
入会金半額
2,750円

対象講座100以上！
1,500円でトライアル

70歳以上の方はいつでも

入会金無料特典
11/18 金 1/5 木

キャンペーン
早割

冬の講座案内
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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。

● 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

冬の
受け付けは

現金とクレジットカード（１回払いのみ）
がご利用できます。

は休業日 は祝日営業日

2023年1月～3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。

2月
日 月 火 水 木 金 土

●コンビニエンスストアで
　（開講2週間前まで受け付けます）
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
　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

うえ、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（１回
　払いのみ）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。

検索

3月
日 月 火 水 木 金 土

1月
日 月 火 水 木 金 土

金11月18日

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
をお願いいたします。

！ご注意 ②講座の開講が近い場合は、窓口もしくはホームページでのお支払いをお願いすることがあります。
①オンライン講座のお支払いは、WEB決済でお願いします。

③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。
④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、ホームページをご覧ください。
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※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 ログイン  を
クリックしてください。

スマホは、左下の メニュー  から
ログイン  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

ラフカディオ・ハー
ン、今を生きる

講 師：小泉八雲記念館館長
	 小泉 凡
日 時：2/12 日曜
	 13：00～14：30

「勉強しないで」
身につく英語

講 師：東京大学教授
	 酒井 邦嘉
日 時：1/21 土曜
	 13：30～15：00

生活習慣病として
のおしりのトラブル

講 師：平田肛門科医院院長
	 平田 雅彦
日 時：2/2 木曜
	 13：00～14：30

対談「三島由紀夫 
後期の思想と行動」
講 師：小説家
	 平野 啓一郎（左）
	 白百合女子大学教授
	 井上 隆史（右）
日 時：3/25 土曜
	 18：30～20：00

ヨーロッパの王家
と紋章

講 師：専修大学教授
	 伊藤 博明
日 時：2/11、3/11 2回 土曜
	 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うえ、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（１回払い）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！
「レオポルド美術館
エゴン・シーレ展」
のみどころ
講 師：東京都美術館学芸員
	 小林 明子
日 時：3/1 水曜
	 10：30～12：00

ユーザー登録画面

ログイン画面

平野 啓一郎氏
©ogata_photo

エゴン・シーレ 《ほおずきの実のある自画像》
1912年 油彩、グワッシュ／板 レオポルド美術館蔵
Leopold Museum, Vienna写真：小泉八雲記念館

画像：エリザベス女王の紋章



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）
議会制民主主義に未来
はあるか
� オンライン

明治学院大学教授
� 池本　大輔

連立政権の形成や、住民投票や国民投票など、変化や混乱が
生じているイギリス政治。議会制民主主義の母国イギリスを
手がかりに、未来を展望します。教室での受講も可。 新設

2／17、3／17
金�19:00～20:30

2回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

アメリカ政治と思想潮
流

関西大学客員教授
� 会田　弘継

混迷を続けるアメリカ政治とその背景となる思想を追跡。ト
ランプ前大統領が大きな影響を与えた中間選挙を受けて始ま
る、2024年の大統領選挙への動きに注目します。

1／28、2／18、3／18
土�10:00～11:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

欧州における経済統合
と安全保障体制
� オンライン

元金融庁国際担当
審議官
� 丸山　純一

ヨーロッパの経済と安全保障の関係は今後どうなるのか。東
欧諸国のEU加盟とブレグジット、そしてEUの東方拡大はど
こまで進むのか考察します。教室での受講も可。

1／14、3／11
土�10:30～12:00

2回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

ルポ・等身大の中国を
知る
� オンライン

ジャーナリスト
� 中島　　恵

今を生きる中国人たちは何を考え、何に興味を持ち、どんな
生活を送っているのか。日本や母国についての考え方、生活
スタイルなどを紹介します。教室での受講も可。

1／14、2／11、3／11
土�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

外交官経験者が語る中
東の暮らしと文化
� オンライン

京都大学博士（地
域研究）
� 若林　啓史

中東の人々の暮らしは日本人の想像より、はるかに多様性に
富んでいます。現地に30年暮らした講師が衣食住、年中行
事を解説します。教室での受講も可。

1／11、2／8、3／8
水�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

日本国憲法を読み解く
� オンライン

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。

1／14、2／4、3／18
土�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

戦後日本政治学の展開
� オンライン

法政大学教授
� 山口　二郎

政治学を中心とする社会科学の研究者たちによる同時代の政
治分析・提言を跡付け政治学の議論を再検討。今期は「豊か
な時代の日本と社会科学」など。教室での受講も可。

1／27、2／24、3／24
金�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

世界の基地問題と沖縄
� オンライン

東京工業大学准教
授
� 川名　晋史

膠着状態である沖縄普天間基地の辺野古への移設問題。他国
で起きている基地問題と沖縄のそれを比較し、起きている問
題を今一度見直します。教室での受講も可。 新設

1／13、27、2／10、24、
3／3
金�19:00～20:30

5回� 会員� 16,500
� 一般� 22,000

民主主義の危機を考え
る
� オンライン

東京大学准教授
� 野原　慎司

民主主義への挑戦は資本主義の構造と深く関係します。現在、
世界的におとずれている民主主義の危機の本質は何かを、資
本主義の歴史的発展との関連から考察します。 新設

1／25、2／8、22
水�19:00～20:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

アベノミクスとはなん
だったのか
� オンライン

朝日新聞編集委員
� 原　　真人

安倍元首相亡き今、足元では急速な円安と輸入インフレが進
んでいます。９年たって見えてきたアベノミクスの実像につ
いて、改めて問い直します。 新設

1／19
木�19:00～20:30

1回� 会員� 2,200
� 一般� 2,750

資本主義の誕生から終
焉まで
� オンライン

法政大学教授
� 水野　和夫

アダム・スミス、ケインズら経済学者の理論から21世紀の
経済を考察。今期は、マルクスの近代経済学批判を通じて現
代のグローバル資本主義を考えます。教室での受講も可。

1／14～3／11
土�18:30～20:00

3回� 9,900

戦後思想史をどう読む
か
� オンライン

神戸市外国語大学
准教授
� 山本　昭宏

反戦平和、生活と労働、娯楽など、戦後日本思想史を振り返
り、いま読み返す意義を考察。特定のテーマと思想との相互
関係に注目し、戦後日本の思想史をたどります。 新設

1／28、2／25、3／25
土�19:00～20:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

金と宗教

� オンライン

ウクライナ侵攻による世界経済の混乱、旧統一教会問題で注目された金と宗
教。2023年以降の世界と資本主義の未来を、宗教学者の島田裕巳氏と経済学
者の水野和夫氏が展望します。教室での受講も可。 新設

1／7
土�13:00～14:30

1回� 会員� 3,740
� 一般� 4,840

高齢者の闇
� オンライン

ノンフィクション
作家
� 石井　光太

日本の人口において３割を占める高齢者。貧困、8050問題、
介護虐待、認認介護、自死など様々な困難が。高齢者が抱え
る「闇」を分析します。教室での受講も可。 新設

1／14、2／11
土�15：30～17：00

2回� 会員� 6,600 
� 一般� 8,800

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 3



朝カル　新宿 検索

思想・宗教 思　　想
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
文庫でよむ近代日本の
思想
� オンライン

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。

1／26、2／16、3／23
木�19:00～20:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

入門・日本の哲学
　和辻哲郎
� オンライン

日本女子大学名誉
教授
� 田中　久文

豊かな魅力を備えた哲学者の和辻哲郎。鋭い美的感性、文化
多元主義的な発想、新たな倫理学の構想、日本の伝統思想へ
の深い省察。独創的な和辻哲学の魅力に迫ります。

2／3～3／4
金�10:30～12:00

2回� 6,600

自然の贈与論
� オンライン

明治大学教授
� 岩野　卓司

人類と自然の関係が危機にさらされている現代、自然の恵み
に感謝する発想が必要です。太陽による贈与や、日本の伝統
にある自然の贈与に対する感謝について考えます。 新設

2／18、3／18
土�15:30～17:00

2回� 会員� 6,600
� 一般� 7,700

西田哲学入門
　西田幾多郎の宗教観
� オンライン

日本大学名誉教授
� 小坂　国継

西田幾多郎は宗教と倫理、宗教と哲学の関係をどのように考
えていたのか。さらに西田哲学に一貫している宗教観の特質
は何であるのかを検討します。教室での受講も可。

1／28
土�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

道元思想入門
　「仏性」を中心にして
� オンライン

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。

1／12、2／9、3／9、30
木�13:00～14:30

4回� 会員� 13,200
� 一般� 17,600

南方熊楠
　江戸の本草から近代生物
学へ� オンライン

南方熊楠顕彰会理
事
� 志村　真幸

江戸時代の本草学に加え、英米留学中に最新の動物学や植物
学も学んだ熊楠。貴重な資料を紹介し、生き物に向けた眼差
しと研究の足跡を解説。教室での受講も可。 新設

1／16、2／20、3／20
月�15:30～17:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

続・ギリシア哲学史
� オンライン

東京大学教授
� 納富　信留

古代ギリシア哲学は紀元前６〜４世紀の初期・古典期の後に
も引き継がれヘレニズム時代に新たな展開を見せます。その
流れを時代と哲学者ごとに検討。教室での受講も可。

1／17、2／21、3／21
火�19:00～20:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

ホメロスを哲学する
� オンライン

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、そしてその原点とな
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。

3／12
日�10:00～11:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,850

美学講義・「生の哲学」
における「自然」の美学
� オンライン

「生の哲学」において、人間の生のうちにみる「自然（美）」や「芸
術」を考察します。今期は、ベルクソンを中心にしつつ後継
思想等を参照していきます 。

1／29、2／26、3／26
日�10:00～11:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

他者性の哲学　言葉・
聖霊・遊び
� オンライン

慶応義塾大学教授
� 山内　志朗

西洋中世で展開された聖霊論が他者論とどう関わるのか。コ
ミュニケーションの基本的枠組みと聖霊論は深く結びついて
いる。現代のアニメを題材に分かりやすく考えます。

2／2
木�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,850

中世哲学からカント哲
学への道
� オンライン

中世スコラ哲学は新しい。13世紀にあった「認識論的転回」
をカントがどのように継承し、それを「コペルニクス的転回」
としたのか仮説的に検討します。教室での受講も可。

3／16
木�19:00～20:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

哲学と音楽　古代世界
から古典主義まで
� オンライン

上智大学名誉教授
� 大橋容一郎

第１期は「古代世界から古典主義までの哲学と音楽」。ピュタ
ゴラス派の宇宙論と人文主義の音楽、デカルトの哲学と音楽
論、合理的形而上学とバッハの意義を取り上げます。 新設

1／27、2／24、3／24
金�11:00～12:30

3回� 会員� 9,999
� 一般� 11,649

ピュタゴラス派の宇宙
論と人文主義の音楽
� オンライン

「哲学と音楽」初回の導入講義として、ルネサンス期のヨー
ロッパ、ギリシア回帰に影響を受けた人文主義の音楽をピュ
タゴラス派の宇宙論とのつながりから解説します。 新設

1／27
金�11:00～12:30

1回� 会員� 3,443
� 一般� 3,993

21世紀人の西洋哲学
史　総論と第１期
� オンライン

西洋哲学史をどう学ぶか、現代人にとってどのように活かさ
れるものなのか。西洋思想史の概観を知る総論と第1期・古
代中世と人文主義を解説します。 新設

1／19、26、2／23、
3／23
木�13:00～14:30

4回� 会員� 13,200
� 一般� 15,400

21世紀人の西洋哲学
史のはじまり
� オンライン

 ｢古代・中世・近世・現代｣ からなる西洋哲学史。頭の中に
西洋思想史全体の大きな地図を描きましょう。連続講座「21
世紀人の西洋哲学史」の初回・総論を語ります。 新設

1／19
木�13:00～14:30

1回� 会員� 3,410
� 一般� 3,960

マルクス主義とは何か　
過去・現在・未来
� オンライン

立教大学准教授
� 佐々木隆治

今、注目が集まるマルクス主義。マルクス以後の、エンゲル
スからネグリに至るマルクス主義者の理論を概観し、歴史的
意義と未来を考察。今期はマルクス主義と現代。

1／27、2／24、3／24
金�19:00～20:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

カント哲学講義　カン
トの道徳論
� オンライン

上智大学名誉教授
� 大橋容一郎

美学、倫理、自然観などカント哲学の総合的理解を目ざしま
す。現代社会も踏まえ、「道徳形而上学の基礎づけ」を分かり
やすく解説しながら読みます。教室での受講も可。 新設

1／6、20、2／3、17、
3／3、17
金�11:00～12:30

6回� 会員� 19,800
� 一般� 23,100

ヘーゲル「エンツュク
ロペディー」を読む
� オンライン

東京大学名誉教授
� 髙山　　守

ヘーゲルが哲学体系の全体像をまとめた書物「エンツュクロ
ペディー」。｢論理学｣｢自然哲学｣｢精神哲学｣の三部構成です。
今期は主に冒頭の｢緒論｣を解説します。 新設

1／16、2／20、3／20
月�18:30～20:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

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。

1／9～3／27
月�18:30～20:00

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）
ニーチェ哲学の諸相
　田島哲学塾
� オンライン

哲学者
� 田島　正樹

ニーチェの哲学の真理は、独特な表現形式によってはじめて
成り立ちます。ニーチェらしさが際立つ「位階」と「ルサンチ
マン」について考察します。教室での受講も可。

1／14、2／11
土�15:30～17:00

2回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

ショーペンハウアー入
門
� オンライン

上智大学特任助教
� 梅田　孝太

いかに欲望と向き合い、自分らしく生き抜くか。時代を経
ても変わらない人間のリアルを描き出し、「解脱」を唱えた
ショーペンハウアーの思想を紹介します。 新設

3／11
土�11:00～12:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,850

コロナ禍の政治思想　
主権国家と生権力
� オンライン

関西大学准教授
� 百木　　漠

非常事態宣言、政府が個人の自由を制限する事態となったコ
ロナ禍。政治思想でどう捉えるか。シュミット、フーコー、アー
レント、アガンベン、グレーバーから考えます。 新設

1／28、2／11、3／25
土�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

権力、権威、憲法
　アーレント「革命論」を読
む

東北大学教授
� 森　　一郎

「権力」肯定の思想家アーレントは「権威」によって政治空間は
安定すると考えました。講師訳の「革命論」を読み味わいなが
ら21世紀の革命の哲学を切り拓きます。 新設

3／5
日�13:00～16:30
休憩あり

1回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

ラカン入門　フロイト
の症例を読む
� オンライン

京都大学准教授
� 松本　卓也

難解なことで知られるラカンの理論。ラカンが取り上げたフ
ロイトの症例に注目して具体的かつ臨床的な議論として読み
解きます。今回は狼男とシュレーバーを中心に。

2／17、3／17
金�19:00～20:30

2回� 会員� 6,600 
� 一般� 7,700 

ラカン「セミネール」を
読む　第２巻
� オンライン

江戸川大学教授
� 荒谷　大輔

突拍子もない議論で人を煙に巻くラカンのテクスト。「セミ
ネール」は初期から読んでいくと理屈がよくわかります。毎
期１巻ごと解説しながら進めます。教室での受講も可。

1／28、2／25、3／25
土�11:00～12:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

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。今期は身体の
変様と精神の受動感情との並行論の意義について。

1／21～3／11
土�18:00～19:30

3回� 9,900

ドゥルーズ＝ガタリの
哲学
　「千のプラトー」講義

ドゥルーズとガタリが二人で書いた全15章からなる大著「千
のプラトー」。きわめて特異な著作における哲学を抽出しつ
つ、絶対的な脱領土化の思考の意義を探求します。

1／28～3／25
土�18:00～19:30

3回� 9,900

ドゥルーズ哲学入門
� オンライン

慶応義塾大学教授
� 山内　志朗

古代のストア哲学や、中世のドゥンス・スコトゥスの神学、
唯名論から大きな影響を受けているドゥルーズの哲学。今期
も存在の一義性と「此性」を中心に理解を深めます。

1／25
水�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,850

フーコーとキリスト教
� オンライン

明治学院大学教授
� 慎改　康之

ミシェル・フーコーの晩年の研究の中心に、キリスト教をめ
ぐる問題があります。フーコーの研究全体との関連を考察し
ながら「性の歴史」や最終講義などから読み解きます。 新設

3／22
水�19:00～20:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,850

あらためて学び直すフ
ランス現代思想史
� オンライン

玉川大学名誉教授
� 岡本裕一朗

フランス現代思想の難解な言葉と趣向を凝らしたレトリック
を取り去って、何が論じられているか、平易な言葉で語り直
します。今期は、フーコー、デリダ、ドゥルーズ。

1／26、2／16、3／16
木�15:30～17:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

現代ロシア思想「第４
の政治理論」とは何か
� オンライン

現代ロシアの哲学者、アレクサンドル・ドゥーギンの思想を
著作「第４の政治理論」から明らかにします。最近のロシアの
政治的な背景にも迫ります。教室での受講も可。 新設

2／18
土�16:00～17:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

実在論、観念論、唯物
論を学び直す
� オンライン

ドイツ観念論、唯物論、新実在論や思弁的唯物論から哲学の
今を確認。ヘーゲルの実在論と観念論、マルクス主義と唯物
論、実在論・観念論・唯物論の再考。教室での受講も可。

1／21、2／18、3／18
土�18:30～20:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

スピノザのアクチュア
リティ３
� オンライン

明治大学教授
� 合田　正人

スピノザのアクチュアリティを多様な視点から検討します。
今期はハンス・ヨナスの生命哲学やアントニオ・ダマジオの
脳科学、現代生物学などの視点から考察します。

1／18、2／1、8、
3／1、15、29
水�19:00～20:30

6回� 会員� 19,800
� 一般� 23,100

現代哲学の解体と構築
　技術と芸術
� オンライン

高千穂大学教授
� 齋藤　元紀

現代哲学における諸思想を根底から批判的に問い直しその真
の課題を考察。今期は科学と融合して飛躍的発展を遂げた技
術と、終焉が語られる現代芸術の連関を探ります。

1／17～3／21
火�19:00～20:30

5回� 16,500

現代社会論　大澤真幸
ゼミナール
� オンライン

社会学者
� 大澤　真幸

社会学、哲学、宗教、歴史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語ります。教室での受講も可。

2／25
土�15:30～17:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

トランスヒューマニズ
ム入門
� オンライン

政治社会学者
� 堀内進之介

技術進歩によって人間性は根本的に変わることはあるのか。
ルソーからフーコーまで多くの哲学者の思考に触れながら、
現代のトランスニューマニズムを考えます。 新設

1／23～3／27
月�19:00～20:30

5回� 16,500

非哲学者による非哲学者
のための（非）哲学の講義
� オンライン

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。
哲学に関心のある非専門家たちが集まり、非専門家である講師とともに、哲
学との「大人のつきあい方」について検討します。教室での受講も可。

1／18、2／15、3／15
水�19:00～20:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

ルジャンドルと哲学 東京外国語大学名
誉教授
� 西谷　　修

ドグマ人類学とは現代思想のなかでどんな位置を占めるの
か。ITデジタルによる人文知の全般的衰退の現代において「哲
学の終り」とルジャンドルの思考との関係を考えます。 新設

1／12、26、2／9、23、
3／9
木�19:00～20:30

5回� 会員� 16,500
� 一般� 22,000

奄美・沖縄のウタと詩
の世界
� オンライン

文化人類学者
� 今福　龍太

琉球弧ではうたと詩はほとんど境なく連続しています。そこ
から生れるのは、韻律や抑揚やリズムの美。自由でおおらか
な遊びの世界に迫ります。教室での受講も可。 新設

1／7、2／11、3／11
土�18:30～20:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

みんなでウォン・カー
ウァイを観よう
　植島啓司・人類学講義

宗教人類学者
� 植島　啓司

香港の生んだ天才的な映画監督ウォン・カーウァイ。1960
年代への郷愁に溢れる初期作品「欲望の翼」「恋する惑星」から
恋しさと切なさが交錯した時代を追体験します。 新設

1／28、2／25、3／25
土�18:30～20:00

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。

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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仏　　教
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
「倶舎論」講義
　仏教の基礎を学ぶ
� オンライン

駒澤大学名誉教授
� 池田練太郎

世親が著した仏教全般を知る上で極めて重要な基本的論書
「倶舎論」。教義や基本用語の意味を１年間全24講で解説。
2022年４月開講。教室での受講も可。

1／17～3／21
火�13:30～15:00

6回� 19,800

「大乗起信論」を読む 駒澤大学教授
� 吉村　　誠

「大乗起信論」は大乗仏教の空の思想や唯識思想、六波羅蜜な
どを如来蔵思想によって包摂するもの。東アジア仏教の形成
に大きな影響を与えた仏典の全文を精読します。

1／12～3／9
木�13:15～14:45

5回� 16,500

空海を読む・心は進化
する「十住心論」

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。

1／23～3／27
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。

1／13～3／24
金�10:00～12:00

6回� 19,800

禅の思想と歴史から見
る日本
� オンライン

武蔵野大学特任教
授
� 加藤みち子

鎌倉時代から江戸時代への歴史的展開の中で、「日本禅」の位
置づけや思想的特色を解説します。今期は「日本禅」とは何か
がテーマ。１年・全12講。

1／9、2／13、3／13
月�19:00～20:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

親鸞　思想としての仏
教
� オンライン

武蔵野大学教授
� 碧海　寿広

鎌倉仏教の高僧で日本人に最も人気のある思想家・親鸞。近
現代の思想家達を魅了した「歎異抄」や悪人正機・絶対他力と
いった教えの核心に迫ります。教室での受講も可。 新設

3／4
土�11:00～14:30
休憩あり

1回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

薬師寺の歴史と信仰 駒澤大学教授
� 吉村　　誠

法相宗大本山の薬師寺は、白鳳時代に創建された奈良の大寺。
創建から復興までの1300年の歴史と、そこで続けられてき
た祈りの意味や玄奘三蔵の信仰について紹介。 新設

3／23
木�13:30～15:00

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。

1／12、2／9、3／9
木�18:30～20:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

はじめての写経と法話
　体験

臨済宗妙心寺派　
龍雲寺住職
� 細川　晋輔

わかりやすく説いた仏典の話を聞いた後、経典の一字一字を
「お釈迦様の教え」と信じ丁寧に自分の心に写していきます。
初心者も安心して心静かな時間を体験しましょう。

1／9
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

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。細川
氏の他、臨済宗妙心寺派僧侶が登壇します。

1／9～3／27
月�13:00～14:30

6回� 18,480

坐禅　―心をしなやか
に調える行
　火曜

臨済宗妙心寺派　
東京禅センター
� 並木　泰淳

呼吸を調えることに意識を置き、気持ちを身体の中に集中さ
せます。ストレスや不安を軽減する効果も期待されます。法
話も行い、生への感謝を深めます。イス使用も可。 新設

1／10～3／28
火�10:30～12:00

6回� 18,480

坐禅１日体験 坐禅を体験してみませんか。足の組み方や坐り方、呼吸の仕
方など、基本を指導します。だんだんと集中していく自身の
内面と向き合います。イス使用も可。 新設

1／10
火�10:15～12:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

坐禅　―心をしなやか
に調える行
　土曜

月に一度、日常の忙しさや喧騒を忘れ、和室の教室で坐禅し
てみませんか。呼吸を調えることに意識を置き、気持ちを身
体の中に集中させます。イス使用も可。 新設

1／21、2／18、3／18
土�18:00～19:00

3回� 会員� 8,580
� 一般� 11,880

日本と世界の宗教
学問史としてのユダヤ
教
� オンライン

東京大学名誉教授
� 市川　　裕

歴代のユダヤ賢者がラビの系譜をたどり現実といかに向き
合って神の教えを導き出したのか。歴史を紐解き、ユダヤ人
IDの秘密を探ります。教室での受講も可。

1／14、2／11、3／11
土�10:30～12:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

四つの福音書とキリス
ト教の本質
　エルサレムへ

東京女子大学名誉
教授
� 守屋　彰夫

イエスの生涯と彼の死と昇天を記述している福音書。四福音
書の特質と個性を比較してキリスト教の本質を探ります。今
期は、エルサレムでの伝道と、死と復活について。

1／17～3／21
火�13:00～14:30

3回� 9,900

インド哲学入門　第１
期・自我の目覚め
� オンライン

京都大学名誉教授
� 赤松　明彦

自我と魂について、アートマン（人間存在の中心にあるもの）
を巡る様々な思想から考察。ヴェーダ、古代インドの哲学を
代表するウパニシャッド、叙事詩を取り上げます。 新設

1／27、2／24、3／24
金�15:30～17:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

中世インドのゾロアス
ター教神秘思想Ⅱ
� オンライン

静岡文化芸術大学
教授
� 青木　　健

中世インドでゾロアスター教神秘思想を大成したアーザル・
カイヴァーン。ヒンドゥー教やイスラーム思想との葛藤の中
で育まれた思想を、さらに追います。教室での受講も可。

1／23、2／27、3／27
月�13:30～15:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

神社仏閣解剖　家康ゆ
かりの地・岡崎の寺社
� オンライン

名城大学助教
� 米澤　貴紀

松平氏・徳川氏の菩提寺、大樹寺や信光明の堂塔、六所神社
や伊賀八幡宮など建物の魅力を紹介。時代の変化と太平の世
を作り出した家康への人々のまなざしも読み解きます。 新設

3／25
土�11:00～12:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,850

東京・狛犬の謎に迫る
　御府内編
� オンライン

早稲田大学研究院
教授
� 荒　　勝俊

多種多様な造形様式が見られる狛犬。造形の中に潜む謎を探
ります。御府内の狛犬を巡りながら変遷を遂げた独自の狛犬
文化を見つめ、秘密を明らかにします。

3／17
金�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400
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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）
宗教の地政学
� オンライン

宗教学者
� 島田　裕巳

世界戦略のカギは宗教にあり。イスラム教の聖俗一体、仏教
はなぜインドで地政学的に敗北を喫したのか、宗教対立の地
政学をテーマに考察します。教室での受講も可。

1／25、2／22、3／22
水�10:30～12:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

戦後日本政治と新宗教
� オンライン

新宗教は戦後巨大化し政治的影響力を持った。生長の家と日本
会議の役割、日本共産党と統一教会の対立、自公連立政権が
新宗教に与えた影響を考察します。教室での受講も可。 新設

1／25、2／22、3／22
水�13:30～15:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

オカルトと疑似科学の
宗教学Ⅱ
� オンライン

宗教学者
� 中村　圭志

科学革命が進行する19世紀、宗教の権威が低下しオカルト
ブームが到来。社会を騒がせた二つのカルチャー、戦後アメ
リカに始まるUFOブームと終末予言ブームを眺めます。

2／10、3／3
金�19:00～20:30

2回� 会員� 6,600
� 一般� 7,700

宗教の図像・超入門Ⅳ
　聖なる空間のイメージ
� オンライン

神を崇め修行する空間のレイアウト、塔や俗界のタワーのシ
ンボル性、東洋の山水画のイメージ論理など。空間的なもの
に焦点を当て解説します。教室での受講も可。

2／20、3／6、20
月�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

歴　　史 日本の歴史〔古代〕
縄文文化のはじまりを
探る
� オンライン

東京大学名誉教授
� 佐藤　宏之

氷河時代の終わりの寒冷な時期に既に開始されていた縄文文
化。草創期の自然環境とその変化、北上する草創期文化、生
活の変化をテーマに解説。教室での受講も可。 新設

1／23、2／27、3／27
月�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

再考・弥生文化
　登呂遺跡を考える
� オンライン

日本大学教授
� 浜田　晋介

戦後の弥生文化研究は登呂遺跡からスタートしたといっても
良いでしょう。どのような遺物や遺構が出土したのか。弥生
文化における意義も解説。教室での受講も可。

3／26
日�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

邪馬台国への国々をた
どる

東京学芸大学名誉
教授
� 木下　正史

魏都洛陽〜朝鮮半島を経て邪馬台国への国々を辿り、その特
色を考察するシリーズ。今期は北部九州の大国・奴国を解説。
21年10月開講。

2／26
日�13:00～17:00
休憩あり

1回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800
� 教材費� 220

「魏志倭人伝」の世界を
探る２
� オンライン

専修大学教授
� 高久　健二

魏志倭人伝に記された北部九州のクニグニの文化と対外交流
について考古学的な調査成果をもとに解説。対馬国と一支国、
伊都国、奴国を取り上げます。教室での受講も可。

1／28、2／25、3／25
土�11:00～12:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

埴輪群像を考える
� オンライン

国立歴史民俗博物
館名誉教授
� 広瀬　和雄

埴輪群像は、いったい何を表したのか。保渡田八幡塚古墳、
今城塚古墳、百足塚古墳などの実例を検討しながら前方後円
墳祭祀の本質に迫ります。教室での受講も可。 新設

1／22
日�13:00～16:15
休憩あり

1回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

ヤマトタケル、白鳥陵
のゆくえ
� オンライン

関西大学講師
� 今尾　文昭

真の被葬者はともかく「日本書紀」「古事記」「延喜式」に載る葬
地はそれぞれ３、2、１ヵ所と異なります。その伊勢、大和、
河内の古墳を考察。教室での受講も可。 新設

2／22
水�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

８世紀の天皇たち
　奈良時代再考
� オンライン

淑徳大学教授
� 森田喜久男

中継ぎとして捉えられる元明・元正天皇、傍目には彷徨と思
われる行動をとった聖武天皇、道鏡を寵愛した称徳天皇。こ
の時代の本質に迫ります。教室での受講も可。 新設

1／25～3／22
水�15:30～17:00

3回� 9,900

日本古代の政変史
� オンライン

関東学院大学准教
授
� 河内　春人

日本の古代は節目で政変が発生し歴史に影響を及ぼしまし
た。勝者の側から語られる、わかりにくい政変の実像を、近
年の研究成果に触れつつ解説。教室での受講も可。

1／10～3／7
火�10:30～12:00

3回� 9,900

「東海道」の古代史
　畿内七道の古代史２
� オンライン

古代の律令国家は畿内、東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、
西海道の畿内・七道に分けて全国の領域統治を行いました。各領域の特徴か
ら古代の地域間交流の実像を展望するシリーズです。今期は「東海道」につい
て。①「東海道の古代史」＝東京大学名誉教授・佐藤信氏②「伊勢・尾張・三河・
美濃の古代史」＝愛知大学教授・廣瀬憲雄氏③「遠江・駿河・伊豆の古代史」＝
国立歴史民俗博物館教授・仁藤敦史氏④「相模・武蔵の古代史」＝明治大学講
師・荒井秀規氏⑤「安房・上総・下総の古代史」＝千葉県立津田沼高等学校教
諭・吉井哲氏⑥「常陸の古代史」＝上高津貝塚ふるさと歴史の広場副館長・堀
部猛氏。教室での受講も可。 新設

1／10、17、2／15、21、
3／14、27
火�10:30～12:00
2/15は水曜、3/27は月曜

6回� 会員� 19,800
� 一般� 26,400

人物でたどる平安時代
� オンライン

東京大学名誉教授
� 佐藤　　信

平安時代の人物たちの歩みを客観的・具体的にたどり、激動
の時代の背景となった古代社会の実像に迫ります。教室での
受講も可。

1／6、3／31
金�13:00～14:30

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

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。古代史料の読み方、史料批判の方法を身につけます。
2020年10月開講。教室での受講も可。

1／10、24、2／14、28、
3／14、28
火�13:00～14:30

6回� 会員� 19,800
� 一般� 26,400

律令官人制からみた古
代日本
� オンライン

慶応義塾大学准教
授
� 十川　陽一

古代日本では実に多くの人が官人として暮らし、人事システ
ムの中で位置づけられていました。そうした官人という文化
について、中央と地方それぞれの視点から概説。 新設

3／16、30
木�13:00～14:30

2回� 会員� 6,600
� 一般� 7,700

源為義と平忠盛�
� オンライン

東洋大学教授
� 森　　公章

源義家の孫で頼朝の祖父にあたる源為義。清盛の父、平忠盛。
武者の世の前提を築いた同年の二人を比較、河内源氏と伊勢
平氏の展開過程を考察。教室での受講も可。 新設

2／1
水�10:30～12:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

宇佐と国東　神仏習合
と仏教民俗を考える
� オンライン

慶応義塾大学名誉
教授
� 鈴木　正崇

奈良時代、神仏習合の神として王都に出現し国家や武家の守
護神となった宇佐八幡。宇佐と深く関わり仏教文化が花開く
国東。仏教民俗の視点で考察。教室での受講も可。 新設

3／27
月�11:00～12:30

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 7



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）
日本昔話を読む
� オンライン

千葉大学名誉教授
� 三浦　佑之

誰もが知る日本の昔話。表現や構造、分布、外国との比較、
主題など多角的に物語を読み解きます。今期は米福粟福（継
子譚）ほか。教室での受講も可。

1／14、2／11、3／11
土�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

「遠野物語」と柳田國男
� オンライン

国立歴史民俗博物
館名誉教授
� 新谷　尚紀

「遠野物語」はふつうの平地民が知らない山の民の存在に光を
当てた、柳田國男の新しい学問の出発点。異世界や動物、妖
怪達の物語を読み解きます。教室での受講も可。 新設

1／27～3／24
金�13:00～14:30

3回� 9,900

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。

1／14～3／11
土�10:00～12:00

3回� 9,900

「大日本史」で古代を読
む
� オンライン

学習院大学講師
� 遠山美都男

徳川光圀により編纂が開始された「大日本史」では、古代国家
の天皇をどのように認識していたか。今期は仲哀天皇から雄
略天皇までを取り上げる予定。教室での受講も可。

1／9～3／27
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

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。

1／13～3／24
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

「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
12年、大宰府で起きた藤原広嗣の乱を機に始まった聖武天
皇の彷徨五年の足跡を辿ります。教室での受講も可。

1／5～3／16
木�10:30～12:00

6回� 19,800

「日本書紀」を読む
� オンライン

日本大学文理学部
教授
� 平野　卓治

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る日
本最初の正史「日本書紀」。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。教室での受講も可。

1／16、2／6、20、
3／6、20
月�13:00～15:00

5回� 会員� 16,500
� 一般� 22,000

日本の歴史〔中世～近世〕
天下人の時代
� オンライン

東京大学教授
� 本郷　和人

天下三英傑と呼ばれる信長、秀吉、家康。天下人の実像を描
き出すと共に「天下」とは何か、ひいては、「日本」という「国
のかたち」を考えます。教室での受講も可。 新設

1／13～3／24
金�10:30～12:30

6回� 19,800

転換期・日本の内と外
� オンライン

世界史的視点を含め、日本の転換期に焦点をあてます。①12〜13世紀＝日本
大学特任教授・関幸彦氏②14〜15世紀＝東京大学名誉教授・村井章介氏③16
〜17世紀＝日本大学准教授・小川雄氏。教室での受講も可。

1／21、2／18、3／4
土�13:00～14:30
3／4のみ10：30〜12：00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

「大鏡」の歴史学
　王朝貴族の記憶を探る
� オンライン

日本大学特任教授
� 関　　幸彦

「大鏡」の豊かな世界を読み解き、平安時代を概観します。天
皇・貴族の織りなす闘諍の諸相や時代の寵児たちの姿を通
じ、王朝の内と外を眺めます。教室での受講も可。 新設

1／25～3／22
水�10:30～12:00

3回� 9,900

日本国天皇伝‐内乱
期・天皇の群像
　｢愚管抄｣を読みとく

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。

1／16～3／20
月�10:30～12:00

5回� 16,500

武門の首都鎌倉の歴史 東京学芸大学名誉
教授
� 木村　茂光

武門の首都としての都市鎌倉の建設過程と、鎌倉の都市構造
やそこに住む人々の暮らし、更には鎌倉大仏をはじめとする
諸寺院が果たした役割などについて解説。

1／19～3／16
木�13:30～15:00

3回� 9,900

歴史書おもしろ塾
　鎌倉時代を中心に
� オンライン

歴史研究家
� 細川　重男

小説、マンガ、映画などの素材である歴史書を、歴史背景を
解説しながら鑑賞します。「建治三年記」「建内記」「古事談」か
ら取り上げます。教室での受講も可。 新設

1／10、2／14、3／14
火�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

利休と天下人
� オンライン

大日本茶道学会会
長
� 田中　仙堂

戦国時代の茶の湯を「武士と茶の湯の関わり」「三好・織田・
豊臣三政権の茶の湯の在り方」「利休にとっての天下人の存
在」の３つの視点から解明。教室での受講も可。 新設

2／28
火�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

信長絡み　徳川家康の
合戦
� オンライン

東京大学准教授
� 金子　　拓

織田信長との連合軍で武田信玄と戦った長篠の戦いなど、信
長に関連して家康が参加した合戦を解説し、歴史の流れと人
物像に迫ります。教室での受講も可。 新設

1／20、2／17
金�10:30～12:00

2回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

徳川幕府の世界２
　柳沢吉保とその周辺２
� オンライン

東京工業大学准教
授
� 福留　真紀

幕府や大名家など様々な史料を読み解きつつ武家社会の実態
に迫るシリーズ。今回は柳沢吉保の姻戚縁者たちを中心に綱
吉政権期の幕府政治の世界を解説。教室での受講も可。

1／10～2／14
火�15：30～17：00

3回� � 9,900

徳川家康の新研究３
� オンライン

駿河台大学教授
� 黒田　基樹

当時の史料をもとに次々と新たな事実が判明している家康の
生涯。最近の研究を紹介し、家康の実像に迫ります。今回は
織田信長や豊臣秀吉との関係について。教室での受講も可。

2／10、24、3／24
金�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 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。

1／28～3／25
土�10:30～12:00

3回� 9,900

幕末明治と会津藩
　グローバル化のなかの戦
争と教育

江戸後期、グローバル化の波に組み込まれていく日本。幕末
政局で重きをなした会津藩の戦争と教育について、山本覚馬
や妹の八重の動向もふまえ考察。 新設

3／25
土�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400
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日本の歴史〔近現代〕
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
日中戦争・中国占領政
策の内実

早稲田大学名誉教
授
� 小林　英夫

満洲事変に続いて展開された日中戦争。統治機構の構築、開
発政策の展開と変更、その攻防、また満州事変時や現在のロ
シアのウクライナ侵攻の対比などの視点から論じます。

1／5～3／30
木�15:30～17:00

7回� 23,100

明治維新史研究の現在
� オンライン

国士舘大学教授
� 勝田　政治

「倒幕運動」、「王政復古の意義」、また「明治維新＝立憲革命論」
をめぐる最新の学説を紹介し、明治維新史研究の現在を探り
ます。教室での受講も可。 新設

1／27、2／24、3／24
金�15:30～17:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

「昭和天皇拝謁記」から
読み解く激動の時代
� オンライン

明治大学教授
� 山田　　朗

初代宮内庁長官の田島道治が天皇に拝謁した際に記した備忘
録「昭和天皇拝謁記」。戦中・戦後の時期に側近に何を語った
のか。年代順に読み解き、検証。教室での受講も可。

1／20～3／10
金�15:30～17:00

3回� 9,900

「大東亜共栄」の系譜
� オンライン

駒澤大学教授
� 熊本　史雄

日露戦争、第一次世界大戦、満洲事変、日中戦争を経て、日
本が南方に拡がる権益の構想を深めていったのか。外務省の
組織を中心に明らかにします。教室での受講も可。 新設

1／25、2／22、3／22
水�15:30～17:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

吉田茂と戦後日本
� オンライン

学習院大学教授
� 井上　寿一

戦後首相として長期政権を担った吉田茂は、没後なぜ高く評
価されたのか。講和を成し遂げ独立を回復した政治的指導の
意義と限界を明らかにします。教室での受講も可。 新設

1／11、18
水�13:00～14:30

2回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

総力戦と日本の経済学
� オンライン

慶応義塾大学教授
� 牧野　邦昭

学問の発展や変容には戦争が大きく関係してきました。河上
肇の「貧乏物語」を起点として、戦間期・戦時期の日本の経済
学と戦争の関係を考えます。教室での受講も可。 新設

3／22
水�13:00～15:45
休憩あり

1回� 会員� 5,500
� 一般� 6,600

日本インテリジェンス
史
� オンライン

日本大学教授
� 小谷　　賢

国家の政策や危機管理を決定する上で情報分析や諜報活動は
重要です。終戦直後から現在まで戦後日本のインテリジェン
ス組織の変遷をたどります。教室での受講も可。 新設

1／16、30、2／13
月�15:30～17:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

戦争と戸籍
� オンライン

早稲田大学講師
� 遠藤　正敬

「日本国民」の身分証明として社会に定着した戸籍。戦争とど
う関わり合ってきたのか。日本における戦争と人間、社会、
国家の関係の行方を再考。教室での受講も可。 新設

1／11、2／8、3／8
水�16:00～17:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

共通テスト直前実戦演
習・日本史
� オンライン

学研プライムゼミ
特任講師
� 野島　博之

講師オリジナル予想問題（共通テスト完全準拠型、解答解説
冊子あり）を用い、テスト・採点・講義と進めます。万全の
備えをして試験会場に向かいましょう。教室での受講も可。

1／5
木�13:00～16:45
休憩あり

1回� 会員� 4,950
� 一般� 6,050
� 教材費� 1,500

東大教室実戦演習５
　日本史
� オンライン

入試本番仕様のシミュレーションテスト講座（大問４題構成）
です。アタマとココロを一挙に活性化して、あとは勝利の女
神を振り向かせましょう。教室での受講も可。

2／2
木�13:00～16:45
別途教材費　休憩あり

1回� 会員� 4,950
� 一般� 6,050

一橋大教室実戦演習
　日本史
� オンライン

一橋大学日本史本試に照準を合わせたシミュレーションテス
ト講座（大問４題構成）です。「勝負の鉄則」を守り、ニコニコ
と春を迎えてください。教室での受講も可。 新設

2／3
金�15:30～19:15
別途教材費　休憩あり

1回� 会員� 4,950
� 一般� 6,050

古�文�書
くずし字で読む「江戸
の版本」
� オンライン

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

1／17、31、2／7、21、
3／7、21
火�15:30～17:30

6回� 会員� 19,800
� 一般� 26,400

家康くん、がんばれ
　戦国の母と子の秘話
� オンライン

家康と生母、於大の方。知られざる若き日の交流から、家康
が75歳になった母を京都見物に誘ったときの話まで古文書
や伝承などから紹介します。教室での受講も可。 新設

1／31
火�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

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。

1／9～3／27
月�15:30～17:30

6回� 19,800
� 教材費� 330

古文書入門 古文書を読んでみたいという方の初めの一歩。御家（おいえ）
流の書風、候（そうろう）文の文体をもつ江戸時代の文書をと
りあげ、一字一字丁寧に解説します。 新設

1／30
月�15:30～17:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400
� 教材費� 110

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

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

世界の歴史
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
メソポタミアの神話
　都市と神殿
� オンライン

メソポタミア周辺における祭祀儀礼の展開について考古学的に概説。今期は
「都市と神殿」をテーマに王権神授の行われたウルク遺跡などを解説。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。

1／12、2／9、3／9
木�13:30～15:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

古代オリエント「大王
本紀」２
� オンライン

歴史学者
� 小林登志子

古代オリエント世界のリーダーには何が求められたのか。ト
トメス３世やキュロス２世等、古代オリエント史上で「大王」
と評価される王について紹介します。教室での受講も可。

1／16～3／20
月�12:45～14:30

5回� 16,500

エブラ遺跡　考古学と
パレスティナ問題と
� オンライン

長く発掘が待たれていたシリア北部にある古代都市国家の遺
跡エブラ。現在の情勢が絡み、古代と現代が交錯する西アジ
アならではの遺跡を紹介します。教室での受講も可。 新設

1／30
月�12:45～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

ウクライナの先史時代
　新石器時代からゴート族
まで

重厚な考古学上の遺産が残された古代のウクライナ。先史時代の農耕・牧畜
の開始から青銅器時代、初期中世までの歴史を、古代オリエント博物館研究員・
津本英利氏と古代オリエント博物館研究員・千本真生氏が解説。 新設

1／16～3／6
月�15:30～17:00

4回� 13,200

世界遺産パルミラ
　破壊の現場から
� オンライン

東京文化財研究所
主任研究員
� 安倍　雅史

未だ内戦が続くシリア。ISに破壊されたパルミラ遺跡を中心
に文化遺産の被災状況を紹介し、紛争下で保護する意義や終
結後に復興する意味を考察。教室での受講も可。 新設

3／11
土�15：30～17:00

1回� 会員� 3,300 
� 一般� 4,400 

世界遺産で旅するペル
シアの歴史
� オンライン

東京大学准教授
� 守川　知子

長らく「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。

1／11、2／8、3／8
水�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

西アジア歴史都市を歩
く
� オンライン

周辺の農村地帯と交易ネットワークで結ばれ繁栄した西アジアの歴史都市に
ついて気鋭の講師陣が解説。今期は、イラン、東アナトリア、シリア、イエメン、
ウズベキスタンなど。講師は東京大学准教授・守川知子氏ほか。

1／15～6／18
日�13：00～14：30

6回� 19,800

通史で学ぶ中国の歴史 大東文化大学名誉
教授
� 岡田　宏二

人類の起こりから、清王朝が滅亡する20世紀初頭までの中
国の歴史を解説。歴史の流れや要点をおさえながら、中国史
の基礎を学びます。2020年10月開講。

1／9～3／13
月�13:00～14:30

5回� 16,500

古代中国の女性たち
　美女、賢女、悪女

淑徳大学教授
� 村松　弘一

古代中国の歴史の転換には多くの女性が関わってきました。
「史記」の時代を女性を主人公に捉え直します。今期は衛皇后
と武帝、朱買臣の妻、卓文君と司馬相如など。

1／25～3／22
水�13:30～15:00

5回� 16,500

中国権力者列伝
� オンライン

明治大学教授
� 加藤　　徹

後世に影響を残した人物をとりあげます。運や縁などそれぞ
れの生きざま、社会学的な法則や理論など普遍的な見地、そ
の両面から歴史を再解釈します。教室での受講も可。

1／12～3／23
木�10:30～12:00

6回� 19,800

中央アジアの文化と美
術

仏陀像や菩薩像から神像・動植物・怪獣・海獣までの図像的成り立ちを、中
央アジアの文化と宗教を手掛かりに探っていきます。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論じます。

1／11、2／8、3／8
水�10:30～12:00

3回� 9,900

珠玉のシルクロード
� オンライン

地中海世界とアジア世界を結ぶ経済・文化交流の歴史的通路シルクロード。
遺跡や都市、民族など第一線で活躍する講師陣が解説。教室での受講も可。
監修は群馬県立女子大学兼任講師・北進一氏。

2／1～4／5
水�10:30～12:00

6回� � 19,800

フェニキア人と地中海
世界
� オンライン

日本女子大学講師
� 佐藤　育子

古代地中海世界史を最新の研究成果を踏まえ、フェニキア史
の立場から考察。遺跡や遺物なども紹介しつつ古代地中海世
界で果たした役割を再考します。教室での受講も可。

1／19～3／16
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。2020年７月開講。

1／6～3／3
金�13:00～14:30

3回� 9,900

中世ヨーロッパ世界の
成立
� オンライン

早稲田大学教授
� 甚野　尚志

西洋中世とはどのような時代だったのか明らかにします。
12世紀に生じた民衆宗教運動が組織された経緯と、運動を
起こした目的について考察します。教室での受講も可。

1／23～3／27
月�15:00～16:30

3回� 9,900

西洋中世史
　中世封建社会の成り立ち
� オンライン

東京大学准教授
� 藤崎　　衛

ヨーロッパのまとまりが初めて誕生した西洋中世を政治・経
済・文化・芸術等多角的に読み解きます。当時の記録を紹介
し中世人の声に耳を傾けます。教室での受講も可。

1／17～3／21
火�10:30～12:00

3回� 9,900

中世ヨーロッパのファ
クトとフィクション
� オンライン

東京都立大学准教
授
� 大貫　俊夫

巷に溢れる中世ヨーロッパに関するフィクションの出典を探
り、同時代の史料をもとに、実態を考えます。教室での受講
も可。2022年７月開講。

1／10～3／7
火�10:30～12:00

3回� 9,900

「薔薇の名前」から読み
解く修道院の世界
� オンライン

中央大学教授
� 杉崎泰一郎

出版後40年を経た今でも読者を惹きつけるウンベルト・
エーコの「薔薇の名前」。修道院が舞台の世界を様々なテーマ
から解説。2022年8月開講。教室での受講も可。

3／15、29
水�10:30～12:00

2回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

中世ヨーロッパにおけ
る「ペスト大流行」
� オンライン

秋田大学准教授
� 佐藤　　猛

中世が終わる頃のヨーロッパでは、英仏百年戦争のさなか疫
病ペスト（黒死病）が流行しました。ペストのインパクトが歴
史や社会にどのような影響を残したかを解説します。 新設

1／16、30、2／13、27
月�15:30～17:00

4回� 会員� 13,200
� 一般� 15,400

フランス近現代史
　フランス革命の衝撃
� オンライン

山口大学教授
� 竹中　幸史

400年の歴史を追いながら様々なイメージを持つフランスの
虚像と実像に迫ります。今期はフランス革命と近代の夜明け、
ナポレオンは英雄か独裁者かについて解説。

1／10、2／14、3／14
火�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

神聖ローマ帝国とハプ
スブルク
� オンライン

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。

1／7～3／4
土�10:30～12:00

3回� 9,900
� 資料代� 110
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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）
ヨーロッパの王家と紋
章
� オンライン

専修大学教授
� 伊藤　博明

ヨーロッパ中世の宮廷で誕生した紋章の起源と発展、基本的
構造を解説します。神聖ローマ帝国、イギリスやフランスの
王家の代表的な紋章も紹介。教室での受講も可。 新設

2／11、3／11
土�13:00～14:30

2回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

ケルトの春祭り聖ブリ
ギッドと聖パトリック
� オンライン

多摩美術大学芸術
人類学研究所所長
� 鶴岡　真弓

ヨーロッパ古層を伝えるアイルランド、スコットランド、
ウェールズ、ブルターニュ等のケルト文化伝統の祈りの季節
祭とキリスト教の祝日の知られざる関係を学びます。 新設

1／21、3／18
土�13:00～14:30

2回� 会員� 6,600
� 一般� 7,700

攻防のイギリス史　文
化・民族・宗教
� オンライン

上智大学准教授
� 西　　能史

民族の移動、侵攻・流入・交流に着目し、文化芸術にも触れ、
イギリス王家、ヨーロッパ大陸の周辺国、新大陸、アジア・
インドに広がる英国史。今期は英仏百年戦争から。

1／12、2／9、3／9
木�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

世界史として読み解く
イギリス近現代史
� オンライン

立命館大学教授
� 前川　一郎

かつて植民地帝国として栄華を極め、多方面にわたり世界に
爪痕を残したイギリスの近現代史を1年間で解説。グローバ
ル帝国の光と影に迫ります。教室での受講も可。 新設

1／21～3／18
土�15:30～17:00

3回� 9,900

イギリス浪漫紀行　歴
史・美術・文学・景観
� オンライン

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。

1／12、2／9、3／9
木�15:30～17:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

イギリス貴族の歴史と
文化
� オンライン

貴族文化とはなにか。階級とイギリスの歴史と文化を体現し
ている貴族という存在。その歴史と尽きせぬ魅力を様々な角
度から掘り下げ、探ります。教室での受講も可。 新設

1／26、2／23、3／23
木�15:30～17:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

イギリス貴族とはなに
か・その起源
� オンライン

広大な領地に建つ壮麗な邸宅、英国のTVドラマでも話題の
貴族の暮らし。連続講座「イギリス貴族の歴史と文化」の初回
として、その起源を解説します。教室での受講も可。 新設

1／26
木�15:30～17:00

1回� 会員� 3,410
� 一般� 4,510

オランダ東インド会社
のアジア貿易史
� オンライン

東京大学准教授
� 島田　竜登

海のユーラシアをまたにかけた貿易ビジネスを展開したオラ
ンダ東インド会社。その歴史をひもときながら興味深いエピ
ソードの数々を紹介します。教室での受講も可。

1／13、2／10、3／10
金�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　第４部
� オンライン

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。今期は
第一次世界大戦と両大戦間期のヨーロッパ。20世紀前半「破
局の時代」です。教室での受講も可。

1／13、2／3、3／3
金�10:30～12:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

スペインの歴史をめぐ
る
� オンライン

法政大学名誉教授
� 川成　　洋

多くの民族が行き交い断絶と変転に満ちたスペイン。先史か
らイスラム時代、ハプスブルクの栄華と衰亡、激動の20世
紀まで。教室での受講も可。2022年10月開講。

1／16、2／20、3／20
月�15:15～16:45

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

アメリカ的世界のグ
ローバル化
� オンライン

東京外国語大学名
誉教授
� 金井光太朗

20世紀から21世紀への転換期で変化したアメリカの戦争の
在り方。21世紀を迎え明らかとなったアメリカ的戦争観の
問題性を考え直します。教室での受講も可。

1／5～3／16
木�10:30～12:00

6回� 19,800

アメリカ・中東の関係
史
� オンライン

日本女子大学教授
� 臼杵　　陽

ユダヤ人国家イスラエルを焦点に、米国と中東の歴史を読み
直します。今期は、「アラブの春」や、アメリカと聖地エルサ
レムの関係などを解説します。教室での受講も可。

1／13、2／10、3／10
金�10:30～12:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

ウクライナの歴史
　キエフ・ルーシから現代
まで
� オンライン

ウクライナの歴史をたどる連続講義。⑦ソ連時代のウクライナ=東京大学准教
授・池田嘉郎氏⑧『歴史』をめぐる相克―ウクライナとロシアの歴史認識問題
=静岡県立大学准教授・浜由樹子氏⑨ウクライナの正教会と分裂の歴史=九州
大学講師・高橋沙奈美氏⑩ウクライナ国家建設の高揚と挫折―独立から2014
年紛争まで=東京大学教授・松里公孝氏⑪ロシア・ウクライナ戦争と歴史的観
点=防衛研究所主任研究官・山添博史氏。教室での受講も可。 新設

1／10～3／21
火�13:00～14:30
受講も可。

5回� 16,500
各回の申し込みも可能

中東問題を観る眼
� オンライン

京都大学博士（地
域研究）
� 若林　啓史

民族・宗教・政治思想など複雑に絡み合う歴史的背景をもつ
中東問題。テーマ別、横断的なアプローチで既存の中東観を
問い直します。教室での受講も可。

1／26、2／23、3／23
木�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

謀略から見た戦争
� オンライン

旅順買収事件、日露戦争の謀略、日米暗号戦、国際スパイゾルゲをテーマに、
元NHK「新シルクロード」統括プロデューサーの井上隆史氏が解説します。教
室での受講も可。 新設

1／10、2／14、3／14
火�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

探訪・世界の博物館
� オンライン

今回はルーマニアやイギリス、トルコの博物館の収蔵品やその国の歴史、現
地の状況などを含めて紹介。古代オリエント博物館・千本真生氏、同・津本
英利氏、国士舘大学・宮下佐江子氏がそれぞれ解説。教室での受講も可。

1／24、2／28、3／28
火�15:30～17:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

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 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。

お申込み方法はP.2をご覧くださいお申込み方法は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 11



朝カル　新宿 検索

講座名 講師 講座の内容 視聴期間 受講料（税込み･円）
バッハ「無伴奏チェロ
組曲」の世界

チェリスト
� 堤　　　剛

組曲を構成する６作品それぞれの豊かな個性を深く読み解
き、いかに表現するか。日本を代表するチェリストの堤剛さ
んが、実演をまじえながらその魅力を解説します。

ご購入から7日間 1,500円

対談「憲法と社会」 東京都立大学教授
� 木村　草太
社会学者
� 大澤　真幸

パンデミックにより世界的に注目が集まった「緊急事態」の概
念。新型コロナウイルスへの対応、検察庁法改正、アメリ
カでの差別をめぐる問題など、社会学と憲法学の観点から
2020年前半の出来事を丁寧に検討します。

ご購入から90日間 2,750円

対談�「生活しやすい社
会とはどんな社会か」

京都大学人文研准
教授
� 藤原　辰史
ヘルシンキ大学講
師
� 朴　　沙羅

フィンランドでの体当たりの子育てと生活を記録した『ヘル
シンキ 生活の練習』で話題の社会学者・朴沙羅さん。著作で
は思わず吹き出してしまうような庶民の謎の言葉や行動を拾
い上げつつ、読者をいつの間にか社会の核心に触れさせてい
ます。歴史学者・藤原辰史さんとその語りの魅力に迫り、生
きづらいと言われる社会の突破口をゆるりと探ります。

ご購入から30日間 1,980円

対談「危機の時代　臨
床心理学者と心を語
る」

京都大学人文研
准教授
� 藤原　辰史
十文字学園女子
大学准教授
� 東畑　開人

コロナ禍のような危機のとき、私たちは目の前のことしか考
えられなくなり、心は時間を失います。歴史学が機能不全に
陥るといえる危機の時代に、心はいかにして時間を、歴史を
回復するのか。そのヒントは他者とのつながりにあると語る
心理学者の東畑開人さんをゲストに、歴史学者の藤原辰史さ
んのナビゲートで探ります。

ご購入から30日間 1,980円

これからの仕事になぜ
哲学が必要なのか

玉川大学名誉教
授
� 岡本裕一朗

ギリシア以来離れ離れになってきた日々の仕事と哲学。一方
最近は役に立つ哲学が強調され、仕事に哲学を求められるこ
とも。具体的な問題を取り上げ、両者の関係を再考します。

ご購入から30日間 1,980円

知っているようで知ら
ない論争の哲学史

玉川大学名誉教
授
� 岡本裕一朗

哲学者たちの論争に光を当てて、対立する学説の本質を捉え
ることをめざします。細かな知識は前提としない、気軽に視
聴できる哲学入門講座です。（全12講予定）

ご購入から30日間 各1,980円

ストア派の倫理　エピ
クテトス「人生談義」を
読む

東京大学教授
� 納富　信留

紀元後１〜２世紀に活躍した哲学者エピクテトス。人生にど
う向き合うかをめぐるヒントが込められ、現代の私たちをも
勇気づける『人生談義』を読み解きます。（全12講予定）

ご購入から30日間 各1,980円

プラトンの「パイドン」
を読むために

東京大学教授
� 納富　信留

ソクラテスの死を描くプラトンの代表作。今日では解釈が問
題となっている「魂の不死」の論証など、西洋哲学で最重要か
つ問題含みの著作をどう読むべきか論じます。

ご購入から90日間 2,750円

ウィトゲンシュタイン
入門

東京大学准教授
� 古田　徹也

ウィトゲンシュタインは若き日と壮年期以降では全く異なる
種類の哲学を展開しました。思考のエッセンスを紹介し、哲
学することの魅力を論じます。（全３講）

ご購入から30日間 各1,980円

「百人一首」の謎を読み
とく

国文学研究資料
館館長
� 渡部　泰明

古代から中世初頭にいたる百人の歌人から、一首ずつ選んだ
秀歌撰の謎と魅力とは。素材や技法や時代の在り方など、い
くつかのテーマを立て、その世界を読み解きます。

ご購入から7日間 1,980円

じっくり学ぶ現代物
理学の基礎�「場の量子
論」

慶応義塾大学教
授
� 松浦　　壮

ものは何からできているのか。この素朴な疑問に答える「量
子場」の理論を理解するために、必要となる物理や数学を順
を追ってゆっくり積み上げます。（全５講予定）

ご購入から30日間 各5,500円

イカとタコが魅せる才
色兼備

琉球大学理学部教
授
� 池田　　譲

イカとタコの多彩な体色は、巨大な脳とレンズ眼の働きによ
り制御されています。動物界でも稀に見る精緻な体色システ
ムを持つ「海底の賢者」の、華麗な生存戦略を紹介します。

ご購入から30日間 1,980円

東京藝大で教わる西洋
美術の見かた

東京藝術大学教
授
� 佐藤　直樹

東京藝大での授業に基づく講義。通史的な見方ではなく、一
つ一つの作品の謎を詳しく解説します。ルネサンスという現
象を理解し、西洋美術の鑑賞眼を鍛えます。（全15講）

ご購入から30日間 各1,980円

おウチで風景スケッチ
水彩画

日本水彩画会
� 小野　月世

塗り方の手順から、影の色の作り方、筆のタッチ、明暗のき
かせ方まで、透明水彩画の基本を学びます。風景画ならでは
の遠近感の出し方や構図、光る水面の描き方も伝えます。

ご購入から30日間 2,750円

コヤマ大輔が魅せる水
彩画の世界

画家
� コヤマ大輔

観るものをひきつける独自の水彩表現の魅力に迫ります。夜
景を描く今回は、街灯が暗闇で光る「明るさ」の表現にグレア
錯視の効果を生かして、マスキング処理をします。

ご購入から30日間 2,750円

もう一度、台湾一周　
途中下車の旅

旅行作家
� 光瀬　憲子

鉄道を利用し手軽に一周旅行ができる台湾。各地の車窓風景
の楽しみ方や、知る人ぞ知る名物料理・スイーツなどを旅の
具体的なスケジュールとともに紹介します。

ご購入から90日間 2,750円

上記以外にも多数の講座をご用意しております。
朝日新聞社と提携した朝カルアーカイブのＨＰでご購入
ください。購入には朝日IDの登録（無料）が必要です。

　　 朝カルアーカイブ
https://www.asahiculture.jp/shinjuku

またはQRコードから

朝カルアーカイブは、講座の動画をオンデマンド配信するサービスです。
パソコンやスマートフォンで、好きな時に繰り返し視聴できます。

朝カルアーカイブのご案内

12



言葉の探求
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
「勉強しないで」身につ
く英語
� オンライン

東京大学教授
� 酒井　邦嘉

英語に苦手意識を持つ人が多い日本。科学的に英語を習得す
る方法を具体的に提示し、他の外国語の習得にも役立つヒン
トを織り交ぜ、解説します。教室での受講も可。 新設

1／21
土�13:30～15:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

英語の歴史と世界英語
　21世紀の英語のゆくえ
� オンライン

慶応義塾大学教授
� 堀田　隆一

いかに英語は世界に拡大したのか。英語方言の起源はどこに
あるのか。今後の英語はどうなっていくのか。「英語の歴史」
という視点から迫るシリーズ。教室での受講も可。

3／4
土�15:30～18:45

1回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

談話を通して学ぶ英語
の世界
� オンライン

東京外国語大学大
学院准教授
� 大谷　直輝

同じ状態を示すにも様々な言い回しがあります。文よりも大
きな言語の単位である談話に注目して、情報を効率的に伝達
する工夫など、英語の文法や意味を考えます。 新設

1／12、19、26
木�18:10～19:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

ロマンス諸語の歴史と
現状
� オンライン

東京外国語大学教
授
� 川口　裕司

ラテン語からフランス語、イタリア語、スペイン語、ポルト
ガル語などのロマンス諸語が歴史的にどう形成されたかを探
るシリーズ最終期。教室での受講も可。

2／25
土�13:00～16:00

1回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

スラヴ諸語・歴史と旅
することば
� オンライン

東京外国語大学名
誉教授
� 中澤　英彦

ウクライナ語やロシア語が属する東スラヴ語群をはじめとす
るスラヴ諸語の歴史や特徴を解説する３回のシリーズ。今期
は西スラヴ諸語篇です。教室での受講も可。

2／23
木�13:00～16:00

1回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

アラビア語とオリエン
トの言葉たち
� オンライン

桜美林大学特任准
教授
� 長渡　陽一

ユダヤ・キリスト教の思想やギリシア科学・イラン文明を取
りこみ、イスラム教とともに広がったアラビア語。オリエン
トの言葉の世界を旅するシリーズ。教室での受講も可。

1／28
土�11:30～14:30

1回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

楔（くさび）形文字の歴
史
� オンライン

早稲田大学ヨーロッ
パ文明史研究所
� 秋山　慎一

古代メソポタミア地方の楔形文字。この文字体系がいつごろ
生まれ、読めるようになっていったのか。ハンムラビ法典な
どを取り上げて解説します。教室での受講も可。 新設

1／24、2／28、3／28
火�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

サンスクリット語の読
み解き方
� オンライン

東洋大学講師
� 渡邉　郁子

聖典「バガヴァッド・ギーター」を題材に、サンスクリット語
はどのようにして解読するのか、独特の文法観念の説明を交
えながら解説します。学習経験不問です。 新設

3／31
金�13:30～15:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,850

漢字の運命Ⅱ
� オンライン

明治大学教授
� 加藤　　徹

当たり前に使われている漢字の歴史を、日本と中国の社会・
文化に紐づけながら考えていきます。豊富な図像を使い、初
心者にもわかりやすく解説します。教室での受講も可。

1／7
土�10:30～12:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

ソシュール言語学の可
能性
� オンライン

中央大学名誉教授
� 加賀野井秀一

全体像を捉えるのが難しい現代言語学。ソシュールの理論を
分かりやすく解説し、多角的に言語学の全貌を捉えます。第
１期はソシュールとその時代。教室での受講も可。 新設

1／25、2／22、3／22
水�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

講座名 講師 講座の内容 視聴期間 受講料（税込み･円）
バッハ「無伴奏チェロ
組曲」の世界

チェリスト
� 堤　　　剛

組曲を構成する６作品それぞれの豊かな個性を深く読み解
き、いかに表現するか。日本を代表するチェリストの堤剛さ
んが、実演をまじえながらその魅力を解説します。

ご購入から7日間 1,500円

対談「憲法と社会」 東京都立大学教授
� 木村　草太
社会学者
� 大澤　真幸

パンデミックにより世界的に注目が集まった「緊急事態」の概
念。新型コロナウイルスへの対応、検察庁法改正、アメリ
カでの差別をめぐる問題など、社会学と憲法学の観点から
2020年前半の出来事を丁寧に検討します。

ご購入から90日間 2,750円

対談�「生活しやすい社
会とはどんな社会か」

京都大学人文研准
教授
� 藤原　辰史
ヘルシンキ大学講
師
� 朴　　沙羅

フィンランドでの体当たりの子育てと生活を記録した『ヘル
シンキ 生活の練習』で話題の社会学者・朴沙羅さん。著作で
は思わず吹き出してしまうような庶民の謎の言葉や行動を拾
い上げつつ、読者をいつの間にか社会の核心に触れさせてい
ます。歴史学者・藤原辰史さんとその語りの魅力に迫り、生
きづらいと言われる社会の突破口をゆるりと探ります。

ご購入から30日間 1,980円

対談「危機の時代　臨
床心理学者と心を語
る」

京都大学人文研
准教授
� 藤原　辰史
十文字学園女子
大学准教授
� 東畑　開人

コロナ禍のような危機のとき、私たちは目の前のことしか考
えられなくなり、心は時間を失います。歴史学が機能不全に
陥るといえる危機の時代に、心はいかにして時間を、歴史を
回復するのか。そのヒントは他者とのつながりにあると語る
心理学者の東畑開人さんをゲストに、歴史学者の藤原辰史さ
んのナビゲートで探ります。

ご購入から30日間 1,980円

これからの仕事になぜ
哲学が必要なのか

玉川大学名誉教
授
� 岡本裕一朗

ギリシア以来離れ離れになってきた日々の仕事と哲学。一方
最近は役に立つ哲学が強調され、仕事に哲学を求められるこ
とも。具体的な問題を取り上げ、両者の関係を再考します。

ご購入から30日間 1,980円

知っているようで知ら
ない論争の哲学史

玉川大学名誉教
授
� 岡本裕一朗

哲学者たちの論争に光を当てて、対立する学説の本質を捉え
ることをめざします。細かな知識は前提としない、気軽に視
聴できる哲学入門講座です。（全12講予定）

ご購入から30日間 各1,980円

ストア派の倫理　エピ
クテトス「人生談義」を
読む

東京大学教授
� 納富　信留

紀元後１〜２世紀に活躍した哲学者エピクテトス。人生にど
う向き合うかをめぐるヒントが込められ、現代の私たちをも
勇気づける『人生談義』を読み解きます。（全12講予定）

ご購入から30日間 各1,980円

プラトンの「パイドン」
を読むために

東京大学教授
� 納富　信留

ソクラテスの死を描くプラトンの代表作。今日では解釈が問
題となっている「魂の不死」の論証など、西洋哲学で最重要か
つ問題含みの著作をどう読むべきか論じます。

ご購入から90日間 2,750円

ウィトゲンシュタイン
入門

東京大学准教授
� 古田　徹也

ウィトゲンシュタインは若き日と壮年期以降では全く異なる
種類の哲学を展開しました。思考のエッセンスを紹介し、哲
学することの魅力を論じます。（全３講）

ご購入から30日間 各1,980円

「百人一首」の謎を読み
とく

国文学研究資料
館館長
� 渡部　泰明

古代から中世初頭にいたる百人の歌人から、一首ずつ選んだ
秀歌撰の謎と魅力とは。素材や技法や時代の在り方など、い
くつかのテーマを立て、その世界を読み解きます。

ご購入から7日間 1,980円

じっくり学ぶ現代物
理学の基礎�「場の量子
論」

慶応義塾大学教
授
� 松浦　　壮

ものは何からできているのか。この素朴な疑問に答える「量
子場」の理論を理解するために、必要となる物理や数学を順
を追ってゆっくり積み上げます。（全５講予定）

ご購入から30日間 各5,500円

イカとタコが魅せる才
色兼備

琉球大学理学部教
授
� 池田　　譲

イカとタコの多彩な体色は、巨大な脳とレンズ眼の働きによ
り制御されています。動物界でも稀に見る精緻な体色システ
ムを持つ「海底の賢者」の、華麗な生存戦略を紹介します。

ご購入から30日間 1,980円

東京藝大で教わる西洋
美術の見かた

東京藝術大学教
授
� 佐藤　直樹

東京藝大での授業に基づく講義。通史的な見方ではなく、一
つ一つの作品の謎を詳しく解説します。ルネサンスという現
象を理解し、西洋美術の鑑賞眼を鍛えます。（全15講）

ご購入から30日間 各1,980円

おウチで風景スケッチ
水彩画

日本水彩画会
� 小野　月世

塗り方の手順から、影の色の作り方、筆のタッチ、明暗のき
かせ方まで、透明水彩画の基本を学びます。風景画ならでは
の遠近感の出し方や構図、光る水面の描き方も伝えます。

ご購入から30日間 2,750円

コヤマ大輔が魅せる水
彩画の世界

画家
� コヤマ大輔

観るものをひきつける独自の水彩表現の魅力に迫ります。夜
景を描く今回は、街灯が暗闇で光る「明るさ」の表現にグレア
錯視の効果を生かして、マスキング処理をします。

ご購入から30日間 2,750円

もう一度、台湾一周　
途中下車の旅

旅行作家
� 光瀬　憲子

鉄道を利用し手軽に一周旅行ができる台湾。各地の車窓風景
の楽しみ方や、知る人ぞ知る名物料理・スイーツなどを旅の
具体的なスケジュールとともに紹介します。

ご購入から90日間 2,750円

上記以外にも多数の講座をご用意しております。
朝日新聞社と提携した朝カルアーカイブのＨＰでご購入
ください。購入には朝日IDの登録（無料）が必要です。

　　 朝カルアーカイブ
https://www.asahiculture.jp/shinjuku

またはQRコードから

朝カルアーカイブは、講座の動画をオンデマンド配信するサービスです。
パソコンやスマートフォンで、好きな時に繰り返し視聴できます。

朝カルアーカイブのご案内

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

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。

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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文　　学 日本の文学
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」全講
� オンライン

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。今期は巻十八を
講読予定。教室での受講も可。

1／6～3／17
金�13:00～15:00

4回� 13,200

「万葉集」が語る歴史
� オンライン

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「天平７年と９年の空白」。
教室での受講も可。

1／25
水�13：30～15：00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

「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。

1／18～3／1
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

須磨・明石から帰り、新たな実力者として冷泉帝の宮廷に君
臨した光源氏。お伽話のようだった源氏物語が社会の荒波を
かぶり、したたかな物語に変質していきます。

1／6～3／17
金�15:30～17:00

6回� 19,800

はじめての「源氏物語」
レッスン
� オンライン

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。

1／11～3／22
水�10:30～12:00

5回� 16,500

初心者のための「源氏
物語」五十四講
� オンライン

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。「幻巻」から「紅梅・
竹河巻」まで。教室での受講も可。

1／20、2／17、3／17
金�13:30～15:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

「源氏物語」を読む
� オンライン

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広く深い世界があります。
他の作品や歴史との関係にもふれながら、精読します。今期
は「若菜下」巻の途中から。教室・オンラインの受講可。

1／7～3／18
土�10:00～12:00

5回� 16,500

源氏物語の風景
　春
� オンライン

源氏物語の風景は単なる背景ではなく、作中人物の心と深く
関わります。和歌や漢詩文が培ってきた表現の厚みを内包し
た描写を読み解きます。教室・オンラインの受講可。 新設

2／18
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

元慶応義塾大学教
授
� 田坂　憲二

「源氏物語」と平安時代文学を同時に学びます。今期は、宿木
巻と小野小町・在原業平、東屋巻と「和泉式部日記」、浮舟巻
と「大和物語」について。教室での受講も可。

1／10、2／14、3／14
火�10:30～12:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

「源氏物語」研究
　宿木の巻

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。

1／17～3／21
火�10:30～12:00

5回� 16,500

「源氏物語」の深さと美
しさ

東京大学名誉教授
� 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。2014年10月開講。

1／14、2／11、3／11
土�13:00～15:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

「新古今和歌集」三十講
　全講読をめざして
� オンライン

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」。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。教室での受講も可。

1／9～3／27
月�10:30～12:00

6回� 19,800

「百人一首」の謎を読み
とく　あまつかぜ
� オンライン

国文学研究資料館
館長
� 渡部　泰明

古代から中世初頭にいたる百人の歌人から、一首ずつ選んだ
秀歌撰の謎に迫ります。今回は僧正遍昭「あまつかぜ」をめ
ぐって語ります。教室での受講も可。

1／7
土�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

歌枕と和歌の世界　桜
の歌枕
� オンライン

立正大学教授
� 渡邉裕美子

西行が愛した吉野、近江国の琵琶湖に面した志賀の都、淀川
沿いの皇室御猟地・交野など、新古今時代の歌を中心に、桜
咲く歌枕の風景を味わいます。教室での受講も可。 新設

3／11
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

「平家物語」を読む
　以仁王の乱
� オンライン

青山学院大学名誉
教授
� 佐伯　真一

栄華を誇った平家の滅亡を描く「平家物語」。背景となった史
実や文学・芸術などへの展開についても織り交ぜながら解説
します。2022年４月開講。教室での受講も可。

1／12～3／23
木�10:30～12:00

6回� 19,800

西行和歌の原風景
　出家編

上智大学名誉教授
� 西澤　美仁

「出家｣という人生の大転換が風景の捉え方にどのように影響
を及ぼしたかを考察します。吉野には出家前にも行ったのか。
出家直後に伊勢に行ったのはなぜか。

1／19、2／16、3／16
木�10:30～12:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

芭蕉の生涯と作品
　老いの楽しみ

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。今期は門人の作品を評する際に基準としたことばを学び、
元禄五年・六年の作品を芭蕉発句を中心に鑑賞します。

1／17～3／21
火�10:30～12:00

3回� 9,900

俳句でよむ「おくのほ
そ道」
� オンライン

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。

1／7～3／18
土�15:30～17:00

3回� 9,900

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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講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
ラフカディオ・ハー
ン、今を生きる
� オンライン

小泉八雲記念館館
長
� 小泉　　凡

現代社会と呼応する新しいハーンの世界を探訪。妻小泉セツ
の生涯や、八雲の「怪談」がテーマのミラノでの大規模なアー
ト展を紹介します。教室での受講も可。 新設

2／12
日�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

漱石を読みなおす「こ
ころ」
� オンライン

東京大学名誉教授
� 小森　陽一

明治という時代が終わった大正3年に連載開始した本作。単
行本に編集される際、連載当初とは異なり三部立てになった
理由を解き明かしていきます。教室での受講も可。 新設

1／25～3／22
水�18:30～20:00

3回� 9,900

三島由紀夫における
「宗教」と「哲学」
� オンライン

白百合女子大学教
授
� 井上　隆史

「豊饒の海」における仏教や「金閣寺」におけるカントとサルト
ル等。従来の解釈と違う角度から読み、三島にとって宗教や
哲学とは何だったのかを考察。教室での受講も可。 新設

1／21、2／18、3／18
土�15:30～17:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

対談「三島由紀夫　後
期の思想と行動」
� オンライン

小説「鏡子の家」では深刻な挫折を経験した三島。その後の彼の世界認識の軌
跡について、三島の文学と思想に強い関心を抱き続けてきた芥川賞作家の平
野啓一郎さんと三島由紀夫研究者の井上隆史さんが語り合います。 新設

3／25
土�18:30～20:00

1回� 会員� 3,740
� 一般� 4,290

写真でみる「街道をゆ
く」の世界
� オンライン

週刊朝日編集委員
� 村井　重俊

「街道をゆく」の1989年から96年を中心に、東京、オホーツ
ク、ニューヨーク、台湾など、同行した講師ならではの取材
裏話をたっぷり紹介します。教室での受講も可。 新設

2／4
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

司馬遼太郎の視点・日
本人の宗教観
� オンライン

仏教やキリスト教への関心も深かった司馬遼太郎。「空海の
風景」や、「街道をゆく　島原・天草の諸道」など宗教に関す
る著作を手がかりに考察します。教室での受講も可。 新設

3／11
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

「井上ひさしの憲法指
南」を読む
� オンライン

東京大学名誉教授
� 小森　陽一

井上ひさしは日本国憲法をどのようにとらえ、生き方の中軸
にすえていったのか。改憲策動に国民がどう対峙すべきかを
言葉にした過程をたどります。教室での受講も可。 新設

1／23、2／27、3／27
月�15:30～17:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

米原万里作品を読み解
く
� オンライン

舞踏教師オリガの一生に即して、ソ連という国の在り方を書
いた小説「オリガ・モリソヴナの反語法」。米原万里の視点を
追いながら全6回で読み解きます。教室での受講も可。

1／11、2／8、3／8
水�15:30～17:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

金子みすゞの詩の王国
� オンライン

作家・翻訳家
� 松本　侑子

金子みすゞ生誕120周年にちなみ「視点の逆転、たくみな比
喩、豊かな夢想、小さな命への温かなまなざし、宇宙への哲
学的な思索」から書かれた傑作詩を解説します。 新設

3／11
土�15:00～16:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,850

少女小説を知るための
100冊
� オンライン

フリーライター・
書評家
� 嵯峨　景子

「少女小説を知るための100冊」出版を記念して、「少女小説」
というジャンルの名作を中心に解説します。海外と日本の小
説、それぞれを取り上げます。 新設

2／4、3／4
土�19:00～20:30

2回� 会員� 6,600
� 一般� 7,700
各回の申し込みも可能

2022年の文芸を振り
返る
� オンライン

文芸評論家
� 斎藤美奈子

数多くの文芸作品が発表された2022年。話題を呼んだ代表
作品や、芥川賞・直木賞などの受賞作、講師注目の新人作家、
近年の傾向等を解説。教室での受講も可。 新設

2／11
土�18:30～20：00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

妖�怪�学
� オンライン

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。各地の伝承を紐
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
界を専門的な視点で解説します。教室での受講も可。 新設

1／28、2／25、3／25
土�18:00～20:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

世界の文学
ダンテ「神曲」を読み解
く
� オンライン

慶応義塾大学教授
� 藤谷　道夫

流浪しながら「神曲」の世界を創造したダンテ。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12歌を予定。教室での受講も可。

1／28～3／25
土�15:20～17:20

3回� 9,900

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。

1／13～3／10
金�10:00～12:00

5回� 16,500

「オセロー」を読む
　シェイクスピア原典講読

明治学院大学名誉
教授
� 大場　建治

シェイクスピアの「恋愛悲劇」の最高傑作「オセロー」。テキス
ト、翻訳の問題など、具体的な例をあげて解説しながらゆっ
くり読み進めています。2022年４月開講。

1／25～3／22
水�11:15～12:45

5回� 18,700

シェイクスピア「ハム
レットの世界」

早稲田大学講師
� 森本　美樹

「ハムレット」の名場面をとりあげシェイクスピアの言葉の魅
力を味わいます。物語を楽しみながら個性あふれる登場人物
が抱える様々な問題について理解を深めます。

1／13、2／10、3／10
金�10:30～12:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

こんにちは、素敵な王
子さま方
� オンライン

武蔵大学准教授
� 北村　紗衣

英国演劇史上でも最も人気のある芝居「ハムレット」。主役を
演じる俳優によって作品の味わいが変わるのも魅力。様々な
ハムレット像を見つつ、その変遷をたどります。 新設

3／4
土�19:00～20:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,850

建築の幻想文学
� オンライン

翻訳家
� 高山　　宏

「文学は建築の如くに」をコンセプトに文学を読み解きます。
15世紀の奇書「ポリフィルス狂恋夢」の重訳、乱歩と春夫、
ボルヘスとエーコの小説など。教室での受講も可。 新設

1／21、2／18、3／18
土�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

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。

1／13～3／10
金�13:00～14:30

3回� 9,900

英国ヴィクトリア時代
の新ヒロインと男たち
� オンライン

和洋女子大学名誉
教授
� 植松みどり

社会制度の見直しが進んだ19世紀英国における新しい女性
像とは。今期はジェイン・オースティンの「エマ」を題材に、
父と娘について考察します。教室での受講も可。 新設

3／29
水�10:30～12:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

ジョージ・オーウェル
「一九八四年」の世界
� オンライン

日本女子大学教授
� 川端　康雄

「一九八四年」の小説世界と、当時のイギリスとの近接性、異
質性を見ていきます。さらに主要人物３人の愛の関係につい
て注目します。教室での受講も可。 新設

2／11
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 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）
カズオ・イシグロの世
界
� オンライン

千葉工業大学教授
� 三村　尚央

執事スティーブンスが古き良きイギリスを回想する小説「日
の名残り」を、翻訳と原著を通じて読みます。以前の作品と
も比較しながら小説の読みどころを紹介します。 新設

1／21、2／18、3／25
土�15:30～17:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

新・イギリス名詩選
� オンライン

東京大学名誉教授
� 川本　皓嗣

エリザベス朝から現代まで、やや長めで読み応えのある作品
をじっくり読みます。詩の背景、表現のニュアンス、韻律や
音色なども掘り下げます。質問や議論を歓迎します。

1／18、2／15、3／15
水�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

訳者と学ぶローラの物
語「この楽しき日々」
� オンライン

翻訳家
� 谷口由美子

今期は、ローラの青春編第三弾「この楽しき日々」です。原書
の翻訳ポイントを解説し、物語の背景にも触れながらローラ
のロマンスをたどります。教室での受講も可。

3／4
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

「風と共に去りぬ」で読
み解くアメリカ人
� オンライン

東京外国語大学名
誉教授
� 荒　このみ

主人公をアイルランド系アメリカ人にしたのはなぜか。19
世紀アメリカ社会のアイルランド表象から、ケネディ大統領
誕生など多角的に解説します。教室での受講も可。 新設

3／1
水�10:30～12:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

「アンの愛情」を英語で
楽しもう
� オンライン

作家・翻訳家
� 松本　侑子

第３巻「アンの愛情」から、アン、ギルバート、ロイヤル・ガー
ドナー、クリスティーン・スチュアートの恋模様の場面を抜
粋して精読。英文・単語・対訳等の教材付きです。

1／21、2／25、3／18
土�11:00～12:30

3回� 会員� 11,220
� 一般� 12,870
� 教材費� 1,000

フランス文学の読みど
ころ
� オンライン

明治学院大学教授
� 畠山　　達

文化的背景も解説しつつ、テキスト「フランス文学の楽しみ
方」と和訳抜粋から作品を味わいます。今回はロンサール「恋
愛詩集」を取り上げます。教室での受講も可。

2／18
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

モンテーニュ「エセー」
を読む
� オンライン

東京大学名誉教授
� 宮下　志朗

古典のなかの古典とも言えるモンテーニュの「エセー」。その
エッセンスが詰まっている「第三巻」を訳者である講師と翻訳
で読みときます。教室での受講も可。 新設

1／7、2／4、3／4
土�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

フランス文学案内・ゾ
ラとゴンクール
� オンライン

慶応義塾大学教授
� 小倉　孝誠

近代フランスの作家は美術に関心を抱いた者が多く、ゾラと
ゴンクールも同様でした。作品をとおして文学と絵画、当時
の美術批評のあり方を考えます。教室での受講も可。 新設

2／17、3／17
金�15:30～17:00

2回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

「失われた時を求めて」
を新たに読む
� オンライン

京都大学名誉教授
� 吉川　一義

20世紀を代表する文学作品の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「ソドム
とゴモラ」の後半の巻を考察。教室での受講も可。

1／28～3／25
土�15:30～17:00

3回� 9,900

「失われた時を求めて」
に結論はあるのか
� オンライン

慶応義塾大学講師
� 菅沼　　潤

無意志的記憶が事物の永遠の本質を解き放ち、自分を超時間
的存在に変えてくれる。この理論的結論を再検討。今期テー
マは「受容から創造へ」です。教室での受講も可。 新設

3／4
土�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

ゲーテ「ファウスト　
第一部」の読みどころ
� オンライン

駒澤大学教授
� 畠山　　寛

悪魔と契約し、若返ることで起きた悲劇。グレートヒェンの
愛がもたらしたものは何だったのか。リートも取り上げドイ
ツ語の魅力と合わせて解説します。教室での受講も可。 新設

3／11
土�16:00～17:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

「グリム童話」を読み解
く
� オンライン

独協大学教授
� 矢羽々　崇

ベストセラー「子どもと家庭のメルヒェン集」。メルヒェン収
集の経緯やグリムが再現しようとした民話の息づかいを紹介
します。今期は「赤ずきん」。教室での受講も可。 新設

2／6
月�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

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。

1／17～3／28
火�15:15～16:45

5回� 18,700

ドストエフスキー「悪
霊」と放蕩息子の物語
� オンライン

東京大学名誉教授
� 金沢美知子

「悪霊」に登場する放蕩息子たちは祖国を捨てた反逆者と同時
に帰属する家庭と社会を求め続けた者たちです。彼らの悲哀
と苦悩をどう描いたか読み解きます。 新設

1／23、2／27、3／27
月�10:30～12:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

講師　永野 陽子氏

※要予約
※無料

４月から開講する音訳講座の無料説明会を開催。
講座で何を身に付け、どのように活かせるか。
又、修了後の活動について、質疑応答を交え説明します。

日 時 3月 6日（月）
　　　15：30 ～ 17：00

お問い合わせ・お申し込み　　　　　
　　　　 TEL．03-3344-1948

役立つ役立つ
　　　 を
身につけよう
　　　 ををををを
身身
チカラチカラ
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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15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

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
おもしろいエッセイを
書こう
� オンライン

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。

1／28、2／25、3／25
土�13:00～14:30

3回� 会員� 10,230
� 一般� 13,530
� 教材費� 330

エッセイ教室
� オンライン

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。

1／24～3／28
火�10:30～12:00

3回� 10,230
� 教材費� 660

日曜エッセイ教室
　文章と向かい合う豊かな
時間

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。

1／8～3／12
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。

1／5～3／2
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

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。

1／20～3／17
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

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。

1／18～3／15
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
文章で表現する技術
� オンライン

元「三田文学」編集
長
� 加藤　宗哉

プロと言われる書き手たちはどんな「暗黙の了解事項」のもと
に文学を創り上げていったのか。各期テーマを定めて、「文
章と表現」を掘り下げます。教室での受講も可。

1／13、2／10、3／10
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

文芸評論家
� 斎藤美奈子

何げなく読んでいる本も批評的に読むことで思いがけない発
見があります。書評という読んで書く作業を通じて読書の楽
しみを広げませんか。教室での受講も可。

1／28～3／25
土�18:00～19:30

3回� 13,860
� 教材費� 330

インタビュー入門
� オンライン

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。

1／21、2／18、3／18
土�18:00～19:30

3回� 会員� 10,230
� 一般� 11,880

たとえの効用
　気持を共有し想い伝える
� オンライン

元朝日新聞「素粒
子」筆者
� 真田　正明

百の言葉より「まるで〇〇のようだ」といえば一発で伝わるこ
とも。文章表現の核心、比喩について考えます。教室での受
講も可。問い合わせは電話03-3344-2527へ。 新設

1／29
日�13:30～15:30
休憩あり

1回� 会員� 3,465
� 一般� 3,465

小　　説
作家と目指すあなただ
けの小説の完成

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
合評を通じて語り合います。初めて執筆する方でも具体的な
創作方法を学びながら小説の完成を目指します。

1／12～3／23
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。

1／23～3／27
月�15:30～17:00

3回� 10,560
� 教材費� 990

ミステリーに学ぶエン
タメ小説の書き方
� オンライン

ライター
� 杉江　松恋

ミステリー執筆技術、プロットの立て方を基にエンタメ小説
の書き方を学びます。どうすれば読んでもらえるか、を鍵に
講師がアドバイスします。教室での受講も可。

1／9、2／13、3／13
月�19:00～20:30

3回� 会員� 10,560
� 一般� 13,860

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。

1／18～3／15
水�15:30～17:00

5回� 17,600
� 教材費� 1,650

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。

1／21～3／18
土�10:30～12:30

3回� 10,560
� 教材費� 2,640

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）
小説　どう書けばいい
のか　実践編
� オンライン

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。

1／11～3／22
水�19:00～20:30

6回� 21,120
� 資料代� 1,980

小説　どう書けばいい
のか　基礎編
� オンライン

「小説を書きたい」方に基本的な取り組み方を伝えます。文体
とは、描写とは、テーマとは何か。人称をどうするか、出だ
しの書き方など。教室での受講も可。 新設

3／25
土�18:30～20:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

小説実作教室
� オンライン

編集者
� 内藤�裕之

「群像」「小説現代」（講談社）元編集者の内藤さんが小説を書く
楽しみやポイントを実践的に伝えます。講義の他に、提出作
品の講評も行います。教室での受講も可。

1/18～3/15
水�19：00～20：30

5回� 17,600
� 教材費� 1,650

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。

1／15～3／19
日�12:30～14:30

5回� 17,600
� 教材費� 1,100

入門・小説創作ゼミ
ナール
� オンライン

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。

1／19～3／16
木�18:30～20:30

3回� 10,560
� 教材費� 2,640

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。

1／5～3／2
木�18:30～20:30

3回� 13,860
� 教材費� 3,300

文芸道場
� オンライン

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。

1／28、2／25、3／25
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。

1／6～3／31
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。

1／20～3／17
金�10:30～12:30

5回� 17,600

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）。

1／6～3／17
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）。

1／13～3／24
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）。

1／16～3／20
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）。

1／7～3／18
土�15:30～17:30

6回� 21,120
� 教材費� 2,640

実践小説教室・総合C 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）。

1／14～3／25
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）。

1／10～3／28
火�18:30～20:30

6回� 24,420
� 教材費� 2,640

童話・絵本
大人の深読み絵本 絵本編集者

� 小野　　明
絵本を読むことは、自分の子ども時代に遡ることではなく
もっと普遍的で直接的な体験、と語る講師。ロングセラーか
ら新作まで絵本の魅力を深堀します。 新設

2／23
木�15:30～17:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

世界に１冊　マイ絵本
を作ろう（木）
　初めての絵本

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、
構成などを学び制作します。今期は経験者のみ受講可。

1／19～3／16
木�10:00～12:00

3回� 10,890
� 教材費� 5,720

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。

1／11～3／8
水�13:30～15:30

3回� 10,890
� 教材費� 5,720
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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

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
さわらび短歌会
　エピソードを生かす

事前に作品を投稿し、短歌を詠んで味わう歌会に参加してみませんか。創作
術から鑑賞法まで学びます。みずみずしい感性で作品を創り出す「かばん」会
員の東直子さんと「コスモス」同人の小島なおさんが講評します。 新設

3／18
土�18:30～20:30

1回� 会員� 3,740
� 一般� 4,840
� 教材費� 110

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。

1／19～3／16
木�10:30～12:30

3回� 10,230

楽しい短歌入門 「コスモス」選者
� 大松　達知

提出された短歌へのくわしいコメントと現代短歌の新作の鑑
賞で、短歌という形式と味わい方を身につけます。ひとりひ
とりの感性を短歌の言葉に乗せていきましょう。

1／17～3／21
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。

1／16～3／6
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。

1／9～3／27
月�12:30～14:30

6回� 20,460

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。

1／18～3／29
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。

1／26～3／23
木�13:00～15:00

5回� 17,050
� 教材費� 550

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。

1／6～3／17
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。

1／19～3／30
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。

1／7～3／4
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

「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、
２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。

1／24～3／28
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。

1／24～3／28
火�15:30～17:30

3回� 10,230

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 19



朝カル　新宿 検索

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

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
四季を彩る俳句教室 俳誌「嘉祥」主宰

� 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。

1／29～3／26
日�13:00～15:00

3回� 10,230

俳句実作教室 現代俳句の巨人・金子兜太氏の流れをくむ結社「海原」の創刊同人・柳生正名
さんと編集長・堀之内長一さんが交互に実践指導します。事前投句は兼題２
句と雑詠(有季無季問わず) １句です。俳句の世界を広げましょう。

1／11～3／22
水�13:00～14:45

6回� 20,460
� 教材費� 276

一億人の俳句入門
� オンライン

俳人　
� 長谷川　櫂

俳句を基本から学びたい人のために。季節のテーマを設け詠
み方を探求します。事前に投句した句の選句と講評を行い、
季語について丁寧に解説します。教室での受講も可。

1／21～3／25
土�13:00～14:30

3回� 10,230
� 教材費� 315

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。

1／13～3／31
金�13:00～15:00

6回� 20,460

奥坂まやの俳句教室 「鷹」同人
� 奥坂　まや

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。

1／18～3／29
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。

1／19～3／16
木�13:00～15:00

3回� 10,230

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。

1／5～3／2
木�13:00～15:00

3回� 10,230

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。

1／26、2／23、3／23
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。

1／16～3／13
月�13:00～15:00

3回� 10,230
� 教材費� 330

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。

1／8～3／5
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。

1／9～3／13
月�15:30～17:30

3回� 10,230

俳句における感性
　どう表現、どう伝わる
� オンライン

「鷹」主宰
� 小川　軽舟

わずかな言葉の中で、作者の感性はどのように表わされ、読
者に伝わるのでしょう。投句の兼題は「春の夜」と「菫」。教室
での受講も可。問い合わせは電話03-3344-2527へ。 新設

3／5
日�13:00～15:30
休憩あり

1回� 会員� 4,235
� 一般� 4,235

型から入る　日曜俳句
教室

「鷹｣同人
� 大石香代子

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。

1／15～3／19
日�13:00～15:00

3回� 10,230

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。

1／17～3／21
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。

1／15～3／19
日�10:00～12:00

5回� 17,050
� 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。

1／14、2／11、3／11
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

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。

1／21～3／18
土�12:15～14:15

3回� 10,230
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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。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
対談　どこまでも行こ
う

冒険とは未知への好奇心。緻密な研究と準備、冷静な判断と行動、そして情
熱が必要。写真家の石川直樹氏がヒマラヤやカトマンズ、天文学者の小久保
英一郎氏がこれまでの旅から心に残る自然や文化について映像を交え紹介。

1／14
土�15:30～17:30

1回� 会員� 3,740
� 一般� 4,840

じっくり学ぶ現代物理
学の基礎
　場の量子論－第５回

慶応義塾大学教授
� 松浦　　壮

量子場を本質的に理解するために、数式をいとわずに、基礎
から順を追って積み上げます。今回は「量子場が従う力学」を
考察します。過去の回は朝カルアーカイブで視聴可能。

2／26
日�13:00～16:15
休憩あり

1回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800
� 資料代� 330

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。

1／13、2／24、3／17
金�18:30～20:30

3回� 会員� 9,999
� 一般� 13,299

老いない脳と身体のた
めに
� オンライン

東京大学名誉教授
� 石浦　章一

健康に老化するためにはよく考えた食事メニューによる栄養
と無理のない運動習慣が大切。巷に流布する食や運動、老化
防止の神話の真相に迫ります。教室での受講も可。 新設

1／21、2／18、3／18
土�13:30～15:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

科学者の創造力
� オンライン

東京大学教授
� 酒井　邦嘉

かけがえのない地球上で生きるため、人間と自然の科学を結
びつける「知」が確かな力になります。理系文系を超え、科学
者の独創性や世界観を解説。教室での受講も可。

1／21、2／18、3／18
土�10:30～12:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

「地球科学」入門
� オンライン

静岡大学防災総合
センター客員教授
� 藤岡換太郎

地震・火山活動・台風など、自然界に起こる現象を理解す
るために、全15回で地球科学の原理をじっくり学びます。
2022年４月開講。教室での受講も可。

1／14、2／11、3／11
土�13:30～15:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

人類の発展と自然環境
変化
� オンライン

東京都立大学名誉
教授
� 山崎　晴雄

人類（ホモ族）は、寒冷な氷期と温暖な間氷期が繰り返す激し
い自然環境変化の中をいかに生き抜いてきたのか。人類の将
来の行方についても考察。教室での受講も可。 新設

1／28、2／25、3／25
土�13:00～14:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

現代の数学　量子計算
機の線形代数学的基礎

東京理科大学教授
� 明石　重男

暗号解読との関連で注目される量子計算理論について、既存
計算機で難解とされる素因数分解アルゴリズムを中心に、線
形代数学と内積空間論を用いて解説します。 新設

1／7～3／18
土�18:00～19:30

5回� 16,500

計算機を用いた数学の
問題解決
� オンライン

「数学的定理の証明」や「受験問題等の解答例の発見方法」につ
いて、幾つかの実例に基づいて、視覚的に理解できるように、
パソコンを用いた模擬実験を行います。 新設

1／19
木�19:00～20:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,850

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「環論、こ
れは面白い」をベースに講義します。

1／20～3／17
金�18:30～20:30

5回� 16,500

大学教授が講義する高
校数学

学習院大学名誉教授の飯高茂氏と東京海洋大学名誉教授の中村滋氏が、「数学
A」の基本が真に分かる講義をするシリーズ。新テキスト「数学A」講座の今期
は「整数」の基本性質を学びます。

1／14～3／25
土�18:00～20:00

5回� 16,500

数学カフェ
　掛け算にこめられた驚き
の工夫

東京海洋大学名誉
教授
� 中村　　滋

「たかが掛け算」と言うなかれ！そこには驚くような人類の知
恵がつまっています。それを楽しんだ後、足し算と掛け算の
関係を明らかにした「abc予想」を解説します。

3／4
土�15:30～17:30

1回� 会員� 2,750
� 一般� 3,850

数�学�塾
　オイラーの楕円関数論

元九州大学教授
� 高瀬　正仁

レムニスケート曲線に由来する変数分離型微分方程式の解法
に成功、楕円積分の加法定理を取り出したオイラー。彼の論
文を解明し、黎明期の楕円関数論の姿を再現します。 新設

1／8、2／12、3／12
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

dxとdyの解析学
　微積分の謎を解く
� オンライン

変数分離型の微分方程式におけるdxとdyや、積分の記号に
現れるものと微分法のdx、dyは同じものなのか等。素朴な
疑問の数々から微積分の世界を取り上げます。 新設

1／18、2／1、15、
3／1、15、29
水�18:30～20:00

6回� 会員� 19,800
� 一般� 23,100

自動ファクトチェック
� オンライン

東京工業大学名誉
教授
� 徳田　雄洋

発信情報が根拠となる事実や統計データを持っているか調
べ、正確性を評価し、真偽を判定するファクトチェック。手
動判定法、自動判定法、判定事例から説明します。 新設

1／11、2／8、3／8
水�19:00～20:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

もっと知りたい日本の
パンダ　2023春
� オンライン

翻訳家
� 神戸　万知

日本人の心をつかんで離さないパンダ。上野で大人気のシャ
オシャオとレイレイや、和歌山にいるファミリーを豊富な最
新写真で振り返ります。教室での受講も可。 新設

3／26
日�15：00～16：30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

進化で考える生き物の
不思議
� オンライン

立教大学名誉教授
� 上田　恵介

鳥とヒトと現代社会に焦点を当て、鳥から見る人間社会を考
えます。鳥の刷り込みはヒトにもあるか、日本の急速な社会
発展の鳥への影響、増えた鳥と減った鳥などを解説。 新設

1／10～3／7
火�10:30～12:00

3回� 9,900

生物多様性の意味
� オンライン

元々生態学の専門用語だった「生物多様性」。すっかり社会に
定着した割に、なぜ大切か説明されることの少ないこの言葉
を、鳥とヒトを通し考えます。教室での受講も可。 新設

1／10
火�10:30～12:00

1回� 会員� 3,410
� 一般� 4,510

野鳥を知り、季節を感
じよう
　冬の自然教育園

日本野鳥の会参与
� 安西　英明

天然記念物に指定されている自然教育園で、バードウォッチ
ング指導第一人者が、野鳥の見つけ方、見分け方、暮らしや
自然環境について解説。小雨決行、荒天の場合は教室授業。

2／14
火�10:30～12:00
現地集合現地解散

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400
� 資料代� 440

巡る季節の楽しみ方
　春を待つ命
� オンライン

冬枯れの景色の中でも冬芽や虫の卵は寒さと乾燥に耐え、カ
モたちは結婚をし、来るべき春の準備をしています。冬の自
然観察のポイントを豊富な資料で解説。教室での受講も可。

2／11
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 21



朝カル　新宿 検索

ケア・心理
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
太宰治の死　その謎を
さぐる
� オンライン

東京芸術大学名誉
教授
� 内海　　健

最近の研究により、太宰の心中に関する新たな事実が発見さ
れています。文壇での孤立など従来の諸説を検討しつつ、彼
の死がもつ人間学的な意味を考察。教室での受講も可。 新設

1／28、3／18
土�18：30～20：00

2回� 会員� 6,600 
� 一般� 8,800 

究極のリラックス法・
自律訓練法を学ぼう
� オンライン

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。

2／23
木�10:30～12:00

1回� 会員� 3,333
� 一般� 3,883

対面コミュニケーショ
ンのコツ
　心地よい人付き合い

心理カウンセラー
� 鹿屋　由佳

対面コミュニケーションにおける、表情・態度・話し方の相
手への心理的影響を学びます。想いが伝わるコミュニケー
ションのコツを心理とマナー両方から身につけます。 新設

1／17
火�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

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 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。

お申込み方法はP.2をご覧くださいお申込み方法はP.2をご覧ください

占い・精神世界
精神世界のお話
　変化の時代
� オンライン

翻訳家
� 山川　紘矢
� 山川亜希子

コロナや戦争は、私達人間の意識を変革するための出来事な
のかもしれません。今世界で急がれていることや、日々大切
に感じていることを話します。教室での受講も可。 新設

2／12
日�13:30～15:30

1回� 会員� 3,630
� 一般� 4,730

ヨーロッパ占星術の歴
史
� オンライン

専修大学教授
� 伊藤　博明

太古の昔から星々の位置や運動に神々のメッセージを読み
取ってきた人類。メソポタミアから20世紀の心理占星術ま
で占星術の歴史と教説を解説。教室での受講も可。

1／16、2／20、3／20
月�19:00～20:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

エレメントを読み直す
　西洋占星術の基礎
� オンライン

占星術研究家
� ＳＵＧＡＲ

物質的イメージの詩学を創始したバシュラール。四大元素と
対応した四部作（火、水、空、大地）を紹介し各エレメントに
まつわる理解を深めます。教室での受講も可。 新設

1／27、2／24、3／24
金�19:00～20:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200
� 資料代� 330

ムンロ王子のタロット
占い　中級編
� オンライン

ハイブリッドパ
フォーマー
� ムンロ王子

タロットカードの小アルカナ56枚をピタゴラスの数秘術を
ベースに体系化し、６回に分けて解説します。初級編を履修
していなくても受講できます。教室での受講も可。 新設

1／20～3／17
金�19:00～20:45

3回� 9,900

ムンロ王子のタロット
占い　実践編
� オンライン

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。必要なスキル
をワークショップ形式で学びます。教室での受講も可。

1／24～3／28
火�19:00～20:45

3回� 9,900

手相っておもしろい　
体験講座
� オンライン

東明学院東京本校
副校長
� 鈴木　英子

手相は長い年月研究し築き上げた人類の宝（知恵）。手相の面
白さをやさしく解説します。テキストを使用して自分の手相
を読み解いてみましょう。教室での受講も可。 新設

3／25
土�10:30～12:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400
� 教材費� 330

よくわかる四柱推命 監修(協)易道事業
連盟理事長
� 杉本　蘭華

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て学びます。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。

1／23～3／27
月�19:00～20:30

3回� 9,900

学校では教えてくれな
い神社の秘密を大公開
� オンライン

スピリチュアリス
ト
� 暁　　玲華

神社を創建した一族は、我々が生きる元気を保持するために
神社システムを作りました。参拝でケガレが祓われる理由や、
叡智の結晶である神社の秘密を解説。教室での受講も可。

3／25
土�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

仏様のご守護で開運
2023
� オンライン

日本大開運協会会
長
� 遠藤　裕行

天界の正月２月４日立春。先行きの見えない諸問題を仏様の
力、ご加護を得てピンチをチャンスにしましょう。絶大な功
徳を持つ仏様をエピソードを交えて紹介。教室での受講も可。

2／4
土�15:30～17:10

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400
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美術（講義） 美術展・美術館を楽しむ
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
「エゴン・シーレ展」の
みどころ
� オンライン

東京都美術館学芸
員
� 小林　明子

ウィーンが生んだ若き天才、エゴン・シーレ。クリムトなど
同時代作家の作品も含め、レオポルド美術館の所蔵作品を中
心とした展覧会のみどころを解説。教室での受講も可。 新設

3／1
水�10：30～12:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

日本の美術
若冲と18世紀京都画
壇
� オンライン

東京大学名誉教授
� 佐藤　康宏

代表作「動植綵絵」を中心に伊藤若冲の画業と、同時代の京都
の画家である池大雅、與謝蕪村、曾我蕭白、圓山應舉らの作
品の特徴について紹介します。教室での受講も可。 新設

1／14、2／11、3／11
土�10:30～12:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

日本書道史
� オンライン

書文化・古筆研究
家
� 名児耶　明

漢字と仮名という異なる形の調和と美しさ。文字の伝来から、
王羲之、三筆、仮名の名品、西行、定家様、勘亭流、冷泉流
など書芸術の歴史を解説。教室での受講も可。

1／18～3／15
水�13:00～14:30

3回� 9,900

王羲之書法と三筆・三
蹟の書
� オンライン

中国４世紀の東晋時代に活躍し、従来の書法を飛躍的に高め
た王羲之。そして空海・嵯峨天皇・橘逸勢をさす三筆。名品
から書法を鑑賞します。教室での受講も可。 新設

2／22
水�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

山に立つ神と仏　その
信仰と建築

東京家政学院大学
客員教授
� 松﨑　照明

山にかかわる日本建築を詳しく解説。命をかけた修験僧の苦
行や、霊験仏、参籠祈願など。山への信仰の変遷と日本独自
の意匠を考察。2022年10月開講。 新設

1／10～3／7
火�13:00～14:30

3回� 9,900

千利休と侘茶の諸道具 元日本陶磁協会理
事
� 黒田　和哉

千利休は長次郎の楽茶碗に自らの好みを反映させ侘茶の普及
につとめました。今回は古銅、漆器、竹製品など、珠光以来
の侘茶道具の変遷と本質に迫ります。

1／26～3／23
木�13:00～14:30

3回� 9,900

現代日本庭園を堪能す
る７
� オンライン

作庭家
� 重森　千靑

昭和以降に作庭された特徴的な庭園を紐解きます。また現代
においても日本庭園の美しさを追求していたことなど、様々
な角度から堪能します。教室での受講も可。

3／6
月�13:00～14:30

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
　運慶の彫刻（１）

東京芸術大学教授
� 松田誠一郎

初回は鎌倉時代の大仏師、運慶を取り上げます。デビュー作
である円成寺大日如来像と大きな展開を示す東国の作例であ
る願成就院の諸像から運慶彫刻の特質について考察。 新設

1／10
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を解説。金剛
力士像など運慶の彫刻や、法隆寺の九面観音像等を取り上げ、
鎌倉彫刻や唐製檀像・唐風木彫像のもつ魅力に迫ります。

1／10～3／7
火�13:00～15:00

6回� 19,800
� 教材費� 660

仏像の魅力を知る旅
　高句麗・百済・新羅の仏
像と仏教美術

京都芸術大学教授
� 金子　典正

日本の飛鳥時代から奈良時代の仏像に関係が深い朝鮮半島の
三国時代の仏像と仏教美術について体系的に学びます。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。

1／16～3／20
月�15:30～17:30

3回� 9,900
� 教材費� 330

美しき広島・山口の仏
像
� オンライン

群馬県立女子大学
兼任講師
� 北　　進一

西国の大動脈ともいえる山陽道の広島と山口は、美しい仏像
や神像が目白押しです。珠玉のほとけに注目し、その美の真
髄を解説。教室での受講も可。

1／9、23、2／13、27、
3／13、27
月�15:30～17:00

6回� 会員� 19,800
� 一般� 26,400

絵巻にみる三蔵法師の
旅
� オンライン

唐の高僧・三蔵法師の伝記を描く鎌倉時代の絵巻、国宝「玄
奘三蔵絵」。出家からインド求法、遷化に至るまで主要な事
績が12巻に展開する魅力を解説。教室での受講も可。 新設

3／2
木�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

興福寺南円堂の仏像
� オンライン

京都橘大学教授
� 小林　裕子

基本的文献や最新研究をもとに興福寺美術を明らかにしま
す。南円堂の創建事情、不空羂索観音像や法相六祖像、四天
王像といった安置仏などを解説。教室での受講も可。 新設

1／20
金�13:30～16:45
休憩あり

1回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

日本の現代建築家の系
譜　モダニズムと住宅
� オンライン

建築家
� 岡田　雅人

日本の建築家を師弟関係で分類し、特徴や影響関係を現役建
築家の目線で解説。今回はライトとコンドルを起点とした、
藝大・東工大系の系譜を取り上げます。教室での受講も可。

3／11
土�13:30～14:30

1回� 会員� 2,530
� 一般� 3,080

建築の日本ものがたり
� オンライン

大阪市立大学教授
� 倉方　俊輔

毎回１人の建築家に焦点を当て、豊富な写真と資料で、建築
家の素顔を明らかにします。モダニズム建築の入門にも、応
用編にもどうぞ。

1／21、2／4、2／18、
3／4、3／18
土�10:00～11:00

5回� 会員� 11,550
� 一般� 14,300
各回の申し込みも可能

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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朝カル　新宿 検索

世界の美術
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
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。今回はバーン・ジョーンズをはじめとす
る後期ラファエル前派やウィリアム・モリス等を解説。

2／4～3／18
土�10:15～12:15

4回� 13,200

ギャップの美術史
� オンライン

西洋美術史家
� 笹山　美栄

よく知られる美術作品を取り上げながら、一般的なイメージ
と現実の間にたゆたうギャップをうめ、よりリアルな作家・
作品像に迫ります。１年・全12講予定。 新設

1／9、2／6、3／6
月�10:30～12:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550
初回のみの受講も可能

世界の美術館めぐ
り　ゴッホ美術館
� オンライン

世界の美術館を、所蔵の名画の解説とともにご案内します。
今回はオランダ・アムステルダムにあるゴッホ美術館です。
ゴッホや浮世絵のコレクションの見どころに迫ります。 新設

2／18
土�18:30～20:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,850

目からウロコの西洋美
術の基礎知識
� オンライン

美術評論家
� 平松　　洋

時代も国も違う西洋美術を鑑賞するには、それなりの知識が
必要です。今期は「風俗画」「風景画」「静物画」の基礎教養を学
びます。１年・全13講予定。

1／12、2／9、3／9
木�15:30～17:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

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。

1／28～3／25
土�10:30～12:00

3回� 9,900

キリスト教美術の歴史
的な展開
� オンライン

美術史家
� 塚本　　博

キリスト教美術の始まりと展開をヨーロッパの東西双方に眼
を向けて、歴史的に解明します。教室での受講も可。

1／23～3／13
月�13:00～14:30

4回� 13,200

「フランソワの壺」神話
図像の解読
� オンライン

アルカイック期の作者名が残る陶器は、ギリシア神話の図鑑
と呼ばれ多くの神話が描かれています。中でも名高い「フラ
ンソワの壺」を解読します。教室での受講も可。 新設

2／11
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

ビザンティン美術
　南ギリシアの聖堂
� オンライン

早稲田大学教授
� 益田　朋幸

後期ビザンティンの輝きを残すミストラや最秘境マニ等。ビ
ザンティンの聖堂を複数残す南ギリシアの地域を取り上げ、
図像学的な比較を行いながら解説。教室での受講も可。 新設

1／12～3／23
木�10:30～12:00

5回� 16,500

北欧のロマネスクを訪
ねて

美術史家
� 池田　健二

ロマネスクと共に生まれたデンマーク・ノルウェー・ス
ウェーデン。ヨーロッパの大地を北から南へと移動しながら、
そこに根付いたロマネスク芸術の個性と美に注目。 新設

1／20、2／3
金�10:30～12:15

2回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

イングランドのロマネ
スク訪ねて

征服者となったノルマンディー公が北フランスの芸術文化を
導入し、ロマネスクの時代が始まるイングランド。大陸とは
異なる個性を持つノルマン様式の美の本質を見極めます 新設

2／17、3／3
金�10:30～12:15

2回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

初期ルネサンス絵画の
展開
� オンライン

多摩美術大学教授
� 松浦　弘明

1440年代のフィレンツェ絵画における動向を、フィリッポ・
リッピ、フラ・アンジェリコ、カスターニョの作品を見なが
ら探っていきます。教室での受講も可。

2／2～3／16
木�10:30～12:00

4回� 13,200

イタリア・ルネサンス
のフレスコ壁画
� オンライン

学習院大学教授
� 京谷　啓徳

イタリア・ルネサンス美術最大の魅力の一つであるフレスコ
壁画。物語表現、壁画が描かれた場の機能と主題選択など、
様々な切り口から迫ります。教室での受講も可。

1／25、2／22、3／22
水�10:30～12:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

イタリア・ルネサンス
／マニエリスム美術史
� オンライン

大阪大学栄誉教授
� 桑木野幸司

西欧美術が停滞期からルネサンスに達し、マニエリスム芸術
が展開した流れを概観。芸術史家ヴァザーリの視点から当時
のアート・シーンを追体験し、解説します。

1／11、2／8、3／8
水�10:30～12:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 11,550

オランダ最新フェル
メール展報告
� オンライン

美術史家
� 小林　頼子

2023 年アムステルダム国立美術館とマウリッツハイス美術
館で史上最大規模のフェルメール絵画展が行われます。展覧
会の報告とともに最新研究を伝えます。 新設

3／20
月�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,850

フェルメール「牛乳を
注ぐ女」
� オンライン

京都市立芸術大学
准教授
� 深谷　訓子

17世紀オランダ黄金時代を代表する画家ヨハネス・フェル
メール。構成と解釈をめぐってさまざまな議論が交わされて
きた名画「牛乳を注ぐ女」を読み解きます。 新設

1／13
金�13：00～14：30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,850

サン・レミ時代のゴッ
ホ
� オンライン

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。今回はゴーギャン
との共同生活が破綻し、精神病院に入院したサン・レミ時代
の作品を解説します。教室での受講も可。 新設

3／24
金�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

エゴン・シーレと
ウィーンの世紀転換期
� オンライン

横浜国立大学教授
� 小宮　正安

東京都美術館で2023年１月より開催予定のエゴン・シーレ
展。ウィーンの世紀転換の時代を読み解き、作品の魅力を社
会史や文化史から迫ります。教室での受講も可。 新設

2／24
金�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

西洋建築史 工学院大学教授
� 中島　智章

城や宮殿を中心とした、キリスト教建築ではない世俗建築を
取り上げ、構造やデザイン、機能を解説。古代から12世紀
中世までの建築を講師撮影の写真を交え紹介します。

1／12～3／16
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

群馬県立女子大学
兼任講師
� 北　　進一

洛陽、長安などの中国の都市と西方の諸地域とを結んだ陸上
東西交通路シルクロード。今回は契丹・遼の遺跡や美術を取
り上げます。教室での受講も可。

1／11、25、2／8、22、
3／8、29
水�15:30～17:00

6回� 会員� 19,800
� 一般� 26,400
� 資料代� 300
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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）
人物画１日集中レッス
ン
　自由な画材で

新作家美術協会委
員
� 澤田　嘉郎

女性の柔らかなトーンや、細かな表情の描き方を学びます。
人物画の本質的な表現の習得を目指します。１日集中して取
り組み、一歩踏み込んだ作品にしましょう。 新設

3／31
金�10:00～16:00
休憩あり

1回� 会員� 9,900
� 一般� 12,100

村岡貴美男の人物デッ
サン

日本美術院
� 村岡貴美男

独自の世界観で印象的な人物画を生み出す人気画家が直接指
導します。人物を描く上で必要となる形態の取り方、すべて
の礎となる素描力を磨きます。講評もあります。

2／15
水�13:30～16:00

1回� 会員� 5,940
� 一般� 5,940

人物を手早く描く基本　
クロッキー上達の道

画家
� 羽川　幸一

各回テーマに沿った講義と実技で学びます。モデルを観察し
骨格を踏まえ、描く順序や動きの表し方を身につけます。毎
回の講評でステップアップに繋げます。

3／13、27
月�13:45～16:15

2回� 会員� 9,900
� 一般� 12,100

ホントは面白い石膏
デッサン

画家
� 上田　耕造

木炭デッサンを通して、歴史的な名作である石膏像の美しい
形から、明暗や細部の表現、形の捉え方、空間の意識を学び
ます。苦手だったデッサンに自信がつく人気シリーズです。

1／22
日�10：00～16：00
休憩あり

1回� 会員� 9,460 
� 一般� 11,660 

風景スケッチの基本・
季節の色を探して

水彩画家
� 佐々木　清

写真を使い、講師のデモンストレーションを交えながら、下
絵の省略、彩色の手順、仕上げの演出効果など基本を学びな
がら、水彩スケッチの魅力を楽しみます。 新設

2／6、20
月�13:30～16:30

2回� 会員� 8,800
� 一般� 11,000

水彩印象画法で風景を
描く
　出版記念

水彩画家
� 矢野　元晴

光と影を印象的に表現し評価の高い講師が新著「水彩印象画
法で風景を描く」の内容を直接指導します。風景画を５つの
ステップに分けて丁寧に解説。水彩初心者も可。 新設

2／25
土�13:30～16:30

1回� 会員� 4,400
� 一般� 5,500

水彩画ぼかし技法徹底
解説
� オンライン

水彩画家
� 春崎　幹太

筆跡をつけずに彩色するぼかし技法の風景画で人気の講師の
ライブドローイング。光が溢れ、リアルで幻想的な表現を学
びましょう。講座後1週間の配信あり。 新設

1／28
土�10:30～11：30

1回� 会員� 2,750
� 一般� 3,300

光と透明感の花の水彩
画

水彩画家
� 守田　篤博

水彩画の基礎を学びます。各回違う春の花を、2時間で１枚
描きます。美しい色合いで塗る明るい部分、思い切って暗い
影色を使う部分など、丁寧に解説します。 新設

3／2、16
木�10:00～12:30

2回� 会員� 9,680
� 一般� 11,880

冬の花を描く
　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

1／10
火�10:00～12:30

1回� 会員� 4,950
� 一般� 6,050

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
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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）
魅力を引き出す　水彩
の描き方

画家
� コヤマ大輔

講師が組む花や器物などの静物モチーフをテーマに、２回で
１枚を仕上げます。にじみや明暗、混色、筆のタッチなどの
基本もデモンストレーションを交え解説します。 新設

3／14
火�13:30～16:30

1回� 会員� 5,500
� 一般� 6,600

コヤマ大輔が魅せる水
彩画の世界
� オンライン

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。

3／14
火�11:00～12:00

1回� 会員� 2,750
� 一般� 3,300

野鳥を描く 鳥類画家
� 神戸　宇孝

描くための観察眼によって新たな魅力に気づくことができま
す。世界各地でフィールドワークする講師の野鳥写真や、ご
自身の写真を元に描きます。絵画初心者歓迎。 新設

1／21、2／18、3／18
土�10:00～12:15

3回� 会員� 13,200
� 一般� 16,500
� 教材費� 110

はじめよう人物クロッ
キー
　２分～10分で

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。

1／23
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
　１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。１月はコス
チュームを描きます。

1／9、16、23
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
　２月

２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。

2／13、20、27
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
　３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。３月はコスチュームのモデルを。

3／13、20、27
月�18:00～20:30

3回� 会員� 14,850
� 一般� 18,150

男性ヌードで学ぶ人体
表現

画家
� 建石　修志

男性のモデルを見ることにより、骨格のあり方、筋肉のつき
方、ポーズの動きなどが明確になります。自分が使いたい画
材・紙を使って描き、作品表現の幅を広げます。 新設

2／12
日�13:30～16:00

1回� 会員� 5,060
� 一般� 5,720

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。

2／11、25
土�10:00～12:30

2回� 会員� 9,900
� 一般� 12,100

色と形であらわす人物
画
　楽器を持つ女性を描く

写実画壇会員
� 蛯子真理央

好みの画材で楽器を持つ女性を描きます。色彩を楽しく使い
ながら、構図や細部の描写も意識して制作します。画材の可
能性を生かしながら、自分らしい表現を目指しましょう。

1／9、16、23、30
月�13:30～16:00

4回� 会員� 19,800
� 一般� 24,200

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。

1／18、2／1
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。

2／15
水�10:00～12:30

1回� 会員� 4,620
� 一般� 5,720

春の装いの女性を描く
　アクリル・透明水彩・鉛
筆のレッスン

国画会
� 徳弘　亜男

春らしい華やかなワンピースをまとった女性を描きます。１
回目にポーズをしっかりデッサンし、２回目に着彩します。
画材は透明水彩やアクリル絵具からお好みで。

3／2、16
木�13:30～16:00

2回� 会員� 9,900
� 一般� 12,100

ヨーロッパの伝統民族
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

2／20、3／6、20
月�10:00～12:30

3回� 会員� 15,180
� 一般� 18,480

沖縄の伝統衣装を水彩
で描く

紅型の伝統的な琉球舞踊の衣装を着たモデルを描きます。背
景や小道具も含め、色彩豊かに生き生きと表現するためのポ
イントを解説、わかりやすくアドバイスします。 新設

2／26、3／12、26
日�10:00～12:30

3回� 会員� 15,180
� 一般� 18,480

岩絵具を体験する
　10：00クラス

岩絵具は世界中で原始時代から描き続けられた、絵の原点に帰する天然の貴
重な画材です。その味わいの豊かさ、表現の深さ、輝きをぜひ一度体験して
みてください。講師は画家の野村宣義さんと柏原葉子さん。 新設

1／20、2／3、17
金�10:00～12:00
13：00〜15：00もあり

3回� 会員� 13,860
� 一般� 17,160
� 教材費� 550

「白芙蓉図」を絹本に描
こう

日本画家
� 西野　正望

南宋院体花鳥画の最優品「紅白芙蓉図」 から白芙蓉図を絹本
に描きます。絵絹の貼り方や裏彩色、胡粉と岩絵具の扱い方、
線画を残す描き方などを丁寧に指導します。 新設

1／11、25、2／8、22、
3／8、22
水�18:30～20:30

6回� 会員� 27,060
� 一般� 33,660

長谷川等伯の「松林図
屏風」を描こう

国宝「松林図屏風」の松林図を中心に、等伯の水墨画を描きま
す。藁の筆を使用し、荒々しいタッチのアプローチで松と霧
がかった空気の表現を試みます。 新設

1／7、21、2／4、18、
3／4、18
土�10:00～12:00

6回� 会員� 27,060
� 一般� 33,660

パステル36色で模写
　モネの雪景色を描く

画家
� 松川　佳代

ソフトパステルでモネの「かささぎ」を模写。白いようで様々
な色を使う雪の表現を体験していただきます。初心者の方も
歓迎です。道具のレンタルもあります。 新設

1／26
木�13:30～16:00

1回� 会員� 4,730
� 一般� 5,830

初歩からの色鉛筆画
　静物モチーフや風景、
ペットなど

白日会
� 和田　直樹

デッサンなど難しいことはあとからにして、まずは好きな色
を使って自由に描いてみましょう。淡い風合いもリアルな描
写も楽しめます。４〜６号くらいのサイズで。 新設

1／8、22、2／12、26、
3／12、26
日�13:30～16:00

6回� 会員� 27,060
� 一般� 33,660

イラストレーターのお
仕事＆集客術

イラストレーター
� 吉沢　深雪

絵やイラストが上手いだけでは、なかなかお仕事になりませ
ん。制作依頼につながるSNSの使い方や、自分の得意分野
をブランドにする方法などを解説します。 新設

3／19
日�13:00～15:00

1回� 会員� 5,500
� 一般� 6,600
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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）
ドローイング入門
　イラストから本格デッサ
ンまで

画家
� 箱岩　　博

平面の紙に線や色を描き空間性を生み出す絵画作品。どんな
に絵が苦手な人でも観察のコツがつかめれば描けるようにな
ります。線を引く第一歩から始めましょう。

1／28、2／11、25、
3／11、25
土�18:30～20:30

5回� 会員� 22,550
� 一般� 28,050

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。鉛筆を使って静物、石膏像、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。

1／7～3／18
土�18:00～20:30

6回� 27,258

基礎デッサン 画家
� 緒方　洪章

絵を基礎から出発して描いていきたい、基本をやり直したいという方を対象に、鉛筆の削り方、使い方から
分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描きます。鉛筆、水彩絵具、ペンなどの画
材を段階的に用いながら、形の捉え方、陰影のつけ方など、描写力を高めていきます。

毎週 緒方� 月� 13:30～16:00� 1／9から 12回� 51,480

隔週 緒方� 月� 13:30～16:00� 1／9から 7回� 30,030

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。

1／14～3／25
土�10:00～12:30

6回� 29,040

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� 1／10から 6回� 29,700

金曜 上田� 金� 10:00～12:30� 1／13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。

1／23～3／27
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。

小野月世のスキルアッ
プ人物画

日本水彩画会
� 小野　月世

１回ごとに異なるモデルで、透明水彩の人物画を描きます。
実作と講評を積み重ね、１枚描くごとに上達します。プロに
近づくワンランク上の作品を目指しましょう。

1／25～3／22
水�13:30～16:30
各回の申し込みも可能

3回� 18,480

水彩人物クロッキー
　鉛筆やパステル、コンテ
から水彩まで

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。

1／13～3／10
金�10:30～13:00

3回� 14,850

透明水彩で大作を描こ
う

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。

1／13～3／10
金�13:30～16:00

3回� 16,830

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。

1／12～3／9
木�13:30～16:30

3回� 14,850

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。

1／10～3／14
火�10:00～12:30

3回� 14,190

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。

1／18～3／29
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。

1／18～3／29
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。

1／13～3／24
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。

1／14～3／25
土�10:00～12:15

6回� 24,420

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。

1／8～3／26
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。

1／16～3／20
月�10:00～12:30

6回� 27,060

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。

1／10～3／28
火�18:00～20:30

12回� 54,120

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。

1／17～3／21
火�13:30～16:00

6回� 27,060

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

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
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。

1／17～3／21
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も
交え、色彩の調和と表現を考えます。身近なモチーフから入
り、着彩の魅力を楽しみます。新鮮な発見のあるクラス。

1／18～3／29
水�10:00～12:30

6回� 27,060

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。

1／10～3／28
火�13:30～16:00

6回� 27,060

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。

1／12～3／9
木�13:30～15:30

3回� 12,540

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。

1／11～3／8
水�13:00～15:00

3回� 11,880

体験・小さなスケッチ
ブックに描く水彩画

イラストレーター
� 武笠　　昇

構図や遠近法など、難しいことはさておき、まずは楽しく1
枚描くことから始めましょう。風景写真や季節の花などがモ
チーフです。水彩色鉛筆の指導も可。 新設

1／11、25
水�10:00～12:15

2回� 会員� 8,580
� 一般� 10,780

小さなスケッチブック
に描く水彩画

０〜４号サイズで、風景画や季節の花、野菜などを描きます。
透明水彩のほか、水彩色鉛筆も指導します。気負わず気軽に
楽しみましょう。春と秋は野外スケッチも。

1／11～3／22
水�10:00～12:15

6回� 24,420

カラフルスケッチ１日
体験

イラストレーター
� 関本紀美子

スケッチを気軽に楽しみませんか。少し線が曲がっても、色
がはみ出しても大丈夫。身近なパッケージをモチーフに、紙
にペンで描いて、透明水彩絵の具で彩色。初心者歓迎。

1／7
土�15:30～17:30

1回� 会員� 4,510
� 一般� 5,610
� 教材費� 484

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。

1／7～3／18
土�15:30～17:30

6回� 26,400

季節を描く小さな水彩
画
　花や風景を中心に

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。

1／27～3／24
金�13:00～15:00

3回� 10,560

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。

1／10～3／28
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。

1／5～3／16
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
　クロッキーから制作まで

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。

1／11～3／22
水�13:30～16:00

6回� 29,700

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やすく指導します。

1／7～3／18
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10〜20
号の作品を描き、講評も行います。

1／9～3／27
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カ月で１作品を仕上げます。

1／12～3／23
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。

1／8～3／26
日�13:30～16:00

6回� 29,040

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
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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）
色鉛筆で描く桜の小路 画家

� 篠原　由香
多彩な表現ができる色鉛筆でハガキサイズの絵を１回で仕上
げます。鉛筆の持ち方、陰影、色の重ね方、立体感、質感な
どていねいに指導します。初心者におすすめ。 新設

3／21
火�10:00～12:00

1回� 会員� 3,630
� 一般� 4,730

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すすめです。

1／17～3／21
火�10:00～12:00

6回� 21,120

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１日体験講座
です。他に１／28（土）もあり。

1／5
木�13:00～15:00

1回� 会員� 3,850
� 一般� 4,950

色鉛筆の可能性　はじ
めの一歩から

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。初
めての方には塗り方の基本から指導します。

 河合� 木� 13:00～15:00� 1／5から 6回� 23,100

 河合� 土� 10:00～12:00� 1／28から 3回� 11,550

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。

1／9～3／27
月�13:30～16:00

7回� 30,030

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。

1／18～3／15
水�10:00～12:30

5回� 21,450
� 教材費� 200

日曜絵画教室
　飾れる絵

白日会
� 和田　直樹

飾って観てもらう絵を描く、その緊張感が質の高い作品制作
につながります。初めて絵を学ぶ方、新しい画材に挑戦した
い方にもおすすめです。好きな画材で描きます。

1／8～3／26
日�13:30～16:00

6回� 27,060

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。

1／18～3／29
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。

1／5～3／30
木�13:30～16:00

7回� 31,570

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。

1／12～3／23
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。

1／15～3／19
日�10:00～12:30

5回� 22,550

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。

1／7～3／18
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。

1／26～3／23
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
しい表現のあり方を探ります。初心者歓迎。

1／15～3／19
日�10:30～12:30

5回� 18,150

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。

1／18～3／29
水�10:00～12:30

6回� 27,060

イコンをかく
　祈りからかたちへ

イコン作家
� 真樹マリア

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。心静かに描き、キリスト教世界
への理解も深めます。初めての方歓迎。

1／15～3／19
日�13:40～16:10

5回� 22,000
� 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。

1／16～3／20
月�18:00～20:00

5回� 16,500

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。

デッサンからの油絵
　小品を中心に

独立美術協会
� 石川　和男

絵画の奥深い楽しさを味わいます。初心者の方は2回で1枚
のデッサン画に取り組み、明暗や形の基本から。経験者は油
絵制作に取り組みます。サイズは６号前後。 新設

1／21、2／4、18、
3／4、18
土�13:30～16:00

5回� 会員� 23,650
� 一般� 29,150

ステップアップ油絵教
室
　造形的分析と考察

春陽会
� 高岸まなぶ

人物・静物・風景画を通して造形的なアプローチ、物の見方
など造形的考察を深めていきます。レベルに合わせステップ
アップできるよう具体案を示し丁寧に指導します。

1／9～3／27
月�10:20～12:50

12回� 54,120

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。

1／14～3／25
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。

1／11～3／29
水�18:00～20:30

12回� 54,120

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）
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。

1／10～3／28
火�13:30～16:00

12回� 54,120

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。

1／11～3／29
水�10:00～12:30

12回� 54,120

油絵（菊地クラス）
　具象から抽象まで

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。

1／18～3／29
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。

1／18～3／29
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。

1／5～3／30
木�13:30～16:00

13回� 64,350

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
期は冬の花、静物、人物コスチュームの小品に取り組みます。

朝 大内田� 金� 10:00～12:30� 1／6から 13回� 58,630

昼 大内田� 金� 13:30～16:00� 1／6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。大作を描く
ために必要な画面構成や造形性、平面化について学びます。
今期はじっくりと人物画に取り組みます。

1／6～3／31
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。

1／6～3／17
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。

1／7～3／25
土�13:30～16:00

12回� 54,120

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カ月で１作品を仕上げます。

1／8～3／26
日�10:00～12:30

11回� 56,870

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。

1／13～3／24
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。

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� 1／17から 6回� 27,060

昼 髙橋� 火� 13:30～16:00� 1／17から 6回� 27,060

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。

1／12～3／23
木�13:00～15:00

6回� 25,740

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。

1／15～3／19
日�13:30～15:30

4回� 18,040

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カ月目は
デッサン、２、３カ月目で制作。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。

1／18～3／29
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� 1／6から 7回� 31,570

 野村� 金� 13:00～15:00� 1／6から 7回� 31,570

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。

1／24～3／28
火�10:00～12:30

3回� 13,860
� 花材費� 2,310

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。

1／11～3／22
水�10:00～12:30

6回� 27,060
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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。

1／18～3／29
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。

1／11～3／22
水�18:30～20:30

6回� 27,060

琳派と若冲から始める
水墨画

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。

1／7～3／18
土�10:00～12:00

6回� 26,400

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。

1／7～3／18
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。

1／12～3／9
木�10:15～12:15

3回� 12,540

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� 1／27から 3回� 13,200

 浅田� 木� 13:00～15:00� 1／12から 3回� 13,200

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。

1／16～3／20
月�10:00～12:00

3回� 11,550

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� 1／6から 13回� 50,050

夜 舩坂� 金� 18:00～20:30� 1／6から 13回� 50,050

木版画（日） 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。

1／8～3／26
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。

1／20～3／31
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。

1／19～3／16
木�13:30～16:30

3回� 14,520

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。

1／8～3／26
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。

1／14～3／25
土�13:30～17:00

6回� 42,900
� 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。

1／6～3／31
金�10:00～12:00

7回� 25,410

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 31



朝カル　新宿 検索

書 書道・篆刻・カリグラフィー� 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）
体験　初歩からの書道
　漢字・かな

読売書法会幹事
� 和久田翠鳳

「初歩からの書道」の体験講座です。故鈴木翠軒氏の幽玄な書
体を承継する雑誌「青雲」の手本を中心に習います。書をはじ
めたい方、やり直したい方歓迎です。 新設

1／26
木�10:30～12:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

初歩からの書道
　漢字・かな

雑誌「青雲」の手本を中心に、漢字とかなを基礎から指導。初
心者は筆の持ち方から、経験者は作品を高める技術の習得を
目指します。流麗な書の世界を楽しみましょう。 新設

2／9～3／23
木�10:30～12:30

4回� 13,200

新井光風塾
　臨書を楽しむための講義
と実技

日展理事
� 新井　光風

臨書学習を広い視野から楽しむ講座です。書の名蹟を、興味
深い書道史から書法や文字の特色まで、映像を交えて解説。
漢代の人々の鼓動が伝わる肉筆の文字隷書を取り上げます。

2／19
日�13:30～16:30

1回� 会員� 5,610
� 一般� 6,710

古典臨書から創作への
プロセス徹底解剖

日展会友
� 石川　青邱

書作につながる古典の見方、臨書の仕方を解説し、制作・揮
毫を実演。添削や制作過程のアドバイスもします。手本なし
で好きな古典を軸に制作することを目指します。

1／30、2／20、3／27
月�13:00～15:00

3回� 会員� 11,880
� 一般� 15,180

小倉百人一首・揮毫と
解説
� オンライン

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や小字作品をライブ
で制作。作品の制作過程で、作者本人が制作意図などを解説
します。揮毫後に質疑応答も受けます。

3／16
木�19:30～20:30

1回� 会員� 2,310
� 一般� 2,860

体験・漢字書道入門 日展会友
� 岩井　笙韻

「漢字書道入門」に、１回参加します。楽しく書くことをモッ
トーに指導します。書道が好き、字を書きたいというお気持
ちの方、ぜひご参加ください。 新設

1／16
月�13:00～15:00

1回� 会員� 3,520
� 一般� 4,620

漢字書道入門 講師の独自の手本を中心に、故青山杉雨氏の手本も指導しま
す。手本を練習するだけではなく個性を生かした書道で、書
く楽しみを広げます。初心者大歓迎。

1／16～3／20
月�13:00～15:00

6回� 19,800

漢字書道 日本芸術院会員
（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 歳森� 火� 10:00～12:00� 1／10から 12回� 39,600

楷行草 歳森� 火� 13:00～15:00� 1／10から 12回� 39,600

上級科･研究科 歳森� 火� 10:00～12:00� 1／10から 12回� 42,240

上級科･研究科 歳森� 火� 13:00～15:00� 1／10から 12回� 42,240

かな書道Ⅰ 日展会友
� 岩井　秀樹

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。

1／5～3／16
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。

1／5～3／16
木�10:00～12:30

9回� 34,650

かな書道体験　はじめ
と一歩

書家
� 竹内　　一

かな文字が作り出す平安の美を体験してください。用具用材
の扱い方から丁寧に指導します。基本線からいろは単体、古
筆の基礎知識も含めて学びましょう。

3／28
火�10:00～12:00

1回� 会員� 3,410
� 一般� 4,510

かな書道入門
　平安の美を学ぶ

日本の美しいかな文字を一生の趣味として学びませんか。用
具用材の扱い方から丁寧に指導します。基本線からいろは単
体、古筆の基礎知識も含めて学びましょう。

1／10～3／28
火�10:00～12:00

6回� 19,800

入門書道に親しむ
　基礎から創作まで

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。

1／6～3／17
金�10:30～12:30

6回� 19,800

総合書道 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。たかむら会幹事の瀬川元
浄氏、たかむら会会員の福田緑光氏が指導。

1／7～3／18
土�13:00～15:00

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。

1／15～3／19
日�10:00～12:00

5回� 17,050

暮らしの書から古典ま
で
　初級

書家（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」などのテキストで様々な課題に取り
組み、古典臨書から創作の楽しみまで幅広く学びます。初心
者には筆の持ち方から。レベルに合わせて指導します。

1／9～3／27
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。金敷駸房氏のテキストを中心に、心を和ませ生活を
豊かにする美しい筆文字を学びます。

1／9～3／27
月�15:15～16:45

6回� 19,800

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。

1／6～3／17
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カ月ず
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。

1／8～3／26
日�14:00～16:00

6回� 20,460
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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）
大人のための総合書道
　実用から芸術まで

あきくさ書道院主
宰
� 山口　青秋

初心者は漢字及び、仮名を基本から学びます。経験者は創作
が学べます。基本から実践的なものまで総合力が身に付きま
す。展覧会出品作品の指導もいたします。

1／9～3／27
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。

1／18～3／29
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。

1／16、2／6、3／6
月�13:30～16:30

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

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� 1／17から 6回� 21,780

火曜・夜 柳� 火� 18:00～20:00� 1／17から 6回� 21,780

日曜・朝 柳� 日� 10:30～12:30� 1／8から 6回� 23,100

立体の書「刻字」・好き
な一文字を彫る

毎日書道展会員
� 秋山　浩志

「刻字」は自書の文字を木版に貼り、周囲をノミ、彫刻刀で彫っ
て金箔や彩色で仕上げる立体の書。好きな一文字を選び作品
を作ります。制作用の道具は用意しています。

2／27、3／13
月�13:00～15:00

2回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

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。

1／24、2／28、3／28
火�15:30～17:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

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。

1／5～3／2
木�10:30～12:00

5回� 18,150
� 教材費� 3,300

初めてのアラビア書道 竹筆の持ち方から始め、アルファベット、単語、文と進みます。アラビア語
を全く知らない方にも丁寧に指導。日本アラビア書道協会会長の本田孝一氏、
日本アラビア書道協会事務局長の山岡幸一氏の両氏による指導。

1／7～3／18
土�13:00～15:00

6回� 20,460

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。

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。

1／17～3／21
火�10:30～12:30

6回� 18,480
� 教材費� 354

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。

1／10～3／28
火�11:00～12:30

6回� 18,480

基本からの美しいペン
字

現代書道院助教授
� 河野　玲蘭

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。

1／12～3／23
木�10:30～12:00

6回� 18,480
� 教材費� 509

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。

1／14、2／11、3／11
土�10:30～12:00

3回� 会員� 9,900
� 一般� 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。

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇  ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

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

演劇・映像・写真 エンターテインメント
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
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。より深い見方を
めざします。１月は「うる星やつら」、２月・３月はゲストに
京田知己監督を迎え、絵コンテ講座を開催。

1／21、2／18、3／18
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

「紅の豚」と「飛行艇時
代」

映像研究家
� 叶　　精二

「紅の豚」の原作である宮崎駿監督の漫画作品「飛行艇時代」。
その舞台、影響が伺える書籍や映画、アニメーション技術な
ど、こだわりと作品の魅力を多角的に検証。 新設

2／11、3／4
土�18:30～20:00

2回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800

ルキノ・ヴィスコン
ティ　その映画の背後
にあるもの４

学習院大学講師
� 押場　靖志

ヴィスコンティ映画を１作品取り上げ、歴史的な出来事や文
学作品との関係など、作品の特徴と背景にあるものを掘り下
げます。今回は「熊座の淡き星影」（1965）。

2／4
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

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。

1／28、2／25、3／25
土�15:45～17:15

3回� 会員� 9,999
� 一般� 13,299

写　　真
デジカメできれいに桜
を撮る方法

写真家
� 御堂　義乗

色合いが淡く、天気の影響を受けやすい桜の花の写真撮影。
気を付けたい構図や露出、背景の選び方など基本テクニック
を学びます。１回目に撮影会、２回目に講評会。 新設

3／25、4／15
土�13:00～15:00

2回� 会員� 6,820
� 一般� 8,140

桜の写真を美しく撮る
方法
　今年こそキレイに

写真家
� 服部　考規

万人に愛される「桜」。淡く繊細な色、その美しさをそのまま
に花の魅力を引き出す撮影のテクニックやコツを解説しま
す。初心者から上級者まで、どなたでも参加できます。 新設

3／10
金�14:00～16:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

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。

1／21～3／25
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。

2／9～3／23
木�13:00～15:00
撮影会の時間は別途

5回� 17,050
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音　　楽 音楽講義
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
オーケストラ大好き
� オンライン

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。

1／5～3／30
木�13:30～15:00

7回� 23,331

20世紀の名指揮者　
カルロス・クライバー
� オンライン

日本のクラシック音楽ファンがライヴで聴いた名匠の魅力に
迫ります。今期解説するのは華麗なる名指揮者・カルロス・
クライバー。教室での受講も可。 新設

3／30
木�15:30～16:30

1回� 会員� 2,343
� 一般� 2,893

ドイツ音楽入門
　後期ロマン派の魅力
� オンライン

青山学院大学教授
� 広瀬　大介

後期ロマン派の作品について、数々の名盤を紹介・鑑賞し、
指揮者・独奏者・オーケストラのもつ魅力を探ります。１月
期はブルックナーの交響曲。

1／9、2／20、3／13
月�10:15～11:45

3回� 会員� 9,999
� 一般� 11,649

名指揮者の歴史的名演
奏
� オンライン

音楽評論家（演奏
史譚）
� 山崎浩太郎

ニキシュやカラヤン、アバド等。名指揮者との演奏を通じて、
世界屈指の実力と名声を誇るベルリン・フィルと20世紀の
巨匠たちの歴史をふり返ります。教室での受講も可。 新設

1／11、2／8、3／8
水�13:00～14:30

3回� 会員� 9,999
� 一般� 13,299

文化史から読み解く名
曲の裏側
� オンライン

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。

1／17、2／21、3／21
火�15:30～17:00

3回� 会員� 9,999
� 一般� 13,299

楽典のひみつ
� オンライン

作曲家
� 上田　真樹

楽典とは、音楽の基礎的な理論のことです。楽譜のこと、音
階のこと、さまざまな角度から音楽の魅力を理解していく方
法を楽しくお伝えします。

1／7、2／11、3／11
土�10:30～12:00

3回� 会員� 9,999
� 一般� 11,649

和声入門
� オンライン

作曲家・桐朋学園
大学教授
� 石島　正博

調性音楽における最も重要な概念である「機能和声」を、４声
体と呼ばれる和声の実施形態による個別添削と実作の分析と
を並行して行います。2022年１月開講。

2／4、3／4
土�10:30～12:00

2回� 会員� 7,326
� 一般� 8,426

学び直して楽しい楽典
のしくみ
� オンライン

音楽を構成するさまざまな要素について学び直す講座です。
シリーズ最終回は、近代フランス音楽と新ウィーン楽派の音
楽から調の役割について検証します。

2／4、3／4
土�15:30～17:00

2回� 会員� 6,666
� 一般� 7,766

名曲を読み解く
　ベートーヴェン・音楽の
コトバ

旋律の燃え上がるような力線、類似と相反、逸脱と調和、饒
舌な休止。音楽のコトバ、その作用と文体について「交響曲」
を軸に考察。今期は「交響曲第４番」です。

2／25、3／18
土�10:30～12:00

2回� 会員� 6,666
� 一般� 8,866

テレマンとバッハ 音楽史家
� 今谷　和徳

バロック時代後期を代表するドイツの作曲家、バッハとテレ
マン。２人の作品を、教会カンタータやオラトリオと受難曲
などジャンルごとに比較して考えます。 新設

1／9～3／13
月�13:00～15:00

3回� 9,999

「通奏低音」ってなんだ
ろう
� オンライン

「通奏低音」はバロック音楽の基本中の基本です。鑑賞や演奏のために必要な
知識と理論を、チェンバロの実演をまじえて解説します。東京芸術大学講師
の久保田慶一さん、チェンバリストの平野智美さん。 新設

2／3、17、3／3
金�19:00～20:30

3回� 会員� 10,659
� 一般� 12,309
初回のみの申し込み可能

最初のバッハ
� オンライン

東京芸術大学名誉
教授
� 角倉　一朗

バッハの最初の作曲は教会オルガニストという職と関連して
います。バッハの初期作品とそれらに影響を与えた先人たち
の音楽を解説。教室での受講も可。 新設

3／21
火�10:30～12:30

1回� 会員� 3,333
� 一般� 4,433

バッハの生涯と音楽
� オンライン

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。

1／11、2／8、3／8
水�10:30～12:00

3回� 会員� 9,999
� 一般� 13,299

バッハ「平均律曲集」
　バッハとピアノで
� オンライン

作曲家　ピアニス
ト
� 遠山　　裕

講師解説の「バッハ ピアノ作品集」（春秋社）刊行記念。クラ
ヴィーア作品をピアノでいかに魅力的に奏でるか。実演・解
説します。教室・オンラインでの受講可。

1／13～3／24
金�13:30～15:00

6回� 19,998

フォーレのピアノ音楽
� オンライン

バッハを敬いショパンを範とし、明晰・洗練をつらぬいた
フォーレのピアノ作品。オリジナルなピアニスムの真相を、
実演により解明します。教室・オンラインでの受講可。 新設

1／6、2／3、3／3、31
金�13:30～15:00

4回� 会員� 13,332
� 一般� 17,732

グリーグのピアノ音楽
� オンライン

ノルウェーの作曲家・グリーグの、繊細で、透明で、硬質な
ピアノの音。「抒情小品集」を中心に、その音楽の魅力を堪能
します。教室・オンラインでの受講可。 新設

3／17
金�16:00～17:00

1回� 会員� 2,343
� 一般� 2,893

「短調」から考えるモー
ツァルトの創造
� オンライン

京都大学教授
� 岡田　暁生

モーツァルトの創作の中で短調作品は多くありませんが、そ
の創造性は計り知れません。毎回一作品を取り上げ、その内
面と背景に迫ります。今期は「弦楽五重奏第４番」ほか。

1／17、2／21、3／21
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

交響曲スーパーアナリー
ゼ・モーツァルト２
� オンライン

指揮者
� 曽我　大介

批評家・小林秀雄氏が「疾走する悲しみ」と評した交響曲第
40番ト短調K.550。彼のほかの短調作品との比較も踏まえ
て、謎に迫ります。教室での受講も可。 新設

1／21
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,333
� 一般� 4,433

交響曲スーパーアナリー
ゼ・モーツァルト３
� オンライン

最後の交響曲、第41番ハ長調K.511。通称「ジュピター」。
歴史的な見解と堂々とした響き、主題の特徴、二重フーガの
解析などに迫ります。教室での受講も可。 新設

3／4
土�13:00～14:30

1回� 会員� 3,333
� 一般� 4,433

古典派音楽史３ベー
トーヴェン
� オンライン

音楽評論家
� 平野　　昭

古典派とは何か。本格的な音楽史からその真髄をたどります。
第三期は古典派としてのベートーヴェンを考えます。革新性
を歴史の中で捉えます。教室での受講も可。 新設

1／16～3／20
月�15:30～17:00

5回� 16,665

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

シューマンとその時
代・作品でたどる生涯
� オンライン

桐朋学園大学教授
� 西原　　稔

創作の傾向が徐々に変化した1840年代半ば。ピアノ協奏曲
など、最初の精神障害を経てそれを克服した時期の創作を解
説します。教室での受講も可。

1／6～3／17
金�15:30～17:00

6回� 19,998

シューマン・ゲーテの
ファウストからの情景
� オンライン

音楽評論家
� 舩木　篤也

シューマンが書いた合唱を含む大作「ゲーテのファウストか
らの情景」。「ファウスト」のテキストや背景を解説しながら
その聴きどころに迫ります。教室での受講も可。 新設

1／13
金�15:30～17:00

1回� 会員� 3,333
� 一般� 4,433

シューベルト　ピアノ
ソナタ全曲の分析
� オンライン

東京芸術大学名誉
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。丁寧な楽曲分析を行います。今期
はソナタと幻想曲。教室での受講も可。

1／16～3／20
月�10:30～12:00

6回� 19,998

チャイコフスキー後期
交響曲の新しい視点
� オンライン

チャイコフスキー後期交響曲の、抒情的、劇的で独自の管弦
楽的表現を読み解きます。新しいチャイコフスキー像が見い
だせるはずです。教室での受講も可。 新設

1／14、2／4、3／18
土�13:00～14:30

3回� 会員� 9,999
� 一般� 13,299

くるみ割り人形で知る
オーケストラピット
� オンライン

音楽評論家
� 山野　雄大

バレエ史を変えた傑作・チャイコフスキー作曲「くるみ割り
人形」。音楽を分析し、コンサート用の作品とは異なるバレ
エ音楽ならではの魅力を解説。教室での受講も可。 新設

3／29
水�13：00～14：30

1回� 会員� 3,333
� 一般� 4,433

名作オペラで知るヨー
ロッパ史
� オンライン

音楽評論家
� 加藤　浩子

オペラの題材は、歴史からとられたものが少なくありません。
名作オペラを通して、ヨーロッパ各国の歴史に迫ります。今
期はイギリス編。ドニゼッティ「アンナ・ボレーナ」他。

1／26、2／23、3／23
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・いま改めて知る
「オペラの基本」

オペラ研究家
� 岸　　純信

舞台芸術で最も規模が大きなオペラは、時代の空気に左右さ
れながら多くの名作を生み出しています。「オペラの持つ力」
を映像や音源で分かりやすくご紹介します。

1／12、2／9、3／9
木�10:30～12:00

3回� 会員� 9,999
� 一般� 13,299

歌姫マリア・カラス生
誕100年
　歌が拓く人生

世紀の歌姫マリア・カラスの生誕100年を記念して、貴重な
映像や音源もご紹介しながら、「マリア・カラスがどうやっ
てオペラ界の伝説になったか」を詳しく検証します。 新設

2／2
木�10:30～12:00

1回� 会員� 3,333
� 一般� 4,433

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。

1／20～3／17
金�13:00～15:00

3回� 9,999

フランス・バロック・
オペラへの誘い

上智大学名誉教授
� 澤田　　肇

17から18世紀に独自の魅力と創造力を発揮したフランス・
オペラ。バロック音楽の人気と共に再び注目されています。
原作や初演時の文化の知識もふまえ映像を鑑賞。 新設

1／26～3／23
木�10:30～12:00

3回� 9,999

ヒトラーとワーグナー
の炎のヴィジョン
� オンライン

法政大学非常勤講
師
� 鈴木　淳子

パリは燃えているか。世界を焼き尽くす炎に関するヒトラー、
そしてワーグナーのヴィジョンをそれぞれの思想を対比させ
ながら考えます。教室での受講も可。 新設

2／25
土�13:00～14:30

1回� 会員� 3,333
� 一般� 4,433

ワーグナー全オペラ解
説
� オンライン

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。今期は大作「ニュルンベルクのマイスタージンガー」のポ
イントを解説します。教室での受講も可。

1／17、31、2／7、21、
3／7
火�13:00～14:30

5回� 会員� 16,665
� 一般� 22,165

ドイツ語で楽しむオペ
ラ

日本大学准教授
� 佐藤　　英

ワーグナーの「ワルキューレ」第２幕の名場面を映像で鑑賞
し、翻訳では伝わりにくい絶妙なニュアンスを味わいます。
ドイツ語の学習経験がない方も大丈夫です。

2／11
土�13:00～16:20
休憩あり

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。

1／11、2／8、3／8
水�19:30～21:00

3回� 会員� 9,999
� 一般� 13,299

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。

1／17、2／21、3／21
火�19:00～20:30

3回� 会員� 9,999
� 一般� 13,299

蘇るエルヴィス伝説の
衛星中継コンサート
　アロハ・フロム・ハワイ

FOREVER�
ELVIS発行人
� 平元　正寿

1973 年１月14日に世界中に衛星中継されたコンサート「ア
ロハフロムハワイ」。当時の熱狂に加え、開催の経緯を解説。
選曲に込めたプレスリーの思いとは。 新設

1／14
土�15：30～17：00

1回� 会員� 3,333
� 一般� 4,444

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）

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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レクチャー＆コンサート
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
マエストロと語ろう
　朝日新聞共同企画
� オンライン

世界一流のマエストロたちを招き、生の声で伝えていただくシリーズ。今回
のゲストはこの春バーミンガム市交響楽団の首席指揮者に就任する山田和樹
さん。聞き手は吉田純子・朝日新聞編集委員。教室での受講も可。 新設

1／10
火�19:00～20:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,300

平家琵琶の調べ 平曲弾き語り奏者
� 荒尾　　努

盲目の琵琶法師によって語り継がれてきた八百年続く日本の
伝統文化。語りと琵琶の調べを通して歴史や文化から平家一
門の優しさ、温かさ、日本語の美しさを体感します。 新設

1／14
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,663
� 一般� 4,763

ドビュッシー・ピアノ
作品解説
� オンライン

作曲家・ピアニス
ト
� 野平　一郎

自身も作曲家として活躍する講師が演奏を交えて解説、楽曲
の魅力を伝えます。初期の作品から後期へと進めていきます。
今回はドビュッシー「ピアノのために」の予定です。

1／15
日�13:30～15:00

1回� 会員� 3,333
� 一般� 4,433

宮本益光さんと語る　
「魔笛」の魅力
� オンライン

モーツァルトのオペラをハイライト版にアレンジして上演し、聴衆を魅了す
るバリトンの宮本益光さん。音楽評論家の加藤浩子さんと「魔笛」の魅力を語
ります。ピアニスト・髙田恵子さんとの実演も。教室での受講も可。 新設

1／25
水�16:00～17:30

1回� 会員� 3,993
� 一般� 5,093

ベートーヴェンの人生
と32のピアノソナタ
　演奏と解説

コンサートピアニ
スト
� 田尻　洋一

ベートーヴェンの生涯と思想を考察し、独自の視点で想像力
溢れる楽曲分析を行います。演奏を楽しみながらベートー
ヴェンの芸術の軌跡と真髄を体験するシリーズです。

1／26、2／23、3／23
木�13:00～14:30

3回� 会員� 9,999
� 一般� 13,299

シューマンと幻想
� オンライン

シューマンにとって「幻想」は特別な意味がありました。桐朋学園大学教授の
西原稔さんが音楽から読み解きます。演奏はクラリネット奏者の亀井良信さ
ん、ピアニストの尾島紫穂さん、横山希さん。教室での受講も可。 新設

1／28
土�13:00～14:30

1回� 会員� 4,180
� 一般� 5,280

こどもの音楽
ロマン派に作られた子供の
ためのピアノ作品

ピアニスト
� 乙益　乃衣

ピアノの普及に伴いピアノを習う子供のための作品も多く生
まれた19世紀。シューマンとチャイコフスキーの作品を中
心に、当時の作品と音楽教育について演奏を交え考察。 新設

2／4
土�10:30～12:00

1回� 会員� 3,553
� 一般� 4,653

楽聖ベートーヴェン　
創作活動の奇跡を探る

ベートーヴェンが最も得意としたのは「ソナタ形式」と「変奏曲」。今回は変奏
曲についてピアニストの本多昌子さんが、ヴァイオリニストの山中直子さん、
チェリストの山本祐ノ介さんと共に演奏を交え解説します。

2／18
土�13:00～14:30

1回� 会員� 4,213
� 一般� 5,313

小林研一郎が語るベー
トーヴェンとリスト
� オンライン

炎のマエストロ、小林研一郎さんが日本フィル東京定期演奏会を前にベートー
ヴェンの交響曲「英雄」とリストのピアノ協奏曲第１番の聴きどころを語りま
す。聞き手は音楽評論家の奥田佳道さん。教室での受講も可。 新設

2／22
水�19：00～20：30

1回� 会員� 3,553 
� 一般� 4,653

世界の中で、生きてい
く
　瞑想のピアノ

ピアニスト
ウォン・
� ウィンツァン

私たちは今、動乱の世界の中でも日々寄り添い絆を育もうと
感じているはずです。音楽と対話をとおして、今を分かち合
い確かに生きている意味を見出すコンサートです。 新設

3／4
土�15:30～17:30

1回� 会員� 3,553
� 一般� 4,653

ショパンと楽聖たち
　第３回「ベートーヴェン
とショパン」

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
義と演奏で案内する、ショパンと偉大な作曲家に迫るシリーズ。第３回目の
テーマは「ベートーヴェンとショパン」です。

3／12
日�15:00～16:30

1回� 会員� 3,993
� 一般� 5,093

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

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。

1／14、2／11、3／4
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

歌声を鍛えるボイスト
レーニング

YUBAメソッド認
定インストラク
ター
� 清水安基子

高い音が出ない、声量がない、音程がずれるなど、お悩みの方。安心してください。人気のボイストレーナー
が、そんな悩みを克服できるよう丁寧に指導いたします。歌は心を豊かにし、あなたの世界を広げてくれます。
やさしい日本の歌曲からアリアなどの名曲まで、幅広い曲を取り上げます。全員で歌う楽しみもあじわいな
がら、歌声を鍛えていきましょう。

月朝 清水� 月� 10:30～12:30� 1／9から 6回� 19,998

女性限定　金午後 清水� 金� 13:00～15:00� 1／6から 6回� 19,998

木夜 清水� 木� 18:30～20:00� 1／5から 6回� 19,998

昭和歌謡をうたう 昭和歌謡のヒット曲を人気のボイストレーナーと一緒に歌いうまくなるため
の新講座。裏声、表声、ミックスボイスの出し方のレクチャーと実践を行い
ます。講師はYUBAメソッド認定インストラクターの清水安基子さん。 新設

1／9～3／13
月�13:00～14:30

3回� 10,659

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。

1／12～3／23
木�15:30～17:00

6回� 27,258

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 37
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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。

2／1～3／29
水�15:30～17:00

3回� 11,649

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。ピアニストは喜嶋麻実さん。

1／12～3／23
木�11:00～12:30

6回� 19,998
� 教材費� 165

オペラアリアにチャレ
ンジ

「ラ・ボエーム」より「私の名はミミ」を原語で歌います。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。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。

1／12
木�11:00～12:30

1回� 会員� 3,443
� 一般� 4,543
� 教材費� 55

ドイツ歌曲を楽しみな
がら歌おう

シューベルト、ブラームス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。

1／5～3／16
木�11:00～12:30

6回� 19,998
� 教材費� 165

１日体験　ドイツ歌曲
を楽しみながら歌おう

シューベルト「鼠捕り」を取り上げ、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。

1／5
木�11:00～12:30

1回� 会員� 3,443
� 一般� 4,543
� 教材費� 55

ドイツリートを楽しむ 声楽家
� 人見　　共

発声からドイツ語の発音、詩の解釈、歌い方のコツなどを、
たっぷり声を出して習得します。楽譜やドイツ語を今読めな
くても大丈夫。さあ、ご一緒にドイツリートの旅へ。

1／18～3／29
水�15:30～17:00

6回� 19,998

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。

1／17～3／21
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。

1／5～3／16
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。

1／10～3／28
火�10:30～12:00

6回� 19,998

世界の歌・日本の歌 オペラからポップスまで幅広く上手に楽しく歌えるよう、呼吸や身体の使い
方も含めて指導。講師は声楽家の葛西みな子さん、ピアニストは広瀬靖子さん。
初めての方も大歓迎。

1／11～3／22
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。

1／30～3／20
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。

1／18～3／29
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。

1／20～3／17
金�10:00～12:00

5回� 17,765

アカペラで歌う「木綿
のハンカチーフ」

アカペラグループ
� トライトーン

今期の課題曲は太田裕美さんの「木綿のハンカチーフ」です。
多くのアーティストにカヴァーされています。切ない恋の物
語をアカペラのハーモニーで綴っていきましょう。 新設

1／14、2／18、3／11
土�18:30～20:00

3回� 会員� 9,999
� 一般� 13,299

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。

ゴスペルを歌おう ゴスペルシンガー
� 尾崎久美子

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。

1／13、27、2／10、24、
3／10、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カ月で課題
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。

1／11～3／22
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カ月で３曲を練習します。

1／9～3／27
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。

1／18～3／29
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。

1／10～3／28
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）
はじめてのリコー
ダー・アンサンブル
　体験レッスン

リコーダー奏者
� 高橋明日香

基本の指の運びや正しい息づかいを学びます。演奏しやすい
音域の練習曲で、美しいハーモニーを楽しみましょう。初め
て楽器に触れる方も安心して参加できます。 新設

3／22
水�17:00～18:00

1回� 会員� 2,783
� 一般� 3,883

リコーダーアンサンブ
ル

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。

1／11～3／22
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。

1／7～3／18
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。

1／7～3／18
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。

1／17～3／21
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。

1／10～3／28
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。

1／28～3／25
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。

1／18～3／29
水�13:00～14:30

6回� 19,998

ウクレレ１日体験 白石信ミュージッ
クソサエティ講師
� 石山　哲也

初心者の方向けに楽器の持ち方から指導します。講師と一緒
に簡単な楽曲の演奏も体験。心地よい音色と共に楽しく過ご
しましょう。２／24、３／24の回もあり。 新設

1／27
金�13:30～15:00

1回� 会員� 3,223
� 一般� 4,323

はじめてのウクレレ ウクレレを始めませんか。弾き方を基本から指導しますので、
楽器演奏が全く初めての方も安心してご参加ください。心地
よい音色に包まれて音楽の楽しさを味わいましょう。

1／13～3／24
金�13:30～15:00

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。

1／11～3／22
水�15:15～16:45

6回� 19,338

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。

1／18～3／29
水�15:30～17:00

6回� 20,658

古典芸能 古典芸能の見どころ・見かた
三遊亭兼好の噺のはな
し

落語家
� 三遊亭兼好

落語２席のほか、歴史、文化、噺の背景、鑑賞のポイントや
名人のエピソードまで落語にまつわる事柄を解説。圓楽一門
会きっての実力派が落語の面白さ奥深さを伝えます。

3／29
水�16:00～17:30

1回� 会員� 3,800
� 一般� 3,800

この落語家に聞きた
い・立川吉笑さん
� オンライン

日々落語会に通い、落語に関する著作も多い落語評論家の広瀬和生さんが、
いま会いたい落語家に迫ります。今回のゲストは立川吉笑さん。著書の「現在
落語論」をテーマにお話を伺います。教室での受講も可。 新設

3／3
金�19:00～20:30

1回� 会員� 3,740
� 一般� 4,840

能をどう見るか
　能「誓願寺」和泉式部伝説
と阿弥陀如来信仰

明星大学教授
� 村上　　湛

重厚長大な点からめったに上演されることのない能「誓願
寺」。和泉式部が死後「歌舞の菩薩」に転生した伝説と、仏教
的主題から編みなされた独自の宗教劇を考察します。 新設

1／12、2／9、3／9
木�19:00～20:30

3回� 会員� 9,999
� 一般� 13,299

能で楽しむ「義経伝説」
� オンライン

国士舘大学教授
� 表　きよし

能には「義経伝説」を題材にした名作が数多くあります。今期
は「鞍馬天狗」「橋弁慶」「熊坂」など義経の少年時代（牛若時代）
に関する名作を取り上げ解説します。教室での受講も可。

1／27、2／24、3／24
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。

1／12～3／9
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。

1／10～3／28
火�15:30～17:00

4回� 13,332

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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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。

1／12
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� 1／12から 6回� 18,678

謡曲　入門〜中級 髙梨� 木� 19:00～20:00� 1／12から 6回� 19,338

謡曲　初級 大松� 木� 14:00～14:50� 1／12から 6回� 18,678

謡曲　中級 大松� 木� 15:00～15:50� 1／12から 6回� 18,678

仕舞 大松� 木� 16:00～17:00� 1／12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� 1／10から 12回� 37,356

仕舞 三川� 火� 13:30～14:30� 1／10から 12回� 37,356

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� 1／18から 6回� 18,018

謡曲 塩津� 水� 11:00～12:00� 1／18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。

1／9～3／27
月�13:30～14:30

6回� 28,578

小鼓１日体験 能、歌舞伎など日本の伝統芸能に欠かせない小鼓に実際に触
れて、打ち方や調べ（紐）の緩め方で様々に変化する音の響き
を体験します。３月27日の回もあります。 新設

2／27
月�13:30～14:30

1回� 会員� 3,630
� 一般� 4,730

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� 1／9から 12回� 57,156

初級・中級（木） 住駒� 木� 13:30～14:30� 1／5から 7回� 33,341

上級（月） 住駒� 月� 12:30～14:30� 1／16から 6回� 35,838

上級（木） 住駒� 木� 13:30～14:30� 1／5から 7回� 41,811

研究科（月） 住駒� 月� 12:30～14:30� 1／16から 6回� 50,358

研究科（木） 住駒� 木� 14:30～15:30� 1／5から 7回� 58,751

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から、「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。監修は人間国宝の野村万作さん。

月曜 万作の会� 月� 19:00～21:00� 1／9から 6回� 23,760

水曜 万作の会� 水� 18:30～20:30� 1／18から 6回� 23,760

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。

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。

1／6～3／31
金�15:45～17:45

13回� 46,189

日本舞踊
　坂東流

坂東流
� 坂東　　愛

上半身を垂直に保ちながら腰を落として踊る日本舞踊。美し
い姿勢が身に付きます。大人が初歩から学べるクラスです。
着物以外にも浴衣とステテコで受講可。

1／9～3／27
月�11:45～13:45

12回� 41,316

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。

1／8～3／26
日�13:00～14:30

6回� 20,658
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雅　　楽
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
舞楽　右舞
　古代を舞う
� オンライン

雅楽演奏家
� 中村かほる

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。教室での受講も可。

1／15～3／19
日�13:00～15:00

5回� 18,315

古代歌謡　１日体験
　いにしえを歌う

雅楽演奏家
� 石川　　高

いにしえの人々の感情や信仰の様子を伝える古代歌謡。人と
自然がおおらかに共生していた時代の美しい歌を楽しみませ
んか。楽譜の読み方や発声の基本を体験します。 新設

3／5
日�10:00～12:00

1回� 会員� 3,663
� 一般� 4,763

古代歌謡
　古代を歌う

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しょう。

1／15～3／5
日�10:00～12:00

4回� 14,652
� 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� 1／7から 12回� 45,276

 田中� 月� 10:00～12:00� 1／16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。

1／17～3／21
火�10:00～12:00

6回� 22,638
� 備品維持費� 822

長唄を唄ってみよう
　１回体験　勧進帳

長唄東音会
� 平尾ひろみ

長唄を唄ってみませんか。「勧進帳」をまったく初めての方に
もわかりやすく、呼吸・発声の基本から。伝統の世界に触れ
ましょう。

3／7
火�15:00～16:00

1回� 会員� 2,783
� 一般� 2,783

長唄入門 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。監修＝長唄東音会名誉顧問・宮田哲男氏。

1／17～3／21
火�15:00～17:00

6回� 22,638

長唄の三味線（日） 岡安流理事
� 岡安　茂登
� 岡安　香代

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。

入門Ⅰ 岡安� 日� 15:30～16:10� 1／15から 9回� 30,987

入門Ⅱ 岡安� 日� 14:40～15:20� 1／15から 9回� 30,987

初級 岡安� 日� 13:50～14:30� 1／15から 9回� 30,987

中級 岡安� 日� 13:00～13:40� 1／15から 9回� 30,987

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。

1／10～3／28
火�15:30～18:00

12回� 58,476
� 備品維持費� 804

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。

1／28～3／25
土�15:00～17:00

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。

1／6～3／31
金�10:00～11:00

13回� 41,899

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。

1／18～3／29
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10：00から。

1／8～3／26
日�10:00～12:00

9回� 28,017

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。

1／10～3／28
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。

1／12～3／16
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。

1／12～3／16
木�19:00～20:30

6回� 20,658
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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。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
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。

1／11～3／29
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。

1／11～3／22
水�10:00～11:15

6回� 20,658

フラ・ベーシック ハワイの文化、習慣、言語を少しずつ覚えながら、楽しくゆったりしたペー
スでフラの基本を学んで行きます。美しい自然をイメージしましょう。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。

1／9～3／27
月�10:00～11:30

5回� 16,115

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。

1／10
火�18:00～19:30
１／７（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。

1／10～3／28
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。

1／10～3／28
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。

1／7～3／25
土�12:00～13:30

12回� 33,396

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。

1／7～3／25
土�13:30～15:00

12回� 33,396

バレエエクササイズ体
験

日本バレエ協会会
員
� 中垣　栄美

自身の両足人工股関節置換術の後、綺麗に歩けるようになっ
た「リカバリー体操とトレーニング」を取り入れます。バレエ
の動きで美しい姿勢を作りましょう。女性限定。

1／16
月�10:00～11:30

1回� 会員� 2,893
� 一般� 3,993

バレエエクササイズ 自身の両足人工股関節置換術の後、綺麗に歩けるようになっ
た「リカバリー体操とトレーニング」を取り入れます。バレエ
の動きで美しい姿勢を作りましょう。女性限定。

1／16～3／20
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。

1／13、27、2／10、24、
3／10、24
金�13:00～14:30

6回� 会員� 18,678
� 一般� 25,278

踊ろうベリーダンス 小松芳アラビア舞
踏団　講師
� 稲田佐知子

中東、アラブ文化圏に発祥のルーツがあるといわれるベリー
ダンス。衣装の１つ「ヒップスカート」を身に着けて、躍動あ
ふれる華やかな踊りを体験します。女性限定。 新設

3／7
火�18:30～20:00

1回� 会員� 3,113
� 一般� 3,773

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。

1／10～3／28
火�18:30～20:00
初級・中級は19：00〜

9回� 28,017

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。

1／25～3／22
水�18:30～20:00

5回� 15,565

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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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。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
音訳ボランティア無料
説明会
� オンライン

音訳講師
� 永野　陽子

４月開講の「音訳・初級」の内容や修了後の活動先について詳
しく説明します。修了生による活動報告も交えて、不安なく
受講できるように質問にも答えます。要予約。 新設

3／6
月�15:30～17:00

1回� � 無料

心とからだ磨きの朗読 元フジテレビアナ
ウンサー
� 寺田理恵子

声を出して心も身体も元気に。発声や呼吸の基本から始め、
様々な作品、文章を読んでいきます。お一人お一人の声や個
性を大切にしながら豊かな音声表現を身に着けます。

1／23、2／27、3／27
月�13:30～15:00

3回� 会員� 11,880
� 一般� 13,860

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。

1／26、2／23、3／23
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。

1／10～3／28
火�15:30～17:00

6回� 21,120

語り・朗読
　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。

1／10、2／14、3／14
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。

1／30～3／20
月�13:00～15:00

5回� 17,765

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。

1／10～3／28
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。

1／21～3／18
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。

1／12～3／23
木�10:30～12:30

6回� 21,120

講師　永野 陽子氏

※要予約
※無料

４月から開講する音訳講座の無料説明会を開催。
講座で何を身に付け、どのように活かせるか。
又、修了後の活動について、質疑応答を交え説明します。

日 時 3月 6日（月）
　　　15：30 ～ 17：00

お問い合わせ・お申し込み　　　　　
　　　　 TEL．03-3344-1948

役立つ役立つ
　　　 を
身につけよう
　　　 ををををを
身身
チカラチカラ

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 43



朝カル　新宿 検索

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

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� 「言葉の探求」に関する講座はP.13参照。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
英語で学ぶ日本史と日
本ガイド

英語学習書編集者
� 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。

1／9～3／27
月�11:45～13:15

6回� 22,440

英語で楽しむミケラン
ジェロのピエタ像
� オンライン

西洋美術史講師
� 宮本　由紀

サン・ピエトロ大聖堂所蔵のピエタ像を題材に、ミケラン
ジェロ本人による異なるピエタや、ほかの作家のピエタとも
比較解説します。授業は英語で。教室での受講も可。 新設

3／29
水�13:30～15:00

1回� 会員� 3,740
� 一般� 4,840

Dylan�Is�Literature�
２

元東京大学講師
クリストファー・
� ホルムズ

ノーベル文学賞を受賞したボブ・ディラン。世界に比類なき
ボブ・ディランの曲同士を比較しつつ、彼の詩の世界を英語
で解説します。

3／11
土�13:30～15:00

1回� 会員� 3,773
� 一般� 4,873

【英語】　講読・朗読� トライアルおすすめ期間は11／18～12／28です（P.53参照）。

声に出して読む英語絵
本
� オンライン

リードアラウド研
究会主宰
� 大島　英美

英語絵本をread aloudしましょう。発声や表現を磨きなが
ら絵本の内容を読解します。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。教室での受講も可。

1／12～3／23
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

アンデルセンの有名な童話に限らず、旅好きだったアンデル
センの経験、北欧神話等をヒントに描いたお話も読みます。
大人だからこそ味わえる幅広く深い物語です。

1／9～3／13
月�11:45～13:15

3回� 11,220
� 資料代� 150

英語で読む「トム・
ソーヤーの冒険」

ＧＤＭ英語教授法
研究会会員
� 唐木田照代

かつての少年少女が今読んでも楽しめるM・トゥウェインの
「トム・ソーヤーの冒険」。作品世界を味わいながら丁寧に読
み進めます。2022年６月講読開始。

1／16～3／27
月�15:15～16:45

11回� 41,140

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。

1／10～2／28
火�10:00～11:30

4回� 15,092

シェイクスピアを朗読
する
� オンライン

放送大学講師
ティモシー・
� ハリス

シェイクスピアの「戯曲」や「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、
英語で解説をし一緒に朗読します。

1／6～3／31
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

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。

1／18～3／29
水�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）
原文で味わう「ユリ
シーズ」
� オンライン

日本ジェイムズ・
ジョイス協会会長
� 吉川　　信

ジェイムズ・ジョイス「ユリシーズ」の全18の挿話から抜粋
して精読。「ユリシーズ」の世界に分け入りませんか。教室で
の受講も可。2022年10月開講。

1／10～3／21
火�15:15～16:45

6回� 22,440

声に出して楽しむ英米
文学
� オンライン

元東京大学講師
クライブ・
� コリンズ

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。

1／16～3／20
月�13:30～15:00

6回� 22,440

現代英文学を楽しむ
� オンライン

原書で読み、作品世界について英語で話し合います。今期は
Graham Greene著「Brighton Rock」を取り上げます。教室
での受講も可。 新設

1／6～3／24
金�15:15～16:45

12回� 44,880

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。

1／11～3／22
水�13:30～15:00

6回� 22,440

キャサリン・マンス
フィールドの傑作短編
小説を読む

大妻女子大学名誉
教授
� 井上美沙子

英国の著名な短編作家・キャサリン・マンスフィールド。登
場人物の心理を風景へ投影する繊細な筆致とともに、彼女の
傑作小説群を楽しく味読していきます。

1／13～3／24
金�13:30～15:00

6回� 22,440

英文学に親しむ 元東京大学講師
ウィリアム・
� ゲーター

英文学作品を読み、ディスカッションを楽しみます。今期も、
ノーベル文学賞作家ラドヤード・キプリングの「KIM」を読み
進めます。2022年10月講読開始。

1／16～3／27
月�11:45～13:15

11回� 41,140

イギリスの短編小説を
読む
� オンライン

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 2020」
を読んでいきます。英語で話し合いながら作品理解を深めま
す。授業は英語で。教室での受講も可。

1／18～3／15
水�10:00～11:30

5回� 18,700

英語で読む聴く話す
「名探偵ポワロ」
� オンライン

上智大学講師
� 武岡由樹子

「イタリア貴族殺害事件」を全５回で読み終えます。イギリス
英語と英国文化を満喫しつつ、リーディングとリスニング力
を高めます。一人ずつ音読も行います。 新設

1／25～3／22
水�10:00～11:30

5回� 18,865

原書で読む大戦間の米
国短編小説

中央大学名誉教授
� 島村　法夫

作品の時代背景だけでなく、登場人物の心の動きを読み解く
ことに重点を置きながら、F・S・フィッツジェラルドの短編
Absolutionを精読します。

1／18～3／15
水�11:45～13:15

5回� 18,700

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。

1／7～3／18
土�10:00～11:30

6回� 22,440

英語でエッセイを読む
　A�Piece�of�My�Mind

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。

1／14～3／25
土�10:00～11:30

6回� 22,440

アイルランドの古い物
語を英語で読む

アイルランド伝承
文学研究家
� 渡辺　洋子

アイルランドの田舎の農民たちに語り継がれた話をテキスト
にして、原文で楽しみます。語学力は不問です。

1／9～3／20
月�11:45～13:15

6回� 22,440

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。

1／13～3／24
金�11:45～13:15

6回� 22,440

翻訳・通訳� トライアルおすすめ期間は11／18～12／28です（P.53参照）。

だから翻訳は面白い
� オンライン

「アガサ・クリスティ作品を深読みする」をテーマに、文芸翻訳者の越前敏弥
氏と書評家の大矢博子氏が語り合います。ミステリー全般に興味がある方や
語学一般に興味がある方も存分に楽しめます。教室での受講も可。 新設

2／4
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,740
� 一般� 4,840

文芸翻訳教室
� オンライン

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。横浜教室での受講も可。

3／11
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,740
� 一般� 4,840

英米小説の翻訳
� オンライン

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。教室での受講も可。

 越前� 火� 10:00～11:30� 1／10から 3回� 11,220

 越前� 木� 19:00～20:30� 1／12から 3回� 11,220

 越前� 土� 13:30～15:00� 1／7から 3回� 11,220

児童書翻訳「Winnie�
The�Pooh」
� オンライン

翻訳家
� 神戸　万知

児童書に関する基礎知識を学び、「Winnie The Pooh」から
抜粋した個所の翻訳に挑戦します。うまく訳せない方は直訳
から始めてみましょう。

1／20、2／17、3／17
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

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。

1／21～3／18
土�17:30～19:00

3回� 11,550

児童文学翻訳入門
� オンライン

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。

1／21～3／18
土�15:30～17:00

3回� 11,550
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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）
YA文学翻訳・朝クラ
ス
� オンライン

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。

1／16～3／13
月�10:30～12:00

3回� 11,550

YA文学翻訳・　夜ク
ラス
� オンライン

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。

1／16～3／13
月�19:30～21:00

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。

1／5～3／23
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。

1／12～3／23
木�15:15～16:45

6回� 23,760

通訳入門
� オンライン

外務省研修所講師
� 日高　恭子

逐次通訳や簡単な同時通訳の演習を数多く行い、実務に役立
つ通訳技術を学びます。英検準１級またはTOEIC800点程度
以上が対象です。2022年10月開講。

1／16～3／20
月�19:40～21:00

5回� 19,250

通訳初中級
� オンライン

全国通訳案内士
� 吉村　敦子

通訳の現場で需要の高い英日通訳を中心に、日英通訳も毎回
取り入れます。映像通訳も含めて逐次通訳をしっかり練習、
スムーズな訳出の訓練をします。2019年４月開講。

1／26～3／23
木�19:40～21:00

8回� 30,800

通訳上級
� オンライン

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。

 日高� 火� 13:30～15:00� 1／10から 10回� 38,500

 日高� 金� 19:40～21:00� 1／6から 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11／18～12／28です（P.53参照）。

「英語耳」発音入門
� オンライン

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。

1／19～3／30
木�18:10～19:30

6回� 22,440

「英語耳」音読トレーニ
ング
� オンライン

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。

1／19～3／30
木�19:40～21:00

6回� 22,440

15時間で速習　英語
耳
� オンライン

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。

1／12～3／23
木�19:40～21:00

6回� 22,440

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。

1／26、2／23、3／23
木�11:45～13:15

3回� 会員� 11,220
� 一般� 14,520

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。

1／12～3／9
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。

1／14～3／25
土�15:15～16:45

6回� 22,440

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。

1／6～3／31
金�11:45～13:15

7回� 26,180

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。

1／13～3／24
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。

1／16～3／27
月�13:30～15:00

11回� 41,140
� 教材費� 550

英語で楽しむ「The�
Crown�season １」

語学講師
クリストファー・
� モアリー

英国王室を描いた「ザ・クラウン」。シーズン１は、エリザベ
ス女王２世が即位する直前から始まります。ドラマを題材に、
英語でディスカッションを楽しみます。 新設

1／12～3／30
木�15:15～16:45

12回� 45,276

英語で楽しむ�
Cinema

作品を鑑賞して読む・聞く・話す力を養い、ディスカッショ
ンも楽しみます。今期は、ジェームス・ディーンとエリザベ
ス・テイラー主演「ジャイアンツ」の後半です。

1／12～3／30
木�13:30～15:00

12回� 45,276
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英会話（初級～中級）　� トライアルおすすめ期間は11／18～12／28です（P.53参照）。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
英会話初中級 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。

1／11～3／29
水�10:00～11:30

12回� 46,200

英会話準中級 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

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� 1／11から 12回� 46,200

 ジャスティン� 金� 11:45～13:15� 1／6から 13回� 50,050

 アントニー� 金� 13:30～15:00� 1／13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11／18～12／28です（P.53参照）。

中級・イギリス英語
� オンライン

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。教室での受講も可。

1／11～3／22
水�10:00～11:30

6回� 23,100

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。

1／11～3／22
水�11:45～13:15

11回� 42,350

Discussing�the�USA 語学講師
クリストファー・
� モアリー

アメリカの新聞やテレビ、ウェブサイ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。

1／16～3／27
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。

1／17～3／28
火�15:15～16:45

11回� 42,350

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。

1／10～3／28
火�19:00～20:30

11回� 42,350

英会話　日本人講師（入門～中級）� トライアルおすすめ期間は11／18～12／28です（P.53参照）。

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。

1／6～3／31
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。

1／6～3／31
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。

1／6～3／17
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、写真や絵を使って基本語でのリーディ
ングを楽しみましょう。2017年１月開講。

1／16～3／20
月�13:30～15:00

9回� 33,660

旅に必要なシンプル英
語

語学講師
� 真美ウエスト

旅先で必要な英語を、シンプルな表現で学んでいきます。発
音重視で何度も口に出して練習し、とっさの時にも自信を
持ってコミュニケーションできるレベルを目指します。

1／6～3／31
金�13:30～15:00

7回� 26,180

マミ先生のわくわく英
会話初級・海外旅行編
Ⅰ

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、英語表現を丁寧に学びます。聞く・話
すの基本を身に付けましょう。2021年５月開講。

1／6～3／31
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

海外旅行での場面を想定し、英語表現を学びます。基礎文法
の復習をしながら、より洗練された会話ができるよう、聞く・
話すの練習していきましょう。2017年４月開講。

1／13～3／24
金�11:45～13:15

6回� 22,440

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。

1／5～3／30
木�11:45～13:15

7回� 26,180

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。

初級 足立� 月� 13:30～15:00� 1／9から 6回� 22,440

準中級 足立� 火� 15:15～16:45� 1／10から 6回� 22,440
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朝カル　新宿 検索

【ヨーロッパ語】　フランス語� トライアルおすすめ期間は11／18～12／28です（P.53参照）。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
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

１年以上の学習経験者を対象に、適切な語彙と語順で少し長
い会話ができる練習をします。ポイントの文法事項は日本語
での説明も交えて指導します。2021年４月開講。

1／14～3／25
土�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

入門は初めて学習する方を対象に、初級は学習経験１年程度、初中級は２年程度の方を対象にそれぞれ基礎
の復習から少し長い会話の練習、準中級は身近な話題の会話、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� 1／16から 11回� 41,140

初中級 ヴァンソン� 水� 11:45～13:15� 1／11から 12回� 44,880

準中級 ヴァンソン� 月� 10:00～11:30� 1／16から 11回� 41,140

中級 ヴァンソン� 水� 10:00～11:30� 1／18から 6回� 22,440

やりなおすフランス語　
初中級

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。

1／11～3／29
水�18:45～19:45

12回� 40,920

フランス語・聞き取り
と発音を学ぼう
� オンライン

「聞き取り」と「発音」のなかで、日本人が特に躓きやすい部分
をピックアップ。経験豊かな講師が集中講義します。初級か
ら中級の方が対象です。教室での受講も可。

1／16～3／20
月�15:15～16:45

6回� 22,440

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。

1／11～3／22
水�13:30～15:00

6回� 22,440

ゆっくり学ぶフランス
語会話
� オンライン

語学講師
ステファン・
� ラタスト

準中級は、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。中上級はオンラインでの
受講も可。読む・聞く・話す力を総合的にレッスン。自由なテーマで話し合いもしてみましょう。

準中級 ステファン� 火� 10:00～11:30� 1／17から 11回� 41,140

中上級 ステファン� 木� 15:15～16:45� 1／19から 11回� 41,140

旅行で使えるフランス
語会話
� オンライン

語学講師
� ジル・カサラ

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｡ 教室での受講も可。

1／5～3／16
木�10:00～11:30

6回� 22,440

フランス語を話してみ
よう　準中級

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。

1／10～3／28
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
� オンライン

フランスの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。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。教室での受講も可。

1／10～3／28
火�13:30～15:00

6回� 22,440

フランスのニュースか
らみたフランス社会
� オンライン

フランスのニュースから様々な話題を取り上げ、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。教室での受講も可。

1／17～3／21
火�13:30～15:00

6回� 22,440

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。

1／6～3／31
金�13:30～15:00

13回� 50,050

ゆっくり味わうフラン
ス詩「悪の華」篇
� オンライン

明治学院大学教授
� 畠山　　達

ボードレールの有名な詩集「悪の華」を味わいます。一語一句
をゆっくりと読み、丁寧な解説を行います。19世紀のパリ
に迷い込んでみませんか。教室での受講も可。

1／13～3／24
金�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

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。今期は19世
紀の代表的詩人マラルメを取り上げ、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。

1／16～3／6
月�13:30～15:00

5回� 18,700

現代フランス文学講読 元日本女子体育大
学講師
� 有馬　宏子

Coletteの「裏窓から見たパリ」を取り上げます。ナチスによ
る占領下のパリの市民生活を描いた随筆風の作品です。本邦
未翻訳の作品を楽しみながら講読します。

1／20～3／17
金�10:00～11:30

5回� 18,700

フランス文学名訳の追
跡
� オンライン

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
訳を軸に新旧訳を検討します。教室での受講も可。

1／10～3／28
火�15:30～17:00

9回� 33,660

フランスの新聞を読む
� オンライン

フランスを代表する夕刊紙「Le Monde」などの精読を通し
て、日本のメディアとは異なる世界の姿を見てみましょう。
講師が訳読と解説を行います。教室での受講も可。

1／24～3／21
火�15:30～17:00

3回� 11,220

レベルの流れ
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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）
「失われた時を求めて」
の読みとき方
� オンライン

慶応義塾大学講師
� 菅沼　　潤

「失われた時を求めて」の主要な場面を取り上げ作品の全体像
を浮き彫りにします。第５篇「囚われの女」を読み、芸術の意
味の発見を理解します。教室での受講も可。

1／18～3／15
水�13:30～15:00

5回� 18,700

プルースト原典講読
「失われた時を求めて」
� オンライン

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。

1／16～3／27
月�15:30～17:00

11回� 41,140

フランス文学翻訳教室
� オンライン

東京大学名誉教授
� 宮下　志朗

提出された答案を添削してテクストを読み直しながら疑問点
や難解な個所を考えていく翻訳クラスです。「トリスタンと
イズー」伝説に取り組みます。教室での受講も可。

1／5～3／16
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11／18～12／28です（P.53参照）。

60分でイタリア語初
級
� オンライン

語学講師
マッティーア・
� パチ

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。

1／19～3／30
木�13:30～14:30

6回� 20,460

イタリア語会話
� オンライン

語学講師
ジョバンニ・
� ピリアルヴ
チンツィア・
� ミーナ

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。教室のみのクラスもあります。

準中級 ジョバンニ� 火� 11:45～13:15� 1／10から 11回� 41,140

準中級 チンツィア� 水� 15:15～16:45� 1／11から 10回� 37,400

イタリアを楽しむため
のイタリア語会話
� オンライン

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。

1／10～3／28
火�13:30～15:00

6回� 22,440

ゆっくり楽しむイタリ
ア語
　文法・準中級

外務省研修所講師
� 入江たまよ

動詞の活用や目的語の代名詞などの復習をしながらステップ
アップを重ねて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歓迎です。

1／14～3／18
土�11:45～13:15

9回� 33,660

イタリア語文法演習
� オンライン

演習問題をやりながら文法の理解を確かなものにして、少し
長めの文章を読める力を身につけていきます。名詞や形容詞
など初級文法を学習している方が対象です。 新設

1／16～3／20
月�11:45～13:15

10回� 37,400

イタリアの短編小説を
読む
� オンライン

近現代の作家による短〜中編小説などを題材に、正確に文章
を読めるよう、丁寧に練習をします。１年程度の学習経験者
が対象。2021年４月開講。

1／16～3／20
月�13:30～15:00

10回� 37,400

イタリア語講読
� オンライン

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、
訳文を作ってみましょう。教室での受講も可。

1／10～3／28
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
� オンライン

多摩美術大学教授
� 松浦　弘明

イタリア古代思想史の専門家、ジョヴァンニ・レアーレの著
作を読みながら、その内容をわかりやすく解説します。基本
文法修了者が対象です。教室での受講も可。

2／2～3／23
木�13:30～15:00

7回� 26,180

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
11／18～12／28です（P.53参照）。

スペイン語で日本紹介
� オンライン

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。

2／15、3／15、22
水�13:30～15:00

3回� 会員� 11,220
� 一般� 14,520

プレレッスン　スペイ
ン語会話入門

語学講師
エリザベス・
� バサウレ

１／26から開講予定の「スペイン語会話入門」プレ講座です。
国連の公用語の一つであるスペイン語。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。 新設

1／12
木�11:45～13:15

1回� 会員� 3,740
� 一般� 4,840

スペイン語会話入門 国連の公用語の一つであるスペイン語。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・初級者向け
にわかりやすく指導します。 新設

1／26～3／23
木�11:45～13:15

5回� 18,700

名曲の歌詞で学ぶスペ
イン語

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。

1／12～3／23
木�10:00～11:30

6回� 22,638

スペイン語会話準中級 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。

1／11～3／22
水�18:10～19:30

6回� 22,440

スペイン語会話
　中上級

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。

1／13～3／31
金�10:30～12:00

12回� 44,880

ポルトガルのポルトガ
ル語中級
� オンライン

上智大学講師
� 内藤　理佳

講師著作をテキストに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。

1／9～3／13
月�11:45～13:15

5回� 18,700

ブラジル・ポルトガル
語初級

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。

1／17～3／7
火�13:30～15:00

4回� 14,960
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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）
アイルランド語入門Ⅴ
� オンライン

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。2021年10月開講。

1／9～3／20
月�13:30～15:00

6回� 22,440

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。

1／10～3／14
火�19:10～20:30

3回� 11,220

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。

1／11～3／1
水�19:10～20:30

3回� 11,220

著者と学ぶウェールズ
語・初級
� オンライン

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
会話を丁寧に教えます。2022年1月開講。

1／10～3／28
火�19:40～21:00

6回� 22,440

現代ウェールズ語講読
� オンライン

中世ウェールズを主な舞台とした散文騎士物語「マビノギオ
ン」を講読します。語句の意味、文法、文化的背景も解説し
ます。2022年４月講読開始。教室での受講も可。

1／17～3／21
火�19:10～20:30

3回� 11,220

ドイツ語� トライアルおすすめ期間は11／18～12／28です（P.53参照）。

やりなおすドイツ語
� オンライン

早稲田大学講師
� 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。日本語が堪能な講師が丁寧に指導。
１年程度の学習経験者対象。2021年10月開講。

1／16～3／20
月�18:10～19:30

6回� 22,440

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。

初中級 金子� 火� 10:00～11:30� 1／10から 9回� 33,660

中級 ダニエル� 木� 11:45～13:15� 1／5から 12回� 44,880

上級 ダニエル� 木� 13:30～15:00� 1／5から 12回� 44,880

ドイツ語会話と文化 語学講師
ペートラ・
� バルムシュ

エーリッヒ・ケストナー「わたしが子どもだったころ」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。2022年４月講読開始。

1／11～3／29
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い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。中級以上。

1／10～3／14
火�19:40～21:00

10回� 37,400

原書で味わうトーマ
ス・マン「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に慣
れている、中級以上。2017年10月講読開始。

1／16～3／20
月�11:45～13:15

6回� 22,440

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

講読と補足資料でゲーテの時代のイタリアを味わいます。月
１回のペースでゆっくり読み進めながらドイツ語力のアップ
を目指します。中級以上。2017年７月講読開始。

1／23～3／27
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。映画、科学、発明など様々なテー
マを取り上げます。中級以上。

1／18～3／29
水�11:45～13:15

6回� 22,440

原書で読むシーラッハ
「Kaffee�und�Zigaretten」
� オンライン

今までの人生や自身の心境を書いた「Kaffee und Zigaret-
ten」を通して、ドイツの社会・文化への理解を深めます。
2022年７月講読開始。教室での受講も可。

1／11～3／22
水�11:45～13:15

6回� 22,440

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 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。

お申込み方法はP.2をご覧くださいお申込み方法は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11／18～12／28です（P.53参照）。

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

初級文法や基礎的な日常会話などをゆっくり習得していきま
す。今期は「ニューエクスプレス（プラス）フィンランド語」
14課の復習から入ります。2019年10月開講。

1／11～3／22
水�19:40～21:00

5回� 18,700

初歩から学ぶフィンラ
ンド語
� オンライン

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。

1／9～3／27
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

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。

1／9～3／27
月�18:30～19:30

12回� 40,920

ゆっくり学ぶフィンラ
ンド語初中級

白百合女子大学講
師
� 末延　弘子

格変化、複数形、動名詞、序数を終えた所から進めます。テ
キストと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。

1／12～3／16
木�17:00～18:00

9回� 30,690

フィンランド語
� オンライン

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。

準中級 山川� 水� 15:15～16:45� 1／11から 5回� 18,700

中級 山川� 水� 13:30～15:00� 1／11から 5回� 18,700

中級 五十嵐� 月� 19:40～21:00� 1／9から 12回� 44,880

フィンランドの小説を
楽しむ
� オンライン

翻訳家
� 上山美保子

ヘルシンキが舞台のデストピア小説、Antti Tuomainenの
「Parantaja」を読みます。毎回予習が必要です。2022年10
月より講読開始。教室での受講も可。

1／14～3／18
土�17:00～18:30

6回� 22,440

楽しく話すスウェーデ
ン語
� オンライン

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。

1／17～3／21
火�19:40～21:00

6回� 22,440

スウェーデン語会話ブ
ラッシュアップ

正しい発音や表現を身につけ、実際に話しましょう。２年以
上のスウェーデン語学習経験者を対象にフリーディスカッ
ションを行います。会話能力の維持を目指す人にも。

1／7～3／18
土�11:45～13:15

6回� 22,440

スウェーデンの児童文
学を読む
� オンライン

元東海大学講師
� 山崎　陽子

セルマ・ラーゲルレーヴの「ニルスのふしぎな旅」の最終部分
を、文法事項を確認しながら読みます。初級文法をひととお
り学んだ方が対象です。教室での受講も可。

1／7～3／18
土�13:30～15:00

6回� 22,440

ノルウェー語準中級
　講読を中心に
� オンライン

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。

1／14～3／18
土�15:15～16:35

6回� 22,440

アイスランド語入門
� オンライン

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。

1／14～3／18
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11／18～12／28です（P.53参照）。

著者と学ぶウクライナ
語　入門
� オンライン

東京外国語大学名
誉教授
� 中澤　英彦

文化や国民性などウクライナを丸ごと味わいながら、「聞
き、話し、読み、書く」力を習得します。教室での受講も可。
2022年10月開講。

1／7～3／25
土�13:30～15:00

12回� 44,880

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。

1／17～3／21
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

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。
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。

1／16～3／20
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

東京外国語大学講
師
� 保川亜矢子

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。2021年10月開講。

1／7～3／18
土�11:45～13:15

6回� 22,440

チェコ語
� オンライン

東京外国語大学講
師
� 保川亜矢子

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。教室のみのクラ
スもあります。

準中級 保川� 水� 13:30～15:00� 1／11から 9回� 33,660

中級 保川� 土� 11:45～13:15� 1／14から 6回� 22,440

チェコの絵本を原語で
読んでみよう
� オンライン

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。

1／7～3／25
土�10:00～11:30

11回� 41,140

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 51



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）
やりなおしのポーラン
ド語

語学講師
� M・ドゥトカ

ポーランド語の学習経験がある方や基本的な文法に触れたこ
とがあり、会話をスキルアップさせたい方対象。講師作成の
教材を使い、楽しみながら学ぶ教室です。

1／7～3／18
土�13:30～15:00

6回� 22,440

ポーランド語会話初級　
金曜

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。

1／6～3／31
金�15:15～16:45

13回� 48,620

ポーランド語会話初級　
土曜

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。

1／7～3／18
土�15:15～16:45

6回� 22,440

ポーランド語　中級
� オンライン

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。

1／7～3／25
土�15:15～16:45

12回� 44,880

スロベニア語入門
� オンライン

語学講師
茂石チュック・
� ミリアム

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。初級文法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。教室での受講も可。

1／10～3／28
火�19:40～21:00

6回� 22,440

セルビア語
� オンライン

外務省研修所講師
� 岡島アルマ

セルビア語には文字が30あり、ラテン文字とキリル文字の両方を使用します。例えばsoccer（サッカー）はセ
ルビア語で表記すると、sakaとなります。一つの文字は一つの音なので覚えれば誰でも読み書きができます。
基礎文法を確認しながら会話力のアップを目指します。教室のみのクラスもあります。

初級 岡島� 金� 19:40～21:00� 1／6から 7回� 26,180

準中級 岡島� 金� 19:40～21:00� 1／13から 6回� 22,440

ジョージア語
� オンライン

日本学術振興会特
別研究員�(PD)
� 五月女　颯
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。教室のみのクラスもあります。

初級 五月女� 火� 19:10～20:30� 1／10から 6回� 22,440

初中級 トルニケ� 水� 19:00～20:20� 1／11から 12回� 44,880

準中級 トルニケ� 月� 18:10～19:30� 1／9から 6回� 22,440

ジョージア語講読
� オンライン

日本学術振興会特
別研究員�(PD)
� 五月女　颯

受講者の興味・関心に合わせてジョージア語のテクストを選
び講読します。ネイティブならではの表現や文法事項も丁寧
に解説。2022年４月開講。

1／6～3／31
金�18:10～19:30

9回� 33,660

アルメニア語入門
� オンライン

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し、古代宗教の神殿遺跡なども魅
力のアルメニア。現地からの授業でアルメニアの今に触れつ
つ、基本文法と会話を学びます。2021年10月開講。

1／25～3／22
水�18:00～19:30

5回� 18,700

【アジア語】　中国語・満洲語・広東語� トライアルおすすめ期間は11／18～12／28です（P.53参照）。

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。教室での受講も可。

初級 山口� 土� 10:00～11:30� 1／7から 12回� 44,880

初中級 山口� 火� 10:00～11:30� 1／10から 12回� 44,880

中�国�語 語学講師
� 山口　雪江

「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� 1／11から 12回� 44,880

中級 山口� 火� 13:30～15:00� 1／10から 12回� 44,880

中国語会話
� オンライン

語学講師
� 鄒　　　暢
国際基督教大学講
師
� 漆　　　紅

準中級クラスでは基礎固めをしながら、会話力と読解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。準中級は教室での受講も可。

準中級 鄒� 火� 10:00～11:30� 1／10から 12回� 44,880

中級 漆� 火� 18:10～19:30� 1／10から 12回� 44,880

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。

1／11～3／29
水�18:10～19:30

11回� 41,140

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。

1／6～3／17
金�10:00～11:30

11回� 41,140

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。

1／14～3／25
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。

1／18～3／29
水�10:00～11:30

6回� 22,440
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韓国語� トライアルおすすめ期間は11／18～12／28です（P.53参照）。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
李先生のはじめての韓
国語
� オンライン

語学講師
� 李　　光洙

挨拶と自己紹介、やさしい会話を学びましょう。2022年５
月開講。ステップアップしているクラスです。教室での受講
も可。

1／7～3／11
土�17:00～18:30

8回� 29,920

韓�国�語 語学講師
� 李　　光洙

中級は簡単な読み書きと基礎文法の学習者が対象。韓国語特有の言い回しを学びます。上級は２年以上の学
習者を対象に韓国に留学する感覚で韓国語を身につけていきます。

中級 李� 月� 11:45～13:15� 1／16から 11回� 41,140

上級 李� 月� 10:00～11:30� 1／16から 11回� 41,140

ゆっくり学ぶ韓国語
　準中級

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。

1／9～3／27
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11／18～12／28です（P.53参照）。

マレー語中級
� オンライン

東京外国語大学講
師
�Ｆ・モハメッド

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。

1／7～3／25
土�13:30～15:00

10回� 37,400

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。中上級レベル。

1／5～3／30
木�19:10～20:30

12回� 44,880

やりなおすベトナム語 語学講師
� 寺田　雄介

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。

1／20～3／31
金�18:40～20:00

6回� 22,440

基礎からもう一度トル
コ語
� オンライン

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。基礎文
法をひととおり習いつつ、会話力や読み書きなどのステップ
アップを目指しましょう。

1／10～3／28
火�10:00～11:30

6回� 22,440

ヒンディー語
� オンライン

亜細亜大学講師
� 岡口　良子

入門は基本的な文法や発音を、初級は基本文法を学習された方を対象に講読の基礎を学び、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。

入門 岡口� 木� 18:10～19:30� 1／5から 12回� 44,880

初級 岡口� 土� 10:00～11:30� 1／7から 12回� 44,880

中級 岡口� 土� 11:45～13:15� 1／7から 12回� 44,880

カンナダ語初級
� オンライン

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。

1／14～3／25
土�11:45～13:15

6回� 22,440

アラビア語初級
� オンライン

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。文字や文法を中心に学びます。2021年10月
開講。

1／7～3／25
土�15:15～16:45

12回� 44,880

アラビア語初中級
� オンライン

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。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。

1／10～3／28
火�19:40～21:00

12回� 44,880

アラビア語中級
� オンライン

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中級
クラス。辞書が引ける方対象。明治学院大学非常勤講師のスレマーン・ハー
リドさんと講読や聞き取りを中心に学びます。教室での受講も可。

1／9～3／27
月�19:40～21:00

12回� 44,880

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。

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 53



朝カル　新宿 検索

【古典語】　古典ギリシャ語� トライアルおすすめ期間は11／18～12／28です（P.53参照）。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
古典ギリシャ語初級文
法・講読
� オンライン

慶応義塾大学言語
文化研究所所員
� 樋笠　勝士

歴史、文学、哲学など、３カ月単位で文献を変え、多様な内
容や文体を通じて、初級文法の理解と知識を確かなものにし
ます。学び直しにも最適です。2022年４月開講。

1／10～3／28
火�19:30～21:00

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

入門文法の復習とともに一回30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。今期は「イリアス」第
９巻後半から。入門修了者対象。

1／6～3／17
金�18:10～19:30

9回� 33,660

古典ギリシャ語講読プ
ラトン哲学の原点
� オンライン

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。入門修了の方が対象で
す。2020年1月講読開始

1／5～3／16
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

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。

1／27、2／24、3／24
金�19:40～21:00

3回� 会員� 11,220
� 一般� 12,870

古典ギリシャ語講読初
級
� オンライン

早稲田大学教授
� 宮城　徳也

平易なギリシャ語で書かれた「ヨハネによる福音書」は、初級
文法教材としても適しています。聖書の原語を味わい、文法
を習得します。2022年４月開講。教室での受講も可。

1／17～3／21
火�11:45～13:15

6回� 22,440
� 教材費� 330

古典ギリシャ語講読�
「ピロクテテス」
� オンライン

ソポクレス最晩年の渾身の力作「ピロクテテス」を、一語一語
文法上の解説を交えながら読みます。初級文法修了者対象。
2021年１月講読開始。教室での受講も可。

1／17～3／21
火�13:30～15:00

6回� 22,440
� 教材費� 330

古典ギリシャ語講読
「ソクラテスの弁明」
� オンライン

神田外語大学准教
授
� 植田かおり

プラトン「ソクラテスの弁明」を読んでいます。文法の復習を
しながら様々な原典に触れ、古典ギリシャ文学の理解を深め
ます。入門修了者対象。2022年１月講読開始。

1／6～3／24
金�19:40～21:00

8回� 29,920

ラテン語・古典ヘブライ語� トライアルおすすめ期間は11／18～12／28です（P.53参照）。

はじめてのラテン語Ⅲ
� オンライン

早稲田大学イタリ
ア研究所招聘研究
員
� 宮坂真依子

ラテン語を学んで間もない方を対象としたクラスです。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。2022年７月開講。

1／16～3／20
月�19:40～21:00

6回� 22,440

１日体験・ラテン語講
読入門「変身物語」
� オンライン

１／28からの「ラテン語講読入門」に向けた、体験講座です。
ラテン語文法初級修了者を対象に、オゥイディウスの『変身
物語』第１歌を読んでみましょう。 新設

1／21～1／21
土�18:40～20:00

1回� 会員� 3,740
� 一般� 4,290

ラテン語講読入門「変
身物語」
� オンライン

古代ギリシア・ローマの神話知識を普及する中心的な役割を
果たしたオゥイディウスの「変身物語」。ラテン語文法初級修
了者を対象に、丁寧に読んでいきます。 新設

1／28～3／25
土�18:40～20:00

5回� 18,700

ローマの諷刺詩人の詩
を読む
　ラテン語　準中級

順天堂大学名誉教
授
� 池田黎太郎

カトゥルースなどのローマ諷刺詩人の創作は、政治の重圧か
らしばし人々の心を休ませる働きをしました。風刺詩が作ら
れた時代的背景と用語を解説します。

1／13～3／24
金�13:30～15:00

6回� 22,440
� 教材費� 275

「アエネーイス」を読む
　ラテン語　中級

西欧文学の最高峰であるヴェルギリウスの「アエネーイス」を
読みます。原文に丁寧な注釈を加え、自然に内容を理解でき
るようなテクストを用意します。

1／13～3／24
金�15:15～16:45

6回� 22,440

セネカ「人生の短さに
ついて」
　ラテン語　中上級

基本文法の修了者を対象に復習しながら読み物を学びます。
2022年10月からセネカ「人生の短さについて」を講読。関連
する歴史資料や図版も紹介。

1／6～3／31
金�13:30～15:00

7回� 26,180
� 教材費� 550

古典ヘブライ語入門Ⅱ
� オンライン

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。基礎文法を聖書やユダヤ教の話を
交え習得。2022年10月開講。教室での受講も可。

1／7～3／18
土�15:15～16:45

6回� 22,440

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。

1／7～3／18
土�13:30～15:00

6回� 22,440

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11／18～12／28です（P.53参照）。

原典で楽しむバガ
ヴァッド・ギーター
� オンライン

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、独特の文法観念とあわせて解説。
今期は第８、９章の続きです。教室での受講も可。

1／13、2／10、3／10
金�11:45～13:15

3回� 会員� 11,220
� 一般� 14,520

ヒエログリフを読み解
く
　センネジェムの墓

早稲田大学ヨーロッ
パ文明史研究所
� 秋山　慎一

ラメセス２世時代初頭の「王家の谷」を建造した墓掘り職人の
職長、センネジェムの墓の壁画を取り上げ読破します。新規
の方も歓迎です。2022年７月開講。

1／17～3／21
火�13:30～15:00

6回� 22,440
� 教材費� 1,320

54



暮らしを楽しむ
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
きものの美　現代の装
い
　春

きもの研究家
� 森田　空美

着物は日本女性を輝かせる究極の装いです。現代の女性が美
しく見える無地感覚の装いや季節の装いについて、貴重な素
材を交えコーディネイトを見せながら紹介します。 新設

3／11
土�13:00～14:30

1回� 会員� 5,280
� 一般� 6,380

魔女に学ぶ植物と暦
　冬を耐えて春を迎える植
物たち・七草使い

植物文化研究家
� 石田　紀佳

新暦１／28は旧暦の七草の日。人日の節供のいわれと、七
草粥やヨーロッパの九草スープについて学びます。里山で摘
んだ野草での七種湯包作りと、公園での観察実習も予定。

1／28
土�13:30～16:00

1回� 会員� 3,740
� 一般� 4,840

春のミドリの薬箱
　春の薬草レシピ

KURUMIハーバ
ルワークス主宰
� フルヤミユキ

昔から人々の生活に寄り添ってきた植物たち。今回のテーマ
は「魔女の手仕事・春の薬草レシピ」です。春の養生や植物療
法を学びます。桜のハーブサイダー作りの実習も。

3／25
土�13:00～15:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400
� 教材費� 1,100

椿とイチゴの石けん 石けん作家
� フルヤミユキ

保湿力たっぷりの椿のオイルと美肌効果のあるイチゴをあわ
せ、マイカ（雲母）で色付けした春の石けんを作ります。美し
いイチゴ色のマーブルデザインです。

3／25
土�15:30～17:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400
� 教材費� 1,100

ヨーロッパ宮廷を彩っ
た陶磁器
� オンライン

紅茶教室主宰
� 立川　　碧

17世紀から20世紀まで発展を続けた西洋磁器を、ヨーロッ
パ宮廷文化と共に紹介します。今期は、ジャポニスムからアー
ルデコ様式についてたっぷり解説します。

2／25
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 3,850

ハプスブルク家ゆかり
の街
� オンライン

旅行作家
� 沖島　博美

オーストリアの歴史と文化を旅するように学びます。今期は
フリードリヒ三世やマリア・テレジアゆかりのインスブルッ
クとリンツをたっぷり紹介します。教室での受講も可。 新設

3／25
土�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

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。

1／21～3／18
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。

1／21～3／18
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。

1／14～3／25
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。

1／14、2／11、3／11
土�13:00～14:30

3回� 会員� 9,339
� 一般� 12,639

食�文�化
中国茶の四季折々
　新茶にちなんで
� オンライン

「今古茶藉」店主
� 簡　　里佳

茶の味と香りを形成する背景にある要因を解説します。今季
の気候や産地の風土、茶畑周辺の植物の関係性など総合的に
考察します。教室での受講も可。

3／11
土�11:00～12:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400
� 教材費� 2,800

ワインとショコラのマ
リアージュ

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

近年、ますます人気の高まるショコラはワインとの相性も見
逃せません。今年も講師と交流の深いショコラの専門家を招
いて、それぞれの深い魅力や最新情報を伝えます。 新設

2／11
土�19:00～20:30

1回� 会員� 3,410
� 一般� 4,510
� 教材費� 3,575

初めてのワインレッス
ン
　ワインの楽しみ方

「ワインは難しいもの」と思っていませんか。知識ゼロからで
も大丈夫。ワインを楽しむためのコツを、様々なワインを味
わいながら楽しく身につけましょう。 新設

1／10、2／7、3／7
火�19:00～20:30

3回� 会員� 10,230
� 一般� 13,530
� 教材費� 9,075

品種の味わいを極める
　ピノ・ノワール編

ブラインドテイスティングを楽しみながら、品種ごとの特徴
をじっくりと探っていきます。純粋に目の前にあるワインと
向き合い、より細かな味わいの違いを感じてみましょう。

1／16、2／20、3／20
月�19:00～20:30

3回� 会員� 10,230
� 一般� 13,530
� 教材費� 9,075

基本を知って楽しむ　
ワインとチーズのマリ
アージュ

ワインとチーズの基礎知識を中心に、豊かな食文化を学びま
す。テイスティングの技術は必要ありません。初心者からワ
イン通まで和気あいあいと楽しみましょう。 新設

1／28、2／25、3／25
土�15:30～17:00

3回� 会員� 10,230
� 一般� 13,530
� 教材費� 9,075

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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外�歩�き
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
切絵図で歩く｢江戸の
坂」
　御府内編

坂道研究家
� 山野　　勝

江戸後期に発行された「金鱗堂・尾張屋清七板」の切絵図は、
驚くほどの正確さで作られています。この切絵図と現代地図
を手に、江戸の坂と明治以降の坂を踏破します。

1／24、2／28、3／28
火�13:00～16:00

3回� 会員� 13,530
� 一般� 16,830

東京地下鉄でめぐる街 東北芸術工科大学
教授
� 志村　直愛

東京の地下鉄駅を１駅づつ下車。２時間程度の散策をしなが
ら、江戸から東京への歴史を伝える町並みや建築、名所、旧
跡などを訪ねます。東京の魅力を再発見しませんか。

1／23、3／27
月�14:00～16:00

2回� 会員� 8,140
� 一般� 10,340

現地お

現地

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。

茶会　煎茶道・黄檗東
本流

万福寺・隠元禅師が日本にもたらし、文人に愛され多様な茶葉を楽しむ煎茶
道。黄檗東本流の君子棚飾（煎茶）と長板瓢杓扱い(冷茶)の二席を楽しむ、春
のひとときを。朝日カルチャーセンター新宿教室で開催。 新設

3／5
日�11:00～15:00

1回� 会員� 3,500
� 一般� 3,500

源氏物語の香り　伏籠
手前
　薫物の歴史に触れる

中国から入り、平安時代に日本独自の文化として花開いた薫物（たきもの）。
その歴史を解説し、香を着物に焚き染める「伏籠（ふせご）手前」を実演します。
指導は香道直心流師範の栗原香扇さんと小笠原香貞さんほか。 新設

3／31
金�13：30～15：30

1回� 会員� 3,520
� 一般� 4,620
� 教材費� 880

茶の湯の竹芸 竹樂会主宰
� 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。

2／2～3／2
木�13:30～16:30

2回� 15,400

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。裏千家教授の園田宗正氏が指導。

1／16
月�15:00～16:00

1回� 会員� 1,800
� 一般� 1,800
� 水屋料� 990

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990円。

隔週月曜 園田� 月� 15:00～17:00� 1／16から 6回� 17,160

 園田� 月� 15:00～17:00� 1／9から 12回� 34,320

隔週木曜 佐久間� 木� 19:00～21:00� 1／5から 7回� 20,020

 田沼� 金� 10:00～12:00� 1／13から 11回� 31,460

 田沼� 金� 12:30～14:30� 1／13から 11回� 31,460

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990円。

 真壁� 火� 15:30～17:30� 1／10から 12回� 34,320

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990円。

Ａ 真壁� 火� 19:00～21:00� 1／10から 6回� 17,160

Ｂ 真壁� 火� 19:00～21:00� 1／17から 6回� 17,160
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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）
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990円。

仕事帰りの茶道入門 川上� 木� 18:30～20:30� 1／26から 5回� 14,300

初めての茶道・午前 川上� 日� 10:00～12:00� 1／8から 6回� 17,160

初めての茶道・午後 川上� 日� 12:30～14:30� 1／8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。

1／18～3／15
水�13:00～16:30

5回� 18,150
� 水屋料� 4,950

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990円です。

 山本� 水� 13:30～16:30� 1／11から 8回� 29,040

大日本茶道学会 大日本茶道学会本
部教授
� 斎藤　樵洋
� 瀧上　仙隆
� 濱崎　光仙
� 仁林　昌仙
� 武藤　重仙
� 須藤　賀仙

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990円。

初級・中級 斎藤� 金� 15:30～17:30� 1／6から 12回� 34,320

研究科 濱崎� 水� 18:00～20:00� 1／11から 12回� 34,320

専修科 武藤� 金� 18:00～20:00� 1／6から 12回� 34,320

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。略盆点前を学んだあとに、立礼の基本に進みます。水屋料は１回1,100
円。

 木口� 水� 13:00～15:00� 1／11から 6回� 18,480

 木口� 水� 15:30～17:00� 1／11から 6回� 17,160

はじめての煎茶　黄檗
東本流
　１日体験

黄檗東本流家元監
修
� 小林　暉堂
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。

1／15
日�10:00～12:00

1回� 会員� 2,860
� 一般� 3,960
� 水屋料� 990

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。

1／29、2／19、3／19
日�10:00～12:00

3回� 会員� 8,580
� 一般� 11,880
� 水屋料� 2,970

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。

1／15～3／19
日�10:00～12:00

4回� 11,440
� 水屋料� 3,960

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� 2／13から 4回� 14,520

普通科 松崎� 月� 10:00～12:00� 1／9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。

1／25～3／22
水�13:00～15:30

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。

1／11～3／22
水�10:00～12:00

6回� 20,460

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 57



朝カル　新宿 検索

花のある暮らし
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
多肉植物のお庭で真冬
のティータイム

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パーツなどで世界観を作り上げます。
箱庭作成の構成や手順も紹介します。 新設

1／29
日�10：30～12：30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400
� 教材費� 11,000

いけばな池坊・初級
（昼）

池坊華道会常任委
員
� 髙橋　美風
青葉華道研究会支
部長
� 根岸　香風

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。

1／12～3／30
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。

1／12～3／30
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。

1／16～3／27
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。

1／16～3／27
月�17:30～20:30

11回� 31,460
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。

1／24～3／28
火�10:30～12:00

3回� 10,230
� 花材費� 6,600

バレンタインアレンジ
　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

イギリスでは、お花とカードはバレンタインの必須アイテム。
愛溢れる日にぴったりのブリティッシュスタイルのアレンジ
メントを手作りします。大切な人や自分へのギフトに。

2／4
土�15:30～17:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400
� 花材費� 3,850

感謝のスタンディング
ブーケ
　英国風フラワー

出会いと別れの季節、門出を祝い、感謝の気持ちを贈る花束
を作ります。ラッピングしたまま飾れるスタンディングブー
ケに仕上げます。アレンジメントが初めての方も歓迎です。

3／18
土�15:30～17:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400
� 花材費� 3,850

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。

1／7～3／18
土�15:30～17:30

6回� 19,800
花材費別

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。

1／13～3／10
金�13:15～15:00

3回� 11,880
� 教材費� 4,840

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。

自分で作る山葡萄かご
バッグ

加根古工房認定籠
編み講師
� 小柴ひとみ

親子三代に渡って使えると言われるほど長持ちする山葡萄か
ご。 使うほどに艶が出て美しくなるかごバッグを自分の手
で作ります。 新設

2／12、26
日�10：00～16：00

2回� 会員� 27,500 
� 一般� 29,700 
教材費別

春を呼ぶ妖精魔女人形 魔女造形家
� 飯島都陽子

西欧では魔女が春を連れてくると伝えられ、４／30は春迎
えの祭り「ヴァルプルギスの夜」が行われます。来たる春に思
いをはせながら、妖精魔女の人形を手作りします。

3／26
日�10:30～15:30

1回� 会員� 5,500
� 一般� 6,600

ダーニング・リペアメ
イク
　イギリスのお繕い

ニットデザイナー
� 野口　　光

英国に伝わるダーニングの技法で、穴の開いた靴下やカシミ
ヤのセーターを可愛く修繕。あえて違う色や素材の糸でかが
れば、愛着ある衣類が新しい表情でよみがえります。 新設

2／26
日�10:00～12:30

1回� 会員� 6,490
� 一般� 7,590

ハーダンガー刺繍
　北欧の優しい針仕事

ノルウェーのハルダンゲル地方に伝わる、繊細な色合いと透かし模様が美し
い刺繍です。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。
指導は日本手工芸指導協会師範の土屋正子氏、助手の福井はるみ氏。

1／18～3／29
水�13:00～15:00

6回� 21,780

羊毛フェルトで作るほ
んわかフクロウ

羊毛フェルト作家
� 宇都宮みわ

ふわふわの羊毛から、フクロウを作りましょう。「不苦労」と
も呼ぶハッピーモチーフです。材料は２羽分を用意しますの
で、１羽は講座内で、もう１羽は自宅で制作できます。 新設

3／12
日�13:30～16:00

1回� 会員� 4,400
� 一般� 5,500
� 教材費� 1,200

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。

1／16～3／20
月�10:00～12:00

6回� 19,800

南仏の伝統キルト・ブ
ティ

可憐で上品なフランスキルトのブティは、光に透かすと透明感のある仕上が
りが魅力です。フランス在住のデザイナー・中山久美子ジェラルツ氏が監修し
たオリジナルキットで楽しく制作します。指導は講師の茂木ひとみ氏。

1／27～3／16
金�10:00～12:00
３／16は木曜日

3回� 11,220

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。

1／10～3／14
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。

1／19～3／16
木�12:30～15:00

3回� 11,220
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紅型染めのトートバッ
グ
　１日体験

染色作家
� まつざわ美柑

鮮やかな色彩と模様が特徴の紅型（びんがた）染めは、沖縄の
代表的な伝統工芸です。紅型らしい型紙や天然染料を使い、
日常で使いやすいトートバッグを作りましょう。

2／16
木�10:00～12:00

1回� 会員� 4,400
� 一般� 5,500

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。染色作家の祝恵子氏監修。指導は講師のまつざわ美柑氏ほか。

1／5～3／16
木�10:00～13:00

6回� 30,360
� 備品維持費� 3,300

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。

1／13～3／24
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中川悦氏と山下幸子氏。研究科は受講料別途。

1／26～3／23
木�10:30～12:00

3回� 12,210

ブルーローズのペンダ
ント
　創作ビーズ織り体験

サコタカコ創作
ビーズ織り講師
� 河野　節子

ビーズを織り上げ、青い薔薇の柄のペンダントを作りましょ
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。 新設

1／19
木�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� 1／5から 6回� 19,800

 矢部� 土� 13:00～15:00� 1／7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。

1／19～3／16
木�12:30～15:30

3回� 10,230

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。

1／6～3／17
金�10:30～12:30

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。研究創作
科は受講料別途。

1／18～3／22
水�13:00～15:00

8回� 27,280

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。

1／18～3／15
水�13:00～15:00
新規の募集はありません

5回� 17,050

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。

1／18～3／29
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� 1／25から 3回� 11,880

 工藤� 木� 10:00～12:00� 1／19から 3回� 11,880

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上田信枝氏。

1／10～3／28
火�13:00～15:00
新規の募集はありません

12回� 38,280

切らずにできる「帯結
び」－お太鼓
　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。

3／6
月�13:00～16:00

1回� 会員� 3,960
� 一般� 5,060
� 教材費� 820

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）

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

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 59



朝カル　新宿 検索

工　　芸 ガラス工芸ほか
講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
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。

1／7～3／4
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。

1／12～3／23
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。

1／12～3／23
木�18:00～20:20

6回� 26,400
� 備品維持費� 660

漆芸・模型・木紙工芸
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。指導は得水軒工房表具師の吉田斎晃氏。

1／5～3／30
木�15:30～18:30

7回� 40,040

絹糸のストラップ
　組紐入門　１日体験

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。

3／23
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。木曜
クラスは中條美智子氏または波多江夢実氏、土曜クラスは中條美智子氏また
は貫井佳菜子氏が指導。

1／12～3／23
木�10:00～12:00

6回� 20,460

組　　紐
　土曜朝

1／7～3／25
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。

1／6～3／31
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。

1／12～3／23
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。

1／6～3／17
金�18:00～20:30

6回� 23,100

一からはじめる金継ぎ
　本漆で繕う

本漆を使った本格的な金継ぎを学ぶ初心者クラス。環境と健康に優しい天然
材料で丁寧に修復し、お気に入りの器を美しくよみがえらせます。監修は「漆
の小箱」主宰の赤平一枝さん、指導は専任講師の桜井朋子さん。

1／15、2／19、
3／5、19
日�10:30～12:30

4回� 会員� 14,960
� 一般� 19,360

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。

1／13～3／24
金�15:30～17:30

6回� 22,440

金継ぎＢ
　器をよみがえらせる

環境にやさしいサステナブルな取り組みとして今注目の金継
ぎ。室町時代から受け継がれる伝統技法で器を美しく修復し
ます。希望に応じて「鎌倉彫の塗り」も指導します。

1／13～3／24
金�18:00～20:00

6回� 20,460

木彫りで作る香箱座り
の猫
　キャット・カーヴィング

木彫家
� 西　　誠人

足をしまい背を丸めて飼い主を見上げる姿勢の猫を、彫刻刀
で彫り上げます。色鉛筆で彩色します。ご自宅の愛猫そっく
りに仕上げましょう。木彫初心者も可。

2／7、21、3／7、21
火�15:30～17:30
19：00〜20：30もあり

4回� 会員� 13,640
� 一般� 18,040

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� 1／17から 6回� 20,460

夜クラス 西� 火� 19:00～20:30� 1／17から 6回� 17,820

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。

1／14～3／11
土�16:00～18:30

3回� 11,880
� 備品維持費� 660
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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）
フランス風額装入門
　暮らしに彩りを添える

額と作品の間に置くマットの制作を中心に、様々な素材や技法を使って作品
がより美しく映える額装の楽しさを学びます。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。経験者クラスもあり。

1／26、2／23、3／23
木�13:00～15:00

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。

1／9～3／27
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。

1／23～3／27
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。

1／12～3／9
木�15:30～17:30

3回� 10,890
� 教材費� 3,630

回転木馬の豆本づくり 装丁家
� 田中　淑恵

回転木馬の写真を収めた小さな本を作ります。赤い継表紙を
開くと、針金で留められた木馬が回転。オリジナルのキット
で、本格的な手製本を制作します。

2／26
日�13:00～16:30

1回� 会員� 4,180
� 一般� 5,280
� 教材費� 4,870

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。

はじめての囲碁 日本棋院九段
� 宋　　光復

囲碁はシンプルながら奥が深く、一生楽しめるゲームです。
初心者の方にルールを基本から丁寧に解説します。なかなか
学ぶ機会がなかった方も、ぜひご参加ください。

1／7～3／18
土�11:00～12:00

6回� 16,500
� 教材費� 360

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。

1／7～3／18
土�10:00～12:00

9回� 28,710
� 教材費� 540

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。

1／17～3／28
火�13:00～15:00

9回� 28,710
� 教材費� 540

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。

1／6～3／31
金�13:00～15:00

10回� 31,900
� 教材費� 600

女性麻雀教室
　土曜

日本麻雀道連盟師
範
� 三宅とみ子

麻雀の基本から実践レベルまでしっかりと学びたい方のクラ
ス。ゲームの仕組み・役・点数をわかりやすく、更に上を目
指したい方には高得点でのアガリ方も指導します。

1／14～3／25
土�13:00～15:00

6回� 19,140

男女麻雀実践 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。

1／7～3／25
土�15:30～17:30

12回� 38,280

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。チェスフォージャパンインス
トラクターの上原慎平さんが指導します。

1／11～3／22
水�18:30～20:30

6回� 19,140

コントラクトブリッジ
入門・初級

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。 新設

1／18～3／29
水�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。

1／13、2／10、3／10
金�10:00～12:00

3回� 会員� 9,669
� 一般� 12,969

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。

1／27～3／24
金�18:30～20:30

4回� 13,200

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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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）
認知症を理解し、予防
しよう
� オンライン

最近の研究から、根本治療や、生活習慣の改善による予防も可能となってき
た認知症。正しい理解と予防について、総合東京病院認知症疾患研究センター
長の羽生春夫さんが解説します。教室での受講も可。 新設

2／18
土�10:30～12:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

生活習慣病としてのお
しりのトラブル
� オンライン

平田肛門科医院院
長
� 平田　雅彦

３人に１人が患う「痔」は生活習慣病と言える肛門の炎症で
す。対処療法だけでなく、日頃からできる対策や予防習慣を
学び不安を解消します。教室での受講も可。 新設

2／2
木�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

脳卒中から身を守る
� オンライン

脳卒中（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血）の危険を回避するための知識を、
予兆やコロナワクチンとの関連も含め解説。講師は東京女子医科大学病院脳
神経外科・頭痛外来客員教授の清水俊彦さん。教室での受講も可。 新設

3／25
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

がんで死なないための
生活習慣、検査と治療
� オンライン

肝臓専門医
� 浅部　伸一

がんによる死亡者数の上位を占める大腸がん、胃がん、肝が
ん。発生率を下げる予防方法や、早期発見のための検診の選
択方法について解説します。教室での受講も可。 新設

2／25
土�13:30～15:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

専門医にきく腎臓の守
りかた
� オンライン

東京医科大学主任
教授
� 菅野　義彦

「沈黙の臓器」といわれ自覚症状なく病気が進む腎臓。成人の
８人に１人は腎臓病予備軍です。病気の早期発見法や加齢で
衰える腎機能を守るコツを解説。教室での受講も可。 新設

2／4
土�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

がん、認知症、肺炎も
口腔から

日本大学名誉教授
� 落合　邦康

口腔常在菌が原因の歯周病は、がん、糖尿病、肺炎など全身
疾患のハイリスク因子です。歯周病菌が原因となる全身疾患
の仕組みと予防法をわかりやすく解説します。 新設

2／11
土�10:30～12:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

冬の高血圧対策
　血管病を防ぐ10の秘訣
� オンライン

東都クリニック　
高血圧専門外来
� 桑島　　巖

血圧は11月を過ぎると急速に高くなり、脳卒中や入浴中の
事故が急増します。自分の血管を守るための正しい知識と高
血圧対策を解説します。教室での受講も可。 新設

1／21
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

降圧体操＆血圧の疑問
を解決

薬学予防医療家
� 加藤　雅俊

加藤式降圧体操の実践指導を中心に、薬に頼らなくても血圧
を下げて健康になる方法を科学的根拠に基づき解説。血圧に
ついての質疑応答にも多くの時間をとります。 新設

3／9
木�13：00～14：30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

食べて免疫力を上げる
� オンライン

慈恵医大病院栄養
部管理栄養士
� 赤石　定典

コロナ禍がいつまでも続く中、免疫力強化がかつてなく重要
になっています。どの食材をどんな調理で食べると免疫力を
上げられるかを科学的に解説。教室での受講も可。 新設

3／4
土�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

気力を上げる東洋医学 元気のない人が増えています。耳や足のツボや経絡を刺激したり、肝臓をも
んだりする東洋医学のケアで気力をアップしましょう。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

3／18
土�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

望診開運食事法
� オンライン

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。

1／21～3／18
土�10:30～12:00

3回� 9,900

漢方薬剤師がすすめる
「ととのえ習慣」
� オンライン

鍼灸師・薬剤師
� 平地　治美

古代中国の医学書「黄帝内経」から、未病を治すために必要な
養生の方法を紹介。梅雨や春夏秋冬の養生、更年期、食材や
ツボについて解説します。教室での受講も可。 新設

1／29
日�14：00～15：30

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。

2／15
水�15:30～17:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

実践　腰をま～るく、
脊柱管狭窄症の改善体
操

理学療法士
� 折笠　佑太

脊柱管狭窄症からくる下半身の痛みは、運動で改善する場合
があります。「脊柱管狭窄症もどき」も含めて、脊柱管狭窄症
の痛みの原因と改善のための運動を伝えます。

3／24
金�10:30～12:00

1回� 会員� 3,850
� 一般� 4,950

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 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。

お申込み方法はP.2をご覧くださいお申込み方法はP.2をご覧ください
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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。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
古武術式疲れない体の
使い方
　出版記念

理学療法士
� 岡田慎一郎

筋力に頼らない合理的な古武術の体の使い方をヒントに、実
践を交えて日常生活が楽になる体の動かし方を習います。著
書直接の指導で効果を実感してください。 新設

2／4
土�14:00～16:00

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

修験道から発想した身
心鍛錬法
　「ふる」ことの効用

山伏
� 長谷川　智

修験道や武道では、「魂振り」「武者震い」など、身を「ふる」こ
とが多くの効用をもたらします。気迫の増強、滞りや凝りを
とるなど、様々な効用を学びます。

3／18
土�10:00～11:30

1回� 会員� 3,850
� 一般� 4,950

ホネナビ体操 簡単な動きで身体を整えるホネナビ体操。健やかな春を迎え
るために、気持ちよく全身を動かし、気血水の流れの良い身
心を目指しましょう。

1／21、2／18
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

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。

1／15、2／19、3／26
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
　しなやかな背骨を楽しも
う

背骨のしくみと個性を理解すれば、上半身はもっと楽に、効率よく動けるよ
うになります。簡単なエクササイズで身体の使い方を学び、背骨の理想的な
動きを目覚めさせます。講師は公認エジュケーターの西山晶子氏。

1／21
土�12:15～14:45

1回� 会員� 4,543
� 一般� 5,643

アレクサンダー・テク
ニークを学び、自分の
生き方を変える

ボディチャンス　
ディレクター
� 石田　康裕

身体の動きの癖は、長い時間かけて作りあげた筋肉の働きの
癖で、考え方の習慣と密接に結びついています。動きに対す
る考え方を変えることで、自分を改善します。

1／20、2／17、3／17
金�19:00～20:30

3回� 会員� 10,560
� 一般� 13,860

ファシアの構造を知り
腕の動きを良くする
� オンライン

骨と筋肉に加えて、筋肉を繋いで人の全身を包むように覆っ
ているシートとしての「ファシア」の作用を知り、アレクサン
ダー・テクニークを使って腕の動きを改善します。 新設

2／27、3／6
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。

1／14～3／25
土�18:30～20:30

5回� 22,000

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。

1／6、2／3、3／3
金�15:30～17:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

モノと身体
　道具に引き出される身体
感覚

身体技法研究者
� 甲野　陽紀

身の回りにある様々な道具を使うとき、力や作用が効率的に
なります。モノに引き出される変化とは何か、視覚情報の有
無や無意識下の反応など、体験しながら学びます。 新設

1／17
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。

1／17、2／21、3／21
火�19:00～20:30

3回� 会員� 13,200
� 一般� 16,500

集中力を高めるヨーガ ヨーガ行者
� 成瀬　雅春

ヨーガを実践しているだけでも集中力は養われ、その集中力
は生活の様々な場面でも生かされます。集中力を養うための
ヨーガテクニックに的を絞り学びます。初心者歓迎。

2／23
木�16:00～18:00

1回� 会員� 4,378
� 一般� 5,478

ブッダのヴィパッサ
ナー瞑想
� オンライン

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。

1／30
月�19:00～20:30
２／27、３／27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。

1／28～3／25
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。

1／28～3／25
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。

1／6
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。

1／6～3／17
金�18:30～20:30

6回� 19,800

スポーツ、実技講座ご受講にあたって
●運動前には体調のセルフチェックを行い、体調がすぐれないときは、運動講座などへのご参加は慎重
にご判断ください。
●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。

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 63



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）
脚長差を知り補正しよ
う

理学療法士
� 中村　尚人

腰痛や膝痛の原因になる脚の長さの左右差「脚長差」。その原
因と影響を解説し測定方法を紹介します。インソールでの補
正や改善のための運動療法も体験します。 新設

1／28
土�13：00～16：00

1回� 会員� 5,390 
� 一般� 6,490 

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。

2／9
木�13:00～17：00

1回� 会員� 6,633
� 一般� 7,733

ヨガで温活・代謝アッ
プ
　やさしいヨガ

ヨガ講師
� 青田　潤一

寒さでこわばった体をヨガの基本の呼吸とポーズでほぐし、
血流を良くして全身を温めます。心地良い動きで代謝と免疫
力を高めましょう。初めての方にもおすすめです。

1／16
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。アシュタンガヨガの呼吸と基本的な体の使い方
を、一からゆっくり学びます。

1／16～3／20
月�19:15～20:45

5回� 15,400

体験・はじめての龍村
式ヨガ
　わたしと向き合う時間

ヨガ研究家
� 龍村　　修
龍村ヨガ認定指導
員
� 宮本よしか

日本の精神文化を土台とし、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。自然・生命・健康について
の話をヨガの動きと一緒に伝えます。

1／11
水�19:00～20:30

1回� 会員� 3,080
� 一般� 4,180

龍村式癒やしのヨガ
　わたしと向き合う時間

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。３カ月に一度、龍村修氏が指導します。

1／11～3／22
水�19:00～20:30

6回� 18,480

１日体験　カトウヨガ
　ちょうどよく、気持ちよ
く

カトウヨガ指導員
� 山口みゆき

身体と心の健康に向き合うヨガです。適度な刺激と動き、深
い呼吸で心身を整えましょう。運動が苦手な方、ストレッチ
の方法がわからない方にもおすすめです。 新設

1／9
月�10:00～11:30

1回� 会員� 2,750
� 一般� 3,850

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� 1／9から 12回� 33,000

 鈴木� 火� 12:30～14:00� 1／10から 12回� 33,000

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。

1／5～3／16
木�12:00～13:30

6回� 16,500

体験レッスン　広池
ヨーガ健康法
　無理せず・無駄せず

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」。血液を全身に循環させ免疫力を高め、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。

1／6
金�13:00～14:30
２／３もあり

1回� 会員� 2,860
� 一般� 3,960

60歳からのかんたん
広池ヨーガ健康法

男女問わず参加可能。関節をほぐして全身の血流を促し免疫
力アップを目指します。簡単なポーズで無理をせず、筋力低
下を予防、深い呼吸で睡眠の質を向上させます。 新設

1／18～3／29
水�9:45～11:15

6回� 17,160

初心者でも安心ゆった
りヨーガ
　普通科

「無理をしない生活ヨーガ」は、全身の血流を良くし日頃の膝
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
かけて行うので初心者も安心です。姿勢対策にも効果的。

1／17～3／21
火�10:00～11:30

6回� 17,160

月１回のリラックス
ヨーガ
　体調を整えるヨーガ

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。
ゆっくりと自分と向き合い免疫力を高め、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。

1／7～3／4
土�9:55～11:25

3回� 8,580

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� 1／10から 12回� 34,320

普通科 宮本� 火� 13:30～15:00� 1／10から 9回� 25,740

普通科 宮本� 金� 13:00～14:30� 1／6から 7回� 20,020

広池ヨーガ健康法　専
科
　症状別科

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
法を学びます。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。初伝免許取得者対象。

1／9～3／13
月�14:00～15:30

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� 1／16から 3回� 9,240

指導科 宮本� 月� 14:00～15:30� 1／30から 3回� 9,240

指導科 宮本� 土� 11:45～13:15� 1／7から 3回� 9,240
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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。

講座名 講師 講座の内容 期間・曜日・時間 受講料（税込み･円）
痛くならない膝づくり
　関節のトレーニング

関節トレーニング
インストラクター
� 竹本　政和

ひざ関節の痛みや症状を改善する筋肉の鍛え方をお伝えしま
す。関節を守る筋肉がきちんと働くように、適切な負荷の、
道具を使わないトレーニングを紹介します。 新設

2／2
木�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

らくらくリンパ体操
　むくみ知らずの体に

リンパティックス
トレッチ考案者
� 前新　マミ

簡単な運動で筋肉や関節の動きをよくし、リンパや血液の巡
りを促す体操です。膝痛、腰痛、肩こり知らずの体を目指し
ましょう。代謝アップも期待できます。

1／26、2／23、3／23
木�15:00～16:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

とみやま式イス体操
　深呼吸エクササイズ

改善運動指導師
� 富山　忠人

イスに座ったまま深い呼吸で行うストレッチと筋肉トレーニ
ング。ダンサーである講師の怪我防止と体調管理のスキルも
入れた「負担を少なく負荷をかける」全身運動です。

1／23、2／27、3／27
月�14:30～16:00

3回� 会員� 9,999
� 一般� 13,299

和の整体ヨーガ
　和のボディワーク
� オンライン

整体武術家
� 河野　智聖

体のつながりを使って体を弛めていくヨガ。目の急所をほぐ
すと無理なく坐骨が伸びるという方法です。しなやかな和の
身体の知恵を学びます。教室での受講も可。 新設

1／7、2／4、3／4
土�19:00～20:00

3回� 会員� 6,930
� 一般� 10,230

一生軽やかに動ける身
体作りトレーニング

一生楽に動き、転ばず怪我をしない身体作りが目標。今回は動作をしやすく
するために①肩と首を楽にする②股関節と膝を柔軟に、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。

3／10、17
金�15:30～17:00

2回� 会員� 6,600
� 一般� 8,800
各回の申し込みも可能

健やかな首・肩の在り
方を学ぼう
　関節なめらか塾

正しい頭の位置や背骨の動かし方を学びます。肩こりや首の痛みの原因にも
なる不良姿勢や間違った体の使い方を見直しましょう。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。

1／12
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。

1／12～3／23
木�10:00～11:30

6回� 18,678

シコトレ入門
　お相撲さんに学ぶ

高砂部屋アドバイ
ザー
� 松田　哲博

お相撲さんのしなやかな体、それは日本古来の身体技法から
生まれます。腰割りやシコの動作で股関節を、テッポウで肩
甲骨をほぐして、固まった体をリフレッシュ。

1／27、2／24、3／24
金�19:00～20:30

3回� 会員� 9,900
� 一般� 13,200

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。

1／6
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。

1／6～3／17
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。

1／8～3／12
日�10:30～12:00

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。

1／5～3／16
木�18:30～20:30

6回� 19,800

なりたい自分を叶える
ピラティス体験
　深層筋を鍛える

PILATES　
STUDIO　
MOVEMENT認
定ピラティス指導
者
� 寺田美智子

インナーマッスルなどの深層部にアプローチするピラティ
ス。正しい身体の使い方を説明し、効果的な動きを指導しま
す。自分の体のクセを知り悩みを改善しましょう。 新設

1／13
金�19:30～20:30

1回� 会員� 2,783
� 一般� 2,783

仕事帰りのピラティス
　美しい姿勢としなやかな
体作り

深くゆっくりとした呼吸法でインナーマッスルを鍛えるエク
ササイズ。普段使わない骨盤や背骨周りの小さな筋肉を動か
すことで代謝を上げ、痩せやすくゆがみのない体作りを。

1／13～3／24
金�19:30～20:30

6回� 16,698

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� 1／14から 9回� 27,720

土曜・オンライン 羽鳥� 土� 15:30～16:40� 1／7 1回� 2,310

土曜・オンライン 羽鳥� 土� 15:30～16:10� 2／4 1回� 2,310

土曜・オンライン 羽鳥� 土� 15:30～16:40� 3／4 1回� 2,310

日曜 羽鳥� 日� 14:10～16:10� 1／15から 5回� 15,400

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。

1／6
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。

1／6～3／31
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。

1／9～3／27
月�14:10～15:40

11回� 30,250

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 65



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。

3／9
木�19：00～20：30

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。

1／14～3／11
土�13:10～14:40
１月はオンラインあり

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。

1／15～3／19
日�15:00～16:30

5回� 16,500

新春事始め　中国武
術・太極鞭杆に挑戦

鞭杆協会理事長
� 楊　　　崇

鞭杆（べんがん）とは約120センチの木の棒を使った、用法・
技法に優れた中国武術です。身体の可動範囲を広げ、肩凝り
の解消や心肺機能の向上にも役立ちます。

1／8
日�13:00～14:30

1回� 会員� 3,300
� 一般� 4,400

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
� 三浦奈々子
� 菊地　　進
� 坂本　茂男

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� 1／15から 5回� 16,500

入門B 楊� 日� 13:00～14:30� 1／8から 6回� 19,800

中級 楊� 日� 14:45～16:15� 1／8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。

1／16～3／27
月�12:00～13:30

11回� 30,613

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。

1／11～3／29
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。

1／18～3／29
水�18:45～20:00

6回� 16,500

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� 1／10から 9回� 24,750

 小笠原� 水� 12:30～14:00� 1／11から 12回� 33,000

 北崎� 水� 14:30～16:00� 1／11から 12回� 33,000

 津島� 水� 10:30～12:00� 1／11から 12回� 33,000

 楊� 木� 10:00～11:30� 1／19から 5回� 13,750

 楊� 土� 10:00～11:30� 1／7から 11回� 30,250

 小島� 土� 18:00～19:30� 1／7から 12回� 33,000

 奥村� 日� 10:15～11:45� 1／8から 11回� 30,250

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。

1／12、26、2／9、23、
3／9、23
木�19:00～20:30

6回� 会員� 19,140
� 一般� 25,740

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。

1／21、2／18、3／18
土�15:30～17:00

3回� 会員� 9,570
� 一般� 12,870

心と身体の忍術修行
　印瞑想とボディワーク

忍術運動研究所代
表
� 相模

忍術修行をベースに「呼吸法」「印瞑想」「身体術」を修練しま
す。忍者の呼吸瞑想法と体幹トレーニングで、生涯現役をめ
ざして、しなやかな心と身体をつくります。

1／21～3／18
土�18:00～19:30

3回� 9,570
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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�9:10(中級）・15:10(初心）

会員・一般とも
7回� 初心者～上級� 18,280
5回� 初心者～上級� 13,180

【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

Jazz＆Popsヴォー
カル入門@ＢarＢar
Ｂar音楽院

ジャズヴォーカル＆ピアニスト
作・編曲家
� Ake�Kubota
�（アケ・クボタ）

ジャズライヴレストランBarBarBarの3階にある音楽教室。
ジャズ、ポップス、ボサノバ等幅広いジャンルのレッスンが
受けられます。「ヴォーカルを楽しみたい」という気持ちを大
切に、一流現役ミュージシャンが分かり易く指導します。

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
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朝カル　通信 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6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6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）さんと、今泉さんが交互に指導。継続可。

4、7、10、1月開講
6ヵ月・添削6回
� 20,740

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。

■ホームページからのお支払い
　ほとんどの講座は新規の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。VISA、Master Card、JCB、American Express、Diners Club のロゴの
　ついたクレジットカードをご利用になれます。
　ホームページでお支払い出来ない講座は、コンビニエンスストアの払込用紙をお送りします。
■コンビニエンスストアからのお支払い
　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｡（メール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
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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。「改まる」「や
めたい癖」などの課題で毎月１回800字以内。朝日新聞の元記者が
添削指導します。錬成コースは普通コース1年以上の受講経験者が
対象。錬成コースでは、毎月推薦作品集を送ります。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。毎月１回600字程度。提出作品を使
い、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

朝日新聞や他紙のコラムを題材に選び、毎月１回800字以内で。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。
元新聞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。｢若葉｣｢残雪」などの課題で毎月１回600字以内(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という方
におすすめ。身近な話題をテーマに、毎月1回800〜1000字で。個
性を生かしつつ上達のポイントを指導します。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。
いずれも継続可。
※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（延長6ヵ月）
 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。自信をもって書けるように、講師が講評し、ア
ドバイスします。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。400字詰め原稿用紙換算で「創作ゼミ」は100枚まで、

「新人賞」は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届けます。
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、講師が出題する場面設定などの課題に1200字
以内で。講師が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。提出は2ヵ
月に1回、4000字以内。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、書き直しを繰り返しながら、作品を仕
上げます。6ヵ月6回添削。継続可。

毎月開講
6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
 23,570

講師　「鷹」主宰　小川　軽舟

「感性が鋭い」「感性が豊かだ」という評価は、他の
芸術分野と同様に、俳句でも耳にします。わずかな
言葉で書く俳句において、作者の感性はどのように
表わされ、どのように読者に伝わるのでしょう。

▶p.20俳句１日講座

公開講座

お問い合わせ
03-3344-2527

講師　元朝日新聞夕刊「素粒子」筆者　真田　正明

何かを見て、何かに出会って、驚き、感情の揺れが起き
たとき、それをどう伝えますか。百の言葉を費やすより
「まるで○○のようだ」といえば、一発で伝わることが
あります。文章表現の核心、比喩について考えます。

▶p.17文章１日講座

たとえの効用 俳句における感性

▶1月 29 日（日）13：30 ～ 15：30
▶3，630 円（設備費、消費税込み）／教室定員 20 名

▶3月 5日（日）13：00 ～ 15：30
▶4，400 円（設備費、消費税込み）／教室定員 40 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 柳生正名教室 監修　「海原」創刊同人
� 柳生　正名

添削指導も柳生正名さん。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」同人の原田桂子さん。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。

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。

稲畑廣太郎教室 監修　「ホトトギス」主宰
� 稲畑廣太郎

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。米川さんが作成した課題で基礎を固めます。添削指導は「かり
ん」同人の浦河奈々さんが担当。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）を使い、課題に沿って七言絶句
を毎月１首提出。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）
 21,900

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
〒803-0812  北九州市小倉北区室町1-1-1

リバーウォーク北九州2･5階

TEL 093-953-6561

■京都教室
〒600-8023  京都市下京区河原町通松原上ル２丁目

富永町338番京阪四条河原町ビル2階

TEL 075-708-2385

■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、墨と顔彩で毎月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

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。A4判かB4判の作品を毎月１枚提出。
初心者の方には鉛筆の使い方、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）
� 20,130

「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。

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

故吉田鷹村さんによる手本で、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
　行書の古典研究

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
　漢字かな交じり文の研究

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Ⅳ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）
Enjoy�Writing�English
　英語で思いを伝えよう

早稲田大学講師
�ジェフリー・ハンクス

英語でエッセイを書いてみませんか。毎月テーマに沿って250〜
300語の英作文に挑戦します。やさしい英語で書かれたテーマには、
講師による文例も付いています。レベルに合わせ添削指導。継続可。

毎月開講
６ヵ月・添削6回（延長６ヵ月）
 19,800

Let's�Write�about�the�
NEWS
　ニュースで磨こう英語力

語学講師
�クリストファー・モ
アリー

気になるニュースを毎月１つ選んで、250〜300語の英語で考えを
まとめてみましょう。取り上げるニュースのジャンルは問いません。
ネットでも新聞でも、日本語の記事でも大丈夫。継続可。

毎月開講
６ヵ月・添削6回（延長６ヵ月）
 19,800

Let's�Write�about�
DRAMA
　英語でドラマを語ろう

テレビ番組でも劇場映画でもNetflixなどの配信動画でも、お好きな
ドラマ作品を毎月１つ選んで、250〜300語の英語で感想をまとめ
てみましょう。日本語のドラマ作品でも大丈夫。継続可。

毎月開講
６ヵ月・添削6回（延長６ヵ月）
 19,800

英文翻訳の入門 翻訳家
� 村野由加子

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。

毎月開講
６ヵ月・添削6回（延長６ヵ月）
 前期　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
早稲田大学講師
�ジェフリー・ハンクス

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
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入　会

旅　行 宿　泊

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 または各教室まで。

●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。
●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

●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。

●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
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。

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

新宿住友ビル内レストラン　2Ｆ　京懐石の「みのきち」
ルミネ横浜飲食店一部店舗（問：横浜教室受付　045-453-1122）
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

お食事

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。

●当社、朝日新聞社および同社のグループ企業など「朝日新
聞グループ」は、取得した個人情報を共同利用します。こ
の共同利用にあたり、当社はお客様の個人情報をご本人の
同意を得ることなく第三者に提供したり、開示したりする
ことはいたしません。以下の目的以外で個人情報を共同利
用する場合は、あらかじめ対象となる方々の同意を得るこ
ととします。

・商品・サービスの配送・提供
・商品・サービス・催し物の案内
・既存の商品・サービスの改善や、新しい商品・サービスの

開発などのための調査
・提携企業等から提供された商品・サービス・催し物の案内

及びプレゼントやアンケート類の送付
●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、成川美術館（箱根）、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、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、リゾーピア熱海、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、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、亀の井ホテル、いわき藤間
温泉ホテル浬

お買い物
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
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ちりめんで作る干支の卯

12/3　土
13:00 ～ 16:00
1回

会員　4,950円
一般　6,050円

和工房かぐら主宰
矢島　佳津美

被爆地・長崎から見た核問題

12/3　土
19:00 ～ 20:30
1回

会員　2,200円
一般　2,750円

朝日新聞長崎総局記者
田井中　雅人

はじめてでも上手にできる刺繍

12/4　日
10:00 ～ 12:30
1回

会員　3,520円
一般　4,620円

刺繍家
柴田　百合子

スペイン語で日本紹介

12/7　水 ～
13:30 ～ 15:00
3回

会員　11,220円
一般　14,520円

通訳案内士
高野　リカ

甲野善紀に武術を学ぶ

12/8　木
19:00 ～ 20:30
1回

会員　3,300円
一般　4,400円

武術研究者
甲野　善紀

ボリウッドダンスでクリスマス～ガールズナイト～

12/9　金
18:30 ～ 20:00
1回

会員　3,333円
一般　4,433円

インドムービーダンス講師
Ｍikan

2023年・眉を変えるだけでなりたい自分になれる

12/10　土
13:00 ～ 14:30
1回

会員　3,300円
一般　4,400円

（一社）嘉祥流観相学会大導師
岡井　浄幸

アレンジ盆栽　松

12/10　土
13:00 ～ 15:30
1回

会員　4,180円
一般　5,280円

アトリエ・アイ主宰
工藤　愛子

訳者と学ぶローラの物語「大草原の小さな町」

12/10　土
15:30 ～ 17:00
1回

会員　3,300円
一般　4,400円

翻訳家
谷口　由美子

年忘れ　文菊を聴く、文菊に聞く。

12/13　火
18:30 ～ 20:00
1回

会員　3,800円
一般　3,800円

落語家
古今亭　文菊

小倉百人一首・揮毫と解説

12/15　木
19:30 ～ 20:30
1回

会員　2,310円
一般　2,860円

日展会友
岩井　秀樹

今日の文化人類学

12/15　木 ～
19:00 ～ 20:30
2回

会員　6,600円
一般　8,800円

立教大学教授
奥野　克巳

応仁の乱

12/16　金
10:30 ～ 12:00
1回

会員　3,300円
一般　4,400円

東京大学史料編纂所教授
本郷　和人

修験道から発想した身心鍛錬法

12/17　土
10:00 ～ 11:30
1回

会員　3,850円
一般　4,950円

山伏
長谷川　智

じっくり学ぶ現代物理学の基礎

12/18　日
13:00 ～ 16:15
1回

会員　6,600円
一般　8,800円

慶応義塾大学教授
松浦　壮

鴨長明の神と仏

12/19　月
10:30 ～ 12:00
1回

会員　3,300円
一般　4,400円

白百合女子大学教授
伊東　玉美

レンブラント「夜警」

12/19　月
13:00 ～ 14:30
1回

会員　3,300円
一般　3,850円

美術史家
小林　頼子

無伴奏のバッハ

12/20　火
10:30 ～ 12:30
1回

会員　3,333円
一般　4,433円

東京芸術大学名誉教授
角倉　一朗

後三年合戦と源義家

12/21　水
10:30 ～ 12:00
1回

会員　3,300円
一般　4,400円

東洋大学教授
森　公章

ミケランジェロ「ドーニ家の聖家族」

12/21　水
15:30 ～ 17:00
1回

会員　3,300円
一般　4,400円

美術史家
塚本　博

歴史の狭間で生きた作曲家たち

12/22　木
16:00 ～ 17:30
1回

会員　3,553円
一般　4,653円

ピアニスト
原田　英代

クリスマス・ゴスペルを歌おう

12/23　金
18:45 ～ 20:15
1回

会員　3,443円
一般　4,543円

ゴスペルシンガー
尾崎　久美子

ジョージ・オーウェル「一九八四年」の世界２

12/24　土
13:00 ～ 14:30
1回

会員　3,300円
一般　4,400円

日本女子大学教授
川端　康雄

コヤマ大輔が魅せる水彩画の世界

12/27　火
11:00 ～ 12:00
1回

会員　2,750円
一般　3,300円

画家
コヤマ　大輔

講師作品

撮影：奥野克巳撮影：SHITOMICHI

※１回につき165円の設備費を
別途いただきます。

レンブラント「夜警」 
（1642年,油彩,カンヴァス, 

所蔵 ：アムステルダム国立美術館）


