
期間中 どなたでも 入会金 ￥0！ 対象講座100以上！
1,500円でトライアル

8/24 火 9/30 木

キャンペーン

新 宿

喜びをつなぐ
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］効有間年3［ 。すで円005,5は金会入。すまいてっとを制員会
70 歳以上の方、18 歳以下の方は入会金無料。会員の紹介や大学生は入会金半額です。
公開講座などの一部の講座は、入会せずに一般価格でご受講いただけます。

お申し込み方法は３通りから

電話で で口窓

●新宿教室へのアクセス

03-3344-1941
10：30 ～ 18：30
＊日曜・一部の祝日を除きます。

９：30 ～18：00
月～土曜

＊一部の祝日を除きます。

＊お申し込みの前に、P.72の受講規約をご覧ください。

！ご注意

● JR・小田急線・京王線・東京メトロ丸ノ内線の新宿駅西口より徒歩約8分
● 都営地下鉄大江戸線都庁前駅A6出口直結
● 東京メトロ丸ノ内線西新宿駅より徒歩約５分

から

秋の
受け付けは

現金のほか、クレジットカード、デビット

カードもお使いいただけます。

①講座の開講が近い場合は窓口でのお支払いをお願いすることがあります。
②ご予約を取り消される場合は、必ず事前にご連絡ください。
③講座案内の 期間・曜日・時間 欄に開催週の記載がない講座については、ホームページまたは教室内リーフレットをご覧ください。

は休業日 は祝日営業日

2021年10月～12月 営業日カレンダー

＊営業時間は状況により変更する場合が
　ございます。あらかじめご了承ください。

11月
日 月 火 水 木 金 土

●コンビニエンスストアで
①ご予約承り書と払込用紙をお送り
　します。
②入会金、受講料等を所定の用紙で
　1 週間以内にお支払いください（払

込手数料は当社負担）。
③払込受領証を①のご予約承り書に貼

付のうえ、当日お持ちください。
④会員証は郵送します。
＊70 歳以上の方は、窓口で証明書を確認の

上、お渡しします。

お
支
払
い
・
受
講
券

お
申
し
込
み

①ロビー備え付けの申込書にご記入の
うえ、入会金、受講料等を添えて

　お申し込みください。

②受講券・会員証はその場でお渡し
　します。

でジーペムーホ

朝カル　新宿

www.asahiculture.jp/shinjuku

①お申し込みからお支払いまでホームページ上で
　出来ます。
　お支払いはクレジットカードのみです。
＜ご利用いただけるカード＞
VISA、Master Card、JCB、American Express、
Diners Clubのロゴのついたクレジットカード。
②お申し込み完了メールが受講券の代わりになります。
　会員証は郵送します。
＊通信講座など一部の講座を除きます。
＊詳しくはホームページをご覧ください。

●クレジットカードで

※受付開始日の９時30分から承ります。
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※日曜日の受付窓口は、
　当面のあいだ休止します。

感染症対策とメール登録のご協力をお願いします

消毒液や飛沫対策用ビニールシートの設置など感染症対策を進
めております。ご受講は、マスク着用でお願いいたします。風
邪のような症状のある方、体調のすぐれないお客様は、講座へ
の参加をお控えください。
講座休講など緊急時の連絡に使うため、メールアドレスの登録
をお願いします。

※受講料には音楽使用料が含まれているものがございます。
※全講座、１回につき165円の設備費を別途いただきます。



               

朝日カルチャーセンターにとって、

お客さまの喜びがすべてです。

知る喜び、習う喜び、

心身の状態を整え、健康に暮らす喜び、

仲間と過ごす喜び。

お客さまにさまざまな喜びをお渡しし、

喜びをつないでいきます。

私たちの教室が出発点になり、

喜びの輪が広がって世の中がほんのりと明るくなる。

それが私たちの願いです。
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ホームページからのお申し込みの流れ
WEBサイトでは24時間お申し込みが可能です。日程や内容の確認もできて便利です。ぜひご利用ください。

ログイン

STEP1 新宿教室トップページの
右上にある マイページ  を
クリックしてください。

スマホは、右上の メニュー  から
マイページ  をクリックしてください。

STEP2 IDとパスワードを入力し、緑色の ログイン  をクリックしてください。
 ご希望の講座を画面上部にある「講座検索」をクリックして、探してみましょう。

ユーザー登録

ご登録されたメールアドレスに「ユーザー登録完了のご案内」の
メールが届きます。メールを開いてIDとパスワードを確認しましょう。

STEP2

新宿教室トップページを開いてオレンジ色の 　ユーザー登録  をクリック、必要事項を
入力してご登録ください。すでに朝日カルチャーセンターでご受講中の方も、
WEBサイトのご利用が初めての場合はユーザー登録が必要です。

（パソコンから受信可能なメールアドレスをご使用ください。）

STEP1

透明水彩で描く
ヨーロッパの
街並み
講 師：水彩画家
	 春崎 幹太
日 時：12/5 日曜 
	 11：00～12：00

白内障のひみつ 
手術の歴史と
最先端治療法
講 師：三井記念病院前眼科部長
	 赤星 隆幸
日 時：11/30 火曜 
	 10：30～12：00

英国王室と紅茶・
紅茶でよみとく
イギリス史
講 師：紅茶教室主宰
	 立川 碧
日 時：11/13 土曜 
	 15：30～17：00

ドストエフスキーと金 
生誕200年

講 師：名古屋外国語大学学長
	 亀山 郁夫
日 時：11/11 木曜 
	 19：00～20：30

世界遺産で旅する
ペルシアの歴史

講 師：東京大学准教授
	 守川 知子
日 時：10/13～ 水曜
	 13：00～14：30

オンライン講座のお申し込みは、クレジットカード決済でお願いしています。お申し込みいただくと、講座日の前日にご登録の
アドレスに招待メールが届きます。その中に記載されたURLを講座の開始時間に合わせてクリックして受講しましょう。オンライン講座の受講が初めての方へ

どこからでも
受講できる！

講座のお申し込み

お申し込みの講座を選択 講座検索を行い、該当講座の緑色の「詳細を見る」をクリックして開き、オレンジ色の
「お申し込み」をクリックして内容をご確認の上、緑色の「カートに入れる」をクリックします。STEP1

お申し込み内容の確認 選んだ講座を確認します。続けて複数の講座を選ぶことも可能です。STEP2

お支払い方法 お支払いはクレジットカード決済で承ります。カード情報を入力しましょう。STEP3

お支払い内容の確認と確定 クレジットカード情報内容を確認して、申し込みを確定します。STEP4

お申し込み完了 ご登録のメールアドレスに「お申し込み完了のご案内」のメールが届きます。このメールを受講券とさせていただきます。STEP5

オンライン講座 はじまっています！
天才の考え方

講 師：将棋棋士
	 加藤 一二三（左）
	 東京都立大学教授
	 木村 草太（右）
日 時：10/9 土曜 
	 15：30～17：00

木村草太氏写真　©岩沢蘭

アルダビールのシャイフ・サフィー・アッディーン廟



社　　会
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
天才の考え方
　オンライン講座

盤面では常に真剣勝負。名局を振り返りながら、将棋棋士の加藤一二三さん
に将棋への思いや大棋士との戦い、若い世代への言葉を伺います。聞き手は
大の愛棋家の東京都立大学教授の木村草太さん。教室での受講も可。 新設

10／9
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,840

高齢者介護の闇
　オンライン講座

ノンフィクション
作家
 石井　光太

世界で類を見ないほどの超高齢化時代に突入した日本。様々
な介護問題の実態とは。日本が直面している高齢者介護のリ
アルな闇にせまります。教室での受講も可。 新設

10／23
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

2021年総選挙の意味
　オンライン講座

法政大学教授
 山口　二郎

日本政府の統治能力の危機という深刻な状態が続いていま
す。衆院選の争点や結果を中心に、現状を分析しながら、日
本政治の行方を展望します。教室での受講も可。 新設

10／16
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

戦後政治史
　オンライン講座

第２次世界大戦の敗戦以後の日本政治の展開を振り返りま
す。今期は「高度成長と保守政治の黄金時代」「戦後日本の頂
点」「改革の90年代」。教室での受講も可。 新設

10／22、11／26、12／24
金 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

戦後民主主義を考える
　オンライン講座

神戸市外国語大学
准教授
 山本　昭宏

現代日本を形成した「戦後民主主義」を主に文化と思想から考
えます。占領下から現代にいたる多様な展開とは。今期は占
領下から70年代初頭までの時代を取り上げます。 新設

10／23、11／27、12／25
土 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

日本国憲法の論点
　オンライン講座

東北大学名誉教授
 辻村みよ子

今期は人権論に注目し日本国憲法の論点を整理します。フラ
ンス人権宣言から第4世代の人権までの歴史をおさえつつ、
憲法14条や学問と教育の自由を解説します。

10／2、11／6、12／4
土 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

日本国憲法を読み解く
　オンライン講座

東京大学教授
 石川　健治

憲法改正の動きが報道される今、日本国憲法に向き合ってみ
ませんか。憲法学の歴史や法、哲学の解釈をまじえて根本か
ら日本国憲法の理解をめざします。教室での受講も可。

10／2、11／6、12／4
土 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

アメリカ政治と思想潮
流

関西大学客員教授
 会田　弘継

バイデン政権が発足してから1年。コロナ禍で一層明らかに
なった格差や中国との体制間競争など、内政と外交において
大きな課題に直面するアメリカの思想再編を考えます。

10／30、11／27、12／25
土 10:00～11:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

世界を知る１　マルク
スとポストコロナ
　オンライン講座

立教大学准教授
 佐々木隆治

半世紀ほどの低成長時代に大きな変容を遂げてきた資本主
義。マルクス経済学からポストコロナの資本主義のゆくえを
見定め、資本主義の「その後」について考えます。 新設

11／5
金 19:00～20:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

世界を知る２　現代政
治と宗教
　オンライン講座

帝京大学准教授
 藤本　龍児

大きな世界的動向を「宗教」と政治のかかわりから捉えなおし
ます。リベラル・デモクラシーや市場経済と宗教の関係を、
米国を中心にヨーロッパも含め思想的に考えます。 新設

11／23
火 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

世界を知る３　世界秩
序と「正義」
　オンライン講座

江戸川大学教授
 荒谷　大輔

一国の中で世論が分かれ、世界の一体感の演出を試みたオリ
ンピック。互いに譲らぬ「正義」の対立の思想的な前提を明ら
かにし、現状の世界の構造を可視化します。 新設

12／4
土 11:00～12:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

世界を知る４　政治思
想と現代民主主義
　オンライン講座

立命館大学准教授
 山本　　圭

感染症の収束が見えない中、パンデミック以前のポピュリズ
ムに代わり、新しい論点は権威主義的な統治の問題やケアの
倫理などに。現代民主主義から世界を考えます。 新設

12／11
土 18:30～20:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

金正恩と金与正　北朝
鮮極秘レポート
　オンライン講座

朝日新聞記者
 牧野　愛博

世界最強の閉鎖国家といわれる北朝鮮。なぜ独裁政治が続く
のか。国際社会は北朝鮮とどのような外交戦を繰り広げてき
たのか。取材をもとにその実態を解き明かします。 新設

10／1
金 19:00～20:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

経済思想史入門
　オンライン講座

東京大学准教授
 野原　慎司

資本主義社会は歴史の中で登場した一つの経済のあり方。成
立の前提となる法律、政治、道徳などについての思想を学び、
資本主義の行く末を考えます。教室での受講も可。

10／27、11／24、12／22
水 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

ポスト資本主義世界を
問う
　オンライン講座

法政大学教授
 水野　和夫

資本主義の終焉といわれる現代。経済学の古典でもあるスミ
ス、マルクス、ケインズの理論を手掛かりに現代とポスト資
本主義世界を考えます。教室での受講も可。

10／9～12／11
土 15:30～17:00

3回	 9,900

ヒマラヤの秘境ラダッ
クの旅
　オンライン講座

ルポライター
 小林みちたか

ラダックは「峠の向こう」というチベット語が語源と言われ、
伝統的なチベット文化が色濃く残ります。壮大な自然と大ら
かな人々との交流を紹介。教室での受講も可。 新設

12／18
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 3
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
福澤諭吉「文明論之概
略」を読む
　オンライン講座

日本大学教授
 先崎　彰容

明治期の最も優れた文明論であると同時に、日本の近代化を
決定づけた著作。この古典を「精読」し、時代状況、人物、影
響など多面的に学びます。教室での受講も可。 新設

10／29、11／26、12／24
金 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

文庫でよむ近代日本の
思想
　オンライン講座

東京大学教授
 苅部　　直

近代の日本人は、政治・経済・社会をどのように論じてきた
のでしょうか。文庫で手に入る思想史の古典を読みながら、
近代日本の思想を解説します。教室での受講も可。

10／28、11／25、12／23
木 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

入門・日本の哲学　西
田幾多郎と田辺元
　オンライン講座

日本女子大学名誉
教授
 田中　久文

愛妻を亡くし、死について深い哲学的思索をめぐらすように
なる田辺元。田辺が死の哲学を述べた論文「生の存在学か死
の弁証法か」と論文「メメント モリ」を考えます。

11／5～12／3
金 10:30～12:00

2回	 6,600

西田哲学入門　逆対応
と平常底
　オンライン講座

日本大学名誉教授
 小坂　国継

遺稿「宗教論」において新たに展開された逆対応の論理と平常
底の思想はどのような関係にあるのか。さらに絶対矛盾的自
己同一の思想との関係を考察。教室での受講も可。 新設

10／30
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

道元思想入門　時間論
「有時」を中心に
　オンライン講座

道元「正法眼蔵」の哲学的な巻をとりあげ、思想の核心をとら
えることを目指します。テキストを読み解き、西田哲学や西
洋哲学と比較、対照します。教室での受講も可。

10／14、11／11、12／9
木 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

二重言語の光と影　
「日常の言語」と「詩歌
の言語」

中央大学教授
 加賀野井秀一

私たちが日常で使っている言語と、詩歌の言語は、同じもの
でしょうか。マラルメやサルトルから学びながら、言語の位
相に気づき、日本語の弱点を克服します。 新設

11／24
水 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

華夷観念で捉える中国
思想史

東京学芸大学教授
 井ノ口哲也

華(か)と夷(い)。中華思想と呼ばれる漢民族特有の世界観で
す。その切り口を軸に中国の文化と考え方を古代から現代ま
で、時代を追って解説します。今期は朱子学から。

10／9、11／13、12／11
土 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

物語としての哲学史
　オンライン講座

高千穂大学教授
 齋藤　元紀

哲学史を膨大な知の蓄積庫としてとらえ、私たちの人生につ
いて思考し物語る実践を試みます。ロックら経験論哲学やカ
ント、ヘーゲルらの超越論・観念論哲学に迫ります。

10／19～12／21
火 19:00～20:30

5回	 16,500

知ってるようで知らな
い論争の哲学史
　オンライン講座

玉川大学名誉教授
 岡本裕一朗

哲学者の論争に光を当て、対立する学説の本質を捉えます。
ショーペンハウアーとニーチェ、ヴィトゲンシュタインと
ラッセル、フッサールとハイデガー。教室での受講も可。

10／16、11／20、12／18
土 18:30～20:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

自然主義からポスト
ヒューマニズムへ
　オンライン講座

哲学の地殻変動が引き起こされている21世紀。キトラ―・デ
ネット・ボストロム・ハーマンなどを取り上げ、21世紀の
現代思想を展望します。教室での受講も可。 新設

11／20
土 16:00～17:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

ギリシア哲学深掘り
　発掘から復元するギリシ
ア哲学

東京大学教授
 納富　信留

古代ギリシア哲学には様々な側面があります。ヴェスヴィオ
山の噴火で埋まったヘルクラネウムの「パピュロス邸」と、エ
ピクロス派哲学者フィロデモスを考察します。

10／19、11／16、12／21
火 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

アリストテレス「政治
学」を学ぶ

東京都立大学名誉
教授
 加藤　信朗

「政治学」の研究基盤「ニコマコス倫理学」では「政治学」に求め
られる主題が列挙されています。「人間はポリス的動物であ
る」の定義で知られる著作を考究します。

11／20～12／18
土 15:30～17:00

2回	 6,600

ホメロスを哲学する
　オンライン講座

慶応義塾大学言語
文化研究所所員
 樋笠　勝士

西洋文化の基礎としての西洋古典文学の原点となるホメロ
ス。各回、倫理、宗教、人生観等のテーマで、古典ギリシャ
語原典を参照しつつ多角的に論じます。

12／12
日 10:00～11:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

美学講義・「生の哲学」
の美学
　オンライン講座

「美意識」論として自然美論を講義します。前回までのショー
ペンハウアーとニーチェに続き，今期はデュルタイ、ジンメ
ル、ベルクソン等における自然美を考えます。

10／31、11／28、12／26
日 10:00～11:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

自分探しと哲学　山内
流「ハビトゥス」
　オンライン講座

慶応義塾大学教授
 山内　志朗

哲学には「自分とは何か」という問いかけがあり、そこに入り
込むと解けないまま袋小路に陥る。抜け出す方法としての「ハ
ビトゥス」を考えます。教室での受講も可。 新設

12／10
金 19:00～20:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

中世哲学入門「存在を
めぐって」
　オンライン講座

ギリシア哲学の存在概念がイスラーム哲学に受容され、西洋
中世に還流し、中世スコラ哲学へ。ギリシア、アラビア、ヨー
ロッパ、キリスト教神学への流れを考えます。 新設

10／29
金 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

ルネサンス神秘思想の
図像学

専修大学教授
 伊藤　博明

豊かな文化と芸術を生み出したルネサンス時代の思想や芸術
の多様な表現を紹介します。今期は、古代神学と魔術、音の
力と数秘術、錬金術とエンブレム表象について。

10／25～12／27
月 10:30～12:00

3回	 9,900

歴史について－田島哲
学塾
　オンライン講座

哲学者
 田島　正樹

歴史とは何でしょうか。知の枠組みさえも歴史的に変化する
なら、どのようにして歴史の知が可能でしょうか。歴史とい
う知の可能性を哲学的に考えます。教室での受講も可。 新設

10／9、11／13
土 15:30～17:00

2回	 会員	 6,600
	 一般	 8,800

哲学と音楽
　オンライン講座

上智大学教授
 大橋容一郎

バッハ、モーツァルト、ベートーベン、ワーグナーなど近代
ヨーロッパの音楽は当時の先端的な精神文化でした。各時代
の音楽とともに時代の精神や哲学を深く理解します。

10／22、11／26、12／24
金 11:00～12:30

3回	 会員	 9,999
	 一般	 11,649

ホームページ（WEB サイト）でのお申込み方法は、p.2 をご覧ください。
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
ドイツ哲学の系譜　近
代から現代まで
　オンライン講座

上智大学教授
 大橋容一郎

近現代を形作った考え方が根底から覆るような転換点にある
今。その基本的概念でもあるドイツ哲学を、時代を追ってと
らえなおします。教室での受講も可。

10／6～12／15
水 15:30～17:00

6回	 19,800

マルクス「資本論」第三
巻を読む
　オンライン講座

立教大学准教授
 佐々木隆治

現代資本主義の特徴である長期停滞や金融化、プラット
フォーム経済を理解する上で重要な第三巻。翻訳に取り組む
講師が現代的意義を読み解きます。教室での受講も可。

10／22、11／26、12／24
金 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

ヘーゲル「法の哲学」を
読む
　オンライン講座

東京大学名誉教授
 髙山　　守

法論、道徳論、家族論、市民社会論、国家論を含む、法に関
する哲学的論著。象徴天皇制とも関わるなど明治期の日本に
影響を与えた書物を今回は第128節から講読予定です。

10／16～12／18
土 15:30～17:00

5回	 16,500

名著を読む　ケインズ
「自由放任の終焉」
　オンライン講座

早稲田大学教授
 坂本　達哉

20世紀最大の経済学者と言われるケインズ。その思想のエッ
センスをテクストから読み解き、コロナ危機に直面する資本
主義の過去と未来を考えます。教室での受講も可。 新設

12／26
日 13:00～16:15
休憩あり　

1回	 会員	 6,600
	 一般	 8,800

アンリ・ベルクソン
「創造的進化」を読む

批評家
 前田　英樹

ベルクソン哲学の真髄が展開されている大著「創造的進化」。
生命の進化を精密に説いた、ベルクソンの生命身体論をじっ
くり読み込みます。2017年７月開講。

10／11～12／27
月 18:30～20:00

6回	 19,800

ベルクソン入門
　アンリ・ベルクソン「創
造的進化」を読む

ベルクソンの思考の全主題が精密な順序で豊かに展開されて
いる「創造的進化」。無秩序という観念の誤りを中心に紹介。
予備知識がなくても理解できるよう解説します。 新設

10／11
月 18:30～20:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

わかるラカン哲学入門
発生論
　オンライン講座

江戸川大学教授
 荒谷　大輔

難解で知られるラカン。「ラカンの哲学」（講談社）に基づき、
唯物論、言語論、発生論、数理論、実践論、などの項目から
哲学的・精神分析的議論の背景も含め解説します。

10／23、11／27、12／25
土 11:00～12:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,500

ハンナ・アーレントの
思想を読む
　オンライン講座

関西大学准教授
 百木　　漠

ナショナリズムやポピュリズム、排外主義の高まりから、全
体主義の再来が懸念される現代社会。注目されるアーレント
の思想を「革命について」から読み解きます。

10／16、11／20、12／18
土 11:00～12:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,500

スピノザ「エチカ」を読
む

哲学者
 江川　隆男

人類にとって最も重要な書物「エチカ｣を丁寧に読み解きスピ
ノザの言説がもつ哲学上の意義を考察します。今期は第二部
の最後のテーマとなる自由意志の否定について。

10／9～12／11
土 18:00～19:30

3回	 9,900

ドゥルーズの哲学
　存在の一義性と内在の哲
学

存在の一義性はドゥルーズの哲学のもっとも本質的な部分を
構成し、差異の哲学を考えるうえで重要な理論。テクスト「差
異と反復」を精読しながら内在の哲学の意義を探求。

10／23～12／25
土 18:00～19:30

3回	 9,900

現代哲学とラブレー、
モンテーニュ
　フランス語圏思想史逍遥

明治大学教授
 合田　正人

ラブレーは「負債論」の著者クレーバーやレヴィナスに、モン
テーニュはブランシュヴィックに影響を与えた。「古典」の強
烈な現代性、破壊力と創造力を体験します。 新設

10／12～12／28
火 19:00～20:30

6回	 19,800

理性の探究　いま　
「リーズン」とは何か

東京外国語大学名
誉教授
 西谷　　修

この世界を（で）人は何をどう考えたらいいのか、人間はまだ
自分の冒険の主人公なのか、あるいは失われた未来の幻想に
囚われて奈落に向かっているのか、を考えます。 新設

10／14～12／9
木 19:00～20:30

5回	 16,500

「贈与論」と資本主義 明治大学教授
 岩野　卓司

行き過ぎた資本主義を修正するために「贈与論」が注目されて
います。モース、バタイユ、デリダの贈与の思想を資本主義
との連関から読み解きます。教室での受講も可。 新設

10／21、11／18、12／16
木 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

現代社会論　大澤真幸
ゼミナール
　オンライン講座

社会学者
 大澤　真幸

社会学、哲学、宗教、歴史、文化など幅広い対象に鋭く切り
込む著作を発表してきた講師。現代社会をいかに論じるべき
か、自身の関心のありかを縦横無尽に語ります。

10／30
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

社会・統治の歴史と思
想
　オンライン講座

政治社会学者
 堀内進之介

「社会」とは何か。政治・経済・文化・軍事的力がいかにヒト
を組織し統治してきたかを考察し概説します。今期は第二次
産業革命期を解説し19世紀を再考します。

10／25、11／8、22、
12／13、20
月 20:00～21:30

5回	 会員	 16,500
	 一般	 19,250

非哲学者による非哲学
者のための（非）哲学の
講義

ルーマン・フォーラムの酒井泰斗氏と文筆家の吉川浩満氏による共同講義。
自己啓発書の古典をたどり、思想的背景といわれる「ニューソート」の歴史な
ども検討しながら、私たち自身の「通俗性」について考えます。 新設

10／20、11／17、12／15
水 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

イメージの生誕地への
旅II
　「原写真」の翳のなかへ

文化人類学者
 今福　龍太

「ブラジル」において探求されたさまざまな写真の冒険をたど
ります。情報や資料やデータになることを根源的に拒否する
写真行為の、陰翳ある豊かな現場を旅します。 新設

10／9、11／13、12／11
土 18:30～20:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

映像で見る「水の神」
　植島啓司・人類学講義

宗教人類学者
 植島　啓司

水の神についての総集編を映像でたどります。その過程で見
えてくるのは、日本の原・神話世界とでもいうべきものでは
ないでしょうか。多くの映像とともに進めます。 新設

10／23、11／27、12／18
土 18:30～20:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

仏　　教
ボンズヴェール・緑の
仏教
　オンライン講座

京都大学特任教授で人類学者の中沢新一さんと高野山真言宗・般若院住職の
宮崎信也さんが、地球的な問題に対処できずにいる近代仏教に対し、釈尊以
前からの自然の叡智も伝えてきた仏教を探ります。教室での受講も可。 新設

10／28
木 19:00～20:30

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,840

人間の二重性を巡る仏
教とキリスト教の対話

生まれながらに二重性を生きている私達。アガペー、慈悲、マインドフルネ
スという宗教的実践が二つの次元を結びます。カトリック・イエズス会の柳
田敏洋神父と山下良道ワンダルマ仏教僧が対話により理解を深めます。 新設

12／18
土 17:30～20:30

1回	 会員	 4,950
	 一般	 6,050

大乗仏教の思想を学ぶ
　オンライン講座

駒澤大学名誉教授
 池田練太郎

大乗仏教の基本的な思想と多様な発展の跡をたどり、日本の
仏教とのつながりにも触れます。今期のテーマは「大乗仏教
における心の探究と信仰」。教室での受講も可。

10／5～12／21
火 13:30～15:00

6回	 19,800

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 5
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
「勝鬘経」を読む 駒澤大学教授

 吉村　　誠
勝鬘夫人が正法についての見事な演説を行い釈尊が承認する
という形式をもつ「勝鬘経」。大乗仏教のエッセンスが凝縮さ
れている本経典を通読し思想を考察します。

10／14～12／23
木 13:15～14:45

5回	 16,500

空海を読む・心は進化
する「十住心論」
　大仏の教え「華厳経」

高野山真言宗般若
院住職
 宮崎　信也

空海の「密教宣言」とも言うべき名著。欲にまみれた俗世の論
理から儒教、道教、ヒンズー諸派、ネ派キリスト教、小乗、
大乗諸派と心が進化していく様を解説します。

10／11～12／6
月 15:30～17:00

3回	 9,900

道元「正法眼蔵」を読む 東京大学教授
 頼住　光子

道元の主著「正法眼蔵」は仏法の全体像を明らかにしようとし
た著書です。日本思想史上、屈指の哲学書としても知られる
本文を読み解きつつ道元の思想の核心に迫ります。

10／8～12／24
金 10:00～12:00

6回	 19,800

日本における「供養」の
歴史

駒澤大学准教授
 徳野　崇行

明治時代以降に先祖供養が加わり、再編された供養。仏教以
前の縄文・弥生時代、古代社会と天皇、中世社会と武士、江
戸時代、散骨や樹木葬までシリーズで考えます。 新設

11／21
日 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

仏教３．０入門　理論
と実践

鎌倉一法庵住職
 山下　良道

「誰がマインドフルに観察しているか」という疑問を突き詰め
ると大乗仏教が主題とした本来の自己に気づきます。このマ
インドフルネスが仏教３．０です。

10／14、11／11、12／9
木 18:30～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

初期仏教入門
　オンライン講座

講師はスリランカ上座部仏教のアルボムッレ・スマナサーラ長老。ブッダは
弟子たちに「五つの能力を完成すれば、人は最高の悟りに達する」と説きまし
た。「五つの能力」の理論と実践をパーリ経典から解説します。 新設

10／14、11／18、12／16
木 18:30～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550
各回の申し込みも可能

はじめての写経と法話
　１日体験

臨済宗妙心寺派　
龍雲寺住職
 細川　晋輔

仏典のわかりやすいお話のあと、経典の一字一字を「お釈迦
様の教え」と信じて丁寧に自分の心に写していきます。初心
者の方も安心して参加し心静かな時間を体験しましょう。

10／11
月 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

写経と法話
　幸せに生きるヒント

仏典のわかりやすいお話のあと、経典の一字一字を「お釈迦
様の教え」と信じて丁寧に自分の心に写していきます。幸せ
に生きるヒントを学びましょう。

10／11～12／27
月 13:00～14:30

6回	 18,480

日本と世界の宗教
教養として学ぶ神社 宗教学者

 島田　裕巳
神を祀る場としての神社は日本特有の宗教施設です。神社は
どのようにして生まれ、どう発展してきたのか。根源にまで
遡り新しい神社像を確立し明らかにします。

10／27、11／24、12／22
水 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

日本における政治と宗
教

日本では土着の神道と外来の仏教が複雑に絡み合い、そこに
天皇の存在が深く関わってきました。こうした日本特有の宗
教と政治とのかかわりを歴史を遡って考察します。 新設

10／27、11／24、12／22
水 13:30～15:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

神道を深く知る
　オンライン講座

武蔵野大学特任教
授
 加藤みち子

わかっているようであいまいな神道を深く知ることをめざし
ます。今期は他宗教との比較をまじえかみや祭りを解説。諸
宗教の中の位置づけを探ります。１年全12講。 新設

10／18、11／15、12／20
月 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

「バビロニア・タル
ムード」を読む　ユダ
ヤ教古典テキスト入門

東京大学名誉教授
 市川　　裕

タルムード「遺失物の返還について」を読みます。遺失物はど
の時点で発見者のものとなるのか。内容とともに議論の構造
に注目し、ユダヤ思想の醍醐味を味わいます。 新設

10／9～12／11
土 10:30～12:00

3回	 9,900

「新約聖書」の中の「旧
約聖書」
　信仰の特質

東京女子大学名誉
教授
 守屋　彰夫

イエスがキリスト・メシア・救世主であることを論証するた
めに、ユダヤ人の信仰の書物が引用された新約聖書。引用箇
所を詳細に検討し信仰の特質を考えます。

10／19～12／21
火 13:00～14:30

3回	 9,900

世界を知るための宗教
三大一神教イスラム教
　オンライン講座

東京大学名誉教授
 鎌田　　繁

アラビア半島に生まれた預言者ムハンマドが一神への信仰を
中心におく宗教・イスラム教を宣教しました。現代にいたる
まで多様な理解が隠れていることを考察します。 新設

10／12、11／9、12／14
火 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

歴　　史 世界遺産「縄文遺跡群」記念
縄文文化を学ぶ
　オンライン講座

東京都立大学教授
 山田　康弘

17遺跡で構成される世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡
群」。世界史的・人類史的に見た縄文時代のユニークさ、重
要性について解説します。教室での受講も可。 新設

10／19、11／16、12／21
火 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

津軽と縄文の時 文化人類学者
 今福　龍太

縄文遺跡群、３万年を遡る出来島最終氷期埋没林、アイヌ民
族の名残。津軽は時間と記憶が積み重なった「時の交差点」で
す。特異な地勢を群島状に貫き考察します。 新設

11／27
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

DNAで探る縄文人の
起源
　オンライン講座

国立科学博物館人
類研究部研究員
 神澤　秀明

現代日本人の起源と成立を考える上で、縄文人の起源は重要
課題です。最新の研究から、縄文人の起源や成立過程、渡来
系集団との混血などに焦点を当てて解説します。 新設

11／13
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

岡本太郎が視た縄文
　オンライン講座

国立歴史民俗博物
館研究員
 石井　　匠

芸術家・岡本太郎は縄文土器に何を視たのか。３つの岡本の
言葉、「四次元との対話」、「いのちの交歓」、「生きる尊厳」を
キーワードに、その縄文観にせまります。 新設

12／18
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850
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日本の歴史〔古代〕
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
現生人類ホモ・サピエ
ンスの登場
　オンライン講座

東京大学教授
 佐藤　宏之

少なくとも10万年前にアフリカを出発した現生人類。長い
時間をかけ４万年前頃に日本列島に到達しました。最新の考
古学からその様相に迫ります。教室での受講も可。 新設

10／22、11／26、12／17
金 15:30～17:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

再考・弥生文化　階級
形成の研究
　オンライン講座

日本大学教授
 浜田　晋介

階級はどのように発生したのか。古墳時代直前の弥生時代こ
そが、その鍵を握っていると考えられます。水稲農業・鉄器・
戦争等を基にひもときます。教室での受講も可。

12／18
土 13:00～16:15
休憩あり

1回	 会員	 6,600
	 一般	 8,800

「仙人」の銘がある黒塚
古墳出土の銅鏡
　オンライン講座

関西大学講師
 今尾　文昭

33面もの三角縁神獣鏡が出土された黒塚古墳。その内の１
面に仙人像が表現されています。中国との関係を解くなかで、
この仙人の正体を探ります。教室での受講も可。 新設

11／10
水 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

埴輪は語る
　オンライン講座

明治大学准教授
 若狭　　徹

古墳時代に350年間も作られ続けた埴輪。その歴史を追いな
がら埴輪に秘められた思想や為政者の資質、巨大古墳の存在
意義などを深掘りします。教室での受講も可。 新設

11／5、12／3
金 16:00～17:30

2回	 会員	 6,600
	 一般	 8,800

ヤマト王権の列島支配 淑徳大学教授
 森田喜久男

崇神天皇の治世に平定の対象となった３つの地域、北陸・東
海・山陰はヤマト王権とどのような関わり方をしていたの
か。ヤマト王権の列島支配の実態に迫ります。 新設

10／27～12／22
水 15:30～17:00

3回	 9,900

東アジアのなかの遣唐
使

関東学院大学准教
授
 河内　春人

日本古代史において、文化的・政治的に大きな役割を果たし
た遣唐使。東アジアのなかで、どのような意味を担っていた
のか。今期は七世紀の遣唐使を取り上げます。 新設

10／12～12／14
火 10:30～12:00

3回	 9,900

2021年の日本考古学 東京学芸大学名誉
教授
 木下　正史

全国第４位の巨大前方後円墳岡山市造山古墳で初の墳丘の発
掘が行われ、実像に迫る成果を上げた。ほか高崎市愛宕山古
墳など。最新成果と古代史上の意義を考えます。 新設

11／28
日 13:30～15:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400
	 教材費	 110

邪馬台国への国々をた
どる
　魏都洛陽と魏皇帝陵

魏都洛陽～朝鮮半島を経て邪馬台国に至る国々を順にたど
り、各々の位置や「国」の特色を考えます。今期は魏都洛陽の
構造と魏の基礎を開いた曹操墓を取り上げます。 新設

11／28
日 10:30～12:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400
	 教材費	 110

日本古代史再発見
　オンライン講座

国際日本文化研究
センター教授
 倉本　一宏

原始から中世の始まりまでを対象とし、日本古代において重
要なトピックを取り上げます。研究史を批判的に整理し、最
新の知見もまじえて論じます。教室での受講も可。

10／4～12／20
月 10:00～11:30

6回	 19,800

藤原広嗣の乱　戦乱の
日本史
　オンライン講座

橘諸兄政権や聖武天皇に対する批判を具体化した、日本古代
としては異例の戦乱である藤原広嗣の乱。この戦乱の経緯や
意義について解説します。教室での受講も可。

11／29
月 10:00～11:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

橘奈良麻呂の変　戦乱
の日本史
　オンライン講座

東洋大学教授
 森　　公章

藤原仲麻呂の打倒と孝謙天皇退位の計画が発覚し処罰された
橘奈良麻呂。尋問の詳細が記載されている「続日本紀」を読み
解きつつ政治史の問題を考察。教室での受講も可。 新設

11／11
木 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

藤原仲麻呂の乱　戦乱
の日本史
　オンライン講座

淑徳大学教授
 森田喜久男

陰謀渦巻く奈良朝政争史で、藤原仲麻呂（恵美押勝）ほど浮き
沈みの激しい人物はいないでしょう。頂点からなぜ破滅の道
をたどったのか考えます。教室での受講も可。 新設

12／15
水 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

天皇と戸籍
　家、王権、そして日本

早稲田大学講師
 遠藤　正敬

天皇家の家憲と結びつく家父長制、祖先崇拝、氏と姓、非嫡
出子差別などの戸籍を支えてきた思想。疑問点の多い天皇と
戸籍の関係を歴史的にたどります。

10／18、11／15、12／20
月 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

神道とは何か
　歴史の中に知る神道の意
味

国立歴史民俗博物
館名誉教授
 新谷　尚紀

神道の意味が古代から現代までどのような変遷を経てきたの
か、伝承されている中核的な部分とは何か。日本文化研究の
上で大切な神道を民俗学の視点から読み解きます。

10／22～12／24
金 13:00～14:30

3回	 9,900

比叡山の歴史と信仰 慶応義塾大学名誉
教授
 鈴木　正崇

比叡山の修行を通して北嶺の修験と呼ばれた実態を明らか
し、山麓に展開する日吉山王祭や、常行堂の隅に祀られる秘
神の摩多羅神に関わる芸能の諸相を検討します。 新設

11／29
月 13:00～16:15

1回	 会員	 6,600
	 一般	 8,800

三輪君と大倭直　三輪
山の神の実態と倭大国
魂神

歴史研究家
 加藤　謙吉

古来、信仰の対象だった奈良盆地の三輪山。神の祭祀はヤマ
ト王権の成立と不可分の関係にあります。神話や伝承に覆わ
れた実態を検証し、古代国家形成の謎に迫ります。 新設

10／7、11／4、12／2
木 13:00～15:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200
	 教材費	 165

人物でたどる奈良時代
　オンライン講座

東京大学名誉教授
 佐藤　　信

平城京に都があった奈良時代は、人々にとってどの様な時代
だったのでしょうか。ロマンとはほど遠い波乱の歩みをたど
り、古代社会の実像に迫ります。教室での受講も可。 新設

10／8、11／12
金 15:30～17:00

2回	 会員	 6,600
	 一般	 8,800

「続日本紀」を精読する　
八世紀史再考
　オンライン講座

奈良時代史の正史「続日本紀」を読解し、精確に歴史像を再構
成します。今期は、第２巻の文武天皇の慶雲元年（704）条頃
からの時代を扱います。教室での受講も可。

10／12、26、
11／9、30、12／14
火 13:00～14:30

5回	 会員	 16,500
	 一般	 22,000

漢字世界としての古代
日本

東京大学名誉教授
 神野志隆光

漢字の読み書きによって見出された歌や神話。漢字と共に生
きてきた私達の出発点とは。古代を文学の立場（古事記・日
本書紀・万葉集へのアプローチ）から再考します。

10／5～12／7
火 13:00～14:30

3回	 9,900

渡来人　その系譜と人
物伝
　高麗福信と高丘比良麻呂

歴史研究家
 加藤　謙吉

百済の役、高句麗滅亡による日本への亡命者には王族・貴族、
知識人も含まれていました。律令国家体制へ変貌する日本で
名声を博した二人の巧みな処世術をみていきます。

12／9
木 13:00～16:15

1回	 会員	 6,600
	 一般	 8,800
	 教材費	 55

「古事記」を読む
　オンライン講座

千葉大学名誉教授
 三浦　佑之

天皇たちの伝承をどのように読めばいいのか。初めて「古事
記」に触れる方にもわかりやすく背景を掘り下げ、じっくり
読み進めます。今期で下巻読了予定。教室での受講も可。

10／27、11／17、12／22
水 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

奇書「先代旧事本紀」を
読む

元産業能率大学教
授
 安本　美典

平安時代のはじめ、830年ごろにできたとみられる、物部氏
の家の記録。本文には、古伝とみられる記述や、古い用字法
などもみられます。2012年４月開講。

10／9～12／11
土 10:00～12:00

3回	 9,900

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 7
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
謀反の日本古代史
　史実編２

学習院大学講師
 遠山美都男

謀反を起こそうとした人物や勢力はどのような王権再構築を
企て、既往の王権勢力はそれにどう対抗したのか。今期は七
世紀末期から八世紀前半の事件を取り上げます。

10／11～12／27
月 10:30～12:00

6回	 19,800

天皇と天皇陵の探求
「日本書紀」を読み解く
　オンライン講座

日本王朝の正史として編纂された「日本書紀」。その講読を通
して天皇とその歴史について学びます。天武天皇の末年の国
家構想を明らかにします。教室での受講も可。

10／8～12／24
金 13:00～14:30

6回	 19,800

奈良時代を読み直す
「続日本紀」新講
　オンライン講座

「続日本紀」の講読を通して奈良時代を見つめ直します。天平
８年前後、聖武天皇と光明皇后のもと、藤原四子が退場し橘
諸兄の時代へ移り変わります。教室での受講も可。

10／7～12／16
木 10:30～12:00

6回	 19,800

「日本書紀」を読む 日本大学文理学部
教授
 平野　卓治

日本最初の正史「日本書紀」には、古代国家が出来上がる過程
の様々な事象が叙述されています。どのように書かれている
のか、読み下し文をテキストに読み解きます。

10／4、18、11／1、15、
12／6、20
月 13:00～15:00

6回	 会員	 19,800
	 一般	 26,400

人物で読み解く「源平」
の内乱

東京学芸大学名誉
教授
 木村　茂光

「源平」の内乱で戦ったのは源氏・平氏だけではありません。
戦いに関わった人物たちに焦点をあて、内乱の歴史的意義を
考えます。今期は源義朝・平清盛・源義経。 新設

10／21～12／16
木 13:30～15:00

3回	 9,900

日本の歴史〔中世～近世〕
鎌倉殿と13人
　オンライン講座

東京大学教授
 本郷　和人

鎌倉幕府は端的に言うと「源頼朝とその仲間たち」である。「仲
間たち」の実態に迫り、「北条義時とその仲間たち」に変質し
ていく過程を分析します。教室での受講も可。 新設

10／1～12／24
金 10:30～12:30

6回	 19,800

日本国天皇伝-内乱
期・天皇の群像
　｢愚管抄｣を読みとく

日本大学特任教授
 関　　幸彦

天皇たちの足跡を史論「愚管抄」を読みながら解説。摂関期・
院政期、そして鎌倉政権から建武・南北朝期の転換期に天皇
が果たした役割を考え、中世の実相を捉えます。 新設

10／4～12／20
月 10:30～12:00

6回	 19,800

女院たちの王朝史
　女院列伝

天皇の后・妃たちを主役に平安・鎌倉期の王朝時代史を俯瞰
し、華やかな都の裏事情について考察。当時の政界の諸相が
描写されている「大鏡」や「今鏡」にも触れる予定。 新設

10／27～12／22
水 10:30～12:00

3回	 9,900

戦国・下剋上の実像
　オンライン講座

駿河台大学教授
 黒田　基樹

戦国時代に頻発した下剋上は、どのような理由や経緯で行わ
れたのか。上杉謙信や織田信長など代表的な事例を取り上げ、
下剋上の実像に迫ります。教室での受講も可。 新設

10／25、11／22、12／27
月 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

織田信長と奥羽
　オンライン講座

東京大学准教授
 金子　　拓

天下統一をめざしたと言われている織田信長。はたして本当
にそうだったのでしょうか。今回は奥羽（東北）と信長の関係
を文書から考察します。教室での受講も可。 新設

10／26
火 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

徳川将軍家15代史
　オンライン講座

東京工業大学准教
授
 福留　真紀

江戸時代の政治基盤である将軍側近をはじめとする武士に注
目し、徳川将軍の実像と幕府政治の実態を明らかにします。
今期は15代慶喜の時代を予定。教室での受講も可。

10／14～11／25
木 15:30～17:00

4回	 13,200

今に息づく江戸時代
　江戸学入門

東京学芸大学名誉
教授
 大石　　学

近代日本の出発点は教科書的には「明治維新」ですが、むしろ
日本型社会・システムの基礎は江戸時代に形成されたと考え
られます。首都・官僚・教育の点から考えます。 新設

10／23～12／25
土 10:30～12:00

3回	 9,900

日本の歴史〔近現代〕
黒船を見た「龍馬」と

「晋作」
　オンライン講座

萩博物館特別学芸
員
 一坂　太郎

黒船が来航したのを目の当たりにした衝撃が、坂本龍馬と高
杉晋作を尊攘運動に駆り立てていきます。史料発掘をめぐる
裏話も交えながら、二人の若者の軌跡を追います。 新設

11／26
金 16:00～17:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

坂本龍馬の実相を追う
―幕末研究の最前線
　オンライン講座

神田外語大学准教
授
 町田　明広

特に慶応期の龍馬の生涯をひもとき、新たな知見から実像に
迫ります。志士・周旋家・交渉人・政治家として多様性を持
つ龍馬の動向を検証します。教室での受講も可。 新設

10／29
金 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

世界史のなかの戊辰戦
争
　オンライン講座

東京大学史料編纂
所教授
 保谷　　徹

新政府軍の軍事動員は戦争をどう変えたのか。戦場の実態と
は。西欧列強はこの内戦をどのようにみたのか。新たな視点
で戊辰戦争を捉えます。教室での受講も可。 新設

11／5
月 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

廃藩置県150年　一大
飛躍としての廃藩置県
　オンライン講座

国士舘大学教授
 勝田　政治

幕府と藩による地方分権国家に終止符をうち、天皇を中心と
する中央集権国家へ。一大飛躍とも言うべき廃藩置県が断行
された経緯に迫ります。教室での受講も可。 新設

10／26、11／23、12／28
火 15:30～17:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

戦争の時代と昭和天皇
　オンライン講座

明治大学教授
 山田　　朗

明治期からアジア太平洋戦争終結まで出兵・事変・戦争が繰
り返された日本の近代史。昭和天皇自身の証言や残された記
録から、その役割を考えます。教室での受講も可。

11／12～12／10
金 13:30～15:00

2回	 6,600

アジア・太平洋戦争を
再考する
　開戦80周年

一橋大学名誉教授
 吉田　　裕

戦後日本におけるアジア・太平洋戦争の記憶には独特の特質
があり、戦争の歴史的性格に関して様々な議論があります。
戦場の実相にも目を配り論点の整理を試みます。 新設

10／12、11／9、12／14
火 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

満洲事変後の日本の蒙
彊政策

早稲田大学名誉教
授
 小林　英夫

満州事変後の満洲国の西部国境に該当する蒙彊地域の政策と
は。ほぼ同時期に進行した日本の華北分離政策との関連・比
較の下で蒙彊分離政策の展開と結果を検討します。 新設

10／7～12／16
木 15:30～17:00

6回	 19,800
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
神々の国の首都に住ま
ふ443日
　オンライン講座

小泉八雲記念館館
長
 小泉　　凡

小泉八雲が島根県松江で過ごした443日を、著作や交友録を
もとにたどります。世界を旅した彼が明治の人々や街、風景
を見つめた記録です。教室での受講も可。 新設

11／14
日 14:00～15:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

東大教室３　日本史
「近現代史の探求」
　オンライン講座

学研プライムゼミ
特任講師
 野島　博之

まもなく待ったなしの季節の到来です。必要な武器を駆使し
てテキスト問題と格闘してください。近現代史の全体像を有
機的に掴むことができます。教室での受講も可。 新設

10／13、27、
11／10、24、12／8、22
水 18:30～20:20

6回	 会員	 19,800
	 一般	 26,400
	 教材費	 1,870

東大教室ライブ　実戦
テスト演習３
　日本史

入試本番仕様のシミュレーションテスト講座です。採点は講
師が直接担当します。年５回実施予定で今回の試験範囲は近
世・近代。近代は幕末・明治期から出題します。 新設

10／30
土 16:00～19:10
休憩あり

1回	 会員	 4,950
	 一般	 6,050
	 教材費	 2,870

古 文 書
くずし字で読む「江戸
の版本」
　オンライン講座

歴史家
 菅野　俊輔

江戸時代のくずし字で書かれた出版物の「版本」には、江戸っ
子の暮らしや文化などが色濃く映し出されています。くずし
字が初めての方も大歓迎。教室での受講も可。 新設

10／5、19、11／2、16、
12／7、21
火 15:30～17:30

6回	 会員	 19,800
	 一般	 26,400

古文書解読 長岡大学名誉教授
 小川　幸代

江戸時代の古文書を中心に読み、庶民の生活や社会の諸相を
明らかにします。版本や記録、文字使いや文体の歴史にも触
れ、広く文献を理解する力を養います。経験者向け。

10／11～12／20
月 15:30～17:30

6回	 19,800
	 教材費	 330

世界の歴史
アラブの大征服
　オンライン講座

大東文化大学准教
授
 高野　太輔

ムハンマドの死後、後継者たちはジハード（聖戦）を展開、西
アジアに大帝国を築き上げる。この征服活動によって世界の
すがたはどう変わったか。教室での受講も可。 新設

10／20
水 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

アイン・ジャールート
の戦い
　オンライン講座

早稲田大学文学学
術院准教授
 五十嵐大介

エジプトの軍人奴隷（マムルーク）たちの王国、マムルーク朝。
モンゴル帝国の脅威に対抗し、画期的勝利を収めます。戦い
の全容を解説します。教室での受講も可。 新設

10／29
金 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

百年戦争
　オンライン講座

秋田大学准教授
 佐藤　　猛

仏王位継承権と領土をめぐる英仏の複雑な対立。ヒロインの
ジャンヌ・ダルクの足跡と言動を検討することで、転換点と
しての百年戦争を考えます。教室での受講も可。 新設

11／8
月 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

レパントの海戦
　オンライン講座

東京大学名誉教授
 鈴木　　董

地中海史上屈指の大海戦。オスマン艦隊はキリスト教徒連合
艦隊に大敗。西欧人に自信を与えた一方、オスマン帝国の変
調を告げるものでもあった。教室での受講も可。

11／29
月 15:00～16:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

プラッシーの戦い
　オンライン講座

東京大学名誉教授
 木畑　洋一

イギリスのインド支配の開始を告げる重要な転換点とみられ
ていたこの戦い。近年の評価は変化しています。戦いの様相
と歴史的意味を論じます。教室での受講も可。 新設

12／9
木 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

地図から読みとく海の
文明史
　オンライン講座

日本大学特任教授
 関　　幸彦

文明史的視点から国家や民族の興亡を考察。海をテーマに各
時代ごとの歴史の諸相を、アジア・ヨーロッパ・日本と横断
的に眺めます。教室での受講も可。2021年4月開講。

10／4、11／1、12／6
月 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

転換期から振り返る世
界史

東京大学名誉教授
 鈴木　　董

文字と文明との関わりを視野におきながら世界史の転換点を
振り返ります。今期は近代における「グローバル・システム」
の形成から、現代までをたどります。

10／4～1／31
月 10:30～12:30

9回	 29,700

ユダヤ人と離散の歴史
　オンライン講座

ヨーロッパ文明が地中海から大西洋へ中心を移動した大航海時代。イベリア
半島出身のユダヤ人がアメリカとアジアへ進出する時代のアジア、日本との
つながりを検証します。①ユダヤ教史における大航海時代の意義＝東京大学
名誉教授・市川裕②大航海時代の海域アジアと異邦人＝東京大学准教授・島
田竜登③国際交易都市マカオと改宗ユダヤ人＝東京大学准教授・岡美穂子④
マニラ・ガレオン貿易と中国陶磁器＝立教大学講師・宮田絵津子⑤デイヴィッ
ド・サスーンとアジアの海＝東京大学准教授・島田竜登⑥長崎のユダヤ人と
キリシタン＝東京大学准教授・岡美穂子⑦人吉の地下水槽とユダヤ教のミク
ヴェ＝東京大学名誉教授・市川裕。教室での受講も可。 新設

10／16～1／29
土 13:00～14:30

7回	 23,100
各回の申し込みも可能

古代オリエント史
　オンライン講座

人類の拡散から都市誕生、国家完成にいたる古代オリエントの通史を体系的
に学びます。今期は①概説②旧約聖書の世界③人間らしさの獲得。メソポタ
ミア考古学教育研究所代表理事の小泉龍人氏。教室での受講も可。 新設

10／14、11／11、12／9
木 13:30～15:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

古代メソポタミアの
「民俗学」

歴史学者
 小林登志子

現代人は迷信と一括りにするような、古代人が信じていた宗
教儀礼などを民俗学的視点からわかりやすく紹介。聖婚儀礼
や建築儀礼、医術、呪術、占卜などを取り上げます。 新設

10／4～12／20
月 12:45～14:30

6回	 19,800

エルサレムの地下に眠
る古代遺跡
　オンライン講座

古代オリエント博
物館研究員
 津本　英利

ユダヤ、キリスト、イスラームという世界宗教の聖地として
信仰の対象でもある聖なる都市エルサレム。近年の考古学的
発見について解説します。教室での受講も可。 新設

10／25
月 15:30～17:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

古代エジプトの埋葬と
来世観　大英博物館ミ
イラ展記念
　オンライン講座

国立科学博物館で開催される大英博物館ミイラ展。出品作の見どころととも
に古代エジプトの埋葬と来世観を解説します。①埋葬と副葬品を中心に概説
＝金沢大学教授・河合望②古代エジプトのミイラとミイラ研究の最前線＝国
立科学博物館人類史研究グループ長・坂上和弘③古代エジプトの装身具とそ
の世界＝金沢大学客員研究員・山崎世理愛④「死者の書」のパピルスと古代エ
ジプトの葬祭文書の世界＝金沢大学客員研究員・肥後時尚 新設

日程未定 4回	 会員	 13,200
	 一般	 15,400
各回の申し込みも可能

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 9



朝カル　新宿 検索

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
インダス文明の工芸と
交易
　オンライン講座

京都大学客員准教
授
 小茄子川歩

インダス文明社会には金銀財宝はありませんが、高い技術で
製作された様々な工芸品が確認されています。「工芸」と「交
易」に注目し、それらの歴史的意義を考えます。 新設

10／9、11／13、12／11
土 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

ヒッタイトの歴史と文
化

古代オリエント博
物館研究員
 津本　英利

「鉄と軽戦車」のイメージで語られる古代帝国の盛衰とその文
化・技術について、最新の発掘や研究成果を盛り込みながら、
主に考古学の観点から解説します。

10／4、18、11／1、15、
12／6、20
月 15:30～17:00

6回	 会員	 19,800
	 一般	 26,400

世界遺産で旅するペル
シアの歴史
　オンライン講座

東京大学准教授
 守川　知子

ながらく「ペルシア」と呼ばれたイランは世界文化遺産がたく
さんある国です。5000年の歴史が凝縮された遺産を巡りな
がら歴史をひもときます。教室での受講も可。 新設

10／13、11／10、12／8
水 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

通史で学ぶ中国の歴史
　前漢の高祖（劉邦）から武
帝の時代へ

大東文化大学名誉
教授
 岡田　宏二

歴史の流れや要点をおさえながら、中国史の基礎を丁寧に解
説します。今期は前漢の高祖（劉邦）の頃から、武帝が中央集
権国家体制を確立する頃までの歴史をたどります。

10／11～12／13
月 13:00～14:30

5回	 16,500
	 教材費	 350

中国権力者列伝
　オンライン講座

明治大学教授
 加藤　　徹

前3世紀の秦の始皇帝から現代の国家主席まで中国歴代の権
力者は「騎虎の勢い」状態であるといえます。中国型権力者の
歴史的経緯を解説。教室での受講も可。

10／14～12／23
木 10:30～12:00

6回	 19,800

臥薪嘗胆の復讐王・勾
践
　オンライン講座

天命を受けた聖人のもとで団結した民が動けば国家は無敵に
なれると信じた中国の権力者たち。今回は悪どくも有能な覇
者、越王勾践を取り上げます。教室での受講も可。 新設

10／14
木 10:30～12:00

1回	 会員	 3,410
	 一般	 4,510

中国の古代都市　越国
の都・紹興
　オンライン講座

「臥薪嘗胆」「呉越同舟」など、日本人になじみ深い故事成語は
古代の越国や紹興に由来します。名所旧跡も多い古都・紹興
の歴史と魅力を解説します。教室での受講も可。 新設

10／2
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

動物の家畜化　その目
的と利用法
　オンライン講座

東洋文庫研究員
 林　　俊雄

同時期に起きた動物の家畜化と穀物の栽培化。狩猟・採集か
ら移行した契機に触れつつ、家畜の特徴と利用について中央
アジアなどの民族事例から探ります。教室での受講も可。

10／25～12／13
月 10:30～12:00

3回	 9,900

草原の大古墳（カザフ
スタン）
　オンライン講座

前８世紀から数世紀の間、カザフスタンの草原に次々と造ら
れた大古墳。人口密度の極めて希薄な草原地帯にある、稀有
なこの古墳について解説します。教室での受講も可。 新設

12／27
月 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

ヒンドゥクシュの歴史
と文化

険しいヒンドゥクシュ山脈を越えて草原文化とインド世界が出会い、個性豊
かな文化が生まれました。平山郁夫シルクロード美術館学芸員の前田たつひ
こ氏が現在の西トルキスタン近辺に展開した歴史と文化を解説。

10／13、11／10、12／8
水 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

ザ・シルクロード
　コインから見る世界

シルクロードの壮大な地域と歴史に様々な角度から光を当てるシリーズ。今
期のテーマはコインから見る世界です。帝京大文化財研究所教授・山内和也
氏が監修。サーサーン朝のコイン=古代オリエント博物館研究部長・津村眞輝
子氏、中国のコイン=早稲田大学文学学術院教授・柿沼陽平氏、アレクサンダー
のコイン=平山郁夫シルクロード美術館学芸員・前田たつひこ氏が担当。

10／6、11／17、12／1
水 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

古代移民フェニキア人
　オンライン講座

日本女子大学講師
 佐藤　育子

古代移民の先駆けとなったフェニキア人。近年の考古学の成
果も踏まえ、遺跡や遺物も紹介しながら、古代地中海世界史
における彼らの実像に迫ります。教室での受講も可。

10／21～12／16
木 15:30～17:00

3回	 9,900

ヘロドトス「歴史」を読
む

東京大学名誉教授
 桜井万里子

古代ギリシアの歴史家・ヘロドトス。彼の記述は、夫々の地
に関する最古の文字史料として貴重です。「歴史」を時代背景
を考えながら読みます。20年7月開講。

10／1～12／3
金 13:00～14:30

3回	 9,900

中東と西欧をつなぐ地
中海世界の考古学探訪
　文明堆積を読み解く

早稲田大学客員教
授
 長谷川　奏

「地中海世界の考古学」初回。文明史のなかで、西欧が中東と
結ばれる分析軸「地中海」は極めて重要です。文明の「知」の変
容とつながりを考古学的視点で探ります。 新設

10／15
金 10:30～12:00

1回	 会員	 3,410
	 一般	 4,510

地中海世界の考古学 西欧と中東をつなぐ地中海を文明論の分析軸として捉えま
す。初期、地中海、イスラーム文明で育まれた「知」のかたち
は西欧文明にどう受け継がれたかをたどります。 新設

10／15、11／19、12／17
金 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

ローマ帝国に生きる
　属州ヒスパニアの人々

歴史学者
 宮嵜　麻子

紀元前2世紀頃地中海一円に支配を広げたローマ帝国。統治
下の属州にはローマ型都市の建設や文化の流入が見られま
す。先住民の生活の変化をイベリア半島中心に考察。 新設

10／27～12／15
水 13:30～15:00

3回	 9,900

「ローマ皇帝群像」を読
む

東京芸術大学客員
教授
 前田　耕作

かつての力を失い、帝国としての末期を迎えるローマ。存亡
の危機に立たされたローマを叙述した「ローマ皇帝群像」の第
３巻から第４巻を読み進めていきます。

10／12、26、
11／9、23、12／14、28
火 10:30～12:30

6回	 会員	 19,800
	 一般	 26,400

中世ヨーロッパ世界の
成立

早稲田大学教授
 甚野　尚志

6世紀から11世紀頃までのイベリア半島の情勢を解説。西
ゴート王国時代のキリスト教文化の遺産や、ムスリムによる
征服と後ウマイヤ朝の繁栄、レコンキスタの開始まで。

10／25～12／27
月 15:00～16:30

3回	 9,900

西洋中世史
　オンライン講座

東京大学准教授
 藤崎　　衛

ヨーロッパというまとまりが初めて誕生した西洋中世の歴史
を、政治、経済、文化、芸術など多角的に読み解きます。当
時の記録を多数紹介します。教室での受講も可。

10／19～12／21
火 10:30～12:00

3回	 9,900

黒死病のインパクト
　オンライン講座

中世末期の西洋に衝撃を与えた黒死病。モンゴル帝国の拡大
によるグローバルな状況がもたらした疫病で西洋社会はどう
変化したか歴史学的に解説。教室での受講も可。 新設

12／21
火 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

神聖ローマ帝国とハプ
スブルク
　オンライン講座

山梨大学教授
 皆川　　卓

神聖ローマ帝国の後半はハプスブルク家を君主に戴く国家連
合として列強の侵略を阻みました。後世のドイツ人の価値観
に影響を与えた構造を探ります。教室での受講も可。

10／9～12／4
土 10:30～12:00

3回	 9,900
	 資料代	 110

ケルト神話と芸術
　オンライン講座

多摩美術大学芸術
人類学研究所所長
 鶴岡　真弓

ヨーロッパの古層の文化、ケルト。「死からの再生」を祈る、
ケルトの神話と芸術を通して「生きとし生けるもの」「神々」

「英雄」「精霊」の意味の深奥に分け入ります。 新設

10／16、11／20、12／18
土 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

10



講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
イギリス浪漫紀行　歴
史・美術・文学・景観
　オンライン講座

早稲田大学講師
 齊藤　貴子

ヨーロッパ大陸諸国から切り離され、独自の歴史を重ねた英
国。古代から現代までの歴史を美術・文学・景観を手掛かり
に巡ります。教室での受講も可。

10／14、11／11、12／9
木 15:30～17:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

世界史のなかのヨー
ロッパ

東京学芸大学教授
 川手　圭一

「21世紀に至るヨーロッパの長い道」を考察します。ヨーロッ
パの歴史を内側と外側から相対化しながらたどります。今期
は、第一部・ヨーロッパ世界の始まり。 新設

12／17、1／21、2／18
金 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

一年でたどるスペイン
現代史
　オンライン講座

法政大学名誉教授
 川成　　洋

失敗と成功が繰り返された20世紀のスペイン。「陽の沈むこ
となき大帝国」の崩壊から国王アルフォンソ13世の親政、第
１次世界大戦を中心に考察。教室での受講も可。 新設

10／18、11／15、12／20
月 15:15～16:45

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

ユダヤ人の精神史 日本女子大学教授
 臼杵　　陽

ユダヤ人あるいはユダヤ教徒は統一性と多様性の豊かな歴史
を持っています。今期は18世紀末以降の市民革命期からシ
オニズム運動までのユダヤの精神史を読み解きます。

10／8、11／12、12／10
金 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

11の国のアメリカ史　
分断理解への新視点
　オンライン講座

東京外国語大学名
誉教授
 金井光太朗

北米は諸地域からの入植で特徴的な社会を形成しました。確
立された11の「ネイション」（国）。今、アメリカ合衆国が迎
えている分断の深層とは。教室での受講も可。 新設

10／7～12／16
木 10:30～12:00

6回	 19,800

北米11のネイション
　オンライン講座

タイドウォーターのジェファソン、ミッドランドのリンカー
ン、大アパラチアのウィルソン。時代毎主役により連合国の
あり方が変わります。分断の根源とは。教室での受講も可。

10／7
木 10:30～12:00

1回	 会員	 3,410
	 一般	 4,510

世界史を読む　マルク
スと植民地論
　オンライン講座

神奈川大学教授
 的場　昭弘

欧米の資本主義の、従属的非資本主義世界として位置づけら
れた植民地。1860年代、世界の圧倒的多数を占めた植民地
について、マルクスを起点に論じます。

10／18、11／15、12／20
月 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

戦争障害者の社会史
　オンライン講座

名古屋大学准教授
 北村　陽子

戦争と社会の関係性に焦点を当てます。二つの世界大戦期に
生じた戦争障害者へ、どのような支援が行われてきたのか。
福祉国家ドイツが構築されるまでをたどります。 新設

11／13
土 19:00～20:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

戦後の英米ソ中の国際
関係と日本
　オンライン講座

神奈川大学特別招
聘教授
 下斗米伸夫

平和憲法の採択、朝鮮戦争、与野党の分裂、冷戦後の混迷や
未だに解決しない領土問題まで、作用している英米ソ中の関
係。一国平和主義を乗り越える視点を考えます。 新設

11／6
土 11:00～12:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

一年でじっくり学ぶ中
東近現代史
　オンライン講座

京都大学博士
 若林　啓史

民族・宗教・政治思想など、歴史的に積み上がった複雑な背
景を持つ中東問題。一年をかけて順序よく中東近現代史に関
する知見を深めていきます。教室での受講も可。 新設

10／28、11／25、12／23
木 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

文　　学 日本の文学

古典文学を読む講座は長く続いているものがほとんどです。初めての方でも安心してご受講いただくために、授業の体験日を設けました。講読作品の進度やクラスの雰囲気
をご確認ください。
※受講ご希望の方は、事前にお申し込み下さい。
※通常クラスの受講者と一緒に参加していただきます。
※受講当日に必要な資料は事務局で用意します。
※体験講座を受講後 2ヵ月以内に申し込まれると、入会金が半額になります。

お申し込み・お問い合わせ
TEL　03‐3344‐1945

古典文学の講座を体験しませんか

「万葉集」全講

平安時代文学と「源氏物語」

五感で読み解く「源氏物語」

源氏物語研究　

「源氏物語」を読む

源氏物語の深さと美しさ

はじめての「源氏物語」レッスン

初心者のための「源氏物語」五十四講

「新古今和歌集」三十講

「方丈記」を読む

「枕草子」全講読

「古今和歌集」全講読

俳句でよむ「おくのほそ道」

芭蕉の生涯と作品

東京大学教授 鉄野　昌弘

元慶応義塾大学教授 田坂　憲二

フェリス女学院大学名誉教授 三田村雅子

東京女子大学教授 今井　久代

青山学院大学教授 高田　祐彦

武蔵野大学特任教授 藤原　克己

専修大学教授 今井　　上

立教大学教授 井野　葉子

鶴見大学教授 中川　博夫

白百合女子大学教授 伊東　玉美

国学院大学講師 津島　知明

玉川大学教授 中田　幸司

俳人 長谷川　櫂

東洋大学名誉教授 谷地　快一

10／1 （金）13:00～15:00

10／12 （火）10:30～12:00

10／15 （金）15:30～17:00

10／5 （火）10:30～12:00

10／2 （土）10:00～12:00

10／16 (土)13:00～15:00

10／13 (水)10:30～12:00

10／15（金）13：30～15：00

10／11（月）10：30～12：00

10／18（月）10：30～12：00

10／6 （水）10:30～12:00

10／19 （火）13:00～14:30

10／9 （土）15:30～17:00

10／19 （火）10:30～12:00

巻 16～ 17

若葉上巻（一）と「伊勢物語」「古今和歌集」

須磨巻のあたりから

総角の巻

「梅枝」巻から

朝顔巻途中

玉鬘巻

行幸巻・藤袴巻

比良の高嶺に霜降るなり　同 652～ 659

「ゆく河のながれは絶えずして」の冒頭から

137段「なほめでたきこと」

春歌上 56～ 68

日光のあたりから

撰集「猿蓑の世界」

体験講座名 講師 １日体験日時 講読作品・範囲（予定） 受講料

会員・一般

とも

各 3,300 円

「万葉集」全講
　オンライン講座

東京大学教授
 鉄野　昌弘

日本最古の歌集「万葉集」の歌々を、その言葉、作者像、歴史
背景、他の歌との関連などにふれつつ精読。今期は巻十六を
読了後、巻十七に進む予定です。教室での受講も可。

10／1～12／17
金 13:00～15:00

6回	 19,800

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 11
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
「万葉集」が語る歴史
　オンライン講座

東京大学教授
 品田　悦一

「万葉集」巻六を天武皇統の復興と凋落を語る歴史テキストと
して精読します。今期のテーマは「神亀年間を彩る行幸従駕
歌の数々」。教室での受講も可。

10／20
水 13:30～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

「古今和歌集」全講読
　オンライン講座

玉川大学教授
 中田　幸司

全20巻1100首余りには四季や恋、人生の折節における「心」
の揺れがわずか三十一文字に凝縮されています。往時の思想
と表現を丁寧に読み進めます。教室での受講も可。

10／19、11／16、12／21
火 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

「枕草子」全講読 国学院大学講師
 津島　知明

「枕草子」には、清少納言の深謀遠慮が張り巡らされています。
藤原道長全盛の世に、中宮定子との日々を書き残すために。
歴史背景を詳しく検証し、読み解きます。

10／6～12／1
水 10:30～12:00

3回	 9,900

五感で読み解く「源氏
物語」

フェリス女学院大
学名誉教授
 三田村雅子

歴史をふまえ、絵画資料も用いつつ「源氏物語」を多角的に読
み進めます。初めての方も何回目の方も、新鮮な喜びをもっ
て読み進めていきましょう。

10／15～12／17
金 15:30～17:00

5回	 16,500

はじめての「源氏物語」
レッスン
　オンライン講座

専修大学教授
 今井　　上

全54帖を一回に１～２巻ぐらいのペースで解説し有名な場
面を精選して鑑賞します。わかりやすくてたのしい、しかし
本格的な「源氏物語」講座です。教室での受講も可。

10／13～12／22
水 10:30～12:00

6回	 19,800

初心者のための「源氏
物語」五十四講
　オンライン講座

立教大学教授
 井野　葉子

全54帖を１講約１巻のペースで解説します。あらすじや人
物、要点をおさえ全体像をつかみます。「行幸巻・藤袴巻」か
ら「梅枝巻・藤裏葉巻」まで。教室での受講も可。 新設

10／15、29、12／17
金 13:30～15:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

「源氏物語」を読む 青山学院大学教授
 高田　祐彦

原文でしか味わうことのできない表現の魅力を堪能します。
本文を読み上げ現代語訳に触れ、注意すべき表現を解説。今
期は「梅枝」巻からです。2013年４月開講。

10／2～12／18
土 10:00～12:00

5回	 16,500

「源氏物語」と和歌　紫
の上哀傷
　オンライン講座

紫の上を看取った翌年、源氏は四季折々の風物に感慨を催し
つつ、紫の上を悼む和歌を詠みつづけます。物語の終焉に向
かう幻巻の歌を味読します。教室での受講も可。 新設

12／18
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

平安時代文学と「源氏
物語」
　オンライン講座

元慶応義塾大学教
授
 田坂　憲二

「源氏物語」と平安文学を同時に学びます。今期は若菜上巻と
「伊勢物語・古今和歌集」、若菜上巻と継子いじめの物語、若
菜下巻と「堤中納言物語」。教室での受講も可。

10／12、11／9、12／14
火 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

「源氏物語」研究
　総角の巻

東京女子大学教授
 今井　久代

光源氏との血の繋がりは薄いが光源氏の負の部分を引き継ぐ
薫。親子の関わりが背後に沈む、不安定な自我を抱えた男女
たちの、陰影深い物語の世界に分け入ります。

10／5～12／21
火 10:30～12:00

7回	 23,100

野分の中の源氏物語
　オンライン講座

フェリス女学院大
学名誉教授
 三田村雅子

あの世に旅立ってしまったものたちは、風のおとずれととも
に、この世に立ち返ってくるようです。風の荒ぶりと霊魂の
気配を「野分」から考えます。教室での受講も可。 新設

10／1
金 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

「源氏物語」の深さと美
しさ

武蔵野大学特任教
授
 藤原　克己

様々な人物が織りなす源氏物語には、人々の愛執のせつなさ
や愛と無常のかなしみが結晶しています。原文の深さと美し
さを丁寧に味読します。今期は「朝顔巻」途中から。

10／16、11／13、12／11
土 13:00～15:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

「今昔物語集」の「悪」　
古典文学への招待
　オンライン講座

白百合女子大学教
授
 伊東　玉美

芥川をはじめ近代の作家たちが好んで用いた巻二十九本朝付
悪行の中から、摂津国小屋寺での事件を読みます。「今昔物
語集」の射程の長さと当時の価値観を体得します。 新設

12／21
火 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

在原業平の「和歌力」
　オンライン講座

玉川大学教授
 中田　幸司

「古今和歌集」に「その心余りて言葉足らず」と紀貫之に評さ
れ、「伊勢物語」の中心人物にも重なる業平の「和歌力」とは何
かを考察します。教室での受講も可。 新設

10／19
火 15:00～16:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

「新古今和歌集」三十講
　全講読をめざして

鶴見大学教授
 中川　博夫

平安朝和歌の集大成で全1978首から構成される「新古今和
歌集」。四季の巻や恋の巻等の歌の配列、日本人の言葉に対
する豊かな感性を味わいながら読破を目指します。

10／11～12／27
月 10:30～12:00

6回	 19,800

「方丈記」を読む
　変わるものと変わらぬも
の

白百合女子大学教
授
 伊東　玉美

災害、天災、長明の人生も盛り込まる「方丈記」は当時、そし
て今に訴えかけるのはどの様な点か。誕生の背景、長明の志、

「発心集」との関係等、多面的にみていきます。 新設

10／18、11／15、12／20
月 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

「徒然草」と古典　古典
文学への招待
　オンライン講座

前代までの文学の約束事を踏まえながら、そこから逸脱・離
陸していく方法を基本に執筆した兼好法師。その様子を序段、
第72段「いやしげなるもの」を例に解説します。 新設

11／22
月 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

西行和歌の原風景
　陸奥・東国

上智大学名誉教授
 西澤　美仁

西行和歌に詠まれた歌枕をひとつひとつ検証しながら、｢旅
と草庵の歌人｣ と評される西行が、それぞれの土地とどう関
わったかを具体的に考察します。今期は陸奥・東国。 新設

10／21、11／18、12／16
木 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

和歌の歴史　三条西実
隆
　オンライン講座

東京大学名誉教授
 渡部　泰明

和歌はどうしてこれほど長く大切にされ続けたのでしょう
か。時代を追って代表的歌人を取り上げ、和歌の精神的基盤
を考察します。今期は三条西実隆。教室での受講も可。

10／30
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

俳句でよむ「おくのほ
そ道」
　オンライン講座

俳人
 長谷川　櫂

「おくのほそ道」には芭蕉の句をはじめ63句載っています。
元禄２年の芭蕉の句を中心に毎回２、３句ずつじっくり読み
解き、句の世界を味わいます。教室での受講も可。

10／9～3／19
土 15:30～17:00

6回	 19,800

芭蕉の生涯と作品
　撰集「猿蓑」の世界

東洋大学名誉教授
 谷地　快一

芭蕉の生涯に沿って、主要な発句や連句・俳文などを解説し
ます。今期は俳諧撰集「猿蓑」を読み、評価の高い作品を鑑賞
しつつ、発句や連句の将来について言及します。

10／19～12／21
火 10:30～12:00

3回	 9,900

漱石を読みなおす「彼
岸過迄」

東京大学名誉教授
 小森　陽一

大患後、夏目漱石復帰第一作の「彼岸過迄」。短篇を重ね一つ
の長篇を構成するという、漱石が試みた小説の方法論に注目
しながら読み進めます。今期は「須永の話（３）」から。

10／12～12／14
火 18:30～20:00

3回	 9,900

近代文学１２選「高野
聖」泉鏡花

泉鏡花の代表作である「高野聖」。旅の上人である宗朝が、道
連れの若者にかつての不思議な体験を語るという設定の物
語。鏡花独自の美的世界について考察します。 新設

10／13、11／10、12／8
水 15:30～17:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
林芙美子の「浮雲」の謎
　没後70年

作家
 太田　治子

敗戦と共に大きく変わった日本。世の中の変化の中で浮雲の
ように漂いやがて消えてゆく男女の姿を描いた「浮雲」。芙美
子の分身のような二人の力強さの謎を考えます。 新設

10／21
木 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

三島由紀夫を読み直す
「金閣寺」

白百合女子大学教
授
 井上　隆史

三島の最高傑作とも言われ、様々な言語に翻訳されている「金
閣寺」。世界中で読者の心を掴むこの小説を、歴史書・哲学書・
世界文学として読みその謎と魅力に迫ります。 新設

10／16、11／20、12／18
土 15:30～17:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

司馬遼太郎の視点・勝
海舟と小栗上野介
　オンライン講座

週刊朝日編集委員
 村井　重俊

江戸幕府を支え、米国に渡った開国派の二人は、目指す国家
像が真逆でした。彼らをどう描いたか、「明治という国家」を
参考に考えます。教室での受講も可。 新設

12／11
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

村上春樹作品を読む
「騎士団長殺し」
　オンライン講座

東京大学名誉教授
 小森　陽一

ある一枚の絵画にまつわる謎が解き明かされていく村上春樹
の長編小説。彼の物語世界における歴史認識を中心としなが
ら読み解きます。今期は文庫版3巻目。教室での受講も可。

10／26、11／23、12／28
火 18:30～20:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

妖 怪 学 妖怪研究家
 多田　克己

不可思議な力で好奇心をくすぐる妖怪たち。各地に残る伝承
を紐解くと、その時代の文化や民俗を知ることも。奥深い妖
の世界を、妖怪博士の講師が専門的な視点で解説します。

10／23、11／27、12／25
土 18:00～20:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

東大教室３　現代文
　オンライン講座

難関大受験専門塾
「現論会」代表
 柳生　好之

東大入試の中でも最も対策が難しいと考えられている現代
文。科学的アプローチで研究し、「誰にでもできる」という再
現性をとことん追求します。教室での受講も可。 新設

10／28、11／25、12／23
木 18:30～20:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200
	 教材費	 370

世界の文学 トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

ダンテ「神曲」に隠され
た二重構造の物語
　オンライン講座

慶応義塾大学教授
 藤谷　道夫

「神曲」には普通に読んだだけでは気づかない結末が見えてく
る歌章があります。それらの物語を取り上げ、隠された驚き
の結末に迫ります。教室での受講も可。 新設

11／5、12／3
金 10:30～12:30

2回	 会員	 6,600
	 一般	 8,800

ダンテ「神曲」を読み解
く
　オンライン講座

流浪しながら「神曲」の世界を創造したダンテ。その重層構造
をなす詩行を最新の研究を基に解説。寓意的、比喩的意味を
読み解きます。天国篇第８歌を予定。教室での受講も可。

10／30～3／26
土 15:20～17:20

6回	 19,800

ダンテ「神曲」と三位一
体
　オンライン講座

専修大学教授
 伊藤　博明

全体の構成から3行詩まで「神曲」には「3」という数字が至る
所に見られます。キリスト教神学の三位一体を背景とした数
の象徴主義を探ります。教室での受講も可。 新設

11／13
土 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

ホメロスの叙事詩「イ
リアス」第24歌
　ギリシア語の音とリズム

国際基督教大学名
誉教授　
 川島　重成

トロイア戦争をめぐる武士の勲や英雄たちの生と死の諸相を
謳う英雄叙事詩「イリアス」。古典ギリシア語の美しい韻律を
味わい原書を読み進めます。2018年10月開講。

10／8～3／25
金 10:00～12:00

11回	 36,300

劇場封鎖と詩人シェイ
クスピアの誕生
　オンライン講座

東京大学名誉教授
 高田　康成

ペストにともなう上演禁止下にシェイクスピアが創作した本
格的な「詩作品」２作、「ヴィーナスとアドーニス」と「ルーク
リースの凌辱」を講じます。教室での受講も可。 新設

10／30、11／13
土 13:00～14:30

2回	 会員	 6,600
	 一般	 8,800

冬の夜長の少し怖いお
話「冬物語」
　オンライン講座

武蔵大学准教授
 北村　紗衣

シェイクスピアが描いたロマンス劇のひとつ、「冬物語」。お
とぎ話的な、この物語に内包された現実的な人生のトラブル
とは。その怖さに注目しながら解説します。 新設

12／11
土 19:00～20:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

オースティン「マンス
フィールド・パーク」
を読む

元青山学院大学教
授
 中野　康司

「摂政時代1811-22」の不道徳で享楽的な風潮に対する抗議
が込められた問題作です。ヒロインが「道徳的すぎる」とも言
われ、読者の好みが分かれる作品です。

10／8～12／10
金 13:00～14:30

3回	 9,900

「お嬢さまヒロイン」の
苦闘—社会史から英国
小説を読む

和洋女子大学名誉
教授
 植松みどり

19世紀英国小説が描く中産階級の「お嬢さまヒロイン」たち
の苦闘は、当時のイギリスの日常を照らし出しています。今
期はT・ハーディー「テス」を読み解きます。 新設

12／8
水 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

ジーヴスの世界
　オンライン講座

翻訳家
 森村たまき

生涯に100冊に及ぶ著作を送り出したユーモア作家のP・G・
ウッドハウス。ジーヴスをはじめとするウッドハウスの作品
世界や、その生活世界を解説します。 新設

10／16
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

エラリー・クイーンの
魅力
　オンライン講座

エラリー・クイー
ン研究家
 飯城　勇三

本格ミステリの巨匠エラリー・クイーン。論理的な推理で解
明する物語の頂点を極め、また最も時代と社会を意識した作
家でもありました。その軌跡をたどります。 新設

12／18
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

永遠のシャーロック・
ホームズ
　オンライン講座

立教大学准教授
 石橋　正孝

コナン・ドイルが19世紀末に生み出した名探偵の人気の秘
密はどこにあるのでしょうか。実在しているかに思わせる
ホームズの魔力と熱狂的なファンの愉悦に迫ります。

10／30
土 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

探偵小説で全人文学の
学び直し
　オンライン講座

翻訳家
 高山　　宏

表象論・視覚文化論、マニエリスム・アート論の一覧を世間
で周知の「探偵小説」を通じ概説する異端の人文学講義。探偵
の語源からポーや乱歩まで。教室での受講も可。 新設

10／16、11／20、12／18
土 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 13
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英語で読むオーウェル
「一九八四年」
　オンライン講座

日本女子大学教授
 川端　康雄

新たに脚光を浴びている英国の作家ジョージ・オーウェルの
「一九八四年」。本作が書かれた時代や社会背景をふまえなが
ら原書を読み解きます。2021年４月講読開始。

10／11～12／27
月 18:10～19:30

6回	 22,440

イギリス名詩選
　オンライン講座

東京大学名誉教授
 川本　皓嗣

エリザベス朝から現代まで、選りすぐりの傑作やよく知られ
た名作を厳選し、精読します。英詩特有の韻律のしくみや多
彩な音色、表現のニュアンスなども説明します。

10／6、20、11／3、17、
12／1、15
水 13:00～14:30

6回	 会員	 19,800
	 一般	 23,100

ホーソーン「緋文字」を
読む
　オンライン講座

慶応義塾大学名誉
教授
 巽　　孝之

アメリカ・ロマン派文学の代表格としてポーやメルヴィルと
並び称されるホーソーン。代表作「緋文字」を植民地時代以来
のアメリカ史の知識を反映して読み解きます。 新設

11／20
土 18:00～19:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

「若草物語」と19世紀
の「家庭信仰」
　オンライン講座

東京外国語大学名
誉教授
 荒　このみ

温かな家族の交流と４人姉妹の成長を描いた「若草物語」に欠
落していたのは何だったのか。舞台のアメリカ東部の歴史的
背景をふまえて解説します。教室での受講も可。 新設

12／8
水 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

謎とき「炉辺荘のアン」
　オンライン講座

作家・翻訳家
 松本　侑子

アンが６人の子の母となる第６巻「炉辺荘のアン」。初の全文
訳「赤毛のアン」シリーズ（文春文庫）の訳者が、作品の構成や
魅力など読みどころを徹底解説します。 新設

10／16、11／13、12／11
土 15:30～17:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

スティーブン・キング
解剖
　オンライン講座

文芸評論家・翻訳
家
 風間　賢二

他人を恐怖で震え上がらせる仕事を恐怖の愉悦へと昇華した
キング。「キャリー」「シャイニング」「IT」などの作品に触れな
がら精髄に迫ります。教室での受講も可。 新設

11／13
土 18:00～19:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

「失われた時を求めて」
を新たに読む
　オンライン講座

京都大学名誉教授
 吉川　一義

20世紀を代表する文学作品であるプルーストの長篇小説を、
個人全訳を完結させた講師の新訳で読みます。今期は「ゲル
マントのほう」の最初の部分。教室での受講も可。

10／23～12／25
土 15:30～17:00

3回	 9,900

近代フランスとジェン
ダーの表象
　オンライン講座

慶応義塾大学教授
 小倉　孝誠

社会と文化のあり方を考える際、ジェンダー（社会的性差）は
不可避の問題です。近現代フランスの文学、絵画、医学書な
どを取り上げて考えます。教室での受講も可。 新設

10／8、11／12、12／10
金 15:30～17:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

アルベール・カミュ
「ペスト」と感染の物語
　オンライン講座

神戸女学院大学名
誉教授
 内田　　樹

ペストはファシズムのメタファーであり、保健隊はレジスタ
ンスだという解釈がされてきたカミュの「ペスト」。カミュが
この物語で触れた人間の心の深層を考察します。 新設

12／16
木 18:30～20:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

ドイツ語で読むドイツ
の詩とリート

東京芸術大学名誉
教授
 檜山　哲彦

詩は生き物なので原語で味わうのが一番です。リートになっ
た詩も含め朗読や音楽を交えながら、意味、音、イメージを
丁寧に読み解きます。ドイツ語初心者も楽しめる時間です。

10／5～12／7
火 15:15～16:45

5回	 18,700

ドストエフスキーと金　
生誕200年
　オンライン講座

名古屋外国語大学
学長
 亀山　郁夫

愛読者はよく知る通りのギャンブル狂。宗教セクトとの関係
における金銭問題も抱えていました。生誕200年の誕生日、
作家の思想と金をめぐって考察します。 新設

11／11
木 19:00～20:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

生誕200年の今、ドス
トエフスキーを読む
　オンライン講座

東京大学名誉教授
 金沢美知子

国境を超えた世界、世紀を超えた未来を描いたドストエフス
キー。生誕200年の今、異才の作家に想いをめぐらせ、彼を
語ろうとする私たち自身についても考えます。 新設

10／25、11／22、12／20
月 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

文　　芸 エッセイ

文章を書く楽しみをご一緒に
クラスのレベルや雰囲気、授業の進め方などは、お気軽にお問い合わせください。
学期末の最終回のみ、冒頭10分程度の見学（無料）や受講（有料）が可能なクラスもあります。
ご希望に合うクラス選びをお手伝いします。　☎03－3344ー1945

作家と綴るマイライフ
エッセイ

作家
 中上　　紀

何気ない一瞬も、書き言葉に変換することによって、喜びに
溢れ、生き生きと輝く自分史となります。他の誰でもない、
あなた自身が生きてきた証を綴りましょう。

10／14～12／23
木 10:30～12:00

6回	 20,460

おもしろいエッセイを
書こう
　オンライン講座

作家
 中島たい子

誰もが持っている面白い視点を気張らずに自分の言葉で文章
にします。背伸びしないでできる創作は小説を書く自信がま
だないという方にもお勧めです。教室での受講も可。

11／27、12／25
土 13:00～14:30

2回	 会員	 6,820
	 一般	 9,020
	 教材費	 220

エッセイ教室
　オンライン講座

ノンフィクション
作家
 神山　典士

人生や生活体験を書く時、客観事実が入ると作品が立体的に
なります。テーマの選び方や素材集めのポイントなど読者が
読みたいエッセイを書く具体策を伝授。教室での受講も可。

10／26～12／28
火 10:30～12:00

3回	 10,230
	 教材費	 660

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
日曜エッセイ教室
　文章と向かい合う豊かな
時間

ノンフィクション
作家
 神山　典士

出会った経験を素敵なエッセイに託したい。人生を物語にし
てみたい。様々な思いを文章にする時大切なのは、読みたく
なるように書くこと。コツやポイントを伝授します。

10／31～12／12
日 10:30～12:00

3回	 10,230

エッセイを書こう
　日記のように手紙のよう
に

作家
 太田　治子

大好きな人に手紙を書いたり、日記を書くような気持ちで
エッセイを書きましょう。自分の心を込めた文章を書く楽し
さを知り、1000字程度の作品を書き上げます。

10／7～12／2
木 15:30～17:15

3回	 10,230
	 教材費	 549

編集長のエッセイ塾
　オンライン講座

元「週刊朝日」編集
長
 加藤　　明

「週刊朝日」編集長を務め、多くの名エッセイストに接した講
師が、暮らしの中の１コマを好エッセイに仕立て上げる極意
を伝授します。教室での受講も可。

10／8～12／3
金 15:30～17:30

5回	 17,050
	 教材費	 1,100

夜のエッセイ塾
　オンライン講座

エッセイを書くのに才能は要りません。強いて必要といえる
観察眼は、書くことで養われます。受講者それぞれの眼が作
品に生きるよう指導します。教室での受講も可。

10／6～12／1
水 19:00～20:30

5回	 17,050
	 教材費	 1,100

文章・批評・ノンフィクション
新聞校閲の技を知る　
実際の訂正を元に
　オンライン講座

朝日新聞社校閲セ
ンター次長
 中原　光一

ニュース記事、エッセーやコラムで誤りがあっては良い中身
が台無しです。そんな新聞の品質を担保している新聞校閲の

「技」を実例を通して紹介します。教室での受講も可。 新設

10／23
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

実作　心を揺さぶる文
章講座
　オンライン講座

ノンフィクション
作家
 石井　光太

読み手の感情に何をどう訴えるのかを意識し、適切な方法で
言葉を編み出す文芸。実作を通して、自分に合った形を見つ
けましょう。エッセイ、ノンフィクションが対象です。 新設

10／22、11／26、12／10
金 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

文章で表現する技術
　オンライン講座

元「三田文学」編集
長
 加藤　宗哉

プロといわれる書き手たちがどんな「暗黙の了解事項」のもと
に文学を創り上げたのか。プロとアマチュアの文章の違い等、
文学の現場から解説します。教室での受講も可。

10／8、11／12、12／10
金 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

読んで書く批評塾
　オンライン講座

文芸評論家
 斎藤美奈子

何げなく読んでいる本も雑誌も新聞も批評的に読むことで思
いがけない発見があります。書評を中心とした読んで書く作
業を通じて、読書の楽しみを広げませんか。

10／30～12／25
土 18:00～19:30

3回	 13,860

インタビュー入門
　オンライン講座

インタビュアー
 木村　俊介

人の話を聞いて、文章でまとめる。インタビューに挑戦した
い初心者から、この取材という道具をもっと活用したいとい
う現役の書き手にまで、実践的に伝えます。

10／16、11／20、12／18
土 18:00～19:30

3回	 会員	 10,230
	 一般	 11,880

１日講座　10倍読ま
れるテーマとタイトル
　オンライン講座

元朝日新聞編集者
 貴志　友彦

エッセイ、SNS、投稿。多くの人に読んでもらうために、テー
マの絞り方、タイトルのつけ方を考えます。教室での受講も
可。問い合わせは電話03-3344-2527へ。 新設

12／5
日 13:30～15:30

1回	 会員	 3,465
	 一般	 3,465

小　　説
おもしろい短編小説を
書こう
　オンライン講座

作家
 中島たい子

上手に書くコツは「面白いものを書こう」と思うこと。提出作
品を全員で読み、感想を交換しながら面白い作品を書くには
どうしたらいいかを考えます。教室での受講も可。

11／27、12／25
土 10:30～12:00

2回	 会員	 7,040
	 一般	 9,240
	 教材費	 660

作家と目指そう　小説
の完成から公募まで

作家
 中上　　紀

提出された小説について、どうすれば良くなるのか、講評と
合評を通じて、徹底的に語り合います。また、公募への挑戦
を視野に入れ、具体的な創作方法を学びます。

10／14～12／23
木 13:00～14:30

6回	 21,120
	 教材費	 1,320

超短編から始める・人
生を変える小説トレー
ニング

作家
 草薙　　渉

小説を書くための技術を初心者向けに解説します。全体を見
渡しやすい超短編から書き始めるコツを講義と実作で学びま
す。書き出しやメイン場面を添削します。

10／25～12／27
月 15:30～17:00

3回	 10,560
	 教材費	 990

本格ミステリーの書き
方
　オンライン講座

ライター
 杉江　松恋

読者に手がかりを与えつつ、スリルとサスペンスを醸し出す
ミステリーの執筆技術を学びます。講師が読者、編集者の視
点に立ってアドバイスします。教室での受講も可。 新設

10／11、11／8、12／13
月 19:00～20:30

3回	 会員	 10,560
	 一般	 13,860

大人になったら小説を
書こう
　オンライン講座

編集者
 小林加津子

小説を書くにはある程度の年月に培われた経験が必要です。
自分の体験や喜怒哀楽をいかしたストーリーで読む人の共感
を誘いましょう。教室での受講も可。

10／20、11／17、12／15
水 19:00～20:30

3回	 会員	 10,560
	 一般	 13,860 
	 教材費	 990

エンタメ小説を書く
　めざせ新人賞

編集者
 白幡　光明

エンターテインメント小説では読者の心を動かすおもしろさ
が重要です。新人賞の選考に長年かかわってきた講師が、文
体や人物設定など小説を書くための技術を伝えます。

10／6～12／15
水 15:30～17:00

6回	 21,120
	 教材費	 1,980

エンターテインメント
創作講座

文芸編集者
 岡田　　徹

アイデアの出し方、小説文章のコツや推敲法など実践的なア
ドバイスを行い、提出作品を講評します。作家デビューを目
指す方も、趣味で創作を楽しみたい方も歓迎です。

10／16～3／19
土 10:30～12:30

6回	 21,120
	 教材費	 5,280

小説　どう書けばいい
のか　実践編
　オンライン講座

編集者
 村上　和宏

「書きたいもの」はどうすれば小説になるのでしょうか。提出
作品の講評を通して文章や人物の設定、構成、足りない点な
どを具体的にアドバイスします。教室での受講も可。

10／13～12／22
水 19:00～20:30

6回	 21,120
	 資料代	 1,980

小説を書いてみよう 文芸評論家
 清原　康正

日々の好奇心と観察力から物語は紡ぎ出せます。執筆意図や
構想を面談形式で明らかにし、全体の構想や展開など個別に
講評とアドバイスをします。ジャンルは自由。

10／3～12／19
日 12:30～14:30

6回	 21,120
	 教材費	 1,320

入門・小説創作ゼミ
ナール

文芸編集者
 松岡　弘城

「原稿用紙の書き方」「人称の選択」「時間軸の作り方」など小説
を書くための基礎を解説し、あわせて提出作品を講評します。
初心者やゆっくりと書き進めたい方に。

10／21～3／17
木 18:30～20:30

6回	 21,120
	 教材費	 5,280

小説創作ゼミナール
　書きっぱなしにしないイ
ンタラクティブコース

自分の書く小説の文法は自分で作らなければなりません。自
分だけの文法を躍動的な授業を通して探りましょう。推敲を
重ねていくことに重点をおきます。

10／7～3／3
木 18:30～20:30

6回	 27,720
	 教材費	 6,600

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 15



朝カル　新宿 検索

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
文芸道場
　オンライン講座

文芸評論家
 池田　雄一

小説・評論・詩・戯曲。文芸作品には十人いたら十通りの読
みがあり、十通りの世界観があります。お互いの作品を合評
することで視野を広げ、創作力を磨く実作講座です。

10／23、11／27、12／18
土 18:00～20:00

3回	 会員	 10,560
	 一般	 12,210

小説の創作と技法 作家
 佐藤洋二郎

小説を書くということは他者も自分も傷つけることがありま
す。書くという強い意志のある人を歓迎します。文芸の「芸」
は修練した技能のこと。書く技術を学びましょう。

10／1～12／17
金 15:30～17:30

7回	 24,640
	 教材費	 2,205

小説作法入門
　読んで書く

作家
 尾高　修也

既に作品を書いている方、創作を志す仲間と基礎を学びたい
方に最適です。授業は名作の解析と受講者作品の合評が中心。
同人誌「私人」（有料）を発行、テキストに。

10／1～12／17
金 10:30～12:30

6回	 21,120

実践小説教室・入門A 元「海燕」編集長
 根本　昌夫

吉本ばななや小川洋子などを発掘してきた講師が、講評、指
導します。入門は小説を書くのが初めての方に。作品提出は
１回100枚まで（400字詰め原稿用紙換算）。

10／1～12／17
金 18:30～20:30

6回	 21,120
	 教材費	 1,980

実践小説教室・入門B 吉本ばななや小川洋子などを発掘してきた講師が、講評、指
導します。入門は小説を書くのが初めての方に。作品提出は
１回100枚まで（400字詰め原稿用紙換算）。

10／8～12／24
金 18:30～20:30

6回	 21,120
	 教材費	 1,980

実践小説教室・総合A 入門者から、ある程度小説が書ける方まで対象。提出作品を
講評し自分の小説が書けるように指導します。作品提出は１
回150枚（400字詰め原稿用紙換算）。

10／4～12／20
月 18:30～20:30

6回	 21,120
	 教材費	 2,640

実践小説教室・総合B 入門者から、ある程度小説が書ける方まで対象。提出作品を
講評し自分の小説が書けるように指導します。作品提出は１
回150枚（400字詰め原稿用紙換算）。

10／2～12／18
土 15:30～17:30

6回	 21,120
	 教材費	 2,640

プロをめざす実践小説
教室

提出作品を通して書くためのスタンダード・モデルを提示
し、面白さ、深みを味わいます。プロをめざす方に。作品提
出は１回200枚まで（400字詰め原稿用紙換算）。

10／12～12／28
火 18:30～20:30

6回	 24,420
	 教材費	 2,640

童話・絵本
絵本とジェンダー
　大人のための深読み絵本

絵本編集者
 小野　　明

読者の子どもたちに端的にわかってもらおうとして、「らし
さ」を記号化するとき、絵本にジェンダーがどういうかたち
であらわれるのか。古今東西の絵本から探ります。 新設

12／4
土 18:30～20:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

作ってみようマイ絵本
　１日体験

絵本プロデュー
サー
 内田　真紀

想像力や好奇心を大切に、１枚１枚の絵をつなぎストーリー
を考える楽しい絵本作り。絵本を作ってみたいとお悩みの方
へ、レギュラークラス初回体験クラスです。 新設

10／21
木 10:00～12:00

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,840

世界に１冊　マイ絵本
を作ろう（木）
　初めての絵本

想像力や好奇心を大切に、１枚１枚の絵をつなぎストーリー
を考える楽しい絵本作り。題材探しのコツ、主人公や場面の
設定、構成などを学び、カラー製本した絵本が完成します。

10／21～3／17
木 10:00～12:00

6回	 21,780
	 教材費	 5,610

世界に１冊　マイ絵本
を作ろう（水）
　初めての絵本

イラストレーター
 谷岡メアリー

想像力や好奇心を大切に、１枚１枚の絵をつなぎストーリー
を考える楽しい絵本作り。題材探しのコツ、主人公や場面の
設定、構成などを学び、カラー製本した絵本が完成します。

10／13～3／9
水 13:30～15:30

6回	 21,780
	 教材費	 5,610

短　　歌

短歌をはじめてみませんか
クラスのレベルや雰囲気、授業の進め方などは、お気軽にお問い合わせください。
ご希望に合うクラス選びをお手伝いします。　☎03－3344ー1945

短歌・俳句の講座を体験しませんか

短歌道場
短歌の読み書き
短歌を楽しむ
はじめての短歌
短歌入門　実作と鑑賞
短歌ワークショップ　
短歌を読む・作る
楽しい短歌入門
心を動かす短歌入門

佐佐木幸綱
小池　　光
日高　尭子
草田　照子
米川千嘉子
谷岡　亜紀
佐伯　裕子
大松　達知
奥田　亡羊

10/21 （木）10:30
10/4 （月）18:30
10/14 （木）13:00
10/7 （木）18:30
10/6 （水）13:00
10/26 （火）15:30
10/1 （金）13:00
10/19 （火）15:45
10/26 （火）10:00

体験講座名 講師名 １日体験日時
短歌実作・はじめの一歩
俳句
若草俳句会
俳句に親しむ
くらしの俳句
一億人の俳句入門
はじめての俳句
季節を楽しむ俳句入門
基礎から学ぶ俳句
始める俳句　見直す俳句
日曜俳句教室－型から入る
連句入門
実践・俳句を楽しむ
四季を彩る俳句教室
俳句－伝統俳句の基礎と添削

梅内美華子
堀之内長一／柳生正名
稲畑廣太郎
二川　茂徳
小川　晴子
長谷川　櫂
萬燈　ゆき
飛岡　光枝
伊藤　素広
今井　　聖
大石香代子
坂本　孝子
奥坂　まや
石嶌　　岳
星野　高士

10/2 (土）15:15
10/13 （水）13:00
10/18 （月）15:30
10/7 （木）13:00
10/11 （月）13:00
10/23 （土）13:00
10/3 （日）13:00
10/28 （木）14:30
10/19 （火）13:30
10/21 （木）13:00
10/31 （日）13:00
10/3 （日）10:00
10/6 （水）13:00
10/24 （日）13:00
10/22 （金）13:00

体験講座名 講師名 １日体験日時
P.17～18

受講料　3,410 円（会員・一般とも）
※受講ご希望の方は、事前にお申し込み下さい。
※通常クラスの受講者と一緒にご参加していただきます。
※体験講座を受講後 2ヶ月以内に申し込まれると、入会金が半額になります。
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
短歌道場
　実作と批評

朝日歌壇選者
 佐佐木幸綱

実作を楽しみつつ、短歌作品の読みを批評的に進めていける
よう指導します。さらに、現代歌壇の動向や古典の骨格にも
随時触れながら、論と作の両方の充実を目指します。

10／21～3／17
木 10:30～12:30

6回	 20,460

楽しい短歌入門 「コスモス」選者
 大松　達知

見聞や気持ちを気負わずに示すのが短歌を作る楽しさです。
自分だけに吹いた風を自分の言葉で書いてみましょう。あと
は短歌という形式が力を貸してくれます。

10／19～12／21
火 15:45～17:45

3回	 10,230
	 教材費	 165

短歌の読み書き 「短歌人」編集委員
 小池　　光

短歌のことば、すなわち短歌語への理解が短歌の読み書きに
必須です。２首の歌、１冊の歌集を丹念に読み、実作も重ね
ながら作歌力を高めます。毎回、課題作品を提出。

10／4～12／6
月 18:30～20:30

3回	 10,230

実作のための短歌レッ
スン

「りとむ」編集人
 今野　寿美

定型詩としての短歌の面白さを知り、作歌する喜びと苦心を
作品の講評を通して学びます。古典から現代までの作品の鑑
賞も交え、実作に役立つよう指導します。

10／11～12／27
月 12:30～14:30

5回	 17,050

短歌入門
　実作と鑑賞

「かりん」編集委員
 米川千嘉子

短歌を作ってみたい、もっと本格的に向き合ってみたい。そ
んな方のための入門講座です。毎回、前半に提出作品の添削
批評、後半に近代短歌と現代の歌の鑑賞を行います。

10／6～12／15
水 13:00～15:00

6回	 20,460

短歌を楽しむ 「かりん」選歌委員
 日高　堯子

現代を生きている「私」の声を、短歌の詩形にのせて表現して
みたい。千年の時をくぐりぬけてきた短歌の、ゆたかな韻律
の魅力を探りながら自分の歌を作ります。

10／14～12／23
木 13:00～15:00

6回	 20,460
	 教材費	 660

短歌を読む・作る 「未来」選者
 佐伯　裕子

近代から現代までの様々な短歌に触れながら、日常とは異な
る言語空間を読み解きます。実際に短歌を作ってみることで、
自分の中に眠る言葉たちをよみがえらせます。

10／1～12／17
金 13:00～15:00

6回	 20,460

はじめての短歌 「かりん」選歌委員
 草田　照子

歌を作ることは自己を見つめ直すこと。歌を作ってみたい方
を対象に、私たちの生活感覚に近い近現代の短歌を鑑賞しつ
つ実作、歌会を織り交ぜて丁寧に指導します。

10／7～12／16
木 18:30～20:30

6回	 20,460
	 教材費	 660

短歌実作・はじめの一
歩

「かりん」編集委員
 梅内美華子

実作に役立つ基礎を学びたい方のための入門講座。近現代短
歌を題材に、詠まれた場面、心情や言葉を鑑賞しつつ表現技
法について解説。提出作品の添削指導も行います。

10／2～12／4
土 15:15～17:15

3回	 10,230

心を動かす短歌入門－
うたう・よむ－
　オンライン講座

「心の花」会員
 奥田　亡羊

短歌を通して新しい景色や自分に出会います。初回は講義、
二回目以降は歌会で、表現・実作・批評を学びます。初心者
の方も安心してご参加ください。教室での受講も可。

10／26～12／28
火 10:00～12:00

3回	 10,230

短歌ワークショップ
　題詠による実作入門

「心の花」選者
 谷岡　亜紀

初心者も、もう一度初心に戻って学びたい方も、良い刺激を
受けながら楽しく短歌の上達を目指します。毎回課題を提出。
作品をさらによくする工夫を丁寧に指導します。

10／26～3／22
火 15:30～17:30

6回	 20,460

俳句・詩

俳句をはじめてみませんか
クラスのレベルや雰囲気、授業の進め方などは、お気軽にお問い合わせください。
ご希望に合うクラス選びをお手伝いします。　☎03－3344ー1945

四季を彩る俳句教室 俳誌「嘉祥」代表
 石嶌　　岳

四季の彩りのなかで心に感じたものを、五七五で詠むのが俳
句です。俳句の上達は句会にあります。お互いの句を鑑賞し
合いながら、五感と言葉を磨き、学びましょう。

10／24～12／12
日 13:00～15:00

3回	 10,230

一億人の俳句入門
　オンライン講座

俳人
 長谷川　櫂

俳句を基本から学びたい人のための講座。季節のテーマを設
け季語について解説し、その詠み方を探求します。事前に投
句した句の選句と講評も行います。教室での受講も可。

10／23～3／26
土 13:00～14:30

6回	 20,460
	 教材費	 630

俳句１日講座　「創る
自分」を作句に生かす
　オンライン講座

「海原」創刊同人・
実務運営委員長
 柳生　正名

「創る自分」と「推敲」をキーワードに「俳句造形論」を初歩から
学びます。事前提出の２句を添削。教室での受講も可。問い
合わせは電話03-3344-2527へ。 新設

12／12
日 13:00～15:30
休憩あり

1回	 会員	 3,815
	 一般	 3,815

課題に合わせて短歌を作り、歌人た
ちの優れた短歌の鑑賞文を書く。楽
しみながら短歌を作る力、鑑賞する
力が身につきます。

まずは言葉を五七五七七に並べて
みてください。添削で歌らしく直し
ます。何度か繰り返すと、歌というも
のがわかってきます。

俳句作りを初歩の初歩から、基本に
なる四つの「型」に沿って学びます。
受講者一人ひとりのペースに合わ
せて添削指導します。

通信講座ではじめよう俳句・短歌 いずれも毎月開講　6ヵ月 6回添削　20,840 円

はじめての
俳句

監修　小川軽舟

やさしい
短歌入門
監修　米川千嘉子

はじめての
短歌

講師　田村広志

▼ P.70

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 17



朝カル　新宿 検索

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
俳　　句 初めて俳句を勉強する方、もう少し発想の研究を進めたい方を対象に実作の

指導を中心に行い、古今の名句やその作風を通して発想法を磨きます。「海原」
の柳生正名氏と堀之内長一氏が交代で指導します。

10／13～3／23
水 13:00～14:45

11回	 37,510
	 教材費	 506

俳　　句
　伝統俳句の基礎と添削

「玉藻」主宰
 星野　高士

俳諧から俳句への歴史を学び、虚子の唱えた「花鳥諷詠」「客
観写生」を基礎に伝統俳句を作る楽しさを知ることが目標で
す。講義、実作、句会、添削で進めます。

10／8～12／24
金 13:00～15:00

6回	 20,460

俳人の宇宙
　水原秋櫻子

「鷹」同人
 奥坂　まや

忌日の句を詠むために俳人の世界に触れます。俳句世界に清
新な抒情をもたらし、新興俳句運動の源ともなった秋櫻子。
近代俳句に最も影響を与えた俳人の全貌に迫ります。

12／7
火 13:00～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

実践・俳句を楽しむ 季語を通じて季節ごとの植物や食べ物、行事などに親しむと、
自分だけの自然との交感記録が生まれます。「型」と「季語」を
学ぶことによって句作の上達を目指します。

10／6～12／15
水 13:00～15:00

6回	 20,460

始める俳句　見直す俳
句

「街」主宰
 今井　　聖

先人の名作を鑑賞しながら作句の技術と、技術を超える方法
を教えます。かけがえのない「私」という存在を表現する俳句
の魅力を味わいましょう。講義と実作で学びます。

10／21～3／17
木 13:00～15:00

6回	 20,460

俳句に親しむ 「むさし野」代表
 二川　茂德

四季折々の風物に託して、自分の思いを自分の言葉で表現で
きるように、講義、実作、句会を織り交ぜ、基礎から丁寧に
指導します。毎回兼題があります。

10／7～3／3
木 13:00～15:00

6回	 20,460

季節を楽しむ俳句入門
　カフェきごさい句会

「古志」自選同人
 飛岡　光枝

生活の中の小さな変化に季節の移り変わりを感じ、言葉で表
現する楽しさを、句作を通して味わいましょう。季語、切れ、
間などの俳句の基礎を具体的に学びます。

10／28、11／25、12／23
木 14:30～16:15

3回	 会員	 10,230
	 一般	 13,530

くらしの俳句 「今日の花」主宰
 小川　晴子

くらしの実感を大切に、季節をじっくり味わいながら自分の
俳句をみつけましょう。毎回句会形式で進行します。兼題４
つから５つで１回に５句を投句します。

10／11～3／14
月 13:00～15:00

6回	 20,460
	 教材費	 660

はじめての俳句
　日々を愉しむ俳句づくり

｢古志」自選同人
 萬燈　ゆき

心の宝物や喜びはさりげないものに見出すことができます。
俳句という小さな詩で､ 日常生活や思いを表現してみません
か。講義と実作を通じ俳句作りの楽しさを学びます。

10／3～12／5
日 13:00～15:00

3回	 10,230

若草俳句会
　俳句会に参加しましょう

「ホトトギス」主宰
 稲畑廣太郎

俳句は「座の文学」です。人が集まり、句を作り、発表する一
連の句会形式を経験することで、楽しみは一層広がります。
初めての方もベテランも一同に会する俳句会です。

10／18～12／13
月 15:30～17:30

3回	 10,230

日曜俳句教室－型から
入る
　型から入る

切れ字を生かす型の実践から学びます。型が与えられると自ずと自由な発想
ができるもの。句会を楽しみ、個性の光る秀句が生まれることを目指します。

「鷹」主宰の小川軽舟氏が監修、「鷹」同人の大石香代子氏が指導。

10／31～3／20
日 13:00～15:00

6回	 20,460

基礎から学ぶ俳句 「鶴」・「群青」同人
 伊藤　素広

日々の暮らしを俳句で表現してみませんか。初心者の方には
基礎を、中級の方には上達のコツを、例句と添削例を上げな
がら解説します。毎回、講義と互選句会を行います。

10／19～12／21
火 13:30～15:30

3回	 10,230

連句入門 複数の人により一つの作品を合作するわが国独自の文学で、芭蕉により高度
な芸術性が与えられました。「緑華亭」宗匠の坂本孝子氏と、「猫蓑会」副会長
の鈴木了斎氏が、構成・法則を解説し実作指導します。

10／3～12／19
日 10:00～12:00

6回	 20,460
	 教材費	 330

現代詩実作 現代詩作家
 荒川　洋治

提出された作品について講師が感想を述べるとともに、文学
表現全体を見つめ、詩のことばの本質と魅力について語りま
す。詩を書く方だけでなく、書かない方もどうぞ。

10／9、11／13、12／11
土 18:00～19:30

3回	 会員	 10,230
	 一般	 13,530

現代詩に親しむ・実作
を中心に
　オンライン講座

詩人
 野村喜和夫

現代詩の第一線で活躍する講師が、提出された作品について
講評、皆で議論を行います。実作を通して、詩を書くことの
意味、詩とは何かを考察します。教室での受講も可。

10／16～3／19
土 12:15～14:15

6回	 20,460

自然科学 宇宙・物理・数学・化学・気象・植物 ユース学生会員料金のある講座もあります。
電話でお問合せください。

ダークマターとダーク
エネルギー
　オンライン講座

高エネルギー加速
器研究機構教授
 松原　隆彦

宇宙の大部分を占めるダークマターとダークエネルギー。現
在どこまで分かっていて、どこまで分かっていないのか、そ
の正体を解説します。教室での受講も可。 新設

10／9、23、11／13
土 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

脳とこころを考える 脳科学者
 茂木健一郎

時代のなかで個性や能力を活かす創造的なあり方を考えま
す。毎回、芸術や文学、哲学などから注目すべきトピックを
選び、最新の脳科学の知見をもとに語ります。

10／15、11／26、12／17
金 18:30～20:30

3回	 会員	 9,999
	 一般	 13,299

科学を楽しむ　宇宙・
脳・言語の不思議
　オンライン講座

東京大学教授
 酒井　邦嘉

宇宙、人間の脳（小宇宙）、双方を結ぶ言語、全て自然法則に
支えられています。宇宙を楽しむ感覚で理系・文系を超え、
科学の考え方や世界観を解説。教室での受講も可。

10／16、11／20、12／18
土 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

日本のジオパーク
　日本列島の生い立ちを探
る

静岡大学防災総合
センター客員教授
 藤岡換太郎

43ある日本のジオパーク。ジオパークとは何か。それぞれ
の地球科学的な特色とは。火山活動を主にしたもの、日本海
の拡大を主にしたものなどに分けて解説します。 新設

10／9、11／13、12／11
土 13:30～15:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200
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日本列島100万年史 首都大学東京名誉
教授
 山崎　晴雄

地球のダイナミックな活動の跡が集積する日本列島。日本の
地形の歴史や特徴を学びます。今期は①日本列島の地震と震
災、②活断層とは何か、③立川断層の追加調査問題。

10／23、11／27、12／25
土 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

植物学・基礎
　身近な植物を題材に

東京大学名誉教授
 大場　秀章

今期は「アニキア・ユリアナ写本」「アルドロヴァンディから
フックス」「バスコ・ダ・ガマのインド航路発見と植物学の発
展」。植物分類の思考の変遷をたどります。

10／6～12／1
水 10:30～12:00

3回	 9,900

微分積分
　「おとなの」微分積分学講
座

東京工業大学教授
 加藤　文元

１年間で微分積分学の基本を学びます。実数の連続性から関
数の連続性や微分積分の概念まで、理論と計算、応用のバラ
ンスのとれた内容で本質的な理解を目指します。

10／26、11／23、12／28
火 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

現代の数学 東京理科大学教授
 明石　重男

工学的通信路の数学的定式化であるコンパクト作用素に関し
て未解決であった問題と非線形解析学が与えた部分的解決に
ついて紹介します。 新設

10／2～12／18
土 18:00～19:30

6回	 19,800

環論とスキーム入門
　現代数学超入門

学習院大学名誉教
授
 飯高　　茂

平易な代数幾何学入門のため、群論、環論の基礎を学びます。
数学への気持ちを高められるよう面白く、講師著「平面曲線
の幾何」をベースに講義します。

10／1～12／3
金 18:30～20:30

5回	 16,500

大学教授が講義する高
校数学

学習院大名誉教授の飯高茂氏と東京海洋大名誉教授の中村滋氏が、５０年以
上の経験を活かして数学Ⅰの基本が真に分かる講義をするシリーズ。今期は、
因数分解、根号の計算、１次不等式を学びます。 新設

10／9～12／11
土 18:00～20:00

5回	 16,500

数学ワンポイント講座
　ラプラス変換

東京海洋大学名誉
教授
 中村　　滋

「微分方程式を代数的に解く」ラプラス変換。「微分方程式」「演
算子法」とともに織りなされる全体像を確認し、ダイナミッ
クな新「ラプラス変換」を楽しみます。 新設

10／21、11／4、18、
12／2
木 18:30～20:30

4回	 会員	 11,000
	 一般	 15,400

数 学 塾
　オイラーの著作に沿って
変分法を学ぶ

元九州大学教授
 高瀬　正仁

オイラー＝ラグランジュ方程式という、変分法の基本方程式
の原型を提示したオイラー。彼の著作に沿って、オイラーが
挙げている具体例や極値問題の本質を考えます。

10／10、11／14、12／12
日 12:30～16:45
休憩あり

3回	 会員	 19,800
	 一般	 26,400
各回の申し込みも可能

「解析概論」を読む　複
素解析篇
　オンライン講座

「解析概論」の魅力は随所に散りばめられている具体的な計算
例に宿っています。この書物で出会う計算例をなお一歩を掘
り下げて、ひとつひとつ検討していきます。 新設

10／11、25、
11／8、22、12／13、27
月 18:30～20:00

6回	 会員	 19,800
	 一般	 23,100

ネット投票のしくみ
　オンライン講座

東京工業大学名誉
教授
 徳田　雄洋

公正で正確で安全で確認可能なネット投票は実現可能なので
しょうか。ネット投票のしくみを、ネット投票の理論、ネッ
ト投票の実際、投票原理問題の３回で説明します。 新設

10／13、11／10、12／8
水 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

里山の鳥 立教大学名誉教授
 上田　恵介

地球上、そして日本列島でも鳥はさまざまな環境に棲んでい
ます。里山に焦点を当て、鳥たちにとってどんな環境である
かという側面から、彼らの生態と進化を考えます。 新設

10／5
火 10:30～12:00

1回	 会員	 3,410
	 一般	 4,510

進化で考える生き物の
不思議
　鳥の棲む場所

鳥は海辺から山の上まで、地球上のあらゆる環境に進出して
います。鳥の棲む3つの環境に焦点を当て、その環境に棲む
理由、どんな利益や制約があるかを解説します。

10／5～12／7
火 10:30～12:00

3回	 9,900

もっと知りたい日本の
パンダ2021年総集編
　オンライン講座

翻訳家
 神戸　万知

双子の赤ちゃんが生まれたシンシンの最新情報など、2021
年の総集編を、講師が撮影した写真をまじえ、愛くるしい姿
をたっぷりお伝えします。教室での受講も可。 新設

11／28
日 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

文鳥とインコ・心のち
がい、行動のちがい
　オンライン講座

サイエンスライ
ター
 細川　博昭

「小鳥」といっても、文鳥やジュウシマツなどのフィンチ類と
インコ・オウム類は、心や行動がかなり異なります。人間に
対する意識の違いも紹介。教室での受講も可。 新設

11／6
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

身近で楽しむ巡る季節　
命繋ぐ秋
　オンライン講座

日本野鳥の会理
事・主席研究員
 安西　英明

秋は生き物が次の世代へ命をつなぐ季節です。虫の鳴き声や
冬鳥の飛来、木の実や葉の色づきなど、深まる秋を味わい、
冬に備える命のドラマを感じましょう。教室での受講も可。

10／9
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

野鳥を知り、季節を感
じよう　秋深まる東京
港野鳥公園

東京港野鳥公園を訪れて、バードウォッチング指導第一人者
の講師が、自然環境や野鳥の暮らし、見聞きの方法などを基
礎から応用まで解説。小雨決行、荒天の場合は教室授業。

11／23
火 10:30～12:00
現地集合現地解散

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

教育・こども
佐藤ママ流6歳までの
幼児教育
　オンライン講座

浜学園アドバイ
ザー
 佐藤　亮子

４人の子ども全員を東大理III合格へ導いた佐藤ママ。３歳か
ら６歳まで、子どもを賢く育てるために親がすべき子育ての
ノウハウをお伝えします。Q＆Aコーナーも。

10／23、11／27、12／25、
1／22、2／26、3／26
土 13:00～14:30

6回	 会員	 19,800
	 一般	 23,100

ケア・心理
「空気読みすぎさん」の心
のモヤモヤが晴れる方法
　オンライン講座

心理カウンセラー
 大嶋　信頼

いつも周りに気を使って、人の感情を敏感に読み取れてしま
う「空気読みすぎさん」。その独特のパターンとモヤモヤから
抜け出す方法を解説します。ホールでの受講も可。 新設

12／5
日 14:30～16:00
会場：イイノホール

1回	 会員	 4,180
	 一般	 5,280

究極のリラックス法・
自律訓練法を学ぼう
　オンライン講座

東京心理教育研究
所講師
 小林久美子

ドイツのシュルツ医師により広められた自律訓練法。自己暗
示で不安や緊張を和らげる手法です。呼吸法も取り入れなが
ら、実習を通してしなやかな心を取り戻しましょう。 新設

11／23
火 10:00～11:30

1回	 会員	 3,333
	 一般	 3,883

やっぱり、対面コミュ
ニケーション
　コロナ禍の後に

心理カウンセラー
 鹿屋　由佳

仕草や態度・話し方などがもたらす心理的な影響を学びま
しょう。好印象を与え、想いが伝わるコミュニケーションを
心理とマナーの両面からレクチャーします。 新設

12／4
土 13:00～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 19



朝カル　新宿 検索

占い・精神世界
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
すべては良きことのた
めに
　精神世界のおはなし

翻訳家
 山川　紘矢
 山川亜希子

変化の多いこの時代に、困難から解放され、自分らしく心豊
かな日々を生きるために、気づいたことや、心がけているこ
となどについて話します。瞑想も体験します。 新設

11／28
日 14:00～16:00

1回	 会員	 3,630
	 一般	 4,730

中森じゅあんの算命学　
2022年の運命
　オンライン講座

日本算命学会代表
 中森じゅあん

算命学は宇宙の法則。自然の摂理をもとにした中国最古の占
星学。宿命の星を知り活性化させるために運命の流れと意味
を知りましょう。教室での受講も可。 新設

12／4
土 15:30～18:45
休憩あり

1回	 会員	 6,600
	 一般	 8,800

本格的に学べるタロッ
ト
　オンライン講座

占い・精神世界研
究家
 伊泉　龍一

タロットカードの絵を詳しく解説します。大アルカナを理解
しリーディングの秘訣を学ぶことで、初心者はもちろんプロ
はより直観的にイメージ化していく感性が養われます。

10／20、11／17、12／15
水 13:30～15:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

ムンロ王子2022年を
タロットで占う
　オンライン講座

ハイブリッドパ
フォーマー
 ムンロ王子

年末年始に大きな方向転換をして心機一転すると良い2022
年。東京大学法学部卒業、異色の占い師ムンロ王子が来年の
過ごし方を解説します。教室での受講も可。

12／14
火 19:00～20:45

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400
	 教材費	 220

ムンロ王子のタロット
占い　上級編
　オンライン講座

タロットカードは22枚の大アルカナと56枚の小アルカナに
分かれています。上級編ではプロのタロット占い師を目標に
占い方やカードの読み解き方などを学びます。

10／26～3／22
火 19:00～20:45

6回	 19,800
	 資料代	 2,640
各回の申し込みも可能

ムンロ王子のタロット
占い　実践編　その３
　オンライン講座

タロット占いにはシャッフル、スプレッド、リーディング、
カウンセリングの４つのプロセスがあります。各プロセスに
必要なスキルをワークショップ形式で学びます。

10／15～3／18
金 19:00～20:45

6回	 19,800
	 資料代	 660

2022年より美しく生
きる「いい顔」になる
　観相学入門

（一社）嘉祥流観相
学会大導師
 岡井　浄幸

顔は脳が作ったメディアです。脳と顔と運の因果関係を理解
し、来年、運を味方につけて明るく健康で輝かしい年となる
ようアドバイスします。 新設

12／25
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

手相で占う2022年の
運勢　自分の運命線
　オンライン講座

東明学院学院長
 すた～らいと林

2022年が幸せな年になるように手相の知恵を学びます。運
命線を中心に、仕事運、転職の時期、人生の転機を事例を交
えながら読み解きます。教室での受講も可。 新設

12／18
土 13:15～14:45

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400
	 教材費	 470

運が開ける手相の読み
方入門編
　オンライン講座

この世に同じ手相の人は存在しません。手相は性格の特徴、
自分にあった人間関係、環境などがわかる人生の羅針盤。自
分の手相を読み解きましょう。教室での受講も可。 新設

10／20～3／16
水 10:30～12:00

6回	 19,800
	 教材費	 3,550

運が開ける手相の読み
方応用編
　オンライン講座

基礎編の復習をしながら、新たに財運線・結婚線・太陽線に
ついて学びます。事例を交えながら丁寧に解説します。基礎
編終了者対象です。教室での受講も可。

10／23～3／26
土 10:30～12:00

6回	 19,800
	 教材費	 3,550

Let’s study 
TOUMEI TESOU
　オンライン講座

外国人と手相について英語で話してみませんか。手相の特徴
と４大基本線、特に知能線（適職運）について、わかりやすく
伝える英語表現を学びます。教室での受講も可。

12／18
土 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400
	 教材費	 470

はじめよう四柱推命　
１日体験

日本占術協会相談
役
 杉本　蘭華
 清水　　誠

的中率が高く、運命学の最高峰といわれる四柱推命。一般向
けに分かりやすくアレンジした例題を基に学びます。自分の
運勢を知って、開運法を身に付けましょう。

10／25
月 19:00～20:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

よくわかる四柱推命１
日体験
　2022年の運勢

的中率が高く、運命学の最高峰といわれる四柱推命。中国陰
陽五行説を基にした運命学、四柱推命の基本を学びます。来
年の運勢を知り、開運法を身に付けましょう。

12／27
月 19:00～20:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

よくわかる四柱推命 運勢を知って開運方法をみつけましょう。中国の陰陽五行を
基にさまざまな関係を推察し、学びます。運命学、四柱推命
を一般向けに分かりやすく解説します。初心者歓迎。

10／25～3／28
月 19:00～20:30

6回	 19,800

2022年　開運・健康
運アップセミナー
　オンライン講座

日本大開運協会会
長
 遠藤　裕行

新型コロナウィルスで健康が最重要であると深く認識した
2021年。気になる健康運を取り上げ元気、勇気、根気、運
気をあげる開運ポイントを解説。教室での受講も可。

12／5
日 13:30～15:10

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

2022年に行くとよい
パワースポット
　オンライン講座

スピリチュアリス
ト
 暁　　玲華

不安定な世の中になることが予想される2022年。しかし、
自分を磨いていける人は幸運を得ることができます。来年の
運を高める全国のパワースポットや開運法をお話します。

12／18
土 13:30～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

フラワーエッセンスを
学ぶー心を癒す12の
エッセンス

英国の医師E・バッヂが完成させた自然療法フラワーエッセンス。全38種類か
ら12種類のエッセンスを取り上げて学び、それぞれの方の個性に合うものを
選びます。講師はフラワーエッセンスプラクティショナー東海豊氏。

11／27
土 13:00～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

意識の超越理論 意識の超越理論創
案者
 寺山心一翁

意識の階層を、からだ、感情、心、精神、魂、神、宇宙の７
つのレベルに分け、その成長過程を説く意識の超越理論の理
論編。講師のチェロ演奏も交えて具体的に学びます。

10／5、11／2、12／7
火 19:00～20:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

ホームページ（WEB サイト）でのお申込み方法は、p.2 をご覧ください。
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美術（講義） 日本の美術
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
日本美術史
　原始時代から20世紀ま
で

東京大学名誉教授
 佐藤　康宏

日本列島で作られたさまざまな造形と関連する歴史事象を原
始時代から20世紀までたどります。現代から見ても古びた
感じのしない魅力的な造形を画像で示し、解説します。 新設

10／23、11／27、12／25
土 15:30～17:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

近世初頭の書物と装飾
の美
　オンライン講座

武蔵野美術大学教
授
 玉蟲　敏子

短くも華やかな輝きを見せた17世紀初頭の古活字版を、「光
悦謡本」を中心に味わいます。町の絵師俵屋宗達、貿易商角
倉素庵の活躍や影響も解説。教室での受講も可。 新設

11／14
日 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

１日体験・基礎から学
ぶ日本仏像史
　法隆寺金堂釈迦三尊像

東京芸術大学教授
 松田誠一郎

第１回は、日本仏像史の劈頭をかざる法隆寺金堂の釈迦三尊
像を取り上げます。中尊像の着衣形式に焦点を当てながら、
日本における仏像の始まりについて解説します。 新設

10／5
火 13:00～15:00

1回	 会員	 3,410
	 一般	 4,510

基礎から学ぶ日本仏像
史

各作品の造形・技法の特徴や制作の歴史的背景など、スライ
ドと資料を併用して詳しく解説。今期は法隆寺の観音像や中
宮寺の半跏思惟像など、飛鳥時代の仏像を取り上げます。

10／5～12／21
火 13:00～15:00

6回	 19,800
	 教材費	 660

仏像の魅力を知る旅
　中国の仏像と仏教美術

京都芸術大学教授
 金子　典正

日本の仏像の源流にあたる中国の仏像や仏教美術を体系的に
学びましょう。講師自身の現地調査の様子も時折交えながら
詳しく解説します。専門的な予備知識は不要です。

10／18～12／20
月 15:30～17:30

3回	 9,900
	 教材費	 330

美しき甲斐の仏像
　オンライン講座

群馬県立女子大学
兼任講師
 北　　進一

周囲を山々に囲まれた山国にもかかわらず、山梨県には美し
い仏像が目白押しです。本講座は、甲斐の仏像を探り、その
美の真髄を解説します。教室での受講も可。

10／11、25、
11／8、22、12／13、27
月 15:30～17:00

6回	 会員	 19,800
	 一般	 26,400

薬師寺金堂の仏像
　オンライン講座

京都橘大学教授
 小林　裕子

奈良薬師寺の金堂に安置される薬師三尊像。平城遷都に際し
て移坐されたのかそれとも新たに鋳造されたのか。近年の研
究を受け今一度検討します。教室での受講も可。 新設

11／19
金 13:30～16:45
休憩あり

1回	 会員	 6,600
	 一般	 8,800

現代日本庭園を堪能す
る２
　オンライン講座

作庭家
 重森　千靑

昭和以降、様々な庭園作家が活躍し、独自の考え方により作
庭されました。今回は花田苑、もみじ谷公園、ホテルニュー
オータニ庭園等を取り上げます。教室での受講も可。

11／1
月 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

世界の美術
フラ・アンジェリコ

「受胎告知」
学習院大学教授
 京谷　啓徳

大天使ガブリエルが聖母マリアに処女懐胎を告げる「受胎告
知」の場面。フラ・アンジェリコは何度もこの主題に取り組
んでいます。その内容や美しさの秘密に迫ります。 新設

11／3
水 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

ラ・トゥール「聖ヨセ
フの夢」
　オンライン講座

慶応義塾大学教授
 望月　典子

疫病が流行り戦禍にまみれる中で、深い精神性を感じさせる
宗教画を描いたラ・トゥール。特有の造形表現を分析しつつ
蠟燭の柔らかい光が印象的な傑作を鑑賞します。 新設

12／14
火 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

ティツィアーノ「ウル
ビーノのヴィーナス」
　オンライン講座

美術史家
 塚本　　博

ティツィアーノ「ウルビーノのヴィーナス」から、ヴェネツィ
アにおけるヴィーナス図の系譜や画家と宮廷との関係を解
説。この作品の魅力を探求します。教室での受講も可。 新設

12／2
木 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

エル・グレコ「オルガ
ス伯の埋葬」
　オンライン講座

スペイン史研究・
著述家
 西川　和子

エル・グレコの最高傑作「オルガス伯の埋葬」や聖母マリアや
聖人たちは、誰の依頼でどういう経緯で描かれたのか。歴史
から読み解きます。教室での受講も可。 新設

11／20
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

アルチンボルド「ウェ
ルトゥムヌスとしての
皇帝ルドルフ二世」

大阪大学栄誉教授
 桑木野幸司

ミラノ出身の芸術家アルチンボルド。合成頭部シリーズの最
高傑作、皇帝ルドルフ二世の肖像を美術、自然科学など多様
な観点を参照し明らかにします。オンライン講座。 新設

12／25
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

ロセッティ「プロセル
ピナ」
　オンライン講座

法政大学教授
 荒川　裕子

19世紀イギリス、ラファエル前派の一員であったロセッ
ティ。ウィリアム・モリスの妻ジェーンをモデルに描いた「プ
ロセルピナ」から、画家やその背景に迫ります。 新設

12／7
火 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

マネ「フォーリー・ベ
ルジェールのバー」
　オンライン講座

東京大学名誉教授
 小林　康夫

19世紀の首都と呼ばれたパリに始まり、現代性（モデルニテ）
の時代の中核であった密の文化。絵画史上でその密文化を花
開かせたマネの最後の傑作を読み解きます。 新設

11／27
土 13:30～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

ゴーガン「説教のあと
の幻影」
　オンライン講座

一橋大学教授
 小泉　順也

斬新な色彩や技法を用いて旧約聖書の伝統的な主題を絵画化
した作品を解説。ブルターニュ時代に焦点を当て、独自の造
形性を追究した思索と冒険の軌跡をたどります。 新設

10／22
金 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

「ユディットとホロ
フェルネス」
　オンライン講座

西洋美術史家
 笹山　美栄

アルテミジア・ジェンティレスキは、近年再評価される17
世紀イタリアの女性画家です。「ホロフェルネスの首を斬る
ユディット」から画家の真意を読み解きます。 新設

10／16
土 19:00～20:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

新西洋美術史
　美術と時代・社会

成城大学名誉教授
 千足　伸行

美術作品の時代的・社会的背景にも注目しながら西洋美術の
流れをたどります。今期は印象派のセザンヌとドガや、女流
画家の台頭モリゾ、カサットなどを取り上げます。

11／6～1／15
土 10:15～12:15

5回	 16,500

一年でじっくりたどる
キリスト教絵画
　オンライン講座

西洋美術史家
 笹山　美栄

聖書は世界の大ベストセラー。ドラマティックなこの壮大な
物語を美術でたどります。最終期は新約聖書よりキリストの
磔刑や最後の審判を解説し全体をまとめます。

10／4、11／1、12／6
月 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550
初回のみの申し込み可能

キリスト教図像学入門
　キリスト教美術の「読み
方」

東京大学教授
 秋山　　聰

キリストの生涯や聖人伝が描かれた画像を取り上げ、定型の
表現や基本的な約束事について解説。キリスト教美術に表現
された物語や当時の人々の信仰への理解を深めます。

10／23～12／25
土 10:30～12:00

3回	 9,900

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 21



朝カル　新宿 検索

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
ビザンティン美術　地
中海の島の聖堂
　オンライン講座

早稲田大学教授
 益田　朋幸

島は地中海交易の重要な拠点となり多くの聖堂が造られまし
た。ビザンティン美術の本流と地方性とが交錯するエーゲ海
のナクソスとクレタの美術を解説。教室での受講も可。 新設

10／14～12／23
木 10:30～12:00

6回	 19,800

旅の中のロマネスク 美術史家
 池田　健二

ヨーロッパ各地の教会と芸術を、風景も含め旅するように映
像で巡ります。どの教会をどのように訪れ何を見るべきか。
具体的に紹介し、ロマネスクの旅への夢を育みます。 新設

10／15、11／5、19、
12／3
金 10:30～12:15

4回	 会員	 13,200
	 一般	 17,600

ドイツ・オットー朝芸
術の魅力

10世紀後半のドイツで開花したオットー朝芸術。美しい挿
絵の写本や多彩な図像を刻む青銅扉など、ロマネスク芸術に
も続くその美に秘められた独自の魅力を紹介。 新設

12／17
金 10:30～12:15

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

ルネサンス美術の始ま
り　シエナの画家たち
　オンライン講座

多摩美術大学教授
 松浦　弘明

新しい美術表現が開花した14世紀のシエナ。サン・フラン
チェスコ聖堂下堂の壁画を中心にロレンツェッティ兄弟とシ
モーネ・マルティーニの特徴を解説。教室での受講も可。

10／7～12／16
木 10:30～12:00

6回	 19,800

ダンテの「神曲」とラ
ファエロの壁画
　オンライン講座

ラファエロが教皇居室に壁画装飾をした「署名の間」。いまだ
に明確になっていない装飾のテーマと、ダンテの「神曲」との
関係性を考察します。教室での受講も可。

12／7
火 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

イタリア・ルネサンス
の宮廷美術

学習院大学教授
 京谷　啓徳

小さな君主国家が独自の宮廷文化によってヨーロッパ中に名
声を博していたルネサンス期。今期もフェッラーラのスキ
ファノイア宮殿「月暦の間」装飾壁画を取り上げます。

10／27、11／24、12／22
水 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

魅惑のイタリア・ルネ
サンス庭園
　オンライン講座

大阪大学栄誉教授
 桑木野幸司

庭園芸術の最先端の地であったルネサンス時代のイタリア。
イタリア・ルネサンス庭園の発展プロセスをおいかけなが
ら、庭園史という学問のおもしろさを伝えます。

10／13、11／10、12／8
水 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

聖母マリアと美術　信
仰を育んだイメージ
　オンライン講座

神戸大学大学院教
授
 宮下規久朗

聖母マリアは西洋のあらゆる文化に浸透し、美術史を牽引し
てきました。聖母像の起源から、バロック、現代美術に至る
まで幅広く概観し、聖母と美術について考えます。 新設

12／11
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

フィレンツェ美術の起
源と隆盛
　オンライン講座

美術史家
 塚本　　博

西洋美術の中核としてルネサンス美術へとつながるフィレン
ツェ美術を取り上げます。歴代の美術家を紹介しながらその
起源と隆盛を解明します。教室での受講も可。

10／25～12／13
月 13:00～14:30

4回	 13,200

ピエロ・デッラ・フラン
チェスカの聖十字架伝説
　オンライン講座

ピエロ・デッラ・フランチェスカの聖十字架伝説を表した壁
画に注目。十字架をめぐる驚嘆すべき物語と画家独自の様式
的な特徴を併せて解明します。教室での受講も可。 新設

11／20
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

ボッティチェッリ「プ
リマヴェーラ」
　オンライン講座

成城大学名誉教授
 石鍋　真澄

ルネサンス絵画を代表する作品のひとつ「プリマヴェーラ」。
結婚を機に描かれた祝婚画である点に注目し、様々な角度か
らこの名作について考察します。教室での受講も可。 新設

11／23
火 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

ペストと芸術　疫病と
向き合った西洋美術
　オンライン講座

武蔵大学講師
 新保　淳乃

ペストに見舞われた西欧では、聖人や聖母マリアに加護を求
め悲惨な現実を記念する造形芸術が開花します。疫病の恐怖
はどう描写されたのか。教室での受講も可。 新設

12／13
月 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

じっくり味わう西洋の
美術と歴史・バロック
　オンライン講座

東京造形大学教授
 池上　英洋

バロックとは、ヨーロッパが近代社会への脱皮を始めた時代
です。芸術作品を通して社会と思想、暮らしと文化について、
じっくりと観ていきます。教室での受講も可。 新設

10／20～1／19
水 10:30～12:00

6回	 19,800

イギリス美術の魅力を
さぐる
　オンライン講座

法政大学教授
 荒川　裕子

イギリスでの本格的な美術制作は18世紀半ばのこと。それ
故に生み出された他国と異なる自由で革新的な表現の系譜を
テーマに沿って概観します。今期のテーマ「風景画」。

11／23
火 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

世紀末の象徴主義
　オンライン講座

成城大学教授
 喜多崎　親

フランスを中心に19世紀末から20世紀初頭、文学から美術
に広がった運動の特徴を紹介します。今期はミュシャやガレ、
クリムトなど象徴主義の拡大に焦点をあてます。 新設

10／27、11／24、12／22
水 13:00～14:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 11,550

ゴッホの芸術　その本
質に迫る
　オンライン講座

ゴッホ研究者
 正田　倫顕

今回はゴッホの原点であるオランダ時代に焦点を絞ります。
農民を主題とする絵画を取り上げ、「大地性」という視点から
作品に迫ります。教室での受講も可。

11／15、12／20
月 10:30～12:00

2回	 会員	 6,600
	 一般	 8,800

西洋建築史 工学院大学准教授
 中島　智章

ルネサンスやバロックの古典主義系の教会建築の時代が続い
た後、ゴシック建築を再評価する動きが活発になった近代。
教会建築の変遷を講師撮影の豊富な写真を交え紹介。

10／21～12／16
木 13:00～14:30

3回	 9,900

シルクロードの遺跡と
美術
　オンライン講座

群馬県立女子大学
兼任講師
 北　　進一

陸路のシルクロードとともに注目されている海のシルクロー
ド。二つの道を経て伝わった山東省の美術と遺跡を取り上げ、
中国美術や日本美術と比較します。教室での受講も可。

10／13、27、
11／10、24、12／8、22
水 15:30～17:00

6回	 会員	 19,800
	 一般	 26,400

世界の博物館めぐり
　オンライン講座

国士舘大学共同研
究員
 宮下佐江子

美術館は感性で観る、博物館は知性で観る、とも言われます
が、実は両方必要です。成り立ちやコレクションからおもし
ろさを再確認します。教室でも受講も可。

10／23、11／27、12／25
土 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

美術展・美術館を楽しむ
「北野天神縁起絵巻」を
楽しむ
　オンライン講座

群馬県立女子大学
兼任講師
 北　　進一

京都の北野天満宮が所蔵する「北野天神縁起絵巻」。その成立
過程や画風には多くの謎が秘められています。迫力に満ちた
承久本の楽しさを解説。教室での受講も可。 新設

11／18
木 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

ゴッホ展を読み解く
　オンライン講座

ゴッホ研究者
 正田　倫顕

強烈なエネルギーが渦巻くゴッホの絵画。「黄色い家」や「ひ
まわり」、「糸杉」などを取り上げ、今秋開催されるゴッホ展
の見どころに迫ります。教室での受講も可。 新設

10／2
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

イギリス帝国の植物園　
キュー・ガーデン
　オンライン講座

早稲田大学講師
 齊藤　貴子

 「英国王室が愛した花々」展を楽しむために。18世紀末から
19世紀初頭、英国が世界から蒐集したあまたの植物。版画・
素描とともに「王室の庭」を紹介します。 新設

10／28
木 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850
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表現することの楽しさが味わえる、大人のための絵画教室です。
洋画、日本画、水墨画、木版画－
多彩な講師陣を迎え、豊富な講座をご用意しています。

絵画クラスのご案内

トライアル受講（有料）や、ご見学（無料）をおすすめします※要予約

お問い合わせ・お申込み　℡０３－３３４４－１９４６

講座選びのポイント

ほかにも「イラストを描きたい」、「サッと風景をスケッチしたい」など、
ご希望に合わせてクラスをご紹介します。

□　画材を選ぶ   □　曜日・時間を選ぶ　　
□　人物・風景・花など描くものを選ぶ　
□　基本を学びたい  □　大作に挑戦したい　
□　技術の幅を広げたい

モチーフ例

スケッチ風景朝カル　新宿 検索

美術（絵画クラス） 絵画公開講座  モデル料モチーフ代は受講料に含まれています。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
油絵で学ぶ美しい色彩
表現
　混色とプロセス

白日会会員
 関口　雅文

鮮烈でありながら深い優しさを感じさせる色使いで評価の高
い講師が、実演を交えながら解説します。色同士の影響の仕
方や絵の中での見え方などを実習で学びましょう。 新設

12／12
日 13:00～16:00

1回	 会員	 4,730
	 一般	 5,830

透明水彩でパンを描く 水彩画家
 守田　篤博

身近なモチーフを描き水彩画を楽しみます。色の濃淡のつけ
方や筆使いなど水彩の基本を学び、パンの固さや柔らかさ、
食材特有の質感を表現します。初めての方も可。 新設

11／6、20
土 10:30～13:00

2回	 会員	 9,460
	 一般	 11,660

透明水彩で描くヨー
ロッパの街並み
　オンライン講座

水彩画家
 春崎　幹太

講師のデモンストレーションと解説の動画を見ながら期間中
（1か月）に自宅で描きます。風景写真はメールで送信。12/5
はZoomを使ったオンライン講評会。 新設

12／5
日 11:00～12:00
９／２６（日）もあり

1回	 会員	 4,950
	 一般	 5,500

絵が好きになる人物
デッサン

日本水彩画会
 小野　月世

鉛筆や木炭、チョーク、パステルや水彩など好きな画材で取
り組みます。感じたままに肩の力を抜いて楽しく描きましょ
う。１回目はクロッキー、２・３回目は固定。

10／19、11／16、12／21
火 10:00～12:30

3回	 会員	 14,850
	 一般	 18,150

おウチで風景スケッチ
水彩画レッスン
　オンライン講座

講師のデモンストレーションと解説の動画を見ながら、ご自
宅で風景を描きます。課題はメールで送信。１週間後のオン
ライン講評会で直接指導します。 新設

10／19
火 13:30～14:30

1回	 会員	 4,950
	 一般	 5,500

小野月世と行く秋の風
景スケッチ
　新宿御苑

秋の深まりとともに変化する木々の彩りを、深みを増す空を
バックに描きます。構図を大切に、光を感じる色づかいを目
指しましょう。雨天は教室。 新設

12／6
月 10:30～14:30
休憩あり

1回	 会員	 4,950
	 一般	 5,610

秋の花を描く
　ダイナミック水彩表現

水彩画家
 張　　学平

にごりのない色で明快に透明水彩画を楽しみませんか。モノ
クロで形と明暗を捉え、トーンを意識しながら、着彩し描き
ます。講師のデモンストレーションあり。 新設

10／12
火 10:00～12:30

1回	 会員	 4,950
	 一般	 6,050

失敗は成功のもと・水
彩画の修正と加筆のコ
ツ

画家
 羽川　幸一

色の調整が難しい水彩画。思うように描けない原因と理由、
その修正技法を教えます。また15世紀の画家デューラーの
作品を参考に本来の水彩画の技法を学びます。

11／24
水 13:30～16:00

1回	 会員	 4,730
	 一般	 5,830

魅力を引き出す　水彩
の描き方

画家
 コヤマ大輔

にじみを活かした色の使い方や光のコントロール、質感を表
現する筆のタッチなど画材の特性を活かします。12/7は鳥
の剥製を、12/21は雪の風景を描きます。

12／7
火 13:35～16:30
12／21（火）もあり

1回	 会員	 5,170
	 一般	 6,270

コヤマ大輔が魅せる水
彩画の世界
　オンライン講座

解説をまじえたデモンストレーションで、色の使い方や光の
コントロール、質感、筆のタッチなど、煌めく生命観を感じ
させる独自の水彩表現に迫ります。実習は行いません。 新設

12／21
火 11:00～12:00

1回	 会員	 2,750
	 一般	 3,300

解説と観察・実践で理
解する　美術解剖学

東京造形大学講師
 阿久津裕彦

美術解剖学は人体を立体的に捉える方法論です。毎回、骨格
模型やモデルを使った講義と解説の後にクロッキーを行い、
絵を描く方に必要な人体の構造の理解を深めます。

10／2、11／6、12／4
土 10:00～12:30

3回	 会員	 14,850
	 一般	 18,150

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 23



朝カル　新宿 検索

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
気軽にデッサン体験
　人物デッサン・クロッ
キー

画家
 斎藤　　武

骨格のバランスや筋肉の付き方など、ポーズによって変わる
人体の美しさ。身体のラインや動きを正確に捉えるコツを学
び、デッサン力に磨きをかけましょう。

12／11、25
土 10:00～12:30

2回	 会員	 9,900
	 一般	 12,100

はじめよう人物クロッ
キー
　２分～10分のポーズで

白日会
 佐藤　陽也

短い時間に表現されるポーズは、非現実の素敵な時間と空間
を与えてくれます。ポーズの長さや画材、モデルの変化を楽
しみながら人体の見方・捉え方を学びます。 新設

10／25
月 10:00～12:30

1回	 会員	 5,170
	 一般	 6,270

人を描く　クロッキー
とデッサン
　10月

独立美術協会
 今井　信吾

クロッキーで人体のさまざまな瞬間をとらえる集中力、デッ
サンでは深い観察力を養い、画力を磨きます。10月はコス
チュームを描きます。

10／11、18、25
月 18:00～20:30

3回	 会員	 14,850
	 一般	 18,150

人を描く　クロッキー
とデッサン
　11月

11月は裸婦を描きます。初回はクロッキーを。数分ごとに
変わるポーズを追っていく緊張感も絵を描く醍醐味。躍動感
のある作品を全３回で仕上げましょう。

11／8、15、22
月 18:00～20:30

3回	 会員	 14,850
	 一般	 18,150

人を描く　クロッキー
とデッサン
　12月

裸婦、民族衣装をはじめとしたコスチュームなど、月ごとに
テーマを変えクロッキーとデッサンを学び人物を描く力を養
います。12月はコスチュームのモデルを。

12／13、20、27
月 18:00～20:30

3回	 会員	 14,850
	 一般	 18,150

色と形であらわす人物
画の魅力　光と影の世
界

写実画壇会員
 蛯子真理央

光がもたらす瞬間的な美しさと感動を、着衣のモデルで表現
しましょう。油彩や水彩など画材の可能性を活かしながら、
色彩を楽しく使って個性が溢れる作品をめざします。

11／8、15、22、29
月 13:30～16:00

4回	 会員	 19,800
	 一般	 24,200

ヨーロッパの民族衣装
を水彩で描く

画家
 奥村　幸弘

欧風衣装の女性を描きます。背景セットを積極的に取り入れ、
旅行に行った気分で描きましょう。構図の決め方や画材の使
い方を、初心者にもわかりやすく指導します。 新設

12／12、26
日 10:00～12:30

2回	 会員	 10,120
	 一般	 12,320

キュビズムを学ぶ
　ピカソとマチス体験

新制作協会
 金森　宰司

ピカソやブラックが始めた、一点透視図法を否定した芸術運
動であるキュビズム。その特徴である、多角的な視点で捉え
たものを一つの画面の中で表現する方法を学びます。

10／6、20
水 10:00～12:30

2回	 会員	 9,240
	 一般	 11,440

コラージュを学ぶ
　ピカソとマチス体験

ピカソ、マチスらが作品を制作する過程で、美術技法として
取り入れたと言われるコラージュ。その技法を学び、色彩に
よる奥行きや平面化など空間の表現方法を体験します。

11／3
水 10:00～12:30

1回	 会員	 4,620
	 一般	 5,720

酒井抱一の「楓図」を描
こう
　江戸の琳派

日本画家
 西野　正望

金地の寸松庵色紙に、模本を線画で起こし岩絵具や水干絵具、
金泥で彩色して描きます。琳派の技法を学び、江戸絵画の雅
に触れます。初心者にも解りやすく指導します。 新設

10／6、20、11／3
水 18:00～20:30

3回	 会員	 13,530
	 一般	 16,830

クリムトの「黄金のア
デーレ」を描こう

琳派を思わせる、金色の装飾に身を包んでいる「黄金のアデー
レ」。アクリル絵具と日本画の特殊技法(金砂子、盛り上げ)
を使用してキャンパスに描きます。 新設

10／13、27、
11／10、24、12／8、22
水 18:30～20:30

6回	 会員	 27,060
	 一般	 33,660

パステル36色で模写
　ゴッホの糸杉を描く

画家
 松川　佳代

ゴッホの油彩の力強さや色の特徴を、ソフトパステルで体感
しながら描きます。講師の実演とテキストで進めますので、
初心者の方も歓迎です。道具レンタルあり。 新設

10／28
木 13:30～16:00

1回	 会員	 4,730
	 一般	 5,830

はじめての風景スケッ
チ
　教室と現地で学ぶ

イラストレーター
 武笠　　昇

まったく初めての方が対象です。１回目は教室で構図や描き
方、絵の具の使い方を学び、２回目に野外へ出かけます。透
明水彩絵の具か水彩色鉛筆で描きます。 新設

10／6、13
水 10:00～12:15

2回	 会員	 8,580
	 一般	 10,780

吉沢深雪のイラスト
レッスン
　水彩色鉛筆で寅の年賀状

イラストレーター
 吉沢　深雪

水彩色鉛筆は絵の具と色鉛筆の両方のタッチを楽しめます。
使い方、描き方など多彩な表現を楽しみながら、来年の干支

「寅」を描きます。初心者歓迎。 新設

11／20
土 10:30～12:30

1回	 会員	 4,180
	 一般	 5,280

似顔絵で新年のご挨拶
　似顔絵を描こう

イラストレーター
 宇田川のり子

家族や友人の似顔絵で、写真とは一味違う年賀状を制作して
みませんか。描きたい方の写真をもとに、シンプルな線でイ
ンパクトのある似顔絵に仕上げます。

12／6
月 18:00～20:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

ペン１本で楽しむボー
ルペン画
　イラストから風景まで

イラストレーター
 安井　春菜

好みの太さやインク、描き心地のペンを使い、線を重ねて質
感や陰影を描き分けるテクニックを学びます。どこでもさっ
と描ける身近な画材・ボールペンの魅力を再発見。

10／2、11／6、12／4
土 10:30～12:30

3回	 会員	 10,560
	 一般	 13,860

ボールペンで手を描こ
う
　ハッチング技法を学ぶ

柔らかな表情や曲線の美しい部位「手」を、細かな線を重ねて
陰影や立体感を出すハッチング技法で描きます。ペン１本で
様々な色調を描き分けるコツを伝えます。初心者歓迎。

10／2
土 10:30～12:30

1回	 会員	 3,630
	 一般	 4,730

幸運の女神ラクシュ
ミーをボールペンで描
く

マサラワーラー・
画家
 武田　尋善

ラクシュミー神は美、富、豊穣、幸運の女神で、日本では吉
祥天として伝わっています。由来や特徴などの解説をもとに、
自由に描きましょう。初心者歓迎。

10／30
土 16:00～18:00

1回	 会員	 4,433
	 一般	 5,533

自由制作クラス
　刺激とヒントを求めて

相談員
 田中　康夫

自分のペースで作品を描きたい、制作段階での行き詰まりを
解消したい、という方のためのクラス。油彩、水彩、日本画、
エスキースなど画材は自由。サイズは50号まで。

10／3、17、11／7、21、
12／5
日 13:30～16:00

5回	 会員	 19,250
	 一般	 24,750
１回は12／19に振替可

世にも不思議なアート
の話
　オンライン講座

春陽会
 三浦　明範

見たものを描くとはどういうことか、原点から考えます。アー
トとは問題提起であると語る講師が、絵画表現の変遷をたど
り未来を展望します。教室での受講も可。 新設

10／10
日 13:30～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

感染症対策へのご協力をお願いします
消毒液や飛沫対策用ビニールシートの設置など感染症対策を進めております。ご受講は、マスク着用で
お願いいたします。風邪のような症状のある方、体調のすぐれないお客様は、講座への参加をお控えください。

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇  ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆
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デッサン モデル料・モチーフ代は受講料に含まれています。
トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
デッサン入門 画家

 羽田　　裕
デッサンの基本を身につけたい方のためのクラス。初心者に
は遠近法の解説から。鉛筆を使って石膏像、静物、人物を題
材に物の形や量感、質感などを表現できるよう指導します。

10／2～12／18
土 18:00～20:30

7回	 31,801

基礎デッサン 画家
 緒方　洪章

鉛筆の削り方、使い方からわかりやすく指導します。モチー
フをよく観察しながら実物大でデッサンします。ペンや水彩
なども段階的に用いながら、描写力を高めていきます。

10／4～12／27
月 13:30～16:00

13回	 55,770

人物デッサン・クロッ
キー

画家
 斎藤　　武

ものごとに含まれる静と動。ヌード、コスチューム、ダンサー
のモデルを通して、静から動へのつながりを捉えます。クロッ
キーによって動きを即興的に捉える練習もします。

10／9～12／25
土 10:00～12:30

7回	 33,880

100枚描こう　クロッ
キーは楽しい

画家
 上田　耕造

描く枚数を増やし、裸婦や着衣のモデルによる瞬間のリズムやバランスを捉え、偶発的ともいえるカッコイ
イかたちの発見を楽しみます。講師のデモンストレーションも必見。

火曜 上田 火 10:00～12:30 10／12から 6回	 29,700

金曜 上田 金 10:00～12:30 10／8から 6回	 29,700

人物クロッキー・バリ
エーション

白日会
 佐藤　陽也

短い時間に表現されるポーズは、非現実の素敵な時間と空間
を与えてくれます。さまざまな時間や画材、モデルの変化を
楽しみながら人体の見方・捉え方を学びます。

10／25～12／27
月 10:00～12:30

3回	 14,850

水　　彩 モデル料・モチーフ代は受講料に含まれています。
トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

光を描く透明水彩 水彩画家
 青木　美和

にじみやぼかしなど透明水彩の基本技法を駆使して、色彩豊
かな光と影の世界を描きましょう。毎回講師のデモンスト
レーションを参考に、季節感あふれる一作品を仕上げます。

10／14～3／10
木 13:30～16:30

6回	 29,700

季節を描く小さな水彩
画
　花や野菜を中心に

大潮会
 丹羽　聰子

季節の植物や野菜や身のまわりの小物など、生活の中に感じ
る季節をハガキサイズに描きましょう。身近な花も野菜も果
物も、いきいきと愛おしい存在になりそうです。

10／22～3／25
金 13:00～15:00

6回	 21,120

ハガキサイズの水彩
アート
　クリスマスカード

ヒイラギやモミなどを透明水彩で描き、クリスマスカードを
準備しませんか。写真資料を見ながら手順を追って描きます
ので、絵が初めての方も安心です。 新設

11／26
金 13:00～15:00

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,840

ダイナミック水彩表現
　明暗と単純化のトレーニ
ング

水彩画家
 張　　学平

ダイナミックに、にごりなく明快に仕上げるために。モノク
ロで形と明暗を捉え、同じモチーフを明度の調子を意識して
カラーで描くことで感覚を身につけます。

10／12～12／14
火 10:00～12:30

3回	 14,190

水彩人物クロッキー 日本水彩画会
 小野　月世

自由な色面、陰影、筆の強弱で自由な表現を楽しむ水彩クロッ
キー。毎回異なるモデルを使用して、短時間で形を捉える判
断力と伸びやかなデッサン力を身につけます。

10／8～12／10
金 10:30～13:00

3回	 14,850

デッサンから始める絵
画教室（朝）

画家
 中村　彰夫

アットホームな雰囲気で絵を描く楽しさ。そんな持ち味のク
ラス。デッサン（鉛筆）から入り、透明水彩、パステルなど好
みの画材を選び静物をモチーフに取り組みます。

10／6～12／15
水 10:00～12:15

6回	 23,100

デッサンから始める絵
画教室（昼）

デッサン（鉛筆）から始め、好きな画材で静物を中心に時には
人物も取り入れて描きます。個性を尊重しのびのびと絵に取
り組む、肩の凝らない雰囲気のクラス。

10／6～12／15
水 12:45～15:00

6回	 23,100

水彩スケッチ入門
　段階を踏みながらやさし
く学ぶ

画家
 山手　正彦

水彩画の基礎の修得に重点を置いたクラス。毎回、テーマに
沿って厳選されたモチーフを描き、デッサン、構図、色彩と
段階を経ながら身につけます。わかりやすい指導が特徴。

10／8～12／24
金 12:45～15:00

6回	 24,420

のびのび描く水彩ス
ケッチ

建築家
 岡田　雅人

建築家としての活躍に加え、水彩画の世界でも活動する講師
が、個性を尊重し、のびのびと描けるよう指導します。春や
秋の野外スケッチ、季節に合ったモチーフ選びも特徴。

10／9～12／25
土 10:00～12:15

6回	 24,420

透明水彩で大作を描こ
う

日本水彩画会
 小野　月世

人物は大きめの水彩紙（B ２サイズ）に描くことで迫力が増
し、効果的です。明暗や色彩、プロポーションを楽しみなが
ら、３回で１枚を仕上げます。水彩経験者対象。

10／8～12／10
金 13:30～16:30

3回	 16,830

オンライン講座について
【オンラインでの受講】
「オンライン講座」と表示されている講座のお支払いはWEBサイトでクレジットカード決済のみで承ります。
お申し込みには、事前にWEBサイトのユーザー登録が必要です。登録には、パソコンから受信可能なメールアドレスをご使用ください。

【受講方法の選択】
講座内容欄に「教室での受講も可」と案内があるものは、 オンライン もしくは 教室 での受講を選べます。
教室での受講を希望される方は、窓口やコンビニでのお支払いも可能です。

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 25
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
半年で学ぶ水彩画の基
本

画家
 奥村　幸弘

数回ごとにテーマを設け、道具の使い方、構図の決め方、色
の混ぜ方や塗り方の工夫、背景の描き方など魅力的な水彩画
を描くための基本を半年で身につけます。

10／10～12／26
日 10:00～12:30

6回	 27,060

水彩画入門（奥村クラ
ス）
　初心者でもよくわかる

これから水彩画を始める方や初心者のためのクラス。デッサ
ンや色彩、道具の使い方など基本を丁寧に指導。上達のコツ
を紹介しながら簡単なモチーフから始めます。

10／4～12／20
月 10:00～12:30

7回	 31,570

水彩画（三ッ山クラ
ス・毎週）

国画会
 三ッ山三郎

水彩で描く静物画、人物画。身につけるのは、水彩の基礎、
空間と形に対する感覚、基礎デッサンと構図、人物の動勢、
明暗と色彩。ゆっくり時間をかけて学びます。

10／5～12／28
火 18:00～20:30

13回	 58,630

水彩画（三ッ山クラ
ス・隔週）

まったく絵を描いたことがない方のためのクラス。まずはリ
ンゴなど簡単なモチーフを見ながらデッサンの基本から始め
ます。

10／12～12／28
火 18:00～20:30

6回	 27,060

初めての水彩画
　ゆっくりわかりやすく

初心者は鉛筆と透明水彩で、果物や花瓶などから描きます。
画材の選び方、扱い方、デッサンの基礎から始め、ゆっくり
学んでいきます。希望者には油絵、パステルの指導も。

10／5～12／21
火 13:30～16:00

6回	 27,060

透明水彩入門
　静物・人物

初心者、少し経験のある方のためのクラス。画材の水彩絵の
具の解説、基本色標作りから「静物」「人物」の実作を通して鉛
筆デッサン、着彩などの技術を身につけます。

10／3～12／19
日 13:30～16:00

6回	 27,060

水彩画（松岡クラス） 国画会
 松岡　　滋

透明水彩絵の具で丁寧に着彩した作品を描きます。裸婦や民族衣装のモデルなどによる人物画、生花、果物、
楽器、ガラスの器、アンティークな小物など様々なものを組み合わせたモチーフ、秋には野外スケッチなど
も行う幅広いカリキュラムが魅力です。半切サイズの作品や30号などの大作もご希望に応じて指導します。

毎週 松岡 土 13:30～16:00 10／2から 13回	 58,630

隔週 松岡 土 13:30～16:00 10／2から 6回	 27,060

水彩画（山本クラス） 画家
 山本明比古

水彩画に興味があるのに、筆を持ったことがない方はぜひ。
講義から入り、実技を通してものの見方や色彩に対する感性
を養います。自分が感じた美しさを作品にするのが目標。

10／5～12／21
火 10:00～12:30

6回	 27,060

水彩画（内山クラス） 画家
 内山　　懋

やさしそうで難しく奥深い水彩画。野外での風景スケッチを
織り交ぜ、色彩の調和と表現を考えます。身近なモチーフか
ら入り、着彩の魅力を楽しむ。新鮮な発見のあるクラス。

10／6～12／22
水 10:00～12:30

12回	 54,120

スケッチを楽しむ 美しいものに出会ったらすぐ鉛筆を手にしましょう。心のレ
ンズでピントを合わせ、手を動かす。慣れてくれば感動をそ
のまま紙の上に表現できます。野外スケッチも楽しみです。

10／12～12／28
火 13:30～16:00

6回	 27,060

水曜スケッチ教室
　水彩色えんぴつで描く

イラストレーター
 武笠　　昇

手軽で持ち運びやすい水彩色鉛筆をもって、スケッチに出か
けましょう。水に溶けるので水彩画風の表現も楽しめます。
構図のとり方や彩色のポイントなどていねいに指導します。

10／13～12／22
水 10:00～12:15

6回	 24,420

旅の淡彩スケッチ
　室内で描く

画家
 久山　一枝

旅先でのスケッチを気軽に楽しみたい方に。写真を使い、景
色を構成する樹木や家などの描き方を室内で学びます。主に
透明水彩絵の具を使い、淡彩スケッチを描きます。

10／14～3／10
木 13:30～15:30

6回	 25,080

スケッチで歩く「東京
＆近郊」
　風景ウォッチング

水彩画家
 佐々木　清

東京には、江戸末期からの記憶を残した風景と建物がありま
す。タイムスリップしたような景色の中を散策しながら、楽
しく描きます。Aクラスはスケッチの経験者が対象です。

10／9～11／27
土 13:00～16:00
現地集合現地解散

4回	 17,600

旅先で水彩スケッチ イラストレーター
 三好　貴子

初心者でも上手に描けるステップレッスンで、旅先でのス
ケッチのコツを学びます。絵の具の基本的な使い方や色につ
いての基本を学びます。

10／13～3／9
水 13:00～15:00

6回	 23,760

はじめよう手帳スケッ
チ

イラストレーター
 関本紀美子

暮らしのなかで出会ったものをメモ代わりに手帳サイズのス
ケッチブックに描きます。曲がってもはみだしても大丈夫。
ペンで気軽に楽しく描きましょう。初心者歓迎。

12／4
土 10:30～12:30

1回	 会員	 4,730
	 一般	 5,830

関本紀美子のカラフル
スケッチ
　永沢まこと流

野菜や雑貨など身近なモチーフをしっかり見て、ペンで一気
に描き、透明水彩で仕上げます。線が曲がってもそれを生か
して自分らしい絵に。野外スケッチにも出掛けます。

10／2～12／18
土 15:30～17:30

6回	 26,400

わたなべ・えいいちの
線スケッチ
　１日体験

イラストレーター
わたなべ・
 えいいち

文字を書くようにその人独自の線をいかし、ペン１本で下書
きなしで輪郭を描き透明水彩で彩色します。身近なモチーフ
などを自由に描くコツを伝えます。初心者歓迎。

10／9
土 15:30～17:30

1回	 会員	 4,510
	 一般	 5,610

わたなべ・えいいちの
線スケッチ
　永沢まこと流

文字を書くようにその人独自の線をいかし、ペン１本で下書
きなしで輪郭を描き透明水彩で彩色します。身近なモチーフ
や野外スケッチなどで自由に描くコツを伝えます。

10／9～12／25
土 15:30～17:30

6回	 26,400

ボタニカルアート（火）日本ボタニカル
アート協会
 浅野ひさよ

図鑑の絵から出発した繊細なアート。植物を科学的な目で観
察し、鉛筆と水彩絵の具で忠実に描きます。自分の描きたい
植物を持参し、様々な彩色法で個性を生かした作品に。

10／12～12／28
火 13:15～15:15

6回	 25,740
	 花材費	 660

ボタニカルアート（木）植物画家
 長谷川憲子

赤青黄の「色の三原色」を混ぜながら楽しむ彩色法を用い、植
物の精巧な造形を美しく絵に留めます。スケッチ・転写・彩
色の手順を経て、作品の完成まで丁寧に指導します。

10／7～12／16
木 10:30～12:30

6回	 25,740

いろいろな画材 モデル料・モチーフ代は受講料に含まれています。
トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

レベルアップ人物画 白日会常任委員
 岡田　髙弘

画材自由で、クロッキーやドローイング、大作制作まで指導
します。月2回のうち1回はクロッキー、1回は固定ポーズ。
モデルは月ごと。初心者から指導します。 新設

10／13～12／22
水 13:30～16:00

6回	 29,700
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
ゼロからの徹底・基礎
絵画－画材自由

独立美術協会
 塚本　　聰

全く初めての方から経験者まで、画材の基本的な使用法、簡
単なデッサン方法、絵になる構図や色彩による感情表現など
絵画の大切なポイントを分かり易く指導します。

10／2～12／18
土 18:00～20:30

6回	 27,060

色と形であらわす光と
影の世界
　油彩・水彩で描く

写実画壇会員
 蛯子真理央

画材が持つ可能性を生かしながら、色彩を楽しく使って個性
が溢れる表現を目指します。人物や風景をテーマに15～20
号の作品を描き、講評も行います。

10／11～12／27
月 13:30～16:00

12回	 56,760

人物専科
　自由な画材で描く

二紀会
 佐久間公憲

均整のとれた人物画を描くには、基礎的な画力の底上げが不
可欠。油彩、アクリル、水彩、パステル等お好きな画材で、３ヵ
月で１作品を仕上げます。

10／14～12／23
木 10:00～12:30

6回	 29,040

デッサンから人物表現
へ
　人体の形を巡って

画家
 建石　修志

鉛筆で描く幻想的な人物画で人気の講師が、デッサンの基礎
から指導。幾何形体や石膏像でじっくり基本を学び、モデル
描写へ。人体の美しさがより深く理解できます。

10／10～12／26
日 13:30～16:00

6回	 29,040

鉛筆による様々な技法 身近なためにあまり知られていませんが、鉛筆は表現の幅が
広い、奥の深い画材です。線描や細密描写、下地の上に描く
など様々な技法を体験しながら制作します。 新設

10／12～12／28
火 18:30～20:30

6回	 25,740

色鉛筆で描く小さな秋
の風景画

画家
 篠原　由香

気軽に始められる色鉛筆でハガキサイズの風景画を描きま
す。鉛筆の持ち方、陰影、色の重ね方、立体感、質感など一
からていねいに指導するので初心者にお勧めです。 新設

10／5
火 10:00～12:00

1回	 会員	 3,520
	 一般	 4,620

基礎から始める色鉛筆
画

色鉛筆を使って草花から動物、風景まで鮮やかに表現します。
鉛筆の持ち方、陰影、色の重ね方、立体感、質感など一から
ていねいに指導するので初心者にお勧めです。

10／5～12／21
火 10:00～12:00

7回	 24,640

色鉛筆で魅力のぬり絵 イラストレーター
 河合ひとみ

世界の模様や日本の四季のイラストをテキストに、好きな色
をぬって楽しみませんか。「色鉛筆の可能性」の一日体験講座
です。他に10／23（土）もあり。

10／7
木 13:00～15:00

1回	 会員	 3,850
	 一般	 4,950

色鉛筆の可能性 イラストレーター
 河合ひとみ

身近で実は奥の深い色鉛筆画の世界。手加減がとても重要な画材です。季節を感じながら、小さなものから
描き始めます。素材の描き分け、複雑な色の出し方など、じっくり見て描くので観察する力がつきます。

 河合 木 13:00～15:00 10／7から 6回	 23,100

 河合 土 10:00～12:00 10／23から 6回	 23,100

細 密 画 画家
 緒方　洪章

対象を素直に見て、細密画の豊かな表現に挑戦しましょう。
鉛筆、ペン、水彩などを段階的に用いながら、細密画の第一
人者でもある講師が基本的な手法を丁寧に指導します。

10／11～12／27
月 13:30～16:00

6回	 25,740

ちょっとチャレンジ抽
象画
　具象から抽象へ

国画会
 菊地　達也

現代の具象から抽象まで幅広く、色・マチュール・構成・リ
ズムなどを考え、独自の作品を完成させます。技法を紹介し
ながら個人の進度に合わせて制作を進めます。

10／8～12／24
金 13:30～16:00

6回	 26,400

はじめてのピカソとマ
チス
　平面化と構成を学ぶ

新制作協会
 金森　宰司

アクリル絵具やコラージュで、モチーフの平面化や構成の仕
方を学びます。半具象に初挑戦する方から大作を目指す方ま
で各人の進度で指導します。４号～12号制作。

10／6～12／15
水 10:00～12:30

6回	 25,740
	 教材費	 200

鉛筆と水彩絵具で描く 国画会
 徳弘　亜男

モチーフは静物や人物。鉛筆やペンでデッサンし、透明水彩
絵具で描きます。個性を大切にデッサン力を養うことに重点
を置き、時には講師が自ら手を入れて指導します。

10／6～12／15
水 18:00～20:30

6回	 27,060

アクリル・透明水彩・
鉛筆のレッスン
　描きたい画材で

静物、花、人体をモチーフに、物をよく見て感じ取り、表現
することを学びます。基本的なデッサン、画材のポイントを
丁寧に指導。アクリルや透明水彩など画材は自由。

10／7～12／16
木 13:30～16:00

6回	 27,060

四季の花を描く 毎回、季節の花々を描きます。ペンなどでデッサンし、線が
消えない程度に淡く着色。花を描くうえで大切な線による
デッサンに重点を置き、自分の独自の表現を目指します。

10／14～12／23
木 13:30～16:00

6回	 27,060

洋画のための基礎 国画会
 三ッ山三郎

油彩、水彩、パステルなど好きな画材で静物画、人物画を描
きます。静物では基礎デッサンと構図を、人物では動勢とプ
ロポーションを身につけます。明暗と色彩も学びます。

10／3～12／19
日 10:00～12:30

6回	 27,060

パステル画 行動美術協会
 石川　　功

パステルの優雅な雰囲気を味わいながら作品を制作するクラ
ス。描く人の個性を引き出す指導法です。色でデッサンする
気持ちを大切にモチーフに向かいましょう。

10／2～12／18
土 10:00～12:30

6回	 27,060

光の色で描くパステル
画

画家
 松川　佳代

色彩の表現幅が広いソフトパステルを用い、手の感触でダイ
レクトに描きます。模写を通して画面作りや遠近感、混色の
基本を学び、３回目にはモチーフ描写に取り組みます。

10／28～12／23
木 13:30～16:00

3回	 13,200

ミクストメディア
　心のおもむくままに

日本版画協会
 室橋　信一

オブジェや彫刻、写真、デザインなど素材や技法を自由に組
み合せることで生まれるミクストメディア。自由な発想で新
しい表現をカリキュラムにそって見つけ出します。

10／3～12／19
日 10:30～12:30

7回	 25,410

テンペラ＆油絵の混合
技法

透明感とぼかし。油絵具とテンペラの混合技法は、それぞれの特性を生かし、
かつ補う形で併用します。多様な表現の可能性がある、古くて新しい技法を、
春陽会の三浦明範さんと佐藤勤さんが初歩から指導します。

10／6～12／15
水 10:00～12:30

6回	 27,060

イコンを描く
　祈りからかたちへ

イコン（聖像画）は、中世ビザンティン世界で生まれ、祈りの中で大切にされ
てきました。心静かに描くことで、祈りやキリスト教的神の世界への理解も
深まります。講師はイコン画家の久保田啓子さん、真樹マリアさん。

10／3～12／19
日 13:40～16:10

6回	 26,400
	 教材費	 10,800
継続の教材費は5400

似顔絵を描こう イラストレーター
 宇田川のり子

似顔絵にはコツがあります。描きたい人の個性や特徴をデ
フォルメするコツをつかめばうまくなります。描き手の個性
を引き出すアドバイスで似顔絵上手を目指しましょう。

10／4～12／20
月 18:00～20:00

6回	 19,800

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 27



朝カル　新宿 検索

油　　絵 モデル料・モチーフ代は受講料に含まれています。
トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
基礎からの油絵 画家

 奥村　幸弘
画材やデッサンなど基本知識を学んだら、まずは１枚の絵を
描きましょう。経験者にはより豊かな表現力や技術向上を身
につけるための指導をします。アクリルも可。

10／9～12／25
土 10:00～12:30

6回	 27,060

油絵入門（山口クラス）行動美術協会
 山口　　実

思い切って油絵を始めましょう。初歩の方には基礎から順に
わかりやすく進めます。経験者にはさらに豊かな表現と個性
的な作品を探求できるように指導します。

10／6～12／22
水 18:00～20:30

12回	 54,120

油絵・アクリル画（高
岸クラス・朝）

春陽会
 高岸まなぶ

絵を描くことは驚きや発見の連続です。楽しみながら課題に
接するようカリキュラムを組み、実践を通してわかりやすく
指導します。アクリルも可。

10／4～12／27
月 10:00～12:30

13回	 58,630

油絵・アクリル画（高
岸クラス・昼）

絵を描くことは驚きや発見の連続です。楽しみながら課題に
接するようカリキュラムを組み、実践を通してわかりやすく
指導します。アクリルも可。

10／4～12／27
月 13:30～16:00

13回	 58,630

油絵（井上クラス　
火・昼）

国画会
 井上　政好

油彩、アクリル、コラージュで表現方法に磨きをかけます。
色と形、明暗のバランス、構図、構成を学び、豊かな表現力
を養います。絵画的にものを見る目、構築力を高めます。

10／5～12／28
火 13:30～16:00

13回	 58,630

油絵（井上クラス　
水・朝）

油彩、アクリル、コラージュで表現方法に磨きをかけます。
色と形、明暗のバランス、構図、構成を学び、豊かな表現力
を養います。絵画的にものを見る目、構築力を高めます。

10／6～12／22
水 10:00～12:30

12回	 54,120

油絵（菊地クラス） 国画会
 菊地　達也

絵を描く。そのわくわくする楽しさを大切にするクラスです。
様々な技法を学び、自分のイメージをキャンバスにどう表現
するか。共に観て、描き、考え、話し合う場です。

10／6～12／15
水 13:30～16:00

6回	 27,060

油絵（内山クラス） 画家
 内山　　懋

一見難しそうな油絵ですが、描くことで新しい自分の発見に
つながります。人や自然など、周りの世界を見つめ直すきっ
かけにもなります。ゆっくり描きたい方にお薦めのクラス。

10／6～12／15
水 14:00～16:30

6回	 27,060

30号から50号を描く
　絵を楽しむ

春陽会
 松島　治基

人物を主題とし多様なモチーフと組み合わせた大作に挑戦し
ます。クロッキーから動勢を掴み、モデルの静と動の対照、
衣装の面白さを造形と制作に活かし、表現力を磨きます。

10／7～12／23
木 13:30～16:00

12回	 59,400

油　　絵 国画会
 大内田　敬

同じモチーフも見る人により魅力を感じることは異なります。魅力を強調して洒落た絵を描きましょう。今
期は秋の花、着衣のモデル、様々なモチーフを組み合わせた静物画などの小品に取り組みます。

朝 大内田 金 10:00～12:30 10／1から 13回	 58,630

昼 大内田 金 13:30～16:00 10／1から 13回	 58,630

油絵・小品から大作ま
で
　人物を描く

国画会
 大内田　敬

少し大きな絵にチャレンジしたい方におすすめ。静物画を描
くために必要な造形性や平面化について学びます。今期は人
物画のある静物画と、２パターンの人物画に取り組みます。

10／1～12／24
金 17:30～20:00

13回	 61,490

油　　絵
　基礎を重点に

東京美術家協会会
長
 太田　國廣

油絵を初めて学ぶ方、すでに始めていてさらに上達したい方
に向けたクラス。静物、人物、風景などの対象に向かい、観
察力を深めます。描くことの楽しさを感じ取ってください。

10／1～12／17
金 13:30～16:00

6回	 27,060

油絵を楽しむ 画家
 斎藤　　武

難しく考えるより、描く楽しさを味わうクラスです。画材の
使い方、描く基本、ものの観方などを学び、油絵の様々な表
現技法を楽しんでください。初心者には最適。

10／2～12／25
土 13:30～16:00

13回	 58,630

油絵研究
　50号を描く

画家
 田中　康夫

公募展を目指す人も多い熱気のあるクラス。50号のキャン
バスに人物を描きます。技法だけでなく、美術全般の理論を
学びながら、３ヵ月で１作品を仕上げます。

10／3～12／26
日 10:00～12:30

13回	 67,210

フランドル絵画の模写
から表現へ
　ファン・アイクなどを

修復家
 渡辺　郁夫

修復や画家の技法の研究で得られた知識を基に、初期油絵の
模写を試みます。ファン・アイクの「ターバンをつけた男の
肖像」から始め、メムリンクなどの作品に取り組みます。

10／8～12／24
金 18:00～20:30

6回	 26,400

日本画・水墨画 モデル料・モチーフ代は受講料に含まれています。
トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

基礎から学ぶ日本画 日本美術院
 清水　　操

一度始めると虜になる人が多いといわれる日本画。初心者の
方に絵の材料や道具の使い方などを１つ１つ丁寧に解説し、
楽しんで描くための基礎力を養います。

10／14～12／23
木 13:00～15:00

6回	 25,740

日本画（永田クラス）
　季節の花を中心に

日本美術院
 永田　耕治

季節の花を中心に風景や静物を描きます。初めの１月目は
デッサン、２、３か月目で制作。最終日が講評会です。初心
者にも日本画の技法をていねいに指導します。

10／6～12／22
水 13:00～15:00

9回	 40,590

日本画（野村クラス） 画家
 野村　宣義
 柏原　葉子

初心者はデッサンから始め、花・人物・風景・古典模写などカリキュラムに沿って日本画の基礎をしっかり
と習得します。経験者には独自の感性と考え方を尊重しながら、それぞれの進み具合に応じ指導します。制
作を通して自然の美しさと触れ合い、より高度な表現と豊かな創造性をはぐくみましょう。

 野村 金 10:00～12:00 10／1から 7回	 31,570

 野村 金 13:00～15:00 10／1から 7回	 31,570
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
初歩からの日本画 日本美術院

 髙橋新三郎
初心者や基礎を再確認したい方におすすめです。はじめの２回は花のデッサン、３回目から制作に入ります。
基本の写生を通して、日本画の知識と技術を積み重ね、その奥深さと描く喜びに触れましょう。主に花をモチー
フにします。これから日本画をはじめたい方は、朝クラスへ。

朝 髙橋 火 10:00～12:30 10／5から 6回	 27,060

昼 髙橋 火 13:30～16:00 10／5から 6回	 27,060

やさしい日本画 日本美術院
 橋岡　昭男

自分の描きたい絵を自由に楽しめるように色々な表現方法や
構図のとらえ方、技法などを幅広く学びます。初心者には材
料や道具の扱い方などやさしく丁寧に指導します。

10／3～12／19
日 13:30～15:30

6回	 27,060

日本画・琳派大和絵塾
　平安・江戸から現代絵画
まで　Ａ

日本画家
 西野　正望

水彩写生を大切にし下図から本画を制作する現代日本画、日
本美術の代表、琳派大和絵の技法、または水墨画のカリキュ
ラムなどから希望に合わせて。幅広い表現を学べます。

10／6～12／15
水 18:30～20:30

6回	 27,060

日本画・琳派大和絵塾
　平安・江戸から現代絵画
まで　Ｂ

水彩写生を大切にし下図から本画を制作する現代日本画、日
本美術の代表、琳派大和絵の技法、または水墨画のカリキュ
ラムなどから希望に合わせて。幅広い表現を学べます。

10／13～12／22
水 18:30～20:30

6回	 27,060

日本画の模写 日本美術院
 新井　政明

日本画模写の独特の技法を学びながら、古典絵画（絵巻、障
壁画）の再現に挑戦します。古典の理解が深まる一方、筆力、
鑑賞力が高まるなど、模写の持つ意義は大きいです。

10／13～12／22
水 10:00～12:30

6回	 27,060

花の表現 日本美術院
 井上　耐子

穏やかな雰囲気の中で四季折々の花を描きます。岩絵の具､
水彩絵の具､ 色鉛筆など、好きな画材を使った自然とのふれ
あい。写生に使った花材を持ち帰れるのも楽しみです。

10／26～12／28
火 10:00～12:30

3回	 13,860
	 花材費	 2,310

水墨画（塩澤クラス） 全日本水墨画会会
長
 塩澤　玉聖

講師の手本で基本的な水墨の描法を、花などモチーフの写生
で自然の観察力と描写力を養います。各自の写生を基に、構
図や要点を押さえ創作へと展開できるよう指導します。

10／2～12／18
土 15:30～17:30

6回	 25,740

現代センスで水墨画 新水墨画協会会長
 久山　一枝

水墨画の伝統的な技法を土台に、現代絵画のセンスを取り入
れて、自由にのびのびと描くことを目指します。初めての方
は筆の選び方、墨の色の出し方から指導します。

10／14～3／10
木 10:15～12:15

6回	 25,080

琳派と若冲から始める
水墨画

日本画家
 西野　正望

琳派のたらし込み、彫り塗り、若冲の筋目描きなど様々な技
法を学びます。標本から始めて好きなモチーフにもアプロー
チして、日本の水墨画を体験しましょう。初心者歓迎。

10／2～12／18
土 10:00～12:00

6回	 26,400

絵 手 紙 モデル料・モチーフ代は受講料に含まれています。
トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

絵 手 紙 日本絵手紙協会公
認講師
 半田喜巳子
 浅田美知子

手紙に少し絵を描き添えただけで、その手紙は随分明るくなり、受け取った人の気持ちも明るくなります。
自分のことば、自分の字、自分の感性で魅力ある絵手紙を描くコツを指導します。

 半田 金 10:00～12:00 10／22から 6回	 26,400

 浅田 木 13:00～15:00 10／14から 6回	 26,400

絵手紙を楽しむ
　彩りとぬくもりを

絵手紙花の会主宰
 花城　祐子

心をこめて描いた絵には巧拙を超えた味わいがあります。一
枚の葉書から生まれる交流の始まりです。描き手と受け手の
コミュニケーションを新しい表現で育てましょう。

10／18～3／21
月 10:00～12:00

6回	 23,100

木版画・図案・彫刻
木版画（金） 春陽会

 舩坂　芳助
黒白木版、多色刷り木版画を初歩から指導。バレンの製作や各人の進度に応じての自由制作なども行います。
受講者全員による画集作りや作品展開催なども活発です。

昼 舩坂 金 13:30～16:00 10／1から 13回	 50,050

夜 舩坂 金 18:00～20:30 10／1から 13回	 50,050

木版画（日）昼 日本版画協会
 鷲野佐知子

原始的でシンプルな木版画技法は、表現に柔軟性があり、手
軽にできる魅力があります。直接描く絵とは違った多様な表
現技法を、単色刷りから多色刷りを含めて指導します。

10／10～12／26
日 13:30～16:00

6回	 23,100

仏像彫刻入門 仏教美術協会　三
代
 髙村晴雲（光治）

彫刻刀の扱い方から学び、平板に切り出し小刀で直線、曲線
の地紋彫りを習得後、線彫りで木製色紙に仏頭を刻みます。
技量に応じて薄肉彫りから立体仏へ進みます。

10／1～12／17
金 10:00～12:40

6回	 35,640

安らぎの仏像彫刻（岩
松クラス）

仏師
 岩松　拾文

荒彫りのできた用材から彫りすすめます。初めて彫刻刀を持
つ方でも、数回で一体の菩薩様を完成することができます。
寺巡りや仏像巡りの楽しみも倍加されます。

10／21～3／17
木 13:30～16:30

6回	 29,040

干支の動物たち・寅を
彫る

体長11センチほどの干支、寅を彫ります。荒彫りのヒノキ
の用材を彫りすすめるので初心者にもおすすめです。開運招
福、厄除祈願の干支飾りで新年を祝いましょう。 新設

10／21、11／18
木 13:30～16:30

2回	 会員	 9,680
	 一般	 11,880

美術講座をお考えの方は、ご見学、又はトライアル（※有料）をお勧めいたします。お問い合わせは、03-3344-1946

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 29



朝カル　新宿 検索

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
仏像を彫る
　自分をたずねる旅

宗教芸術院会員
 安藤　　仁

木で物を作るのは日本文化の一つです。最初は木の削り方を
練習し、地紋彫り、仏足、仏手、と順に学びます。木を彫刻
する楽しさと仏像を完成させる喜びを味わいます。

10／10～12／26
日 10:00～12:30

6回	 23,100

彫　　刻 彫刻家
 渡辺　一宏

モデルをスケッチし、粘土で作り、それを石膏かテラコッタ
（素焼きの彫刻）に換えて作品にします。上手・下手より、自
分らしく自由に作ることを目指します。

10／9～12／25
土 13:30～17:00

7回	 50,050
	 教材費	 990

友永詔三の木彫アート
　自由に楽しむ

造形作家
 友永　詔三

木の持つ美しさと素朴さを生かして、簡単なフォルムの木彫
から始めます。初心者も経験者も各自のペースで個性を生か
した現代的で美しい木彫を自由に創作します。

10／1～12／17
金 10:00～12:00

7回	 25,410

書 書道・篆刻・カリグラフィー モデル料・モチーフ代は受講料に含まれています。
トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

はじめての漢字書道 日展会友
 岩井　笙韻

墨のすり方や、とめ、はね、はらいの基礎から始めます。一
人ひとりの持ち味を生かして指導します。書く楽しさを体験
しましょう。まったく初めての方も受講可。 新設

10／4
月 13:00～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

漢字書道入門 故青山杉雨氏の手本のほか講師の手本も使用し、レベルに応
じた指導をします。個性を生かした制作を目指しましょう。
書く楽しみを広げます。初心者大歓迎。 新設

10／4～12／20
月 13:00～15:00

6回	 19,800

小倉百人一首・揮毫と
解説
　オンライン講座

日展会友
 岩井　秀樹

小倉百人一首のうたを題材に書家が半紙作品を制作。実演し
ながら解説し、揮毫後に質疑応答も受けます。筆使いや、ち
らし書きのパターンから表現法を学びます。 新設

12／2
木 19:30～20:30

1回	 会員	 2,310
	 一般	 2,860

かな書道Ⅰ Ⅰ期は桑田笹舟筆「かなの美」で、いろは単体、変体かな、連
綿、四行書（配字と接続）、ちらしまで、かなの基礎をわかり
やすく解説。新規募集は４月、10月の予定。

10／7～12／16
木 10:00～12:30

9回	 32,670

かな書道Ⅱ Ⅰ期修了者対象。かな古筆「関戸本古今集」の臨書または半紙
版ちらしの学習をします。Ⅱ期終了後、Ⅲ期へ。古筆臨書か
ら倣書・中字・大字の研修へと進みます。

10／7～12／16
木 10:00～12:30

9回	 34,650

漢字書道 日展理事（監修）
 髙木　聖雨
大東文化大学教授
 歳森　芳樹

楷書、行書、草書とも、文化勲章受章の故青山杉雨氏による半紙手本を用い、本格派としての基本から学びます。
楷書から始め、１回に手本を１枚のペースで添削。草書修了後は、上級・研究科のカリキュラムへ進級します。
現在新規の募集はありません。

楷行草 髙木 火 10:00～12:00 10／5から 12回	 39,600

楷行草 髙木 火 13:00～15:00 10／5から 12回	 39,600

上級科･研究科 髙木 火 10:00～12:00 10／5から 12回	 42,240

上級科･研究科 髙木 火 13:00～15:00 10／5から 12回	 42,240

総合書道 たかむら会幹事
 瀬川　元浄

楷書の基本から学び、行書、草書、仮名へと進みます。いろ
いろな形式の表現ができるよう、古典の鑑賞を含めて指導し
ます。監修＝東京学芸大名誉教授・吉田鷹村氏。

10／9～12／25
土 13:00～15:00

12回	 39,600

入門書道に親しむ
　基礎から創作まで

書家
 竹内　　一

基本こそ最大の奥義です。基礎を学び小手先の技術に頼らず、
芸術的に表現する力を養います。漢字は楷書から四体、仮名
は高野切を中心に知識、技術を身につけます。

10／1～12／17
金 10:30～12:30

6回	 19,800

やさしい書道　基礎か
ら創作
　自由に文字を書くために

日本書城会	師範
 津志田天峯

楷書・行書・草書・仮名の字形の基本を、古典を通して学び
ます。第一歩である正しい筆の扱い方から書作品の創作まで、
それぞれの習熟度や目標に向けて、丁寧に指導します。

10／3～12／19
日 10:00～12:00

6回	 20,460

暮らしの書から古典ま
で
　初級

毎日書道展審査会
員（監修）
 金敷　駸房
毎日書道展会員
 加藤　毬夢

石飛博光氏の「古典渉猟」などのテキストで、古典臨書に取り
組みます。初心者は筆の持ち方から。書の楽しみを味わいま
す。監修は毎日書道展審査会員の金敷駸房氏。

10／11～12／27
月 13:00～14:30

6回	 19,800

暮らしの筆ペン
　初級

パソコンの文字があふれる時代にこそ、心に響くのは手書き
の文字。心を和ませ生活を豊かにする、美しい筆文字を学び
ます。監修は毎日書道展審査会員の金敷駸房氏。

10／11～12／27
月 15:15～16:45

6回	 19,800

筆ペンで書く年賀状
　カラー筆ペンで簡単アレ
ンジ

毎日書道展会員
 加藤　毬夢

手軽な筆ペンを使って年賀状を制作します。新年の挨拶文の
練習に加えて、カラー筆ペンと水筆ペンで描く簡単なイラス
トや、デザインのアレンジを紹介します。 新設

12／5
日 13:30～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

書を楽しむ
　臨書から創作へ

毎日書道展審査会
員
 高野　早苗

古典の名品を鑑賞し模倣することから始まる臨書は、書を習
う上で重要です。個々の目的や習熟度に適した教材を用いて
指導。季節感のある語や、自作の俳句の書も取り上げます。

10／1～12／17
金 15:30～17:00

6回	 19,800

小筆書道・柳澤クラス
　実用から芸術まで

柳書会主宰
 柳澤　章雅

筆の持ち方・扱い方から始め、楷書、行書、仮名を３ヵ月ず
つ繰り返し練習します。生活のリズムの中でペース配分を考
えて楽しく学習することが自信にもつながります。

10／10～12／26
日 14:00～16:00

6回	 20,460

小筆書道・山口クラス
　実用から芸術まで

あきくさ書道院主
宰
 山口　青秋

初心者は漢字の単体から始め、名前書き、はがき封筒の宛名
書きを、実践的に学びます。経験者は、小筆で古典を臨書す
ることで、基礎を確実に身につけます。

10／4～12／27
月 10:00～12:00

12回	 39,600

基礎からの実用書道 玲泉書道会主宰
 大竹　玲花

初心者ともう一度基礎から始めたい方に最適な小筆と大筆の
講座です。慶弔の上書きや署名、季節や贈答の挨拶など楷書、
行書の基本を日常生活に役立つ例文で練習します。

10／6～12／15
水 15:30～17:30

6回	 19,800

しなやかな筆禅道 筆禅会師範
 稲田　盛穂

形の整った文字を書くことよりも、しなやかな心を大切にす
る書道です。呼吸法を主とした養気法で身体をつくり、坐禅
をし、大筆で活きた線を書くことで生きる力を養います。

10／4、11／1、12／6
月 13:30～16:30

3回	 会員	 14,520
	 一般	 17,820
	 教材費	 990

30



講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
篆　　刻 日展審査員

 柳　　濤雪
落款印・蔵書印など使うための印や、鑑賞の対象となる印の制作を楽しみながら鑑賞力を養います。初心者
は篆書の書き方から始めて、印の制作へと進みます。

火曜・朝 柳 火 10:00～12:00 10／5から 7回	 25,410

火曜・夜 柳 火 18:00～20:00 10／5から 7回	 25,410

日曜・朝 柳 日 10:30～12:30 10／10から 6回	 23,100

はじめての刻字 毎日書道展会員
 秋山　浩志

「刻字」は自書した紙を木板に貼り付け、ノミや彫刻刀で立体
的に彫り、金箔や彩色を施して仕上げる書の一分野です。通
常の書にはない複数の工程で創作を楽しみます。

10／11、25、
11／8、22、12／13、27
月 13:00～15:00

6回	 会員	 19,800
	 一般	 26,400

干支の文字「寅」を彫る
　刻字で彩る新春

干支の「寅」の文字を板に貼って周りを彫ります。生き生きし
た立体の文字に金箔をあしらい華やかに仕上げます。道具は
用意しますので、どうぞ気軽にご参加ください。 新設

11／22
月 13:00～15:00

1回	 会員	 3,410
	 一般	 4,510

書いてみよう寄席文字 橘流寄席文字一門
 橘　さつき

寄席や落語会で目にする、出演者の名前が太くくっきりと書
かれた右肩上がりの独特な寄席文字。紙を客席に見立て、大
入り満員を願う縁起の良い文字を基本から学びます。

10／26、11／23、12／28
火 15:30～17:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

寄席文字で年賀状 一年のはじまりの挨拶を、縁起のよい寄席文字で書いてみま
せんか。新年の挨拶にふさわしいおめでたい言葉を講師の作
例に習って書き、年賀状に仕上げます。 新設

11／23
火 15:30～17:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

カリグラフィー カリグラファー
 小田原真喜子

西洋文化の中で培われたアルファベットの書道、カリグラ
フィー。初心者はイタリック体から始め、経験者はレベルに
応じた練習を行います。文字の美しさを楽しみましょう。

10／7～3／3
木 10:30～12:00

10回	 36,300
	 教材費	 2,200

ペン習字 トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

ペン字の封筒・葉書・
宛名の美しい書き方
　オンライン講座

現代書道院助教授
 河野　玲蘭

美しく整った字で書かれた葉書や封筒を受け取ると、はっと
しませんか。身近でありながら、なかなか学ぶ機会のない、
郵便物の文字の綺麗な書き方をお伝えします。 新設

11／29
月 13:00～14:30

1回	 会員	 3,080
	 一般	 3,740
	 教材費	 110

心伝わる美しいペン字
　基礎から学ぶ

美しく品格のある文字を目指し、正しいペンの持ち方や姿勢、
ひらがな・カタカナ・漢字の基礎を学びます。宛名や履歴書
などの実用書へと進み、応用で筆ペンも使用。

10／14～12／23
木 10:30～12:00

6回	 18,480
	 教材費	 509

脳を鍛えるペン習字 全日本書芸文化院
総務
 櫻井　浦石

まず自分の名前からスタートし、継続の中で、はがき文・季
節の便り等を取り上げます。文字を書くことで脳は活性化し
ます。楽しく書くことをモットーにします。

10／5～12／21
火 10:30～12:30

7回	 21,560
	 教材費	 413

美文字をめざすペン習
字

（財）日本書道教育
学会師範
 髙久　美穂

氏名や季節のお便りなど、生活の中ですぐに使えるペン習字
です。オリジナルの「字がうまくなる便箋」を使用します。字
が気になる方、センスアップを目指す方にも。

10／12～12／28
火 11:00～12:30

6回	 18,480

書の鑑賞
くずし字に親しむ
　鑑賞と入門

出光美術館・上席
学芸員
 笠嶋　忠幸

筆文字独自の美しさを鑑賞しながら、字形の生い立ちや遷り
変わってゆく部分の特徴を具体的に解析します。初歩から応
用まで広く学び、読みこなす基礎力を身につけます。

10／9、11／13、12／11
土 10:30～12:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

演劇・映像・写真 エンターテインメント
漫画のネームを描いて
みよう
　オンライン講座

ネームとは漫画の設計図のようなものです。実はその仕組みは意外と知られ
ていません。漫画家の冬乃郁也さんとアニメ評論家の藤津亮太さんが提出作
品の講評を行いながら、具体的にポイントやコツを伝えます。 新設

10／23、11／27
土 18:00～20:00

2回	 会員	 7,040
	 一般	 9,240

アニメを読む アニメ評論家
 藤津　亮太

アニメが制作された背景や映像表現を考察。深い見方をめざ
します。10月は「ジョゼと虎と魚たち」。11月はゲストに荒
木哲郎監督。12月は「風の谷のナウシカ」です。

10／16、11／20、12／18
土 18:00～20:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200
各回の申し込みも可能

ルキノ・ヴィスコン
ティとは誰だったのか
　その６

学習院大学講師
 押場　靖志

「地獄に堕ちた勇者ども」「ベニスに死す」「ルートヴィッヒ」の
ドイツ３部作を取り上げます。ドイツの歴史や時代背景、ヴィ
スコンティをめぐる謎を考えます。

12／4
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

韓国映画、撮影地の旅
―ソウル・釜山・済州
　オンライン講座

紀行作家
 鄭　　銀淑

90年代末から韓国映画の舞台を旅し続けている韓国人講師
が、地元ソウルや釜山、田舎町など、名画の撮影地の風物や
人々の魅力を語ります。現地で撮った写真や動画も公開。

11／23
火 19:00～20:00

1回	 会員	 2,310
	 一般	 2,860

宝塚歌劇を語る 演劇コラムニスト
 石井　啓夫

歌舞伎と並んで日本文化に独特の花を咲かせる「宝塚歌劇」の
人気の秘密を探ります。女性だけで演じられるミュージカル、
レヴュー舞台の約束事等、具体的に語り合います。

10／23、11／27、12／25
土 15:45～17:15

3回	 会員	 9,999
	 一般	 13,299

宝塚歌劇2021年プレ
イバック

東京都内で上演された公演を振り返り、2021年のスター
論、作者論、作品論等を総括します。また新トップへの期待、
９５期生の躍動も含め、来年への期待を語ります。

12／25
土 15:45～17:15

1回	 会員	 3,443
	 一般	 4,543

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 31
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デジカメ持ってお散歩
　スナップ写真術

写真家
 御堂　義乗

名所や街歩きで写真技術を磨きます。難しい技術より感性や
個性をいかした写真作りを目指します。撮影会と講評を通し
て写真表現を習い、スナップの楽しさを体験します。

10／16～12／4
土 13:00～15:00
撮影会の時間は別途

4回	 13,640

デジタル一眼教室
　写真力を身につける

写真家
 谷口　　泉

写真の表現力を身につけたい方に総合的な写真力で何を鍛え
ればよいのか、実習と講評会で実践的なアドバイスをします。
デジタル一眼レフを使える方対象。

10／21～12／16
木 13:00～15:00
撮影会の時間は別途

3回	 10,230

エンジョイ鉄道写真
　撮影会とオンライン講評
会

写真家
 山﨑　友也

秋色に染まりはじめた山梨県で、主に鉄道風景写真を撮影し
ます。10／16の撮影会では実際の現場に即した構図の作り
方等を指導し、後日作品の講評をおこないます。 新設

10／16、10／24
日 15:30～17:00
撮影会の時間は別途

2回	 会員	 9,130
	 一般	 9,680

音　　楽 音楽講義
バッハ　人と作品
　出版記念オンライン講座

東京経済大学客員
教授
 久保田慶一

時代や社会の影響を受けながら絶えず変化するバッハ像。最
新の研究成果による「現代のバッハ像」を紹介しながら、バッ
ハの生きた時代や音楽について解説します。 新設

12／15
水 19:00～20:30

1回	 会員	 3,333
	 一般	 3,883

音楽業界のスゴイ人　
「音楽する」とは何か
　オンライン講座

音楽業界をあらゆる形で支える「スゴイ人」たちの対談シリーズ。音楽とは何
か、コロナ禍の音楽界を「ミュージッキング」の概念を通して考えます。コン
サートプロデューサーの小澤貴広さんを聞き手に、10月は日本フィルハーモ
ニー交響楽団・特命の山岸淳子さん、11月は株式会社インタースペース代表
取締役社長の中井孝栄さん、12月は株式会社ヴォートル代表取締役社長の水
野谷良子さんをゲストに迎えます。

10／14、11／11、12／9
木 19:00～20:00

3回	 会員	 7,029
	 一般	 8,679
各回の申し込みも可能

超名作スーパーアナ
リーゼ「ベートーヴェ
ンの序曲」

東京ニューシティ
管弦楽団正指揮者
 曽我　大介

指揮者はどのようにスコアを読むのか。作曲家が名曲に仕込
んだ巧妙な仕掛けとは。イノベーションでいっぱいの「ベー
トーヴェンの序曲」を解き明かします。 新設

12／25
土 18:00～19:30

1回	 会員	 3,333
	 一般	 4,433 

ベートーヴェン、
シューベルトとウィー
ン　オンライン講座

古都の街角に往時の面影を探す、音楽バーチャルツアー第二
弾。19世紀前半のウィーンで活躍した大作曲家のふたりの
姿を街角に見つけましょう。教室での受講も可。 新設

10／16
土 16:00～17:30

1回	 会員	 3,333
	 一般	 4,433 

オーケストラ大好き
　オンライン講座

音楽評論家
 奥田　佳道

オーケストラと楽器、演奏家について、時々楽譜にも焦点を
あて楽しく解説します。驚きのエピソードを知ることで、名
曲の味わいはさらに増すことでしょう。教室での受講も可。

10／7～12／16
木 13:30～15:00

6回	 19,998

ウィーン・フィルの魅
力
　オンライン講座

憧れのウィーン・フィルハーモニー管弦楽団。今期はニュー
イヤー・コンサートと指揮者たち編。クレメンス・クラウス
から今をときめく指揮者まで。教室での受講も可。

12／16
木 15:30～16:30

1回	 会員	 2,343 
	 一般	 2,893 

オーケストラと指揮者　
交響録
　オンライン講座

指揮者・元Ｎ響首
席オーボエ奏者
 茂木　大輔

オーケストラと指揮者の間には独特のコミュニケーションが
成立しています。楽曲の解説、様々な指揮者の逸話をまじえ
ベートーヴェンの交響曲を解説します。

10／7、11／11、12／23
木 19:00～20:30

3回	 会員	 9,999
	 一般	 11,649

名指揮者の歴史的名演
奏
　巨匠と夢のオーケストラ

音楽評論家（演奏
史譚）
 山崎浩太郎

トスカニーニとNBC交響楽団など、指揮者が結成または指
揮者のためにつくられたオーケストラに注目。彼らの音楽は
どのようなものか。指揮者とオーケストラの関係を考察。

10／13、11／10、12／8
水 13:00～14:30

3回	 会員	 9,999
	 一般	 13,299

名曲には理由がある
　オンライン講座

音楽評論家
 舩木　篤也

毎回異なるクラシック音楽の名曲を取り上げ、楽曲の背景や
解説とともに講師お薦め盤を視聴します。名曲がなぜ愛され
るのか楽しみ感じましょう。教室での受講も可。 新設

10／8～12／24
金 15:30～17:00

6回	 19,998

文化史から読み解く名
曲の裏側
　オンライン講座

横浜国立大学教授
 小宮　正安

クラシック音楽の名曲に、思いもかけない「謎」が隠されてい
る場合があります。文化史の視点を交えながら作品の裏側に
迫り、新たな聴き方の可能性を探ります。

10／8～12／24
火 15:30～17:00

3回	 会員	 9,999
	 一般	 13,299

ピアノ名曲とその作曲
家たち
　オンライン講座

クラシック音楽
ファシリテーター
 飯田　有抄

時代とともに変化を遂げてきたピアノ。その魅力を最大限に
生かした作曲家たちと作品を紹介し、ピアノ音楽の魅力に迫
ります。今期はベートーヴェンとリストについて。 新設

11／27、12／18
土 18:30～20:00

2回	 会員	 6,666
	 一般	 7,766
各回の申し込みも可能

音楽と哲学　ベートー
ヴェンと時代精神　
　オンライン講座

啓蒙主義がフランス革命として実現する時代を生きたベートーヴェン。カン
ト、シラー、ヘーゲルらの思想や時代背景と、音楽に聞く影響をピアニスト・
原田英代さんと大阪大学名誉教授・三島憲一さんが語り合います。 新設

11／30
火 19:00～20:30 

1回	 会員	 3,520
	 一般	 4,070

音楽のひみつ
　オンライン講座

作曲家
 上田　真樹

素敵な音楽には、聴き手や演奏家から愛されるひみつがあり
ます。和音の響きや和声の機能にも触れながら、作曲家の視
点で様々な曲の構造やおもしろさを解説します。

10／9、11／20、12／11
土 10:30～12:00

3回	 会員	 9,999
	 一般	 11,649

楽しい和声 東京芸術大学准教
授
 林　　達也

音楽を深く知るためには欠かせない和声の学習。課題を通し
て基本を学びましょう。様々な和音の特徴や曲中での使われ
方も紹介。進度に応じわかりやすく指導します。

10／9、23、11／27、
12／4
土 13:00～14:30

4回	 会員	 13,332
	 一般	 17,732

対位法の学びの面白さ バッハの楽曲などにみられる対位法の学びは、西洋音楽語法
の理解に欠かせません。実作品がどのように創造されている
か、初歩からの厳格対位法についても解説します。

10／23、11／27、12／4
土 10:30～12:00

3回	 会員	 9,999
	 一般	 13,299

学び直して楽しい楽典
のしくみ
　オンライン講座

作曲家・桐朋学園
大学院大学教授
 石島　正博

音楽を構成する様々な要素について学び直します。バッハか
らフランス近代に至る主要な作品に潜む様々な構想＝音楽的
イメージを作曲家が作品に具現化した方法を学びます。

10／2、11／6
土 15:30～17:00

2回	 会員	 6,666
	 一般	 7,766

名曲を読み解く
　ラヴェル再考Ⅵ

ラヴェルの音楽を原点に返って見直してみたとき、そのイ
メージはどのような変化を遂げるのでしょうか。ピアノ曲を
中心に分析し、その世界を探訪しましょう。

10／16、12／18
土 10:30～12:00

2回	 会員	 6,666
	 一般	 8,866
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
名曲で聴く聖書物語
　オンライン講座

フェリス女学院大
学名誉教授
 秋岡　　陽

今期はバッハの「クリスマス・オラトリオ」。「ルカ福音書」と
「マタイ福音書」に記された降誕・公現の物語を、音楽を通し
て読みます。作品の成立背景についても考えます。

10／4、11／1、12／6
月 10:30～12:00

3回	 会員	 9,999
	 一般	 11,649

16世紀末から17世紀
初めのドイツ音楽

音楽史家
 今谷　和徳

ドイツ各地の音楽活動に影響を及ぼした宗教改革。16世紀
末から各領邦諸国家、又は帝国自由都市で独自の音楽活動が
展開されました。今期はその状況を眺めます。 新設

10／11～12／13
月 13:00～15:00

3回	 9,999

礼拝の楽器としてのオ
ルガン
　オンライン講座

フェリス女学院大
学名誉教授
 秋岡　　陽

キリスト教の礼拝の楽器として、まず思い浮かぶオルガン。
賛美の歌声にオルガンが伴うのはいつ頃からなのか。宗教改
革期～現代まで、音楽史的な観点から振り返ります。

12／11
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,333
	 一般	 3,883

バッハの生涯と音楽 明治学院大学名誉
教授
 樋口　隆一

バッハの音楽を深く味わうには、バッハが生きた時代背景や
人々の生活、思想などを知ることがとても重要です。生涯と
足跡をたどりながらその音楽の真髄に迫ります。

10／13、11／10、12／8
水 10:30～12:00

3回	 会員	 9,999
	 一般	 13,299

バッハのクリスマス音
楽

東京芸術大学名誉
教授
 角倉　一朗

バッハ時代のライプツィヒで行われたクリスマスの祝祭。
バッハは特別な日をどのような音楽で祝ったのでしょう。
21曲のカンタータの中から名曲を選び解説します。 新設

12／21
火 10:30～12:30

1回	 会員	 3,333
	 一般	 4,433

恋愛哲学者モーツァル
ト
　オンライン講座

京都大学教授
 岡田　暁生

エロスの要素で溢れたモーツァルトのオペラから見える「新
しい社会」とは。18世紀後半の啓蒙哲学の潮流の中に、モー
ツァルトの四大オペラの位置づけを試みます。 新設

10／19、11／16、12／21
火 19:00～20:30

3回	 会員	 9,999
	 一般	 11,649
初回のみの申し込み可能

ベートーヴェンのピア
ノソナタを考える
　オンライン講座

音楽評論家
 平野　　昭

生涯がピアノという楽器の改良発展の時代と重なったベー
トーヴェン。楽器と楽曲の関係にも注目しながら、彼がソナ
タに託した思いを考察します。

10／4～12／20
月 15:30～17:00

6回	 19,998
初回のみの申し込み可能

ベートーヴェンのピア
ノソナタ　Ⅰ

作曲家　ピアニス
ト
 遠山　　裕

講師解説の「ベートーヴェン集」（春秋社）刊行記念。ピアノソ
ナタを中心に、解釈の新たな可能性を実演とともに解き明か
します。 新設

10／8～12／24
金 13:30～15:00

6回	 19,998

ラヴェルのピアノ音楽 繊細な美意識と緻密な作曲技法、古典への親愛。初期ピアノ
作品の傑作を題材に、実演とともにラヴェルのエクリチュー
ルを解読します。 新設

10／1、29、11／5、
12／3
金 13:30～15:00

4回	 会員	 13,332
	 一般	 17,732

シューマンのピアノ音
楽
　オンライン講座

「クライスレリアーナ」「幻想曲」等、シューマンの傑作の背景
である愛と苦悩の日々をピアノの例奏をまじえて語り、ロマ
ン派音楽の騎手の青春の年譜を開きます。 新設

12／17
金 16:00～17:00

1回	 会員	 2,343
	 一般	 2,893

シューベルトの緩徐楽
章の魅力
　オンライン講座

歌心にあふれる作曲家シューベルト。彼が残したピアノソナタの中にも、特
に緩徐楽章には心情をうつしとる歌のような魅力が込められています。ピア
ニストの今井顕さんと国立音楽大学講師の堀朋平さんが解説します。 新設

11／15
月 19:00～20:30

1回	 会員	 3,553
	 一般	 4,103

ショパン「バラード」第
一番
　オンライン講座

国立音楽大学教授
 加藤　一郎

シリーズ「作曲家でたどる音楽史」第6回。ショパンはバラー
ドというジャンルを初めてピアノ音楽に取り入れた作曲家で
す。彼独特のピアニズムを考察します。 新設

10／30
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,333
	 一般	 3,883

シューマンとその時
代・作品で辿る生涯
　オンライン講座

桐朋学園大学教授
 西原　　稔

ロマン派を代表するシューマンの作品は、文学の影響や恋人
クララとの関連等がまじりあい、謎めいています。今期は初
期のピアノ作品を取り上げます。教室での受講も可。 新設

10／1、15、11／5、
12／3
金 15:30～17:00

4回	 会員	 13,332
	 一般	 17,732

ブラームス　交響曲第
一番
　オンライン講座

シリーズ「作曲家でたどる音楽史」第８回。作曲に長い時間を
費やしたことでも知られる代表作。成立の過程をたどり聴き
どころを解題します。教室での受講も可。 新設

12／13
月 15:30～17:00

1回	 会員	 3,333
	 一般	 4,433

ドイツ音楽入門　R・
シュトラウス（６）
　オンライン講座

青山学院大学教授
 広瀬　大介

ドイツ音楽はどうしてドイツらしく聞こえるのか。その秘密
を、ポリフォニー、和声、楽曲形式などを鍵として探ります。
今期はリヒャルト・シュトラウス第６弾です。

10／11、11／8、12／13
月 10:15～12:15

3回	 会員	 9,999
	 一般	 11,649

〒162-0813
東京都新宿区東五軒町2-18
TEL：03-5206-8887（代表）
http://www.hachiyoh.co.jp

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 33



朝カル　新宿 検索

シューベルト　ピアノ
ソナタ全曲の分析

東京芸術大学教授
 小鍛冶邦隆

シューベルトのピアノソナタはロマン的な香りと古典的な均
衡がとれた名作揃いです。瑞々しい初期～後期の記念碑的な
大作への道程を辿り彼の音楽の本質を理解します。 新設

11／12～12／24
金 10:30～12:00

4回	 13,332

ラヴェル　ピアノ全作
品解説

フランス近代ピアノ音楽を代表するラヴェルの作品。精緻な
仕上げの工芸品のようなラヴェル音楽の本質とは。10月22
日はピアニストの中井正子さんの実演があります。 新設

10／8～10／22
金 10:30～12:00

2回	 6,666

ショスタコーヴィチ交
響曲解説
　オンライン講座

国立音楽大学准教
授
 中田　朱美

ショスタコーヴィチがライフワークのように手掛けたのが交
響曲です。政治背景を確認し楽曲分析も行います。今期は第
11番を解説。教室での受講も可。

12／25
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,333
	 一般	 4,433

一年で学ぶオペラ史
　オンライン講座

音楽評論家
 加藤　浩子

一年かけてオペラ史をたどります。、毎回一人の作曲家の代
表的な名作に注目。オペラ史上における位置付けを試みます。
今期はヴェルディ、ワーグナーら。

10／28、11／25、12／23
木 19:00～20:30

3回	 会員	 9,999
	 一般	 11,649
各回の申し込みも可能

気軽に親しめるオペラ
　特別編

オペラ研究家
 岸　　純信

今年メモリアルイヤーの作曲家、大歌手を特集します。スト
ラヴィンスキーと火花を散らしたサン＝サーンス、パリ音楽
院長になった作曲家オベールなど、広く親しんでいきます。

10／14、11／11、12／9
木 10:30～12:00

3回	 会員	 9,999
	 一般	 13,299

ベル・エポックの傑作
フランス・オペラ
　21世紀から読み直す

上智大学名誉教授
 澤田　　肇

表面的な安定の裏で社会の価値観が変化したベル・エポッ
ク。「ウェルテル」「ペレアスとメリザンド」「アリアーヌと青
ひげ」を鑑賞しながら豊かな音楽世界を探ります。

10／28～12／23
木 10:30～12:00

3回	 9,999

オペラ上演の現在 音楽評論家
 堀内　　修

生き生きとした私たちの芸術、オペラ。映像も使用しながら、
演劇と演出、そして演出家と新しい上演、さらに演奏や歌唱
の現在について探ってゆきます。

10／15～12／17
金 13:00～15:00

3回	 9,999

ワーグナー全オペラ解
説
　オンライン講座

東京工業大学教授
 山崎　太郎

ワーグナーのオペラを、テクスト・音楽の両面から解説しま
す。今期は独自の作風が初めて打ち出された「さまよえるオ
ランダ人」を取り上げます。教室での受講も可。 新設

11／9、12／21
火 13:00～14:30

2回	 会員	 6,666
	 一般	 8,866

ワーグナー「ワル
キューレ」
　オンライン講座

シリーズ「作曲家でたどる音楽史」第７回。19世紀ドイツの
作曲家リヒャルト・ワーグナーのオペラから、「ワルキュー
レ」の魅力を深く読み解きます。 新設

11／13
土 18:30～20:00

1回	 会員	 3,333
	 一般	 3,883

ドイツ語で楽しむオペ
ラ
　「ヘンゼルとグレーテル」

日本大学准教授
 佐藤　　英

フンパーティンクの「ヘンゼルとグレーテル」の名場面を、ド
イツ語の原文と舞台映像の鑑賞を通して味わいます。ドイツ
語の学習経験がなくても大丈夫です。 新設

12／11
土 13:00～16:20

1回	 会員	 7,513
	 一般	 9,713

ワールド音楽入門 音楽ライター
 サラーム海上

伝統とグローバル文化の狭間で生まれるワールド音楽。中東
やインド亜大陸で音楽フィールドワークを行う講師が、最新
の現地撮影動画等を交えて立体的に解説します。

10／13、11／10、12／8、
1／12、2／9、3／9
水 19:30～21:00

6回	 会員	 19,998
	 一般	 26,598

ジャズ・聴き比べの楽
しみ

ジャズ評論家
 寺島　靖国

いい曲に出会いたい。スタンダードの名盤や必聴の新盤を紹
介、ミュージシャンや楽器、その演奏の生まれた背景や聴き
どころを語ります。ジャズの深みは聴き比べから。

10／19、11／16、12／21
火 19:00～20:30

3回	 会員	 9,999
	 一般	 13,299

クロノス・クァルテッ
トの奏でる新しい音楽
　オンライン講座

ジャンルや様式にとらわれず、新しい音楽の演奏に励むアメリカの弦楽四重
奏団、クロノス・クァルテット。結成50周年を前に、その画期的な活動と音
楽についてご紹介します。講師は10月は武蔵野美術大学教授・音楽評論家の
白石美雪さん、11月は音楽評論家の松山晋也さん、12月は音楽評論家の大西
穣さん。聞き手はコンサートプロデューサーの小澤貴広さんです。教室での
受講も可。 新設

10／16、11／20
土 13:00～14:00
12／4
土 16:00～17:00

3回	 会員	 7,689
	 一般	 10,989
各回の申し込みも可能

レクチャー＆コンサート
クラシック音楽を生涯
の友に

クラシック音楽史の探究を映像も交えて。解説は音楽プロデューサーの中野
雄①ヴィオラ奏者・安達真理。バッハの無伴奏組曲など②ヴァイオリニスト・
永井公美子とピアニスト・矢島愛子。ベートーヴェンなど③ヴィオラ奏者・
松実健太が主宰するカルテット・リリウム。ベートーヴェン「ラズモフスキー
弦楽四重奏曲第1番」ほか④ヴァイオリニスト・尾池亜美とピアニスト・尾池
真生子。シューベルトの「幻想曲」など⑤チェリスト・鳥羽咲音とピアニスト・
鳥羽泰子。バッハなど⑥ピアニスト・深沢亮子のソロ・プログラム。モーツァ
ルト、ベートーヴェン、シューベルトの名作を。ゲスト、演奏曲目は変更す
る場合もありますのでご了承下さい。 新設

10／5～12／14
火 13:00～14:30

6回	 23,958

モーリス・ラヴェル
「クープランの墓」

バロックの鍵盤組曲を模した6曲の小品。戦死したラヴェルの知人たち、そし
てフランス・バロックを代表する作曲家クープランへ捧げられています。東
京芸大教授の小鍛冶邦隆さん解説、ピアニスト中井正子さんの演奏です。

10／22
金 10:30～12:00

1回	 会員	 3,553
	 一般	 4,653

ヴェルディ「椿姫」　物
語と音楽の魅力
　オンライン講座

ハクジュホールでこの冬行われる「TRAGIC TRILOGY I　椿姫」。公演に先駆
けて、音楽における物語表現について、バリトンの大西宇宙さんと演出家の
田尾下哲さんが語り合います。教室での受講も可。 新設

10／24
日 13:30～15:00

1回	 会員	 3,993
	 一般	 5,093

ドビュッシー、ラヴェ
ルにみる「スペイン」の
魔力

ドビュッシーとラヴェル。隣国スペインの音楽に魅せられていた２人の音楽
性は、その音楽がもつ性質やエッセンスにどう影響を受けたのか。ピアニス
トの下山静香さんがピアノ演奏とともに探っていきます。 新設

10／25
月 13:30～15:30

1回	 会員	 3,553
	 一般	 4,653

クララ・シューマンと
マリー・プレイエル
　「天才少女」ピアニスト

ピアニスト
 乙益　乃衣

幼少期から才能を開花させていたクララ・シューマンとマ
リー・プレイエル。生涯ピアノを弾き続けた二人のキャリア
と人生を通し、ロマン派ピアニストの生きざまに迫ります。

11／6
土 10:30～12:00

1回	 会員	 3,553
	 一般	 4,653

楽聖ベートーヴェン　
創作活動の軌跡を探る

ゲーテの詩を親しみ崇拝していたベートーヴェン。ピアニストの本多昌子さ
んが、２人の巨匠から生まれた音楽を、テノール歌手の蔵田雅之さん、ピア
ニスト（桐朋学園大学）の鈴木陽菜さんと演奏を交え解説します。 新設

11／6
土 13:00～14:30

1回	 会員	 4,213
	 一般	 5,313

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
ロマン溢れるハーモニ
カの歴史と魅力
　オンライン講座

中国の笙を祖とし、1821年に原型が誕生したハーモニカ。そのロマン溢れる
歴史と魅力を、明治大学教授の加藤徹さんとハーモニカプレイヤーの居相毅
さんが演奏を交えながら解説します。教室での受講も可。 新設

11／6
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,993
	 一般	 5,093

未来への前奏曲
　デビュー25周年に寄せ
て　part ２

ピアニスト
 宮谷　理香

25周年を迎え、現在を未来への「前奏曲」として奏でる、と
いう力強いメッセージを掲げる講師。10月には新アルバム
を発売。演奏を交えて「前奏曲」を深堀りします。 新設

11／7
日 13:00～14:30

1回	 会員	 3,553
	 一般	 4,653

今井俊輔が魅せる　イ
タリアオペラ、バリト
ンの世界

深い美声と変幻自在の演技力で注目のバリトン、今井俊輔さん。ヴェルディ、
プッチーニのオペラアリアの実演とトークで、めくるめくイタリアオペラの
世界へ誘います。ピアニストは濱野基行さん。教室での受講も可。 新設

11／19
金 16:00～17:30

1回	 会員	 3,993
	 一般	 5,093

ポルトガルの歌ファド
を知る
　究極のファド３曲

日本ファド大使
 月本　一史

200年前ポルトガルの首都リスボンに生まれた伝統的大衆歌
謡ファド。レクチャーとミニライブでファドの世界を紹介し
ます。今期は「究極のファド３曲」を解説します。 新設

12／3
金 19:00～20:30

1回	 会員	 3,553
	 一般	 4,653

漆原朝子のヴァイオリ
ンの世界　同時代の名
曲を聴き比べる

ヨーロッパで同時代に生まれた名曲を聴き比べます。今回はバルトーク、エ
ネスコ、シマノフスキなどの楽曲を演奏。漆原朝子さんのヴァイオリンと野
田清隆さんのピアノの調べで楽曲の魅力を味わいましょう。 新設

12／12
日 13:00～14:30

1回	 会員	 3,993
	 一般	 5,093

ショパンの生涯と楽曲
　バラードⅡ　生涯の詩

音楽評論家・ピアニストの下田幸二さんとピアニストの高橋多佳子さんが、
講義と演奏でショパン作品の全貌に迫るシリーズ。今回は魅惑的な詩そのも
ののバラード第３番とショパン充実期の最高傑作バラード第４番です。

12／19
日 13:30～15:00

1回	 会員	 3,993
	 一般	 5,093

弾きたい、聴きたい
ショパン
　バラード第3番、第4番

今回はいよいよショパンのバラード第３番、バラード第４番。1990年第12
回ショパン国際ピアノ・コンクール第５位入賞のピアニストの高橋多佳子さ
んの、ショパン演奏の秘密にせまる貴重な機会です。

12／19
日 15:30～17:00

1回	 会員	 3,553
	 一般	 4,653

ボイストレーニング
歌う人のためのはじめ
ての解剖学
　オンライン講座

ソプラノ歌手・音
楽教育家
 川井　弘子

私たちが思うよりずっと賢いからだのことを、解剖学を使っ
て歌う人のために親しみやすく解説します。技術を気にせず、
しなやかに歌うための秘密がここにあります。

10／9、11／13、12／11
土 20:00～21:00

3回	 会員	 7,029
	 一般	 8,679
各回の申し込みも可能

基礎から学ぶボイスト
レーニング
　オンライン講座

東京混声合唱団
 秋島　光一

ひとりでできる発声トレーニングで、さらに声を磨きましょ
う。今期は「姿勢・呼吸・発音」の復習をふまえて、実際の歌
唱にどのように活かせるか実践します。

11／20、12／18
土 10:30～11:30

2回	 会員	 4,686
	 一般	 5,786
各回の申し込みも可能

歌声を鍛えるボイスト
レーニング　月朝

高い音が出ない、声量がない、音程がずれる、息が続かないなどの悩みを克
服したい方に。YUBAメソッド認定インストラクターの清水安基子さんの指
導で日本の名曲や海外の多彩な曲を歌い「歌う力」を身につけます。

10／11～12／27
月 10:30～12:00

6回	 19,998

ヘンデル「私を泣かせ
てください」を歌う

「歌声を鍛えるボイストレーニング」体験講座。YUBAメソッド認定インスト
ラクターの清水安基子さんが、ヘンデルの「私を泣かせてください」を気持ち
よく歌うコツを指導します。 新設

10／11
月 10:30～12:30

1回	 会員	 3,333
	 一般	 4,433

歌声を鍛えるボイスト
レーニング　女性限定　
金午後

歌は心を豊かにし、あなたの世界を広げてくれます。YUBAメソッド認定イ
ンストラクターの清水安基子さんの指導で高い音が出ない、声量がない、音
程がずれる、息が続かないなどの悩みを克服する方法を学びます。

10／1～12／17
金 13:00～15:00

6回	 21,318

ヘンデル「私を泣かせ
てください」を歌う・
女性限定

「歌声を鍛えるボイストレーニング」体験講座。YUBAメソッド認定インスト
ラクターの清水安基子さんが、ヘンデルの「私を泣かせてください」を気持ち
よく歌うコツを指導します。 新設

10／1
金 13:00～15:00

1回	 会員	 3,553
	 一般	 4,653

歌声を鍛えるボイスト
レーニング　木夜

日本の歌からアリアなどの名曲まで幅広い曲を楽しみながら歌声を鍛えます。
YUBAメソッド認定インストラクターの清水安基子さんの指導で発声のコツ
を学び「歌う力」を身につけます。仕事帰りの方におすすめです。

10／7～12／16
木 18:30～20:00

6回	 19,998

歌唱とボイストレーニ
ング

声楽家の熊谷卓さん、ピアニストの和田容子さんが、基本的な呼吸法から発
声までのトレーニング、それを実際の歌唱に生かす方法を個人指導します。
初心者からコンクールを目指す上級者まで、目標に合ったアドバイスも。

10／14～12／23
木 18:30～20:30

6回	 27,258

元気になるボイスト
レーニング
　オンライン講座

ソプラノ歌手
 石田祐華利

発声の仕組みを図解を交えて解説し、表情筋や舌等のエクサ
サイズ、母音、50音の発声練習をします。家にあるものを使っ
た効果的なトレーニングも紹介。女性限定。

11／3
水 13:00～14:00

1回	 会員	 3,333
	 一般	 3,883

ホームページ（WEB サイト）でのお申込み方法は、p.2 をご覧ください。

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 35



朝カル　新宿 検索

歌唱・クラシック トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
Vivaイタリアーノ オペラ歌手

 樋口　達哉
オペラ界の第一線で活躍中の講師が指導する、イタリア歌曲
を歌うクラスです。名曲の数々をイタリアの陽光のように高
らかに豊かに歌い上げましょう。

10／14～12／2
木 15:30～17:00

3回	 11,649

オペラアリアにチャレ
ンジ
　「パパパの二重唱」

モーツァルトのオペラ「魔笛」より「パパパの二重唱」をドイツ語で歌います。
テノール歌手の高野二郎さんが発声・発音の基本から丁寧に指導します。一
緒に楽しく歌いましょう。「オペラを楽しみながら歌おう」初回。

10／6
水 11:00～12:30

1回	 会員	 3,443
	 一般	 4,543
	 教材費	 55

オペラを楽しみながら
歌おう

親しみやすいオペラのアリアを中心に、グループレッスンで行います。のび
のびと歌いましょう。オペラやミュージカルで活躍中のテノール歌手高野二
郎さんが、発声の基本から指導します。ピアニストは松田祐輔さん。

10／6～12／15
水 11:00～12:30

6回	 19,998
	 教材費	 165

ドイツ歌曲を楽しみな
がら歌おう

シューベルト、シューマンなどの作品から数曲ずつ取り上げ、発音や対訳解説、
音取り、楽曲解説など丁寧に指導します。講師はオペラやミュージカルで活
躍中のテノール歌手高野二郎さん。ピアニストは松田祐輔さん。

10／7～12／16
木 11:00～12:30

6回	 19,998
	 教材費	 165
初回のみの申し込み可能

ドイツリートを楽しむ 声楽家
 人見　　共

発声の基本やドイツ語の発音、詩の解釈を丁寧に指導します。
気持ちよく声を出し歌います。今期はブラームス「おお、私
が帰る道を知っていたら」シューベルト「月に寄せて」。

10／6～12／15
水 15:30～17:00

5回	 16,665

童謡と懐かしいうた 懐かしい数々のうたを、きれいな声と日本語を心掛けて歌います。講師は子
ども番組でうたのおねえさんも務めた、声楽家の中川順子さん。演奏はピア
ニスト西島麻子さん。楽しい雰囲気の中で一緒に歌いましょう。

10／5～12／21
火 10:30～12:00

6回	 19,998
	 教材費	 264

ポピュラーソングを歌
う

心に残る美しいうたの数々。日本の歌、世界の民謡、ミュージカルナンバー
など人気曲を中心に、希望曲も入れながらみんなで歌います。講師は声楽家
の中川順子さん、伴奏はピアニストの西島麻子さん。

10／7～12／16
木 13:30～15:00

6回	 19,998
	 教材費	 264

抒情歌・ポップスを歌
おう
　生ピアノの伴奏で楽しく

合唱指揮者
 齋藤　　令

発声、呼吸法を学びながら、全員が同じ音程で声を出すこと
から始めます。童謡、抒情歌、ポップスなどの馴染み深い美
しい曲を、思いきり歌いましょう。

10／12～12／28
火 10:30～12:00

6回	 19,998

世界の歌・日本の歌 高い声が出ない、息が続かないなどの悩みを解消。オペラやミュージカル、
カラオケの名曲まで、上手に楽しく歌えるよう声楽家の西田智朱子さんが実
践的に指導します。初めての方も大歓迎。ピアニストは広瀬靖子さん。

10／13～12／22
水 10:45～12:15

6回	 21,318
	 教材費	 220

世界の名曲を歌う 声楽家の菊地美奈さんとピアニストの黒木直子さんの伴奏で各国の色んな名
曲の数々を原語で楽しく歌います。初めて歌う方にもわかりやすく発声や発
音から指導します。

10／4～12／6
月 13:00～15:00

5回	 17,765

アリアに挑戦
　あなたも歌える

声楽家
 佐藤　敦史

音楽初心者でも必ず歌えるよう現役のオペラ歌手がピアノ伴
奏でやさしく指導します。名テノール、名ソプラノになった
つもりで楽しく歌いましょう。個別指導もあります。

10／6～12／15
水 18:30～20:30

6回	 19,998

コーラス トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

女声合唱を楽しむ 日本や世界の美しい合唱作品を題材に、自分が選んだパートで基礎から表現
豊かな合唱を目指します。声が響きあうハーモニーの心地良さを指揮者の安
達陽一さんとともに楽しみましょう。伴奏はピアニストの中村直樹さん。

10／1～12／17
金 10:00～12:00

6回	 21,318

アカペラで歌う「時代」アカペラグループ
 トライトーン

今期の課題曲は中島みゆきの「時代」です。トライトーンオリ
ジナルアレンジをゆるやかな３連符バラードのリズムに乗せ
て、力強くおおらかにハモっていきましょう。 新設

10／9、11／6、12／4
土 18:30～20:00

3回	 会員	 9,999
	 一般	 13,299

アカペラで歌うクリス
マスソング

「O Christmas Tree（もみの木）」をトライトーンのオリジナ
ルアレンジバージョンで歌います。ハモることの楽しさや喜
びを分かち合いましょう。 新設

12／15
水 18:30～20:00

1回	 会員	 3,333
	 一般	 4,433

ポピュラーソング トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

クリスマス・ゴスペル
を歌おう

ゴスペルシンガー
 尾崎久美子

「Silent night（きよしこの夜）」をゴスペルのアレンジで歌い
ます。リズムにのって楽しく、初めての方や普段声を出す機
会が少ない方もぜひご一緒に。 新設

12／24
金 18:45～20:15

1回	 会員	 3,443
	 一般	 4,543

ゴスペルを歌おう ゴスペルは希望と祈りの歌です。基礎の発声法、歌詞に込め
られた言葉の意味など、さまざまな方向から理解を深め、魅
力を追求します。あなたのゴスペルを歌いましょう。

10／8、22、11／12、26、
12／10、24
金 18:45～20:15

6回	 会員	 19,998
	 一般	 26,598

ジャズ・ヴォーカル入
門

ジャズ・ヴォーカ
リスト
 守屋　裕二

スタンダードナンバーを基礎から丁寧に指導。３ヵ月で課題
曲５曲を取り上げます。聴いて楽しんでいたジャズを歌う側
に立って、お気に入りの１曲を見つけてみませんか。

10／6～12／22
水 13:00～15:00

11回	 36,663

ジャズヴォーカル
　ロマンティックにスタン
ダードジャズ

ジャズ・ヴォーカ
リスト
 松岡美代子

青春の想い出の歌、映画の中で使われた懐かしい曲を中心に
基礎から指導します。課題曲を全員で歌った後一人ずつ歌い、
３ヵ月で３曲を練習します。

10／11～12／27
月 18:30～20:30

6回	 19,998

中級ジャズ・ヴォーカ
ル

ジャズ・ヴォーカ
リスト
 三槻　直子

英語の発音、歌詞の意味、表現方法、発声の基本をきっちり
学べる「目からうろこ」のクラスです。個性にあった歌い方を
指導。スイングする楽しさを知ることができます。

10／6～12／22
水 18:00～20:00

6回	 21,978

カンツォーネとシャン
ソン

歌手
 庄司　　淳

サンレモ・フェスティバルの親しみやすいカンツォーネを中
心に、時にはポピュラーやシャンソンも交えて日本語で歌い
ます。基本の発声法、譜面の読み方も指導します。

10／12～12／28
火 18:30～20:00

6回	 19,998
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楽器を奏でる トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
リコーダーアンサンブ
ル

リコーダー奏者
 高橋明日香

誰もが一度は吹いたことのある身近な楽器、リコーダー。ア
ルトリコーダーを中心に基礎的な練習をし、簡単なアンサン
ブルを楽しみましょう。楽譜の読める方対象。

10／13～12／22
水 18:30～20:00

6回	 19,998

フルート・アンサンブ
ル初級

フルーティスト
 松尾　麻里

フルートは、クラッシックからポピュラー音楽まで幅広く楽
しめる、身近な楽器です。初級クラスでは、楽器に慣れて簡
単なアンサンブルができることを目標とします。

10／2～12／25
土 19:15～20:15

7回	 23,331

フルート・アンサンブ
ル中級

演奏上の悩みを解決しながら、基本的な奏法のさらなるレベ
ルアップを目指します。仲間とのアンサンブルを楽しみます。

10／2～12／25
土 18:15～19:15

7回	 23,331

クロマチック・ハーモ
ニカ（Ａ）

クロマチック・
ハーモニカ奏者
 崎元　　讓

旋律楽器と同じ機能をもつクロマチック・ハーモニカ。初心
者は楽器の持ち方から始め、経験者はスタカート奏法など高
度な技術へと進みます。Aクラスは初・中級。

10／5～12／21
火 15:30～17:00

6回	 21,318

クロマチック・ハーモ
ニカ（Ｂ）

クロマチック・ハーモニカは１本で幅広いジャンルの演奏が
可能です。経験者はスラー、スタカート奏法や重音奏法など
高度な技術へと進みます。Ｂクラスは中・上級。

10／12～12／28
火 15:30～17:00

6回	 21,318

ティンホイッスル・入
門
　アイルランドのたて笛

ティンホイッスル
奏者
 安井　マリ

映画「タイタニック」、CMやドラマなどでも耳にする素朴な
音色の笛。心をいやす伝承曲や軽快なアイリッシュダンスの
曲などを楽しみます。アドバンスは13時30分から。

10／23～12／25
土 12:30～14:00

3回	 9,999
	 教材費	 1,100

チ タ ー 日本チター協会会
長
 内藤　敏子

ヨーロッパの長い歴史の中で育まれたチターは、その美しく
優しい音色で人々の心を和ませます。初心者から経験者まで、
レベル別のグループレッスンで丁寧に指導します。

10／6～12／15
水 13:00～14:30

6回	 19,998

はじめてのウクレレ 白石信ミュージッ
クソサエティ講師
 石山　哲也

ウクレレを始めてみませんか。基本から弾き方を指導します
ので、楽器演奏が初めての方も安心してご参加ください。心
地よい音色に包まれながら楽しく学びます。 新設

10／13～12／22
水 10:30～12:00

6回	 19,338

ゆっくり学ぶウクレレ
　ベーシック

ハワイアン、スタンダード、ポップスなどを練習します。ベー
シックは持ち方から指導する初心者クラス、経験者は13時
30分からのバリエーションへ。受講料別途。

10／13～12／22
水 15:15～16:45

6回	 19,338

１日体験　ウクレレを
習おう

ウクレレの経験が全くない方や、以前挑戦して挫折した方を
対象にした１日講座です。指導のうまさに定評のある講師と
一緒に、最後は１曲弾きましょう。楽器貸し出しあり。

10／13
水 15:15～16:45

1回	 会員	 3,333
	 一般	 4,433

ウクレレでメロディー
　あこがれのソロ

ウクレレであこがれのメロディーを奏でましょう。コードは
わかるけど、メロディーが弾けない、難しいと感じる方に最
適な講座。上手に弾くコツをみんなで学びます。要経験。

10／6～12／15
水 15:30～17:00

6回	 20,658

津軽三味線 津軽三味線奏者
 澤田　勝仁

津軽の風土に培われた力強い太棹の特徴ある響きを体感しま
せんか。津軽弁のトークを交え、初心者から経験者までレベ
ルに合わせ、楽しく指導します。楽器貸し出しあり。

10／11～12／27
月 19:00～21:00

6回	 20,658
	 備品使用料	 6,600

古典芸能 古典芸能の見どころ・見かた
年忘れ　文菊を聴く、
文菊に聞く。

落語家
 古今亭文菊

当代きっての若手実力派が、正統派古典落語２席披露します。
また、事前質問を受け付けて双方向のやりとりも楽しみます。
江戸の粋とトークをお楽しみください。 新設

12／7
火 18:30～20:00

1回	 会員	 3,800
	 一般	 3,800

橘蓮二が語る芸人の世
界

演芸写真家
 橘　　蓮二

大御所から若手まで落語家や講談師の人と芸の神髄に迫る写
真。20数年にわたり寄席演芸を撮り続けてきた講師が、強
く印象に残った高座や芸人の素顔を紹介します。 新設

12／9
木 19:00～20:30

1回	 会員	 3,800
	 一般	 3,800

全盛期の談志
　オンライン講座

落語評論家
 広瀬　和生

志ん朝の死後、一層精力的に落語に取り組んだ立川談志は
60代後半で全盛期を迎えます。その姿を追い続けた講師が、
リアルな談志像を語ります。教室での受講も可。 新設

10／29
金 19:00～20:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

能をどう見るか
　能「遊行柳」生きとし生け
るものへの讃歌

明星大学教授
 村上　　湛

世阿弥「西行桜」と対に扱われる観世信光の能「遊行柳」。学問
的に誤解されてきたこの作品が、いかにすばらしく、生命の
本質を讃える偉大な作品であるかについて考えます。

10／14、11／11、12／9
木 19:00～20:30

3回	 会員	 9,999
	 一般	 13,299

能の名作を味わう
　弱法師・小袖曽・我山姥

国士舘大学教授
 表　きよし

代表的な１作品を取り上げ、素材となった文学作品や伝説、
謡の文句、構成や演出の特徴など様々な角度から分析します。
作者の個性や工夫に触れ能の魅力を味わいます。

10／22、11／26、12／24
金 10:00～11:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

歌舞伎を楽しむ
　さあ劇場へ

古典芸能解説者
 葛西　聖司

襲名披露公演も続き、歌舞伎熱が高まっている今、ぜひ劇場
へ。「大看板」も「花形」も大活躍。お宝映像や貴重な音源を交
え上演中の作品の見方、楽しみ方を解説します｡

10／14～12／9
木 15:30～17:00

3回	 9,999

歌舞伎鑑賞案内
　今月の歌舞伎、来月の歌
舞伎

早稲田大学教授
 児玉　竜一

歌舞伎座や国立劇場でその月に上演されるお薦めの舞台を取
り上げ、見どころを解説。さらに翌月に予定されている演目
から、注目すべき配役や珍しい作品を紹介します。

10／12～12／14
火 15:30～17:00

4回	 13,332
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朝カル　新宿 検索

能・狂言 トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
観世流　謡曲体験
　大松クラス

観世流能楽師
 大松　洋一

覚えやすく声の出しやすい「鶴亀」、「橋弁慶」、「吉野天人」な
どから「観世流初心謡本」を１年で学ぶ「謡曲・入門」クラスの
１日体験。発声、発音、節まわしを練習します。

10／14
木 13:00～13:50

1回	 会員	 3,113
	 一般	 4,213

観 世 流 観世流能楽師
 大松　洋一
 髙梨　良一
 髙梨　万里

能の基本である謡曲・仕舞を習得し、また鑑賞の手引きとなるように指導します。謡曲初級は発声、発音、
節付けなど正確な謡いを学びます。仕舞は「熊野」から、扇の扱い、身体の構え、足の運びなどを身につけます。
２年目には能の持つ曲柄（神・男・女・狂・鬼）の違い、位について稽古を進め、理解を深めます。

謡曲　入門 大松 木 13:00～13:50 10／14から 6回	 18,678

謡曲　入門～中級 髙梨 木 19:00～20:00 10／14から 6回	 19,338

謡曲　初級 大松 木 14:00～14:50 10／14から 6回	 18,678

謡曲　中級 大松 木 15:00～15:50 10／14から 6回	 18,678

仕舞 大松 木 16:00～17:00 10／14から 6回	 19,338

宝 生 流 宝生流能楽師
 三川　淳雄

ユネスコの無形文化遺産である能の世界に触れてみませんか。謡曲は発声、謡本の読み方を初歩から。仕舞
は扇の持ち方や足のハコビ、謡に合わせて舞えるようになるまで、ていねいに指導します。

謡曲 三川 火 12:30～13:30 10／5から 13回	 40,469

仕舞 三川 火 13:30～14:30 10／5から 13回	 40,469

喜多流　能の動きを体
験する

喜多流能楽師
 塩津　哲生
 塩津　圭介

能の構想や表現を楽しみながら、咲く花、行く雲、内なる喜怒哀楽を自らの体で表す、型の面白さを体験し
ませんか。短い謡や基本の型を実演、能の芯にあるものを発見します。

仕舞 塩津 水 10:00～11:00 10／6から 6回	 18,018

謡曲 塩津 水 11:00～12:00 10／6から 6回	 18,018

はじめて学ぶ小鼓 幸流小鼓方職分
 住駒　匡彦

小鼓は打ち方や調べ（紐）の締め方で様々に音が変化し、打つ
ほどにわかる奥深い魅力を持つ楽器です。初めての方も楽し
めるように、基本から丁寧に指導します。

10／11～12／27
月 13:30～14:30

6回	 28,578

能楽囃子・小鼓 幸流小鼓方職分
 住駒　匡彦

最初は小鼓の正しい持ち方、打ち方から、曲目は「熊野」から「三井寺」までを初級の１年間（隔週クラスは２年）
で学びます。中級は謡物の曲に進み「カケリ」「中之舞」など舞物に入ります。上級は男舞から神舞など長い曲
が登場します。研究科は初・中・上級の修了者が対象の個人レッスンです。定員は５名。

初級・中級（月） 住駒 月 12:30～14:30 10／4から 13回	 61,919

初級・中級（木） 住駒 木 13:30～14:30 10／7から 6回	 28,578

上級（月） 住駒 月 12:30～14:30 10／4から 13回	 77,649

上級（木） 住駒 木 13:30～14:30 10／7から 6回	 35,838

研究科（月） 住駒 月 12:30～14:30 10／4から 7回	 58,751

研究科（木） 住駒 木 14:30～15:30 10／7から 6回	 50,358

狂言１日体験
　狂言師が教える「附子」
「柿山伏」

万作の会
 高野　和憲

構えやスリ足など舞台上の所作を通し、狂言独特の型・リズ
ムを体験します。体を動かしながらセリフを言い、教科書で
もおなじみの物語を演じます。 新設

11／4
木 14:00～16:00

1回	 会員	 3,960
	 一般	 5,060

狂　　言 万作の会 狂言は能の付属物ではなく独立した歌舞劇です。初心者は月曜クラスで「花の袖」、「宇治の晒」、「七つ子」な
ど小謡、小舞を経て、「しびり」、「魚説法」など狂言の稽古へと進みます。指導は和泉流狂言師の高野和憲さ
んと月崎晴夫さんほか。監修は人間国宝・野村万作さん。

 万作の会 月 19:00～21:00 10／25から 11回	 43,560

 万作の会 水 18:30～20:30 10／6から 11回	 43,560

オンライン講座について
【オンラインでの受講】
「オンライン講座」と表示されている講座のお支払いはWEBサイトでクレジットカード決済のみで承ります。
お申し込みには、事前にWEBサイトのユーザー登録が必要です。登録には、パソコンから受信可能なメールアドレスをご使用ください。

【受講方法の選択】
講座内容欄に「教室での受講も可」と案内があるものは、 オンライン もしくは 教室 での受講を選べます。
教室での受講を希望される方は、窓口やコンビニでのお支払いも可能です。
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日本舞踊 トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
日本舞踊入門・藤間流 藤間流師範

 藤間　作介
日本舞踊初心者の方が歩き方、座り方、扇子の扱いなど古典
舞踊の基本中の基本を身につけながら、三味線の音楽に乗っ
て楽しく踊れることを目指します。

10／1～12／24
金 15:45～17:45

13回	 46,189

坂東流・舞踊 坂東流
 坂東　　愛

歌舞伎俳優三世坂東三津五郎が流祖です。基本から始め、歌
舞伎舞踊が踊れるようになることを目指します。「京の四季」

「鶴亀」「藤娘」などを取り上げ楽しく稽古します。

10／4～12／27
月 11:45～13:45

13回	 44,759

沖縄の古典舞踊 東京･沖縄芸能保
存会
 児玉　清子

300年前の琉球王朝時代に、王の前で踊ったことから御前風
とも称される沖縄舞踊の基礎「かぎゃで風」などを、はじめて
の方でも踊れるよう指導します。

10／10～12／26
日 13:00～14:30

6回	 20,658

雅　　楽
古代を舞う　舞楽・右
舞―舞のきほん
　オンライン講座

雅楽演奏家
 中村かほる

雅楽を伴奏に舞う舞楽・右舞の基本について、初めての方に
もわかりやすく映像を交えて解説します。ゆったりとした舞
の動きを体験し、豊かな音楽性を感じましょう。

11／21
日 11:00～12:00

1回	 会員	 2,343
	 一般	 2,893

古代を舞う　舞楽・右
舞―舞を愉しむ
　オンライン講座

舞楽や雅楽をさらに知りたい方のために、舞の姿に焦点を当
ててわかりやすく解説します。悠久の時を受け継がれてきた
豊かな音楽性をより身近に感じてみましょう。

12／5
日 11:00～12:00

1回	 会員	 2,343
	 一般	 2,893

舞楽　右舞
　古代を舞う

笛や篳篥など、雅楽器の優雅な音曲に合わせて舞う古代の舞
は、悠久の自然そのもの。時空を超えて古代人になるひとと
きを舞の中に求めます（右舞は高麗楽の伴奏で舞う）。

10／3～12／19
日 13:00～15:00

6回	 21,978

雅楽の調べで舞う
　舞楽・左舞体験

雅楽演奏家
 中村　仁美

中国頽落伝来の雅楽を伴奏に、基本的な舞の手と動きを体験
します。講師の歌う篳篥の唱歌（しょうが）に合わせて動きを
まね、古代の時の流れを身体で感じましょう。

10／10
日 15:00～16:30

1回	 会員	 3,333
	 一般	 4,433

舞楽　左舞
　古代を舞う

唐楽を伴奏とする左舞の中の「蘭陵王」などを舞います。講師
の歌う篳篥の唱歌（しょうが）に合わせて動きをまね、古代の
時の流れを身体で感じましょう。

10／10～12／26
日 15:00～16:30

6回	 19,998

古代歌謡
　古代を歌う

雅楽演奏家
 石川　　高

古代の物語伝承に大きな役割を持つ古代・中世歌謡。神楽歌
から今様歌謡まで、人と自然が共生していた時代の歌を楽し
み、古代人の息づかいに触れます。

10／3～12／19
日 10:00～12:00

6回	 21,978
	 教材費	 440

邦　　楽 トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

箏曲　生田流 箏曲演奏家
 田中　美香

初めての方でも美しい音色が出せるよう、指の使い方から指導します。わらべうた・唱歌・童謡などのメロ
ディーから練習し、小曲集修了後は「六段の調」などの古典から「春の海」などの宮城曲、現代曲の合奏へと進
みます。立筝台を利用し、椅子でのお稽古も可能です。

 田中 土 15:30～17:30 10／9から 11回	 41,503

 田中 月 10:00～12:00 10／4から 6回	 22,638

筝曲　山田流 親指の正しいひき方、中指、さし指の爪の当て方、正確な調弦、左手のおし方、
美しいうたい方を。琴をひく楽しさ、聞く楽しさ、芸術の楽しさに触れます。
指導は谷珠美邦楽研究グループ主宰の谷珠美さんと美蔦洋子さん。

10／5～12／21
火 10:00～12:00

6回	 22,638
	 備品維持費	 822

長唄（月） 長唄東音会名誉顧
問
 宮田　哲男

研精会の楽譜に基づく長唄の稽古。正しい伝統の長唄が身に
つくように、段階を踏んで高度な技術までを指導します。経
験のある方が対象。

10／4～12／20
月 13:30～15:30

6回	 29,238

長唄入門 長唄東音会
 平尾ひろみ

研精会の楽譜に基づく長唄を、発声の初歩から手ほどきしま
す。伝統の長唄を楽しみましょう。邦楽の粋な世界が広がり
ます。

10／5～12／21
火 17:30～19:30

6回	 22,638

長唄の三味線　入門
（日）

三味線の正しい持ち方、絃の弾き分け、音階の勘どころを。童謡などわかり
やすい曲から始め、長唄の初歩曲から一般的な曲まで基本を指導します。指
導は岡安茂登講師、岡安香代講師。

10／3～12／26
日 14:40～15:20

9回	 30,987
	 備品維持費	 603

長唄の三味線　初級
（日）

三味線の正しい持ち方、絃の弾き分け、音階の勘どころを。童謡などわかり
やすい曲から始め、長唄の初歩曲から一般的な曲まで基本を指導します。指
導は岡安茂登講師、岡安香代講師。

10／3～12／26
日 13:50～14:30

9回	 30,987
	 備品維持費	 603

長唄の三味線　中級
（日）

三味線の正しい持ち方、絃の弾き分け、音階の勘どころを。童謡などわかり
やすい曲から始め、長唄の初歩曲から一般的な曲まで基本を指導します。指
導は岡安茂登講師・岡安香代講師。

10／3～12／26
日 13:00～13:40

9回	 30,987
	 備品維持費	 603

長唄の三味線（火） 東京音楽大学講師
 杵屋五吉郎

三味線の正しい持ち方、絃の弾き分け、音階の勘どころをお
ぼえます。最初は童謡などわかりやすい曲から。次に長唄の
初歩曲から一般的な曲まで基本を指導します。

10／5～12／28
火 15:30～18:00

13回	 63,349
	 備品維持費	 871

横笛製作入門　日本の
笛を作る

笛　　師
 田中　敏長

横笛には雅楽「龍笛・神楽笛・高麗笛」、能楽「能管」、祭り囃
子や邦楽「篠笛」などがあり、すべて篠竹でできています。１
本、２本と回を重ね自分の音色を作ります。

10／23～12／25
土 15:30～17:30

3回	 17,589

横笛　入門・初級 日本古来の横笛の技術を習得するために篠笛の基礎を学び、日本古謡、民謡、
長唄などの曲を体得、ソロ演奏や合奏を楽しみます。指導は横笛会代表の鯉
沼廣行氏ほか。中級・上級は11時から。

10／1～12／24
金 10:00～11:00

13回	 41,899

全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます 39
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
福原流・篠笛（水） 持ち方、かまえ、息の出し方の基礎を。簡単な練習曲から「さくらさくら」「荒

城の月」、上級では「黒髪」なども。レベル別に30～40分の稽古。初心者は17：
30から。福原流笛方の福原百華氏、福原聖子氏の指導。

10／6～12／15
水 17:30～20:30

6回	 19,338

篠笛と能管に親しむ 横笛奏者
 福原　清彦

日本の伝統芸能に欠かせない二つの横笛。初心者は篠笛の手
ほどきから。中上級者には能管も指導します。レベル別に
30～40分の稽古。初心者は９：30から。

10／3～12／26
日 9:30～12:30

10回	 31,130

福原流・篠笛（火） 持ち方、かまえ、息の出し方の基礎を。簡単な練習曲から「さ
くらさくら」や「ソーラン節」、上級では祭囃子なども。レベ
ル別に30～40分の稽古。初心者は18：30から。

10／12～12／28
火 18:30～20:30

6回	 18,678

虚無僧尺八を楽しむ・
初級
　日本の音感覚、再発見

尺八奏者
 中村　明一

江戸時代、虚無僧だけが吹くことを許された修行の器、尺八。
音色の妙を味わう虚無僧尺八を初歩から指導します。日本古
来の呼吸法「密息」も体験。

10／7～12／23
木 18:30～20:00

6回	 20,658

虚無僧尺八を楽しむ・
中級
　日本の音感覚、再発見

虚無僧尺八には、息なやし、継色(ツグリ)など他の尺八には
ない高度で様々なテクニックがあります。江戸時代より伝わ
る虚無僧曲の中から、手順を追って指導します。

10／7～12／23
木 19:00～20:30

6回	 20,658

ダンス・パフォーマンス ハワイアンフラ  トライアル（有料）が可能な講座もあります。
お問い合わせください。

井上ケイのアロハ・フ
ラ

喜びや悲しみ、祈りや感謝を表すフラ。人生経験を豊かに踊るのがフラの本
質です。自然や生きることの素晴らしさを表現すると、心も体ものびやかに
なります。リマナニフラスタジオ主宰の井上ケイさん、井上真紀さん監修。

10／6～12／22
水 14:00～15:30

12回	 39,996

マイレ本間フラ・ス
クール　入門・初級
　ハワイアン・フラ

ハワイの音楽に合わせて踊るフラは、体に負担をかけずにダイエットとデトッ
クス効果を得られると人気。一緒に踊りませんか。スクール主宰のマイレ本
間さん監修、指導はノエラニオマイレ石亀さん。女性限定。

10／13～12／22
水 10:00～11:15

6回	 20,658

アロハ・カカヒアカ
　ハワイに触れる朝のフラ

爽やかな朝の光の中で、美しく優しい音楽に合わせフラを基本から習得しま
しょう。表現をより深めるハワイの文化、習慣、言語なども学べます。講師
はナーワヒネプアモハラオマイキ主宰の和田かおりさん。女性限定。

10／11～12／27
月 10:00～11:30

6回	 19,338

バレエ・ダンス トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

クラシックバレエ１日
体験

田中りゑバレエス
タジオ主宰
 田中　りゑ

クラスに組み込みの１Ｄａｙレッスン。基礎を分かりやすく
説明し、バーレッスンなどのエクササイズを通し、その動き
を体験します。

10／5
火 18:00～19:30
10／２（土）もあり

1回	 会員	 2,893
	 一般	 3,993

やさしいバレエレッス
ン　基礎
　気分はバレリーナ

チュチュを着てレッスンするなど、バレエの華やかさや踊る
楽しさを堪能するクラス。簡単なポーズやステップでバレ
リーナ気分を満喫しましょう。

10／12～12／28
火 18:00～19:30

12回	 33,396

やさしいバレエレッス
ン　自由
　気分はバレリーナ

チュチュを着てレッスンするなど、バレエの華やかさや踊る
楽しさを堪能するクラス。簡単なポーズやステップの他、ヴァ
リエーションも。バレリーナ気分を満喫しましょう。

10／12～12／28
火 19:30～21:00

12回	 33,396

クラシックバレエ　入
門～初級

年齢や体形に関係なく、バレエの基本を理論的にやさしく指
導。優雅な動きが身につくだけでなく、健康維持にも効果的
です。初中級～中級クラスは13：30から。

10／2～12／25
土 12:00～13:30

13回	 36,179

クラシックバレエ　初
中級～中級

年齢や体形に関係なく、バレエの基本を理論的にやさしく指
導。優雅な動きが身につくだけでなく、健康を維持するのに
も効果的です。希望する経験者には月１回のポワントも。

10／2～12／25
土 13:30～15:00

13回	 36,179

バレエエクササイズ１
日体験

日本バレエ協会会
員
 中垣　栄美

クラシックバレエのストレッチを十分に行い、バレエの初歩
のやさしい動きを体験します。呼吸も意識して全身を効果的
に動かし、心も身体もリフレッシュしましょう。女性限定。

10／4
月 10:00～11:30

1回	 会員	 2,893
	 一般	 3,993

バレエエクササイズ 体を引き締めるにはバレエが効果的。ピラティスやストレッ
チで体をほぐし、初歩的なステップをゆっくり学びます。楽
しいレッスンで毎日をすっきり過ごしましょう。女性限定。

10／4～12／20
月 10:00～11:30

6回	 16,698

ゆっくり学ぶジャズダ
ンス

初心者を対象に、ジャズダンスの基礎を学びます。柔軟性を養うストレッチ
から始め、リズムにのるコツをゆっくりと学びます。名倉ジャズダンススタ
ジオ監修。平田有美氏が指導。

10／8、22、11／12、26、
12／10、24
金 13:00～14:30

6回	 会員	 18,678
	 一般	 25,278

ベリーダンス　入門 今もエジプトで踊られる伝統舞踊の入門講座。中近東の文化に触れながら、
日本でも人気の踊りを初歩から指導します。小松芳アラビア舞踊団主宰の小
松芳さん監修、指導は稲田佐知子さん。初級、中級のクラスも。女性限定。

10／5～12／28
火 18:30～20:00
初級・中級は19：00～

10回	 31,130

アメリカンカントリー
ダンス

ビートの効いたカントリーミュージックで身体に無理なく、楽しく踊りましょ
う。ナツコ・グレース＆ダンシングテキサス代表のナツコ・グレース氏とメ
ンバーの斉藤直美氏がベーシックなステップから丁寧に指導します。

10／13～12／22
水 18:30～20:00

6回	 18,678

社会の動きや様々なトピックを追いかけ、日々新しい講座が生まれています。

ホームページで、最新講座をチェック！ 朝日カル 新宿 検索
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
踊ってみようボリウッ
ドダンス　入門

インドムービーダ
ンス講師
 Ｍikan

インド映画で見せ場のコミカルでキュートなダンス。悲しい
時でもつらい時でも笑顔で踊って吹き飛ばす、ミュージカル
ダンスを一緒に踊ってみましょう。初心者歓迎。

10／7
木 18:00～19:00

1回	 会員	 2,893
	 一般	 3,993

踊ってみようボリウッ
ドダンス　初級

インド映画で見せ場のコミカルでキュートなダンス。悲しい
時でもつらい時でも笑顔で踊って吹き飛ばす、ミュージカル
ダンスを一緒に踊ってみましょう。初心者歓迎。

10／7
木 19:00～20:30

1回	 会員	 3,333
	 一般	 4,433

インドムービーダンス
入門

インド映画の中でも見せ場となる華やかなダンスシーン。こ
の元気いっぱいのコミカルでキュートなダンスを一緒に踊り
ます。初心者歓迎。気軽にご参加ください。

10／7～12／16
木 18:00～19:00

6回	 16,698

インドムービーダンス
を踊ろう

インド映画の中でも見せ場となる華やかなダンスシーン。こ
の元気いっぱいのコミカルでキュートなダンスを一緒に踊り
ましょう。初心者歓迎。気軽にご参加ください。

10／7～12／16
木 19:00～20:30

6回	 19,338

朗読・話し方  トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

声に出して読む「平家
物語」

俳優
 金子　あい

躍動感溢れる「平家物語」の世界を味わいませんか。章段ごと
に簡単な動きを交え朗読します。戦乱の世を生きた人々のド
ラマを楽しみます。解説と講師の実演あり。

10／28、11／25、12／23
木 13:00～14:30

3回	 会員	 10,560
	 一般	 13,860

物語で楽しむ朗読 語り演者
 川辺小都子

昔話や童話を中心に自然な語りかけを目指します。セリフや
地の文（ト書き）を読み分け、群読（分ち読み）や朗読劇など、
いろいろな手法で作品を仕上げます。

10／12～12／28
火 15:30～17:00

6回	 21,120

語り・朗読　想いを言
葉に
　想いを言葉に

無理なく自然に声を出す、想像力を膨らませ、物語の中の言
葉と気持ちを自分の声にのせ相手に届ける、そんな表現方法
を学びましょう。伝える魅力に触れてください。

10／12、11／9、12／14
火 13:00～15:00

3回	 会員	 10,560
	 一般	 13,860

朗読とボイストレーニ
ング

俳優
 杉浦　悦子

自分で選んだテキストで、一人一人に合わせた指導を行いま
す。声の強弱や高低、間や息の使い方など一歩進んだ表現術
を習得しましょう。役者の発声練習にも挑戦します。

10／4～12／20
月 13:00～15:00

7回	 24,871

読むこと語ること
　語り専科へ

朗演者
 岡尾智津子

日本語の美しさを知り、言葉への感性を磨き、表現力を養っ
てしっかり朗読します。語り手の個性を生かした解釈と表現
で作品の内容を聴き手に伝えましょう。

10／12～12／28
火 10:30～12:30

6回	 21,780

朗読のレッスン
　声を出す楽しさと自分を
表現する喜び

フリーアナウン
サー
 中村こずえ

朗読は、自己表現の１つです。豊かな表現力を身につけ、声
を出して読む楽しさを体験します。取り上げる作品は、現代
の短編小説など。最終回はミニ発表会を予定。

10／2～12／4
土 13:00～15:00

5回	 17,600

気持ちを伝える朗読 ナレーター
 長谷　由子

声に出して読むことで登場人物への理解が深まり、物語のイ
メージが鮮明になります。読む楽しさと伝える喜びを味わい
ましょう。レベルに合わせて指導します。

10／14～12／23
木 10:30～12:30

6回	 21,120

現地お

現地

別刷の現地講座を
ご覧ください
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外 国 語

お問い合わせ・トライアルのご予約は ☎03-3344-1948へ

欠席した場合の振り替えはありますか？

担任制、曜日・時間固定制のため、
振り替えはありません。

途中からの受講はできますか？

空席がある限り、ほとんどのクラスを受講できます。
受講料は残り回数分をいただきます。

クラスの人数はどれくらい？

会話クラスは5～10名位、
講義形式のクラスは20名位です。

朝カル　新宿 検索

入会不要の公開講座
外国の文化や言語に気軽に親しんでいただくための講座です。
※トライアルはできませんので、ご了承ください。

■語学講座はクーリング・オフの規定が適用されます。詳しくはパンフレットの
　「入会と受講のご案内」をご覧いただくか、受付におたずね下さい。

文法など基礎から
総合的に学ぶ
文法など基礎から
総合的に学ぶ

多様な言語や
文化を学ぶ
多様な言語や
文化を学ぶ 会話を楽しむ会話を楽しむ 古典語を学ぶ古典語を学ぶ原語で文学を

味わう
原語で文学を
味わう

翻訳を学び、
世界をつなぐ
翻訳を学び、
世界をつなぐ

通訳を学び、
人をつなぐ
通訳を学び、
人をつなぐ

このパンフレットや、
ウェブサイトをご利用
ください。

1回分の受講料でまる
まる授業を体験。
お得なキャンペーン期
間もあります
→P.1・P.54

最適な環境で学んでいた
だくために、レベルや目的
に合わせてクラス選びの
お手伝いをします。
一部教材は10階カウンター
にてご覧いただけます。

窓口で、または電話、
やウェブサイトから。

窓口やウェブ、またはコンビニエンスストアから
（手数料無料）→表紙裏参照
※開講の一週間前までにお願いいたします。

レッスンスタート

【 語学講座のご案内 】

世界を知る
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
韓流エンタメ翻訳秘話
　オンライン講座

翻訳家
 桑畑　優香

今や世界の潮流とも言える韓国文化。韓流エンタメに関する
多くの訳書を手掛ける講師が、翻訳時の裏話や最近のノン
フィクション翻訳とエンタメ業界についても紹介。 新設

12／4
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,290

カタカナ語から本物の
英語を学ぼう
　オンライン講座

町中に溢れているカタカナ語を取り上げ、そこから本物の英語のニュアンス
や言葉の意味、用例を学びます。講師はイングリッシュアベニュー代表の加
藤麻子さんと講師のブレット・ホメニックさん。教室での受講も可。 新設

10／16、11／6、12／4
土 13:30～15:00

3回	 会員	 14,850
	 一般	 18,150

英語で学ぶ日本史と日
本ガイド

All	About英会話
ガイド
 足立　恵子

日本の歴史や文化を英語で学びます。同時に、日本各地の名
所を外国人に説明するための表現を身につけ、英語の上達を
目指します。初級レベルの方が対象です。

10／11～12／27
月 11:45～13:15

6回	 22,440

英語で日本文化
　オンライン講座

全国通訳案内士
 上村　純子

伝統から身近な話題まで日本文化を題材に、すぐに使える英
語表現を学びます。自国の文化を再認識しながら英語力アッ
プを目指します。高校１年生程度のレベルから。 新設

10／9、23、
11／13、27、12／11
土 13:00～14:30

5回	 会員	 18,700
	 一般	 21,450

英語で楽しむ宗教画・
新約聖書Ⅱ
　オンライン講座

西洋美術史講師
 宮本　由紀

新約聖書福音書「キリストの生涯」からの話しと、マンテー
ニャ「磔刑」などを題材に、英語を中心に日本語を交えて解説
します。英検２級レベル以上。教室での受講も可。

11／24
水 13:30～15:00

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,840

英語の歴史と語源　市
民革命と新世界
　オンライン講座

慶応義塾大学教授
 堀田　隆一

17世紀の清教徒革命と名誉革命は英語の国外展開において
重要な意義をもちます。英語の世界的展開が本格的に始まろ
うとしていた時代に焦点を当てます。教室での受講も可。

10／23
土 15:30～18:45

1回	 会員	 7,480
	 一般	 9,680

ロマンス語の歴史と語
源
　フランス語の成立

東京外国語大学教
授
 川口　裕司

フランス語が成立するまでの歴史的過程を言語文化史的な観
点から概説します。基本的な単語をとりあげ、北仏語、南仏
語、フランコプロヴァンス語の違いなども学びます。

11／13
土 13:00～16:15

1回	 会員	 7,480
	 一般	 9,680

ゲルマン語の歴史と語
源
　民族大移動

京都大学教授
 河崎　　靖

カール大帝の戴冠に始まったカロリング・ルネサンスで、キ
リスト教的文化が各地で花開きました。ヨーロッパ史を読み
解く鍵として言語の果たした役割に焦点を当てます。 新設

11／23
火 13:30～16:45

1回	 会員	 7,480
	 一般	 9,680

プラハの都市伝説
　オンライン講座

チェコ蔵主宰
 ペトル・ホリー

カレル広場のファウストの家にまつわる怪奇現象など、今に
息づく「魔都プラハ」の都市伝説。カフカやマイリンクなどの
文学に触れながらたっぷり紹介します。 新設

11／20
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,290

ディランは文学だ 東京大学講師
 クリストファー
ホルムズ

ノーベル文学賞で再注目のボブ・ディラン。作品の時代背景
や与えた影響、そして受けた批判とは。20世紀のシェイク
スピアとも呼ばれる詩の世界を英語で解説します。

12／11
土 13:30～15:00

1回	 会員	 3,773
	 一般	 4,873
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【英語】　講読・朗読 トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
声に出して読む英語絵
本
　オンライン講座

リードアラウド研
究会主宰
 大島　英美

英語の絵本をread aloudしましょう。声の要素を磨き、絵
本の内容を読解、より豊かな表現を目指します。英語入門期
の子どもにも伝わる読み聞かせのコツも学べます。

10／14～12／23
木 11:45～13:15

6回	 22,440

英語で楽しむ絵本
　アンデルセン

語学講師
 井関百合子

200年以上愛され、読み継がれてきたアンデルセンの名作「お
やゆび姫」を読みます。名作以外にも、北欧神話やヨーロッ
パ各地をテーマにした作品を楽しみます。

10／11、11／8、12／13
月 11:45～13:15

3回	 会員	 11,220
	 一般	 14,520
	 資料代	 150

英語で楽しむ児童書
　マイ・フェア・レディ

一世を風靡した映画「マイ・フェア・レディ」。原作者バーナー
ド・ショーの目指す英語の魅力溢れる響きを味わいます。英
語に自信がない方も楽しめます。

10／13～3／9
水 13:30～15:00

6回	 22,440

英語で読む「オズの魔
法使い」

ＧＤＭ英語教授法
研究会会員
 唐木田照代

Ｗ．Ｗ．デンスロウの挿絵でも有名なアメリカの児童文学作
品「オズの魔法使い」。ライマン・フランク・ボームのこの作
品を丁寧に読みます。2020年10月講読開始。

10／11～12／20
月 15:15～16:45

10回	 37,400

原文で楽しむ「マクベ
ス」

早稲田大学講師
 森本　美樹

シェイクスピアの四大悲劇の一つとされる「マクベス」を丁寧
な解説で読みます。舞台や映画の映像鑑賞を取り入れ面白さ
をじっくり味わいます。2019年４月講読開始。

10／12～12／14
火 10:00～11:30

5回	 18,865

シェイクスピアを朗読
する
　オンライン講座

放送大学講師
ティモシー・
 ハリス

シェイクスピアの「ソネット」を取り上げます。シェイクスピ
ア劇のプロデュース、ディレクターを務める講師が、英語で
解説し一緒に朗読します。

10／1～12／17
金 11:45～13:15

7回	 26,180

イェイツの詩の朗読を
楽しむ
　オンライン講座

ノーベル文学賞を受賞したアイルランドの詩人、ウィリア
ム・バトラー・イェイツが生まれて150年以上。イェイツの
詩を英語で読みます。解説も英語で行います。

10／6～12／15
水 11:45～13:15

6回	 22,440

「ナルニア国物語」の世
界を楽しむ
　オンライン講座

元東京大学講師
クライブ・
 コリンズ

英国ファンタジーの名作Ｃ・Ｓ・ルイスの「ナルニア国物語」。
英国の文化や社会、キリスト教的文化などの解を交え、音読
し、英語で話し合います。2020年10月開講。

10／11～12／13
月 13:30～15:00

5回	 18,700

声に出して楽しむ英米
文学
　オンライン講座

珠玉の短編を取り上げ、作者の生きた時代や社会的背景、物
語の構成などを丁寧に読み解きます。映像なども参照しなが
ら深く味わい、英語での話し合いを楽しみます。

10／4～12／20
月 13:30～15:00

6回	 22,440

現代英文学を楽しむ
　オンライン講座

現代英国の直面する文化的、社会的な問題をふまえつつ、作
者や物語の背景、その文学世界を深く読み解きます。原書で
読み、英語で話し合います。教室での受講も可。

10／1～12／17
金 15:15～16:45

11回	 41,140

英詩紀行　湖水地方の
ロマン派詩人

大妻女子大学教授
 井上美沙子

豊かな感性で紡がれた言葉たち。英詩の魅力である美しい響
きや心地よいリズムを原語で味わいます。湖水地方を詠った
ロマン派詩人たちの作品を楽しみましょう。

10／6～12／15
水 13:30～15:00

6回	 22,440

ジェイムズ・ジョイス
「ダブリナーズ」を読む

James Joyceの不朽の短編集「ダブリナーズ」を取り上げま
す。ダブリン社会のあらゆる年齢層、階級にわたる「麻痺」状
態の群像を丹念に鑑賞します。2021年１月講読開始。

10／8～12／24
金 13:30～15:00

6回	 22,440

原書で読むヘミング
ウェイ「日はまた昇る」

中央大学名誉教授
 島村　法夫

第１次世界大戦で身体と精神に深い傷を負ったアメリカ人
ジャーナリストの生き方を読み解き、ヘミングウェイの最高
傑作と言われる本書に迫ります。2020年1月開講。

10／6～12／15
水 11:45～13:15

5回	 18,700

Downton Abbey 
Script Bookを読む

元東京大学講師
ウィリアム・
 ゲーター

20世紀初頭の英国貴族と使用人の生活を描き、世界的にヒッ
トしたドラマ「ダウントン・アビー」を読みます。背景を理解
しながら読み進めます。2017年１月講読開始。

10／11～12／27
月 13:30～15:00

6回	 22,440

英文学に親しむ 英文学作品を読み味わい、ディスカッションします。今なお
様々な分野に大きな影響を与えるディストピア小説、ジョー
ジ・オーウェルの「1984年」を取り上げます。

10／4～12／27
月 11:45～13:15

13回	 48,620

イギリスの短編小説を
読む

元東京外国語大学
特任教授
 狩野キャロライン

イギリスの短編小説集「Best British Short Stories 2019」
をゆっくりと講読し、英文学を楽しみながらイギリス文化へ
の理解を深めます。授業は英語で行います。

10／6～12／15
水 10:00～11:30

6回	 22,440

英語とラテン語で学ぶ
西洋古典
　憂鬱の解剖学を読む

元東京大学講師
 クリストファー
ホルムズ

Ｒ・バートンの「憂鬱の解剖学」の英訳を読んでディスカッ
ションします。古典の英文とラテン語で西洋の知識や発想を
学びます。中級以上。2020年12月講読開始。

10／2～12／18
土 10:00～11:30

7回	 26,180

英語でエッセイを読む
　A	Piece	of	My	Mind

東京大学講師
 クリストファー
ホルムズ

医師、医療関係者と患者の心を描いたエッセイ、米国医師会
誌「JAMA」に掲載されたコラム撰集「A Piece of MyMind」
を英語で読み進めます。

10／9～12／25
土 10:00～11:30

6回	 22,440

イエイツが編纂したア
イルランドの妖精物語
を英語で読む

アイルランド伝承
文学研究家
 渡辺　洋子

詩人イエイツが編纂した民話集 ｢Fairy and Folk Tales of 
the Irish Peasantry」を原文で読み、楽しみます。語学力は
不問です。

10／4～12／6
月 11:45～13:15

5回	 18,700

ニューロサイエンス
　アメリカ高校教科書「自
然科学」

語学講師
チャールズ・
 ホーン

神経科学で脳を考えます。「NEUROSCIENCE Exploring 
the Brain」を使い、英語で考え問いに答え発表し、総合的な
英語力を身につけます。

10／2～12／4
土 11:45～13:15

10回	 37,400

英字新聞・雑誌で知る
世界の今

語学講師
 反町八智代

「NEW YORK TIMES」や「TIME」などから多岐にわたる話題
を取り上げて音読したり、訳したりしながら学びます。英検
２級以上対象。2021年１月開講。

10／8～12／24
金 11:45～13:15

6回	 22,440

43全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます



朝カル　新宿 検索

翻訳・通訳 トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
ゲーム翻訳の世界
　オンライン講座

ゲーム・出版翻訳
者
 武藤　陽生

キャラクターのセリフから操作方法までゲームに関するすべ
ての言葉を担うゲーム翻訳。「翻訳の常識」がそれほど確立さ
れていない業界における道しるべを紹介します。 新設

12／11
土 18:00～19:30

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,290

ミステリー小説翻訳入
門
　オンライン講座

翻訳家
 芹澤　　恵

翻訳をする時どんな日本語を選ぶか難しい反面、原作や作者
に寄り添う心躍る時間でもあります。翻訳のそんな両面をミ
ステリー短編集を教材に体験してみませんか。 新設

10／2、11／6、12／4
土 13:30～15:00

3回	 会員	 11,550
	 一般	 13,200

だから翻訳は面白い
　オンライン講座

「英文を正しく解体して、正しく読む方法」をテーマに、文芸翻訳者の越前敏
弥氏と杏林大学准教授の北村一真氏が、英文の実例などを通して読解力向上
のコツを伝授。英語学習に興味がある方ならどなたでも楽しめます。 新設

11／6
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,290

文芸翻訳教室
　オンライン講座

文芸翻訳者
 越前　敏弥

ダン・ブラウンなどの作品を翻訳した講師が、翻訳書や翻訳
作業の面白さを伝えます。誤訳や悪訳、編集者とのやりとり
など実践的な例を紹介。予習不要です。

12／4
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,290

英米小説の翻訳 文芸翻訳者
 越前　敏弥

英文読解力はもちろん、知識や感性、調べる力を磨きながらじっくり取り組み、翻訳の厳しさと楽しさを堪
能します。毎回課題提出あり。

オンライン講座 越前 火 10:00～11:30 10／5から 3回	 11,220

オンライン講座 越前 木 19:00～20:30 10／14から 3回	 11,220

オンライン講座 越前 土 13:30～15:00 10／2から 3回	 11,220

児童書翻訳ワーク
ショップ
　オンライン講座

翻訳家
 神戸　万知

翻訳と英文和訳の違いから児童書に関する基礎知識を学び、
翻訳に挑戦します。子ども向けに書くコツや、ひらがなと漢
字の混ぜ具合なども楽しく学びましょう。

10／15、11／19、12／17
金 19:40～21:00

3回	 会員	 11,220
	 一般	 12,870

絵本翻訳入門
　オンライン講座

翻訳家
 三辺　律子

リズムや音など絵本の翻訳にはさまざまなコツがあります。
作者の意図をくみ取り、それを読者にわかりやすく伝えるこ
とを目標とします。

10／16～12／18
土 17:30～19:00

3回	 11,550

児童文学翻訳入門
　オンライン講座

子供の頃に読んだ本は、大人になって読んだ本より深く心に
刻まれます。翻訳のコツを学び「一生忘れられない本」を訳す
喜びを味わいませんか。

10／16～12／18
土 15:30～17:00

3回	 11,550

YA文学翻訳　楽しく
訳すために
　オンライン講座

翻訳家
 代田亜香子

登場人物に感情移入しながら、自由な文体で訳せるのが大き
な魅力のYA文学。胸をときめかせたり心を痛めたりしなが
ら訳す楽しさを一緒に体験しましょう。

10／11～12／13
月 19:40～21:00

3回	 11,550

英文翻訳塾Ａ 翻訳家
 高橋茅香子

エッセイ、評論、新聞記事、小説などさまざまな文章を教材に、
楽しく翻訳の基本を学びます。毎回の課題文の添削で、確実
に技術を身につけましょう。

10／7～12／23
木 13:30～15:00

12回	 47,520

英文翻訳塾Ｂ エッセイ、評論、新聞記事、小説などさまざまな文章を教材
に、英語を適切な日本語で表現する面白さと難しさを体験し
ましょう。毎回、課題文の添削があります。

10／14～12／23
木 15:15～16:45

6回	 23,760

通訳案内士（英語）二次
試験対策
　オンライン講座

全国通訳案内士
 上村　純子

国家資格の通訳案内士。12月12日開催予定の口述試験合格
を目指して経験豊かな講師が指導します。一人一人を丁寧に
みるため少人数制で開催します。 新設

11／13、20、27、
12／4、11
土 17:30～19:00

5回	 会員	 19,250
	 一般	 22,000

通訳ワークショップ
　オンライン講座

全国通訳案内士
 梅津奈沙美

一般的な英会話とは異なる通訳の技術。シャドウイングや
ノートテイキングなど基礎を繰り返し演習して技術の習得を
目指します。TOEIC800点以上が目安です。 新設

10／6～12／22
水 19:40～21:00

10回	 38,500

通訳初中級
　オンライン講座

全国通訳案内士
 吉村　敦子

長めのスピーチなどの通訳練習を行います。レベルの高いも
のにも挑戦しつつ、スピーカーの発言内容を把握し、スムー
ズに訳出する訓練をします。2019年４月開講。

10／7～12／2
木 19:40～21:00

9回	 34,650

通訳上級　火曜昼
　オンライン講座

外務省研修所講師
 日高　恭子

社内で通訳をしている人などを対象に幅広い題材を用い、サ
イト・トランスレーション、デリバリーなどの演習を通して
技術向上を目指します。

10／5～12／14
火 13:30～15:00

10回	 38,500

通訳上級　金曜夜
　オンライン講座

社内で通訳をしている人などを対象に幅広い題材を用い、サ
イト・トランスレーション、デリバリーなどの演習を通して
技術向上を目指します。

10／1～12／3
金 19:40～21:00

10回	 38,500

基礎・文法・ライティング・リスニング トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

英文法レベルアップ・
トレーニング
　不定詞・動名詞・分詞

英語進化塾主宰
 小山　克明

英文法のポイントを理解し、演習問題を通じてアウトプット
につなげる実践力を磨きます。文法書だけでは得られない学
びを実感できます。高校卒業程度の英語力対象。 新設

11／27、1／8
土 13:30～16:45

2回	 会員	 14,960
	 一般	 19,360

世界の著名人のスピー
チから学ぶ英語
　オンライン講座

All	About英会話
ガイド
 足立　恵子

SDGs、コロナ、LGBT、AIなど世の中の気になる話題につ
いて海外の政治家達のスピーチをリスニングし英語で話せる
事を目標とします。教室での受講も可。 新設

10／12～12／28
火 17:00～18:30

6回	 22,440

「英語耳」発音入門
　オンライン講座

元東洋大学講師
 松澤　喜好

英語は発音を身につけると、習得の速度が上がります。「英
語耳」の著者と、子音、母音、単語・文章をテーマに、発音
の基礎を実技と発音診断を交えて学びます。

10／7、21、11／4、18、
12／2、16
木 18:10～19:30

6回	 会員	 22,440
	 一般	 25,740
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
「英語耳」音読トレーニ
ング
　オンライン講座

元東洋大学講師
 松澤　喜好

ショートストーリーの音読で、ネイティブの発音とリズムを
身につけて、英語を聞く力と話す力を向上させます。発音指
導と診断を交えて学びます。

10／7、21、11／4、18、
12／2、16
木 19:40～21:00

6回	 会員	 22,440
	 一般	 25,740

15時間で速習　英語
耳
　オンライン講座

複数の英文をまとめた例文を、毎回10程度取り上げて練習
し、ネイティブのスピードでの発音と聞き取る力を養います。
発音指導と診断を交えて学びます。

10／14、28、
11／11、25、12／9、23
木 19:40～21:00

6回	 会員	 22,440
	 一般	 25,740

ヘミングウェイで学ぶ
英文法2
　オンライン講座

杏林大学教授
 倉林　秀男

文法書「ヘミングウェイで学ぶ英文法2」をテキストに、全章
を学び直します。読むときの注意点やワンポイント文法など
を著者が解説。教室での受講も可。 新設

10／21、28、11／4、11
木 18:30～20:00

4回	 会員	 14,960
	 一般	 19,360

認知言語学で学ぶ英語
の語彙・意味・文法３
　オンライン講座

東京外国語大学大
学院准教授
 大谷　直輝

言葉は人々の心を映し出す鏡のようなものです。文化や社会
の中で生きる人々の世界の捉え方が、どのように英語や日本
語の文法や語彙に影響するかについて考えます。

10／7、21、11／4、18
木 18:10～19:30

4回	 会員	 14,960
	 一般	 17,160

英語の名言で学ぶ英語
表現

語学講師
 真美ウエスト

女優や政治家など、世界の有名な女性が発した心に残る名言
を教材に、文法や英語表現を丁寧に学びます。言葉の背景を
読み解き、名言をより一層深く味わいます。

11／25、12／23
木 11:45～13:15

2回	 会員	 7,480
	 一般	 9,680

英文法整理塾
　英検３級レベルを目指し
て

英検３級は中学卒業程度のレベルです。身近な英語を理解し
使用することを目標に、文法、聞き取り、スピーキングを体
系的に学びます。2021年４月開講。

10／14～12／9
木 11:45～13:15

3回	 11,220

やりなおす高校英文法 語学講師
 長瀬　　文

１年間のカリキュラムに沿って、中学のおさらいをしつつ、
高校英文法を学びます。全ての英文法をマスターしましょう。
2021年7月開講。

10／12～12／28
火 13:30～15:00

6回	 22,440

絵を見て覚える英語入
門

ＧＤＭ英語教授法
研究会会員
 黒瀬　るみ

大人になってからの言語習得は、いろいろな苦労があります。
視覚的に理解しやすいテキストを用い、楽しみながら読む聴
く話す書く英語の総合力を身につけます。 新設

10／1～12／17
金 16:00～17:30

9回	 33,660

やり直す中学英語
　唐木田式

ＧＤＭ英語教授法
研究会会員
 唐木田照代

中学英語で学んだことを整理し、自分から発信できる力をつ
けます。英語の基本となる、基本動詞、前置詞、冠詞の使い
方を習得、英語表現を磨きます。

10／1～12／17
金 11:45～13:15

6回	 22,440

やり直す中学英語・英
作文の基礎
　唐木田式

基本動詞の意味と使い方（文法）がわかると文が作れるように
なります。動詞の後にどの前置詞を使うかで表現が広がりま
す。短い文を発話し書くことから、基礎を身に付けます。

10／8～12／24
金 11:45～13:15

6回	 22,440

英語表現トレーニング
-英作文の演習

冠詞、基本動詞、前置詞の使い方をそのつど学び直しながら、
基本となる文を練習して少し長い文も書きます。課題文を英
訳し、添削を受けることで表現力を磨きます。

10／4～12／20
月 13:30～15:00

11回	 41,140
	 教材費	 550

Writing＆Speaking 早稲田大学講師
ジェフリー・
 ハンクス

国際問題から国内の最新事情まで、幅広いテーマを扱います。
話すと書くの両方を学びながら英語の総合力アップを目指し
ます。英字新聞を辞書を引きながら読める程度。 新設

10／5～12／21
火 19:00～20:30

6回	 23,100

英語で楽しむCinema 語学講師
 クリストファー
モアリー

たくさんの人気作品を生み出す英米の映画やテレビドラマ。
セリフやナレーターなどの文章を使い、作品を楽しみながら、
読む・聞く・話す力を総合的に養います。

10／7～12／9
木 13:30～15:00

10回	 37,730

英会話（初級～中級）　 トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

英会話レベル１
　オンライン講座

語学講師
 サイモン・ダン

簡単なやりとりならできるけれど、長いセンテンスを作って
話すのは苦手という方が対象。適切な語彙と語順で表現し、
自信を持って海外旅行できる程度が目標です。

10／5～12／21
火 10:00～11:30

12回	 44,880

英会話レベル２
　オンライン講座

事実の描写や経験の報告はできるけれど、意見や感情を表現
する力は不足しているという方が対象。いろいろな表現を学
んで自分の考えを伝える練習をします。

10／5～12／21
火 11:45～13:15

12回	 46,200

英会話レベル３ 語学講師
ジャスティン・
 ルーデマン

身近な話題なら話せるが、社会や文化を語る表現力は十分で
ないという方が対象。新聞や雑誌のやさしい記事を理解し、
意見を述べられることを目指します。

10／6～12／22
水 10:00～11:30

11回	 42,350

英会話レベル４ 語学講師
ジェニファー・
 マツイ
ジャスティン・
 ルーデマン
アントニー・
 ウィンガム

すでに広い範囲の話題に対応できる方むけ。新聞や雑誌、テレビのニュースから積極的に情報を取り入れ、
論理的な話し方を学びます。定員９名。

 ジェニファー 水 13:30～15:00 10／6から 11回	 42,350

 ジャスティン 金 11:45～13:15 10／1から 12回	 46,200

 アントニー 金 13:30～15:00 10／1から 12回	 46,200

英会話（準中級～上級） トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

中級・イギリス英語 元東京外国語大学
特任教授
 狩野キャロライ
ン

アメリカ英語とは異なる発音や語彙、表現などをポイントに、
イギリス出身の講師が指導します。イギリス文化の話題も交
えて学習します。

10／13～12／22
水 10:00～11:30

6回	 22,440

In Conversation 
with TED

ビル・ゲイツ、シェリル・サンドバーグなど様々な分野の人
が講演をしたTEDカンファレンス。その講演の動画を見て
ディスカッションし、役に立つ表現を楽しく学びます。

10／6～12／22
水 11:45～13:15

12回	 46,200

45全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます



朝カル　新宿 検索

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
英語で宇宙のニュース
を読もう
　オンライン講座

語学講師
 クリストファー
モアリー

宇宙探査の発展の歴史や宇宙飛行士、火星探索など最新の宇
宙にまつわるニュースを英語で学び、英語でディスカッショ
ンします。中級から上級レベルです。 新設

10／6～12／8
水 19:00～20:30

9回	 34,650

Let’s discuss 
Japanese News
　日本のニュースを英語で

アメリカの新聞やテレビ、インターネットなどから旬な日本
のトピックを取り上げます。関心のあるテーマについてディ
スカッションを楽しみましょう。授業は英語で。 新設

10／7～12／9
木 15:15～16:45

10回	 38,500

Discussing the USA
　オンライン講座

アメリカの新聞やテレビ、インターネットなどから旬なト
ピックを取り上げ、関心のあるテーマについてディスカッ
ションを楽しみます。授業は英語で行います。

10／4～12／13
月 15:30～17:00

11回	 42,350

English Seminar 語学講師
アントニー・
 ウィンガム

世界の最新事情から国内のニュースまで、政治、環境、文化
などについて英語で意見が述べられる力をつけます。視野を
広げ、情報への感度を磨きます。

10／5～12／21
火 15:15～16:45

12回	 46,200

Speak out in 
English

昭和女子大学講師
ブライアン・
 ペック

身近な話題から最新の国際問題まで、自分が興味のあるテー
マについて、自由に英語での会話や意見交換を楽しむクラス
です。自然と会話力が身につきます。

10／5～12／21
火 19:00～20:30

12回	 46,200

英会話　日本人講師（入門～中級） トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

基礎英語をもう一度 語学講師
 森本　恭子

基礎から英語を学びたい方のために、楽しく無理なく学習を
進めます。中学２年の教科書で文法、会話、聞き取りなどを
総合的に学習します。2018年10月開講。

10／1～12／17
金 11:45～13:15

7回	 26,180

楽しく学ぶ英会話 基礎からやり直したい方のために、中学生レベルの英語を丁
寧に学び直します。簡単で役立つ表現を楽しく練習し、会話
につなげましょう。

10／1～12／17
金 13:30～15:00

7回	 26,180

やり直す基礎英会話 ＧＤＭ英語教授法
研究会会員
 黒瀬　るみ

英語を母語としない人たちのためにハーバード大学で開発さ
れた勉強法GDM（Graded Direct Method）でレッスンしま
す。英語を確実に身につけます。

10／1～12／17
金 18:10～19:30

9回	 33,660

楽しく身につく基礎英
会話

基本的な英語の語彙を使って、英会話を基礎から学び直しま
しょう。声に出したり、体を少し動かしたりしながら、英語
を一歩一歩確実に身につけます。2017年１月開講。

10／4～12／20
月 13:30～15:00

9回	 33,660

マミ先生のわくわく英
会話初級・海外旅行編
Ⅰ

語学講師
 真美ウエスト

飛行機でのシーンや、お店でのやりとりなど、海外旅行でよ
くある場面を想定し、基本表現をゆっくり丁寧に学びます。
テキスト「Passport １」を使用。

10／1～12／17
金 11:45～13:15

7回	 26,180

マミ先生のわくわく英
会話初級・海外旅行編
Ⅱ

海外旅行に行くことを目的に作られたテキストを使って、旅
行先で必要な基本表現を学びます。テキスト「Passport ２」
を使用。

10／22～12／24
金 11:45～13:15

5回	 18,700

マミ先生のわくわく英
会話・準中級

英語の発音や文法、リスニングなどを多角的に学びます。自
分の表現したいことを話せることが目標。テキスト「Talk 
Time ２」を使用。

11／4～12／16
木 11:45～13:15

4回	 14,960

トラベル英会話 All	About英会話
ガイド
 足立　恵子

英語の基礎を復習しながら旅の会話を少しずつ練習して、いざというときに必要な言葉が出てくるようにし
ます。旅の情報交換も楽しめます。オンライン講座の可能性あり。

初級 足立 月 13:30～15:00 10／11から 6回	 22,440

準中級 足立 火 15:15～16:45 10／12から 6回	 22,440

ヨーロッパ語、アジア語のコースの流れ

【ヨーロッパ語】　フランス語 トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

旅行で使えるフランス
語会話

語学講師
 ジル・カサラ

フランス旅行をより楽しむために､ 訪れる前に基本的な会話
表現を学びましょう｡ 空港､ 交通機関､ ホテル､ レストラン
､ 買い物など場面ごとに学習します｡

10／7～12／16
木 10:00～11:30

6回	 22,440

ゆっくり学ぶフランス
語会話初級

専修大学講師
フィリップ・
 ブロシェヌ

観光地以外にも、魅力的なスポットが沢山あるフランス。適
切な語彙と語順を学び、日常会話を題材にした少し長い会話
の練習をします。１年以上の学習経験者が対象。

10／9～12／25
土 13:30～15:00

6回	 22,440

DELF B1レベル合格
をめざして
　オンライン講座

語学講師
ヴァンソン・
 シャードンロー

DELFはフランス政府公認の語学資格です。B1レベル合格に
向け、試験採点官のフランス人講師がポイントを総合的に指
導します。面接対策も行います。 新設

10／14、28、
11／11、25、12／9、23
木 19:00～20:30

6回	 会員	 22,440
	 一般	 25,740

フランス語発音レッス
ン
　オンライン講座

さまざまなフランス語の文章を読み、発音を集中的に学びま
す。少人数制で時間をかけて繰り返し練習します。フランス
語初級文法を修了した方が対象です。教室での受講も可。

10／11～12／27
月 15:15～16:45

6回	 22,440
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
フランス語聞き取り入
門
　オンライン講座

語学講師
ヴァンソン・
 シャードンロー

読み書きはできてもフランス語を聞き取るのは難しいもので
す。初級レベルのテキストを用いて初歩の聞き取りを学びま
す。初級文法修了者が対象です。教室での受講も可。

10／6～12／15
水 13:30～15:00

5回	 18,700

フランス語書き取り入
門

発音しない文字が出現することも多く、単語を正しく聞き取
り、書き取ることが難しい場合があるフランス語。書き取り
練習でフランス語のレベルアップを目指します。

10／13～12／22
水 13:30～15:00

6回	 22,440

フランス語会話 語学講師
ヴァンソン・
 シャードンロー

初級は学習経験１年以上の方を対象に適切な語彙と語順で少し長い会話の練習、中級は幅広い話題について
話すことを目指します。

初級 ヴァンソン 月 11:45～13:15 10／4から 13回	 48,620

初級 ヴァンソン 水 11:45～13:15 10／6から 11回	 41,140

中級 ヴァンソン 月 10:00～11:30 10／4から 13回	 48,620

やりなおすフランス語 語学講師
ヴァンソン・
 シャードンロー

多少のフランス語経験がある方や、基礎からやり直したい方
が対象。テキストを用いて、初級文法や日常会話の習得を目
指します。発音やリスニングも丁寧に指導します。

10／6～12／22
水 18:10～19:30

11回	 41,140

やさしいフランス語文
法
　オンライン講座

会話表現の幅を広げるには文法の応用力が決め手です。入門
から初級レベルのやさしい文法を、シチュエーションごとに
繰り返し練習します。教室での受講も可。

10／4～12／20
月 15:15～16:45

7回	 26,180

楽しく学ぶフランス語
会話

日常生活から伝統、教育など日仏文化の話題を中心に、10
年以上日本で暮らす講師と楽しくおしゃべりしながら自然な
会話力を身につけましょう。準中級レベルの方が対象です。

10／6～12／15
水 10:00～11:30

5回	 18,700

トピックで学ぶフラン
ス語　フランス社会
　オンライン講座

社会制度・教育システムなどフランス社会を構成するキー
ワードを日仏文化を比較しながらフランス語で学びます。準
中級レベルから受講可能。教室での受講も可。

10／6～12／15
水 15:15～16:45

5回	 18,700

ゆっくり学ぶフランス
語会話

語学講師
ステファン・
 ラタスト

基本的な文法や会話を復習しながら、ゆっくりしたペースで
指導します。リラックスした雰囲気の中で、楽しみながら学
びましょう。準中級レベル。

10／5～12／28
火 10:00～11:30

13回	 48,620

「taxi ３」でゆっくり
学ぶフランス語会話中
上級

文法の基礎を習得した中上級者対象のクラスです。「taxi ３」
をテキストに読む・聞く・話す力を総合的にレッスン。幅広
い話題と、より洗練した表現を目指します。

10／7～12／23
木 15:15～16:45

12回	 44,880

フランス語を話してみ
よう
　準中級編

語学講師
 ジル・カサラ

身近な話題をまとまった文章で説明できることを目標に、積
極的に話すことを中心に授業を進めます。日常会話ができる
方が対象です。

10／5～12／21
火 11:45～13:15

12回	 44,880

フランスの歴史書で学
ぶフランス史

フランスで読み継がれる歴史書を読みながら、発音、文法の
確認や語彙の習得を目指します。フランスの歴史を順に辿り、
史実をフランスの視点から考えます。中級以上。 新設

10／12～12／14
火 13:30～15:00

5回	 18,700

フランスのニュースか
らみたフランス社会

フランスのニュースから様々な話題を取り上げます。リスニ
ングとディスカッションで、表現力や語彙力を実践的に養い
ます。日常会話がある程度出来る方が対象。 新設

10／5～12／21
火 13:30～15:00

7回	 26,180

Français 
contemporain

専修大学講師
フィリップ・
 ブロシェヌ

日常会話を身につけた方が対象。新聞、雑誌の記事、本の抜
粋などからさまざまな話題を取り上げ、さらに高度な会話力
を習得します。上級レベル。

10／1～12／17
金 13:30～15:00

12回	 46,200

やりなおすフランス語
文法
　オンライン講座

学習院大学講師
 中山慎太郎

初級文法をおさらいし、フランス語を読解するためのフラン
ス語力を身につけます。様々なテーマを扱った文章を通して
歴史的文化的背景も学びます。教室での受講も可。

10／2～12／18
土 15:15～16:45

6回	 22,440

フランス語で読むフラ
ンスの詩
　オンライン講座

学習院大学名誉教
授
 吉田加南子

音の響きを感じながら原文で詩を味わいます。19～20世紀
の代表的な詩人を取り上げ、背景なども解説します。フラン
ス語初心者の方も歓迎。教室での受講も可。

10／4～12／20
月 13:30～15:00

6回	 22,440

名作で学ぶフランス語 元日本女子体育大
学講師
 有馬　宏子

作品を正確に読み味わうことを目的に、パトリック・モディ
アノの青少年期を描いた自伝「Un  pedigree  (血統書)」を講
読します。2017年４月開講。

10／1～12／17
金 10:00～11:30

6回	 22,440

フランス文学名訳の追
跡

立教大学名誉教授
 朝比奈　誼

ラディゲの「ドルジェル伯の舞踏会」は心理小説の名作として
1920年代から多くの訳者を誘惑しました。今回は生島遼一
訳を軸に、新旧訳者の手際を見比べてみましょう。

10／5～12／28
火 15:30～17:00

9回	 33,660

フランスの新聞を読む フランスを代表する夕刊紙Le Mondeなどを読みます。国内
外の事件を扱う紙面からは日本のメディアとは違う世界の姿
が見てとれるでしょう。講師が解説、訳読を担当します。

10／19～12／21
火 15:30～17:00

3回	 11,220

「失われた時を求めて」
の読み解き方
　オンライン講座

慶応義塾大学講師
 菅沼　　潤

プルーストの大作「失われた時を求めて」は無意識的記憶によ
る文学創造の試みです。今期は「逃げ去る女」から「見出され
た時」へと読み進めます。教室での受講も可。

10／6～12／15
水 13:30～15:00

6回	 22,440

プルースト原典講読
「失われた時を求めて」
　オンライン講座

第３篇「ゲルマントのほう」を原書で読み進めます。翻訳では
味わえない作品の真髄に迫ります。中級以上ならどなたでも
参加可能です。教室での受講も可。

10／4～12／20
月 15:30～17:00

12回	 44,880
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朝カル　新宿 検索

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
フランス語で読むシル
ヴィ・バルタン回想録

「陰と光の間に」

コンサート・プロ
デューサー
 中村　敬子

歌手シルヴィ・バルタン一家の歴史は東西ヨーロッパの歴史
そのものです。ベストセラーとなった回想録をシルヴィと親
交のある講師と講読。初級以上。2017年４月開講。

10／1～12／3
金 15:15～16:45

5回	 18,865

歌いやすいシャンソン
で学ぶフランス語

歌詞がやさしく、聴いたことがあるシャンソンでフランス語
が楽しく覚えられます。歌詞の意味を知り、声に出して読ん
で、CDに合わせて口ずさみましょう。

10／12、11／9、12／14
火 13:30～15:00

3回	 会員	 11,319
	 一般	 14,619

原語で楽しむフランス
文学名場面
　オンライン講座

放送大学教授
 野崎　　歓

「チボー家の人々」の名場面をフランス語で読み、背景やコン
テクストを解説します。原文に触れてみましょう。初級レベ
ル。2021年４月開講。教室での受講も可。

10／7～12／9
木 13:30～15:00

3回	 11,220

フランス文学翻訳教室 東京大学名誉教授
 宮下　志朗

語学力のみならず文化の理解や日本語として表現する能力が
試される翻訳に挑戦してみませんか。難解な個所の解説や訳
語の検討を行いながらフランス文学を味わいます。

10／7～12／16
木 15:15～16:45

6回	 23,760

イタリア語 トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

料理を通して学ぶイタ
リア語入門
　オンライン講座

外務省研修所講師
 入江たまよ

イタリア料理を題材に「イタリア語の知識はゼロ」という方を
対象とした読解クラスです。レシピや郷土料理の話を交えて、
文法の基礎を身につけます。 新設

10／9～12／18
土 10:00～11:30

9回	 33,660

アートを通して学ぶイ
タリア語
　オンライン講座

イタリアにある有名な芸術作品を題材に、知識や語彙を増や
し読解力を身につけます。冠詞、名詞、形容詞、動詞の現在、
近過去などを学習したことがある方が対象。 新設

10／4～12／13
月 15:15～16:45

10回	 37,400

楽しく学ぶイタリア語
入門
　オンライン講座

語学講師
マッティーア・
 パチ

初めて学ぶ方を対象に、テレビのイタリア語講座に出演した
講師がわかりやすく丁寧に指導します。発声から文法まで、
日常会話の習得を目指して楽しく学びましょう。 新設

10／14～12／9
木 13:30～15:00

5回	 18,700

60分でイタリア語初
級
　オンライン講座

テレビのイタリア語講座にも出演した講師が丁寧に指導しま
す。60分の短い時間ですが、基本的な日常会話の習得を目
指して楽しく学びます。2021年5月開講。

10／7～12／16
木 13:30～14:30

6回	 20,460

イタリア語会話 語学講師
チンツィア・
 ミーナ
マッティーア・
 パチ
ジョバンニ・
 ピリアルヴ

豊かな文化を持つイタリアをもっと楽しむための会話講座です。言葉を知り、旅行や読書などに役立てましょ
う。陽気なネイティブ講師と楽しみながら、ゆっくり学んでいきます。オンライン講座もあります。

準中級 チンツィア 水 15:15～16:45 10／6から 9回	 33,660

準中級 マッティーア 木 15:15～16:45 10／7から 11回	 41,140

準中級 ジョバンニ 火 11:45～13:15 10／5から 12回	 44,880

イタリアを楽しむため
のイタリア語会話
　オンライン講座

語学講師
ジョバンニ・
 ピリアルヴ

豊かな文化をもつイタリアを、もっと楽しむための会話講座
です。簡単な表現を使って、ゆっくり学びます。１年半程度
の学習経験者が対象。教室での受講も可。

10／12～12／14
火 13:30～15:00

5回	 18,700

イタリア語　初級
　オンライン講座

外務省研修所講師
 入江たまよ

アルファベットから文法、会話までを分かりやすく教えま
す。色彩豊かな文化や歴史を持つイタリアの魅力を再発見し
ましょう。教室での受講も可。2021年４月開講。

10／4～12／13
月 11:45～13:15

10回	 37,400

ゆっくり楽しむイタリ
ア語
　文法・準中級

動詞の活用や目的語の代名詞などの復習をしながら接続法に
進みます。簡単なフレーズを正確に言えるようになりましょ
う。文法をもう一度やり直したい方も大歓迎です。

10／9～12／18
土 11:45～13:15

9回	 33,660

イタリアの短編小説を
読む
　オンライン講座

ゆっくり丁寧に短編小説を読みます。まずは、作家ジャンニ・
ロダーリの作品を取り上げます。１年程度の学習経験者が対
象。教室での受講も可。2021年４月開講。

10／4～12／13
月 13:30～15:00

10回	 37,400

イタリア語講読
　オンライン講座

中級程度のさまざまなジャンルの文章を読みます。文法に即
して正確に文の構造を把握し、適切な訳語を見つけ出して、
訳文を完成させます。教室での受講も可。

10／5～12／14
火 11:45～13:15

10回	 37,400

イタリア語でルネサン
ス美術を楽しく読む

多摩美術大学教授
 松浦　弘明

ラファエロが1510年頃に描いた「アテネの学堂」は多くの謎
を秘めています。近年、イタリア古代思想史の専門家が著し
た書籍を読みながら、画像とともに解説します。

10／7～12／16
木 13:30～15:00

11回	 41,140

小説で味わうイタリア
語翻訳体験
　オンライン講座

翻訳家
 関口　英子

イタリアの小説を原語で味わう喜びを体験します。読んでみ
るだけでなく翻訳にも挑戦してみましょう。日本語に置き換
える事によって言葉の面白さが見えてきます。 新設

11／13、12／4
土 17:30～19:00

2回	 会員	 7,480
	 一般	 8,580

スペイン語・ポルトガル語・アイルランド語・ウェールズ語 トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です
（P.54参照）。

スペイン語で日本紹介
　オンライン講座

通訳案内士
 高野　リカ

スペイン語ネイティブが書いた日本に関する文章から日本人
が思いつかない表現を学び、短文の作文を通してオリジナル
な日本紹介を目指します。教室での受講も可。 新設

10／27、11／10、17、
12／1
水 13:30～15:00

4回	 会員	 14,960
	 一般	 19,360

名曲の歌詞で学ぶスペ
イン語

語学講師
エリザベス・
 バサウレ

ルンバやボサノバなどラテン音楽のフレーズを聞き取りなが
らリスニング力を強化し、多様な表現を学びます。初級程度
の学習経験者が対象です。

10／14～12／23
木 10:00～11:30

6回	 22,638

ゼロからはじめるスペ
イン語
　オンライン講座

国連の公用語の一つで多くの国で話されているスペイン語。
ゆっくり楽しみながら基本的な日常会話の習得を目指しま
す。入門者向けにわかりやすく指導します。 新設

10／14～12／23
木 11:45～13:15

6回	 22,440
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
スペイン語会話初級 語学講師

ハビエル・
 サンチェス

ヨーロッパや南北アメリカなど多くの国で話されているスペ
イン語。発音、文法、会話などの基礎を、文化や歴史にも触
れながら総合的に学びましょう。2018年４月開講。

10／13～12／22
水 18:10～19:30

6回	 22,440

スペイン語会話準中級 語学講師
ルス・メリー・
 山田

スペイン語はヨーロッパをはじめ、南北アメリカなどの多く
の国で話されている言語です。文法や発音の復習や、実践的
な会話を丁寧に指導します。

10／1～12／17
金 10:00～11:30

12回	 44,880

ポルトガルのポルトガ
ル語入門
　オンライン講座

上智大学講師
 内藤　理佳

テキストの著者が基礎文法を丁寧に指導。ポルトガルの文化
にも触れつつ、日常会話の習得を目指します。ブラジルポル
トガル語との違いも解説。2021年１月開講。

10／12～12／14
火 11:45～13:15

5回	 18,700

ブラジル・ポルトガル
語入門

語学講師
 嘉悦レジーナ

リスニングを大事にして、よく使う語彙や表現など、基礎を
しっかり学びます。隔週でゆっくり学びながら簡単な日常会
話の習得を目指します。2019年７月開講。

10／5～12／21
火 13:30～15:00

6回	 22,440

アイルランド語入門
　オンライン講座

アイルランド伝承
文学研究家
 渡辺　洋子

美しい音声と不思議の世界にいざなうような発想の言葉ア
イルランド語。日常会話を中心としたテキスト「BUNTÚS 
CAINTE」を使用して楽しく学びます。 新設

10／4～12／6
月 13:30～15:00

5回	 18,700

アイルランド語初級 美しい音声と、不思議の世界にいざなうような発想のことば、
アイルランド語。小学校低学年で使うテキストを用い、基本
文法や簡単な会話を学びます。2015年10月開講。

10／12～3／8
火 19:10～20:30

6回	 22,440

アイルランド語準中級 アイルランド文化の理解を深めたい方、興味をお持ちの方が
集まる講座です。月１回の授業を気長に続けながら、アイル
ランド語の魅力に触れましょう。

10／6～3／2
水 19:10～20:30

6回	 22,440

著者と学ぶウェールズ
語入門
　オンライン講座

大東文化大学准教
授
 小池　剛史

イギリス西部に位置するウェールズで今も息づくウェールズ
語。「ウェールズ語の基本」の著者が、発音、基本文法、日常
会話をじっくり丁寧に教えます。 新設

10／12～12／28
火 19:40～21:00

6回	 22,440

ドイツ語・オランダ語 トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

ドイツ語会話 ゲーテ・インス
ティトゥート講師
 金子みゆき
慶応義塾大学講師
ダニエル・
 グロス

ドイツ語の発音や基礎文法をマスターし、会話力の向上を目指します。各レベルに応じて講師がやさしく丁
寧に指導します。

初級 金子 火 10:00～11:30 10／5から 9回	 33,660

初級 ダニエル 木 11:45～13:15 10／14から 11回	 41,140

準中級 ダニエル 木 13:30～15:00 10／14から 11回	 41,140

やりなおすドイツ語
　オンライン講座

武蔵大講師
 ラルフ・明仁

初級文法をおさらいしながら、会話力、読み書きなどのステッ
プアップを目指します。日本語も堪能なネイティブ講師が丁
寧に指導します。1年程度の学習経験者対象。 新設

10／18～12／20
月 18:10～19:30

5回	 18,700

ドイツ語会話と文化 語学講師
ペートラ・
 バルムシュ

Oliver Lück氏の著書「Buntland」を読み、文化にも触れな
がら会話の上達を目指します。中級レベルの会話力がある人
が対象。2014年７月開講。

10／6～12／22
水 10:00～11:30

12回	 44,880

ドイツ語で読んでみよ
う

上智大学教授
 高橋　亮介

ドイツ語で書かれた短めのオンライン記事やコラムの精読を
通じて既習の文法事項を整理・点検し、総合的な読解力を高
めることを目指します。中級レベル。

10／19～12／21
火 19:40～21:00

10回	 37,400

ドイツ語で読むグリム
童話

独協大学教授
 山本　　淳

グリム・メルヒェンの第７版を使いオリジナルを読み進めま
す。グリムの初版や「注釈巻」を読んだり、同時代のメルヒェ
ンなどの比較も行います。初級文法を終えた人が対象。

10／4～12／20
月 15:15～16:45

7回	 26,180

原書で味わう「ワイマ
ルのロッテ」

立教大学名誉教授
 高橋　輝暁

トーマス・マンの長編小説「ワイマルのロッテ」を、ドイツ語
の注釈を参照しながら読みます。ある程度ドイツ語の文章を
読み慣れている、中級以上の人が対象。

10／4～12／20
月 11:45～13:15

7回	 26,180

原書で味わうゲーテ
「イタリア紀行」

独協大学教授
 渡部　重美

ゲーテの「イタリア紀行」を、月１回のペースで、最初からゆっ
くり読み進めます。ゲーテのイタリア体験を追体験しつつ、
ドイツ語力のアップを目指します。中級以上対象。

10／25～12／27
月 10:00～11:30

3回	 11,220

ドイツの教養書で学ぶ
ドイツ

語学講師
ペートラ・
 バルムシュ

ドイツの教養書を読みながら、ドイツ語の発音、文法の確認
や語彙の習得を目指します。政経、歴史、自然、芸術、科学
など様々なテーマを取り上げます。中級以上。

10／6～12／15
水 11:45～13:15

6回	 22,440

原書で読むシーラッハ
「TERROR（テロ）」
　オンライン講座

世界中に大きな影響を与え、舞台化もされた弁護士F・V・
シーラッハの名作を読みます。ドイツ語で話し合い、社会・
文化への理解を深めます。教室での受講も可。 新設

10／13～12／22
水 11:45～13:15

6回	 22,440

オランダ語初級
　オンライン講座

翻訳家
デモス・
 ヨハネス

英語やドイツ語に似ている意外と身近な言葉です。会話と文
法をバランスよく織り込みながらレッスンします。2019年
10月開講。

10／7～12／23
木 19:40～21:00

12回	 44,880

ホームページ（WEB サイト）でのお申込み方法は、p.2 をご覧ください。
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北欧語 トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
著者と学ぶフィンラン
ド語初級

大阪大学講師
 山川　亜古

初級文法を丁寧に学び、基礎的な日常会話の習得を目指しま
す。今期は「ニューエクスプレス（プラス）フィンランド語」
10課の復習からです。2019年10月開講。

10／13～12／22
水 19:40～21:00

6回	 22,440

初歩から学ぶフィンラ
ンド語
　オンライン講座

慶応義塾志木高等
学校講師
 五十嵐　淳

基礎的な表現や単語、初歩的な文法事項を学習します。教材
や文法解説が掲載されている講師のオリジナルサイトも活用
できます。2019年４月開講。

10／4～12／20
月 17:00～18:20

12回	 44,880

60分フィンランド語　
中級
　オンライン講座

形容詞と副詞の比較級や最上級について学習します。教材や
文法解説が掲載されている講師のオリジナルサイトも活用で
きます。2011年４月開講。

10／4～12／20
月 18:30～19:30

12回	 40,920

ゆっくり学ぶフィンラ
ンド語入門

白百合女子大学講
師
 末延　弘子

文法や発音などを基礎からゆっくり丁寧に進めていきます。
講師オリジナルのプリントを用いながら、習得を目指します。
2018年10月開講。

10／7～12／16
木 17:00～18:00

10回	 34,100

フィンランドの絵本を
読む

絵本を3ヶ月で一冊読み終えることを目標に読み進めます。
難しい文法は授業の中でそのつど説明します。物語の世界を
楽しみながらフィンランド語を学びましょう。 新設

10／7～12／16
木 15:45～16:45

10回	 34,100
	 教材費	 770

フィンランド語 大阪大学講師
 山川　亜古
慶応義塾志木高等
学校講師
 五十嵐　淳

入門は基礎単語や文法の習得、初級は動詞の時制、準中級は基本文法から受動態などを学びます。中級から
は語彙力と会話力を上げ、文法の復習を行い、総合力を高めます。オンライン講座もあります。

準中級 山川 水 15:15～16:45 10／13から 6回	 22,440

中級 山川 水 13:30～15:00 10／13から 6回	 22,440

中級 五十嵐 月 19:40～21:00 10／4から 12回	 44,880

フィンランドのユーモ
ア小説を読む
　オンライン講座

翻訳家
 上山美保子

映画化されたトゥオマス・キュロの小説「おとぼけ爺さんぼ
やき三昧」を原書で読み、フィクションの醍醐味を味わいま
す。教室での受講も可。2021年１月開講。

10／9～12／25
土 17:00～18:30

5回	 18,700

楽しく話すスウェーデ
ン語
　オンライン講座

語学講師
 エヴァ・タムラ

ネイティブ講師と文化や身近な話題について話しながら、会
話力を身につけましょう。２年以上のスウェーデン語学習経
験者対象です。

10／5～12／21
火 19:40～21:00

7回	 26,180

スウェーデンの児童文
学を読む

元東海大学講師
 山崎　陽子

引き続きリンドグレーンの「はるかな国の兄弟」を読み進めま
す。スウェーデン語を通して豊かな児童文学の世界を逍遥し
てみませんか。初級文法修了者対象。

10／2～12／4
土 13:30～15:00

5回	 18,700

ノルウェー語準中級
　講読を中心に

語学講師
 森　　信嘉

原書でノルウェー文学を鑑賞するクラスです。様々な作品に
触れることで、ノルウェー文化への理解を深めます。文法を
ひと通り終えた方が対象です。

10／16～12／25
土 15:15～16:35

6回	 22,440

アイスランド語初級 バイキングの時代からあまり形を変えない現代アイスランド
語。基礎的な語彙から簡単な会話ができるようになることを
目指します。北欧文学や文化も紹介します。

10／16～12／25
土 16:50～18:10

6回	 22,440

東欧・中欧語 トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

ロシア語準中級 元国際基督教大学
講師
 坂内　知子

音楽的な響きが美しいロシア語。隔週のペースでゆっくり文
法や簡単な日常会話を学び、旅行や身近な交流の楽しみを。
文字がわかる方なら途中からでも受講できます。

10／5～12／21
火 15:15～16:45

6回	 22,440

ロシア語原書講読　
「罪と罰」を読む
　オンライン講座

東京大学名誉教授
 金沢美知子

歴史的傑作、ドストエフスキーの「罪と罰」を原書で読みます。
元のテキストに沿って、当時の社会や風俗に触れながら、ゆっ
くりと読み進めます。2019年10月開講。

10／4～12／6
月 11:15～12:45

5回	 18,700

著者と学ぶチェコ語入
門
　オンライン講座

東京外国語大学講
師
 保川亜矢子

アルファベットからはじまり、基礎的な日常会話の習得を目
指しましょう。「ニューエクスプレス（プラス）チェコ語」著者
の講師と、丁寧に楽しく学びます。 新設

10／16～12／18
土 11:45～13:15

5回	 18,700

チェコ語 東京外国語大学講
師
 保川亜矢子

初級は文法や発音などチェコ語の基礎から学びます。準中級は、文法を復習しながら童話や短編を読みます。
中級は、チェコ文学を講読します。オンライン講座もあります。

準中級 保川 水 13:30～15:00 10／20から 7回	 26,180

中級 保川 土 11:45～13:15 10／9から 5回	 18,700

チェコの絵本を原語で
読んでみよう
　オンライン講座

東京外国語大学講
師
 保川亜矢子

チェコの絵本を原語で読みましょう。ことば遊びなど原語な
らではの楽しみを味わいます。動詞の現在形の活用、名詞の
格の意味がわかる方が対象です。教室での受講も可。

10／9～12／18
土 10:00～11:30

10回	 37,400
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
はじめてのポーランド
語

語学講師
 M・ドゥトカ

ポーランドの文化や暮らしに触れながら、簡単な会話ができ
ることを目指します。日本語が堪能なネイティブ講師と楽し
みながら学んでいきます。2021年4月開講。

10／1～12／17
金 18:10～19:30

11回	 41,140

ポーランド語会話入門 基本的な文法、発音を基礎から学びます。ポーランドの文化
や暮らしに触れながら、簡単な会話ができることを目指しま
す。2020年7月開講。

10／9～12／18
土 15:15～16:45

6回	 22,440

ポーランド語習得のコ
ツ

文法の基礎をひと通り学習した方を対象に会話力・表現力の
アップを目指します。様々な場面での会話術などワンランク
上のスキルを身につけます。2018年４月開講。

10／9～12／18
土 13:30～15:00

6回	 22,440

ポーランド語　中級
　オンライン講座

Barbara Bartnicka他著の教科書とオリジナルテキストで学びます。月に一
度ネイティブの講師と会話の練習をします。東京外国語大学名誉教授・小原
雅俊氏と語学講師・K・J・ポトポヴィッチ氏が担当。

10／2～12／18
土 15:15～16:45

12回	 44,880

スロベニア語入門 語学講師
茂石チュック・
 ミリアム

スキーリゾートで知られる南東ヨーロッパの地中海とアルプ
スの麓に位置するスロベニア。挨拶や基本会話を学びながら、
独自の文化にも触れます。2020年10月開講。

10／12～12／28
火 19:40～21:00

6回	 22,440

セルビア語入門
　オンライン講座

語学講師
 高橋ブランカ

バルカン半島で話されているセルビア語。文字や発音、簡単
な挨拶や会話を学びます。陽気で温かいセルビアの人たちの
言葉に触れてみませんか。2021年１月開講。

10／5～12／21
火 19:40～21:00

7回	 26,180

はじめてのジョージア
語
　オンライン講座

語学講師
 五月女　颯

ジョージア語は周辺の言語とは全く異なる語彙や文法を持ち
ます。日本人講師がジョージア文字の読み書き、日常会話や
基本文法を丁寧に指導します。教室での受講も可。 新設

10／1～12／24
金 19:40～21:00

12回	 44,880

ジョージア語　初級
　オンライン講座

日本人講師がジョージア文字の読み書き、日常会話や初級文
法を丁寧に指導します。基本文法を一通り学習した方が対象
です。2020年10月開講。教室での受講も可。 新設

10／1～12／24
金 18:10～19:30

12回	 44,880

ジョージア語 語学講師
トルニケ・
 スレセリ

黒海とカスピ海に挟まれたコーカサス地方の言葉、ジョージア語は周辺の言語とは全く異なる語彙や文法を
持ちます。ジョージアの文化や現地の最新情報を交えながら、33のジョージア文字やあいさつ、日常会話を
しっかり習得します。

初級 トルニケ 水 19:00～20:20 10／6から 12回	 44,880

初中級 トルニケ 月 18:10～19:30 10／11から 6回	 22,440

準中級 トルニケ 火 18:10～19:30 10／5から 7回	 26,180

はじめてのアルメニア
語プレレッスン
　オンライン講座

翻訳家
アストギク・
 ホワニシャン

黒海とカスピ海の間に位置するアルメニア。独自の文字の発
音と書き方から日常会話と基本文法を学びます。10／27か
ら開講する講座のプレレッスンです。 新設

10／13
水 18:00～19:30

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,290

はじめてのアルメニア
語
　オンライン講座

黒海とカスピ海の間に位置し、古代宗教の神殿遺跡なども魅
力のアルメニア。独自の文字の発音と書き方から日常会話と
基本文法を学びます。現地からのオンライン授業です。 新設

10／27～12／22
水 18:00～19:30

5回	 18,700

【アジア語】　中国語・満洲語・広東語・台湾華語 トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

中国語入門
　オンライン講座

語学講師
 山口　雪江

日常会話の基本表現、文法や発音を基礎から丁寧に学びます。
文化や風習などに触れながら、中国の魅力を再発見しましょ
う。初心者対象。教室での受講も可。 新設

10／9～12／18
土 11:45～13:15

11回	 41,140

ゆっくり学ぶ中国語 語学講師
 山口　雪江

発音や文法を丁寧に学びます。中国の最新事情・文化や暮らし、レアリア教材、視覚情報なども取り入れ、ゆっ
くりと楽しく進めます。学び直しの方も歓迎です。初級は日常の出来事を自分の言葉として話せるレベルを、
初中級は少し複雑なフレーズを使いコミュニケーションが取れるレベルを目指します。

初級 山口 土 10:00～11:30 10／2から 12回	 44,880

初中級 山口 火 10:00～11:30 10／5から 12回	 44,880

中 国 語 語学講師
 山口　雪江
 王　　　旋

「読む・書く・聴く・話す」を総合的に学びます。仕事に生かしたい、HSK（中国政府公認の資格試験）を受け
たい方にも。初級は身近な話題を。準中級は少し複雑な日常会話やビジネス会話を。中級は様々な話題につ
いて。上級は新聞や雑誌が読め、音声・文字を理解し、意見や見解を表現できることが目標です。

初級 山口 水 19:10～20:30 10／6から 12回	 44,880

中級 山口 火 13:30～15:00 10／5から 12回	 44,880

上級 王 水 11:45～13:15 10／6から 9回	 33,660

時事問題を中国語で読
む

語学講師
 王　　　旋

中国の最新ニュースを紹介したテキストを元に読む・聞く・
書く・話すを身につけます。政治や社会などについて意見が
述べられることが目標です。2021年7月開講。

10／7～12／16
木 19:10～20:30

9回	 33,660

中国語会話 語学講師
 鄒　　　暢
国際基督教大学講
師
 漆　　　紅

初級クラスでは発音をしっかりと身につけ、基礎力の向上を目指します。中級クラスでは会話を中心に、中
国語圏の最新情報なども紹介します。オンライン講座もあります。

初級 鄒 火 10:00～11:30 10／5から 12回	 44,880

中級 漆 月 18:10～19:30 10／4から 13回	 48,620
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当代中国文学を読む 東京大学名誉教授
 刈間　文俊

近年に発表された文学作品を題材に、現代の中国人が抱えて
いる苦悩や心情、社会問題を掘り下げながら読み進めます。
上級者が対象。

10／1～12／17
金 10:00～11:30

12回	 44,880

広東語　入門から初級
まで

東京外国語大学名
誉教授
 中嶋　幹起

東南アジアの華僑社会で話されている広東語。香港の人々と
社会を知るために本や雑誌、新聞などを読めるようにします。
学習経験不問。香港基本法及び楚辞も読みます。

10／9～12／25
土 15:15～16:45

6回	 22,440

満洲語　入門から初級
まで

満洲文字の読み書きを学びます。満洲人が250年以上支配し
た中国「清王朝」の「国語」として、その歴史と文化を理解する
ためにも重要です。御製清文鑑も読みます。

10／6～12／15
水 10:00～11:30

6回	 22,440

著者と学ぶ台湾華語入
門プレレッスン
　オンライン講座

語学講師
 樂　　大維

繁体字を使用した「台湾華語」の発音からはじめて、基本的な
コミュニケーションができることを目指します。11／11か
ら開講する講座のプレレッスンです。 新設

10／28
木 11:45～13:15

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,290

著者と学ぶ台湾華語入
門
　オンライン講座

台湾華語で話す、聞く、書く、読む、訳すコミュニケーショ
ンができるようになることを目指します。繁体字（正体字）を
使用した「台湾華語」を学ぶ方が対象です。 新設

11／11、25、12／9、23
木 11:45～13:15

4回	 会員	 14,960
	 一般	 17,160

韓国語 トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

キソカン先生と学ぶや
さしい基礎韓国語教室
　オンライン講座

韓国語講師
 秋山　卓澄

「１日たったの４ページ！ やさしい基礎韓国語」の著者、キ
ソカン先生が入門から基礎までを指導。隔週ペースでじっく
りと学びたい方におすすめのクラスです。 新設

10／8～12／24
金 19:40～21:00

6回	 22,440

韓 国 語 語学講師
 李　　光洙

新設の初級はオンラインでも受講可。準中級は簡単な読み書きと基礎文法の学習者が対象。中級は２年以上
の学習者を対象に、さらに会話力や応用力がつくように指導します。

初級 李 土 18:10～19:30 9／18から 12回	 44,880

準中級 李 月 11:45～13:15 10／4から 12回	 44,880

中級 李 月 10:00～11:30 10／4から 12回	 44,880

ゆっくり学ぶ韓国語初
級

語学講師
 趙　　美景

忙しくて予習復習の時間が持てない方や、無理のないペース
で学びたいという方へ。隔週ペースで文法と会話を学びま
しょう。学習経験者対象です。

10／11～12／27
月 19:10～20:30 

6回	 22,440

その他のアジア・中東語 トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

著者と学ぶタイ語入門　
プレレッスン
　オンライン講座

語学講師
 水野　　潔

魅力的な文字に美しい声調をもつタイ語。「ニューエクスプ
レス(プラス)タイ語」の著者が文字の読み方や発音を解説。
今期新設クラスのプレレッスンです。 新設

10／9
土 13:30～15:00

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,290

著者と学ぶタイ語入門
　オンライン講座

魅力的な文字に美しい声調をもつタイ語。「ニューエクスプ
レス(プラス)タイ語」の著者が、文字の読み方、書き方、発
音のコツを丁寧に分かりやすく解説します。 新設

10／16～12／11
土 13:30～15:00

9回	 33,660

マレー語入門プレレッ
スン
　オンライン講座

東京外国語大学講
師
 Ｆ・モハメッド

文字の読み書き、日常会話や基本的な文法を学習します。マ
レー半島の様々な文化などを紹介しながら楽しく学びます。
初心者対象。今期新設の入門講座のプレレッスン。 新設

10／2
土 15:15～16:45

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,290

マレー語入門
　オンライン講座

文字の読み書き、日常会話や基本的な文法の学習から、さら
なるスキルアップを目指します。マレー半島の様々な文化な
どを紹介しながら楽しく学びます。初心者対象。 新設

10／9～12／25
土 15:15～16:45

12回	 44,880

マレー語中級
　オンライン講座

文字の読み方や発音をマスターし、日常会話の習得から、さ
らなるスキルアップを目指します。マレー半島の様々な文化
などを紹介しながら楽しく学びます。

10／2～12／25
土 13:30～15:00

13回	 48,620

はじめてのインドネシ
ア語
　オンライン講座

語学講師
ティニ・
 コドラット

簡単な挨拶、自己紹介、日常会話、値段交渉など、基本的な
日常会話力を身につけます。会話練習を通して、言いたいこ
とを表現できるレベルを目指します。 新設

10／6～12／22
水 17:30～19:00

12回	 44,880 

インドネシア語　初中
級
　オンライン講座

文法、会話、語彙力の強化、読み書きを総合的に指導します。
自らの考えをインドネシア語で表現できるレベルを目指しま
しょう。基礎文法を修了した方が対象です。 新設

10／6～12／22
水 19:30～21:00

12回	 44,880 

インドネシア語総合講
座
　読む書く話す聞く

語学講師
クスワン・
 ムリアント

一通り文法を修了した方が対象です。物語を読みながら、そ
の中に出てくる新しい表現や語彙、文法を確認します。音声
を使ったリスニングの練習も行います。

10／7～12／23
木 19:40～21:00

12回	 44,880

はじめてのベトナム語
　オンライン講座

語学講師
 寺田　雄介

ベトナム語をはじめて学習する方のための講座です。文字の
読み書きから簡単な挨拶と日常会話、文法を日本人講師が丁
寧に教えます。教室での受講も可。 新設

10／8～12／24
金 19:00～20:20

6回	 22,440

やりなおすベトナム語 中国語と漢字文化の影響を受け、親しみやすく学びやすいベ
トナム語。日本人講師ならではのきめ細かい指導で基本文法
と日常会話を習得します。

10／1～12／17
金 19:00～20:20

7回	 26,180

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
トルコ語入門
　オンライン講座

トルコ研究者
 野中　恵子

日本語の文法と似ていて比較的学びやすいトルコ語。トルコ
の文化にも触れながら、簡単な会話の習得を目指してゆっく
り楽しく学びましょう。2021年5月開講。

10／12～12／14
火 10:00～11:30

5回	 18,700

ヒンディー語入門　プ
レレッスン
　オンライン講座

亜細亜大学講師
 岡口　良子

基本的な文法、発音を基礎から学びます。インドの文化や暮
らしに触れながら簡単な日常会話ができることを目指しま
す。10／14から開講する講座のプレレッスンです。 新設

10／7
木 18:10～19:30

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,290

ヒンディー語入門
　オンライン講座

ヒンディー語（デーヴァ・ナーガリー文字）の基本的な文法、
発音を基礎から学びます。インドの文化や暮らしに触れなが
ら簡単な日常会話ができることを目指します。 新設

10／14～12／23
木 18:10～19:30

11回	 41,140

ヒンディー語 亜細亜大学講師
 岡口　良子

初級は、文字と発音や基本的な文法を学習された方を対象に講読の基礎を学びます。辞書の引き方も練習し
ます。準中級は、文字が読めて辞書を引ける方を対象に、文法や会話表現を簡単な読み物や映画のシナリオ
で学習します。今期もオンラインで開催します。

初級 岡口 土 10:00～11:30 10／2から 12回	 44,880

中級 岡口 土 11:45～13:15 10／2から 12回	 44,880

カンナダ語初級
　オンライン講座

語学講師
 石川　淳子

インド、カルナータカ州の公用語、カンナダ語。地域の人々
の生活の様子に触れながら初歩的な文法や文字、簡単な会話
を学びます。2021年1月開講。

10／9～12／18
土 11:45～13:15

6回	 22,440

アラビア語入門Ⅰプレ
レッスン
　オンライン講座

語学講師
 吉岡　恵子

中東20ヵ国以上で母語とされ、国連公用語のひとつでもあ
るアラビア語の入門クラスです。文字や文法を中心に学びま
す。初心者対象。今期新設の入門講座のプレレッスン。 新設

10／2
土 15:15～16:45

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,290

アラビア語入門Ⅰ
　オンライン講座

中東20ヵ国以上で母語とされ、国連公用語のひとつでもあ
るアラビア語の入門クラスです。文字や文法を中心に学びま
す。初心者対象。 新設

10／9～12／18
土 15:15～16:45

11回	 41,140

アラビア語入門Ⅲ
　オンライン講座

中東20ヵ国以上で母語とされ、国連公用語のひとつでもあ
るアラビア語の入門クラスです。文字や文法を中心に学びま
す。2021年4月開講。教室での受講も可。

10／5～12／21
火 19:40～21:00

11回	 41,140

アラビア語初級
　オンライン講座

国連公用語のひとつでもあるアラビア語の初級クラスです。
文字を習得した方を対象に、文法や聞き取りを学びます。
2020年1月開講。教室での受講も可。

10／7～12／23
木 19:40～21:00

12回	 44,880

アラビア語中級
　オンライン講座

中東20ヵ国以上で母語とされ、国連公用語のひとつでもあ
るアラビア語の中級クラスです。辞書が引ける方を対象に講
読や聞き取りを中心に学びます。教室での受講も可。

10／4～12／20
月 19:40～21:00

12回	 44,880

【古典語】　古典ギリシャ語 トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

古典ギリシャ語入門
　オンライン講座

早稲田大学教授
 宮城　徳也

動詞の活用が複雑で、名詞が格変化する古典ギリシャ語。テ
キストを用いて、文法を基礎から１年かけて丁寧に学習しま
す。2021年４月開講。教室での受講も可。

10／5～12／21
火 11:45～13:15

6回	 22,440
	 教材費	 330

古典ギリシャ語講読
「アンティゴネ」
　オンライン講座

ソポクレスの「アンティゴネ」を、一語一語文法上の解説を交
えながら読みます。思想的に重要な作品ですが、その抒情的
美しさをまず味わいましょう。教室での受講も可。

10／5～12／21
火 13:30～15:00

6回	 22,440
	 教材費	 330

初歩から学ぶ古典ギリ
シャ語入門
　オンライン講座

慶応義塾大学言語
文化研究所所員
 樋笠　勝士

西洋文化の基礎である古典ギリシャ語。ゆっくりと着実に読
み方や初級文法を身につけて、ギリシア文字の原典講読を目
指します。学び直しの方も歓迎です。2021年４月開講。

10／5～12／21
火 19:00～20:30

11回	 41,140

古典ギリシャ語講読　
ホメロス「イリアス」
　オンライン講座

入門文法の復習とともに一回25行程度の範囲で丁寧に読み、
原文に表された古典世界を味わいます。「イリアス」全６巻の
後半を読んでいます。入門修了者対象。

10／1～12／17
金 18:10～19:30

10回	 37,400

古典ギリシャ語講読プ
ラトン哲学の原点
　オンライン講座

ソクラテスの最後まで看取ったプラトン哲学を「クリトン」か
ら「パイドン」までにおいて考えます。入門修了の方なら誰で
も参加できます。

10／7～12／16
木 19:40～21:00

6回	 22,440

古典ギリシャ語で学ぶ
西洋古典
　オンライン講座

ヘロドトスやトゥキュディデス、プラトンやアリストテレス、
ホメロスやソフォクレス、といった歴史、哲学、文学の西洋
古典の原文にふれ、その真髄を学びます。

10／29、11／26、12／24
金 19:40～21:00

3回	 会員	 11,220
	 一般	 12,870

古典ギリシャ語講読ヘ
ロドトス「歴史」
　オンライン講座

神田外語大学准教
授
 植田かおり

ヘロドトス「歴史」を12月頃まで読み、その後はプラトン「ソ
クラテスの弁明」を読む予定です。原典に触れ、古典ギリシャ
文学の理解を深めます。入門修了者対象。

10／8～12／17
金 19:40～21:00

9回	 33,660

感染症対策へのご協力をお願いします
消毒液や飛沫対策用ビニールシートの設置など感染症対策を進めております。ご受講は、マスク着用で
お願いいたします。風邪のような症状のある方、体調のすぐれないお客様は、講座への参加をお控えください。

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇  ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆
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朝カル　新宿 検索

ラテン語・古典ヘブライ語 トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
はじめてのラテン語
　オンライン講座

東京芸大講師
 宮坂真依子

基礎文法や単語をマスターしながら、簡単な文章の読解力を
身につけます。ラテン語学習を始めてまもない方や学び直し
の方向けのクラスです。2021年7月開講。

10／9～12／18
土 11:00～12:30

6回	 22,440

ラテン語入門 順天堂大学名誉教
授
 池田黎太郎

ラテン語の基礎を学ぶ方を対象にしたクラスです。じっくり
と基礎文法や単語をマスターしながら、簡単な文章の読解力
を身につけます。2021年4月開講。

10／8～12／24
金 13:30～15:00

6回	 22,440
	 教材費	 275

「変身物語」を読む
　ラテン語文法・読解　準
中級

WHEELOCK’S LATIN　READERからオウィディウス「変
身物語」を読みます。図版も併用して理解を深めます。初級
文法修了者が対象。2018年10月開講。

10／8～12／24
金 15:15～16:45

6回	 22,440

ホラティウスの詩とキ
ケロを読む
　ラテン語読解練習　中級

初級文法の習得者を対象に、文法を復習しながら簡単な読み
物を学びます。ホラティウスの詩やキケロ「友情論」などを取
り上げ、関連する歴史資料や図版も紹介します。

10／12～12／28
火 15:15～16:45

6回	 22,440
	 教材費	 550

古典ヘブライ語入門
　オンライン講座

ユダヤ学者
 根本　　豪

ヘブライ語は旧約聖書の言語ですが、ユダヤ教の中では現代
まで血脈を保っています。基礎的な文法を聖書やユダヤ教の
話を交えながら習得します。教室での受講も可。 新設

10／2～12／18
土 15:15～16:45

7回	 26,180

ヘブライ語聖書講読 聖書そのものを読むだけでなくユダヤ教における聖書注解も
紹介し、聖書やユダヤ教の理解を深めていきます。古典ヘブ
ライ語基礎文法修了者対象。2019年１月講読開始。

10／2～12／18
土 13:30～15:00

7回	 26,180

サンスクリット語・ヒエログリフ トライアルおすすめ期間は8／24～9／30です（P.54参照）。

原典で楽しむバガ
ヴァッド・ギーター
　オンライン講座

東洋大学講師
 渡邉　郁子

インド古典作品の「バガヴァッド・ギーター」の1節を、サン
スクリットの原文に即して、独特の文法観念の説明を交えな
がら、解説します。教室での受講も可。

10／8、11／12、12／10
金 11:45～13:15

3回	 会員	 11,220
	 一般	 14,520
各回の申し込みも可能

原典で楽しむヨーガ・
スートラ
　オンライン講座

ヨーガの聖典「ヨーガ・スートラ」をサンスクリットの原文に
即して解説します。言語的特徴を知ることは、主要語を正確
に理解することにつながります。教室での受講も可。

10／8、11／12、12／10
金 13:30～15:00

3回	 会員	 11,220
	 一般	 14,520
各回の申し込みも可能

Gardinerで学ぶヒエ
ログリフ
　オンライン講座

早稲田大学ヨー
ロッパ文明史研究
所
 秋山　慎一

「エジプト学のバイブル」と言われたGardiner,Egyptian 
Grammar,Oxfordを一課から進めます。1音文字の配列順の
根拠から丁寧に解説します。初心者対象。 新設

10／16～12／18
土 13:30～15:00

6回	 22,440
	 教材費	 1,980

ヒエログリフを読み解
く

古代エジプトで用いられていた象形文字ヒエログリフ。自分
で読み進められるよう、頻出の常套句や決まり文句を中心に
現実の銘文に触れながら学びます。2020年10月開講。

10／5～12／21
火 13:30～15:00

6回	 22,440
	 教材費	 1,320

外国語講座、まずは
トライアル受講を!

※上記期間のご受講が対象です。

ボランティア・スキルアップ 資格・スキルアップ
はじめてのZoom体験
　オンラインを楽しく

 スマートフォン
アドバイザー

人気のオンライン会議システム「Zoom」を体験。iPhone、
iPadを実際に操作しスマートフォンやタブレットの活用法
を楽しく学びます。機材は無料貸し出し。

12／9
木 13:00～15:00

1回	 会員	 3,850
	 一般	 4,950

スマートフォン超入
門・ｉＰｈｏｎｅ

１人１台の機材（ｉＰｈｏｎｅ）で基本操作を覚え、調べ物を
したり写真をとったりと、スマートフォンの便利さと楽しさ
を体験しましょう。機材は無料貸し出しです。

11／11
木 13:00～15:00

1回	 会員	 3,850
	 一般	 4,950

はじめてのタブレット 画面が大きくて見やすく、家でも外でも好きな場所に持って
いけるタブレット（iPad）。まず最初に覚えておきたい操作
を１人１台の貸出し機で楽しく体験します。

12／2
木 13:00～15:00

1回	 会員	 3,850
	 一般	 4,950

54



暮らしのセンスアップ
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
旅するように学ぶ・ペ
ルガモン遺跡
　オンライン講座

旅行作家
 沖島　博美

トルコのベルガマにあるペルガモン遺跡。アクロポリスのト
ラヤヌス神殿やエジプトの神々の神殿「赤い館」など、豊富な
写真とともに紹介します。教室での受講も可。 新設

11／6
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

日本で楽しむ北欧イン
テリアのベーシック
　オンライン講座

北欧ジャーナリス
ト
 森　百合子

北欧の住まいを分析し、日本で取り入れるアイデアを伝えま
す。今回はクリスマス編。夕暮れの時間、キャンドルや灯り
の素敵な使い方などを含めて楽しく語ります。 新設

11／20
土 16:00～17:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

新しい私と出会う手帳
の書き方
　オンライン講座

手帳セラピスト
 さとうめぐみ

自己流で挫折しがちな手帳活用の悩みを、５色のペンを使っ
た「手帳セラピー」で解決します。毎日を楽しく過ごし、新年
を願い事が叶う一年に。教室での受講も可。 新設

11／3
水 19:00～20:45

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

冬のミドリの薬箱
　世界のドリンクからミド
リを紐解く

KURUMIハーバ
ルワークス主宰
 フルヤミユキ

世界各地で愛されているドリンクには、ハーブやアロマを
使ったものが沢山あります。旅を楽しむような気分で、昔か
ら暮らしに寄り添ってきた植物＝ミドリを学びます。

11／23
火 13:00～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400
	 教材費	 1,100

オーツミルクとフラン
キンセンスの石けん

石けん作家
 フルヤミユキ

オーツ麦が原料のオーツミルクは、飲むだけでなくスキンケ
ア効果でも注目されています。クリスマスの香り、フランキ
ンセンスとあわせ冬の肌を守る石けんを作ります。

11／23
火 15:30～17:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400
	 教材費	 1,100

リラックスアロマで作
る潤いケアアイテム
　オンライン講座

英国IFA国際アロ
マセラピスト
 てらうち佳奈子

ネロリなど三種類の精油を使ったシアバタークリームと石鹸
作り。日常に取り入れたい天然精油の基礎知識も学びます。
贅沢な使用感で、お肌のお手入れに最適です。

11／25
木 14:00～15:00

1回	 会員	 2,310
	 一般	 2,860
	 教材費	 3,740

あなたの魅力を再発見　
骨格診断
　オンライン講座

骨格アナリスト
 棚田トモコ

生まれ持った肌質や筋肉、脂肪のつき方、骨の出方から似合
う服を導き出す「骨格診断メソッド」。自分の骨格タイプを
知って、あなたの魅力をより発揮しましょう。 新設

10／29
金 19:30～20:30

1回	 会員	 2,310
	 一般	 2,860

自分を演出する写真の
撮られ方
　写真の印象を変える

ポージングディレ
クター
 中井　信之

写真うつりを良くするための方法などの講義後、一人ずつの
撮影。参加が２回目の方には、それぞれに合ったポーズでひ
と味違うキャラクターづくりの方法をご指導します。

12／11
土 16:00～18:15

1回	 会員	 5,533
	 一般	 6,633

爪の形をきれいに・育
爪（R)実践講座

育爪サロンラメ
リック
 嶋田美津惠

素の爪を美しく変えましょう。講師独自メソッドでオイルを
使う保湿や紙やすりでの爪の整え方を体験、健康な爪の育て
方を習得。テキスト持参の方は教材費別額。

12／23
木 13:00～15:00

1回	 会員	 8,800
	 一般	 9,900
	 教材費	 3,740

笑顔になれるメイク術
　ベーシックコース

年を重ねるとともに、似合うメイクは変わるもの。眉の描き方などの基本の
テクニックや、シミ、しわ、たるみ等の悩み解決策まで伝えます。REIKO-
KAZKI主宰かづきれいこさん監修、指導は専属講師の箕浦裕子さん。

10／16～12／18
土 13:00～15:00

3回	 11,550

笑顔になれるメイク術
　テクニックコース

「かづきメイク」の基本をふまえ最新テクニックを学びます。一歩進んだ技法
を身につけ、メイクをする楽しさを感じてください。REIKOKAZKI主宰かづ
きれいこさん監修、指導は専属講師の箕浦裕子さん。

10／16～12／18
土 13:00～15:00

5回	 19,250

きれいに歩いてもっと
素敵に

ウォーキングスタ
ジオ・レイ主宰
 永井　レイ

背筋を伸ばし、さっそうと歩く姿は魅力的。美しい歩き方の
コツや座り方、マナーなどを季節ごとのファッションライン
に沿って総合的に指導します。女性限定。

10／9～12／25
土 10:30～12:00
新規の募集はありません

6回	 18,678

きれいに歩いてもっと
素敵に
　ビギナーズ

毎日の姿勢と歩き方を「まっすぐ立つ」基礎から学びます。顔
を上げて歩く楽しさを感じましょう。人気講座の初心者向け
クラスです。女性限定。 新設

10／9、11／13、12／11
土 13:00～14:30

3回	 会員	 9,339
	 一般	 12,639

食 文 化
英国王室と紅茶・紅茶
でよみとくイギリス史
　オンライン講座

紅茶教室主宰
 立川　　碧

宮殿、インテリア、ティーカップなど、宮廷から広まった紅
茶文化。17～20世紀までの英国王室の歴史と、英国紅茶文
化との深い関わりを画像とともに紹介します。 新設

11／13
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

自然派紅茶教室
　インド三大産地の2021
年産茶葉を味わう

オーガニック栽培の老舗茶園から届いたダージリン、アッサム、ニルギリを
飲み比べます。自然派紅茶の今がわかる貴重な機会です。講師はマカイバリ
ジャパン石井道子さん、編集者山本洋子さん。

11／21
日 14:00～16:00

1回	 会員	 3,520
	 一般	 4,620
	 教材費	 2,500

心とからだに効く中国
茶
　滋陰潤肺

「今古茶藉」店主
 簡　　里佳

秋、空気が冷えて乾燥すると、風邪やウイルスに感染したり、
肺の機能が低下します。症状を未然に防ぐのに効果的なお茶
の効能やいれ方を学びます。試飲あり。

10／30
土 11:00～12:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

ゼロから分かるリアル
日本酒入門
　2021年日本酒総決算

酒食ジャーナリス
ト
 山本　洋子

特定名称酒の純米酒から、選りすぐりの逸品を選んでテイス
ティング。蔵が始動したこの時期ならではのお酒を多数紹介
します。年末年始のおもてなしのヒントにも。

12／25
土 18:00～20:00

1回	 会員	 3,410
	 一般	 4,070
	 教材費	 2,970

日本ワインの真髄を味
わう　城戸ワイナリー

ワインエキスパー
ト・チーズプロ
フェッショナル
 蜂須賀紀子

日本のカリスマ生産者「城戸ワイナリー」のワインを味わう人
気講座。今回は赤ワインに焦点を当て、年代別に飲み比べま
す。今注目の日本ワインの真髄に触れましょう。

11／6
土 19:00～20:30

1回	 会員	 3,410
	 一般	 4,510
	 教材費	 4,246

ゼロから学ぶフランス
ワイン

ワインの知識を深める一番の近道は、世界のワイン文化の
ベースであるフランスワインを知ることです。各地の個性豊
かなワインを楽しみながら、その特徴を学びます。

10／5、11／2、12／7
火 19:00～20:30

3回	 会員	 10,230
	 一般	 13,530
	 教材費	 9,438

葡萄品種で楽しむワイ
ンとチーズのマリアー
ジュ

葡萄品種ごとにセレクトしたワインとチーズを楽しみなが
ら、豊かな食文化を学びます。最初のテイスティングはブラ
インド。初心者からワイン通まで和気藹々と楽しみましょう。

10／16、11／20、12／18
土 13:00～14:30

3回	 会員	 10,230
	 一般	 13,530
	 教材費	 9,438

ワインの歴史を巡る旅 8000年以上前に遡るワインの歴史。発祥の地である中近東
地域から、西ヨーロッパ、そして世界各地へと広がるワイン
の歴史を、各時代の中心産地のワインを飲みながら辿ります。

10／18、11／15、12／20
月 19:00～20:30

3回	 会員	 10,230
	 一般	 13,530
	 教材費	 9,438
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茶道・香道・礼法  茶道講座は、別途水屋料をお支払いいただきます。
　　トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
源氏物語とお香の話

「源氏香」
　オンライン講座

香道直心流家元
 松崎　雨香

五つの香りを聞き同じ香りを当てる源氏香。答えを五十四帖
からなる物語になぞらえた図柄で表します。1200年前の優
雅な王朝文化へ誘います。教室での受講も可。 新設

12／5
日 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

茶の湯の竹芸 竹楽会主宰
 池田　瓢阿

茶席の床の間を飾る籠花入れ、手前で使う茶杓や籠炭取や菓
子器などを手作り。材料は良質の白竹、煤竹、籐を用い、一
年で自作の道具が一通り揃います。教材費別。

10／7～3／3
木 13:30～16:30

5回	 38,500

はじめての茶道体験
　裏千家

「お稽古に通う前に雰囲気を知っておきたい」という方のための体験講座です。
裏千家茶道の精神・道具の扱い方・お点前の流れを見て学び、和の世界を体
感しましょう。裏千家教授の佐久間宗達氏が指導。 新設

10／7
木 19:00～20:00

1回	 会員	 1,800
	 一般	 1,800
	 水屋料	 880

裏 千 家 裏千家教授（月・
木曜監修）
 増田　宗櫻
裏千家教授
 園田　宗正
 佐久間宗達
 田沼　宗恵

どのクラスでも初心者には基本的なお茶のマナーや心得から指導し、初級は基礎と常識、中級は小習と七事式、
茶会への参加、茶事の心得等も学びます。家元は千宗室氏。水屋料は１回880円。

隔週月曜 園田 月 15:00～17:00 10／4から 7回	 20,020

 園田 月 15:00～17:00 10／4から 13回	 37,180

隔週木曜 佐久間 木 19:00～21:00 10／7から 6回	 17,160

 田沼 金 10:00～12:00 10／1から 13回	 37,180

 田沼 金 12:30～14:30 10／1から 13回	 37,180

表 千 家 表千家教授
 真壁　俊子

茶室の入り方、お茶の頂き方から始め、掛け軸から禅語を知り、茶道具の深い世界へと興味を広げましょう。
薄茶、濃茶手前の稽古を重ねながら「おもてなしの心」を学びます。家元は千宗左氏。指導は真壁俊子氏。水
屋料は１回880円。

 真壁 火 15:30～17:30 10／5から 13回	 37,180

夜の茶道部　閑坐聴松
風

表千家教授
 真壁　俊子

茶室の入り方、お茶の頂き方から始め、掛け軸から禅語を知り、茶道具の深い世界へと興味を広げましょう。
薄茶、濃茶手前の稽古を重ねながら「おもてなしの心」を学びます。家元は千宗左氏。指導は真壁俊子氏。水
屋料は１回880円。

Ａ 真壁 火 19:00～21:00 10／12から 6回	 17,160

Ｂ 真壁 火 19:00～21:00 10／5から 7回	 20,020

江戸千家 江戸千家家元　
 川上　閑雪
江戸千家教授
 川上　翠鶴
江戸千家宗家直門
 今野　宗博

江戸千家は侘び茶の精神を尊重しながら、流祖・不白の教えに従い、亭主と客や客同士が格式張らずに、お
茶を楽しむことを大切にします。作法も現代向きで親しみやすい作法です。水屋料は１回880円。

仕事帰りの茶道入門 川上 木 18:30～20:30 10／14から 6回	 17,160

初めての茶道 川上 日 10:00～12:00 10／10から 6回	 17,160

初めて学ぶ茶道 茶道を始めたいと思いながら、機会がなかった方は多いようです。初めての
方が茶道の楽しさ、茶道文化の豊かさを感じられるよう基本から丁寧に学び
ます。大日本茶道学会本部教授の山本仙和氏と山本仙由氏が指導。

10／6～12／15
水 13:30～16:30

6回	 21,780
	 水屋料	 5,280

茶道に親しむ 大日本茶道学会本
部教授
 山本　仙和
 山本　仙由

ベテランの教授が初心者から上級者まで対応できる内容で指導します。茶道経験がない方や学び直したい方
には所作の基本からじっくり稽古します。中級者、上級者の方は基本の見直しをしながら稽古を進め、次の
段階の点前にチャレンジしていただきます。ご自身が希望する点前から始めてみるのもおすすめです。水屋
料は１回880円です。

 山本 水 13:30～16:30 10／6から 9回	 32,670

大日本茶道学会 大日本茶道学会本
部教授
 槌屋　岳樵
 斎藤　樵洋
 濱崎　光仙
 武藤　重仙

初級は初歩から小習・中伝までの教習で初めての方向き。修了後は中級などに進めます。中級は中伝修了後、
教授資格の取得が目標。研究科は中伝所持者以上の研究。専修科は教授者の高度な研修。水屋料１回880円。

初級・中級 槌屋 金 15:30～17:30 10／1から 13回	 37,180

研究科 槌屋 水 18:00～20:00 10／6から 12回	 34,320

専修科 槌屋 金 18:00～20:00 10／1から 13回	 37,180

椅子席でお茶を一服 表千家教授
 木口　千浩

正座が辛い方でも気軽に参加できるテーブル席の茶道です。花や掛け軸に季節を感じながら、美味しいお菓
子と二服のお茶を楽しんでください。立礼の基本も学びます。水屋料は１回1,100円。

 木口 水 13:00～15:00 10／13から 5回	 15,400

 木口 水 15:30～17:00 10／13から 5回	 14,300
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はじめての煎茶　黄檗
東本流
　１日体験

黄檗東本流教授
 大熊　鶴泉
 坂井　溢道

身近な煎茶の楽しみ方と伝統文化の奥深さに触れる１日講
座。茶葉の分類と煎茶の歴史を学び、基本的な煎茶と玉露の
美味しい入れ方を、和やかな茶室で体験します。

10／3
日 10:00～12:00

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,840
水屋料込み

テーブルで楽しむ煎茶
道　煎茶に親しむ

煎茶の基本、おいしく煎茶を入れる手前、玉露を味わう点前、
雅遊を楽しむ香煎手前を段階を追って学びます。伝統文化に
触れ普段の生活に優雅な一時を添えましょう。

11／21、12／5、19
日 10:00～12:00

3回	 会員	 11,220
	 一般	 14,520
水屋料込み

煎茶　黄檗東本流 お茶の心を日々のくらしの中に生かし、喫茶の経緯、茶の種
類と入れ方、文房四宝、五節句と煎茶などを学習しながら、
お茶をいかに楽しみ味わうかを追求していきます。

10／3～12／19
日 10:00～12:00

6回	 17,160
	 水屋料	 5,280

香道　直心流 香道直心流家元
 松崎　雨香
香道直心流師範
 栗原　香扇

香に対する心とお手前を大切にする直心流。聞き方だけではなく、たき方から香席での作法までを指導します。
入門では香の基本を講義と実技で学び、普通科では専門的知識とお手前を身に付けます。最終回には合同で
香席を楽しみます。教材費は１回700円。

入門 松崎 月 10:00～12:00 11／8から 4回	 14,520

普通科 松崎 月 10:00～12:00 10／11から 6回	 21,780

基本から学ぶ香道・志
野流

香道志野流・東京
松隠会
 竹原　幸子

全く経験のない方でも、楽しみながら香道の奥の深い魅力や
伝統に触れることができるよう、基本から丁寧に指導します。
肩に力を入れずに気軽にご参加ください。

10／27～12／22
水 13:30～15:30

3回	 10,890
	 教材費	 3,300

小笠原流礼法入門 立つ、座る、歩くの基本姿勢とお辞儀、物の持ち方、訪問の常識などのあた
りまえの行動の中に、さり気ない美しさが漂うような礼儀作法を実際に学び
ます。指導は小笠原流三十一世の小笠原清忠氏と講師の小笠原純子氏。

10／13～12／22
水 10:00～12:00

6回	 20,460

花のある暮らし
多肉植物で作る小さな
世界
　冬の教会

グリーンアドバイ
ザー
 くるみ*

可憐で繊細な彩り、愛らしいフォルムで人気の多肉植物。寄
せ植えとミニチュアの教会などで世界観を作り上げます。箱
庭の作成、手入方法も紹介します。 新設

12／19
日 10:30～12:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400
	 教材費	 6,600

いけばな池坊・初級
（昼）

池坊華道会常任委
員
 髙橋　美風

伝統に根ざした雅を学び、現代調の生け方を習得、初級２年
を経て上級へ。２年以上の在籍者または脇教授３級を対象に
正教授への道をひらきます。上級の受講料は問い合わせを。

10／14～12／23
木 15:30～17:30

11回	 31,460
花材費別

いけばな池坊・初級
（夜）

伝統に根ざした雅を学び、現代調の生け方を習得、初級２年
を経て上級へ。２年以上の在籍者または脇教授３級を対象に
正教授への道をひらきます。上級の受講料は問い合わせを。

10／14～12／23
木 18:30～20:30

11回	 31,460
花材費別

いけばな草月流・初級
（昼）

草月流師範会理事
 菅原　春里

いつでもどこでも、誰でも生けられるのが草月の花、花で自
分を表現してみませんか。許状取得もできます。英語での指
導も可。上級の受講料は問い合わせを。

10／4～12／27
月 15:00～17:00

11回	 31,460
花材費別

いけばな草月流・初級
（夜）

いつでもどこでも誰でもいけられるのが草月の花。夜はフ
リーレッスン制、19：30までに入室を。許状取得もできます。
英語での指導も可。上級の受講料は問い合わせを。

10／4～12／27
月 17:30～20:30

11回	 31,460
花材費別

いけばな小原流教室 花からの贈り物、香り、色、形、質感を味わいながら楽しみます。初心者は
テキストと個人教授で。暮らしの空間に似合う花から始めましょう。指導は
小原流研究院研修士の永嶋浩教氏と一級家元教授の水村恵順氏。

10／1～12／17
金 13:15～15:45

6回	 21,780
花材費別

茶　　花 淡斎会主宰
 横井　和子

茶花には月ごとに決まりの花があります。四季折々の花を学
び、流派にこだわらない茶花の活け方を習得します。スライ
ドで花を見ながら観察も行います。

10／5～3／22
火 10:30～12:00

6回	 20,460
	 花材費	 9,900

聖夜のホワイトグラス
リース
　英国風フラワー

日英フラワーアレ
ンジメント協会公
認講師
 永田　文子

ふんわり優しいフェミニンでナチュラルなグラスリースを作
ります。お洒落なインテリアとしてクリスマス以外にも飾れ
ます。初めての方も楽しく簡単に制作できます。

12／4
土 15:30～17:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400
	 花材費	 4,081

新年を寿ぐ注連飾り
　英国風フラワー

厄除けのしるしや年神様を迎えるための意味をもつ注連飾り
を、新年が良き年になるよう願いを込めて手作りします。丁
寧な指導で初心者の方も簡単に制作できます。

12／18
土 15:30～17:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400
	 花材費	 3,751

英国風フラワー
　色使いを楽しむガーデン
スタイル

香り高いバラやグリーンをはじめ、ハーブや実ものを使った
ブリティッシュガーデンスタイルを学びます。生花からプリ
ザーブドフラワーのレッスンも。資格取得可。

10／2～12／18
土 15:30～17:30

6回	 19,800
花材費別

熊井明子のポプリトー
ク

エッセイスト
 熊井　明子

香りを楽しむことをベースに、人生をより充実して生きる知
恵について話します。毎月のテーマにふさわしいポプリ教材
も紹介します。11月はバラを楽しむ課外授業の予定。

10／2～3／5
土 10:30～12:00

6回	 23,760
	 教材費	 9,900

ハーブのある暮らしを
楽しむ

ハーブ研究家
 桐原　春子

香りで癒され食べて元気になるハーブ。世界のハーブの特色
や上手な栽培方法、魅力溢れる庭園を映像とともに紹介。ハー
ブを使ったクラフト、ワイヤクラフトなどを作ります。

10／8～3／11
金 13:15～15:00

6回	 23,760
	 教材費	 22,385

タッジーマッジー
　バラと秋のハーブを使っ
て

香りでいやされ、食べて元気になる多彩なハーブとバラを使
い、タッジーマッジー（花束）を作ります。部屋のインテリア
としても使えるように仕上げましょう。初心者歓迎。

10／8
金 13:15～15:00

1回	 会員	 4,070
	 一般	 5,170
	 教材費	 3,025

ハーブで作るクリスマ
スのスワッグ

香りでいやされ、食べて元気になるハーブを束ねて花の壁飾
りスワッグを作ります。クリスマス用にアレンジした香り高
いスワッグでドアや壁を彩りましょう。初心者歓迎。 新設

12／10
金 13:15～15:00

1回	 会員	 4,070
	 一般	 5,170
	 教材費	 2,783

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）

57全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます



朝カル　新宿 検索

手　　芸 人形・キルト・染色・ビーズ・織りほか トライアル（有料）が可能な講座もあります。
お問い合わせください。

手芸・工芸講座　ご受講にあたって
●パンフレットに記載のある教材費等は受講料とともに受付窓口にてお支払いください。
●教室または10階のカウンターで教材費などをお支払いいただく講座があります。
●記載がなくても教材の指定がある場合もあります。お申し込みの際にご確認ください。
●住友ビル10階のカウンターで取り扱いをしている教材もあります。
●講座により、コピー教材代などをいただくことがあります。　　　　　　お問い合わせ TEL03-3344-1946

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
恋するニット　ゆび編
みのキャップ
　水曜夜

ニットデザイナー
 篠原くにこ

道具を使わず誰でも簡単に楽しめる「ゆび編み」は認知症予防
にも効果があると言われています。お好みの並太の毛糸で自
分だけの帽子を編んでみましょう。初心者歓迎。 新設

10／6
水 18:00～20:00
10／４朝もあり

1回	 会員	 3,410
	 一般	 4,510

夜の手編み研究室
　フレックスタイム

初心者、思い出のニットをリメイク、編みが未完成など、希
望に応じて指導します。時間内自由受講のフリーレッスン制
なので、ピンポイントでの受講も可能です。 新設

10／6～12／15
水 18:00～20:00

6回	 19,800

ダーニングのスティッ
チで作る冬のブローチ

ニットデザイナー
 野口　　光

くるみボタン型の土台で作ります。使う糸の質感や色の違い
で様々な表情に仕上がります。お繕い（ダーニング）で使うス
テッチではなやかに装飾的に仕上げましょう。 新設

11／21
日 10:00～13:00

1回	 会員	 5,390
	 一般	 6,490

Gera!と一緒に楽しむ
クロスステッチ

クロスステッチデ
ザイナー
 丸岡　京子

シンプルな刺しゅう技法で、リネンにノスタルジックな絵柄
をステッチ。図案を一部デザインすることも可能。日常使い
のできる、世界にひとつだけの可愛い小物が仕上がります。

10／9、11／13、12／11
土 10:00～12:30

3回	 会員	 10,560
	 一般	 13,860

ハーダンガー刺繍
　北欧の優しい針仕事

日本手工芸指導協
会師範
 土屋　正子

ノルウェーのハルダンゲル地方に伝わる、素朴で優しい色合
いと、繊細な透かし模様が美しい刺繍です。普段使いの小物
からタペストリー制作まで、経験に合わせて指導します。

10／6～12／15
水 13:00～15:00

6回	 21,780

南仏の伝統キルト・ブ
ティ

中山久美子ジェラ
ルツ認定ブティ講
師
 茂木ひとみ

可憐で上品なフランスキルトのブティは、日の光に透かすと透明感のある仕上がりが魅力です。作りやすい
キットで基本の縫い方を学ぶので、初心者の方も安心。人気のオリジナルキットをゆっくり制作します。フ
ランス在住でデザイナーとして活躍する中山久美子ジェラルツ氏が監修。

Aクラス 茂木 金 10:00～12:00 10／22から 3回	 11,220

Bクラス 茂木 金 13:00～15:00 10／22から 3回	 11,220

羊毛フェルトで作るも
ふもふペット

ニードルフェルト
アーティスト
 村上佐和子

かわいいペットそっくりの一体を作ります。B5サイズの型
紙とオリジナル羊毛を使用して、リアルな存在感が魅力の立
体作品が完成。初心者にも楽しく作れます。 新設

10／12～3／8
火 13:30～16:00

6回	 会員	 23,760
	 一般	 30,360

羊毛フェルトで作る 
ほんわかブローチ

羊毛フェルト作家
 宇都宮みわ

羊毛を専用ニードルで刺し固めブローチを作ります。雪の妖
精と言われる鳥シマエナガと、動かない鳥ハシビロコウの２
種類。胸元やバッグにつけて楽しみましょう。 新設

11／28
日 14:00～16:30

1回	 会員	 4,400
	 一般	 5,500
	 教材費	 1,200

やさしい布小物
　サンタカラーのミニ
リュックキーホルダー

komihinata　布
小物作家
 杉野未央子

サンタクロースをイメージした生地で作る、手縫いの可愛い
ミニチュアリュック。キーホルダーとして使えます。クリス
マスの気分を盛り上げてくれる楽しい小物です。 新設

12／15
水 13:00～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400
	 教材費	 550

韓国の布で作るポジャ
ギと小物
　風をまとう美しさ

手芸家
 金　　仁淑

色合せが美しい韓国のパッチワーク・ポジャギをメインに、
刺繍やヌビ（キルト）、メドップ（組紐）を織り交ぜ、伝統的な
針仕事を楽しみます。チュモニ（巾着）から始めます。

10／12～12／14
火 13:00～15:00

3回	 10,230

ちりめん古裂のつるし
飾りと細工物

和工房かぐら主宰
 矢島佳津美

人気の伝統工芸・ちりめん細工のつるし飾り。肌ざわりの良
い正絹の縮緬・錦紗を使用して美しい色合いの可愛らしい作
品を作ります。毎回１～２点を仕上げます。

10／21～3／17
木 12:30～15:00

6回	 22,440

ちりめんで作る干支の
寅

新年を寿ぐ愛らしいちりめん細工の縁起物「干支の寅」。絹ち
りめんで一針ずつ、幸せな１年になりますようにと願いを込
めて作りましょう。

12／4
土 13:00～16:00

1回	 会員	 4,950
	 一般	 6,050

紅型染め 紅型を基調とした型染。初級で室内装飾品、ブラウス地などを染め、その後
訪問着、振り袖、洋服地、帯などの自由制作を。進度に応じて型彫りも指導
します。指導は染色作家の祝恵子さんほか。

10／7～12／16
木 10:00～13:00

6回	 30,360
	 備品維持費	 3,300

こぎん刺しゅう 木村学園講師
 木村　　翠

伝統のこぎん刺しの技法で、現代の暮らしにあった配色の木
綿糸を刺し、素朴な味わいの、バッグ、壁掛け、テーブルセ
ンター、帯などを創作。監修＝木村学園・木村操氏。

11／5～12／17
金 13:00～15:00

4回	 16,280

はじめてのこぎん刺
しゅう
　クリスマスツリー

幾何学模様が美しい、素朴な味わいのある「こぎん」は横刺し
だけで刺し進めていきます。目の数え方、針の刺し方など基
本のルールを学びます。初心者歓迎。 新設

11／19、12／3
金 13:00～15:00

2回	 会員	 6,600
	 一般	 6,600
	 教材費	 3,960

日本刺繍
　伝統の技からデザインま
で

刺繍作家
 山下すみ江

伝統の技法を基礎から学びます。初めは小品で刺繍を楽しみ
徐々に本格的な技術を身につけましょう。文様や図案につい
ても知識を広げ、自分でデザインできるまで指導します。

10／8～12／24
金 10:00～12:30

6回	 25,740

ウィーンの刺しゅう・
プチポアン
　本科

ゴブラン刺しゅうのニードルポイントを習います。初心者はアクセサリーか
ら始め、額やフォーマルバッグへ。新規は本科から。研究科は継続のみ。講
師は久家道子刺しゅうグループの中川悦氏と山下幸子氏。

10／28～3／24
木 10:30～12:30

6回	 24,420
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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
ミニ薔薇のブローチ
　創作ビーズ織り体験

サコタカコ創作
ビーズ織り講師
 矢部　百子

ビーズを織り上げ、薔薇の柄の小さなブローチを作りましょ
う。プチポアン刺繍のような気品ある絵柄と、しなやかな質
感が魅力です。織り機の貸し出しあり。

10／2
土 13:00～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

創作ビーズ織り サコタカコ創作
ビーズ織り講師
 河野　節子
 矢部　百子

20世紀初頭、ヨーロッパで流行したビーズ織り。色彩豊かなビーズを一粒ずつ合わせて、しなやかな布のよ
うに織り上げます。小さなアクセサリーからハンドバッグまで気品あふれるデザインの作品を作りましょう。
基本技術から順を追ってていねいに指導します。監修＝サコタカコ創作ビーズ織り主宰・佐古孝子氏。

 河野 木 13:00～15:00 10／7から 6回	 19,800

 矢部 土 13:00～15:00 10／2から 3回	 9,900

手織り・裂き織り
　たのしい手織りもの

ウールなどをたて糸に、古布などの裂いた布をよこ糸に織り込みます。新規
教材費別途。創作科、研究科は受講料別途。監修は楽習フォーラムリビングアー
ト手織り倶楽部会長の箕輪直子さん。指導は講師の後藤美由紀さん。

10／21～1／20
木 12:30～15:30

4回	 13,640

北欧ファブリック センスが良く、質も高い北欧の手づくりファブリック。希望に合わせ、スウェー
デン織りや刺しゅうを基礎から指導します。ヤマナシヘムスロイド主宰の山
梨幹子さん監修、指導は講師の鳥居洋子さん。

10／1～12／17
金 10:00～12:00

6回	 23,100

北欧絵織物
　基礎科

北欧絵織物研究所
主宰（監修）
 矢吹　恵子
北欧絵織物研究所
講師
 安田理恵子

ノルウェーの自然をモチーフに、枠の中で絵を描くように織
り上げます。技術を学び、独自の色彩の絵織物へ。研究科、
創作科は受講料別途。

10／6～12／22
水 13:00～15:00

9回	 30,690

バックベルト織り
　北欧の水平織り

北欧ノルウェーで古くから伝えられてきたGRIND VEV織機
でストール、テーブルセンターなど幅広い作品を制作。

10／6～12／15
水 13:00～15:00
新規の募集はありません

6回	 20,460

ボビン・レース　普通
科

手芸作家
 白井　和子

レースの宝石ともいわれるボビンレース。木製のボビンに糸
を巻き、糸の交差やねじりによって作る様々な技法を学びま
す。上級の受講料は別途。研究科は時間・受講料別途。

10／6～12／15
水 10:00～12:00

6回	 21,120

クレイ＆シルクアート アトリエ・アイ主
宰
 工藤　愛子

絹と樹脂粘土を組み合わせて作るアートです。植物や果物など約500種のオリジナルレパートリーの中から、
自分の好きなモチーフを選び、少人数でじっくり学べます。

 工藤 水 10:30～12:30 10／27から 3回	 11,880

 工藤 木 10:00～12:00 10／21から 3回	 11,880

60歳からの手編み
レッスン

ニットデザイナー
 篠原くにこ

初心者や手編みを一から習い直したい方向けのクラス。ニッ
ト製品のリメイクや編みかけ作品の仕上げなど、それぞれの
ペースに合わせ指導します。男性の受講も歓迎です。

10／4～12／20
月 10:00～12:00

6回	 19,800

ホームソーイング
　小物からリフォームまで

型紙の作り方、フィッティング、ソーイングを自分のペースで学べます。ラ
イフスタイルに合わせて作るものは自由。リフォームのコツも指導。講師は
ドレスメーカー学院の横川育子氏、上田信枝氏。

10／5～12／28
火 13:00～15:00
新規の募集はありません

13回	 41,470

切らずに作る「帯結び」
　お太鼓

帯工房「遊創」主宰
 塩川　潮子

お太鼓が簡単に結べるように、手持ちの帯を作り帯にしま
しょう。あらかじめ作っておけば２～３分で結べるので、着
付けがとても楽になります。手早く付けるコツも。

11／16
火 13:00～16:00

1回	 会員	 3,960
	 一般	 5,060
	 教材費	 820

工　　芸 ガラス工芸ほか
グラスリッツェン グラスリッツェン

作家
 柏倉美由喜

スイスやドイツなどで親しまれている伝統工芸です。透明ガ
ラスをダイヤモンドの粉末のついたペン先で削り、白さの変
化が美しいエレガントで繊細な模様を彫り上げます。

10／2～12／4
土 13:00～15:00

3回	 11,220

現代根付彫刻　朝 現代根付の基礎から、象牙を彫る左刀作り、宝石や金属などの異素材を使っ
たオリジナル作品制作まで、国際根付彫刻会会長の黒岩明さんと根付師の伊
多呂（ITARO）さんがプロの技を余すところなく指導します。

10／14～12／23
木 10:00～12:20

6回	 26,400
	 備品維持費	 660

現代根付彫刻　夜 現代根付の基礎から、象牙を彫る左刀作り、宝石や金属などの異素材を使っ
たオリジナル作品制作まで、国際根付彫刻会会長の黒岩明さんと根付師の成
田楽虫さんがプロの技を余すところなく指導します。

10／14～12／23
木 18:00～20:20

6回	 26,400
	 備品維持費	 660

オンライン講座について
【オンラインでの受講】
「オンライン講座」と表示されている講座のお支払いはWEBサイトでクレジットカード決済のみで承ります。
お申し込みには、事前にWEBサイトのユーザー登録が必要です。登録には、パソコンから受信可能なメールアドレスをご使用ください。

【受講方法の選択】
講座内容欄に「教室での受講も可」と案内があるものは、 オンライン もしくは 教室 での受講を選べます。
教室での受講を希望される方は、窓口やコンビニでのお支払いも可能です。

59全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます



朝カル　新宿 検索

漆芸・模型・木紙工芸 トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
立体切り絵で作るクリ
スマスの角香箱
　オンライン講座

立体切り絵作家
 濱　　直史

作り方の動画を見てクリスマスまでに作ります。11／28の
オンラインミーティングは質疑応答、応用編の解説等を行い
ます。キットは郵送。希望者には道具販売有。 新設

11／28
日 10:30～11:30

1回	 会員	 2,310
	 一般	 2,860
	 教材費	 1,200

基礎から学ぶ表装と修
復

紙と裂（布・絹類）などの伝統的な裏打ち技術を中心に、簡単な形式の掛け軸
を作ります。また傷んだ古文書の修復技術も習得。初心者歓迎。監修は得水
軒の遠藤三右衛門氏。指導は吉田斎晃氏。

10／7～12／16
木 15:30～18:30

6回	 34,320

組紐入門　１日体験
　木曜朝

道明古式糸組法教
処監修
 道明葵一郎

本格的な台を使用して、美しい色合あいの絹糸を組み、スト
ラップを作ります。有職組紐の老舗「道明」の伝統技法を体験
します。初心者歓迎。 新設

10／14
木 10:00～12:00

1回	 会員	 3,520
	 一般	 4,620
	 教材費	 1,100

組紐入門
　木曜朝

正倉院の組紐を復元した「道明」の組み方と色合わせを指導。椅子式組台で、
帯締め、羽織紐、ループタイ、正倉院復元模造などを制作。特殊組台では国
宝級の紐を組みます。木曜クラスは組方の基本である四つ組から始め、角台、
丸台、高台コースと進みます。道明古式糸組法教処 道明葵一郎氏監修。土曜
クラスは 中條美智子氏または貫井佳菜子氏、木曜クラスは中條美智子氏また
は波多江夢実氏が指導。木曜クラスは新設。

10／14～12／23
木 10:00～12:00

6回	 20,460

組　　紐
　土曜朝

10／2～12／25
土 10:00～12:00
13：00～15：00もあり

12回	 40,920

漆芸・蒔絵・螺鈿 漆芸家
 松田　典男

伝統の技法を基礎から身につけ、生活の中で使える盆や重箱、
椀、アクセサリーなど各々の希望に応じて制作します。楽し
く丁寧な仕事を心がけ、生涯残る作品を仕上げます。

10／1～12／17
金 13:30～16:30

10回	 44,000
	 備品維持費	 3,670

鎌倉彫（木）
　普通科・研究科

鎌倉彫後藤会専任
講師　師範
 近藤　志円

刀の研ぎ方、基礎刀法や古典手法を学び、後藤会の教程で古
典を応用した盆、手鏡などを順次制作。漆塗りは専門家に依
頼。監修＝後藤会会長・後藤尚子氏。研究科は受講料別途。

10／14～12／23
木 10:00～12:30

6回	 23,100

鎌倉彫（金）
　普通科・研究科

鎌倉彫後藤会専任
講師　師範
 村上　昭和

刀の研ぎ方、基礎刀法や古典手法を学び、後藤会の教程で古
典を応用した盆、手鏡などを順次制作。漆塗りは専門家に依
頼。監修＝後藤会会長・後藤尚子氏。研究科は受講料別途。

10／1～12／17
金 18:00～20:30

7回	 26,950

金継ぎＡ
　器をよみがえらせる

金継「漆の小箱」主
宰
 赤平　一枝

本物の漆と金を使い、伝統的な方法で壊れた陶磁器を修理し
ます。大切なお気に入りの器が新たな表情でよみがえる嬉し
さと、修理の工程を楽しんでください。

10／8～12／24
金 15:30～17:30

6回	 22,440

金継ぎＢ
　器をよみがえらせる

本物の漆と金を使い、伝統的な方法で壊れた陶磁器を修理し
ます。大切なお気に入りの器が新たな表情でよみがえります。
希望に応じて、「鎌倉彫の塗り」も指導します。

10／8～12／24
金 17:30～19:30

6回	 20,460

木彫りの猫
　初めてのキャット・カー
ヴィング

木彫家
 西　　誠人

レリーフか立体で招きネコを作ります。柔らかく彫りやすい
木（ジェルトン材）を使用。好きな猫の写真をもとに毛並を
バーニングペン描き、彩色して仕上げます。 新設

11／2、16、30
火 15:30～17:30
19：00～20：30もあり

3回	 会員	 10,230
	 一般	 13,530

キャット・カーヴィン
グ　木の猫を彫る

木彫家
 西　　誠人

愛猫の写真を基に、可愛らしい表情やしぐさを捉えた作品を作ります。柔らかい木を使用するので、彫刻刀
の扱いに慣れていない方も安心です。レリーフから立体制作へ進みます。バーニングペンで毛並みを描いて
仕上げます。思わず撫でたくなるリアルな出来上がりは、猫好きの方に大人気。

昼クラス 西 火 15:30～17:30 10／5から 7回	 23,870

夜クラス 西 火 19:00～20:30 10／5から 7回	 20,790

風景ジオラマと鉄道模
型

模型作家
 諸星　昭弘

イメージを大切に小さな土台に街や風景を作り込む。アルバムの写真から思い出を立体にしたり、オルゴー
ルを仕込んで贈り物にしたり。備品維持費別途。新規の募集はありません。

Aクラス 諸星 土 16:00～18:30 10／9から 3回	 11,880

Bクラス 諸星 土 17:30～20:00 10／9から 3回	 11,880

フランス風額装
　暮らしに彩りを添える

作品と額縁の間におくマットには多くのスタイルがあります。作品にあわせ
て設計し、さまざまな素材やテクニックを用いてオリジナルの飾り方を。額
装アトリエYO主宰小笠原よしえさん監修、指導は吉川澄江さん。

10／28、11／25、12／23
木 13:00～15:00
新規の募集はありません

3回	 会員	 14,190
	 一般	 17,490

シャドーボックス シャドーボックス　
スミレ会
 池谷　敬子

アンティークな絵を幾重にも張り重ね、光と影が作り出す立
体感を楽しむインテリアクラフト。初心者、経験者とも楽し
い作品が制作できるよう指導します。

10／11～12／27
月 10:00～12:00

6回	 21,780

王朝継ぎ紙 平安の末に生まれた継ぎ紙は、様々な色の紙を継ぎ合わせる工芸。優美で幻
想的な色のはがきや色紙を作ります。監修は王朝継ぎ紙研究会主宰の近藤陽
子さん。指導は王朝継ぎ紙研究会同人の八巻百合子さん。

10／25～12／27
月 10:00～12:00

3回	 11,550

花のちぎり絵 秋麗会花のちぎり
絵教室講師
 浅野めぐみ

手染めの和紙を使って描く花のちぎり絵。季節に合わせた花
を１回に１作、色紙やカードに完成させます。２年の受講で
免状の申請もできます。

10／14～12／9
木 15:30～17:30

3回	 10,890
	 教材費	 3,630

和紙ちぎり絵のクリス
マスキャンドル

ちぎることで繊細でやわらかな風合いが生まれる和紙をファ
ブリックボード（布貼りのパネル）に貼って作ります。冬の部
屋を彩る、温かく華やかな雰囲気の作品です。 新設

11／11
木 15:30～17:30

1回	 会員	 3,740
	 一般	 4,840
	 教材費	 1,210
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囲碁・麻雀・チェス・マジックほか  トライアル（有料）が可能な講座もあります。
お問い合わせください。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
囲碁の魅力を知る・生
涯楽しむ頭のスポーツ
　オンライン講座

日本棋院九段
 宋　　光復

シンプルなゲームながら、論理的な思考や直感が要求され、
頭脳のスポーツともいわれる囲碁。これから始める方向けに、
奥が深く一生楽しめる囲碁の魅力を紹介します。 新設

11／30
火 16:00～17:30

1回	 会員	 3,080
	 一般	 3,740

囲碁実力アップコース 中級以上の方が対象。囲碁の考え方、定石、死活などを実践
を交え指導します。楽しい雰囲気の中で実力アップを目指し
ましょう。マンツーマンの指導碁が入ることもあります。

10／2～12／18
土 10:00～12:00

10回	 31,900
	 教材費	 600

朝日「宋光復塾」（火） ５級以上の方を対称とし、前半は布石、定石、手筋、死活、
寄せなどの講義、後半は塾生同士の対局で囲碁の腕を磨きま
す。期に１回程度マンツーマンの指導碁あり。

10／5～12／28
火 13:00～15:00

10回	 31,900
	 教材費	 600

朝日「宋光復塾」（金） 中級～上級者が有段者を目指すクラス。毎回前半は布石、定
石、手筋などを講師の出す問題をもとにした講義、後半は塾
生同士の対局です。期に１回程度マンツーマンの指導碁を。

10／1～12／24
金 13:00～15:00

10回	 31,900
	 教材費	 600

女性麻雀教室 日本麻雀道連盟師
範
 三宅とみ子

初心者から上級者まで、すべてのレベルの方が対象です。麻雀を初めて覚える方にはゲームの仕組み・役・
点数をわかりやすく、さらに上を目指したい方にはゲームの流れと高得点でのアガリ方を指導します。

土曜 三宅 土 13:00～15:00 10／9から 6回	 19,140

水曜 三宅 水 10:30～12:30 10／13から 9回	 28,710

男女麻雀実践 日本麻雀道連盟師
範
 三宅とみ子

基本のルールを習得した方を対象に、より上級者を目指した
い方のクラスです。ゲームの流れと高得点でのアガリ方を学
び、勝ちにいく麻雀で有段者を目指しましょう。

10／2～12／25
土 15:30～17:30

13回	 41,470

はじめてのチェスに挑
戦
　１Dayレッスン

世界中で親しまれているチェス。初めにチェスの駒の配置、動き方、チェッ
クメイトなどの基本を学び、簡単な試合に挑戦します。チェスの魅力を体験
します。講師はチェスフォージャパンインストラクターの上原慎平氏。 新設

10／13
水 16:40～18:10

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

はじめようチェス 国際的な知的スポーツのチェス。初めての方を対象に基本から指導します。
ルールやゲームの進め方、作戦の基礎などを学び、実践に進みます。講師はチェ
スフォージャパンインストラクターの上原慎平氏。

10／13～12／22
水 16:40～18:10

6回	 19,140

チ ェ ス
　初級

国際的な知的スポーツのチェス。経験者を対象に指導します。ワンポイント・
レッスンと実戦を重ね、腕をみがきましょう。講師はチェスフォージャパン
インストラクターの上原慎平氏。

10／13～12／22
水 18:30～20:30

6回	 19,140

コントラクトブリッジ
　入門から実践まで

知的ゲームとして世界的にも人気、脳トレーニング効果も期待できます。初
心者から経験者まで楽しく遊びながらルールを学びます。講師は日本コント
ラクトブリッジ連盟指導員の津守和子さん。

10／7～12／16
木 10:00～11:30

6回	 19,800

八房流南京玉すだれ
　大道芸教室

八房流南京玉すだ
れＡ級指導者
 八房　角筈

日本の伝統芸、南京玉すだれ。軽快なリズムに乗って釣竿や
橋などの形に見立てて操る大道芸は、行事やお祝いの席で披
露すると喜ばれます。玉すだれは初回のみ貸し出し可。

10／8、11／12、12／10
金 10:00～12:00

3回	 会員	 9,669
	 一般	 12,969

チャレンジＭＡＧＩＣ
１日体験

何かに挑戦したいという気持ちを実現しませんか。マジックを披露すれば、
まわりが驚くこと間違いありません。まずは１日体験で腕試しを。講師はマ
ジック・キャッスルレギュラーメンバー小林恵子さんほか。

10／22
金 18:30～20:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

チャレンジＭＡＧＩＣ マジックのパズルのような魅力と最新の技術、話術、ショースタイルを学び
ます。演じる喜びも味わえます。初心者から上級者まで丁寧に、マジック・
キャッスルレギュラーメンバー小林恵子さんほかが指導します。

10／22～12／10
金 18:30～20:30

4回	 13,200

感染症対策へのご協力をお願いします
消毒液や飛沫対策用ビニールシートの設置など感染症対策を進めております。ご受講は、マスク着用で
お願いいたします。風邪のような症状のある方、体調のすぐれないお客様は、講座への参加をお控えください。

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇  ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

61全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます



朝カル　新宿 検索

健康・医療
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
白内障のひみつ　手術
の歴史と最先端治療法
　オンライン講座

三井記念病院前眼
科部長
 赤星　隆幸

世界の失明原因の１位は白内障です。目薬の麻酔で一滴の出
血もなく、数分で手術を終え、術後直ぐに物が見えるように
なる最先端の治療法を解説します。 新設

11／30
火 10:30～12:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

新型コロナウィルス流行
時の上咽頭炎治療の役割
　オンライン講座

はぎの耳鼻咽喉科
院長
 萩野　仁志

ウィルス感染の炎症の門戸は鼻の一番奥＝上咽頭です。この
部分に注目したウィルス感染しにくい身体作りと、上咽頭の
治療法「EAT」を詳しく紹介。教室での受講も可。 新設

10／30
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

血管を加齢から守る　
しっかり血圧管理術
　オンライン講座

東京都健康長寿医
療センター顧問
 桑島　　巖

血管は脳や心臓など重要な臓器が働くための酸素や栄養を運
ぶライフラインです。血管を守るため、血圧の正しい知識と
自分で出来る血圧管理法を解説。教室での受講も可。 新設

12／11
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

食生活で摂るべき油と
避けるべき油
　オンライン講座

麻布大学教授
 守口　　徹

油の働きには、身体を整えるための重要な油とその働きを妨
げる油があります。オメガ３系脂肪酸に焦点を当て、油の基
礎と賢い摂り方を解説。教室での受講も可。 新設

12／2
木 13:30～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

ポジティブ減塩生活入
門
　オンライン講座

慈恵医大病院栄養
部管理栄養士
 赤石　定典

塩分過多は深刻な病の元ですが、ひたすら塩分を遠ざける生
活は挫折しがち。減塩の基本と美味しく、楽しく塩分を減ら
すコツと工夫を詳しく話します。教室での受講も可。 新設

11／29
月 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

望診開運食事法
　オンライン講座

望診指導士
 瀧口ひとみ

シミや吹き出物、不眠、花粉症などの不調は体からのサイン。
今回は臓器ごとの不調の出方やサインの見方を掘り下げ、食
生活改善のポイントを伝えます。教室での受講も可。 新設

10／16～3／19
土 10:30～12:00

6回	 19,800
各回の申し込みも可能

コロナ禍で迎える冬の
漢方春を迎えるために
　オンライン講座

鍼灸師
 平地　治美

春、夏の外出制限で「気」を蓄えられず、例年と違ううつ症状
などを呈する人が増えています。漢方で本来の自然治癒力を
取り戻し、春を迎える準備をしましょう。

12／20
月 13:30～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

帯津流　３分呼吸法
　体が蘇る

帯津三敬病院名誉
院長
 帯津　良一

浅い呼吸は体に負担がかかり、口呼吸をすると免疫力が落ち
てしまいます。いつでもどこでも実践でき、体と心を強くす
る呼吸法を講義と実技で指導します。

12／8
水 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

東洋医学でストレスケ
ア
　オンライン講座

頭から足先まで、さまざまなツボや経絡（けいらく）を自分で刺激してストレ
スや疲れを和らげ、乱れた自律神経も整えます。講師は鍼灸師で学校法人呉
竹学園・臨床教育研究センターマネージャーの船水隆広さん。 新設

10／9
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

腰痛ひざ痛が消えるつ
ま先の使い方
　出版記念

理学療法士
 岡田慎一郎

腰とひざを集中的に使うために起こる腰痛・ひざ痛。つま先
を正確に動かすことで痛みが改善されます。つま先の使い方
を学び合理的な体の使い方を身に付けます。 新設

11／25
木 13:30～15:30

1回	 会員	 3,850
	 一般	 4,950

身体にやさしい古武術
介護

古武術の「筋力に頼らない、体に負担をかけない身のこなし
方」をヒントに、介護する人、受ける人、双方にとって楽で
体にやさしい介護術を、実技を通して学びます。

12／12
日 10:30～15:30
休憩あり

1回	 会員	 6,600
	 一般	 8,800

腰痛・肩こりの完治を
目指す
　ちょっとした秘訣

さかいクリニック
グループ代表
 酒井慎太郎

腰・肩の痛みを軽減するテニスボールを使った矯正方法を、
ゴッドハンドと称される講師が実践を交えて指導。自宅で続
けられるセルフケアの秘訣を伝えます。

10／29
金 15:30～17:00

1回	 会員	 4,840
	 一般	 5,940

膝痛は自分で治せる
　マッケンジー法で痛みを
解消

国際マッケンジー
協会日本支部長
 岩貞　吉寛

「痛みの急所」を理解して対処するマッケンジー法は、その有
用性で国際的に高く評価されています。自分の急所を見つけ、
もう膝の痛みに悩まされない日常を。 新設

12／4
土 14:00～15:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

〒167-0052 東京都杉並区南荻窪1-1-16　TEL：03-3333-8561杉並営業所
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身心を整える 呼吸法・整体・瞑想ほか トライアル（有料）が可能な講座もあります。
お問い合わせください。

スポーツ、実技講座ご受講にあたって

●体調が悪いときは、スポーツ、実技講座などへのご参加は慎重にご判断下さい。
●教室や施設内で身体の事故が発生した場合、当社は応急措置のみ行い、その後の治療その他の責任は
負いません。
●特定の講座については、医師の診断書、健康診断書などを提出していただくことがあります。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
身体哲学　骨と呼吸 身体哲学研究所所

長
 勇﨑　賀雄

リアルな実感と気づきを通して自分のからだを感じ深く知る
ことが身体哲学の原点です。心地よい呼吸と理想的な姿勢を
骨で体験します。 新設

10／30
土 13:00～15:00

1回	 会員	 3,850
	 一般	 4,950

からだ本来の感覚を取
り戻す
　余分な力を抜いて

認定ロルファー
™
 楠美　奈生

重力に体を委ねるエクササイズで全身の力を抜き、心の安心
感にも働きかけます。不安定な社会状況や生活で無意識のう
ちに力んだ体と心をほぐしましょう。 新設

10／31
日 10:00～12:00

1回	 会員	 3,850
	 一般	 4,950

修験道から発想した身
心鍛錬法

山伏
 長谷川　智

修験道は、各種身心技法の宝庫です。現代に通じる伝統の技
で、無理のない身心の鍛錬法を学びます。気の流れや丹田を
意識して身体を使い、効果を実感しましょう。

11／20
土 10:00～11:30

1回	 会員	 3,850
	 一般	 4,950

ホネナビ体操
　動ける身体を取り戻す

室内で過ごす時間が増え、なまってしまった心と身体の機能
を取り戻します。これからの季節を快適に過ごすために、室
内でできる簡単な運動術を学びましょう。

10／16、12／18
土 10:00～11:30

2回	 会員	 7,700
	 一般	 9,900
各回の申し込みも可能

健康は足首から　足助
體操で足から元気に
　オンライン講座

足首の経穴は内臓の働きに直結しています。漢方的養生の話を交え、寝て行
う足助體操（あすけたいそう）を実践。指導は大阪漢方医学振興財団理事長の
中本かよ氏、足助體操指導登録講師の牧里美氏。教室での受講も可。

10／17、11／14、12／12
日 10:00～11:30

3回	 会員	 10,890
	 一般	 14,190
初回のみの申し込み可能

フランクリンメソッド
　生命の要、腎臓と腸腰筋
の関係

動きや姿勢の問題解決には、筋骨格系へのアプローチだけではなく、内臓の
在り方の認知が必要です。簡単なワークで身体と対話し、健やかな腎臓の在
り方を見つけましょう。講師は公認エジュケーターの西山晶子氏。

10／16
土 12:15～14:45

1回	 会員	 4,543
	 一般	 5,643

アレクサンダー・テク
ニークを自分の活動に
生かす

ボディチャンス　
ディレクター
 石田　康裕

日々の生活での動きや、芸術・スポーツ・趣味など全ての活
動に良い変化をもたらす、シンプルな方法を学びます。みな
さんが抱える課題（痛みも含む）をお持ちください。

10／15、11／19、12／17
金 19:00～20:30

3回	 会員	 10,560
	 一般	 13,860

日常生活の動きを変え
て呼吸を改善する
　オンライン講座

自分の呼吸の特徴を知っていますか。呼吸の仕組みを理解し
て、妨げになる要因を知り、「アレクサンダー・テクニーク」
を使いながらその障害に対処します。 新設

11／29、12／6
月 19:00～20:30

2回	 会員	 6,600
	 一般	 7,700

井本整体
　人体力学でからだを読み
解く

骨格、筋肉から身体の偏り、疲労の改善法を力学的にわかりやすく説明する「人
体力学」。講義と実習を通して、さまざまな変化に自らの力で対応できる身体
をめざします。井本整体主宰の井本邦昭氏監修、指導は早川卓也氏。

10／9～12／25
土 18:30～20:30

6回	 26,400

三軸修正法セミナー
　からだの歪みを整える

三軸自在の会主宰
 池上　六朗

身体の歪みを修正し整える三軸修正法はニュートン力学など
がベースの自然の法則に基づいています。地球物質としての
人間の身体や動きを様々な視点から問い直します。

10／1、11／5、12／3
金 15:30～17:30

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

めぐる身体～呼吸の間
～
　自分の体を使いこなす

身体技法研究者
 甲野　陽紀

自身の体の動きを通じて、体本来の可能性を動きの質に注目
しながら再発見します。呼吸の間をテーマに、日常やスポー
ツで動きやすい体を目指します。

10／19
火 19:00～20:30

1回	 会員	 4,510
	 一般	 5,610

自分の体を使いこなす
　部分ではなく全体を使っ
て

体の使い方次第で、いとも簡単に動けたり、無理な力がかかっ
たり、そのどちらも感じなかったりします。実際に体を動か
しながら、体がもつ本来の可能性を再発見しましょう。

10／19、11／16、12／21
火 19:00～20:30

3回	 会員	 13,200
	 一般	 16,500

ブッダのヴィパッサ
ナー瞑想
　オンライン講座

グリーンヒル瞑想
研究所所長
 地橋　秀雄

事前に質問を募り、法話の時間に答えます。瞑想の技術的質
問と人生の諸問題に関する仏教的解決策を講じます。正確な
技術と悩みのない静かな心が瞑想を深めます。

10／25
月 19:00～20:30
11／19、12／18もあり

1回	 会員	 3,300
	 一般	 3,850

ブッダの瞑想法とその
理論
　朝の瞑想

ブッダのヴィパッサナー瞑想は2500年間続く原始仏教の瞑
想。身体に起こる瞬間の出来事を捉える心を養い、身体から
実感する瞑想法を実践、爽やかに生きる智慧を学びます。

10／9～12／11
土 10:00～12:30

5回	 16,500

ブッダの瞑想法とその
理論
　夜の瞑想

ブッダのヴィパッサナー瞑想は2500年間続く原始仏教の瞑
想。身体に起こる瞬間の出来事を捉える心を養い、身体から
実感する瞑想法を実践、爽やかに生きる智慧を学びます。

10／9～12／11
土 18:00～20:30

5回	 16,500

気づきの瞑想とヨガ１
日体験

山伏
 長谷川　智

身体のバランスを整え、気・血・水の流れをよくするヨーガ
のポーズ、様々なボディワークや呼吸法を体験します。深い
瞑想のために、こころと身体の準備をしましょう。

10／1
金 18:30～20:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

気づきの瞑想とヨガ ヨガのポーズや武術由来のワークで身体感覚を研ぎ澄まし、
瞑想を行います。心と体の変化を丁寧に観察する方法を学び、
真摯に自分と向き合い新たな自分を発見しましょう。

10／1～12／17
金 18:30～20:30

7回	 23,100

倍音声明
　深い瞑想を体験する

ヨーガ行者
 成瀬　雅春

集団で声を出し、「音の集合体」の中に身を置くダイナミック
な瞑想法です。母音を低音で連続的に発声することで無限の
体内空間を感じ、深い響きを味わいましょう。

10／30
土 10:30～12:00

1回	 会員	 3,333
	 一般	 4,433
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朝カル　新宿 検索

ヨ　　ガ  トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
ヨーガの原点 アーディヨガ主宰

 塩沢　賢一
世界中に普及したヨーガの原型を知ることは、必ずしも簡単
ではありません。ハタ・ヨーガをできるだけデフォルメ（変
形）せずにお届けし、ヨーガの原点に近づきます。 新設

11／11
木 13:00～17:00

1回	 会員	 6,633
	 一般	 7,733

龍村式癒やしのヨガ 身体の動き・呼吸・イメージの３つを意識し統合するヨガです。身体と心の
声を聞き、ゆがみを補正。内側から健やかになりましょう。監修はヨガ研究
家の龍村修氏。龍村ヨガ認定指導員の宮本よしかさんが指導します。

10／13～12／22
水 18:45～20:30

6回	 18,480

龍村式・顔ヨガと呼吸
法で心身を整える

龍村ヨガ認定指導
員
 宮本よしか

東洋医学の「部分即全体」の原理とヨガの呼吸法で全身を整え
ます。マスク下で口呼吸が増えて衰えた顔の筋肉を、顔ヨガ
と正しい呼吸法で体の内側から健康にします。 新設

11／27
土 13:30～15:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

ヨガで自律神経を整え
る
　やさしいヨガ

ヨガ講師
 青田　潤一

秋は気温差や夏の疲れなどで体調不良を起こしやすい季節で
す。基本の呼吸とポーズで自律神経の乱れを改善し、身心を
健やかに整えます。初心者の方にもおすすめです。

10／18
月 19:15～20:45

1回	 会員	 3,080
	 一般	 4,180

やさしいヨガ
　誰でもできる

ヨガは難しくありません。体が硬くても、体力や根性がなく
ても大丈夫。ここでは、アシュタンガヨガの呼吸と基本的な
体の使い方を、一から学びます。

10／18～12／20
月 19:15～20:45

6回	 18,480

青田潤一のメンズヨガ ヨガは女性だけのものではありません。筋力増加や集中力
アップなどは男性にも嬉しい効果です。ヨガをはじめたい男
性に向けて基本のポーズを指導します。男性限定。 新設

12／11
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,080
	 一般	 4,180

カトウヨガ・いのちの
声に向き合う

カトウヨガ指導員
 山口みゆき
 鈴木　会里

毎月１つのポーズを取り上げます。簡単な柔軟から始めてじっくりと身体をほぐしていくので、どなたでも
集中して行えます。深く気持ちの良い呼吸とともに自分の内面と向き合うと、自然に身体の調子が整い、心
が安定していきます。

 山口 月 10:00～11:30 10／4から 13回	 35,750

 鈴木 火 12:30～14:00 10／5から 13回	 35,750

佐保田ヨーガ
　隔週クラス

日本ヨーガ禅道友
会教師
 居初　昭子

インドの修行者が数千年かけて開発した修行法を故佐保田鶴
治氏が日本に根づかせた心身一如の健康法。体の歪みをとり、
呼吸と共に瞑想。心と体の可能性を引き出します。

10／7～12／16
木 12:00～13:30

6回	 16,500

月１回のリラックス
ヨーガ

広池ヨーガ健康研
究所代表
 宮本登喜子

始めたいけど不安な方や忙しくて体を動かす時間のない方。ゆっくり自分と向き合って免疫力を高め、日頃
の不調を改善しましょう。月１回でも気持ちよさと効果が実感できます。

体調を整えるヨーガ 宮本 土 9:55～11:25 10／2から 3回	 8,580

初心者でも安心ゆった
りヨーガ

広池ヨーガ健康研
究所代表
 宮本登喜子

「無理をしない生活ヨーガ」は、全身の血流を良くして日頃の膝痛、腰痛などの不調を無理なく改善します。ゆっ
くり時間をかけて行うので初めての方も安心です。姿勢対策にも。初心者に対して丁寧に指導します。

普通科　１・３・５週 宮本 火 10:00～11:30 10／5から 7回	 20,020

広池ヨーガ健康法　普
通科

広池ヨーガ健康研
究所代表
 宮本登喜子

広池秋子が健康原理に従い組み立てた「無理をしない生活ヨーガ」。心体から苦痛を取り去る良い行法で、血
液を全身に循環させ、体調を整えます。始めた日から気持ちよさを実感できます。初心者にも丁寧に指導し
ます。

普通科 宮本 火 11:45～13:15 10／5から 13回	 37,180

普通科 宮本 火 13:30～15:00 10／5から 10回	 28,600

普通科 宮本 金 13:00～14:30 10／1から 7回	 20,020

広池ヨーガ健康法　専
科

広池ヨーガ健康研
究所代表
 宮本登喜子

身体に起こる様々な症状を理解し、健康ヨーガを通して改善法を勉強します。広池秋子先生著「女ざかりのヨー
ガ」を教科書として指導します。専科・症状別科は初伝免許取得者が対象です。

症状別科 宮本 月 14:00～15:30 10／11から 3回	 8,910

広池ヨーガ健康法　指
導講師科

広池ヨーガ健康研
究所代表
 宮本登喜子

広池ヨーガを続けて３年以上、心と体で変化を体得した方、更に多角的に健康ヨーガを学びたい方、社会と
つながり指導の道を目指す方を丁寧に指導します。指導科は中伝免許取得者、講師科は師範免許取得者対象。

指導科 宮本 月 14:00～15:30 10／4から 3回	 9,240

指導科 宮本 月 14:00～15:30 10／18から 3回	 9,240

指導科 宮本 土 11:45～13:15 10／2から 3回	 9,240

ヨーガまんだら
　楽しく学ぶホームヨーガ

日本ヨーガ学会理
事長
 荻山貴美子

ヨーガ教本に準拠。ポーズと呼吸法とマントラを中心にヨー
ガのこころ「まんだら」を探ります。はじめてヨーガを学ぶ方
も、ヨーガ講師を目指す方も歓迎です。

10／18～3／21
月 10:00～12:30

6回	 29,700
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ヨーガ講師養成講座
　楽しく学ぶホームヨーガ

ポーズと呼吸と読誦による倍音ヒーリング効果で、パワーが躍動するのを感
じましょう。ヨーガ教典やインド神話など、インド伝統ヨーガの精神的背景も。
指導は日本ヨーガ学会会長の田原豊道氏、理事長の荻山貴美子氏。

10／4～3／7
月 10:00～12:30

5回	 24,750

フィットネス・エクササイズ  トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

サボリ筋トレーニング
　オンライン講座

理学療法士
 笹川　大瑛

道具を使わずシンプルな動きで首や膝、腰など関節の痛みの
予防と改善に効果的なトレーニングです。日常では意識する
ことの少ないサボリ気味な筋肉に刺激を与えましょう。 新設

11／6
土 11:00～12:00

1回	 会員	 2,310
	 一般	 2,860

一生軽やかに動ける身
体作りトレーニング

一生楽に動かせて、転んだり怪我をしない身体作りが目標。今回は①足の曲
げ伸ばし・立ち上がりの動作②腕・肩の動き、つかむ力、がテーマです。各回
受講も可。講師は早稲田大学スポーツ科学学術院講師の荒木邦子さん。新設

12／10、17
金 15:30～17:00

2回	 会員	 6,600
	 一般	 8,800

顎（あご）の運動療法
　オンライン講座

理学療法士
 中村　尚人

咬合（嚙み合わせ）は全身にも影響を与えます。咬合について
の解説から、噛まない練習、顎を楽に動かすためのトレーニ
ングなどを紹介します。教室での受講も可。 新設

11／6
金 15:30～17:00

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

100歳でもジャンプが
できるポコポコ骨たた
き体操

からだの学校湧氣
塾校長
 森　　千恕

骨はたたくと育ちます。骨に刺激を与えて骨を正しい位置に
戻し、体のゆがみを整えて不調を改善しましょう。体幹のポ
イントや詳しいやり方を習います。

10／23
土 15:30～17:00

1回	 会員	 3,410
	 一般	 4,510

ポコポコ骨たたき体操
　筋肉を柔軟にして、骨折
を防ぐ

体の基本の「骨」は血液を造り、記憶力や認知機能を向上させ
るホルモンを分泌します。骨を叩いて動かす体操で筋肉をゆ
るめて骨折を防ぎ、若さをとりもどしましょう。

10／23、11／27、12／25
土 15:30～17:00

3回	 会員	 9,900
	 一般	 13,200

腰痛になりにくい動き
方を学ぼう
　関節なめらか塾

日常の姿勢や動き方の問題は慢性腰痛につながります。正しいフォームの運
動療法で、腰痛の原因を取り除きましょう。講師は健康運動指導士・ピラティ
ス＆ジャイロキネシス認定トレーナーの西山晶子氏。

10／14
木 10:00～11:30

1回	 会員	 3,113
	 一般	 4,213

関節なめらか塾
　正しい動きで姿勢を整え
る

不良姿勢や間違った身体の使い方によるゆがみが招く関節の不具合。最新情
報に基づき、改善に効果的な運動を続けましょう。講師は健康運動指導士・
ピラティス＆ジャイロキネシス認定トレーナーの西山晶子氏。

10／14～12／23
木 10:00～11:30

6回	 18,678

１日体験　股関節ス
ローストレッチ
　10年先も元気なカラダ

筋肉デザイナー
 藤本　陽平

股関節の柔軟性は、膝の痛みの改善や、姿勢を整え疲れにく
い快適な身体づくりに効果的。身体を動かすのは久しぶり、
運動は苦手で不安という方も気軽に体験できます。

10／1
金 10:00～11:30

1回	 会員	 3,080
	 一般	 4,180

股関節スローストレッ
チ
　10年先も元気なカラダ

ゆっくりとした動きで股関節を柔軟にし、骨盤周辺の深層筋
を鍛えます。正しい姿勢と動作を身につけて、腰や膝の痛み
を軽減し、しなやかで疲れにくい体を目指します。

10／1～12／17
金 10:00～11:30

6回	 18,480

やさしい胴体力レッス
ン
　三方向の動きで全身調整

飛龍会
 大野まさみ

胴体の三方向への動き（丸める・反る、伸ばす・縮める、捻る）
に加え、肩や骨盤等を調整し、滑らかに動く身体を作ります。
動きの質が向上し不調が改善されます。

10／10～12／12
日 14:10～15:40

3回	 9,570

伊藤式胴体トレーニン
グ「胴体力」

メソッドの基本から応用まで。胴体の動きに連動した柔軟体
操で歪みを修正しながら効率良くトレーニングします。身体
本来の正しい動きの回路を身につけ胴体力を引き出します。

10／7～12／16
木 18:30～20:30

6回	 19,800

野口体操 野口体操の会主宰
 羽鳥　　操

故・野口三千三東京芸大名誉教授によって創始された体操。ずばり、「生きる」とは何だろうかということを、
からだの動きの実感を手がかりにして問い直す「身体哲学」です。力を抜き、感覚をひらく具体的な方法で、
力まず、他人と比較せず、人間をいたわる動きのエチュードを楽しみます。オンラインは一般申込可能。

土曜 羽鳥 土 15:30～17:30 10／9から 10回	 30,800

オンライン講座 羽鳥 土 15:30～16:40 10／2から 1回	 2,310

オンライン講座 羽鳥 土 15:30～16:40 11／6から 1回	 2,310

オンライン講座 羽鳥 土 15:30～16:40 12／4から 1回	 2,310

日曜 羽鳥 日 14:10～16:10 10／3から 6回	 18,480

１日体験　真向法体操 （公社）真向法協会
常務理事
 佐藤　康彦

４つの基本的な運動を繰り返すことで健康維持を目指しま
す。股関節を中心に呼吸と合わせてストレッチすることによ
り、歪んだ骨盤や姿勢を整え心身のリフレッシュを図ります。

10／1
金 10:00～11:30

1回	 会員	 2,750
	 一般	 3,850

真向法体操 真向法は１回３分でできる体操です。４つの動作で足腰の動
きを柔軟にし、血液循環を改善します。誰でも生涯自立した
生活ができる心や体づくりを目指します。

10／1～12／24
金 10:00～11:30

13回	 35,750

自 彊 術
　万病克服の体育療法

（公社）自彊術普及
会指導員
 永留　裕子

31の動作を順番に行う日本最初の健康体操です。アンチエ
イジングや心身ストレス解消、生活習慣病等の症状の改善に
効果が期待できます。初心者の方もぜひ。

10／4～12／27
月 14:10～15:40

13回	 35,750

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）

65全講座、１回につき165円(税込み）の設備費を別途いただきます



朝カル　新宿 検索

気功・太極拳・武術  トライアル（有料）が可能な講座もあります。お問い合わせください。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
甲野善紀に武術を学ぶ
　心身を活かす工夫

武術研究者
 甲野　善紀

古来から人間に備わっている身体機能や感覚が、いかに多様
な状況に対応しているかを学びます。目からウロコが落ちる
新たな体験です。講師の実技と解説が中心。

11／20
土 13:00～14:30

1回	 会員	 3,300
	 一般	 4,400

太極拳の理論と実技 内家拳研究会主幹
 楊　　　進

太極拳を学ぶ人の必読書とされている「太極拳経」がありま
す。それに基づいた「健康太極拳規範教程」をテキストとして、
意識と身法に集中して講義と実技を行います。

10／9～12／11
土 13:10～14:40

3回	 9,900

太極拳推手入門 太極拳推手は太極拳の形や動きの意味を知る練習方法です。理解すると力の
流れのコントロールが身につきます。監修は内家拳研究会主幹の楊進氏、講
師は鞭杆協会理事長の楊崇氏、指導員の小島信氏。

10／3～12／19
日 15:00～16:30

7回	 23,100

太極鞭杆中国武術に学
ぶ

鞭杆協会理事長
 楊　　　崇
鞭杆協会指導員
 鈴木　浩之
 真野　臣弘
鞭杆協会指導員
 鈴木　浩之

鞭杆（べんがん）とは、山岳地帯に住む羊飼いが杖を武器として始めた武術です。中国山西武術の粋を24式太
極拳に編纂し指導します。呼吸器や体幹部の動きをなめらかにし身体調整に役立ちます。

入門A 楊 日 13:00～14:30 10／3から 7回	 23,100

入門B 楊 日 13:00～14:30 10／10から 6回	 19,800

中級 楊 日 14:45～16:15 10／10から 6回	 19,800

太 極 拳 簡化24式・13式を入門とし、48式・総合など主に制定拳を指導します。、「体
のしなやかさから、心のしなやかさへ」つながっていく時間を、一緒に楽しみ
ませんか。全日本太極拳協会上級総合コーチの久保厚子氏指導。

10／4～12／27
月 12:00～13:30

12回	 33,396

楊家養心太極拳
　動く禅で一生健康

NPO法人太極拳
養心会理事長
 楊　　麻紗

中国の哲学と日本の文化を融合させた楊家養心太極拳。競わ
ない心、深くゆっくりとした呼吸法を通じ、自然治癒力を高
めます。シンプルで奥の深い太極拳を丁寧に指導します。

10／6～12／22
水 11:30～13:00

12回	 33,000

はじめての楊名時太極
拳

楊名時太極拳師範
 半田　紀子

ゆっくりとした動きから繋がる深い呼吸で、心を整え気分を
リフレッシュ。経絡の気の流れを促し身体のバランスを整え
ていきます。疲労回復、健康美を目指す初心者対象クラス。

10／6、20、11／3、17、
12／1、15
水 18:45～20:00

6回	 会員	 16,500
	 一般	 23,100

楊名時八段錦太極拳
　マスタークラスＡ

楊名時太極拳師範
 楊　　　慧

準師範以上の免状取得者を対象に、第一人者である講師が全
体を通した稽古を見ながらアドバイスします。楊名時太極拳
の伝統を再確認し、自分自身を深めるクラスです。

12／21～2／15
火 10:00～11:30

2回	 8,800

楊名時八段錦太極拳
　マスタークラスＢ

準師範以上の免状取得者を対象に、第一人者である講師が全
体を通した稽古を見ながらアドバイスします。楊名時太極拳
の伝統を再確認し、自分自身を深めるクラスです。

10／19～3／15
火 10:00～11:30

3回	 13,200

楊名時八段錦太極拳 楊名時太極拳師範
 楊　　玲奈
 小笠原千秋
 北崎登世美
 津島　和子
 楊　　　慧
 小島　　信
 奥村　美子

楊名時太極拳は呼吸法にのっとったバランス運動です。ゆっくり静かに連続して動くと、筋肉や関節をリラッ
クスさせ内臓の働きをよくします。無理のない動きで女性や体の弱い方も取り組むことができます。精神統
一や健康増進にも役立ちます。津島クラス、奥村クラス監修は橋口澄子氏。

 楊 火 10:00～11:30 10／5から 9回	 24,750

 小笠原 水 12:30～14:00 10／6から 12回	 33,000

 北崎 水 14:30～16:00 10／6から 12回	 33,000

 津島 水 16:30～18:00 10／6から 12回	 33,000

 楊 木 10:00～11:30 10／7から 2回	 5,500

 楊 木 10:00～11:30 10／21から 3回	 8,250

 楊 土 10:00～11:30 10／2から 6回	 16,500

 楊 土 10:00～11:30 10／9から 6回	 16,500

 小島 土 18:00～19:30 10／2から 12回	 33,000

 奥村 日 10:15～11:45 10／3から 13回	 35,750

和のボディワーク
　オンライン講座

整体武術家
 河野　智聖

武術や整体、修験道に学び、しなやかに動き繊細な感覚を磨
くことを目的としたボディワーク。筋肉に頼らない知恵を学
び自然な体を取り戻します。教室での受講も可。 新設

11／6
土 18:00～20:00

1回	 会員	 3,520
	 一般	 4,620

フィリピン武術カリ入
門

真狩アカデミーイ
ンストラクター
 嘉陽　与南

フィリピン武術のカリは、軍隊や映画のアクションなどに広
く取り入れられている注目の武術。さまざまに応用できる独
特の技の基本を実際に体を動かしながら学びます。

10／14、28、
11／11、25、12／9、23
木 19:00～20:30

6回	 会員	 19,140
	 一般	 25,740

忍術体幹トレーニング
　忍者の身体と心を学ぶ

忍術運動研究所代
表
 相模

「体幹が整うと心は安定する」。忍術は心身を同時にコント
ロールします。自分の体にやさしい動きを通して忍術の教え
を学び、心身の状態を整えていきましょう。

10／16～12／4
土 18:00～19:30

3回	 9,570

基礎からはじめる古流
剣術

武道家
 生田　覚通

古流剣術の基礎から基本的な剣の術技、姿勢、呼吸法、刀の
振り方、歩法、間合いを身に付けます。素朴な昔ながらの鍛
錬法で剣体一致の境地、自然体を目指します。

10／16、11／20、12／4
土 15:30～17:00

3回	 会員	 9,570
	 一般	 12,870

66



提携施設  詳細は各講座リーフレット、WEBをご覧ください。 お問合せ・お申し込み  ☎03-3344-2041（プロジェクト事業本部・日祝休）
パンフレットには基本の回数、受講料を記載。※学期毎に変更の場合があります ★は会場でも申し込めます

【大江戸助六太鼓】 
所在地：東京都千代田区外神田2-1-13 細野ビル1F　TEL.03-3255-3484　JR御茶ノ水駅聖橋口から徒歩4分

講座名 講師 講座の内容 曜日・時間 受講料（税込み･円）
和 太 鼓
　御茶ノ水稽古場

助六流宗家
 小林　正道
 ほか

大江戸助六流打法を基本から指導。中太鼓斜め打法、大太鼓
立ち台横打法について、バチの持ち方から強弱の基礎打ち、
盆太鼓基礎打ちと進みます。進度によりクラス（開始時間）が
繰り上がる場合があります。

入門　日 12:00～13:30
初級　日 12:00～13:30
中級　日 15:00～16:30
上級　日 13:30～15:00

6回	 19,800
設備維持費	 8,052

【カワマスジャパンテニスカレッジ＜飯田橋＞】　★ 
所在地：文京区後楽2-15-3　尚学ビル3階　TEL.03-3811-3778　JR･地下鉄飯田橋駅から徒歩6分

テ ニ ス 校長 川桝孝之助
 ほか

細かいレベル分けによるクラス編成で各個人にあったレッ
スンを行います。アメリカンプロテニスコーチライセンス
を取得している川桝プロが、ヘッドコーチとして指導しま
す。上級クラスは受講生同士のゲーム形式での練習となり、
コーチは付きません。
日 13:00（上級）・15:20（初級）
土 9:30(中級）・15:40(初心）

会員・一般とも
7回	 初心者～上級	 18,280

【Bar Bar Bar音楽院＜横浜・関内＞】 
所在地：神奈川県横浜市中区相生町1-25 若葉運輸ビル3F　TEL.045-681-5667　JR京浜東北線・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩5分

ヴォーカル ジャズピアニスト
 Ake Kubota
 （アケ・クボタ）

横浜屈指のライブレストラン、BarBarBarが開設する音楽
院で、一流の現役ミュージシャンが丁寧に指導します。

水 14:00～16:00 5回	 会員	 15,400
	 一般	 18,700

【鎌ヶ谷ゴルフセンター＜千葉＞】　★ 
所在地：千葉県鎌ヶ谷市北中沢1-15-5　TEL.0474-45-1241　新京成線北初富駅から徒歩5分

ゴ ル フ 専属プロ
 高橋　正道

ゴルフは基本が大切です。これから始めようとされる方、
今ショットに悩んでいる方を対象に、ベテランプロが基本
に重点をおいて丁寧に指導します。
Ａ 月 13:00　　　　Ｃ 水 10:00（女性）　Ｅ 金 13:00　　　
Ｂ 月 18:30　　　　Ｄ 水 18:30　　　　Ｆ 金 18:30
 1回120分　各10回

会員・一般とも
朝・昼	 22,000
夜	 23,100

67提携施設



朝カル　通信 検索

自宅にいながら、自分のペースで学べる通信講座。ベテラン講師陣が、一人ひとりのレベルにあわせて添削・講評
します。ほとんどの講座が、毎月、受講を始められます。
講座の詳細は、講座の案内書をご請求いただくか､ホームページをご覧ください。

■コンビニエンスストアからのお支払い
　インターネット、電話またははがきでご予約ください｡コンビニエンスストアの払込用紙をお送りします。
　ご予約の際､下記の事項をお知らせください。払込手数料は無料です。
　①ご希望の講座名　②受講開始月　 ③住所・電話番号　④お名前・フリガナ
■郵便局からのお支払い
　ご予約なしで、すぐにお申し込みいただけます。
　郵便局備え付けの払込用紙に、下記の事項をご記入の上、受講料をご入金ください。払込手数料はお客様負担となります。
　①口座番号　｢00150－6－57322｣　　②加入者名　｢朝日カルチャーセンター｣　　③ご希望の講座名
　④受講開始月　 ⑤住所・電話番号　⑥お名前・フリガナ

※講座によっては､教室名､クラス名､レベル等もご指定ください。なお、郵便局からのご入金は通信講座のみのお取り扱いとなります。

〒163－0278　新宿住友ビル10階　朝日カルチャーセンター　通信講座課

【電　話】03－3344－2527 月～金曜 (祝日を除く10:00～ 17:00)
【ホームページ】https://www.asahiculture.jp/tsushin

※教材はご入金確認後１～２週間でお届けします。作品の提出・返却は郵便になります｡（Webを使う講座もあります）
※受講期間中に提出が終了しない場合、一部の講座をのぞき、未提出分を添削する延長期間がございますので、ゆっくり学習していただけます。

通信講座は入会不要です。お申し込み方法

資料請求・お申し込み先

通信講座は、毎月始めることができます。（一部を除く）受講の流れ
作品提出

添削作品受取

朝日カルチャーセンター教材受取・学習お支払いお申し込み（予約）資料請求

【 通信講座のご案内 】

朝カル通信 で検索

通信講座  

教養コース 通信講座は毎月始めることができます。（一部を除く）

講座名 講師 講座の内容 受講料（税込み･円）
漢文入門
　高校生の教科書ではじめる

河合塾講師
 武内　龍介

高校生用の教科書を使って漢文を一から学習します。毎月、サブプ
リントに沿って学習し、課題問題を提出。漢文の基礎をしっかり身
につけます。わからない箇所は講師に質問。前・後期各6ヵ月。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	 前期　21,790

哲学のすすめ
　身近にある哲学

監修　中央大学教授
 中村　　昇
添削　中央大学講師
 齋藤　宜之

私たちが生きている「ここ」に哲学はあります。「記憶」「確率と人生」
などテーマごとに学び、日常が豊穣なワンダーランドであることを
経験する哲学入門講座です。前・後期各6ヵ月、1年間で修了。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長3ヵ月）
	 前期　23,360

デカルト「省察」を読む デカルトの「省察」（邦訳）を講師の解説とともに読み進めます。課題
でリポートを提出。丁寧に講評します。6ヵ月6回で読了。はじめ
て哲学書に取り組もうという方から、どなたでも受講いただけます。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長3ヵ月）
	 23,150

古文書を読む 監修　長岡大学名誉教授
 小川　幸代

江戸時代の古文書を課題に取り上げます。教材の字典や解説を手が
かりに、毎月1～2点を解読。添削講師の丁寧な指導を通し、徐々に、
文字を読み解く力を養います。入門2年、実践3年で修了。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	 25,040

聖書に親しむ カルメル会司祭
 九里　　彰
 今泉　　健

通信「読書隊」仲間でお互いの読み方を比較しながら理解を深める講
座。新約聖書の福音書を中心に、毎月1つずつテーマを選んで共に
考えます。九里（くのり）氏と、今泉氏が交互に指導。継続可。

4、7、10、1月開講
6ヵ月・添削6回
	 20,740

社会の動きや様々なトピックを追いかけ、日々新しい講座が生まれています。

ホームページで、最新講座をチェック！ 朝日カル 新宿 検索
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文章コース 通信講座は毎月始めることができます。（一部を除く）

講座名 講師 講座の内容 受講料（税込み･円）
文章教室　普通コース
　　　　　錬成コース

監修　元朝日新聞「天声人語」筆者
 冨永　　格
添削
 元朝日新聞記者講師陣

効果的な表現や構成、品位のある文章を目指します。「サボる」「こ
の年」などの課題で、800字以内の作品を提出。朝日新聞の元記者
が指導。錬成は普通コース1年以上の受講者が対象。錬成コースで
は、毎月推薦作品集を送付します。継続可。

4、7、10、1月開講
6ヵ月・添削6回
	 普通　21,580
	 錬成　22,620

短文力を鍛える文章教室
　「素粒子」元筆者に学ぶ

元朝日新聞「素粒子」
筆者
 真田　正明

新聞投稿、ハガキ、Twitterなど限られた字数で思いを伝えるコツ
を、短文コラムのプロが教えます。月1回600字程度の文章を提出。
9/19の公開講座（別料金）で実践指導します。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	 21,450

新聞コラムを読み、考える
　視野を広げ、文章を磨く

元朝日新聞記者
 福田　和郎

朝日新聞および他紙のコラムを題材に800字以内の文章を月1回提
出。様々な事柄への問題意識を育み、自分の考えを簡潔に表す力を
磨きます。元記者が丁寧な添削と講評を行います。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
 19,480

基礎からのエッセイ
　思いが伝わる書き方

元朝日新聞社書籍編集
部部長
 花井　正和

｢自分が最も伝えたい思いや願い・考え｣を大切に、講師が丁寧に添
削講評します。｢神だのみ｣「花束」などの課題で600字の文章を提出
(800字の回あり)。自分らしいエッセイを目指します。継続可。

4、7、10、1月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
 22,620

作家に学ぶエッセイの書き方 作家
 山名美和子

文章を書くことは好きだが、さらに上手な表現を学びたい方が対象。
身近な話題をテーマに、毎月1回800～1000字の作文を提出します。
個性を生かしつつ上達のポイントを指導。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
 23,250

エッセイの書き方
　池辺クラス
　木村クラス

元朝日新聞記者
 池辺　史生

監修　エッセイスト
 木村　治美
添削	
 木村治美エッセイストグループ

エッセイは幅の広い文章。随筆、身辺雑記、随想録など、言い方は
いろいろあります。肩ひじ張ることなく、事実や思うことを素直に
描写する力を養います。毎月の提出エッセイの字数は、池辺クラス
は600～1000字、木村クラスは1200～2000字と幅をもうけ、漢
字の制限もせず、のびのびと自由な文章が書けるように指導します。
木村クラスは、木村治美エッセイストグループが添削指導します。
継続可。
※希望するクラス名を指定してお申し込みください。

毎月開講
6ヵ月・添削6回
 池辺クラス　22,620
	 木村クラス　23,250

自分史の教室 元朝日新聞記者
 中村　　謙

自分の半生を見つめ、人生の思い出を書き継ぐのが自分史です。毎
月1回1400字以内の文章を提出。自信をもって書けるように、講師
がアドバイスと講評を行います。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
 22,730

通信で学ぶ小説創作ゼミ
　100枚コース

文芸編集者
 松岡　弘城

小説を書き始めている方、すでに書いていて作品に客観的な評価が
欲しい方、新人賞への応募を考えている方が対象。レベルや経験は
問いません。「創作ゼミ」は400字×100枚まで、「新人賞」は400字
×500枚まで、期間中に1作品を講評。どこをどう直せば完成度が
上がるのか、率直かつ丁寧で具体的なリポートをお届けします。ジャ
ンルは純文学、エンターテインメントを問いません。

4、7、10、1月開講
添削1回
 25,670

通信でめざす小説新人賞
　500枚コース

4、7、10、1月開講
添削1回
 36,450

文芸創作のためのトレーニ
ング
　文章表現力と想像力を磨く

作家
 中島　信子

小説、エッセイ、童話など、文学作品を書くための表現力と想像力
を磨きます。毎月、講師出題の課題（場面設定など）に1200字以内
の作品を提出。各自の個性と方向性に沿って指導します。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
 22,000

童話創作入門 ファンタジー作品から民話的童話や生活童話まで、雑誌の編集など
を経て文筆活動に入った経験豊かな講師が指導します。2ヵ月に1
回、4000字以内の作品を提出。6ヵ月3回添削。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削3回（延長6ヵ月）
 23,570

短い童話を書いてみよう 児童文学作家
 藤田富美恵

2000字以内の短い作品を書き、2～3回の添削を経て完成をめざしま
す。講師の添削指導を参考に、書き直しを繰り返すことで、完成度の
高い作品を仕上げます。6ヵ月6回。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
 23,570

講師　「海原」創刊同人、「棒」同人　柳生　正名

金子兜太が「造型俳句六章」を発表してちょうど 60
周年。句作りの実際を踏まえたとても実践的な内容で
す。講座では「創る自分」と「推敲」をキーワードに、「俳
句造型論」を初歩から学びましょう。

▶p.17俳句１日講座

公開講座

お問い合わせ
03-3344-2527

講師　元朝日新聞編集者　貴志　友彦

エッセイ、ブログ、ＳＮＳ、投稿。どんな文章でも、テーマ
の絞り方、タイトルの巧拙によって、読者の獲得に大きく
影響します。「読まれる文章」とは何か、ご一緒に考えて
いきたいと思います。

▶p.15文章１日講座

10 倍読まれるテーマとタイトル 「創る自分」を作句に生かす
－兜太の造型論に学ぶ「推敲」の基本－

▶12 月 5 日（日）13：30 ～ 15：30
▶3，630 円（設備費、消費税込み）／教室定員 40 名

▶12 月 12 日（日）13：00 ～ 15：30
▶3，980 円（設備費、消費税込み）／教室定員 20 名

いずれも
教室（新宿住友ビル）でも
オンラインでも受講可。

（入会不要）

https://www.asahiculture.jp/tsushin
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朝カル　通信 検索

詩歌コース 通信講座は毎月始めることができます。（一部を除く）

講座名 講師 講座の内容 受講料（税込み･円）
はじめての俳句 監修　「鷹」主宰

 小川　軽舟
添削　「鷹」同人
 大石香代子
 ほか

｢俳句を作ってみたい｣｢基礎からしっかり学びたい｣という方が対象
です。俳句の基本になる4つの「型」をテキストで学習します。課題
に沿って毎月2句を提出。｢鷹｣同人の添削講師が丁寧に指導します。
前期･後期各6ヵ月。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	 前期　20,840

俳句 武田伸一教室 監修　「海原」発行人
 武田　伸一

添削指導は「海原」創刊同人・実務運営委員長の柳生正名さん。実作
中心の教室です。毎月１回当季雑詠５句を提出。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
 20,840
	 山田教室のみ　19,800黒田杏子教室 監修　「藍生	（あおい）」主宰

 黒田　杏子
添削指導は「藍生」同人の名取里美さん、高田正子さん。実作中心の
教室です。毎月１回当季雑詠５句を提出。継続可。

山田閏子教室 監修　「初桜」主宰
 山田　閏子

添削指導は「初桜」同人のあらきみほさん。実作中心の教室です。毎
月１回当季雑詠５句を提出。継続可。

小川軽舟教室 監修　「鷹」主宰
 小川　軽舟

添削指導は「鷹」同人の志田千惠、辻内京子、山下桐子、帆刈夕木の
各氏。実作中心。原則「はじめての俳句」修了者対象。継続可。

稲畑汀子教室 監修　「ホトトギス」名誉主宰
 稲畑　汀子

添削指導は「ホトトギス」同人の田中祥子、田中由子、水田むつみの
各氏。実作中心。毎月１回当季雑詠５句を提出。継続可。

大串章教室 監修　「百鳥」主宰
 大串　　章

添削指導は「百鳥」同人の平田倫子さん。実作中心の教室です。毎月
１回当季雑詠５句を提出。継続可。

やさしい短歌入門
　はじめての実作と鑑賞

監修　「かりん」編集委員
 米川千嘉子

短歌の作り方と味わい方を学びます。毎月、2首の実作や、コツをつ
かむための短歌の言葉選び、鑑賞力をつけるための作品解読などを
提出。米川氏が作成した課題で基礎を固めます。添削指導は「かりん」
同人の浦河奈々氏が担当。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
 20,840

はじめての短歌 「かりん」選歌委員
 田村　広志

講師は「初心者はとにかく作って提出して下さい。添削指導を受け
ると驚くくらいわかってきます」と語ります。毎月、課題1首と自由
題2首を提出。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
 20,840

短歌 佐佐木幸綱教室 監修　朝日歌壇選者
 佐佐木幸綱

添削講師は「心の花」同人の斎藤佐知子、谷岡亜紀、本田一弘の各氏。
実作中心。毎月１回未発表作品３首を提出。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
 20,840
	米川教室・高野教室のみ　19,800米川千嘉子教室 監修　「かりん」編集委員

 米川千嘉子
添削講師は「かりん」同人の浦河奈々さん、古志香さん。実作中心の
教室です。毎月１回未発表作品３首を提出。継続可。

高野公彦教室 監修　朝日歌壇選者
 高野　公彦

添削講師は「コスモス」選者の津金規雄さん、田中愛子さん。実作中
心の教室です。毎月１回未発表作品３首を提出。継続可。

中川佐和子教室 監修　「未来」選者
 中川佐和子

添削講師は「未来」選者の中川佐和子さん、田中槐さんほか。実作中
心の教室です。毎月１回未発表作品３首を提出。継続可。

今野寿美教室 監修「りとむ」編集人
 今野　寿美

添削講師は「りとむ」同人の岡村彩子さん。実作中心の教室です。毎
月１回未発表作品３首を提出。継続可。

現代詩を書く 詩人
 野村喜和夫

初心者から経験者まで、実作を通して言葉の自由な発想法や豊かな
表現力を磨き、詩を書くよろこびを味わいます。毎月１回、自由題
で40行以内の作品に講師が講評します。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
 22,620

童謡詩を書く
　子どものための詩を作る

日本童謡協会会員
 もり・けん

子どものための詩を書くことは、素直な自分の心の叫びに耳を傾け
ること。経験豊富な講師の指導で自分を見つめ直します。毎月1回
1～3作品。参考課題あり。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
 25,040

漢詩を作る 全日本漢詩連盟招待詩家
 河野　光世

漢詩の作り方を学んだことがある方が対象。テキスト ｢だれにもで
きる漢詩の作り方｣（太刀掛呂山著）を参考に、課題に沿って七言絶
句を提出。丁寧に添削指導します。継続可。

4、7、10、1月開講
6ヵ月・添削6回（延長3ヵ月）
 25,040

漢詩実作 東京都漢詩連盟名誉会
長
 窪寺　　啓

漢詩は鑑賞だけでなく実際に作ってみると、その面白さが一層よく
わかります。作詩のルールを知っていて漢詩により親しみたい方に、
課題に沿って七言絶句の添削指導をします。継続可。

4、7、10、1月開講
6ヵ月・添削6回（延長3ヵ月）
 19,800

全国のネットワーク

■新宿教室
〒163-0210  東京都新宿区西新宿2-6-1

新宿住友ビル10･11階

TEL 03-3344-1941

■立川教室
〒190-0012  立川市曙町2-1-1

ルミネ立川9階

TEL 042-527-6511

ルミネ横浜8階

■横浜教室
〒220-0011  横浜市西区高島2-16-1

TEL 045-453-1122

■中之島教室
〒530-0005  大阪市北区中之島2-3-18

中之島フェスティバルタワー18階

TEL 06-6222-5222

■くずは教室
〒573-1121  枚方市楠葉花園町14-1

京阪くずは駅ビル3階

TEL 072-850-1500

■名古屋教室
〒460-0008  名古屋市中区栄3-4-5

スカイル10階

TEL 052-249-5553

■川西教室
〒666-0033  川西市栄町25-1

アステ川西3階

TEL 072-755-2381

■北九州教室
〒802-0077  北九州市小倉北区馬借1-3-9

クエスト第２ビル2･3階

TEL 093-521-8381

■京都教室
〒604-8005  京都市中京区河原町三条上ル

京都朝日会館8階

TEL 075-231-9693

■福岡教室
〒812-0011  福岡市博多区博多駅前2-1-1

福岡朝日ビル8階

TEL 092-431-7751

 

※各教室の講座（一部除く）は、全教室でお申し込みができます。
講座に関するお問い合わせは、その講座を開催する教室にお願
いいたします。

■千葉教室
〒260-0013  千葉市中央区中央1-11-1

三井ガーデンホテル千葉5階

TEL 043-227-0131
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芸術コース 
心に響く写真を撮ろう 元朝日新聞東京本社写

真部長
 山口　百希

毎月3作品（A4サイズまで）を提出。イメージどおりの写真が撮れる
よう、きめ細かく添削します。撮影時のポイントやカメラの扱い方
など注意点も解説。初心者もベテランも大歓迎。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	 22,000

水墨画のはがき絵
　初級～研究科

水墨画紅石会主宰
 大月　紅石
 ほか

講師の手本と解説に沿って、墨と淡彩で毎月2点を描き提出。季節を
先取りした作品は便りや額絵に使用することができます。毎回、大
月氏と門下の講師が、2人で添削指導します。

4、7、10、1月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	 初級Ⅰ期　23,040
	 ※画材セット付　36,790

花の墨彩画
　Ⅰ～Ⅳ期

講師の美しい作品を手本に、顔彩による色鮮やかな花などを描きま
す。水墨画を初めて学ぶ方には「水墨画のはがき絵」をお勧めします。

4、7、10、1月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	 Ⅰ期　26,510

似顔絵教室
　入門編

イラストレーター
 宇田川のり子

似顔絵はコツをつかめば、誰でも気軽に描くことができます。解説
を参考に毎月テーマにそって作品を提出。似せ方や表現方法など細
部にわたり添削します。作品に関する質問も可能。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	 20,270

「あなたらしさ」を伸ばす
デッサン
　オンラインと通信添削

画家
 柏原　葉子

花を中心に身近な静物を題材として、個性を大切にし、各々の力量
に合わせて個別添削します。初心者の方にはオンライン授業も使い
ながら、鉛筆の使い方、削り方から指導します。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	オンライン受講料含め　23,430

「想い」を形にする仏画教室 やさしいオリジナル教材から始め、墨での白線描、着彩へと進んで
いきます。ご自身の心を込めながら、思い思いの仏画へ挑戦してい
ける素地を作ります。継続可。 新設

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	 20,790

 

書道コース 
総合書道Ⅰ
　日常書道入門

監修　東京学芸大学名誉教授
 吉田　鷹村
添削　高等学校書道講師
 柳　　道子
　　		日本書城会師範
 津志田天峯

故吉田鷹村氏による手本で、楷・行・草書、かなを基礎から学びま
す。添削講師が毎月1回丁寧に指導。1期6ヵ月で2年。

毎月開講
各6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	 Ⅰ　1～4期　各19,870
	 Ⅱ　1～4期　各20,500
	 Ⅲ　1～4期　各21,130
	 Ⅳ　1～4期　各21,130

総合書道Ⅱ
　古典の臨書と創作

古人の書を手本に、1期行書、2期草書、3期かなを臨書し、4期は
創作書道の初歩を学びます。1期6ヵ月で2年。毎月1回添削。

総合書道Ⅲ
　行書の研究

古典で行書を深く研究します。1期は王羲之、2期は空海、3期は橘逸
勢、4期は顔真卿。1期6ヵ月で2年。毎月1回添削。

総合書道Ⅳ
　漢字かな交じり文を美しく書く

和漢の代表的な古典作品を臨書し、更に古今の詩歌へと進み、漢字
とかなの調和を学びます。1期6ヵ月で2年。毎月1回添削。

自由研究書道
　臨書と創作

総合書道修了者対象。楷・行・草書、かなの古典から1つを選び、
1～2年かけて臨書を学習。創作を加え、自由な計画で毎月1回提出。
継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	 21,760

語学コース 通信講座は毎月始めることができます。（一部を除く）

講座名 講師 講座の内容 受講料（税込み･円）
ゼロからはじめる英作文 翻訳家

 村野由加子
前期後期で1年課程。前期では、英文を書くために必要な語法をテ
キストと添削問題で学習。中学英語の文法を｢書く｣という観点で整
理し、後期では自己表現のための英作文に挑戦します。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	 21,370

英文翻訳の入門 文法別のカリキュラムに沿って、毎月1回、短い英文をいくつか翻
訳。原文を日本語の発想法で文章化する技術を学びます。添削指導
は各自のレベルで。Q&A欄あり。前・後期各6ヵ月。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	 前期　22,200

英文翻訳の実践
　英米文学を中心に

小説、エッセイ、評論など選び抜かれた課題で実践学習し、添削指
導と解説・訳例を通して翻訳技術を身につけます。原文を最大限に
生かす日本語表現力も磨きます。1～4期各6ヵ月。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
 22,620

ビジネス英語入門 青山学院大学名誉教授
 秋山　武清

市販の参考図書を使い、ビジネス英文レターやEメールの書き方を
基礎から学びます。フォーマットの確認から始め、ビジネスの場面
を想定した実践練習もします。前期・後期各６カ月。 新設

毎月開講
６ヵ月・添削6回（延長６ヵ月）
 21,890

Business English Writing 元東京外国語大学特任
教授
 狩野キャロライン

取引先とのメールや社内向けの報告書など、ビジネスに必要な英語
を実践的に学びます。各自のレベルに合わせて英語で講評。添削課
題の提出、返却はメールを使います。継続コースあり。

毎月開講
６ヵ月・添削6回（延長６ヵ月）
 19,800

英語俳句を楽しもう
　Haiku	in	English

鹿児島国際大学教授
 デビッド・マクマレイ

基本から学び、英語でオリジナルな俳句を詠めるように指導。朝日
新聞デジタルの英語俳句コーナー選者である講師が、英語で添削し
ます。毎月3句を提出。高卒以上の英語力のある方。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
	 20,110

71通信講座



入　会

旅　行 宿　泊 お買い物

施設・コンサートなど

会員の方には、こんな特典
朝日カルチャーセンターの会員の方には、当社主催の公開講座や各種の催しに優待割引があります。割引の対象、条件、
内容などはそれぞれ異なります。お問い合わせは新宿教室お客様サービスチーム ☎03-3344-1942 または各店まで。

●会員証は入会時に発行します。
●会員証は受講のお申し込み、会員の特典利用の際などに

ご提示ください。
●会員証は貸したり、譲ったりすることはできません。
●会員証を紛失した場合は速やかに再発行の手続きを受付窓

口へお申し出ください。再発行に際しては、手数料220円
をいただきます。

●会員証は朝日カルチャーセンターの全国11教室（新宿、立
川、横浜、千葉、名古屋、中之島、くずは、川西、京都、
北九州、福岡）でお使いいただけます。

●当社スタッフがご提示を求めることがありますので受講時
には受講券を携帯してください。

●受講券は貸したり、転売したりすることはできません。

●講座は定員になり次第、受け付けを締め切ります。
●受講者が一定数に達しない場合など、やむを得ず講座の開

講を中止することがあります。その場合、お支払い済みの
受講料等はお返しいたします。

●講師の急病や事故、交通機関のストライキや天災地変など
のため、やむを得ず休講することがあります。その場合は
まず補講を検討しますが、事情により補講できないことも
あります。補講ができない場合は、休講分の料金をお返し
いたします。

●講師の病気など、事情により他の講師が代講することがあ
ります。

●台風や大雪など荒天により、交通機関の運行に大きな影響
が予想される場合、休講もしくは予定の講座内容を一部変
更する場合があります。休講の場合は、決まり次第、順
次、受講者のみなさまにご連絡いたします。休講の判断
は、午前の講座については前日の夕方までを、午後開講の
講座は、講座開始時間の3時間前までを目安に決定する予定
です。

●各教室のホームページのトップの「お知らせ」に、休講関
連の情報を掲出いたします。なお、天変地異の場合はこの
限りではありません。

●急な休講で連絡がとれないためにおいでいただいた場合な
ど、いかなる事由でも教室までの交通費など損害は補償い
たしません。

●教室の座席の指定はできません。
●講師やほかの受講者に迷惑をかける行為があると当社が判

断した場合は、受講をお断りすることや退会していただく
ことがあります。

●教室内では携帯電話の電源をお切りいただくか、マナー
モードにしてください。

●講座の録音、録画、写真撮影はお断りします。

●サービスのある各種施設をご利用の際は会員証をご提示く
ださい。

受講規約 株式会社朝日カルチャーセンターが運営する会員制のカルチャースクールです。お申し込みの
前に必ずこの規約をご確認ください。

●初めて受講される方はご入会ください。ただし、公開講座
など、入会しなくても受講できる講座もあります。

いただきます。諸費用の有無、金額については、各教室ま
でお問い合わせください。

●入会金、受講料、教材費などは消費税込の表記となっており
ます。

●公開講座は入会せずに、一般料金で受講することができます。
●受講料は原則としてお返しいたしません。ただし次の場合

に限りお返しいたします。 
・転居や病気などやむを得ない事情でご受講を取りやめる場

合は、休業日を除く開講日前日までの営業時間内にお申し
出ください。受講料から手数料550円を差し引いた額をお
返しいたします。ただし、催し物・提携講座・現地講座な
ど一部については受講取り消し可能な期日や手数料が異な
るものがあります。

・講師や当社において既に注文が完了した教材費等の諸費用
については払い戻しができない場合があります。詳しくは
各教室までお問い合わせください。

・講座が不成立の場合、または、講師や当社のやむを得ない
事情により１回も実施できなかった場合は、受講料の全額
をお返しいたします。

・講座が休講になり補講も実施できなかった場合は、当該休
講分の受講料をお返しいたします。

●当月分として納入された受講料等を他の月の受講料等へ振
り替えることはできません。

受講料
●受講料は受講開始前に一括前納していただきます。
●受講料には、特に明示した場合を除いて、教材費・テキスト

代・資料代・水屋料・焼成料・設備維持費などは含まれて
いません。これらの諸費用についても原則として前納して

●SNSを含む他の媒体に講義内容を転載すること、また、講
座で配布した教材を受講目的以外で使用することは著作権
の侵害になりますので、固くお断りいたします。

●講師や受講者の住所や電話番号などの個人情報はお教えで
きません。

●教室内で喫煙、飲食はご遠慮ください。当社施設内での飲
酒はお断りいたします。

●貴重品はご自身で管理し、盗難等には十分にお気をつけく
ださい。教室・施設内での盗難、破損、紛失などについ
て、当社は損害賠償の責任を負いません。

●特に明示した場合を除き、お子様連れの受講はご遠慮くだ
さい（託児施設をご紹介している教室もございます）。

●ペットを連れてのご来場、ご入室はお断りします。
●体調が悪いときは、スポーツ、健康実技講座・現地講座

などへのご参加はご自身の責任で慎重にご判断ください。
なお、教室・施設内での身体の事故が発生した場合、当社は応急
の措置のみおこない、その後の治療その他の責任を負いません。

●スポーツ・健康実技講座など特定の講座については、医師
の診断書、健康診断書などを提出していただくことがあり
ます。

●スポーツ・健康実技講座の施設内では規則を守り、必ず
指導員と施設管理者の指示に従ってください。

●車いすのご利用や介助者を同伴し受講される場合は、事前に
ご相談ください。

●教室内での物品販売及び勧誘、金品の徴収は固くお断り
します。

●講師への季節の贈り物やお祝い等のお心遣いはご無用です。
●講座は主として４月、７月、10月、１月に開講します。

それぞれの募集時期に朝日新聞に講座紹介の特集を掲載し、
ホームページの講座情報も更新します。

●年４回４期にわたっての募集が基本となりますが、１年を
通して、ほとんどの講座は途中から受講することができま
すので、その都度新しい受講者が参加されます。定員にな
るまで募集を続けますので、継続の受講者の方々は新しい
受講者の方々に対してご配慮ください。

●万一の災害にそなえ、非常口や避難通路などはあらかじめ
ご確認ください。

●災害発生時には当社スタッフの指示・誘導に従って落ち着
いて行動してください。

●会員資格の有効期間は３年間です（ただし、法人会員の場
合など例外があります）。以降、会員資格を継続する場合
は、更新料1,100円が必要です。

●有効期限が切れてから３年以内に更新手続きをされた場合の
新しい有効期限は、期限切れの時点から３年後となります。
３年経過後の入会については、新規入会の扱いとなります。

●入会の取り消し・退会の事由が生じた場合は、受講のお申
し込みをされた教室窓口で営業日の営業時間内にその手続
きを承ります。

●入会金は原則としてお返しいたしません。ただし、入会手
続きと同時に受講のお申し込みをされた講座が不成立の場
合や講師や当社のやむを得ない事情により講座を１回も実
施できず、他の講座の受講をされない場合に限り、返金い
たします。

※手続きの際は、必要な書類（年齢を確認できるもの、障害者手帳
など）をご提示ください。

●｢語学教育講座｣、｢パソコン講座｣などで受講期間が２カ月
を超え、かつ、受講のお申し込み時の入会金、受講料(長期
一括申し込みの場合は合計額)や教材費などを合計した金額
が５万円を超える場合には｢特定商取引法｣のクーリング・
オフ、中途解約などの規定が適用されます。

●クーリング・オフが適用された場合、入会金、受講料、教
材費などを返金いたします。お申し込みになる講座にクー
リング・オフ等の適用がある場合には、お申し込み前に概
要を説明する書面をお渡ししてご説明いたします。

一般 5,500円
会員のご紹介者 2,750円
７０歳以上、１８歳以下、障害者の方 無　料
大学生 2,750円
トライアル、体験講座の受講者（受講後２ヵ月有効） 2,750円

会員証

会員特典

●ホームページでのお申し込みの場合
・クレジットカードでのお支払いのみになります。VISA、

Master Card、JCB、American Express、Diners Clubの
ロゴが付いたクレジットカードが、１回払いでご利用いた
だけます。

・お申し込み完了メールが受講券の代わりになります。
●電話でのお申し込みの場合
・お申し込み後、数日中に｢ご予約承り書｣と払込用紙をお送

りします。お近くのコンビニエンスストアでお支払いくだ
さい。お支払い後の払込受領証を｢ご予約承り書｣に貼付し
ていただくことで、受講券と同様のお取り扱いをいたしま
す。払込手数料は、当社が負担します。

●受付窓口でのお申し込みの場合
・受付窓口で、申込書に必要事項をご記入の上、入会金と受

講料等を添えてお申し込みください。受講券をお渡しいた
します。

・お支払いの際は、現金のほか、VISA、Master Card、
JCB、American Express、Diners Clubのロゴが付いたク
レジットカード、デビットカード（一部教室では取り扱い
ございません）が、１回払いでご利用いただけます。

●JTBガイアレックの主催旅行
●JTB「ルックJTB｣「エースJTB｣（一部除く）
　取扱支店（新宿西口･トラベルゲート立川･トラベルゲート横浜･湘

南藤沢）

お食事
新宿住友ビル内レストラン
2Ｆ　京懐石の「みのきち」

その他施設のレストラン
ハイアットリージェンシー東京　京王プラザホテル（新宿）
55 楼菜館、新宿かなえ

ルミネ横浜飲食店一部店舗
（問い合わせ先：横浜教室受付　045-453-1122）

受講のお申し込み

《クーリング・オフ、中途解約について》

受講券

講　座

受講に際して

緊急時

●規定の期間受講した方には、ご希望があれば、講座により
修了証を発行します。

●華道、茶道、香道など一部の講座は、所定の申請手続きを
経て免許状が受けられます。申請にあたり、別途認定料などが
必要になる場合がありますので、事前にご確認ください。

修了証・免許状

講座の雰囲気や内容を知っていただくためにトライアル
（体験）受講や見学ができる講座があります。

●トライアル（体験）受講
・事前にご予約ください。
・１回分相当の受講料をお支払いいただきます。
・同一講座でのトライアル受講は１回に限らせていただきます。
●見学は無料です。事前に講座の開催日時や見学時間など詳

細は各教室にお問い合わせください。同一講座での見学は1
回に限らせていただきます。

トライアル（体験）受講・見学

●入会、受講のお申し込みの際に伺った氏名、住所、電話番
号、Eメールアドレスなどは、各教室での受講連絡をはじめ
朝日カルチャーセンターからの各種お知らせや、講座企
画の内部資料として使わせていただきます。

●提携講座や協力施設、旅行など、他企業、他団体等と協
力、提携して開いている講座があります。そうした講座を
受講される方の個人情報は、当該他企業、団体でも、講座
運営やその他の連絡などに使わせていただきます。

●個人情報の保護には規定を定め万全を期しておりますの
で、ご協力をお願いします。

●ご登録の住所、電話番号などで変更があった場合は、ご受
講の教室へお知らせください。

個人情報

横浜クルージング、セレモアつくば、成川美術館（箱根）、ＤＩＣ
川村記念美術館、クレマチスの丘、脇田美術館、東京交響楽団主催
の演奏会、新日本フィルハーモニー交響楽団主催の演奏会、東京
フィルハーモニー交響楽団主催の演奏会、読売日本交響楽団主催の
演奏会、日本フィルハーモニー交響楽団主催の演奏会、神奈川フィ
ルハーモニー管弦楽団主催の演奏会、ホリプロ指定の演劇、文学座
指定の公演、ＮＢＳ（財団法人日本舞台芸術振興会）指定の演奏
会、モーション・ブルーヨコハマのライブ、松山バレエ団主催の
公演（一部の公演除く）

ハイアット リージェンシー東京、京王プラザホテル（新宿）、東急ホテル
ズ、ワシントンホテル、リゾーピア箱根、リゾーピア熱海、箱根ハイラン
ドホテル、山のホテル、ホテルはつはな、ホテルニューさがみや、ホテル
一宮シーサイドオーツカ、横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ、マホ
ロバ・マインズ三浦、小海リゾートシティ・リエックス、白馬アルプス
ホテル、蓼科パークホテル、那須温泉「お宿ひがしやま」、ダイワロイヤ
ルホテルズ、三井ガーデンホテルズ（８ヶ所）、ホテルファミリーオ／
ホテルフォルクローロ、ヴィラージュ伊豆高原、プレジデントリゾート
軽井沢、かんぽの宿

小田急百貨店（新宿・町田・藤沢）、ユザワヤ、メガネのパリミキ新宿
センタービル店、オグラ眼鏡店（大丸東京店、松坂屋上野店を除く全
店）、イワキメガネ横浜ジョイナス店、チャコット横浜店






