
午前
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対面講座

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.53～

	 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
５月 14日・21日・28日
６月 4日・11日・18日・25日
７月 2日

受講料 26,400円（全8回）

講座番号	058 土曜 日曜 午後
午前

講座番号	059 土曜 日曜 午後
午前

自己肯定感を
高める
ありのままの自分を認める

自己肯定感とは、「ありのままの自分を認められる感覚」のことをいい
ます。自己肯定感が高い人は自分を信じることができ、気分が安定して
いると言われます。自分のことが好きと言う方も、なかなか好きになれ
ないという方も、この講座で自己肯定感について学んでみませんか。今
よりもきっと肩の力が抜けて、気持ちが軽くなると思います。

	 講 師 	内海　仲子	 PROFILE P.53～

	 シニア産業カウンセラー
日 程 日曜日／13:00～14:30

５月 21日 自己肯定感が高まらない理由
６月 4日 陥りやすい認知の傾向を知る
 18日 複数の視点をもつ

受講料 9,900円（全3回）

対面講座

講座番号	060 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.53～

	 株式会社Lay代表取締役
日 程 日曜日／10:40～12:10

５月 28日 マインドフルネスの基礎
６月 18日 自分らしさとは何か
７月 9日 幸せを感じる心を育む

受講料 9,900円（全3回）



30

自
分
を
見
つ
め
る

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

近年、産業界をあげてデジタルトランスフォーメーション（DX）への取り組みが進んでいま
すが、わが国の小売業は欧米や、今や一部の新興国に比べても大きく遅れをとっています。

本アカデミーでは、CIO（Chief Information Officer）や次期CIO候補などを対象として、
1泊2日の宿泊研修を含む5日間の集中研修を行います。各界を代表する講師陣による密度の濃
いディスカッション形式で、DXの基礎知識を習得できる絶好の機会です。

開催
概要

日　程 2023年5月13日（土）・27日（土）、6月10日（土）・16日（金）・17日（土） の5日間

対象者 IT、情報に携わる役員（CIO）または役員候補

講師例 伊藤　元重（東京大学 名誉教授）
 河合亜矢子（学習院大学 経済学部 教授）
 滝澤　美帆（学習院大学 経済学部 教授）　他

お問い合わせ・お申し込み方法：日本小売業協会ホームページから

https://www.japan-retail.or.jp

コロナ禍によりお休みしていた講座が春講座からスタートします！

講座番号	005 土曜 日曜 午後
午前

異形（いぎょう）の 
聖と俗

	 講 師 	加藤　紫識	 PROFILE P.50～

	 和洋女子大学全学教育センター
	 特任教授

対面講座

復 活
講 座

P.10参照

対面講座

桂離宮を題材に、 
建築デザインを 
学びませんか？
	 講 師 	小倉　薫雄	 PROFILE P.54～

	 建築家

講座番号	075 土曜 日曜 午後
午前

P.35参照

講座番号	013 土曜 日曜 午後
午前

短歌を読む・作る
日々の短歌

	 講 師 	佐伯　裕子	 PROFILE P.50～

	 歌人

対面講座

P.13参照

歴史をみる眼
－イギリスの歴史から 

「国家と宗教」の問題を考える

	 講 師 	湯沢　威	 PROFILE P.51～

	 学習院大学名誉教授

講座番号	023 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

P.17参照

モーツァルトの 
ホルン協奏曲を聴く
～ホルンの魅力を引き出せ～

	 講 師 	網野　公一	 PROFILE P.51～

	 玉川大学教授

講座番号	037 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

P.21参照

対面講座

朗読を楽しむ

	 講 師 	岡部　達昭	 PROFILE P.53～

	 元NHKアナウンサー

講座番号	058 土曜 日曜 午後
午前

P.29参照

この講座は、前期冬講座から
スタートしています。
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講座番号	063 土曜 日曜 午後
午前

紅茶の魅力
ワンランク上の紅茶のある
暮らしを楽しむために

紅茶は世界中で最も多くの人々に飲まれているヘルシーな嗜好飲料で
す。皆さんはどのような紅茶がお好きですか？ 紅茶の知識を深めて、
生産地の気候風土や製造工程によって生まれる特色のある香りや味わ
いを知れば、きっとお気に入りの紅茶が見つかります。美味しく淹れた
紅茶で素敵なティータイムを楽しみましょう。オプションとして、紅茶
会社のサロンで各地の紅茶をテイスティングして、ティータイムを楽
しんでいただく企画があります。開講初日にご案内いたします。

	 講 師 	太田　ますみ	 PROFILE P.54～

	 日本紅茶協会認定
	 シニアティーインストラクター

日 程 日曜日／10:40～12:10
５月 21日 知識を深めて紅茶を知る
６月 4日 美味しいいれ方を極める（ホットティー・アイスティー）
 18日 生産地を知る①～インド、スリランカ
７月 2日 生産地を知る②～ケニア、インドネシア、中国など

受講料 13,200円（全4回）
注意事項 オプション企画の開催場所は田園調布で、日程は7月9日（日）10:30

～12:00の予定です。別途費用は4,000円お支払いいただきます。対面講座

講座番号	062 土曜 日曜 午後
午前

茶の湯の世界へ 
ようこそ
～不思議な茶の湯編～
気軽に茶の湯“楽”

「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？ そんな方にこそ聞いていただきたい内容で
す。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.54～

	 遠州流茶道教授

日 程 日曜日／13:00～14:30
５月 14日 不思議な茶の湯　その一
  お茶碗を回す、お点法の動き、様々な不思議について
７月 9日 不思議な茶の湯　その二
  茶の湯の一年、夏は涼しく冬温かく

受講料 6,600円（全2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

購入希望の方は遠州茶道宗家事務局へお電話（0332603551）、もしくはメール 
（mailto:mousikomi_01@enshuryu.com）へ購入希望の旨ご連絡ください。

Zoom講座

暮らしを豊かに

講座番号	061 土曜 日曜 午後
午前

小笠原流礼法と
日本の文化を楽しく学ぶ
白虎の巻
古典礼法から現代マナーまで

古来より日本の公式の礼法とされてきた小笠原流礼法。その神髄とは「相
手をおもいやること」。実は、現代の人付き合いの基本はそこにあります。
本講座では、この日本で最も正式とされる作法を、現代マナーや日本の各
種文化を含め、楽しいお話を通して理解し身につけることができます。今
回の「白虎の巻」に続き、次回「玄武の巻」「青龍の巻」「朱雀の巻」と順次、
講座を進めていきます。どの巻から受講を始めていただいても大丈夫で
す。修了者には小笠原流礼法宗家が認証する免許状の授与も可能です。

	 講 師 	柴崎　直人	 PROFILE P.54～

	 小笠原流礼法総師範
	 岐阜大学大学院准教授
	 学習院大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
4月 22日 視線の作法
5月 13日 観劇の作法
 27日 各国料理の作法
6月 3日 抹茶の作法〔いただく〕

6月 17日 着物文化の基本知識
7月 1日 プロトコル中級〔座席・パーティー〕
 15日 通信の作法〔メール・ネット・手紙〕

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

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

シニアライフを
設計しよう！
老後を楽しく暮らすための生活術

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

	 講 師 	落合　和雄	 PROFILE P.54～

	 税理士
	 ファイナンシャルプランナー
	 中小企業診断士

日 程 日曜日／13:00～14:30
5月 28日 楽しい老後を過ごすための障害と対策
6月 11日 老後の生活設計　老後資金はいくらあれば良いか？
 25日 資金不足をカバーするための資産活用

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	066 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

腕時計文化論
2023
2023年の新作の傾向から、 
腕時計の文化を考える

腕時計の世界が非常にヒートアップしています。機械式腕時計は過去
最大のブームとなり、人気ブランドの高級スポーツウォッチは世界的
に入手困難な状況です。そのような世相でも浮足立つことなく、大学教
授で腕時計ジャーナリストの講師が、3月末から開催される世界的見本
市の情報を分析し、日本と世界の腕時計の状況を解説します。腕時計の
現在と未来を、文化の視点から考える講座です。初心者から業界のプロ
まで、どなたも歓迎します。

	 講 師 	並木　浩一	 PROFILE P.54～

	 桐蔭横浜大学教授
	 時計ジャーナリスト

日 程 土曜日／15:00～16:30
６月 3日 腕時計の最前線
  Watches & Wondersの新作を軸に
 17日 パテック フィリップ展を機に考える、腕時計の文化論
７月 1日 いま腕時計の世界で起きていること
  愛好家の行動規範

受講料 9,900円（全3回）

講座番号	064 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

楽しむための自転車学 
2023夏
楽しく自転車に乗れば、 
健康もエコもあとからついてくる

2023年はいろんな意味で自転車の年です。ヘルメットの努力義務化、進む物価高、
レジャーの多様化、旅の楽しみ、もうダブルエコ（環境と経済性）に、健康に、自転車
に乗るしかありません。ママチャリでもOKだけど、クロスバイクやロードも楽し
い。またナショナルサイクルルートも着々と整備され、しまなみ以外にも、日本各
地に魅力的なサイクリングロードができました。各地に自転車レーンも敷かれ、い
よいよ時代の風は自転車に吹いてきています。今こそ自転車が楽しめる絶好の機
会。でもその自転車を生活やレジャーに十全に活かすためには、ちょっとしたコツ
があります。そのコツを本講座でどうぞ。自転車博士の疋田智が伝授いたします。

	 講 師 	疋田　智	 PROFILE P.54～

	 NPO自転車活用推進研究会理事・
	 博士（環境情報学）

日 程 土曜日／15:00～16:30
５月 20日 ヘルメットに赤色フラッシャー、安全運転のちょっと

したコツとは？
６月 3日 シドニー、北京、ケープタウン、海外の自転車事情
 17日 グラベルにフォールディングにシェアサイクル、こん

なに変わった自転車最前線とは？
７月 1日 災害や高齢化の前に手をつけよう、有り得べき自転車

政策とは？

受講料 13,200円（全4回）

講座番号	065 土曜 日曜 午後
午前
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講座番号	068 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.54～

	 画家、芸術学博士
日 程 5月22日（月）～5月28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・冬期に開催された講座と同

じ内容です。オンデマンド講座

講座番号	069 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 －前編－

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

	 講 師 	池田　真理子	 PROFILE P.54～

	 画家、芸術学博士
日 程 6月5日（月）～6月11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・冬期に開催された講座と同じ内容です。

オンデマンド講座

講座番号	067 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.54～

	 画家、芸術学博士
日 程 日曜日／13:00～14:30

５月 14日 描画技法基礎
 28日 描画技法応用
６月 11日 彩色技法基礎
 25日 彩色技法応用
７月 16日 題材設定

受講料 16,500円（全5回） 受講定員 15名対面講座
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講座番号	071 土曜 日曜 午後
午前

株式投資
完全パック

この講座では、インフレ時代の負けない株式投資について、初歩レベル
から学習します。講座開講以来、10年以上にわたり人気のクラスで、基
本から銘柄研究のヒントまで幅広く学習できる欲張りの講座です。ア
フターコロナの中、時代の変化を敏感にとらえ、新しい株式投資のコツ
を紹介します。対象は、初心者から、『学び直しの経験者』まで。

	 講 師 	坂田　善種	 PROFILE P.54～

	 ファイナンシャルプランナー
日 程 日曜日／10:40～12:10

５月 14日 株式投資の基本
６月 11日 インフレ時代の株式投資（1）
７月 9日 インフレ時代の株式投資（2）

受講料 9,900円（全3回）
071～ 074
4講座紹介動画

対面講座

講座番号	072 土曜 日曜 午後
午前

株式投資
大化け業界研究

この講座では、社会の変化に合わせて、変身・変貌する業界を先取り発
掘します。業界規模や会社ごとの売上や利益が掲載された、株式投資家
の副読本的存在の情報誌である、『2023年業界地図』（東洋経済新報社
発行）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回で大化けする業界を発掘するヒントをお話します。対
象は、投資歴2年程度以上。

	 講 師 	坂田　善種	 PROFILE P.54～

	 ファイナンシャルプランナー
日 程 土曜日／13:00～14:30

４月 22日 過去の大化け業界
５月 27日 今、大化け中の業界と会社
６月 24日 これから大化けしそうな業界

受講料 9,900円（全3回）
注意事項 各自で『2023年業界地図』（東洋経済新報社発行）をご用意ください。対面講座

講座番号	070 月～日曜 午後
午前

ボタニカルアート
講座・実践編 ③
ツチアケビの制作工程 －後編－

この動画は、ツチアケビの制作工程の後編です。生態を説明するための
部位や、季節ごとの成長過程を段階的に作品に加えていきます。異なる
モチーフを組み合わせる際のポイントをご覧ください。制作の基とな
る植物の観察方法、劣化の早い花の描き進め方なども併せてご紹介し
ます。

	 講 師 	池田　真理子	 PROFILE P.54～

	 画家、芸術学博士
日 程 6月19日（月）～6月25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。

オンデマンド講座

New Lecture
New Lecture
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講座番号	073 月～日曜 午後
午前

	 講 師 	坂田　善種	 PROFILE P.54～

	 ファイナンシャルプランナー

※2022年秋・冬期に開催された講座と同じ
内容です。

３万円でデビュー
できるアメリカ株
入門編

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、ズバリ3万円以下です。わずか3時間で初歩レベル
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、安心して、ご受講ください。

日 程 6月26日（月）～7月2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	074 月～日曜 午後
午前

	 講 師 	坂田　善種	 PROFILE P.54～

	 ファイナンシャルプランナー

株式投資
アメリカ株初級

この講座では、代表する会社を各5分程度で、要領よく紹介します。
会社概要、特徴や今後の成長性を紹介します。
アメリカ株入門編を修了した方、または経験者向け。

日 程 7月3日（月）～7月9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．ダウ30社の徹底研究
２．GAFAMを超えそうな話題の5社

受講料 6,600円（全2回）
オンデマンド講座

New Lecture
New Lecture

対面講座

桂離宮を題材に、 
建築デザインを 
学びませんか？

日本の建築デザインの粋である「桂離宮」を題材にして建築の中に秘め
られたメッセージを紐解いていきます。それを通して「デザイン」の楽
しさ、素晴らしさ、力強さを感じていただければと思います。受講後に
は、道すがらの建築群が全く違って見えてくるかもしれません。

	 講 師 	小倉　薫雄	 PROFILE P.54～

	 建築家
日 程 土曜日／15:00～16:30

５月 27日
６月 17日

受講料 6,600円（全2回）

講座番号	075 土曜 日曜 午後
午前
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裁判所入門
裁判所のことを 
分かりやすく教えます

皆さんは、「裁判所」というとどのようなイメージをお持ちでしょう
か？ 「入ると怖いのではないか」「普段めったに入るところではない」

「敷居が高いのでは」と思われている方々がほとんどだと思います。し
かし、私たちの生活には欠かすことの出来ない場所であることもお分
かりのはずです。この講座では、世間の人には知られていない裁判所の
姿について分かりやすく解説します。

	 講 師 	草野　芳郎	 PROFILE P.54～

	 前学習院大学教授、元裁判官
	 現弁護士

日 程 土曜日／15:00～16:30
５月 27日 最高裁、高裁、地裁、家裁、簡裁の裁判所
６月 10日 裁判官、書記官、調査官、事務官などの職員
 24日 民事、刑事、家事、少年などの各種の裁判

受講料 9,900円（全3回）

対面講座

講座番号	076 土曜 日曜 午後
午前

春期からの新しい講座（講師）です。New Teacher
New Teacher

New Lecture
New Lecture

P.10参照 P.21参照

講座番号	004
武士と朝廷の
歴史物語
－『平家物語』の読み方－

	 講 師 	兵藤　裕己	 PROFILE P.50～

	 学習院大学名誉教授

対面講座

シルクロード再発見
新しい視点から 
シルクロードの魅力に迫る

	 講 師 	井上　隆史	 PROFILE P.51～

	 元	東京藝術大学特任教授
	 元	NHKプロデューサー

講座番号	035

対面講座
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講座番号	079 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.55～

	 LLI井上語学研究所	所長
日 程 土曜日／15:00～16:30

５月 27日 経済　金融緩和問題　　　（英－日）
６月 10日 環境　食糧とエネルギー　（日－英）
 24日 医学　全体医療　　　　　（英－日）
７月 8日 言語　日本語力と英語力　（日－英）

受講料 13,200円（全4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	077 土曜 日曜 午後
午前

映画と英語で楽しむ
シェイクスピアⅩⅩⅩⅤ

『シンベリン』（後半）鑑賞

今学期は『シンベリン』の後半から終幕までを鑑賞します。前半でポス
チュマスが最愛の妻イモジェンを自慢したばかりに、ヤーキモの術策に
はまり、妻の不貞を信じ自暴自棄に。そうとは知らず追放された夫に会い
たい一心で、男装までして夫探しの旅に出るイモジェン……。もつれた
男女の愛がいかにして元のさやに収まるのか、シェイクスピア作品中、最
も美しい詩のセリフを英語とBBCの映像で楽しみましょう。後半から新
規ご参加の場合もまったく心配ご無用です。You are very welcome!

	 講 師 	古庄　信	 PROFILE P.55～

	 学習院女子大学教授

日 程 土曜日／13:00～14:30
５月 20日 ３幕４場～５場
 27日 ３幕６場～４幕１場
６月 3日 ４幕２場

６月 10日 ４幕３場～５幕３場
 17日 ５幕４場
 24日 ５幕５場

受講料 19,800円（全6回）
テキスト 講座指定テキスト（英語版・日本語翻訳付き、送料込み）1,500円

（受講料と一緒に徴収いたします。）
＊秋講座『シンベリン』（前半）を受講された方はテキスト購入の必要はございません。

注意事項 ５月27日（土）に予定されております英国劇団公演の都合により、講座が1週
延長され最終回が7月1日になる場合がございます。公演実施確定の際は、早
期に受講生の皆様にもご連絡を差し上げ、観劇にもご招待いたします。

対面講座

講座番号	078 土曜 日曜 午後
午前

英語で楽しむ 
『赤毛のアン』

出版から115年を迎え、今なお人気を誇る『赤毛のアン』。児童書と侮る
ことなかれ、原文はモンゴメリ特有の装飾的な文体で書かれ、読み応え
充分です。英文を読むコツをおさえつつ、時代背景や、登場人物の心の
機微にまで触れながら、1～2章ずつ読み進めていきます。継続の講座
ですが、今期からの受講でも全く問題ありません。アンが様々な経験を
通して成長する姿を描く名作を原文で堪能しながら、ご一緒にアンの
魅力を探りましょう。

	 講 師 	水谷　利美	 PROFILE P.55～

	 元学習院大学講師

日 程 土曜日／13:00～14:30
５月 13日 Chapters 23 & 24
 27日 Chapter 25
６月 10日 Chapters 26 & 27
 24日 Chapter 28
７月 8日 Chapter 29
 22日 Chapter 30

受講料 19,800円（全6回）
教 材 講師が用意する教材を使用します。

Zoom講座

P.27 053「教養としてのキリスト教」の
講座もぜひご覧ください。
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講座番号	080 土曜 日曜 午後
午前

British English 
Language and 
Culture
パディントン（映画）

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、実
際に英語で会話しながら学びます。今回は、映画「パディントン」を題材に取り上
げます。マイケル・ボンドが生み出したキャラクター「パディントンベア」の物語を
基にした、現代のロンドンを舞台に描かれる映画で、イギリス英語と文化のテキス
トとして最適です。映画に出てくる典型的なイギリスの単語やフレーズの使い方
を学び、イギリス文化や日常生活に関する英語表現について学びます。リラック
スしたクラスで、愉快に英語で会話しながら、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.55～

日 程 土曜日／13:00～14:30
５月 13日・20日
６月 3日・17日・24日
７月 8日・15日

受講料 23,100円（全7回） 受講定員 18名
教 材 レッスンテキストは「パディントン（映画）」の脚本を配布します。対面講座

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.55～

	 明星大学講師

日 程 日曜日／10:40～12:10
５月 14日 疑似ショッピング
 21日 楽しみな週末
 28日 地下街散策

６月 4日 相手を喜ばす
 11日 ていねいに頼みごとをする
 18日 手を貸してあげる
 25日 美術館トーク

受講料 23,100円（全7回）＋教材費700円（プリント一式）
（受講料と一緒に徴収いたします。）

受講定員 18名対面講座

講座番号	081 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.55～

	 明星大学講師

対面講座

講座番号	082 土曜 日曜 午後
午前

日 程 日曜日／13:00～14:30
５月 14日 自己紹介でちょっと工夫
 21日 相手にあれこれと尋ねる
 28日 場所をきっちりと説明

６月 4日 「もしも～なら」で会話を盛り上げる
 11日 どうやって行くか？ どのくらいかかるか？
 18日 相談する・相談に乗ってあげる
 25日 訪れたい都市や国

受講料 23,100円（全7回）＋教材費700円（プリント一式）
（受講料と一緒に徴収いたします。）

受講定員 18名
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講座番号	085 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）④
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.55～
	 元	天理大学教授

日 程 土曜日／13:00～14:30
５月 13日・27日
６月 3日・10日・17日・24日
７月 1日・8日

受講料 26,400円（全8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
ご用意いただくか、さくらアカデミーまでお問合せください）

対面講座

講座番号	083 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

フランス語がまったく初めての方向けのクラスです。ABCからゆっ
くり、ゆっくり進みます。どなたにも無理なくためしていただけます。 
フランス語を学び始めると、街中でフランス語の単語が目についたり、
耳に入ってきてうれしくなることがあります。そういう時がさらにフ
ランスとフランス語に親しむ好機です。ご一緒に勉強を始めてみませ
んか。

	 講 師 	西　陽子	 PROFILE P.55～

	 学習院大学講師
日 程 土曜日／13:00～14:30

５月 13日・20日・27日
６月 3日・17日・24日
７月 1日

受講料 23,100円（全7回）
受講定員 18名対面講座

講座番号	084 土曜 日曜 午後
午前

楽しく学ぶみんなの
イタリア語 入門
～南イタリア・プーリア州を旅しよう～

やさしい教材を使って、楽しみながら、簡単なイタリア語会話ができる
ようになることを目指します。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.55～

日 程 土曜日／13:00～14:30
５月 13日・20日・27日
６月 3日・10日・17日

受講料 19,800円（全6回） 受講定員 18名
教 材 講師が用意する教材を使用します。

Zoom講座

P.23 043「イタリアの名詩を読み解く」
の講座もぜひご覧ください。

New Teacher
New Teacher

New Lecture
New Lecture
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講座番号	087 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  
初級

ロシア語は国連で用いられている公用語のひとつです。この講座では、
講師監修のテキストを元に基本的発音からスタートします。そして簡
単な挨拶の表現や、日ごろ使われるロシア語の独特な表現を身に付け
ます。また、基礎的な初歩文法を学び、教科書を使用して、コミュニケー
ションに欠かせない基本的な日常会話を習得していきます。

	 講 師 	IURII	KLOCHKOV
	 ユーリー・クロチコフ

	 学習院大学講師、早稲田大学講師
PROFILE P.55～

日 程 日曜日／10:40～12:10
５月 14日・21日・28日
６月 4日・18日・25日
７月 2日・9日

受講料 26,400円（全8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

New Lecture
New Lecture

講座番号	088 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  
中級

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、
ロシア語初級を以前に勉強した方を対象としています。以前に学習し
た発音、文法、会話の復習とともに初級テキストに続き、新しい文法の
学習を行います。同時に会話の練習を行います。さらに、ロシア人の習
慣，文化、社会に触れていきます。

	 講 師 	IURII	KLOCHKOV
	 ユーリー・クロチコフ

	 学習院大学講師、早稲田大学講師
PROFILE P.55～

日 程 日曜日／13:00～14:30
５月 14日・21日・28日
６月 4日・18日・25日
７月 2日・9日

受講料 26,400円（全8回） 受講定員 18名
教 材 講師が用意する教材を使用します。対面講座

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
では関係代名詞の使い方や接続法などを学びます。毎回、スペイン語で
自由に話したり、さまざまなトピックスをディスカッションします。ま
た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、観光地などをご紹介します。

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

	 学習院大学講師
	 元NHKワールドアナウンサー

日 程 土曜日／13:00～14:30
５月 13日・20日・27日
６月 3日・10日・17日・24日
７月 1日・8日・15日

受講料 33,000円（全10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。）

講座番号	086 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

P.27 054「ネイティブ講師と気軽に学ぶス
ペイン語（入門）」の講座もぜひご覧ください。
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韓国語　超入門
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
５月 14日・21日・28日
６月 11日・25日
７月 9日

受講料 19,800円（全6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.55～
	 ウィー・ソンジュン

	 学習院大学講師

講座番号	089 土曜 日曜 午後
午前

対面講座

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（お会いできて嬉しい）！ 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.55～
	 ウィー・ソンジュン

	 学習院大学講師

日 程 土曜日／17:00～18:30
５月 20日・27日
６月 3日・17日
７月 1日・15日・22日

受講料 23,100円（全7回）
テキスト 『New!	韓国語＆会話』（右文書院）1,980円

（テキスト代は受講料に含まれておりません。テキストのお問い合
わせは、上記講座番号 089  と同様です。）

講座番号	090 土曜 日曜 午後
午前

Zoom講座

New Lecture
New Lecture

語学のレベルの確認や講座の進め方を知るためのお試し用の講座です。
講座番号 講　座　名 左記講座番号 頁数 日	程 時　間

T01 ネイティブ講師と気軽に学ぶスペイン語
（入門） 054 27 5月7日（日） 10:30～10:45

トライアル（スペイン語）無料Zoom講座	（15分）講座番号	T01
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資格・検定対策講座および英語講座の内容を理解していただくために、講座ガイ
ダンスをZoomで実施致します。カリキュラムやテキストの内容、資格を取得する
目的、試験のスコアアップ法などについて説明しますので奮ってご参加ください。

■	春期講座“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

091 TOEIC®L&R500点達成WEB講座
4月18日（火）

18:30～19:00 834 7424 2219 592386
4月21日（金）

092
093
094

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

4月17日（月）

18:00～18:30 820 9507 9692 sakura4月18日（火）

4月20日（木）

096 宅建士総合WEB講座
4月10日（月）

18:30～19:30
929 7457 6150 912127

4月13日（木） 997 9032 2645 193271

097
099
101

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

4月25日（火）
12:20～12:50

953 5763 2827 6A1PQk

17:00～17:30

098
100
102

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

5月22日（月）
12:20～12:50

17:00～17:30

103
105

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

4月26日（水）
12:20～12:50

17:00～17:30

104
106

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

5月23日（火）
12:20～12:50

17:00～17:30

107 ITパスポート資格取得対策WEB講座 4月27日（木）
12:20～12:50

17:00～17:30

108 医療事務WEB講座 4月19日（水） 13:00～13:30 893 9582 9249 881250

109 マナー・プロトコール検定対策WEB講座

4月27日（木） 12:15～12:45 813 2145 6366 625586

5月11日（木）
18:00～18:30

868 8873 1316 760266

5月22日（月） 886 6932 9429 249548

■	春期講座“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

097
099
101

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

4月18日（火）

12:30～12:45
学習院大学目白キャンパス

西2-301教室

4月19日（水）

4月20日（木）

4月24日（月）

4月28日（金）

098
100
102

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

5月16日（火）

12：30～12：45
学習院大学目白キャンパス

西2-302教室

5月17日（水）

5月18日（木）

5月19日（金）

5月22日（月）

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

講座ガイダンス
P.42参照

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。今回の春講座も、ご自宅に居ながら受講可能なWEB（ZOOM、オンデ
マンド）による講座の配信をいたします。
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キャリアアップ・スキルアップ

TOEIC®L&R 600点達成の早道は基本文法の体系的な理解、語彙力の
増強、そして、パート別の戦略に合わせた解答法を身につけることで
す。加えて、自分の知識や理解で【解ける問題】を確実に解答する事が
重要です。問題の難易度を見極める方法を学んで、試験時間を最大限に
活かして目標スコアを達成しましょう！ 公式問題集はTEST１のみを
活用し、演習・解説を行い、TEST２は自己学習として講座で学習したこ
とを実践してください。
※解説はPowerPointによる画面共有にて行います。

【対象：TOEIC®470点～600点程度の方】

	 講 師 	OTC講師
	受講定員 	20名（最少催行人数8名）

日 程 月曜日／18:30～20:30（全10回+TOEIC®IP（オンライン））
５月 8日・15日・22日・29日
６月 5日・12日・19日・26日
７月 3日・10日

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

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

注意事項 TOEIC®L&R IPテスト（オンライン）
受験料は受講料に含まれています。
7月10日～17日のご都合の良い時間に受験できます。（設問90問 
約1時間）

ZOOM講座

講座ガイダンス
P.42参照

講座ガイダンス動画

講座紹介短編動画

講座番号	092 月曜 夜間

TOEIC®L&R
600点達成
WEB講座
テスト対策力を強化して 
次のステップへ挑もう！

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

【対象：TOEIC®400点～500点程度の方、英検2級程度の方】

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

日 程 木曜日／18:30～20:30（全9回+TOEIC®IP（オンライン））
５月 11日・18日・25日
６月 1日・8日・15日・22日・29日
７月 6日

受講料 31,900円＋テキスト・送料	3,670円
（受講料と一緒に徴収いたします。）

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

注意事項 TOEIC®L&R IPテスト（オンライン）
受験料は受講料に含まれています。
7月7日～17日のご都合の良い時間に受験できます。

（設問90問 約1時間）

ZOOM講座

講座ガイダンス
P.42参照

講座番号	091 木曜 夜間

TOEIC®L&R
500点達成
WEB講座
効率的な学習法で 
英語力＆得点UP!!
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講座番号	093 火曜 夜間

TOEIC®L&R
730点達成
WEB講座
明確な受験戦略とテスト力を 
磨き上げよう！

TOEIC®L&R 730点達成のポイントは、制限時間内に迷わずに解答を
選択し、自分の実力で解ける問題を取りこぼさないことです。講座期間
中の訓練で、【解くべき問題】を瞬時に判別し、着実に得点を重ねる感
覚を身に着けましょう。講座の一部で取り入れるライティング演習は、
Part７の読解問題の情報の配置を整理する助けになります。公式問題
集はピンポイントの解説に留め、TEST１とTEST２の演習に取り組み
ます。
※解説はPowerPointによる画面共有にて行います。

【対象：TOEIC®600点～730点程度の方】

	 講 師 	OTC講師
	受講定員 	20名（最少催行人数8名）

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

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

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

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

ZOOM講座

講座ガイダンス
P.42参照

講座ガイダンス動画

講座紹介短編動画

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

TOEIC®L&R全受験者のトップ3%、それがTOEIC®L&R 900点以上の
スコアです。地道な努力を重ねなければ到達できないので、企業担当者
も一目置く英語力の証明です。本講座は公式問題集の良問による演習
と日本語と英語を織り交ぜた解説で、講座時間をできる限り英語を英
語で理解することを目指します。普段から英語で質疑応答したり、英
文を速読・即解する訓練、英文作成演習などに取り組むことで英語のロ
ジックを頭で考えるのではなく、自然に口頭でアウトプットできるよ
うになれば、スコアアップがより現実味を帯びるようになります。自分
史上最高スコアを目指して、一緒にチャレンジしましょう！

【対象：TOEIC®730点以上の方】

	 講 師 	OTC講師
	受講定員 	20名（最少催行人数8名）

日 程 木曜日／18:30～20:30（全10回+TOEIC®IP（オンライン））
５月 11日・18日・25日
６月 1日・8日・15日・22日・29日
７月 6日・13日

受講料 35,200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。
7月13日～20日のご都合の良い時間に受験できます。（設問90問 
約1時間）

ZOOM講座

講座ガイダンス
P.42参照

講座番号	094 夜間

講座ガイダンス動画

講座紹介短編動画

木曜
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行政書士入門
WEB講座

（WEBフォロー付）

本講座は、行政書士を目指す方を対象に、学習の初期段階において出題
される科目の全体像を把握し、“法律”を理解するうえで必要な考え方
を身に着けることを目的とします。法律学習が初めての方も安心の「法
律の学び方（ルール）」を伝授しますので、公務員志望の方や就活対策に
も最適の入門講座です。

	 講 師 	LEC講師
	受講定員 	50名（最少催行人数5名）

日 程 火・金曜日／18:30～20:30（全7回）
５月 23日(火) オリエンテーション・法学基礎知識
 26日(金) 憲法１
 30日(火) 憲法２
６月 2日(金) 民法１
 6日(火) 民法２
 9日(金) 行政法１
 13日(火) 行政法２

受講料 17,000円：一般
15,000円：他大学在学生
13,000円：本学在学生
（テキスト・送料込）
※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。
※欠席・復習用としてWEBフォロー制度があります。詳細は、テキ

スト発送時にご案内します。

ガイダンス動画

講座番号	095 火・金曜 夜間

ZOOM講座

New Lecture
New Lecture

ガイダンス動画

ZOOM講座

宅建士総合
WEB講座

（Webフォロー付!）

宅地建物取引士は不動産の取引に関わるプロフェッショナルです。一方で、
試験の合格者の内訳は必ずしも不動産業界だけではなく、金融機関や一般
企業、また学生の方々も多く含まれます。（参考：2022年度の学生の合格者
は全体の10.8%）。金融機関では不動産を担保にお金を貸しますが、その際
に宅建士の知識は必要不可欠です。一般企業においても保有資産である土
地を利用して不動産事業を数多く実施しています。（鉄道業、商社、百貨店な
ど）宅建士という資格はあらゆる分野、年代でとても役に立つ資格です。

	 講 師 	TAC講師
	受講定員 	30名程度（最少催行人数15名）

＊本試験：2023年10月15日（日）予定

日 程 月・木曜日
18:30～21:00（全33回）

※9/14～9/25は18:30～19:30	
9/28～10/12は18:30～20:30

受講料
70,950円:一般
67,400円:他大学在学生
63,900円:本学在学生
+テキスト・送料16,000円

（受講料と一緒に徴収いたします。）

注意事項
＊欠席用、復習用としてWebフォロー 

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

1

5月

11（木） 19

8月

3（木）
2 15（月） 20 7（月）
3 18（木） 21 17（木）
4 22（月） 22 21（月）
5 25（木） 23 24（木）
6 29（月） 24

9月

7（木）
7

6月

1（木） 25 11（月）
8 5（月） 26 14（木）
9 8（木） 27 21（木）
10 12（月） 28 25（月）
11 15（木） 29 28（木）
12 19（月） 30

10月

2（月）
13 22（木） 31 5（木）
14 26（月） 32 9（月）
15 29（木） 33 12（木）
16

7月
3（月）

17 6（木）
18 10（月）

講座番号	096 月・木曜 夜間

講座ガイダンス
P.42参照

パスコード
pj#T+E=6
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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 097～102  本学・他大学 8,580円／一般 10,780円
103 	 104  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。
 2023年4月～2024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	097～104	共通事項

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

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

Word・Excel・PowerPointを
使いこなせるようになろう

〈安心のサポート体制〉視聴期間中は、経験豊富なオンライントレーナーが些細な疑問から操作方法、学習計画にいたるまで
しっかりとサポートしますので、安心して受講いただけます。

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

日 程 　　  【Ａ日程】
5月15日（月）～5月24日（水）
　　  【Ｂ日程】
6月5日（月）～6月14日（水）
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。

097

098

ポイント 視聴期間中のトレーナーによる充実したサポー
ト体制です。

団体受験日 講座終了日から
　6月23日（金） Ａ日程
　7月14日（金） Ｂ日程
までの自由な日程（トレーナーと設定）
＊受験料 本学・他大学 8,580円
 一般 10.780円

オンデマンド講座

講座番号

097・098
Office2019以外をご使用の方は、Office2019の環境で操作するWebファイルを使用して学びます。

講座ガイダンス
P.42参照

ガイダンス動画

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

日 程 　　　　  【Ａ日程】
5月15日（月）～5月24日（水）
　　　　  【Ｂ日程】
6月5日（月）～6月14日（水）
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。

099・101

100・102

ポイント 視聴期間中のトレーナーによる充実したサポー
ト体制です。

団体受験日 講座終了日から
　6月23日（金） Ａ日程
　7月14日（金） Ｂ日程
までの自由な日程（トレーナーと設定）
＊受験料 本学・他大学 8,580円
 一般 10.780円

Office2019以外をご使用の方は、Office2019の環境で操作するWebファイルを使用して学びます。

講座番号

099・100
講座番号

101・102

講座ガイダンス
P.42参照

オンデマンド講座

ガイダンス動画

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

MOS資格取得対策WEB講座【PowerPoint】 A・B日程
（PowerPoint365&2019）
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受講料 46,000円:一般
38,000円:他大学在学生
33,000円:本学在学生
※学生の方は、申込時に大学名と学籍番号を記入 

してください。

日 程 　　  【Ａ日程】
5月15日（月）～5月24日（水）
　　  【Ｂ日程】
6月5日（月）～6月14日（水）
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
　6月23日（金）Ａ日程
　7月14日（金）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。

105

106

「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.42参照

オンデマンド講座

講座番号

105・106
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.42参照

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
　6月23日（金） Ａ日程
　7月14日（金） Ｂ日程
までの自由な日程（トレーナーと設定）

＊受験料　本学・他大学 10,780円
　　　　　一般 12,980円

日 程 　　　【Ａ日程】 5月15日（月）～5月24日（水）
　　　【Ｂ日程】 6月5日（月）～6月14日（水）
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。

103

104

講座番号

103・104

Office2019以外をご使用の方は、Office2019の環境で
操作するWebファイルを使用して学びます。

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 5月22日（月）～6月25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.42参照

オンデマンド講座

講座番号

107 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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講座番号	109 月・木曜 夜間

講座ガイダンス
P.42参照

マナー・プロトコール検定
対策WEB講座
エアライン、ホテルなど、接客業を目指す方には特に
おすすめ！ 社会人常識と教養を身につけ、就活で強
力にアピールできるマナーの資格を取得しましょう！

正しいマナーを身につけていることは、社会人として不可欠です。ビジ
ネスマナーだけでなく、グローバルな社会で関心の高まるプロトコー
ル（国際儀礼）や異文化コミュニケーション、日本の伝統文化、食事の
マナーなど、必ず役に立つ内容を集中的に学びます。講義終了後には、

「マナー・プロトコール検定3級」もしくは多くの企業で社員の推奨資格
とされている「マナー・プロトコール検定2級」を受験、合格を目指しま
す。受験する級は講座の途中で、希望により選択できます。

	 講 師 	赤塚　宏美	
	 日本マナー・プロトコール協会認定講師

	受講定員 	40名（最少催行人数8名）
＊女性対象講座

日 程 月・木曜日／18:00～19:30（全8回）
※初回のみ18:00～20:00

受講料 24,800円:一般
22,300円:他大学在学生
19,800円:本学在学生
+テキスト・送料	2,450円（受講料と一緒に徴収いたします。）

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

注意事項 ＊ 「マナー・プロトコール検定」３級もしくは２級検定試験（60分）：７
月６日（木）に実施予定

＊ 試験会場は、学習院女子大学 又は 日本マナー・プロトコール協会セ
ミナールームを予定

＊ 検定料（3級 4,800円）、検定料（2級 6,000円）は受講料には含まれ
ません。別途、お支払いが必要です。

ZOOM講座

動画
「マナー・プロトコール
検定合格への近道」

6月 5日 ・オリエンテーション
  　マナーやプロトコールとは
  ・マナーの歴史と意味
  ・国際人としてのプロトコール
 8日 社会人に必要なマナー
 12日 ビジネスマナー

6月 15日 食事のマナー
  【宿題】3級模擬試験
 19日 ・3級模擬試験問題　解説
  ・お酒のマナー
 22日 冠婚葬祭のしきたり①
 26日 冠婚葬祭のしきたり②
 29日 検定対策 総まとめ

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

＊希望者は6月18日（日）にご自宅にて医療
事務検定試験（受験料別途7,700円）を受
験いただけます。

日 程 配信日（月・木）　　　　　講座内容
① 5月 8日 医療事務の基礎、医療保険制度（120分）
② 5月11日 受付・会計・請求（180分）
③ 5月15日 基本診療料（180分）
④ 5月18日 投薬・注射（180分）
⑤ 5月22日 点数表の読み方、医学管理料、在宅医療（180分）
⑥ 5月25日 処置・リハビリテーション（180分）
⑦ 5月29日 手術・麻酔（180分）
⑧ 6月 1日 検査（180分）
⑨ 6月 5日 病理診断・画像診断（180分）
⑩ 6月 8日 入院・請求事務関連（120分）
⑪ 6月12日 検定対策（120分）

受講料 30,800円:一般
28,800円:他大学在学生
26,800円:本学在学生
＋テキスト・教材費15,950円（受講料と一緒に徴収いたします。）
※学生の方は、申込時に大学名と学籍番号を記入してください。
※テキスト発送の都合上、受講料は開講日の10日前までにお振込み願い

ます。
注意事項 ※配信済の動画は、検定月月末まで視聴可能です。

※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	108

講座ガイダンス
P.42参照

ガイダンス動画

I D :sakura
PW:2022
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春の
特別企画

提携企業が主催する講座を特別価格にてご提供します。
それぞれのURLで内容をご確認いただき、さくらアカデミーまでお申し込みください。

（受講キャンセルの対象外となりますのでご注意ください）

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

受講料 28,000円
※テキスト代は受講料に含まれています。

注意事項 ＊申し込みは1名からお受けいたします。
＊TACにて順次講義配信しているWEB通信講

座です。お早めにさくらアカデミーにお申し
込みください。

＊TACへの直接申し込みは割引対象外となり
ますのでご注意ください。

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

対象： 「二種・一種証券外務員パッククラス」 
Web通信講座（全12回）

講座番号

113 TAC主催二種・一種証券外務員パッククラスWEB講座

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

受講料 77,600円
※テキスト代は受講料に含まれています。

注意事項 ＊申し込みは1名からお受けいたします。
＊LECにて順 次 講 義 配 信している

WEB通信講座です。お早めにさく
らアカデミーにお申し込みください。

＊LECへの直接申し込みは割引対象
外となりますのでご注意ください。

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

対象：「2級FP・AFP対策パック【通信】（全30回）」

講座番号

112 LEC主催

 2023年9月の2級FP技能検定を「AFP認定研修修了者」要件で受験する場合のお申込締切は2023年5月15日（月）で、
提案書提出期限は2023年6月23日（金）です。それ以降は2024年1月の検定向けの講座となります。注意

2級FP・AFP対策パックWEB講座

ガイダンス動画

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

受講料 57,500円
※テキスト代は受講料に含まれています。

注意事項 ＊申し込みは1名からお受けいたします。
＊LECにて順 次 講 義 配 信している

WEB通信講座です。お早めにさく
らアカデミーにお申し込みください。

＊LECへの直接申し込みは割引対象
外となりますのでご注意ください。

講座内容URL　https://www.lec-jp.com/boki/class2_3/perfect.html

対象：「3・2級パーフェクトパック【通信】（全53回）」

講座番号

111 LEC主催簿記検定3・2級パーフェクトパックWEB講座

ガイダンス動画

一般用医薬品販売の公的資格である「登録販売者」
は、国が推奨するセルフメディケーションの影響で活
躍の場が広がり、全国に通用する人気資格です。本講
座は、受験対策講座、全国公開模擬試験、直前対策セ
ミナーをセットにしたお得なコースです。

受講料 49,000円
※テキスト代は受講料に含まれています。

注意事項 ＊申し込みは1名からお受けいたします。
＊資格試験は、各都道府県主催(一都三県は例年9

月実施)で行われます。申込手続きは各都道府県
のHPを確認いただき、ご自身で行って下さい。

＊三幸医療カレッジへの直接申し込みは割引対象
外となりますのでご注意ください。

講座内容URL　https://ｗww.35189.jp/correspondence_course/

対象：「登録販売者受験対策講座（通信コース）」
受験対策講座（ｅラーニング）+全国公開模擬試験（自宅）+直前対策セミナー（ｅラーニング）

講座番号

110 三幸医療
カレッジ主催登録販売者WEB講座 ドラッグストア・製薬会社・スーパー・コンビニ等で

人気の「医薬品販売の公的資格」

New Lecture
New Lecture
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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。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。

加藤　紫識	（かとう・しのぶ）
（和洋女子大学全学教育センター特任教授）
博士（民俗学）。専門は日本民俗学。千代田区立日比谷図書文
化館（文化財事務室学芸員）などを経て、日本女子大学非常勤
講師、和洋女子大学全学教育センター特任教授。近著『祭り
だ！	わっしょい　江戸の祭礼と歳時』（共著　一般社団法人	
江戸文化検定協会　2015）、「博物館資料にみる都市の人生
儀礼」（『国立歴史民俗博物館研究報告』205号　2017）、「人
生をめぐる民俗研究」。（『日本民俗学』293号　2018）など。

金子　元	（かねこ・はじめ）
（秀明大学講師）
2008年学習院大学大学院政治学研究科博士後期課程満期退
学。2012年～東京女子大学丸山眞男記念比較思想研究セン
ター勤務。2013年茨城大学、2014年～東京女子大学、2016
年～順天堂大学、2019年～秀明大学、2020年～明治大学非
常勤講師。近著「黎明期学習院の学制変遷と華族像の競合	:	
華族会館設立から学習院第一次改革まで」『学習院大学国際
研究教育機構研究年報』第4号（2018年2月）、「箕作麟祥『泰
西勧善訓蒙』後編にみる英米モラル・フィロソフィー受容の
一考察」『秀明大学紀要』第17号（2020年3月）。

萱場　真仁	（かやば・まさひと）
（公益財団法人徳川黎明会	徳川林政史研究所	研究員）
2010年、学習院大学文学部史学科卒業。2018年、同大学院
人文科学研究科史学専攻博士後期課程修了。2020年、公益
財団法人徳川黎明会徳川林政史研究所研究員。専門は日本
近世・近代の林政史。主な著書・論文に、『近世・近代の森林と
地域社会』（吉川弘文館、2022年）、「近世中期における杣頭
の活動実態－濃州三ヶ村を中心に－」（徳川林政史研究所『研
究紀要』第55号〔『金鯱叢書』第48輯所収〕、2021年）など。

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。

佐伯　裕子	（さえき・ゆうこ）
（歌人）
1947年東京に生まれる。学習院大学文学部国文科卒業。短
歌誌「未来」選者。歌集『未完の手紙』で河野愛子賞、『流れ』
で日本歌人クラブ賞、連作「日々の居場所」で短歌研究賞。
エッセイ集に『影たちの棲む国』『齋藤史の歌』などがある。

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。

兵藤　裕己	（ひょうどう・ひろみ）
（学習院大学名誉教授）
1975年京都大学文学部卒業、1984年東京大学大学院博士
課程修了。2001年『平家物語の歴史と芸能』で文学博士。埼
玉大学、成城大学を経て、2001年、学習院大学文学部教授。
日本文学・芸能論を専門領域とする。著書、『太平記〈よみ〉の
可能性』（講談社学術文庫、サントリー学芸賞受賞）、『平家物
語の読み方』（ちくま学芸文庫）、『後醍醐天皇』（岩波新書）、
『琵琶法師』（同）、『声の国民国家』（講談社学術文庫）､『物語
の近代』（岩波書店）、『演じられた近代』（同）など。校注に、岩
波文庫『太平記』全6冊がある。古典研究から近代文学全般に
視野を広げている。

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

藤田　英昭	（ふじた・ひであき）
（公益財団法人徳川黎明会	徳川林政史研究所	研究員（マ
ネージャー））
1997年中央大学文学部卒業。2008年中央大学大学院文学
研究科日本史学専攻博士後期課程単位取得退学。2014年徳
川林政史研究所研究員。専攻は幕末維新史・幕藩関係史。主
な著書に、『論集	大奥人物研究』（共編著、東京堂出版）、『論
集	近世国家と幕府・藩』（岩田書院）、『名古屋と明治維新』（共
著、風媒社）、「史料纂集	瑞龍公実録」（校訂、八木書店）など。

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

三田　徳明	（みた・のりあき）
（学習院大学講師・三田徳明雅樂研究會主宰）
1995年学習院大学大学院人文科学研究科博士前期課程修
了。元韓国藝術綜合學校招聘教授、学習院大学非常勤講師。
放送大学非常勤講師。9歳より雅楽を始め、京都方楽家の篳
篥と舞を修める。NYカーネギーホールをはじめ、国内外で
雅楽を紹介するなど舞人・演奏家として活躍。於玉稲荷神社
禰宜。

森内　隆雄	（もりうち・たかお）
（学習院名誉教授・元学習院中等科教諭・元学習院大学講師）
1983年学習院大学大学院人文科学研究科博士課程単位修
得。2018年3月まで学習院中等科教諭・学習院大学講師。著
作「勝海舟全集」（勁草書房）〈共同校訂〉など。

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

山田　徹	（やまだ・とおる）
（学習院大学講師）
1998年学習院大学法学部政治学科卒業。2005年東京都立
大学大学院社会科学研究科政治学専攻修士課程修了。2013
年1月行政管理研究センター研究員（現職）。2013年3月首都
大学東京大学院社会科学研究科政治学専攻博士後期課程単
位取得満期退学。主な著作　「井上毅の『大臣責任』観に関す
る考察：白耳義憲法受容の視点から」（『法学会雑誌』　第48
巻　第2号　2007年）、「回顧と展望」（日本（近現代　思想担
当））（『史学雑誌』第124編　第5号　2015年刊行）。

若村　亮	（わかむら・りょう）
（京都学講師・（株）らくたび代表取締役）
1997年立命館大学理工学部機械工学科卒業。大学時代から
プロの観光ガイドとして京都の観光事業に取り組み、2006
年株式会社らくたび創立後は京都学講座や現地散策講座を
主催するほか、大学や文化講座の講師、京都本の企画執筆、
ラジオやテレビ番組のレギュラー出演など、多彩な京都の魅
力を全国に発信。著書・執筆「おとなの京都ドリル」「京都で
過ごす1週間」「京都の練習帖」（地球の歩き方）、「らくたび文
庫シリーズ」（コトコト）など。
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青木　美稚子	（あおき・みちこ）
（ソプラノ歌手、フェルデンクライス・メソッド指導者）
東京藝術大学卒業。同大学院修了。文化庁特別在外派遣とし
て、イタリア、スペインに留学。東京藝術大学声楽科講師を
務めながら、多くのオペラ、コンサートに出演し、リサイタ
ルも続けている。2016年フェルデンクライス身体メソッド
国際公認指導資格取得（日本の声楽家では初）。二期会・日本
演奏連盟会員。練馬区演奏家協会運営委員。ラ・ムジカ声楽
アカデミー主宰。演奏歴：オペラ「フィガロの結婚」ケルビー
ノ、「コシ･ファン･トゥッテ」ドラベッラ、「カルメン」他。N
響、都響等のソリストも務める。

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

網野　公一	（あみの・こういち）
（玉川大学教授）
1989年3月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。玉川大学リベラルアーツ学部教授。日本ホルン協
会監事。主な著書に「モーツァルト・スタディーズ」（玉川大
学出版部、共著）、「コンサートの文化史」（柏書房、共訳）。そ
の他論文として、「モーツァルトの初期ピアノソナタに於け
る古典主義」、「モーツァルトのマンハイム楽派の受容」、「『熱
情』を読む」など多数。

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。

井上　隆史	（いのうえ・たかし）
（東京藝術大学特任教授、元NHKプロデューサー）
1976年早稲田大学法学部卒業、NHK入局。NHKプロデュー
サーとして文明・歴史・美術に関連するNHKスペシャル等の
特集番組、大型シリーズ番組の制作に携わってきた。代表作
「絵巻切断・秘宝36歌仙の流転」「大黄河」「大モンゴル」「中国
12億人の改革開放」「家族の肖像」「四大文明」「新シルクロー
ﾄﾞ」など。2013年～2022年東京藝術大学特任教授として、
シルクロードの文化遺産保護活動に取り組む。主な著書「秘
宝三十六歌仙の流転」「大モンゴル」「新シルクロード」など。
2023年1月には共著で「みろくへの道」を刊行。現在は「平
山郁夫シルクロード美術館」監事、特別顧問。

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

大和田　聡子	（おおわだ・あきこ）
（「地球の歩き方」編集担当）
地球の歩き方MOOK『見て読んで旅する世界遺産』『世界遺
産50の旅』などの編集を手掛ける。ガイドブック「地球の歩
き方」の担当地域はエジプト、トルコ、ヨーロッパなど。取材
のため30年以上前から通っている。
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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/

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

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

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

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

New Teacher
New Teacher
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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。

湯沢　威（ゆざわ・たけし）
（学習院大学名誉教授）
1940年生まれ。京都大学文学部卒。一橋大学経済学研究科
博士課程修了。1973年福島大学経済学部助教授、1978年学
習院大学経済学部教授。2011年学習院大学停年退職。『イギ
リス鉄道経営史』（単著）、『鉄道の誕生』（単著）、『イギリス経済
史－盛衰のプロセス』（編著）、『国際競争力の経営史』（共著）、
『近代ヨーロッパの探求14	鉄道』（共著）、『大企業の興隆』（共
訳）、『なぜ豊かな国と貧しい国が生まれたのか』（共訳）、『世界
史のなかの産業革命』（共訳）、『Japanese	business	success	
:	the	evolution	of	astrategy』（編著）など。

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

春の平日講座 P.25～

円満字　二郎	（えんまんじ・じろう）
『日本を知る』参照

佐藤　康子	（さとう・やすこ）
（箏曲家）
宮城県出身。東京大学法学部卒業。'88年より生田流箏曲、地
唄三絃を澤村正美氏、澤村松馨氏、'05年より二十五絃箏を
野坂惠璃氏に師事。歴史は現代の積み重ねであるという視点
から伝統を見つめ、箏の新しい方向性を探るべく作曲、演奏
活動を展開している。特別支援学校を中心とした教育現場で
の箏の普及活動にも力を入れると同時に、自身の会を立ち上
げ、生活の傍らに音楽がある生き方を提唱している。'07年よ
り毎年リサイタルを開催。泉岳寺奉納演奏。伊福部昭十年祭
にて奉納演奏。'17年オリジナルソロCD「佐藤康子二十五絃
箏曲集	沱沱	/	DADA」リリース。その他参加CD多数。松の
実會会師範。生田会会員。三曲協会会員。さやさや会主宰。

佐藤　雄己	（さとう・ゆうき）
（公益財団法人東京交響楽団）
2009年学習院大学法学部政治学科卒業（特別選抜コース1
期生）共同通信社勤務等を経て、国内外を放浪して見聞を広
めたのち、2011年に公益財団法人東京交響楽団入団。現在、
チケット販売本部係長。学生時代の知的障害児支援経験をも
とに企画した「耳が聞こえない人にも音楽を届ける」という
コンセプトの『みんなで集えるコンサート』は文化庁戦略的
芸術文化創造推進事業に採択。日本のプロオーケストラ7団
体で取組んだ合同プロジェクト代表幹事（文化庁文化芸術収
益力強化事業「共創型」による文化芸術の高付加価値化プロ
ジェクト）チケット営業をはじめ、教育普及活動や地域活動
としてのミニコンサートなど、オーケストラ業務を幅広く担
当している。

Sally	Battan	（サリー・バタン）
（学習院大学講師、元NHKワールドアナウンサー）
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を経て、現在に至る。

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

竹内　由希子（たけうち・ゆきこ）
（AEAJ認定アロマセラピスト、AEAJ認定アロマテラピーイ
ンストラクター）
2018年学習院大学文学部卒業。2020年学習院大学大学院
人文科学研究科哲学専攻博士前期課程修了。在学中、アロマ
テラピーの資格を取得、セラピストとして活動を始める。現
在もアロマセラピスト、アロマテラピーインストラクターと
して活動中。

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。

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。

水谷　利美	（みずたに・としみ）
（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
位取得。学習院大学・学習院女子大学非常勤講師。著書
「NewHorizon	英和辞典」（項目執筆	東京書籍）、「英検準1級
出題分析と対策」（英語教育協会）など。訳書に「シェイクス
ピアヴィジュアル事典」（共訳新樹社）、L.M.モンゴメリ『ス
トーリー・オブ・マイ・キャリア』（柏書房）他。

自分を見つめる P.28～

内海　仲子	（うつみ・なかこ）
（シニア産業カウンセラー）
2005年出版社を退職後、カウンセラー・講師として活動。｢
いかに元気に楽しく生きるか｣をモットーに、メンタルや
キャリアに関する支援を行う。日本産業カウンセラー協会、
行政や外郭団体、企業において研修講師を務める。
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梅田　芳樹	（うめだ・よしき）
（学習院初等科国語科教諭）
東京学芸大学教育学部初等教育教員養成課程国語選修卒業。
聖セシリア小学校教諭を経て、1990年より現在まで学習院
初等科教諭。小学校国語教科書（学校図書）編集委員。学生
時代から今まで、小学校教育を国語教育の視点から追究して
きた。最近は、豊かに生活するために、「見ること・聞くこと・
感じること」が大切だと考えている。主な著書『詩を読む学
習　導入詩から群読まで』（学事出版）、共著『深い学びが育
つ「考える国語」の系統的授業のつくり方』（学事出版）、『素
敵なクラスをつくるちょっとしたコツ	学級経営12か月	低
学年』(東洋館出版）など。

大澤　隆之	（おおさわ・たかゆき）
（学習院初等科長）
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。

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

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

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。

New Teacher
New Teacher

平井　正修	（ひらい・しょうしゅう）
（臨済宗国泰寺派　全生庵住職、日本大学客員教授）
1990年学習院大学法学部政治学科卒業。1990年静岡県三
島市龍澤寺専門道場入山。2001年同道場下山。2003年より
中曽根元首相や安倍前首相など政治家が多く参禅する全生
庵の第七世住職に就任。全生庵にて坐禅会、写経会を開催。
2016年4月より日本大学客員教授。主な著作、「最後のサム
ライ　山岡鐵舟」（教育評論社）「囚われない練習」（宝島社）
「坐禅のすすめ」（幻冬舎）。

暮らしを豊かに P.31～

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）

小倉　薫雄	（おぐら・しげお）
（建築家）
1973年開成高校卒業。1980年武蔵野美術大学建築学科
卒業。石井和紘建築研究所を経て、1987年（株）POWER	
STATIONを設立して独立（1級建築士事務所）、現在にいた
る。住宅、別荘、茶室、ショールーム、オフィス、クリニック、
レストランなどの企画、デザイン、設計、監理や海外ではミャ
ンマー、タイ、中東クウェートなどの開発プロジェクトに参
加し、その範囲は多岐に渡る。

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。

草野　芳郎	（くさの・よしろう）
（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。

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

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

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

外国語を楽しむ、学ぶ P.37～

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）
『春の平日講座』参照

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。

Diego	Martina（ディエゴ・マルティーナ）
『世界をみる』参照

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

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

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

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

水谷　利美	（みずたに・としみ）
『春の平日講座』参照

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

2023年度　春期講座申込書

講 座 番 号 申　込　講　座　名 鑑賞券、団体受験の有無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

住　　　所

〒 

　　　　　　　都 道　　　　　　　　　市 区
　　　　　　　府 県　　　　　　　　　 郡

電話 ：　　（　　　　）　　　　　　　　　　　FAX ：　　（　　　　）

E-mail ：

緊急連絡先（携帯電話など） ：　　（　　　　）

フリガナ 性別 生　年　月　日 年 齢

氏　　名 □ 男

□ 女

年（西暦） 月 日

　　歳整理番号

職　　業

会社員　・　公務員　・　主婦　・　教員　・　自営業　・　学生（☆）

その他（　　　　　　　　　　　　　）
☆学生の方のみ記入してください

小学校 ・ 中学校 ・ 高校
大学　　　　　　　　　学部　　　　　　学科　　　　年
大学院

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
2023年度　春期講座申込書

講 座 番 号 申　込　講　座　名 鑑賞券、団体受験の有無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

住　　　所

〒 

　　　　　　　都 道　　　　　　　　　市 区
　　　　　　　府 県　　　　　　　　　 郡

電話 ：　　（　　　　）　　　　　　　　　　　FAX ：　　（　　　　）

E-mail ：

緊急連絡先（携帯電話など） ：　　（　　　　）

フリガナ 性別 生　年　月　日 年 齢

氏　　名 □ 男

□ 女

年（西暦） 月 日

　　歳整理番号

職　　業

会社員　・　公務員　・　主婦　・　教員　・　自営業　・　学生（☆）

その他（　　　　　　　　　　　　　）
☆学生の方のみ記入してください

小学校 ・ 中学校 ・ 高校
大学　　　　　　　　　学部　　　　　　学科　　　　年
大学院

＊５講座以上お申込みの場合は、本用紙をコピーして使用いただくか、別紙（様式問わず）に明記のうえ、本申込書と一緒にFAX願います。

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

氏　　名

電話番号

FAX：03-5992-1124



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

春講座は、教室での対面講
座を主に、一部Web講座を
ご用意しています。


