
学習院生涯学習センターの事業終了と
新組織の開設について（お知らせ 2）

このたび、学習院生涯学習センターは、平成29年3月末日をもちまして事業を終了いたし
ます。そして平成29年4月からは、学習院が100%出資する株式会社学習院蓁

しん

々
しん

会
かい

に生涯学
習事業を移管し※、新組織名と共に再出発いたします。

　　　　新 組 織 名　学習院さくらアカデミー

「さくら」は学習院のシンボルです。学習院らしさを大事にし、地域に馴染みやすく誰に
でも親しまれる組織とするために新名称に致しました。

また、新体制による生涯学習事業の実施概要は、下記のとおりです。

　教　　　室　学習院目白キャンパス内　南1号館
　　　　　　　1階〜3階　全17教室　エレベーター、多目的トイレ等完備
　曜日・時間　土曜日：13：00〜14：30（2限）
　　　　　　　　　　　15：00〜16：30（3限）
　　　　　　　日曜日：10：40〜12：10（1限）
　　　　　　　　　　　13：00〜14：30（2限）
　　　　　　　　　　　15：00〜16：30（3限）

＊時間帯については、暫定の時間
＊夏季・春季休業期間は平日を含む1限〜3限で実施予定　
＊語学・資格系の講座は教室、曜日、時間等は未定

新しい事務所への移転や来年の春講座の新パンフレットも計画中です。改めてご案内させ
ていただきますので、これまでと同様に受講くださいますようお願い申し上げます。

平成28年10月

　学校法人学習院　理事長院長　内藤　政武
　学習院生涯学習センター所長　今野浩一郎

※このたびの事業移管に伴い、お客様情報（個人情報）は、すべて株式会社学習院蓁々会に移管されます。今後も受講
者の皆様にこれまでと変わらぬサービスを提供させていただくために、お客様情報の移管にご理解とご了解をいただ
けますようお願いいたします。移管後のお客様情報の取り扱いにつきましては、個人情報保護法に基づき、株式会社
学習院蓁々会の個人情報取扱基本方針を適用させていただきます。詳しくはホームページ（http://g-shinshinkai.co.jp/
personalinformation/）をご覧ください。なお、お客様情報の移管を希望されない場合は、2017年3月18日（土）までに、
学習院生涯学習センター（TEL 03−5992−1040）までご連絡ください。

受講生の皆様へ

目白キャンパス内　南1号館



受講手続のご案内

4通りの方法から
お選びください。（　　　　）

ハガキ・FAX

電　話

ハガキ

http://open.gakushuin.ac.jp/ホームページ URL

センター窓口 受付時間

FAX

お申込みお申込み

03（5992）1040（直通）
月～金 10：00～17：00
（夜間講座開設時は20：00まで）

　土 10：00～12：30
（午後講座開設時は15：30まで）

★日 ・ 祝、年末年始　休館
　※8月～9月中旬の土曜日が休館となります。

必要事項をご記入の上、ご送付ください。

講座の受付開始は、2016年11月1日（火）からです。

〒171-0031  豊島区目白1-3-19
03（5992）1124（本パンフレット巻末）

講座開講講座開講 ●直接教室にお入りください。（窓口での受講証提示は不要です。）

受講証の郵送受講証の郵送
●受講料入金確認後、受講証を郵送いたします。
　※コンビニエンスストアでご入金の場合は、銀行振込より確認の時間が少しかかります。

●受講の際は必ずお持ちください。
　（自転車駐輪許可証のお渡しや図書館入館・閲覧の際に必要となります。）

受講証

受講料納付受講料納付
●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。※ゆうちょ銀行からの振込はできません。

●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。
コンビニエンスストア
で も お 支 払 い
い た だ け ま す 。

振込依頼書
郵　送

振込依頼書
郵　送

●振込依頼書を郵送いたします。
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連携講座
G01
G02
G03
特別講座
S01
S02
S03
S04
日本をよむ
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
世界を知る
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
みる・感じる・つくる
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047

048
049
050
051
052
053
054
055
056
自分を見つめる
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
暮らしを豊かに
067
068
069
070
071
072
外国語を楽しむ、外国語を学ぶ
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
キャリアアップ・スキルアップ
089
090
C01
C02
C04
C05
C03
091
092
093
094
095
096
097

林原美術館の文化財  ……… 5
学習院ｷｬﾝﾊﾟｽまるごとﾐｭｰｼﾞｱﾑﾂｱｰ  ……… 5
もっと知りたい！学習院ｷｬﾝﾊﾟｽまるごとﾐｭｰｼﾞｱﾑﾂｱｰ中級編  ……… 5

帝国ホテルの理念とおもてなしの心  ……… 6
京都の歴史ミステリー  ……… 6
私たちの体の細胞が分裂するしくみ  ……… 6
〈真の自己〉に出会う哲学  ……… 7

源氏物語をよむ   ……… 8
万葉集をよむ・新  ……… 8
『今昔物語集』の世界を旅する  ……… 8
『とはずがたり』を読む  ……… 8
南北朝時代の怨霊  ……… 9
花の都、京都の罪と罰ー鎌倉から見た京都  ……… 9
『出雲国風土記』をよむ（Ⅲ）  ……… 9
仏教美術の世界  ……… 9
仏教美術への招待  ……… 10
根津美術館　  ……… 10
日本美術の名宝  ……… 10
ちょっとだけ歌舞伎通  ……… 10
ビジネスマンのための日本近現代史Ⅳ  ……… 11
江戸・東京の社寺めぐり  ……… 11
大江戸浮世絵散歩  ……… 11
イチから学ぶ「江戸学」入門 その3  ……… 11
「江戸城大奥」と「吉原遊郭」を探る  ……… 12
ある老僧の江戸めぐり～十方庵『遊歴雑記』を読む～  ……… 12
おとなのための漢字学習  ……… 12
四字熟語でたのしむ漢文入門  ……… 12
古文書に親しむ  ……… 13
俳句教室  ……… 13
大人の京都学  ……… 13

現代を見る眼  ……… 14
フランス美術の「近代」  ……… 14
イタリア文化講座  ……… 14
イタリア美術の魅力  ……… 14
「ルチア」の魅力  ……… 15
オペラの中の神様たち  ……… 15
ベッラ・ヴォーチェでカンティアーモ！！  ……… 15
中村敬子の「シャンソン・コレクション」  ……… 15
ヨーロッパ歌曲の旅  ……… 16
映画で学ぶフランスの食文化  ……… 16
本当に行きたい、行ってほしい世界遺産  ……… 16

雅楽ワークショップ（篳篥・初級）  ……… 17
雅楽ワークショップ（篳篥・中級）  ……… 17
雅楽ワークショップ（舞楽）  ……… 17
雅楽ワークショップ（平安歌謡朗詠・催馬楽を歌う）  ……… 17
観世流謡曲講座  ……… 18
香道　組香を楽しむ  ……… 18
古典臨書作品制作  ……… 18
梵字に親しむ  ……… 18
花ときめき　いけはなの魅力  ……… 19
男子専花－花をかまえる  ……… 19
景色盆栽教室  ……… 19
カリグラフィー&カリグレイスコープ  ……… 20
アロマテラピー講座  ……… 20

2016年度 冬講座
目と香りで楽しむソープカービング  ……… 20
テキスタイル講座(入門)  ……… 21
自分だけのお皿やグラスを作りませんか？  ……… 21
ボタニカルアート講座入門  ……… 21
ボタニカルアート講座  ……… 21
はじめての俳画  ……… 21
日本画を描きたい  ……… 22
基礎から学ぶ水彩画  ……… 22
南画（南宗画）を描き歴史を知ろう  ……… 22

親と子の楽しい数や形の教室  ……… 23
自分史を書く  ……… 23
「空」の心を知る  ……… 23
人生90年を私らしく生きるコツ  ……… 23
朗読を楽しむ（実習コース）  ……… 24
朗読を楽しむ（実習レベルアップコース）  ……… 24
ストレッチ＆ピラティスＡ日程  ……… 24
ストレッチ＆ピラティスＢ日程  ……… 24
ストレッチ＆ピラティスＣ日程  ……… 24
自己流メイク見直してみませんか？  ……… 24

小笠原流礼法を学ぶ 冬期編  ……… 25
かんたんらくらく着付け講座  ……… 25
建築を見る!視る!観る！  ……… 25
養生茶として楽しむ冬の中国茶・台湾茶・薬膳茶  ……… 26
午後は紅茶にいたしましょう  ……… 26
イギリスのお菓子教室  ……… 26

教養としてのキリスト教ABC  ……… 27
Let'ｓ Talk ａ Lot!  ……… 27
フランス語入門  ……… 27
フランス語初級  ……… 27
やさしいやさしいイタリア語会話入門  ……… 28
やさしいやさしいイタリア語会話初級  ……… 28
イタリアの州を旅する～トスカーナ～  ……… 28
楽しく学ぶ韓国語初級Ⅲ  ……… 29
楽しく学ぶ韓国語会話Ⅲ  ……… 29
楽しく学ぶ韓国語会話応用編  ……… 29
楽しくまなぶトラベル英語  ……… 29
平日昼のリラックス英会話　初級  ……… 30
平日昼のリラックス英会話　初中級  ……… 30
平日昼のリラックス英会話　中級  ……… 30
平日昼のリラックス英会話　中上級  ……… 30
平日昼のリラックス英会話　サロン  ……… 30

MOS資格取得対策講座【Word】  ……… 31
MOS資格取得対策講座【Excel】  ……… 31
医療事務講座（医療事務検定試験対応）（Webフォロー付！）  ……… 31
冬期集中3級FP技能検定試験対策講座（Webフォロー付！）  ……… 32
冬期集中TOEICⓇWorkshop600  ……… 32
冬期集中TOEICⓇWorkshop730  ……… 32
冬期集中 TOEFLⓇiBTテストスコアアップ講座  ……… 33
就活に向けたメイクレッスンＡ日程  ……… 33
就活に向けたメイクレッスンＢ日程  ……… 33
やってみよう確定申告  ……… 33
女性のためのシンデレラ投資 3万円少額投資編  ……… 34
株式投資 完全パック・最終章  ……… 34
株式投資 堅実・ローリスク投資編  ……… 34
株式投資 大化け連想投資編  ……… 34
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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！
● 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）

●   「学習院の卒業生・関係者でなければ受講できませ
んか？」というお問い合わせをよくいただきますが、
そのような制限は一切ありません。

●  ご年齢・性別などを問わずどなたでもご受講いただ
けます。

受講料が

割引
になります！

お一人で複数の講座を受講される場合、
右記とおり受講料を割り引きさせていただきます。
お一人で複数の講座を受講される場合、
右記とおり受講料を割り引きさせていただきます。

複数講座受講割引があります！複数講座受講割引があります！

[ 注意事項 ]
・割引が適用となる講座は、予定している日程を第１回目から受講されている講座とします。途中からの講座は、対象外となります。
　教材費・テキストがある講座は、受講料のみが割引対象となります。
・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になりません。詳しくは各講座概要をご覧ください。

２講座受講の方

受講料から５％割引

3講座受講の方

受講料から
10％割引

4講座以上受講の方

受講料から
15％割引

■ 英語講座　お問合せ・お申込み電話番号03（5992）1040
講座番号 講　座　名 本 講 座

掲載ページ 日　程 曜日 時　間

083 楽しくまなぶトラベル英語 29 12月6日 （火） 10：40～11：40

C04 冬期集中TOEICⓇWorkshop 600
32 1月18日 （水）

18：30～19：00

C05 冬期集中TOEICⓇWorkshop 730 19：00～19：30

C03 冬期集中TOEFLⓇiBTテストスコアアップ講座 33 2月15日 （水） 18：30～19：00

■ 資格・検定講座
講座番号 講　座　名 本 講 座

掲載ページ 日　程 曜日 時　間

080 MOS資格取得対策講座【Word】　

31

2月3日 （金）
13：00～14：00

090 MOS資格取得対策講座【Excel】　 2月8日 (水）

C01 医療事務講座
12月10日

（土） 10：00～10：30
12月17日

C02 冬期集中3級ＦＰ技能検定試験対策講座 32
1月19日 （木）

18：30～19：00
1月23日 （月）

キャリアアップ・スキルアップ講座ガイダンス日程一覧
生涯学習センターでは、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、ガイダンスを
無料で実施しています。講座のカリキュラムやテキストの内容、資格の効用、英語試験のスコアアップ法など
について説明します。講座ガイダンスの教室は、学習院生涯学習センターです。

無料・要予約

無料・要予約

ガイダンスのある講座には
右記マークが付いています

G
講座ガイダンス
開催のお知らせ

P3 参照
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2016年度 冬期講座タイムテーブル
開始／終了時間表記は原則時間です。必ず各講座概要で時間をお確かめください。
講師の都合その他により、講義日程は開催中に変更される事があります。ご了承ください。

1 2 3 4
10：40 〜 12：10 13：00 〜 14：30 15：00 〜 16：30 18：30 〜 20：00

月
039	 観世流謡曲講座

041	 古典臨書作品制作

046	 カリグラフィー＆カリグレイスコープ

006	 花の都・京都の罪と罰

025	 フランス美術の「近代」

061	 朗読を楽しむ(実習コース)

076	 フランス語初級

048	 目と香りで楽しむソープカービング

062	 朗読を楽しむ(実習レベルアップコース)

075	 フランス語入門

040	 香道	　組香を楽しむ

043	 花ときめき	いけはなの魅力

044	 男子専花ー花をかまえる

078	 やさしいやさしいイタリア語会話初級

火

017	 「江戸城大奥」と「吉原遊郭」を探る

032	 ヨーロッパ歌曲の旅

057	 親と子の楽しい数や形の教室

074	 Let's	Talk	a	Lot!

083	 楽しくまなぶトラベル英語

004	『とはずがたり』を読む

005	 南北朝時代の怨霊

022	 俳句教室

058	 自分史を書く

066	 自己流メイク見直してみませんか？

054	 日本画を描きたい 038	 雅楽ワークショップ（歌謡）

060	 人生90年を私らしく生きるコツ

068	 かんたんらくらく着付け講座

077	 やさしいやさしいイタリア語会話入門

091	 就活に向けたメイクレッスンA日程

水

002	 万葉集をよむ・新 001	 源氏物語をよむ

008	 仏教美術の世界

019	 おとなのための漢字学習

053	 はじめての俳画

079	 イタリアの州を旅する

021	 古文書に親しむ

050	 自分だけのお皿やグラスを作りませんか？

055	 基礎から学ぶ水彩画

070	 養生茶として楽しむ冬の中国茶・台湾茶・薬膳茶

047	 アロマテラピー講座

094	 女性のためのシンデレラ投資

木

063	 ストレッチ＆ピラティスA

064	 ストレッチ＆ピラティスB

065	 ストレッチ＆ピラティスC

081	 楽しく学ぶ韓国語会話Ⅲ

082	 楽しく学ぶ韓国語会話応用編

003	『今昔物語集』の世界を旅する

012	 ちょっとだけ歌舞伎通

034	 本当に行きたい、行ってほしい世界遺産

073	 教養としてのキリスト教ABC

080	 楽しく学ぶ韓国語初級Ⅲ

031	 中村敬子の｢シャンソン・コレクション｣

042	 梵字に親しむ

026	 イタリア文化講座

033	 映画で学ぶフランスの食文化

092	 就活に向けたメイクレッスンB日程

金

007	 『出雲国風土記』をよむ（Ⅲ）

009	 仏教美術への招待

010	 根津美術館

049	 テキスタイル講座（入門）

084	 平日昼のリラックス英会話		初級

011	 日本美術の名宝

023	 大人の京都学

059	 「空」の心を知る

071	 午後は紅茶にいたしましょう

085	 平日昼のリラックス英会話		初中級

087	 平日昼のリラックス英会話	中上級

086	 平日昼のリラックス英会話		中級

088	 平日昼のリラックス英会話　サロン

016	 イチから学ぶ｢江戸学｣入門その3

035	 雅楽ワークショップ（篳篥・初級）

036	 雅楽ワークショップ（篳篥・中級）

045	 景色盆栽教室

067	 小笠原流礼法を学ぶ　冬期編

土

024	 現代を見る眼

027	 イタリア美術の魅力

028	 ｢ルチア｣の魅力

037	 雅楽ワークショップ（舞楽）

051	 ボタニカルアート講座入門

093	 やってみよう確定申告

095	 株式投資講座　完全パック・最終章

096	 株式投資講座　堅実・ローリスク投資編

097	 株式投資講座　大化け連想投資編

013	 ビジネスマンのための日本近現代史Ⅳ

014	 江戸・東京の社寺めぐり

015	 大江戸浮世絵散歩

018	 ある老僧の江戸めぐり

020	 四字熟語でたのしむ漢文入門

029	 オペラの中の神様たち

030	 ベッラ・ヴォーチェでカンティアーモ!!

052	 ボタニカルアート講座

056	 南画（南宗画）を描き歴史を知ろう

069	 建築を見る!視る!観る!

＊冬期集中
089	 MOS資格取得対策講座【Word】
090	 MOS資格取得対策講座【Excel】
C01	 医療事務講座
C02	 3級FP技能検定試験対策講座
C03	 冬期集中TOEFLⓇiBTテストスコアアップ講座
C04	 冬期集中TOEICⓇWorkshop600
C05	 冬期集中TOEICⓇWorkshop730

＊女子大学 （2限 ： 水）
072	 イギリスのお菓子教室

●�東京メトロ副都心線「西早稲田」駅下車�
3 番・エレベーター口、徒歩1分

●�東京メトロ東西線「早稲田」駅下車、�
徒歩10分

●�JR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿
線「高田馬場」駅下車、徒歩15分

学習院女子大学構内案内図

「特別講座」、「暮らしを豊かに」、「キ
ャリアアップ・スキルアッププログ
ラム」の一部講座が開催されます。
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連携講座 ＊下記は複数受講割引対象外講座です。

G01
岡山県連携講座

林原美術館の文化財　石谷家文書から岡山藩主池田家旧蔵資料まで
浅利 尚民
（一財）林原美術館
学芸課　課長

林原美術館は、1964年10月１日に開館した岡山市内で最も古い美術館です。約１万件に及
ぶ所蔵資料は、当館のコレクションを築きあげた林原一郎氏の個人コレクションと、岡山藩
主池田家から受け継いだ大名調度品とに大別できます。本講座では、近年の研究で明らかに
なった石谷家文書に代表される林原コレクションと、池田家の大名調度品の概略を紹介する
とともに、文化財を守り伝えることの意義についても考えてみたいと思います。

受講料：1,500円

2月25日（土）
13：30～15：00
教室： 学習院大学

西5号館202教室

講師プロフィール　浅利 尚民（あさり・なおみ）
1998年同志社大学文学部文化学科文化史学専攻卒業。2001年同大学大学院文化研究科博士課程後期退学、4月より（財）
林原美術館学芸員。2012年林原学芸員主任学芸員、2014年同美術館学芸課課長、現在にいたる。文部科学省社会教育功労
者（博物館法施行60周年奨励賞）表彰（2011年）、同志社大学等非常勤講師。主な著作、「黄葉亭記の原本と写本ー岡山藩主
池田家旧蔵資料の構造分析を踏まえてー」（『MUSEUM』641、2012年）、岡山大学附属図書館・林原美術館編『天下人の書
状をよむ　岡山藩池田家文書』（吉川弘文館、2013年、倉地克直氏との共同執筆）、浅利尚民・内池英樹編『石谷家文書　将
軍側近のみた戦国乱世』（吉川弘文館、2015年）。

G02 学習院大学史料館連携講座
学習院キャンパスまるごとミュージアムツアー

G03 もっと知りたい！学習院キャンパスまるごとミュージアムツアー 中級編
長佐古美奈子
学習院大学史料館
学芸員

冨田 ゆり
学習院大学史料館
学芸員

＊各定員20名
受講料：各2,000円

G02
2月25日（土）　
13：00～15：30
G03
3月11日（土）　
13：00～15：30
教室：学習院大学
　　 北別館
（史料館内実習室）

G02
自然あふれる学習院の目白キャンパスには、７つの国登録有形文化財が存在します。その全
てが、華族子弟のための教育機関であった学習院の歴史を物語る貴重な建造物ばかりです。
本講座では、映像を用いながら学習院の知られざる歴史と建物の見どころについてわかりや
すく解説した後、実際にキャンパス内を散策して、講義で紹介した建物などを見学します。
日本で唯一存在した皇族寮の秘密とは？学校建築の父と言われた設計者がこだわった意匠と
は？質実剛健な建物に隠された当時の流行とは？などなど、講義と見学会で構成される盛り
だくさんの内容です。
13：00～13：45　学習院の歴史と建物の見どころ（映像と講義）
13：55～15：30　キャンパスツアー（見学会）
＊見学会では高低差のある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。
＊傷害保険加入のための最小限の個人情報を保険会社へ提供します。あらかじめご了承ください。

G03
「学習院キャンパスまるごとツアー」にご参加の方々からの、「もっと学習院キャンパスの色々なと
ころを見たい！」とのご要望にお応えして、これまでご案内していなかった史跡・文化財をご案内
するツアーです。今期のテーマは「乃木院長の事跡を巡る」です。受講者の方々にだけご覧い
ただける特別史料展示もございます。受講にあたっては、上記の「学習院キャンパスまるご
とミュージアムツアー」を既に受講している方を対象とさせていただきます。
13：00～13：45　乃木院長について（映像と講義）
13：55～15：00　キャンパスツアー（見学会）
15：00～15：30　乃木院長関連史料特別展示（見学会）
＊注意事項：同上

講師プロフィール　長佐古 美奈子（ながさこ・みなこ）
1984年学習院大学文学部史学科卒業。学習院大学史料館学芸員として、学習院、皇族、華族などに関する研究を行ってい
る。著書『ボンボニエールと近代皇室文化ー掌上の雅』（えにし書房）『写真集ー近代皇族の記憶』（共著/吉川弘文館）など。
講師プロフィール　冨田 ゆり（とみた・ゆり）
1986年学習院大学文学部史学科卒業。学習院大学史料館学芸員として、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）

林原美術館長屋門
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特別講座 ＊下記は複数受講割引対象外講座です。

S01 帝国ホテルの理念とおもてなしの心
メイド・イン・ジャパンのホテルが受け継ぐ開業の精神

定保 英弥
株式会社　帝国ホテル
代表取締役社長

1890年に日本の「迎賓館」として開業して以来、様々な岐路においてどのような選択と挑戦
を繰り返し、いかにしてブランドを守り続けてきたのか、帝国ホテルで始まったサービスの
話なども含め、その歴史を紐解きます。
また、良いホテルの条件として「ハードウェア」「ソフトウェア」「ヒューマンウェア」を大
切な３要素に挙げ、中でも「ヒューマンウェア」の磨き方を、従業員表彰の取り組みや、お
もてなしを題材にした企業広告の事例などを交えてご紹介します。

受講料：1,500円

1月28日（土）
13：30～15：00
教室： 学習院大学

西2号館501教室

講師プロフィール　定保 英弥（さだやす・ひでや）
1984年学習院大学経済学部卒業後、帝国ホテルに入社。海外勤務を含む営業を中心に、宿泊、婚礼などホテルの最前線で
経験を積む。2004年営業部長。2009年第12代東京総支配人に。2013年代表取締役社長兼東京総支配人に就任、現在に至
る。

S02 京都の歴史ミステリー  千年の都に潜む神秘の光と怨霊の影
若村 亮
京都学講師・
（株）らくたび代表取締役

奈良から京都へ遷都が行われて以来、千年の都として長い歴史を積み重ねてきた「京都」。そ
の歴史の裏には、賀茂社と松尾社、東寺と延暦寺など、神仏の神秘的な力による皇城守護の
願いや、悲運の死を遂げて天変地異を巻き起こす怨霊となったことから神様として鎮め祀ら
れた早良親王や菅原道真の御霊など、千年の歴史とそれにまつわる謎や不思議が語り継がれ
ています。そのような千年の都「京都」に潜む神秘と怨霊の真の姿に迫ります。

受講料：1,500円

※P13 023「大人の京都学」の講座もぜひご覧ください。

2月18日（土）
13：00～14：30
教室： 学習院大学

西5号館202教室

講師プロフィール　若村 亮（わかむら・りょう）
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。

S03 私たちの体の細胞が分裂するしくみ
馬渕 一誠
前学習院大学教授・
東京大学名誉教授

私たちの体は１個の卵細胞から発生し、細胞分裂を繰り返して、結局約６０兆個の細胞から
成り立っている。また、大人になっても体の細胞は日々分裂して新しくなっている。このよ
うに細胞分裂は私たちには必須の生物現象である。では細胞はどのような仕組みで分裂して
いるのだろうか？　細胞は、分裂するときに、筋肉を作っているのと同様のアクチンとミオ
シンと呼ばれるタンパク質から成る『収縮環』という構造を作り、その収縮によって分裂す
ることがわかってきた。最近開発した「細胞膜を透過性にした細胞を用いる」研究法による
結果を含め、収縮環がどのようにして作られ、どのようにして細胞の分裂に働いているのか
について述べる。さらに今後の研究の発展についても述べてみたい。

受講料：1,500円

3月4日（土）
13：30～15：00
教室： 学習院大学

西5号館202教室

講師プロフィール　馬渕 一誠（まぶち・いっせい）
1968年東京大学理学部卒業。1973年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。理学博士。1976年よりペンシルバニ
ア大学生物学部研究員、スタンフォード大学医学部研究員。1991年東京大学教養学部教授。その後、2007年3月まで東京
大学大学院総合文化研究科教授。1997年～2002年岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所教授を併任。2007年より
2016年3月まで学習院大学理学部教授。東京大学名誉教授。1990年日本動物学会賞（細胞質分裂の分子機構に関する研
究）受賞。1991年井上学術賞（細胞質分裂の分子機構）受賞。日本細胞生物学会、日本分子生物学会、アメリカ細胞生物学会
などで活動中。
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特別講座 ＊下記は複数受講割引対象外講座です。

S04 〈真の自己〉に出会う哲学
西田哲学への招待　̶鎌倉 西田幾多郎の終の棲家より̶

岡野 浩
学習院大学講師

西田幾多郎没後70年を過ぎても、鎌倉にある西田幾多郎博士の遺邸（現　学習院西田幾多郎
博士記念館〈寸心荘〉）には国の内外を問わず熱心な愛読者、研究者の来訪が絶えません。多
くの日本人にとって、西田幾多郎という存在、或いは西田哲学というものは、近代日本の優
れた学者、思想家、作家たちの中にあって今日なお、独特の存在感を持ち続け、新たな読者
を獲得し続けています。その不思議な魅力とは何か。今回は西田幾多郎の初期の代表作であ
る『善の研究』を取り上げ、明治44年の初版出版以来、多くの人々の心をひきつけてきた西
田哲学の魅力の一端に触れてみたいと思います。

受講料：1,500円

3月18日（土）
13：30～15：00
教室： 学習院大学

西2号館401教室

講師プロフィール　岡野 浩（おかの・ひろし）
神奈川県鎌倉市に生まれる。学習院大学文学部哲学科、学習院大学大学院人文科学研究科で、ドイツ近現代哲学を専攻。専
門は、哲学・倫理学（社会哲学、生命倫理学）。特に近年は、都内および首都圏の大学で生命倫理学、医療倫理学を講じてい
る。また、学習院大学では1999年の開講以来、総合基礎科目「福祉」のオーガナイザーを担当。著書『考える福祉』（共編著、
東洋館出版社、2010年）、『改訂版　考える福祉』（共編著、東洋館出版社、2016年）、『西田幾多郎関係資料目録－付全集未
収録書簡』（共著、学習院大学史料館、2002年）他。1998年より学習院西田幾多郎博士記念館（寸心荘）の運営・管理にも当
たっており、2007年より市民の方々と共に西田幾多郎の著作を講読をする会の講師を担当。

本年2月に、過去3年間（今回は、1年目2012年冬～2013年秋、2年目2013年冬～2014年秋、3年目2014年冬～2015
年秋）で、各年2期以上（合計6期以上）の受講歴がある方にお送りした「特別講座無料受講券」は、引き続き本年
度の冬期の特別講座でもご利用いただけます。

29年度春期講座のお知らせ
春期講座（平成29年 4 月～ 8月開催）に受講申込受付は

例年より早めの 平成29年 2 月中旬 より開始予定です。
学習院目白キャンパス内、南 1号館で実施される春講座は
例年より講座数は少ないと思われますが、
より充実した内容でお届けする予定です。
新たにパンフレットを
ご希望の方がいらっしゃいましたら、
お気軽に生涯学習センターまでお問合せ・ご請求ください。

平成 29 年学習院春講座

学習院さくらアカデミー
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001 源氏物語をよむ　少
お と め

女巻
伊東 祐子
都留文科大学講師

源氏物語を原文で読む講座です。前回につづき少女巻を読んでいきます。葵の上の忘れ形見
の夕霧も十二歳となり、元服します。光源氏は、夕霧を六位にとどめ、大学に入学させて学
問に打ち込ませます。祖母の大宮のもとで育てられた夕霧は、同じように大宮に養育されて
いた内大臣の娘の雲居の雁と幼い恋心を通わせますが、内大臣によって引き離されてしまい
ます。四季の町より成る光源氏の邸宅、六条院が完成し、紫の上、花散里、秋好中宮、明石
の御方が住むことになります。

水曜日　12：50～14：20　（全6回）　1/11、1/18、1/25、2/8、2/15、2/22
受講料：18,000円　

テキスト使用講座 

窓口購入できます 
 新編日本古典文学全集「源氏物語3」（小学館）4,500円

002 万葉集をよむ・新
小野 寛
駒澤大学名誉教授、
高岡市万葉歴史館名
誉館長

万葉集は日本最古の歌集です。日本人の心のふるさとであり、日本人のことばの原点です。
世界に誇る文化遺産です。万葉集をよむことは、日本人のこころをよむことです。また万葉
集は日本古代史の貴重な証人です。その作者や時代のこと、風土・風俗についても調べながら、
万葉集を時代に重ねてよんでいきましょう。まず巻一と巻二から、時には巻三からも拾って
よむことになります。

水曜日　10：40～12：10　（全5回）　1/11、1/25、2/8、2/22、3/8
受講料：10,000円　

テキスト使用講座 

窓口購入できます 
 「新選万葉集抄」（笠間書院）1,700円

003 『今昔物語集』の世界を旅する　説話のなかの平安時代
中込 律子
学習院大学講師

『今昔物語集』は千話以上の話を収めた平安時代の説話集です。本朝（日本）の巻では、天皇
から庶民、変化の者たちが登場し、人間味のある、あるいは不可思議な行動を繰り広げてい
ます。今回は、陰陽師安倍晴明の話の他、学者・高僧の人間臭い行動、動物の神の話などを
選びました。鮮烈な表現の原文を読むと、現在人と異なる平安時代の人々の感覚や世相が見
えてきます。歴史学を専門とする講師とともに、『源氏物語』からは見えない平安時代をご一
緒に旅しましょう。
１．安倍晴明が陰陽の術を見せ屈服させる話 ２．藤原明衡が他人の家で女房と密会し危うく殺されそうになる話
３．若い女を生贄にしてきた美作の猿神が懲らしめられる話 ４．貧女が清水観音の利益で盗賊の男と契を結び富裕になる話
５．穀断ちの聖人が若い殿上人に本性を暴露される話
＊参考図書『今昔物語集』三～五（新日本古典文学大系、岩波書店）

木曜日　13：00～14：30　（全5回）　2/2、2/16、3/2、3/9、3/16
受講料：15,000円

004 『とはずがたり』を読む　後深草院二条をめぐる人間模様
麻原 美子
日本女子大学名誉教授

昭和13年に発見されながら昭和25年まで公刊されなかった『とはずがたり』は、宮廷女房で
あった後深草院二条の自叙伝的作品です。この発禁書的扱いを受けたのは、古典作品上稀有
といってよい赤裸々な宮廷秘話が描かれていたからです。まさに愛欲の苦界曼陀羅的世界を、
四回の講座でのぞき見てみませんか。
１．『とはずがたり』の女房日記文学史上の位置
２．後深草院宮廷社会の歴史状況と後深草院二条
３．『とはずがたり』の愛欲曼陀羅的世界
４．　　　　　　　〃

火曜日　13：30～15：00　（全4回）　1/24、2/7、2/21、3/7
受講料：12,000円　

テキスト使用講座 

窓口購入できます 
 「問はず語り」（岩波文庫）880円

日本をよむ
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005 南北朝時代の怨霊　王権の分裂と怨霊の出現
鈴木 哲
日本大学講師

後醍醐天皇と足利尊氏との対立抗争に端を発した南北朝の混乱期に、出現した怨霊の怨念と
鎮魂の歴史を辿ってみます。具体的には、後醍醐天皇を含め、天皇と何かしら深い縁で結ば
れた怨霊を取り上げ、彼らがどのような経緯から歴史的敗者の立場に追い込まれて怨霊化し
たのか、そして、どのような影響を歴史に遺したのかを考察します。
１．後醍醐天皇の怨霊
２．楠木正成の怨霊
３．新田義貞の怨霊
４．自天皇（尊秀王）の怨霊

火曜日　13：00～14：30　（全4回）　1/31、2/14、2/28、3/7
受講料：12,000円

006 花の都、京都の罪と罰ー鎌倉から見た京都　『吾妻鏡』を総括する
関 幸彦
日本大学教授・
学習院女子大学講師

内乱期の天皇・上皇の京都を、東国から考えます。『吾妻鏡』の最終講義を３回に分けて総括
します。天皇とは何か、そして武士とは？京都と鎌倉の両地域が自己主張をくり広げた時代、
源平の争乱の大局をザックリと耕します。東国武士の年代記、『吾妻鏡』の記憶を整理します。
１．花の都、京都の罪と罰
２．　　　　〃
３．　　　　〃

月曜日　13：00～14：30　（全3回）　1/23、2/20、3/13
受講料：9,000円

007 『出雲国風土記』をよむ（Ⅲ）
遠山 美都男
学習院大学講師

奈良時代の初め、元明女帝の命により編纂が始められた『風土記』のうち、神々の王国とさ
れる出雲の神話や伝承をまとめた『出雲国風土記』をじっくりと丁寧に読み解いていきます。
古代出雲にはいかなる王権があり、それがどのような変遷をたどったのか、考察と理解を深
めたいと思います。
１．出雲郡（１） ２．出雲郡（２） ３．出雲郡（３）
４．出雲郡（４） ５．神

かん

門
ど

郡（１） ６．神門郡（２）
７．神門郡（３） ８．神門郡（４）

金曜日　10：40～12：10　（全8回）　1/13、1/20、1/27、2/3、2/17、3/3、3/10、3/17
受講料：24,000円

008 仏教美術の世界　ほとけのかたちー天部像
吉田 典代
学習院大学講師

秋期に続き、仏教の神々を紹介します。ヒンドゥー教から仏教に取りこまれた神や、古代イ
ンドの土着民に信仰されていた精霊たちで構成される八部衆（その中には有名な阿修羅がい
ます）。更にそれが拡張された二十八部衆。また中国で発達した冥府の神、すなわち閻魔王を
はじめとする十王を取り上げます。
１．八部衆・二十八部衆
２．閻魔王・十王

水曜日　13：00～14：30　（全2回）　2/1、3/1
受講料：6,000円

日本をよむ
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009 仏教美術への招待　曼荼羅のほとけたち
吉田 典代
学習院大学講師

春・秋期で胎蔵界曼荼羅の話が終了しましたので、冬期は金剛界曼荼羅を紹介します。日本
で流布した金剛界曼荼羅は、「○○会」と呼ばれる独立した曼荼羅を、三列三段組み合わせて、
大きな一つの曼荼羅としています。中心となる成身会を２回に分けて丁寧に解説します。更
に他の八会についても、図像の特徴や、尊像選択の意義などを検討します。
１．成身会①
２．成身会②
３．他の八会

金曜日　10：40～12：10　（全3回）　1/20、2/17、3/17
受講料：9,000円

010 根津美術館　高麗仏画展を楽しむために
吉田 典代
学習院大学講師

高麗は、918～1392年にかけて朝鮮半島に営まれた長期の王朝で、仏教を国の礎として奨励
したため、優れた仏教美術が多く生み出されました。中でも王朝後期（13～14世紀）の仏画は、
金泥を多用した繊細な文様表現が独特の美を醸し出しています。根津美術館で平成29年３月
に高麗仏画の大展覧会が開催されますので、この展覧会に合わせ、高麗仏画の特徴を解説し、
出品作の見どころを紹介します。
１．根津美術館　高麗仏画展を楽しむために

＊複数受講割引対象外講座

金曜日　10：40～12：10　（1回）　3/10
受講料：3,000円

011 日本美術の名宝　特別編 新春の展覧会と日本美術の豊かな流れ
藤澤 紫
國學院大學教授、
学習院大学講師、
国際浮世絵学会
常任理事

日本の美術や文化に、広く興味をお持ちの皆様に向けた講座です。今回は特別編として、平
成29年新春以降に開催される国公立諸機関における展覧会をご紹介するとともに、出品予定
の作品を軸に、絵画、工芸などの名品を鑑賞いたします。豊富なスライドと参考資料を用い
て作品鑑賞を深めるほか、名品を生み出した作家の生涯や特殊な技法、さらには時代背景な
どにも触れ、日本美術の魅力を様々な観点からさぐります。ご一緒に、日本美術の名宝をめ
ぐる旅を始めましょう。
１．平成29年新春の展覧会と日本美術の豊かな流れ

＊複数受講割引対象外講座
金曜日　13：00～14：30　（1回）　1/13
受講料：3,000円

012 ちょっとだけ歌舞伎通
武藤 純子
清泉女子大学講師

歌舞伎の舞台では、親子、兄弟、ライバルの共演と芸の伝承が繰り返されています。本講座
では、月々上演される演目を例にして、筋や見どころはもちろん、役者による演じ方の違い、
さらには江戸文化の特色にも言及していきます。生涯の学び、楽しみとしてもぴったり。講
義を聞きつつ芝居見物にも出かけ、ちょっとだけ歌舞伎通を気取ってみませんか。
１．今年こそ歌舞伎座へ・今年も歌舞伎座へ ２．遊里・遊女を描く芝居
３．観客を魅了する名優・花形役者 ４．二月の歌舞伎案内
５．役者が流行らせた模様・色と芝居 ６．三月の歌舞伎案内

木曜日　13：30～15：00　（全6回）　1/12、1/19、2/2、2/9、3/2、3/9
受講料：18,000円
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013 ビジネスマンのための日本近現代史Ⅳ　経済的危機にひとはどう乗り越えたか
森内 隆雄
学習院中等科教諭、
学習院大学講師

現在の経済状況は、停滞の20年以降、アベノミクスまで、なかなか好転しない状況です。近
代日本では経済的な危機がいくつかあったと思いますが、明治前期・戦前昭和・戦後昭和（占
領期）を取り上げ、原因・対応・結果を考察して、そこでは先人がどのように危機を乗り越
えてきたのかを学んでみます。そのことにより、現在の経済状況がより深く理解できるので
はないでしょうか。
１．明治初期…松方デフレ（松方正義を中心に）
２．戦前昭和…金融恐慌（高橋是清を中心に）
３．戦後昭和…占領期（池田勇人を中心に）

土曜日　13：30～15：00　（全3回）　1/28、2/18、3/4
受講料：9,000円+教材費100円（受講料と一緒に徴収いたします。）

014 江戸・東京の社寺めぐり　徳川将軍家ゆかりの地を歩く
林 東洋
学習院大学講師

山田 徹
学習院大学講師

金子 元
順天堂大学講師

昔の地図と現在の地図を見比べながら、都内の神社・仏閣・史跡を訪ねる企画です。今期は
徳川将軍家ゆかりの上野・寛永寺と芝・増上寺、そしてそれぞれに隣接する２つの東照宮の
周辺を散歩します。初回の講義では、将軍家の宗教儀礼などに注目しつつ、上野・芝周辺の
歴史を学びます。第２回・第３回は現地に集合し、実際にそれぞれの地区を見学します。寒
い時期ですから、天候などの様子をみながら柔軟に行動する「大人の遠足」にいたしましょう。
１．将軍家の「聖地」上野・芝 ～散歩の前の座学～　（林・山田・金子）
２．上野周辺の歴史散歩 ～寛永寺・上野東照宮をめぐる～（校外講義）　（林・山田・金子）
３．芝周辺の歴史散歩 ～増上寺・芝東照宮をめぐる～（校外講義）　（林・山田・金子）
＊第２回・第３回目は現地集合となります。（所要時間120分～180分程度）
＊防寒に留意し、歩きやすい靴でご参加ください。各施設の入場料などで別途500円～1,000円程度が必要です。
＊傷害保険加入のため最小限の個人情報を保険会社へ提出します。あらかじめご了承ください。

＊定員20名 土曜日　13：30～15：00　（全3回）　1/21、2/25、3/11　受講料：9,000円

015 大江戸浮世絵散歩
藤澤 茜
学習院大学講師・
国際浮世絵学会
常任理事

江戸時代に花開いた町人文化の象徴ともいえる浮世絵。そこには当時の様子が生き生きと描
かれています。今回のテーマは「山海への憧れ」です。日本では古くから山に対する信仰が
あつく、また島国であるため浜辺にも様々な絶景があります。「富士筑波」と称されるように、
江戸からの眺めも人気を集めた富士山と筑波山、そして三保の松原など美しい浜辺の景色を
描いた作品を取り上げます。江戸の魅力探しの散歩へ、さあ出かけましょう。
１．富士筑波̶江戸からの眺め
２．「冨嶽三十六景」「富士山十六景」に見る富士山
３．浜辺の浮世絵̶美しい景色と伝承

土曜日　13：00～14：30　（全3回）　1/14、2/18、3/18
受講料：9,000円

016 イチから学ぶ「江戸学」入門  その3　災害都市・江戸の実態
小沢 詠美子
成城大学講師

江戸は災害の多い都市でした。火災に地震、そして水害も毎年のように発生しています。そ
うした中、江戸で暮らす人びとは、防火マニュアルをつくったり、地下式防火倉庫である「穴
蔵」を設置したり、さまざまな対応を強いられました。その一方で、被災してしまった人た
ちを救済するシステムも整えられていきます。災害後、直ちに「お救い小屋」が設置され、
善意の救援物資も届けられました。本講座では、江戸における災害の実態と、災害を巡る人
びとの動向について概観します。
１．さまざまな災害
２．防災の工夫
３．救済システム

金曜日　18：30～20：00　（全3回）　1/13、2/3、3/3
受講料：9,000円
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017 「江戸城大奥」と「吉原遊廓」を探る　…将軍様と身分を問わずの「女人の裏世界」
小澤 富夫
元玉川学園女子短期
大学教授

江戸幕府の創設者徳川家康から15代将軍慶喜に至るおよそ270年間、この裏の女人世界を探
ります。異なった二世界は、将軍の御台所・側室を始め上臈御年寄を筆頭に職制が厳格に行
われ、将軍の特別私邸です。他方、吉原遊廓は身分を問わず、「小判」さえあれば江戸中で評
判の花魁を迎えることができます。この二つの対照的な女人世界の探訪です。
１．江戸城「大奥」の組織・職制・役職・年収、将軍への「御伽」規制
２．将軍の食事、昼食は御台所（奥方）と御一緒、三度の毒味［鬼役］新鮮な鰹も庶民の方が新鮮な味を堪能
３．世間から別世界の吉原遊廓の構成、花魁に対面するまでの手続き、金の力と費用、太夫から格子、花魁道中
４．吉原以外の岡場所

火曜日　10：40～12：10　（全4回）　1/17、1/24、1/31、2/7
受講料：12,000円

018 ある老僧の江戸めぐり～十方庵『遊歴雑記』を読む～
加藤 紫識
日本女子大学講師

十
じ っ

方
ぽ う

庵
あ ん

敬
け い

順
じゅん

（1762～1832）は小日向水道端（現文京区小日向１丁目）本法寺地中廓然寺の
４代目住職だった人物です。彼が記した『遊

ゆ う

歴
れ き

雑
ざ っ

記
き

』は、隠居後の約18年間を費やしてめぐ
った江戸市中や東海方面の紀行文で、その土地の名所や旧跡、風習、祭礼や行事、伝説など
が事細かに記録されています。
本講座では、古文の解読を目的にせず、十方庵が記した名所などをとりあげながら、現在の
様子を交えて「あの場所は今!?」を探ってみたいと思います。
１．十方庵敬順とは？ 老僧の江戸めぐり（１）
２．老僧の江戸めぐり（２）
３．老僧の江戸めぐり（３）まとめ

土曜日　13：00～14：30　（全3回）　1/21、2/25、3/18
受講料：9,000円

019 おとなのための漢字学習　漢字に関する疑問、徹底研究！
円満寺 二郎
フリーライター・
漢和辞典編集者

「最も長い読み方をする漢字は？」「『とめ』『はね』はどれくらい厳密に守らないといけない
の？」「漢字はすべて、絵文字から発展したのですか？」「常用漢字と当用漢字の違いは？」
……。こういった素朴な疑問には、実は、漢字の世界への鍵が隠れています。この講座では、
毎回、いくつかの疑問にお答えしながら、知っておくと役に立つ、漢字に関する基礎知識を
お伝えしていきます。
１．読み方に関する疑問
２．書き方に関する疑問
３．成り立ちに関する疑問
４．部首に関する疑問
５．常用漢字に関する疑問

水曜日　13：00～14：30　（全5回）　1/18、2/1、2/15、3/1、3/15　受講料：15,000円

020 四字熟語でたのしむ漢文入門　漢王朝の隆盛から大分裂の時代へ
円満寺 二郎
フリーライター・
漢和辞典編集者

漢文はむずかしそうに見えますが、漢字の意味や用法をきちんと理解し、漢字と漢字とのつ
ながり方を考えていけば、次第に読めるようになるものです。この講座では、四字熟語のも
とになった漢文を、白文と書き下し文とを対照させながら読み進めていきます。今回のテー
マは、紀元前２世紀から紀元後５世紀ごろまでの中国の歴史から生まれた四字熟語。個性豊
かな人物たちのエピソードを、じっくりと味わいましょう。
１．安車蒲輪ー前漢王朝の賢人
２．画虎類狗ー後漢王朝の名臣
３．草廬三顧ー三国志の英雄
４．今是昨非ー六朝の貴族たち

土曜日　13：00～14：30　（全4回）　1/21、2/4、2/18、3/4　受講料：12,000円
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021 古文書に親しむ　くずし字の基礎
丸山 美季
学習院大学史料館　
学芸員

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。今期は、版本（版木に彫って印刷された書物）をとりあげます。解
読を通じて、古文書の魅力に触れてみましょう。秋講座で扱ったテキストとは違う古文書を
読みます。継続される方も大歓迎です。
１．「くずし字辞典」の引き方や古文書読解のための基礎知識の解説　くずし字の解読実践（版本を素材として）
２．くずし字の解読実践（版本を素材として）
３．くずし字の解読実践（版本を素材として）
＊『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持参ください。

水曜日　15：00～16：30　（全3回）　2/15、3/1、3/15　受講料：9,000円

022 俳句教室　五七五フォーラム～俳句的表現の拡がりを求めて～
網野 月を
現代俳句協会幹事、
Haiquology代表

原 雅子
「窓」句会代表

佐怒賀 正美
「秋」主宰、「未来図」同人

後藤 章
現代俳句協会幹事

句会を通じて俳句的表現の拡がりを勉強したいと思います。各回毎に、著名な俳人をお迎え
して受講生の投句作品のご講評を頂きます。兼題・詠み込み・締切・句会の進め方について
は事前に別途資料をご参照いただきまして、各回３句の投句をお願いします。今回は「窓の会」
代表原雅子氏、「秋」主宰佐怒賀正美氏、現代俳句協会幹事後藤章氏をお迎えします。初心者
から勉強を重ねられてきた方々まで、経験の有無は問いません。
１．原雅子氏を迎えて　２．佐怒賀正美氏を迎えて　３．後藤章氏を迎えて
＊講座の進め方についての資料を事前にお送りします。各日程の１週間前までに作句してご返送ください。

＊定員20名
火曜日　13：00～16：30　（全3回）　1/17、2/21、3/14
受講料：9,000円+教材費200円（受講料と一緒に徴収いたします。）

023 大人の京都学　京の社寺をゆく　－歴史秘話と界隈散歩－
若村 亮
京都学講師・
（株）らくたび代表取締役

※P6 S02「京都の歴
史ミステリー」の特
別講座もぜひご覧
ください。

“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！
１．【金閣寺・銀閣寺】絢爛豪華な金閣と簡素枯淡な銀閣の美
２．【泉涌寺】歴代天皇が静かに眠る格式高い天皇家の菩提寺
３．【東福寺】京都五山の巨刹に伝わる釈迦を偲ぶ大涅槃図

金曜日　13：00～14：30　（全3回）　1/13、2/17、3/10
受講料：9,000円
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024 現代を見る眼　英国のEU離脱－歴史から考える
湯沢 威
学習院大学名誉教授

英国のEU Referendumの結果は世界を震撼させることとなりました。多くのイギリス人がポ
プラリズムに流されて投票した、と単純に決めつけるわけにはいきません。ヨーロッパの中で
イギリスの立つ位置を歴史的な背景から考えてみる必要があります。イギリスの宗教、法律、
政治、社会など大陸とは異なります。またEU結成の理念やイギリスの参加の経緯なども見て
おかなければならないでしょう。今後、スコットランドの独立にまで波及して、英国の分解に
まで進むのか、予断は許しませんが、いろいろな可能性についても考えてみようと思います。
１．ヨーロッパの中におけるイギリス
２．イギリスとEU
３．なぜBrexitが多数を占めたのか－今後の行くえ

土曜日　10：40～12：10　（全3回）　1/21、2/4、2/18
受講料：9,000円

025 フランス美術の「近代」　ジェームズ・ティソ試論
吉田 紀子
中央大学教授

19世紀フランスの画家ジェームズ・ティソ（1836～1902年）を知っていますか？ マネや
ドガといった前衛画家と親しく交際する一方で、彼自身はアカデミックな技法で近代の主題
を描く折衷的画家でした。そのためモダニズム史観に基づく従来の美術史においては、一歩
ひいた脇役の存在と見なされてきました。同時代の新しい文化傾向に高感度に反応し、パリ
とロンドンの二大都市で成功をおさめた明敏な画家。今期の講座では多くのスライド画像を
交えて、ティソ芸術の本質に迫ります。
１．《徳川昭武像》（1868年）：ジャポニスム（日本美術愛好）の中で
２．《休日̶ピクニック》（1876年頃）：移住先ロンドンでの成功
３．《女店員》（1883～1885年）：パリ画壇への復帰を目指して

月曜日　13：30～15：00　（全3回）　2/6、2/20、3/6
受講料：9,000円

026 イタリア文化講座　映画にみるイタリアの歴史
根占 献一
学習院女子大学教授

戦後70年が経過したといわれます。時間が経ちすぎて、「戦後」からというのがどれだけの意
味を持つのだろうか、と考えなくもありません。イタリアは日本、ドイツとともに、70年以
上前の先の大戦の敗戦国となりました。今回の講座では戦後のイタリアで戦争に関わった人
たちの悲喜こもごもを描いた映画を見て、今日につながるイタリアを考えてみることにしま
した。ともに共通点としては女性の側に悲劇が待っているといえるでしょうか。
１．ブ̶ベの恋人
２．ひまわり（１）
３．ひまわり（２）

木曜日　18：45～20：15　（全3回）　1/19、2/16、3/9
受講料：9,000円

027 イタリア美術の魅力　「ティツィアーノとヴェネツィア派展」を楽しもう
本間 紀子
東海大学・
常葉大学講師

久保寺 紀江
学習院大学講師

今期は１月21日から４月２日まで東京都美術館で開催される「ティツィアーノとヴェネツィ
ア派展」に合わせてヴェネツィアの美術を取り上げます。奇数回（本間）は美術展に関する
講義です。水の都とその地で花開いたルネサンス美術について学びましょう。偶数回（久保寺）
はヴェネツィアを旅してみたい方のための講義です。迷宮のような都市を散策するためのコ
ツを伝授し、美術ファンが訪れるべき場所をご案内します。伝統的な祝祭やビエンナーレに
もふれたいと思います。
１．「ティツィアーノとヴェネツィア派展」とそのみどころ１（本間） ２．Veneziaを歩いてみよう　入門編（久保寺）
３．「ティツィアーノとヴェネツィア派展」とそのみどころ２（本間） ４．Veneziaを歩いてみよう　応用編（久保寺）
５．「ティツィアーノとヴェネツィア派展」とそのみどころ３（本間） ※都合により、講師の担当日が変更となる場合があります。

土曜日　11：00～12：30　（全5回）　2/18、2/25、3/4、3/11、3/18
受講料：15,000円　



15

世界を知る

028 「ルチア」の魅力　新国立劇場での鑑賞に向けて
加藤 浩子
慶應義塾大学講師、
音楽評論家

19世紀前半のイタリア・オペラを代表する作曲家、ガエタノ・ドニゼッティの傑作「ルチア」。
新国立劇場では、この３月、世界で活躍するキャストを揃え、本作を久しぶりに新制作します。
今回の冬講座では、この「ルチア」鑑賞を前提に、作品の魅力、見どころ聴きどころ、今回
のプロダクション、キャストの注目点などについてお話します。
１．ドニゼッティと「ルチア」、作品の魅力 ２．「ルチア」解釈の変遷、今回のキャスト、プロダクションの注目点

オプション企画「ルチア」鑑賞について
日　　　時：平成29年３月18日（土）14時開演　於新国立劇場
チケット代：20,520円【A席】開講初日に現金と引き換えにチケットをお渡しいたします。
＊講座申込時に一緒にお申込ください。　＊申込〆切日は平成28年12月16日（金）です。
＊オプション企画費用には、オペラ鑑賞に関わる飲食代・交通費などの費用は含みません。
＊ご購入いただいたチケットは、キャンセルができません。あらかじめご了承ください。

土曜日　11：00～12：30　（全2回）　2/25、3/11　受講料：6,000円

029 オペラの中の神様たち　声楽作品におけるギリシャ神話2
彌勒 忠史
カウンターテナー

長久 真実
チェンバリスト

声楽作品は歌詞を伴う音楽作品であり、歌詞は物語を伝えるものです。その物語の登場人物は、
ギリシャ神話や聖書、古典文学などに基づく人々であることが多く、内容の理解にはある程
度の知識・教養が求められます。本講座では、オペラ誕生の地、イタリアの声楽作品を中心に、
歌詞の登場人物がいったい誰なのかを作品鑑賞、歌詞の分析、演奏などを通して探ってゆき
ます。
１．ヴェーネレ（ヴィーナス）：泡から生まれた美の女神
２．ミネルヴァ：知と戦略の女神
３．ジュノーネ：オリンポスの最高女神

土曜日　13：30～15：00　（全3回）　2/4、3/4、3/18
受講料：9,000円

030 ベッラ・ヴォーチェでカンティアーモ！！　艶のある声と心で、魅力的な歌を歌いましょう！
大貫 史朗
バリトン歌手

鈴木 綾子
ピアニスト

オペラの本場、イタリアの舞台で活躍してきたバリトン歌手と一緒に艶のある声で魅力的な
歌を歌いましょう。本格的に歌いたい方は勿論、歌うのはちょっと…という方でも大丈夫です。
座って聴いているだけでも楽しい講座です。世界で唯一の自分のベッラ・ヴォーチェ（美し
い声）を見つけて、感情豊かに歌ってみてください。新たな活力に溢れてくる感覚が体験で
きます。また、オペラ歌手の裏話も楽しめます。バリトン・コンサートでは円熟期に入った
バリトン歌手の声と歌をお楽しみください。感動と発見、笑いと納得のある楽しい講座です。
１．ベッラ・ヴォーチェは心にも響く… ２．必要な力…大切な意識…
３．イタリアの愛の歌…日本の叙情歌…ベッラ・ヴォーチェでカンティアーモ！ ４．バリトン・コンサート！感謝！

土曜日　13：30～15：00　（全4回）　1/14、1/28、2/18、3/11
受講料：12,000円

031 中村敬子の「シャンソン・コレクション」　ヒット・シャンソン＆フレンチポップス特集
中村 敬子
コンサート
プロデューサー

今期は大ヒットしたシャンソンとフレンチポップスを特集します。きっとどこかで聞いたこ
とがある歌ばかりです。ベル・エポックから熱狂の時代と言われる1920～30年代、第二次
大戦後パリが解放されてシャンソンは時代を謳歌します。そしてシャンソンが空前の繁栄を
遂げる50年代半ばから60年代初め、そこにフレンチポップスが登場。70年代から80年代を
盛り上げるシンガーソングライター。どの時代にも愛され口ずさまれたシャンソンがありま
す。時代背景もお話し、アーティストのエピソードなどにも触れて楽しく講座を進めます。
１．ベル・エポック～熱狂の時代～パリ解放
２．1950～60年代：次々生まれたシャンソンの名曲、フレンチポップス
３．1970～80年代：人気歌手とシンガーソングライター

木曜日　15：00～16：30　（全3回）　1/19、2/16、3/16
受講料：9,000円
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032 ヨーロッパ歌曲の旅
平井 敏雄
学習院大学講師

ヨーロッパ各国には、それぞれの言語・文化を背景とした、すばらしい歌の歴史があります。
本講座では、歌詞が外国語であるがゆえに、日本ではあまり聴く機会がない、そうした名曲
の数々を、民謡・クラシックからポピュラーソングまで、歌詞の発音・日本語訳つきで、成
立や背景についてのエピソードをご紹介しながら、原曲でお楽しみいただきます。冬のひと
時を、ヨーロッパのさまざまな歌に耳を傾けながら過ごしてみませんか。あの大作曲家が、
こんな歌を書いていたのか、あの大詩人の詩が、こんな歌になっていたのか、という珍しい
曲も登場いたします。幅広い興味をもってのご参加をお待ちしています。
１． ドイツ、オーストリアの歌：R・シュトラウス「ひそかな誘い」、マーラー「ハンスとグレーテ」、ドイツ民謡（ブラームス編）

「こんばんは、いとしい恋人よ」
２． オーストリア、フランスの歌：ヴォルフ「恋人をなくすような男は」、マーラー「シュトラスブルクの砦で」、シャンソン

「小さなひなげしのように」
３． 北欧の歌：ニルセン「私は安らかに眠る」、シベリウス「三月の雪の上のダイヤモンド」、グリーグ「はじめての出会い」、
「忠告をありがとう」

４． ロシアの歌：ラフマニノフ「ここはなんとすばらしい」、ロシア歌謡「彼がどんな若者だったか知っているかい？」、
ロシア歌謡「アレクサンドラ」（映画「モスクワは涙を信じない」主題歌）

火曜日　10：40～12：10　（全5回）　1/31、2/7、2/14、2/21、2/28
受講料：15,000円+教材費100円（受講料と一緒に徴収いたします。）

033 映画で学ぶフランスの食文化
ツールドグルメ番外編   シネマのおいしいキーワード

並木 麻輝子
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

美食の国フランスの映画には、何気ないシーンの中にも「食」にまつわるエッセンスがあち
こちにちりばめられています。映画を通して家庭やビストロ、カフェの定番メニュー、地方
特有の希少な名物に出会えることも。字幕では網羅しきれない、興味深い背景やエピソード
を持つ食べ物も少なくありません。本講座では毎回数本の映画を取り上げ、そのうち毎回１
本は、実際にDVDを全編観賞しながら解説。映画の中のおいしいキーワードをもとに、フラ
ンスの食文化を紹介します。また最終回にはレストランを訪れ、講義で学んだ料理を実際に
お楽しみいただきます。
＊講座素材（予定）：「パリのレストラン、「シェフ」、「大統領の料理人」、「愛しき人生のつくり方」、「エール」、「夏物語」、
「ディーヴァ」、「クリクリのいた夏」、「女はみんな生きている」、「しあわせの雨傘」など。
＊校外講義の詳細については、教室での講義の際にお知らせいたします。

木曜日　19：15～20：45　（全4回）　1/19、2/16、3/9、3/30（レストランにて校外講義）
受講料：12,000円
＊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、１回あたり4,500円前後（サービス料・飲み物代別）を予定。

034 本当に行きたい、行ってほしい世界遺産
世界遺産の意義を知って海外旅行をもっと楽しく！

大和田 聡子
『地球の歩き方』
編集担当

ユネスコの世界遺産は1000件を超えました。「顕著な普遍的価値を有する」として登録された、
後世に残すべき貴重なところですから、一生に一度は訪れたいもの。そこで、限られた海外
旅行の機会に、旅先としてどこを優先すべきか、世界遺産の意義をどこで体感できるのか、
今回はテーマに合わせてそれぞれ10か所紹介します。取材で得た最新情報もお楽しみに。
１． 行ってほしい遺跡No．１、行って良かった遺跡Best 10

世界遺産条約のきっかけを作ったエジプトの遺跡、イスラム教徒の多い国の仏教遺跡ほか
２． 歩いて楽しいヨーロッパの旧市街、おすすめの10 City

イタリアの小さな町、女性に人気のフィンランドほか
３． どんどん変わる、今年行きたい世界遺産Best 10

完成間近のサグラダ・ファミリア、新生キューバの世界遺産ほか

木曜日　13：15～14：45　（全3回）　2/2、2/16、3/2
受講料：9,000円
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035 雅楽ワークショップ（篳篥・初級）　豊饒な大地の音、篳篥を奏でる
三田 徳明
学習院大学講師・
三田徳明雅樂研究會
主宰

1300年の歴史を持つ雅楽は、古代日本の音楽や舞とアジア諸国の楽舞が融合して大成した東
洋の総合芸術です。平安貴族にとっては必須の教養でもありました。本講座では雅楽で主旋
律を奏でる篳篥の演奏法を90分という余裕ある時間の中で基礎から学び、各自のレベルに応
じた指導を通じて雅楽の魅力に迫ります。古典曲から１曲を選び、今期の課題曲とします。
年２回実施する、装束を着ての発表会にも参加可能です。
＊復習用に録音を許可します。ICレコーダー等、録音機器をご持参ください。
＊初めての方は、その旨お申し出ください。

金曜日　19：00～20：30　（全5回）　1/27、2/10、2/24、3/10、3/24
受講料：15,000円＋楽器代8,100円（篳篥をお持ちでない方のみ。受講申込時にお知らせください。）

036 雅楽ワークショップ（篳篥・中級）　いろいろな曲に挑戦しよう
三田 徳明
学習院大学講師・
三田徳明雅樂研究會
主宰

雅楽の主旋律を奏でる篳篥……本講座では初級コースでは扱わない只拍子や舞楽吹き、高麗
楽等から毎期テーマを決め、様々な楽曲に挑戦していきます。篳篥が本来持たなければなら
ない「繊細さ」「力強さ」「たおやかさ」等、多岐に渡る高度な表現力の正確な習得を目指し、
雅楽古典の真の魅力に迫ります。
なお本講座は当センター篳篥初級コースで概ね２年間・５曲以上を修了した方（及び同等以
上の実力の方）を対象とします。
＊復習用に録音を許可します。ICレコーダー等、録音機器をご持参ください。

金曜日　19：00～20：30　（全5回）　1/13、1/20、2/17、3/3、3/17
受講料：15,000円

037 雅楽ワークショップ（舞楽）　王朝貴族の舞
三田 徳明
学習院大学講師・
三田徳明雅樂研究會
主宰

雅楽は、楽器演奏と舞からなる総合芸術です。
「雅楽ワークショップ篳篥」同様、平安貴族必須の教養であった、雅楽の舞である「舞楽」を
基礎から学びます。本講座はまず、今日では軽視されがちな舞楽の基本動作をしっかり固め、
将来実際に舞台に立つことを目指しながら、それぞれの課題を持って取り組めるように構成
されています。今期は、代表的な古典曲から１曲を使って、正しい基礎を学ぶことからはじ
めましょう。ダンス経験などは全く問いません。
王朝文化の華〈舞楽〉、いま、あなたが舞う番です。

土曜日　11：00～12：30　（全5回）　1/21、2/4、2/18、3/4、3/18
受講料：15,000円

038 雅楽ワークショップ（平安歌謡朗詠・催馬楽を歌う）
三田 徳明
学習院大学講師・
三田徳明雅樂研究會
主宰

「雅楽」は平安貴族必須の教養でした。その内容は［１］管絃（＝器楽演奏）［２］舞楽
（＝雅楽の伴奏にあわせて演ぜられる舞）［３］歌謡（＝声楽曲）の三本柱から成ります。
本講座では雅楽の古代歌謡についての知識を深め、さらに実際に神
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を「歌う」ことを通じ、世界最古の音楽芸術〈雅楽〉の持つ魅力に迫ります。なお受講にあ
たって、西洋音楽譜（＝五線譜）の知識は一切必要ありません。
＊復習用に録音を許可します。ICレコーダー等録音機器をご持参ください。

火曜日　19：00～20：30　（全5回）　1/17、2/7、2/21、3/7、3/21
受講料：15,000円
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039 観世流謡曲講座　能楽謡曲入門
講師・監修
観世 芳伸
シテ方観世流能楽師

講師
藤波 重孝
シテ方観世流能楽師
角 幸二郎
シテ方観世流能楽師

室町時代に生まれた能は、ユネスコの世界無形遺産にも登録された日本を代表する古典芸能
です。能といえば「難しそう」「眠くなる」というイメージがあるかもしれませんが、鑑賞の
ちょっとしたコツが分かれば、どなたでもその奥深い魅力を堪能する事ができます。本講座
では現役の観世流能楽師が能の代表曲ともいえる「胡蝶」の謡をわかりやすくご指導いたし
ます。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康などなだたる人物も、純粋に能を観るだけではなく、
自らが謡を謡い、舞を舞いました。それは武家の教養だけではなく、自分自身で行う事が楽
しい事を知っていたからです。是非、この機会に能を観るだけでなく、演じる楽しさを味わ
っていただきたいと思います。どうぞお気軽にご参加ください。
１．能について／謡「胡蝶」の御稽古 ２～５．謡「胡蝶」の御稽古

月曜日　10：40～12：10　（全5回）　1/23、1/30、2/13、2/27、3/13
受講料：15,000円　

テキスト使用講座 

窓口購入できます 
 観世流特製一番本『胡蝶』（檜書店）2,000円

040 香道 組香を楽しむ
三條西 公彦
（三條西　堯水）
御家流香道
二十三代宗家

＊定員30名

香りの遊芸は、源氏物語の中にも書かれる薫物合に始まり、室町時代に香道という形に昇華
します。時代の変遷に合わせて行われるものも薫物合から香合、炷継香、そして組香へと変
化します。本講座では、その組香を実際に楽しみます。尚基本的な作法をご存知の方を対象
とします。
１～３．季節の組香

＊基本的な作法に関しては、本講座では説明いたしません。
＊筆ペンをご持参ください。

月曜日　19：00～20：30　（全3回）　1/16、2/20、3/13
受講料：9,600円（教材費込）

041 古典臨書作品制作　古典臨書攻略（半折）
柳 碧蘚
書道家・
学習院大学講師

＊定員28名

古来より親しまれてきた数々の名品を、各々が自選し臨書作品を制作します。勿論、書体の
別は問いません。なお、初心者の方は、選び方よりご説明いたします。
　書体＝篆、隷、草、行、楷（自由、自選）
１．半折に於いての臨書作品の説明
２～４．実書及び添削、その他注意
５．仕上げ状態を一度角度を変えて見つめる
６．実書、仕上げを見すえて
７．押印、鑑賞、反省

月曜日10：40～12：10　（全7回）　1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、3/6、3/13
受講料：21,000円　
テキスト使用講座 

窓口購入できます 
「書道の古典〈1〉」（二玄社） 「書道の古典〈2〉」（二玄社） 各850円（初めての方のみ）

042 梵字に親しむ　干支の守護仏、「守り本尊」を梵字で書こう！
小峰 智行
真言宗智山派観蔵院
副住職、
大正大学講師

＊定員16名

日本で梵字として知られている文字は、古代インドでサンスクリット語を書写するために使用されて
いた文字の一種です。仏教とともに日本にもたらされ、特に密教では梵字を大切にします。本講座で
は一万字以上ある梵字の中から、生まれ年の干支によって定められている「守り本尊」を象徴的にあ
らわす梵字の書き方を指導します。平筆で書く書法ですので、書道の経験が無い方でも気軽に参加で
きます。昨冬と同じ内容ですが、経験者の方には、「異体字」に挑戦していただくなど、奥深い梵字
の世界をレベルに合わせて指導いたします。
１．梵字の概説と書法の基本。「ア」という字を書いてみる。 ２．卯・辰・巳年の守り本尊の書き方
３．未・申・酉年の守り本尊の書き方 ４．午・丑・寅年の守り本尊の書き方
５．子・戌・亥年の守り本尊の書き方

木曜日　15：30～17：00　（全5回）　1/19、2/2、2/16、3/2、3/9
受講料：15,000円＋教材費1,000円＋平筆9号（お持ちでない方）1,500円 （開講初日に徴収いたします）
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043 花ときめき いけはなの魅力
飯塚 洋子
池坊華道教授

＊定員20名

花と遊び、花と語り、日々の営みの中で“とき”を超えて人々に愛された“いけ花”。その魅
力は花の個性をいかしていけること。桜の花は大らかに華やかに、スイトピーは優しく愛ら
しく。生命の豊かさ楽しさそしてはかなさは人となりに想われたのでしょうか…。創る、観る、
語る…草木と出逢い、花のけはいを楽しみます。

１．初花　２．立春　３．見合わせ、恋合わせ　４．満天星の花　５．桜衣

＊花バサミ、ミニタオル、作品のお持ち帰り袋をご用意ください。
＊ご希望の方には花バサミ、花袋を教室にて販売いたします。開講初日にご案内いたします。

月曜日　19：00～20：30　（全5回）　1/16、1/30、2/6、2/20、3/6
受講料：14,500円+教材費7,500円（受講料と一緒に徴収いたします。）
テキスト使用講座 

窓口購入できます 
「はじめるいけばな学校華道」（日本華道社） 850円

044 男子専花 ―花をかまえる
飯塚 洋子
池坊華道教授

＊定員20名

花と語り自分らしさを表現する“剣”ならぬ“花”をかまえる男性だけの花講座です。季の
草木とじっくり向き合うひと時は、仕事帰りの心地よいリフレッシュタイム。
講座の最後に、全員でコミュニケーションを取りながら仕上げていく大作“男の組曲”も好評！
江戸時代では、おもに男性がたしなんでいたいけ花。平成男子もぜひチャレンジを！

１．節分　　２．梅見　　３．春雷　　４.醍醐の桜
＊花バサミ、ミニタオル、作品のお持ち帰り袋をご用意ください。
＊ご希望の方には花バサミ、花袋を教室にて販売いたします。開講初日にご案内いたします。

月曜日　19：30～21：00　（全4回）　1/23、2/13、2/27、3/13
受講料：11,600円＋教材費6,000円（受講料と一緒に徴収いたします。）
テキスト使用講座 

窓口購入できます 
「はじめるいけばな学校華道」（日本華道社） 850円

045 景色盆栽教室　大きな景色を手のひらに
小林 健二
景色盆栽作家

＊定員15名

現代の生活スタイルに合ったオリジナルのシンプルな鉢を使用し、それぞれの植物の枝ぶり
に合った角度、位置を見つけ植え込みます。そこに苔、砂を効果的に配置し、ひとつの景色
を完成させます。伝統的な技術に現代的な美を加えた一鉢で四季の移ろいを楽しみましょう。
従来の盆栽や講師が提唱する景色盆栽のお話を交え、その季節ならではの景色盆栽製作やお
手入れ方法、飾り方なども幅広くお話いたしますので、初めての方もお気軽にご参加いただ
けます。講師の指導のもと、毎回一つの作品を作り上げます。

１．入門編：冬の基本的な植え方、苔の扱い方
２．基礎編：冬の枝ものを使った植え込み
３．応用編：季節の植物「桜」を使った景色づくり

金曜日　19：00～20：30　（全3回）　1/20、2/17、3/17
受講料：9,000円+教材費9,720円（受講料と一緒に徴収いたします。）
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046 カリグラフィー＆カリグレイスコープ　美しい文字とデザインを学ぶ
河南 美和子
カリグラファー&
イルミネーター

＊定員20名

中世ヨーロッパの文化と歴史が育んだカリグラフィーはアルファベットを美しく書く伝統的
な芸術です。手書きの心のこもったカード作りや、好きな言葉をビジュアルに表現した作品
はおしゃれなインテリアとして生活空間に彩を添えてくれることでしょう。新たに登場した
カリグレイスコープ（文字の万華鏡）は、カリグラフィー経験のない方でも美しいカリグラ
フィー文字を簡単にアート作品にしてくれます。身近にある色鉛筆やカラーボールペンだけ
で、オリジナルデザインの作り方や色の知識も学んでいきます。
新規にお申し込みの際、カリグラフィーコースまたはカリグレイスコープコースをお申し出
ください。

コースにより教材費・初回持ち物が異なります。
＊カリグラフィー：筆記用具、ポケットティッシュ、B4の用紙が入る袋
＊カリグレイスコープ：コンパス・シャープペンシル・練り消しゴム・ゲルインクボールペン（黒）・トレッシングペーパ
ー（40g程度）

月曜日　10：40～12：10　（全9回）　1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13
受講料：22,500円＋教材費（カリグラフィーコース 5,200円／カリグレイスコープコース 1,000円）
（各コースとも初めての方のみ。開講初日に徴収いたします。）

047 アロマテラピー講座　アロマテラピーを活かす資格 ～ストレス対処法～
川西 エリ子
（社）日本アロマ環境
協会アロマテラピー
インストラクター・
日本ニュートリショ
ン協会サプリメント
アドバイザー

フランス生まれのアロマテラピーは、植物の力で私達の疲れた心と体を癒し、元気を取り戻
す為の自然療法です。今、認知症予防やストレスケアで注目を集め、そして内側からも肌が
美しくなると、化粧品・エステ業界でも大人気のアロマテラピーは、美容関係や医療介護関
係の仕事のスキルとしても注目されています。今学期は、ストレス対処法として話題になっ
ているマインドフルネス等と共に行う香りの癒し効果をテーマにしています。
ストレスに負けない自分を目指してアロマテラピーを生活に取り入れましょう！（毎回実習
では精油を使ってトリートメントオイル・美容ジェル等、ご自分の為のオーガニックコスメ
を手作りしていきます。）アロマ２級検定試験に向けた基礎知識も同時に学んでいきます。
１．ストレス対処法（コーピング）の活用　香りのヒーリング効果など
２．マインドフルネス（瞑想をベースに生まれたプログラム）の時に効果的に使う香り
３．アロマテラピーの歴史（アロマ検定試験１級・２級の歴史問題にそって、～人は古代より植物で癒されていた～）

水曜日　19：00～20：30　（全3回）　1/25、2/15、3/8
受講料：9,000円+教材費4,800円（受講料と一緒に徴収いたします。）
テキスト使用講座 

窓口購入できます 
 『アロマテラピー検定公式テキスト2級「2015年7月改定版」』（公益社団法人 日本アロマ環境協会）
2,100円（希望者のみ）

048 目と香りで楽しむソープカービング　初めてのカービング
藤本 希枝子
ソープカービング講師

＊定員８名

タイの伝統工芸である、野菜や果物にカービングナイフ一本で模様を彫るフルーツカービン
グの材料を石鹸に替えたものがソープカービングです。本講座は、初心者むけですので、型
を使うなどなるべく簡単にカービングに親しんでいただき、香りを楽しむ作品を作っていた
だきます。（レベルに応じた作品をお選びいただけます。）

１．丸い石鹸に簡単な模様（ケーキ、桜）
２．四角い石鹸に簡単な模様（マーガレット．ダリア）
３．石鹸を分割して、アレンジ作品（小花）

＊カービングナイフをお持ちでない方は、ナイフ代3,800円でお求めいただけます。
（受講申し込時に、お知らせください。）
また、ご継続の方は、テキスト内より、作品を選んでいただきます。

月曜日　15：00～17：00　（全3回）　1/23、2/20、3/13
受講料：9,000円＋教材費1,500円（受講料と一緒に徴収いたします。）

みる・感じる・つくる
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049 テキスタイル講座（入門）　卓上機を使って織る織物
和泉 美奈子
テキスタイル作家

＊定員10名

たて糸とよこ糸を交差させることによって模様がつくられていくのが織物です。単純な動き
の中に糸の組合せ・色の組合せでいろいろな模様が織りだされていきます。糸の動きを覚え
ながら楽しんで織ってみてください。
本講座では簡単な仕組みの卓上織機リジットへドルルームとイタリアの糸を主に使ってマフラ
ー制作したいと思います。経験者の方は同じ糸を使って別の作品を制作することもできます。
１～３．マフラー制作（１/３を目安に織る） ４．マフラー制作（房作り・仕上げの説明）
＊ハサミ・メジャー（なければ定規でも）・毛糸針・マチ針をご持参下さい。

金曜日　10：00～12：00　（全4回）　1/13、2/10、2/24、3/10
受講料：12,000円＋教材費4,500円（受講料と一緒に徴収いたします。）

050 自分だけのお皿やグラスを作りませんか？　サンドブラストを使ったやさしいガラス彫刻
西出 眞
ガラス工芸家

＊定員９名

サンドブラスト技法とは、ガラスに砂を吹き付けて彫刻する、どなたでも手軽に楽しめるガ
ラス工芸です。本講座では、基本の平彫りという技法を使って、お皿やグラスなどに彫刻を
します。サンドブラストの楽しさを分かりやすく学んでいただける内容になっています。
経験者は段彫りによる立体感のある作品の制作も可能です。
1.クリアのハート小皿に平彫りする 2.クリアのヴィネガーボトルに平彫りする
3.クリアの台付きグラスに平彫りする 4.色被せの一口ビールグラスに平彫りする
5.クリアの三ケ月箸置きに平彫りする 6.色被せのぐい呑みに平彫りする
＊シャープペンシル・消しゴム・ボールペン（黒・赤）・ハンドタオルをご持参下さい。

水曜日　15：00～16：30　（全6回）　1/11、1/25、2/8、2/22、3/8、3/15
受講料：18,000円+教材費4,000円（受講料と一緒に徴収いたします。）

051 ボタニカルアート講座入門
052 ボタニカルアート講座

池田 真理子
学習院生涯学習
センター講師

＊定員 各15名

植物の世界は深く神秘的です。その美しい植物の構造を正確に描写した絵画のことをボタニ
カルアートと呼びます。本講座では、基本的な鉛筆描写や彩色法を通してボタニカルアート
を学んでいきます。初めて学ばれる方、継続の方、皆様に合わせてご指導いたします。
＊カッターを各自お持ちください。
＊継続の方は、描きたい植物をお持ちください。初めての方は不要です。

051  ボタニカルアート講座入門　土曜日　11：00～12：30　（全5回）
052  ボタニカルアート講座　　　土曜日　13：15～14：45　（全5回）
1/14、1/28、2/4、2/18、3/11
受講料：15,000円＋教材費1,800円（初めての方のみ。開講初日に徴収いたします。）

053 はじめての俳画　積穂俳画を楽しむ
井原 彰穂
全日本積穂俳画協会
俳画講師

季節感あふれる自然の豊かさや、人間の微妙な情感を表現する『俳句の心』を絵にしたもの
が『俳画』です。「書道や俳句はできないから」という心配はいりません。余白の美を大切に
しながら、まずは大きく半紙に描きましょう。そして色紙、葉書、扇子などに一筆俳画を添
えることで、生活に彩りと潤いが生まれます。直筆のお手本で、初めてという方にもわかり
やすく楽しく学べるようにご指導いたします。ぜひご一緒に、俳画に親しみませんか。
1.山茶花を描いて寒中見舞いをつくる　2.流し雛を描いて色紙をつくる　3.半紙にチューリップの花束を描く
＊筆拭き布（タオルなど）、お手持ちがあれば筆２、３本、白下敷き、墨、顔彩を当日ご持参ください。
　（なお、お手持ちがない場合は、俳画に適したものを教室でご紹介いたしますので、ご用意いただかなくて結構です。）

水曜日　13：00～14：30　（全3回）　1/25、2/22、3/8
受講料：9,000円+教材費3,000円（直筆手本代。受講料と一緒に徴収いたします。）
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みる・感じる・つくる

054 日本画を描きたい　日本画入門、絵の具に慣れる
田村 正宏
学習院高等科講師

日本画は古来からある伝統的な絵画です。優美な装飾性と叙情性をもつ日本画の世界を体験
します。岩絵の具の美しさ、そのさらっとした乾いた質感とグラデーションの豊富さが魅力
です。前半は扇面銀潜紙に静物画を、後半は花や静物や風景が描きたい方、模写がしたい方、
以前に描いた絵が未完成な方は続きを。それぞれご相談に応じます。ぜひご自宅に額装して
飾ってください。
１.果物か野菜静物写生 ５.自由制作（写生か下絵制作）
２．転写、骨

こつ

描き、下塗り ６.転写、骨
こつ

描き、地塗り
３．彩色 ７～9.彩色
４．彩色仕上げ 10.彩色仕上げと落

らっ

款
かん

＊用具は各自でご持参ください。
F4スケッチブックまたは画用紙２枚・鉛筆HB、B、2B、3Bの４本・練り消しゴム・水彩用具か顔彩か色鉛筆

火曜日　15：30～17：00　（全10回）　1/10、1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14
受講料：30,000円+教材費3,000円（開講初日に徴収いたします。）

055 基礎から学ぶ水彩画　暮しの中に美を求めて
津田 修
学習院中等科・
高等科講師

＊定員15名

今回のシリーズでこの水彩画講座も終了となります。受講して頂いた皆様に深く感謝致しま
す。さて最後のシリーズでは、これまで学んできた水彩技法や絵画表現の復習を重点に、水
彩画の魅力と楽しさをさらに味わっていただければと考えています。また講座とは別に、展
覧会の見学も行う予定です。
１～2.鉛筆素描（石膏人物像など）　３～4.水彩画（１）：花と器物　5.解説：遠近法と空間表現
６～7.水彩画（２）：題材未定　　　 8.スライド鑑賞：風景画
＊次の用具は各自でご用意ください。〔継続して受講される方は従来お使いのものをお持ちください〕
　・鉛筆（H、HB、B、2B、3B）、カッター。
　・消しゴム、練りゴム、羽根ぼうき。
　・透明水彩絵の具（固形かチューブの絵の具セット）。また不透明水彩絵の具（グワッシュ）でも構いません。
　・筆（なるべく日本画やデザイン用の筆：彩色筆、平筆、面相筆、削用筆など）数本、パレット、雑巾。
　・スケッチブック（F4号ないしF6号）。
＊なお、モティーフと筆洗は講座で準備いたします。ご不明な点は、初回の講座の際、講師にお尋ねください。

水曜日　16：00～17：30　（全8回）　1/11、1/18、1/25、2/8、2/15、2/22、3/1、3/15
受講料：24,000円+教材費1,000円（モティーフ代。開講初日に徴収いたします。）

056 南画（南宗画）を描き歴史を知ろう　
四君子、花鳥画、山水画、南画の歴史と漢詩を知る

藤井 藤岳
藤岳南画研究塾長

長岡 亘
助師

＊定員30名

南画（南宗画）は水墨画、墨絵の基本で明の時代に禅宗の思想と共に来日しました。南画は
筆と墨で人物、動物、花鳥、山、石、樹木を描きます。初心者は蘭、竹、菊、梅の４種「四
君子」から始めます。南画の歴史や女流南画家の作品を鑑賞、模写し写意を学びます。初心
者コースを終えた方は、「花鳥画」を習得します。次に研究コースに進んだ方は、山水画の基本、
山法、石法、樹法、滝画法を習得し山水画を描きます。南画に描かれている「讃」を詠み漢
詩の心を学び書きこみます。この講座で江戸から明治に活躍した女流南画家「奥原晴湖」の
掛け軸・屏風を鑑賞し描かれた桃源郷に浸ってみませんか。旅での風景などを墨で色紙や絵
葉書に描き思い出にと楽しむ事も出来ます。生きがいを求めておられる方、ぜひ南画を試し
てみませんか。各人のレベルに応じて指導いたします。
＊小型の硯（12㎝以上）、水入れ（プラスチック又は紙コップ）、家にある墨、洗濯した白地のタオル。南画用筆、用紙、下敷きは不要。
＊墨を磨る等、準備のため30分前に集合して下さい。後片付けのため30分程度かかります。

土曜日　13：00～15：00　前後30分準備時間　（全6回）　1/14、1/28、2/4、2/18、3/4、3/18
受講料：18,000円+教材費2,000円（開講初日に徴収いたします）
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057 親と子の楽しい数や形の教室
髙橋 義雄
学習院名誉教授　
元学習院初等科長

幼稚園児や小学校児童を育てているお母さん、学び方に困ったり悩んだりしているお母さん
方、共に学びあいましょう。お子さんが楽しく学ぶことができるように、『やって見せて』『言
って聞かせて』『子どもにさせてみる』そして『誉めてやること』が大事なことです。お子さ
んにとって『学ぶことは真似ること。真似ることは学ぶこと』です。これらが家庭での学び
方の基本と考えています。
１．園児から児童へ　　　（折り紙・ハサミ・のり又はセロハンテープ持参）
２．楽しく学ぶ数量形（１） 〃
３．楽しく学ぶ数量形（２） 〃
４．家庭学習を考える 〃

火曜日　10：40～12：10　（全4回）　1/24、1/31、2/14、2/21
受講料：10,000円

058 自分史を書く
猪狩 章
朝日新聞社社友・
元編集委員

「２世紀を生きる、私の自分史を書いてみたい」と思われるかたに、冬講座はコンパクトにコ
ツを学ぶ絶好の機会です。そして、お気持ちが決まったら、春～秋…と継続されることをお
すすめします。本講座は開設以来すでに15年。同人たちが仲良く励まし合いながら、次々、
特色のある自分史を出版されています。課題作品を添削し、感想を付してお返ししています。
同人のみなさんとともに、ご参加をお待ちしております。
1.自分史は自慢史ではない
2.自分史は民衆史の一翼を担います
3.自分史を１冊の本にしましょう

火曜日　13：30～15：00　（全3回）　1/24、2/21、3/14
受講料：9,000円

059 「空」の心を知る　悟りの詩をよむ
平井　正修
臨済宗国泰寺派
全生庵住職、
日本大学客員教授

中国、唐の時代に活躍された禅者　永嘉大師（ようかだいし）。六祖慧能禅師に参禅し、きわ
めて短時日の間に仏道の真実に達した。人は彼を「一宿覚」、一晩で悟りを開いた人、と呼んだ。
その永嘉大師がご自分の悟りを詩に詠んだのが「証道歌」（しょうどうか）である。今回も皆
さんと共にこの禅の悟りの詩を学んでいきたいと思います。

金曜日　13：15～14：45　（全3回）　1/20、2/3、3/3
受講料：9,000円

060 人生90年を私らしく生きるコツ　10年後の私って、どんな姿？
内海 仲子
シニア産業
カウンセラー

新しい趣味にチャレンジしたい、もっと仕事のスキルを高めたい…。いろいろな目標をたて
てはみるけれど、３日坊主で終わるなど、以前と同じ失敗を繰り返してはいませんか？もし
かすると、そこには長年の習慣や考え方によるクセが影響しているかもしれません。この講
座ではグループワークを通し、自分の価値観を再認識することで、これからのあなたの自分
時間を輝かせる実現可能なプランをたてていきます。
１．心のエネルギーを知る
２．身の回りの賞味期限を知る
３．宝物の詰まった引き出しをふやす

火曜日　19：00～20：30　（全3回）　2/7、2/21、3/7
受講料：9,000円

自分を見つめる



24

自分を見つめる

061 朗読を楽しむ　（実習コース）
062 朗読を楽しむ　（実習レベルアップコース）

岡部 達昭
元NHKアナウンサー

本講座は「朗読を楽しむ（基礎コース）」に続く実習コースです。基礎コースでは、“話すよ
うに読む”という朗読の基本を習得すると共に、様々な文体の作品の一部にふれることで、
朗読の楽しさを知っていただきました。今期の実習コース・ 実習レベルアップコースでは、
まとまった作品をじっくり読むことで、朗読の力をさらに高めます。

061  （実習コース）　　　　　　　月曜日　13：00～14：30　（全8回）
062  （実習レベルアップコース）　月曜日　15：00～16：30　（全8回）
1/16、1/23、1/30、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13
受講料：24,000円

063 064 065 肩こり・腰痛に効果的  ストレッチ＆ピラティス  A日程・B日程・C日程　
今薗 由望
ピラティストレーナー／
マスターストレッチ
トレーナー

＊定員各20名

日常生活で無意識に動かしている身体。きちんと伸ばし、きちんと鍛え、もっと快適な身体
を手に入れませんか？ご自身の身体に意識を向けて動くことを大切にしているので、年齢や
性別はもちろん、ご受講目的も問いません。姿勢・動作を整えることは、肩こりや腰痛、倦
怠感などの不調の改善にも繋がります。これまでのご受講者からも「膝の痛みが解消した」
や「ゴルフをすると身体の変化を感じる」、「講座後はいつも気持ちが晴れる」など様々なお
声をいただいています。
＊A～C日程全て異なる内容です。全日程をご受講いただくことをお勧めしますが、ご希望の日程だけ（例：A日程の３日間
のみ）をご受講なさることも可能です。＊動きやすい服装でご参加ください。シューズは不要です。

＊マットとボールは、期間中はこちらで保管することも可能です。＊着替えは、当センターでも可能です。

木曜日　10：00～11：30　（各3回）
A日程：1/19、1/26、2/2 お腹、肩甲骨を中心に 全日程共通 1日目：呼吸と共に身体を目覚めさせよう
B日程：2/9、2/16、2/23 股関節、背骨を中心に 2日目：伸ばして鍛えて不調解消！
C日程：3/2、3/9、3/16   お尻、首・肩を中心に 3日目：姿勢改善でもっと快活に

受講料：各日程9,000円+教材費2,160円（必要な方のみ）（ピラティスマット＆トレーニングミニボール）
※マット、ミニボールいずれかの場合1,080円（開講初日に徴収いたします）

066 自己流メイク見直してみませんか？　かづきれいこ監修メイクレッスン
中山 玉栄
REIKO KAZKI
専属講師

＊定員20名

年齢を重ねるごとにシミやしわ、たるみが気になってきたり、「今までのメイクがなんとなく
合わなくなってきた？」と感じることはありませんか？本講座ではお肌のお手入れ方法から、
ポイントメイクまで、あなたに合ったメイク方法と、素肌から元気に若々しい印象へ導くテ
クニックを丁寧にお教えします。復習しながら実践していく講座なので、メイク初心者、年
配の方でも安心して受講して頂けます。話題のテープ美容テクニックもお教えします！
1.30秒で出来る簡単マッサージ＆かづき流シンプルスキンケア（お肌本来の力をよみがえらせる）
2.かづき・デザインテープ、ファンデーション基本の塗り方（乾燥に負けない、しっとり崩れない肌づくり）　
3.1回目からの復習、眉のプロポーション、デモンストレーション
※当センターの春・秋・冬講座を受講でフルメイクと応用、またそれぞれの季節に合わせたテクニックを学べる内容とな
っていますが、今回の冬講座からの受講でも基本から学ぶことができます。

※持ち物：顔全体が写るスタンドミラー、フェイスタオル、髪留め（ヘアピン）、普段ご自分でお使いのメイク道具（ファン
デーション、アイメイク、口紅、リップブラシ等）、筆記用具

※ かづきれいこ本人による
講座ではありません。

火曜日　13：30～15：30　（全3回）　1/31、2/14、3/14
受講料：9,000円
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暮らしを豊かに

067 小笠原流礼法を学ぶ  冬期編　
冠婚葬祭のマナーと心得～儀式のなぜ？なに？どうして？どうやるの？～

柴崎 直人
小笠原流礼法総師範

日本の礼法はあらゆる存在に敬意を示し、大切に思う心を形などに表す営みです。その「ひ
とつの完成形」が冠婚葬祭の儀式と作法といえるでしょう。本講座では日本の冠婚葬祭につ
いて、その由来と意義を具体的に学び、正式なマナーを楽しく練習します。
（冬期講座のため礼状許状申請に要する履修講座数に加算されないことをご了解ください）

１．日本文化と冠婚葬祭＆冠のマナー
２．婚のマナー
３．葬のマナー
４．祭のマナー

金曜日　19：00～20：30　（全4回）　2/3、2/17、3/3、3/10
受講料：12,000円

068 かんたんらくらく着付け講座　着物をもっと気楽に・もっと楽しく！
津田 紫乃
株式会社新宿津田家
代表取締役

桜が舞う中、春こそ着物でお出かけしましょう。こんなに簡単？ちょっとした着方や帯の結
び方のコツをアドバイス！みんなでわいわい楽しく学んでまいりましょう。わからないこと
は何でも聞いてください。すでにご自分で着られる方も再確認してみませんか。とにかく着
物と仲良しになってくださいね。「角だし」もお教えします。
１．着付けの基礎知識と名古屋帯の一重太鼓にトライ　キレイな帯揚げ＆帯締めの扱い方
２．一重太鼓を完璧マスター　二重太鼓に挑戦
３．一重＆二重太鼓の仕上げ　着物を美しく装うためのアドバイス
＊着物、帯などはご持参ください。
＊レンタルご希望の方はお申込時にお申し出ください。
　レンタル料（着物￥1,500　帯￥1,500　小物（帯枕、帯揚げ、帯締め）￥1,000）

火曜日　19：00～21：00　（全3回）　1/24、2/28、3/14
受講料：9,000円

069 建築を見る！ 視る！ 観る！　
青山（表参道～明治神宮前）の建築家たち 第2弾！

小倉 薰雄
建築家

前々回の春講座では表参道から、根津美術館、岡本太郎美術館までを皆様と建築探訪しました。
好評につき今回も、表参道から北西に下り、明治神宮前までを歩く建築探訪を企画しました。
この通りにも前回とは異なる建築家たちが、腕を競ってデザインした建築群が所狭しと顔を
見せています。安藤忠雄の「表参道ヒルズ」、黒川紀章の「日本看護協会」、伊東豊雄の「ト
ッズ表参道ビル」などなど。建設された時代は違っても素晴らしい建築が同時に見ることが
できます。どうぞ、新たな感動をご一緒に。前々回の春講座をお見逃した方は、今回からで
も充分にお楽しみいただけます。
１．オリエンテーション。見学予定の青山（表参道～神宮前）の建築群の解説。
２． 見学会（建築探訪）予定。表参道から明治神宮前交差点まで。
（日程は、天候などで、変更の場合もあります。）

３．講評。見学会（建築探訪）で得られた、感動を分析してみる。

土曜日　13：30～15：00　（全3回）　1/28、2/18、3/11
受講料：9,000円
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暮らしを豊かに

070 養生茶として楽しむ冬の中国茶・台湾茶・薬膳茶（薬膳スイーツ）
登喜 藍泉雅
中国茶・
薬膳茶研究家
中国政府認定
茶芸技師

＊定員20名

古代より、お茶は薬として飲まれ様々な効能があると考えられています。毎回、中国・台湾
より直送の新茶、体調体質に合わせた養生茶等、講師が厳選した特級茶を３～５種類講師手
作りのお茶に合わせた養生スイーツと共に楽しみます。季節や体調に合わせてお茶を選び美
味しく淹れることができるようになります。中国・台湾各地の茶館・お茶作りの現場、日常
の写真等の資料もご覧いただき、現地のお茶事情を体感します。ご一緒にお茶の旅に出掛け
ましょう。（一年を通してご受講頂いた場合、希望者は講師が認証する初級認定証の取得も可
能です。）
１．烏龍茶（大陸１）、紅茶　グラス・茶壺を使った茶芸表演・実習
２．烏龍茶（台湾１）、黒茶　蓋椀を使った茶芸表演・実習
３．烏龍茶（大陸２、台湾２）、黄茶、白茶、緑茶　茶席設計
＊講習で使用する茶葉は、よりよい茶葉が入手できた場合、変更することがございます。

水曜日　15：30～17：00　（全3回）　1/25、2/22、3/15
受講料：9,000円＋教材費3,300円（受講料と一緒に徴収いたします。）

071 午後は紅茶にいたしましょう　日本スタイルで楽しむ紅茶
太田 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

＊定員24名

紅茶は世界中で多くの人々に飲まれている嗜好飲料です。日本では明治時代にイギリスなど
から輸入が始まった為、欧米の飲料というイメージがある紅茶ですが、今講座では日本の気
候風土、生活文化に合わせた紅茶の楽しみ方を提案します。紅茶の香味と食べ物との合わせ
方を実習しながら体験して頂きます。紅茶の新しい魅力を発見しましょう。第３回は場所を
自由が丘のサロンに移し、少人数に分かれて、講師の手作りでおもてなしの紅茶をご紹介し
ます。
１．毎日楽しむ紅茶の時間　美味しい淹れ方と体を温めるアレンジティー
２．早春のお茶会　和風にしつらえて楽しむアフタヌーンティー
３．イブニングティーの楽しみ方　食事と合わせる、おもてなしの紅茶（校外）
＊第３回は場所と時間が異なります。
＊開講初日に詳細をお知らせいたします。

金曜日　13：00～14：30　（全3回）　1/20、2/17、3/17
受講料：9,000円+教材費5,000円（開講初日に徴収いたします。）

072 イギリスのお菓子教室　カントリーサイドで愛されるお菓子を作りましょう！
杉本 悦子
洋菓子研究家

＊定員16名

イギリスのカントリーサイドには、古くから伝わるお菓子や、家庭で受け継がれた美味しい
お菓子があります。そんな英国菓子の味や食感を再現するためには、日本の素材とイギリス
の素材の違いを知る必要があります。実習では、それらを確認しながら、人気で定番のティ
ータイム用のお菓子やデザートを作り、本場の味に挑戦します。授業の終わりには、紅茶と
共に試食も楽しみます。冬の講座は、「冬を楽しむ、お菓子たち」です。
１． 冬にはリンゴのお菓子がたくさん登場、ティータイムとデザート用のお菓子２種類

実習・デモ「アップルケーキ」「アップルクランブル」
２． グリルで作る冬の美味しいお菓子

実習・デモ「クランペット」「ウェーリッシュケーキ」
３． アフタヌーンティーの華、春のフェアリーケーキ３種類

実習・デモ「バタフライケーキ・ストロベリーチーズクリームケーキ・イングリッシュローズ」
＊４人１組で１～２種類のお菓子を実習（お持帰り）、１種類はデモンストレーション実習後、紅茶とお菓子で試食します。
＊エプロンとお持ち帰り容器をご持参下さい。（直径10cm×高さ6cm程度）
＊天候により材料が揃わない場合は、一部内容が変わることがあります。

教室：学習院女子大学
　　6号館633教室

水曜日　13：00～15：30　（全3回）　1/18、2/15、3/8
受講料：9,000円+教材費8,000円（受講料と一緒に徴収いたします。）
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073 教養としてのキリスト教ABC　「イスラエル」は人の名前？
水谷 利美
学習院大学・
学習院女子大学講師

この講座では、キリスト教の神とは？から始まって、キーワードをとりあげながら、キリス
ト教の基礎を学び、旧約聖書と新約聖書を概観します。関連する絵画や彫刻の画像なども交
えて、旧約の有名な物語（天地創造、ノアの箱舟、バベルの塔、アブラハム、モーセ、ダビデ、
ソロモンなど）と新約聖書が描くイエスの生涯や教えを見ていくなど、昨年冬の講座とはひ
と味違うテイストで迫ります。ところで、「イスラエル」はもともと人の名前でした。では、
どんな意味なのでしょうか？（答えは講座の中で。）
１．キリスト教キーワード（イエス・キリスト、三位一体、クリスマス、イースター、カトリックとプロテスタント等）
２．旧約聖書ーモーセ五書（特に創世記、出エジプト記）、歴史書、文学書、預言書
３．新約聖書ー福音書（イエスの生涯、奇跡、たとえ話）、パウロの手紙他

木曜日　13：00～14：30　（全3回）　2/9、2/23、3/9
受講料：9,000円

074 Let’s Talk a Lot！
Nadia 
Mckechnie
ナディア・マケックニー
ナレーター、ライター

本講座は、英語のコミュニケーションと発音を練習するための講座です。これまで英語を勉
強してきて実際に話す経験が足りない方、英語でのコミュニケーションと発音に自信があま
りない方、よりスムーズに話したい方に向けた、会話をメインにした英会話クラスです。こ
のコースのなかで実際に会話をする機会をたくさん経験することで、自然と相手に伝わりや
すい話し方を楽しく練習します。 Let's talk a lot!

火曜日　10：40～12：10　（全5回）　1/24、1/31、2/14、2/28、3/7
受講料：15,000円

075 フランス語 入門
西 陽子
学習院大学講師

フランス語が全く初めての方向けのクラスです。abcから始めて、行きつ戻りつ、ゆっくり、
ゆっくり進んでいます。想像するよりやさしくて楽しい勉強になるはずです。次のフランス
旅行は今までとはずい分変わると思います。春期開講の講座ですが、復習しながらすすめて
いきます。

月曜日　15：00～16：30　（全8回）　1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6
受講料：24,000円　

テキスト使用講座 

窓口購入できます 
「A DEUX nouvelle edition」（第三書房）2,200円

076 フランス語 初級
西 陽子
学習院大学講師

フランス語に慣れてくると、街中で、ふと、知っている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。初級後半から始めて、歴史や風土、人々の生活などに思いを馳せながら、ゆっくり、
急がず、楽しく勉強していきます。きっとまた発見があるはずです。継続講座ですが、復習
から始めてゆっくりと進みます。

月曜日　13：00～14：30　（全8回）　1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6
受講料：24,000円　

テキスト使用講座 

窓口購入できます 
「Picoti, Picota 2」（駿河台出版）2,600円

　　　　　　　　　　　　「Picoti, Picota 2 練習帳」500円

外国語を楽しむ、外国語を学ぶ
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077 やさしいやさしい イタリア語会話入門　
Buongiorno Toscana！（トスカーナ州の小さな村と長い歴史のある町の旅）

Martina 
Zanini
マルティナ・ザニーニ
多摩美術大学講師

イタリア語会話入門クラスです。
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。定型的でも簡単な会話やフレーズを覚えれば、イタリアへ行く方やもっとイタリア
について知りたい方にも役に立ちます。今回は主に皆さんご存じのトスカーナ州の小さな村
と歴史のある町について学びます。DVDとCDを使い、トスカーナ州の歴史や世界遺産、名
物料理などを紹介します。また、60年代の懐かしい歌も歌います。イタリア語が全くわから
ない方も、また、イタリア語に触れてみたい方も大歓迎です。この旅は美術の都・イタリア
の各地方を訪れて、歴史や文化、名物料理、観光名所などの紹介を通して、イタリア語を学
んでいきます。
１.トスカーナ州の歴史を学びます
２.　　 〃 　　の伝統的料理と有名ワイン　
３.世界遺産のサン・ジミニャーノを訪れます
４.エトルリア人が住んでたヴォルテッラ市を訪れます
５.キャンティ地方にある小さな村を訪れます

火曜日　19：00～20：30　（全5回）　2/7、2/14、2/21、2/28、3/7　受講料：15,000円

078 やさしいやさしい イタリア語会話初級　
Il Molise, al suono di zampogne e campane（モリーゼ州、バグパイプと鐘を作る地方）

Martina 
Zanini
多摩美術大学講師

＊定員18名

イタリア語会話初級クラスです。
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。定型的でも簡単な会話やフレーズを覚えれば、イタリアへ行く方やもっとイタリア
について知りたい方にも役に立ちます。今期は主にイタリア半島の中部にある世界で一番有
名な鐘を作る地方と南イタリアではクリスマスの時期に欠かせないザムポーニャというイタ
リア風バグパイプを作るモリーゼ州について学びます。DVDとCDを使い、モリーゼ州の歴
史や観光箇所、名物料理などを紹介します。また、60年代の懐かしい歌も歌います。この旅
は美術の都・イタリアの各都市を訪れて、歴史や文化、名物料理、観光名所などの紹介を通
して、イタリア語を学んでいきます。
1.モリーゼ州の歴史
2.　　〃　　の名物料理と有名ワイン
3.中世から鐘を作り続けているアニョーネ村を訪れる　
4.クリスマスに欠かせないザムポーニャ（イタリア風バグパイプ）を作るスカーポリ村を見学する
5.首都のカンポバッソ市を訪れる
＊初級レベル：定冠詞・不定冠詞、名詞の単数・複数、規則的な動詞の現在形などの基礎的な文法を学んだ方を対象

月曜日　19：00～20：30　（全5回）　2/6、2/13、2/20、2/27、3/6　受講料：15,000円

079 イタリアの州を旅する～トスカーナ～
Renzo 
Pavan
レンツォ・パヴァン
学習院生涯学習センター
講師、
シエナ外国語大学試験官

＊定員18名

州による文化の違いを学びます。レベル中級以上で文法を一通り終えた方が対象です。
今期はトスカーナ州を取りあげ、テキストを読みながら州毎の文化の違いを学んでいきます。

１．アプアーネのアルプス
２．マレンマの料理
３．トスカーナ生まれのスクーター、ベスパ
４．トスカーナ独特の伝統
５．ブラーノ湖（WWFの保護区）

水曜日　13：00～14：30　（全5回）　1/18、2/1、2/15、3/1、3/15
受講料：15,000円　

テキスト使用講座 

窓口購入できます 
「Que e la per l'Italia」（Alma Edizioni）4,900円

外国語を楽しむ、外国語を学ぶ
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外国語を楽しむ、外国語を学ぶ

080 楽しく学ぶ韓国語初級Ⅲ
朴 惠蘭
パク・ヘラン
韓国語翻訳・通訳者

＊定員18名

この講座では、韓国語入門クラスで学んだ方々や、独学で入門と初級をマスターした方々を
対象に、もう一度基礎からの文法や単語・表現などを中心に確認していきます。また、簡単
な日常会話なども取り入れて、旅行や韓国人とのコミュニケーションの時に役立つように学
習していきます。学習した文法や表現を実際に使うことによって、韓国語を学ぶ楽しさも大
きくなると思います。

木曜日　13：45～15：15　（全10回）
1/12、1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、2/23、3/2、3/9、3/16
受講料：30,000円　

テキスト使用講座 

窓口購入できます 
「基礎から学ぶ韓国語講座　中級　改訂版」（国書刊行会）2,200円

081 楽しく学ぶ韓国語会話Ⅲ
朴 惠蘭
パク・ヘラン
韓国語翻訳・通訳者

＊定員18名

アンニョンハセヨ。自分の思いを韓国語で伝えたり、相手の簡単な意思表示は聞き取れても、
その後の会話を続けることはなかなか難しいことです。知っている表現であっても、普段か
ら慣れておかないととっさに出てこないですよね。今期は毎回与えられた状況で、自分の知
っている表現をどのように引き出して伝えるかを、実際の会話を通じて一緒に模索していき
ます。身の回りの様々な関心事を一緒に話しましょう！

木曜日　9：50～11：20　（全10回）
1/12、1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、2/23、3/2、3/9、3/16
受講料：30,000円　

テキスト使用講座 

窓口購入できます 
「できる韓国語Ⅰ・Ⅱ会話トレーニング　すぐに使える活動集」（DEKIRU出版）1,500円

082 楽しく学ぶ韓国語会話応用編
朴 惠蘭
パク・ヘラン
韓国語翻訳・通訳者

＊定員18名

アンニョンハセヨ！このクラスでは、できる限り韓国語の使用率を高めて、より自然で洗練
された韓国語の表現を実践で使いながら勉強していきます。長年韓国語を勉強してきた学習
意欲の高い素敵な仲間が待っています。一緒に楽しく勉強しましょう！

木曜日　11：30～13：00　（全10回）
1/12、1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、2/23、3/2、3/9、3/16
受講料：30,000円　テキストは開講時、講師より指定します。

083 楽しくまなぶトラベル英語
バークレーハウス
語学センター
日本人講師
＊定員15名
（最少催行人数6名）

本講座は、おもに英語が初心者の方を対象に、海外旅行でよく使う英語表現を自信をもって
話せるようになっていただくことを目的としています。各回のレッスンでは機内、レストラン、
ホテル、電車内などの場面を想定して、便利な英語フレーズをペアワークを中心に会話練習
します。日本人講師が基本的な文法から説明しますので、しばらく英語から遠ざかっている
方も安心してご受講いただけます。英会話だけでなく、旅先でのマナーや文化についても触
れますので、これから海外旅行を予定されている方にはぴったりの準備講座です。

G
講座ガイダンス
開催のお知らせ

P3 参照

＊複数受講割引対象外講座

火曜日　10：40～12：10　（全10回）　1/10、1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14
受講料：31,000円＋テキスト・教材費1,080円（受講料と一緒に徴収いたします。）

テキスト：バークレーハウス語学センターオリジナル教材
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084 平日昼のリラックス英会話 初級
英会話学習初めての方。初心者大歓迎

金曜日
10：40～12：10

「商品について尋ねる」、「電話をかけ、伝言する」、「計画を説明する」など、馴染みやすいテ
ーマから会話を無理なく学べます。英会話は基本が大切です。ベルリッツ・クオリティでは
じめの一歩を確かな一歩にしませんか？

受講料：39,000円（全12回）＋テキスト＆CD 代9,720円（受講料と一緒に徴収いたします。春・秋・冬講座年間利用）

テキスト：ベルリッツ・オリジナル教材

085 平日昼のリラックス英会話 初中級
過去に学習経験ある方、旅行等で英語をよく使いたい方にお勧めです

金曜日
13：00～14：30

「習慣について尋ねる」、「自分の家のことを説明する」、「お客様をもてなす」など社交センス
と会話スキルを磨きながら、基礎力の強化を目指します。より英会話力をつけて、ご旅行で
の楽しみを更に深めてみませんか？

受講料：39,000円（全12回）＋テキスト＆CD 代9,720円（受講料と一緒に徴収いたします。春・秋・冬講座年間利用）

テキスト：ベルリッツ・オリジナル教材

086 平日昼のリラックス英会話 中級
さらなる文法力を身につけ、より深くコミュニケーションをはかりたい方にお勧めです

金曜日
15：10～16：40

「イベント、開催場所について話す」、「映画について話す」、「スケジュールについて話す」、「ス
モールトーク」など、発言力を高めることを目指します。コミュニケーション力を磨いて、
旅行先で友人を作るなど世界を広げませんか？

受講料：39,000円（全12回）＋テキスト＆CD 代9,720円（受講料と一緒に徴収いたします。春・秋・冬講座年間利用）

テキスト：ベルリッツ・オリジナル教材

087 平日昼のリラックス英会話 中上級
より高度な文法力を身につけ、より流暢さに磨きをかけたい方にお勧めです

金曜日
13：00～14：30

「環境について話す」、「ニュースや現在の出来事の説明をする」、「過去の実績などを説明する」
など、日常生活全般でも使用される文法を会話やロールプレイを通して身につけます。流暢
さに一層の磨きをかけていきましょう。

受講料：39,000円（全12回）＋テキスト＆CD 代9,720円（受講料と一緒に徴収いたします。春・秋・冬講座年間利用）

テキスト：ベルリッツ・オリジナル教材

088 平日昼のリラックス英会話 サロン
様々なテーマについて意見を述べる機会を得たい方にお勧めです

金曜日
15：10～16：40

「文化」、「旅」、「環境」、「歴史」など、あらゆるテーマをもとに意見交換をしながら、語彙力
を更に伸ばし、論理的に意見を述べるトレーニングを行います。英会話力を楽しみながら維
持していきましょう。

受講料：39,000円（全12回）＋テキスト代2,700円（受講料と一緒に徴収いたします。春・秋・冬講座年間利用）

テキスト：Life

084～088 共通事項
講義日程　1/13、1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24、3/31
講　　師　ベルリッツ外国人講師　　
定　　員　各12名（最少催行人数各6名）
＊ テキストを既にお持ちの方は申込時にお知らせ下さい。

外国語を楽しむ、外国語を学ぶ ＊下記は複数受講割引対象外講座です。
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キャリアアップ・スキルアップ ＊下記は複数受講割引対象外講座です。

089 MOS資格取得対策講座【Word】　Wordを使いこなせるようになろう（Word 2013）
090 MOS資格取得対策講座【Excel】　Excelを使いこなせるようになろう（Excel 2013）

（株）教育企画
センター講師
＊定員各35名

―この講座は、Rabbit Wayとの提携講座です―
仕事でパソコンを使いこなすことは、もはや、社会人の基本です。なかでもMicrosoft®Offi  ce
に含まれるWord、Excel、Powerpointは、職業や業種を問わず、圧倒的多数の社会人に使
われている、オフィスワーク必須のアプリケーションソフトです。マイクロオフィススペシ
ャリスト（MOS）はこれらの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。日本で試験を開始した1997年以来、国内の累計受験者数は330万人を超え、
一般ユーザー向けパソコン資格としては日本最大級です。
＊テキストは開講初日に教室にてお渡しいたします。

G
講座ガイダンス
開催のお知らせ

P3 参照

089  MOS資格取得対策講座【Word】 金曜日　10：30～16：30（全4回）
 2/17、2/24、3/3、3/10
090  MOS資格取得対策講座【Excel】 水曜日　10：30～16：30（全4回）
 2/15、2/22、3/1、3/8
受講料：一般：45,000円　他大学生：3,6000円　本学（大学院生・学生・生徒）：30,000円
教材費2,160円（受講料と一緒に徴収いたします。）
＊学生は申込時に学生証のコピーをご提示ください。
＊講座終了後、１ヶ月以内にオデッセイテスティングセンター新宿店にて団体受験を行います。
＊受験料は8,424円、一般10,584円です。試験日は講座内でお知らせします。

　2016年４月から学習院大学生・学習院女子大学生の更なる学習意欲の向上、就職活動意識の向上を促進する
ため学習院父母会より、この講座を受講し合格した学習院の学生には受験料金が助成されます。助成金申請
書類の提出など詳しくはガイダンスにて説明いたします。

　対 象 者 　上記講座を受講している学習院大学生および学習院女子大学生で、講座後に受験する資格試験を合格した者。
　支 給 額 　資格試験受験料である8,424円。
　対象期間 　平成28年４月～平成29年３月まで（単年度）。

C01 医療事務講座　（医療事務検定試験対応）（Webフォロー付！）
日本医療事務
協会講師
＊定員18名
（最少催行人数６名）

『就職に有利な資格がほしい』という女性に人気No.1の医療事務。病院・クリニックへの就
職に直結した資格です。事実、医療事務の資格合格者は、国立病院をはじめ、大学病院やク
リニックの事務員、さらには市区町村の保健センターや健康保険組合など、幅広く医療業界
に就職し活躍しています。また、事務職でありながらも、病院の経営にかかわる重要な職種
なのでやりがいも十分。本講座では、初心者の方でも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・会計業務まで学べるカリキュラムとなっており、2015年の日
本医療事務協会開催講座では合格率81.5％！一生モノの資格を手に、長く働ける安定した医
療業界への就職を目指しませんか？
1.医療事務の基礎（10：00～12：00） 2.基本診療料A、基本診療料B
3.投薬（外来・入院）、注射（外来・入院） 4.検査Ａ、検査Ｂ
5.医療保険制度、受付・会計・請求、点数表の読み方・処置A 6.処置B・リハビリテーション、医学管理等、在宅医療
7.手術・麻酔、画像診断 8.請求事務関連（10:00～12：00）
9.検定試験質問日（10:00～12：00）
＊ １月21日、３月18日、３月25日は午前（10：00～12：00）のみの実施となります。
＊ 欠席用、復習用として無料のWebフォロー制度があります。Webフォロー制度のご利用には、インターネット接続環
境が必要です。スマートフォンでのご利用は、通信環境が３Ｇ回線の場合、再生までお時間がかかることがございます。
Webフォロー制度推奨ブラウザInternet Explorer9以降、Google Chrome、Safari。Webフォロー制度のご利用は
検定試験の１ヶ月前より利用可能です。

●医療事務検定試験
2017年４月１日（土）（別途、受験料７,560円）
＊検定試験を受ける条件（出席率８割以上）があります。詳細は講座内で説明いたします。

G
講座ガイダンス
開催のお知らせ

P3 参照

＊在学生受講料給付制度対象講座

土曜日　10：00～15：00（12：00～13：00休憩）　（全9回）
1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25
受講料：43,500円（全9回）+教材費15,660円（受講料と一緒に徴収いたします。）
テキスト使用講座 

 開講初日に教室にてお渡しいたします。
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キャリアアップ・スキルアップ ＊下記は複数受講割引対象外講座です。

C02 冬期集中 3級FP技能検定試験対策講座（Webフォロー付！）
LEC講師

＊定員30名程度
（最少催行人数15名）

―この講座は、LECとの提携講座です―
FPの学習は、税金・保険・年金・住宅ローンなど、知っておくと得をするお金の知識を身につける
ことができます。本講座では、2017年５月に実施される３級FP 技能検定試験の合格を目指し、初
学者の方でも豊富な図表でわかりやすいオリジナルテキストを使用し、短期間で合格レベルに達する
ことができるように学習を進めていきます。
初めてFP の知識に触れる方、暮らしに役立つお金の知識を身につけたい方、さらに２級FP・AFP等
の上級FP資格を目指し、基礎固めを行いたい方におすすめです。
●本試験：2017年５月（予定）
本センターでの本試験受験手続きはありません。申込期間にご留意いただき各自でお申込みください。
詳細は日本FP協会　https://www.jafp.or.jp/でご確認ください。
＊講義には12桁以上の電卓を各自でご用意ください。
＊欠席用、復習用としてWeb フォロー制度（自宅PC で同内容の講義を視聴できる）があります。Webフォロー制度のご
利用には、動作環境を満たした受講環境が必要となります。講座お申込み前にLECホームページ（http://www.lec-jp.
com/tsushin/check/index.html）にてシステム条件および動作環境のチェックをお願いします。動作環境が適合し
ない場合は、Web フォロー制度をご利用いただけませんのでご注意ください。

G
講座ガイダンス
開催のお知らせ

P3 参照

月・水・金曜日 10：00～12：30　（全14回）
2/1、2/3、2/6、2/8、2/10、2/13、2/15、2/17、2/20、2/22、2/24、2/27、3/1、3/3
受講料：一般：26,000円　他大学在学生：24,000円　本学在学生：22,000円
＋テキスト・教材費5,000円（受講料と一緒に徴収いたします。）※学生は申込み時に学生証のコピーをご提出ください。
テキスト使用講座 

 開講初日に教室にてお渡しいたします。

C04 冬期集中TOEICⓇ Workshop 600
C05 冬期集中TOEICⓇ Workshop 730

OTC
日本人講師
＊定員各20名
（最少催行人数：各９名）

実践的な英語力を身に付ける時代になった！
５月29日からTOEICⓇ公開テストがアップデートされ、より実践的な英語力が問われること
になりました。本講座では、新テストに対応する公式問題集を活用して、テストの傾向と対
策を理解し、従来通りの技能を磨くとともに、新たに求められる技能を強化する演習を行い
ます。講座終了後には、現行のTOEICⓇIPテストを受験して頂きます（受験料は受講料に含
まれています。）ので、学習成果をすぐに確認していただけます。
 C04   【対象 TOEICⓇ470点～570点程度の方。基礎力強化に最適です。】
 C05   【対象 TOEICⓇ590点～680点程度の方。演習スピードが速く、ポイント指導を行います。】
Workshop600/730　IP試験：２／28（火）13：00～
＊2016年第210回TOEIC®公開テストより出題形式が変更となります。IPテストへの適用は2017年４月からとなります。
＊使用テキストが変更になる場合があります。

G
講座ガイダンス
開催のお知らせ

P3 参照

月曜日～金曜日　13：00～16：00　（各全9回+IPテスト）
C04  2/1、2/2、2/3、2/6、2/7、2/8、2/9、2/10、2/13
C05  ２/15、２/16、２/17、２/20、２/21、２/22、２/23、２/24、２/27
受講料：39,000円+テキスト・教材費3,200円（受講料と一緒に徴収いたします。）
テキスト使用講座 

 TOEICⓇテスト公式問題集 新形式問題対応編



33

キャリアアップ・スキルアップ

C03 冬期集中TOEFLⓇiBT テストスコアアップ講座
アルプロス
外国人講師
＊定員15名
（最少催行人数６名）

短期集中のTOEFLⓇiBT テスト対策演習講座です。留学や大学院進学時に求められるTOEFLⓇ

iBT テストのスコア。「なかなかスコアが伸びない」「自分のTOEFLⓇ勉強法が正しいのか分か
らない」「英語の勉強は続けているがTOEFLⓇiBT の対策をしたことがない」などという方々
におすすめの講座です。本講座は、ネイティブ講師がオールイングリッシュで、自学では難
しい「話す」「書く」スキルに重点を置いた授業となります。また、「読む」「聞く」スキルで
必要となる語彙や文法の説明と自学自習の方法もあわせて習得します。テキストには自習用
の音源CD が付いていますので、講座終了後も自学で継続使用いただけます。
【対象：TOEFLⓇiBTテスト未受験または40点～60点程度、TOEICⓇテスト500点以上、英検
２級以上の方。】

G
講座ガイダンス
開催のお知らせ

P3 参照

月～金曜日　13：00～16：00　（全10回）
3/1、3/2、3/3、3/6、3/7、3/8、3/9、3/10、3/13、3/14
受講料：47,000円＋テキスト・教材費8,000円（受講料と一緒に徴収いたします。）
テキスト使用講座 

 「Developing skills for the TOEFLⓇiBT Second Edition Combined Book With MP３CDs」

091 就活に向けたメイクレッスン A日程・B日程　
第一印象を形づくるメイクで好印象に！092

中山 玉栄
REIKO KAZKI
専属講師

＊定員各20名

就職活動では流行のメイクやおしゃれメイクとは違い、相手に好感を持ってもらうメイク、
顔づくりが重要です。メイクで外見の印象が変わるとセルフイメージがプラスに変わり、面
接にも自信を持って臨むことが出来ます。本講座では、ベースメイクから眉の描き方、ポイ
ントメイクまでを学び、自分らしさを上手に引き出し、自己アピールするための就職活動顔
に“スイッチオン”できる自分を目指します。面接対策として好印象メイクを学んでみませ
んか？メイク初心者の方も受講頂けます。
＊顔全体が写るスタンドミラー、フェイスタオル、髪留め（ヘアピン）、化粧直し程度のメイク用品、筆記用具をお持ちください。
＊眉カットはございません。

火・木曜日　18：30～20：30　（各1回）　 091  A日程 3月14日（火）　 092   B日程 3月16日（木）
受講料：各2,000円

093 やってみよう確定申告　確定申告のポイントと申請書の書き方
落合 和雄
税理士、
中小企業診断士

毎年、確定申告で悩まれる方は多いと思います。そのような方に、どのような場合に確定申
告をした方がよいか、また、パートなどの副収入があった場合、どのように申告をしたら良
いかを分かりやすく解説します。また、医療費控除、寄付金控除や住宅ローン減税などで、
どのようにしたら税金が還付されるかなどの税制活用のポイントについても学んでいきます。
最近はパソコンで確定申告をする人も多いと思いますので、パソコンを使った具体的な申告
書の記入方法についても学びます。
1.確定申告の基本と還付のポイント　
2.申告書の書き方

土曜日　10：40～12：10　（全2回）　1/28、2/4
受講料：6,000円

＊下記は複数受講割引対象外講座です。
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キャリアアップ・スキルアップ

094 女性のためのシンデレラ投資  3万円少額投資編
＊定員15名
（最少催行人数8名）

12年目の人気講座、３万円の投資資金で３月に投資家デビューを目指します。全く初めての
初心者向け。少額銘柄おみくじ付き。
１．株式投資の基本
２．無理のないはじめ方
３．デビュー前の準備と心構え・銘柄おみくじ

水曜日　19：15～20：45　（全3回）　1/25、2/8、2/22
受講料：12,000円

095 株式投資 完全パック・最終章
＊定員40名
（最少催行人数8名）

一番人気の講座。初歩から学びたい初心者に最適。半年で1.5倍のおみくじ付き。
１．株式投資のしくみ
２．下落時をチャンスに変える準備
３．日経新聞と会社四季報
４．実践研究・銘柄おみくじ

土曜日　10：00～12：00　（全4回）　1/14、2/4、3/4、3/18
受講料：16,000円

096 株式投資 堅実・ローリスク投資編
＊定員40名
（最少催行人数8名）

無理なく、じっくり中長期投資を楽しみたい初級者向け。五輪で３倍期待のおみくじ付き。
１．ローリスクの投資の基本
２．実践研究１
３．実践研究２・銘柄おみくじ

土曜日　10：00～12：00　（全3回）　1/21、2/18、3/11
受講料：12,000円

097 株式投資 大化け連想投資編
＊定員40名
（最少催行人数8名）

ポケモン、バイオ、仮想現実ゲームなど話題になる大テーマをひと足早くつかむコツを学びます。
中級者向け。１年で３倍期待のおみくじ付き。
１．大化けテーマの発掘法
２．実践研究・銘柄みくじ

土曜日　10：00～12：00　（全2回）　1/28、2/25
受講料：8,000円

＊下記は複数受講割引対象外講座です。

094～097 は、坂田善種（ファイナンシャルプランナー）の「株式投資講座」
学習院生涯学習センターの株式投資講座は、13年をむかえました。この間、一度たりとも休むことなく開講できま
したのは、ひとえに、受講生の皆々様のご威光の賜物にございます。厚く御礼申し上げます。この感謝を随所にちり
ばめてお届けします。全てのコースに、大好評の「銘柄おみくじ」をご用意してお待ちしています。
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◎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
み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、講
座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。センター事務室までお問い合わせください。

◎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。ゆうちょ
銀行からの振込はできません。
◎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、センタ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、センター事
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。
◎直接ご来校なさってお申込みされる方は、センター事
務室で納付することもできます。（なるべくつり銭のな
いようお願いいたします。）なお、クレジットカード等
でのお支払いは承っておりません。
◎振込金受取書（振込依頼書）、ご利用明細書（ATM）、レシー
ト（窓口支払）等は講座終了時までお手元にお持ちください。
◎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。

◎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り引きはございません。
◎特別講座、キャリアアップ・スキルアップ講座、提携
講座及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。

◎お申込みされた講座をキャンセルする場合は、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 ２,000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1,000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、センタ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（ゆうちょ銀行を除く）
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。必ずご連絡ください。�
ご連絡がない場合は、後日、受講料を請求
させていただきます。

◎受講講座の変更は、申込みされた講座開講初日の前日
（この日が祝祭日等センター休業日の場合はその前営業
日）の　1７：00までとします。講座開講後の変更は認
めません。（但し、受講定員一杯のため、変更のご希望
をお引き受けできない場合や差額の受講料を頂戴する
場合があります。）なお、語学講座については、「語学
講座のレベルチェックについて」（次頁）をご参照く
ださい。変更による受講料の返金はございません。あ
らかじめご了承ください。

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

受講料の納付について

受講キャンセル・受講料返還について

受講料の割引（複数講座受講割引）について

講座変更について
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◎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
（ゆうちょ銀行を除く）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、当センターHP
（http://open.�gakushuin.ac.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。
　なお、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。
◎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
　学校行事・講師の止むを得ない急な都合や天候の状況
により、休講する場合があります。
　休講した場合は、原則として予備日に補講を行います。
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た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。

◎�受講料のお振込み確認後、「受講証」および「開講初日
のご案内と諸注意事項」をお送りいたします。
◎受講料のお振込み後、10日間を経過しても「受講証」
等が届かない場合、センタ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。
◎「開講初日のご案内と諸注意事項」には、開講までに
ご準備していただくこと等の詳細な説明が記載されて
います。必ずお読みください。

◎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 1階ラウンジ前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。
◎自転車で来校の方は、受講証と引き換えに駐輪許可証
を交付します。センター事務室にお立ち寄りください。
◎自動車・自動二輪車（原付を含む）による来校はお断
りいたします。

　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。
　但し、講座により多少のレベル差があります。継続開催
の講座については、昨年度のクラスで使用された教科書・
資料等をご覧いただけるものもあります。詳しくお知りに
なりたい方は、生涯学習センターにお問い合せください。
　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、必ずセンタ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
無料ガイダンスも実施しますので、ぜひ、ご活用ください。

　以下の行為は固くお断りいたします。
◎講義中の写真・ビデオ撮影・録音（とくに講師が許可
した講座を除く）
◎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、センターや講座クラス内及びセンター外にお
いても、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。
　生涯学習センターでは、来校されるすべての受講生の
皆様に快適な学習環境の中で、集い、学び、語らい、心
豊かな時間をお過ごしいただきたいと考えています。
　皆様の講座運営へのご協力をお願いいたします。

講座の開講中止・休講について

受講証について

来校について

語学講座のレベル・チェックについて

禁止事項
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　　　　　　　�←各講座概要の下段にこのマークが入っている、テキ
ストありの講座は全てのテキストを、センター事務室に
て販売いたします。但し、以下の点にご注意ください。

◎テキストは全て注文制とし、受付は各講座とも講座開講
初日の 1週間前までとなります。ご希望の方は、申込用紙
の「テキスト・教材注文」欄の「する」を○で囲んでくださ
い（巻末の「申込書記入例」参照）。また、電話、E-mailでの
お申込みの際には必ずその旨をお申し付けください。
◎返本が出来ないテキストもございます。ご注文された
方は、必ずセンター事務室でご購入ください。

◎ご注文いただかなかった方への販売はいたしかねます。
◎販売期間は、各講座とも開講初日から第 ２回目までとい
たします。
◎講座開講初日の1週間前までにご注文をいただいた場合
でも、テキストの種類や祝祭日・連休の関係で、初日にご用
意できない場合があります。あらかじめご了承ください。
◎希望されなかった方、開講初日の 1週間前までに注文
されなかった方、事前にテキストを入手されたい方は、

一般書店等でお買い求めください。なお、最少催行人
数に達せず、講座の開講が見送りになった場合、ご自
身で入手されたテキスト代についてのご請求・ご返金
には応じられません。あらかじめご了承ください。
◎テキストの販売価格は、為替の変動や価格改定等によ
り変更する場合がありますので、ご了承ください。

◎�初めて参加される際に、教材（例：カリグラフィーセット、篳
篥等）が必要となる講座がございます。ご注文される方は、
申込用紙の「テキスト・教材注文」欄の「する」を○で囲ん
でください。

大学図書館 生涯学習センターの受講生は、講座の開催期間中（春期 ４ 〜 ７ 月、秋期 ９ 〜12月、冬期 1 〜 ３ 月）、 
大学図書館、法学部経済学部図書センターをご利用になれます。
◇図書館の利用には生涯学習センターの受講証が必要です。
◇�利用範囲は図書・資料の館内閲覧および館内コピー機での複写（有料）、DVDの視聴（法学部・経済学部
図書センターのみ）となります。

　�蔵書の館外貸し出しは、単発の講座や資格講座を除く一般教養講座を『申請時を含め ２ 期以上継続受
講』または『申請時および過去 ２年間のうち ３期以上の受講歴』のある方に限らせていただきます。詳細
はお問い合わせください。

◇開館時間…大学図書館　　　　平日　 ８：５0〜２1：00　土曜　 ８：５0〜1８：00
　　　　　　法経図書センター　平日・土曜　 ８：５0〜２0：00
◇入学試験など大学行事の都合により、ご利用になれない期間もあります。あらかじめご了承ください。
◇利用方法の詳細はセンター事務室または大学図書館1Fカウンターにお問い合わせください。

大学図書館利用サービス 特典

センター全景センター全景センター全景センター全景センター全景センター全景センター全景センター全景センター全景センター全景センター全景センター全景センター全景センター全景センター全景センター全景センター全景 ラウンジ

西11号館は、学習院目白キャンパス内に開設された、生涯学習センター専有施設です。大学の行事
等の影響を受けることなく、より快適な環境で学習していただけます。
なお、生涯学習センターまでの経路は、裏表紙の地図をご参照ください。

生涯学習センター（西11号館）のご案内

　受講その他にかかる事務手続、各種ご質問等はこちら
で承ります。

　飲料の自動販売機、コピー機（有料）があり、受講生
であればどなたでも休憩・自習場所としてご利用いただ
けます。一部講師の書籍等もありますので、自由にご覧
ください。
※�館内で食事の販売はしておりません。大学構内の食
堂・売店等をご利用ください。

　1F…101／２F…２01〜２0３／３F…３01・３0２
　生涯学習センター講座専用の教室です。講座は原則と
して館内各教室で実施いたしますが、一部学習院大学又
は学習院女子大学の校舎等で実施する場合もあります。
会場をご確認の上、ご来校ください。

テキストについて

教材について

センター事務室（ １Ｆ）

ラウンジ（ １Ｆ）

教室（ １Ｆ〜 ３Ｆ）

テキスト使用講座

窓口購入できます
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2016年度　冬期講座申込書

講　座　番　号 申 　 込 　 講 　 座 　 名 テキスト・教材注文

する・しない

する・しない

する・しない

する・しない

住　　所

フリガナ

氏　　名

電話：　（　　　　）

E-mail：

緊急連絡先（携帯電話など）：　（　　　　）

FAX：　（　　　　）

生　年　月　日 保 護 者 氏 名（受講者が中学生　
以下の場合に記入）

年　　月　　日

男　・　女性 別

会社員　・　公務員　・　主婦　・　教員　・　自営業　・　学生（☆）

その他（　　　　　　　　　　　　）

大・昭・平

整理番号

職　　業

〒

都道
府県

市区
　郡

☆ 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

フリガナ

氏　名

ショウガイ　   トモ　  コ

生 涯 友 子

テキストを使用する講座や初めて参加される
際に教材の用意が必要な講座で、窓口購入を
希望される場合はここに○を入れてください

受講生が中学生以下の場合、保護者のお名前
をご記入ください

◯◯◯◯をよむ001

★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。

★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1－3－19

生涯　桜子　様

整理番号：　123456
（↑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

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。

◆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
でセンター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
（例：ボタニカルアート講座（A）/（B）等）。くれぐれ
も講座番号にご注意のうえご記入ください。
◆テキストを使用する講座は、ご注文の有無をはっきり
とお書きください。なお、指定テキスト欄に「開講初
日に教室にてお渡しいたします」とある講座は、お申
込みの方全員にテキストが配付されますので、ご注文
の必要はありません。
◆初めて参加される際に、教材（例：カリグラフィーセッ
ト、篳篥等）の用意が必要な講座の場合は、ご注文の有無
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。
◆お名前・ご住所・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E-mailのアドレス等、できるだけご記
入ください。
◆その他ご不明な点は、センター事務室までお問い合わ
せください。

◆ご友人からのご紹介やご登録者のご家族等、当センター
へのお名前の登録がない方がお申込みをされる場合は、
巻末の申込書に必要事項（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）　⑩保護者氏名※（フリガナ）
　※受講生が中学生以下の場合、ご記入ください。

◆個人情報の取扱について
　本センターでは、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、当
センターの講座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ます。
（ご同意いただけない記入事項がある場合は、お手数ですが
生涯学習センターまでお問い合わせ願います。）
　なお、個人情報の保護に関する法律に基づき、本センター
では、受講生のお名前・性別・生年月日・住所・電話番号・メー
ルアドレス等の個人情報は一切、公表しておりません。
　また、本人の同意なしに第三者に個人情報を開示・提供し
ておりません（法令等に基づき提供する場合を除く）。ただし、
講座運営を円滑に進めるため、受講生の氏名・住所・電話番
号・年齢・職業が記載された名簿を、当講座の開催期間中及
び合否結果の確定までの期間、講座の提携先事業者に貸与
する場合があります。各事業者には、個人情報に関する守秘
義務を遵守し、当講座の運営以外の目的で使用することを禁
止するなど、管理を徹底いたします。

申込書記入例

申込書記入に際してのご注意とお願い お名前未登録の方のお申込について



F A X 専 用 FAX：03－5992－1124

2016年度　冬期講座申込書
（テキスト・教材のお申込みについては、P.37参照）↓

講　座　番　号 申 　 込 　 講 　 座 　 名 テキスト・教材注文

する・しない

する・しない

する・しない

する・しない

住　　所

フリガナ

氏　　名

電話：　　　（　　　　）

E-mail：

緊急連絡先（携帯電話など）：　　　（　　　　）

FAX：　　　（　　　　）

生　年　月　日 保 護 者 氏 名（受講者が中学生　
以下の場合に記入）

年　　月　　日

男　・　女性 別

会社員　・　公務員　・　主婦　・　教員　・　自営業　・　学生（☆）

その他（　　　　　　　　　　　　）

大・昭・平

整理番号

職　　業

〒

都道
府県

市 区
　郡

☆ 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

フリガナ

氏　名

＊５講座以上お申込みの場合は、お手数ですが、本用紙をコピーして使用いただくか、別紙（様式は特に問いません）に希望される　
１）講座番号　２）申込講座名　３）テキスト・教材注文（する・しない）を明記のうえ、本申込書と一緒にFAX願います。 2016、冬

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線



FAX：03-5992-1124

送信する前に、記入もれが無いか、
今一度お確かめください。



068 P25

025 P14

フランス美術の「近代」

かんたんらくらく着付け講座
052051 P21

ボタニカルアート講座入門
ボタニカルアート講座

091 092 P33

就活に向けたメイクレッスン A日程・B日程

072 P26

イギリスのお菓子教室

045 P19

景色盆栽教室

056 P22

南画（南宗画）を描き歴史を知ろう

目で見る講座
・

講座風景

052051 P21

イギリスのお菓子教室

056 P22
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