朝カル

語学コース

検索

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

ゼロからはじめる英作文
前期

通信

基礎英語を学び直そう

講師

翻訳家

英文翻訳の入門

講座の内容

前期後期で1年課程。前期では、英文を書くのに必要な語法をテキ 毎月開講
村野由加子 ストと添削問題で学習。中学英語の文法を｢書く｣という観点で整理 6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
20,980
し、後期では自己表現のための英作文に挑戦します。
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 毎月開講
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 6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
前期 21,800
は各自のレベルで。Q&A欄あり。前・後期各6ヵ月。

英文翻訳の実践

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 毎月開講
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 6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
22,210
生かす日本語表現力も磨きます。1期6ヵ月継続可。

英米文学を中心に

自由英作文

武蔵野音大教授
自由題または課題に沿って350ワードの英作文を月1回提出。経験 毎月開講
I･マックミッキング 豊富な講師が作文だけでなく、手紙やエッセイ、論文、ビジネス文 6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
19,740
書まで、英語で添削。英語によるＱ＆Ａで質問も可。継続可。

英語俳句を楽しもう

鹿児島国際大教授

各自のレベルに合わせて

Haiku in English

2016 年 4 月期

受講料（税込み･円）

通信講座

2016 年 4 月期の通信講座の一覧です。通信講座は、一部を除き、毎月開講します。
講座の詳細は、講座別のリーフレットまたはコース別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。
【電 話】 03－3344－2527 ( 日曜・祝日を除く 10:00 〜 18:00 ）
【ホームページ】http://www.asahiculture.jp/tsushin

資料請求・お申し込み先
〒163−0278

新宿住友ビル私書箱 21 号

受講の流れ

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。英字 毎月開講
D・マクマレイ 新聞「ヘラルド朝日」の俳句コーナー選者である講師が、英語で添削 6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
19,740
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。

資料請求

書道コース

朝日カルチャーセンター

通信講座は、一部を除き、毎月開講です。
お支払い

お申し込み（予約）

教材受取・学習

朝日 JTB・交流文化塾

作品提出
添削作品受取

総合書道Ⅰ

日常書道入門

総合書道Ⅱ

古典の臨書と創作

総合書道Ⅲ
総合書道Ⅳ

お申し込み方法

電話、またはインターネットでご予約ください｡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

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

■郵便局からのお支払い

総合書道修了者対象。楷・行・草書、かなの古典を1つ選び、1〜2 毎月開講
6ヵ月・添削6回
（延長6ヵ月）
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。

臨書と創作

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

21,360

芸術コース

心に残る写真を撮ろう

写真家

水墨画のはがき絵

水墨画紅石会主宰

各自のレベルに合わせて講評指導

初級〜研究科

山村
大月

※画材セット付

花の墨彩画

35,580

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 4、7、10、1月開講
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。 6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）

Ⅰ〜Ⅳ期

Ⅰ期

似顔絵教室

25,920

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 毎月開講
宇田川のり子 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 6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
19,900
部にわたり添削します。作品に関する質問も可能。

イラストレーター

入門編

※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。

デジタルでもフィルムでもＯＫ。撮った写真とコメントを提出。講 毎月開講
行志 師が個別に講評指導。初心者もベテランも大歓迎。自由テーマで6ヵ 6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
19,740
月6回提出。継続可。講師作品プレゼント。
講師の手本と解説に沿って、墨と淡彩で毎月2点を描き提出。季節を 4、7、10、1月開講
紅石 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 6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
初級Ⅰ期 22,620
ほか 月氏と門下の講師が、2人で添削指導します。

教養コース
講座名

高校生の教科書で

やり直す世界史

添削が
楽しみ！

ホームページに掲載中！

弊社のスタッフが「短歌教室」を体験受講中です。
初心者ですが、毎月３首を提出しています。
受講の様子と添削結果は、ホームページに掲載中です。

詳しくは

朝日カルチャーセンター 通信講座

通信講座は毎月始めることができます。（一部を除く）

講師

講座の内容

けます。

河合塾講師

哲学のすすめ

監修

中央大教授

監修

長岡大教授

高校生の教科書ではじめる

デカルト「省察」を読む
古文書を読む
アサーション・トレーニング
さわやかな自己表現法

聖書に親しむ

受講料（税込み･円）

神奈川歴史教育研究会 オールカラー図版の高校教科書と世界史図表を使い、2年間かけて 毎月開講
副理事長
「人類の出現」から「冷戦後の現在」までを学び直します。歴史学の新 6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
第1期 24,170
小林 克則 しい成果にもふれながら、じっくりと世界史の知識と教養を身につ

漢文入門

身近にある哲学

受講体験レポート

通信講座は入会不要です。

■コンビニエンスストアからのお支払い

琇苑 逸勢、4期は顔真卿。1期6ヵ月で2年。毎月1回添削。

漢字かな交じり文を美しく書く

朝日カルチャーセンター
朝日JTB・交流文化塾

※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｡

監修 東京学芸大名誉教 吉田鷹村氏の手本をもとに、たかむら会の書家が毎月1回添削。楷・ 毎月開講
授
各6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
行・草書、かなを基礎から指導。1期6ヵ月で2年。
Ⅰ 1〜4期 各 19,510
吉田 鷹村
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
添削 都留文科大講師
Ⅱ 1〜4期 各 20,130
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。
Ⅲ 1〜4期 各 20,750
栗原 天路
添削 琇苑書道会主宰 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期は伝橘
Ⅳ 1〜4期 各 20,750

藤井

行書の研究

通信講座課

武内

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 毎月開講
龍介 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 6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
前期 21,390
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。

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」 毎月開講
昇 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 6ヵ月・添削6回（延長3ヵ月）
前期 22,930
添削 中央大講師
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。
齋藤 宜之
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 毎月開講
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 6ヵ月・添削6回（延長3ヵ月）
22,730
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。
中村

小川

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 毎月開講
幸代 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、 6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）
24,580
文字を読み解く力を養います。継続可。

監修 統合的心理療法 自分の気持ちを偽らずに意見を言い、消極的・攻撃的にならずに話 毎月開講
研究所所長
し合いができるよう自己表現のスキルを学びます。テキストで学習 6ヵ月・添削6回（延長6ヵ月）

平木

カルメル会司祭

九里
今泉

典子 し、毎月1回、選択式問題とレポートを提出。6ヵ月で修了。

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 4、7、10、1月開講
彰 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 6ヵ月・添削6回
健 考えます。九里
（くのり）氏と、今泉氏が交互に指導。継続可。

24,990
20,360

