＜前 期＞
あらゆる人にとどけたい︒

女 子 大 が つ ち か っ た 学 び を ︑よ り 新 し く ︒

創立者 成瀬仁蔵

日 本 女 子 大 学 生 涯 学 習 センター
公 開講 座 案 内
２０２１

申し込みは講座開講キャンパスです

受付開始は４月１日
（木）
からです
・詳しくは40ページの「受講のご案内と注意事項」をご覧ください。
・生涯学習センターの講座のご受講には会員登録(無料)が必要です。両キャンパスの受講申込
をされる方は、キャンパスごとの会員登録が必要です。
・講座をキャンセルする場合は、必ず電話でご連絡をお願いします。
※ご連絡のない場合、全額ご請求させていただく場合がございます。

・受講のお申込みには、センターホームページ、FAX、郵送のいずれかの方法をご利用ください。
※電話でのお申込みは受け付けておりませんので予めご了承ください。
※本学学生会員の申込方法は、JASMINE-Navi 等でご案内します。
※通信生は、生涯学習センターにメールかお電話でお問い合わせください。

生涯学習センター事務室について
●目白キャンパス
新型コロナウイルス感染防止の観点により、当面の間、メール・電話対応のみとさせていただきます。入構はご遠慮いただ
いております。

所在地：〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
電話でのお問い合わせ： ＴＥＬ 03-5981-3755 ＦＡＸ 03-5981-3756
メールでのお問い合わせ： inform@LLCmail.jwu.ac.jp
＜閉室日＞
●日曜日・国民の祝日
●講座のない土曜日
●大学の休業日
・３月４日：日本女子大学創立者成瀬仁蔵先生命日
・４月20日：日本女子大学創立記念日
●大学入学試験（大学入学共通テスト・一般入試）期間
※大学学事日程に定めた夏季休暇期間・冬季休暇期間に、閉室することがございます。また、館内メンテナンス・工事等のためにご利用い
ただけないこともございますので、詳しくは、当センター事務室にご確認いただくか、センターホームページの「お知らせ・新着情報」
をご覧ください。

●西生田キャンパス
新型コロナウイルス感染防止の観点により、ご来館は当面の間講座受講生のみとし、お問い合わせはメール・電話対応のみ
とさせていただきます。

所在地：〒214-8565 神奈川県川崎市多摩区西生田1-1-1
電話でのお問い合わせ： ＴＥＬ 044-952-6961 ＦＡＸ 044-952-6962
メールでのお問い合わせ： nlc@atlas.jwu.ac.jp
＜開室日＞
●月曜日、火曜日、木曜日 9：00～16：00
＜閉室日＞
●水曜日、金曜日、土曜日 ※この曜日は、電話やメールに対応することができません（講座がある日を除く）。
●日曜日・国民の祝日・大学の休業日
・３月４日：日本女子大学創立者成瀬仁蔵先生命日
・４月20日：日本女子大学創立記念日
●大学入学試験（大学入学共通テスト・一般入試）期間
※大学学事日程に定めた夏季休暇期間・冬季休暇期間に、閉室することがございます。また、館内メンテナンス・工事等のためにご利用い
ただけないこともございますので、詳しくは、センター事務室にご確認いただくか、センターホームページの「お知らせ・新着情報」を
ご覧ください。

2021年度前期の開講方針について
生涯学習センター長

坂本清恵

会員のみなさま、コロナ禍の中、いかがお過ごしでしょうか。いつも本学生涯学習センターをご利用
いただき、誠にありがとうございます。
2020年度は、大学にお越しいただくことができませんでしたが、オンライン講座を配信し、日本全国、
そして海外からもご受講いただき、大変好評を得ました。
2021年度前期の講座につきましては、目白キャンパスではキャンパス入構ステージに合わせ、主とし
てオンライン方式により開講します。また、西生田キャンパスでは、感染症対策を十分に行いながら、
可能な限り対面講座として開講します。オンライン方式やライブ・ビューイング方式も予定しています。
オンライン講座の参加が初めての方にも簡単にチャレンジいただけるよう、お試し講座も開講します。
ご参加をお待ちしています。
「あらゆる人にとどけたい。女子大がつちかった学びを、より新しく。」というキャッチフレーズの
もと、講座を開講し運営してまいります。みなさま大いにご活用いただきますようお願い申しあげます。

講座の実施方法と受講に関する注意
1． オンライン、オンデマンドコンテンツ講座の受講について
パソコン、タブレット、スマートフォン等を使用して、ご自宅での受講が可能です。
オンライン講座

オンデマンドコンテンツ講座

オンラインツール・Zoom を利用して、リアル

講座毎に定めた視聴期間内であれば、いつでも、

タイムでの講義が受講できます。事前に Zoom

何回でも受講できます。Zoom アプリのインス

アプリをインストールしておく必要があります。

トールは必要ありません。

（1）受講に必要なもの
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（2）オンライン講座の受講方法
■「Zoom」アプリの事前インストール
パソコンを使用する場合、Zoom の公式 HP（https://zoom.us/download）よりアプリケーショ
ンをダウンロードしてインストールします。
スマートフォンにインストールする場合は下記のアプリケーションからインストールしてくだ
さい。
・iPhone の場合：App Store
・Android 端末の場合：Google Play Store
■講座への参加方法
講座前日までに、生涯学習センターからメールでご案内いたします。
メールに書かれている URL をクリックしてご参加ください。

① 音声が聞こえない

マークをクリック→「コンピュータでオーディオに参加」を選択

ミュートにしたい 「ミュート」をクリック→ミュート（マイクオフ）状態
② 名前を変更したい 「参加者」をクリック→自分の名前にカーソルを合わせる→
「詳細」をクリック→名前の変更をクリック→任意の名前を入力
③ チャットをしたい 「チャット」をクリック→画面右側にチャット表示→
右下の入力箇所にメッセージを入力→パソコンの「Enter」キーで送信

☆生涯学習センターホームページ（https://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html）に詳細版マニュアルが
掲載されています。そちらをご覧ください。
☆Zoom 接続がはじめての方を対象とした講座があります。P.６をご覧ください。
☆Zoom 接続練習会の開催を予定しています。日程は生涯学習センターメーリングやホームペー
ジでご案内予定です。
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2．対面講座、ライブ・ビューイング講座※の受講について
今期の対面講座及びライブ・ビューイング講座は生涯学習センター（西生田）のみでご受講いただけ
ます。
※ライブ・ビューイング講座では、主にパソコン等の機器やインターネット環境がない方を対象に、
オンライン講座をスクリーン投影して生涯学習センター（西生田）でご受講いただけます。
（1）
入構に際してのお願い
■受講料入金確認後、受講証を発送いたします。生涯学習センターで受講の際は必ずご持参いただき、
入構時にご提示ください。受講証をお持ちでない場合は、警備室にて入構チェックが必要となりま
すのでご注意ください。
■館内での喫煙はできません。構内は全面禁煙です。
■当館には自習室（学習室）はございません。また、公共スペースでの自習もご遠慮ください。
（2）
新型コロナウイルス感染防止対策について
■受講時はマスクの着用を必須としています。ご協力をお願いします。
■発熱等の風邪症状がある場合の入構は認めません。当日の朝、ご自宅で検温していただき、発熱が
ないことを確認してからいらしてください。入室前にも検温をします。ご協力をお願いします。
■アルコール消毒液を設置しますので、入室時に手指の消毒をお願いします。
■受付開始は講座開始10分前からです。
■体温や体調についての質問への回答にご協力をお願いします。
■窓を開けて換気を行うため、空調運転が効きにくいことがあります。衣服で調節できるように脱ぎ
着しやすい服装でお越しください。
■ソーシャルディスタンスを守り、講座終了後は速やかにご退館いただくようご協力をお願いします。
（3）感染状況によっては、対面講座からオンライン講座に変更する可能性もございます。予めご了承
ください。

目白キャンパス 会員登録、講座申込方法
Ｐ.６～26、28の講座は下記の方法でお申し込みください。

ホームページから

https://llc.jwu.ac.jp/mejiro.html
郵

送

受講申込書から
ＦＡＸ

払込取扱票の郵送
※有料講座のみ

〒112 8681
東京都文京区目白台 2 8 1 日本女子大学生涯学習センター 行
03－5981－3756

生涯学習センターから払込取扱票を郵送します。

受講料の納付

郵便局で払込みください。

※有料講座のみ

※払込手数料は自己負担となります。到着後、速やかに払込みをお願いします。

メールによる受講のご案内 受講料入金確認後、生涯学習センターからメールでご案内します。

講座の開講

パソコン、タブレット、スマートフォン等を使用し講座にご参加ください（Zoom を利用）。

※講師等の肩書きは、原則として2021年４月現在のものです。
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創立120周年記念特別企画
片桐
高増
木村
今市
神田
是恒
杉崎

「日本女子大 の歴史コース」
講座番号

M300A

芳雄
雅子
昌人
涼子
すみれ
香琳
友美

日本女子大学名誉教授
日本女子大学家政学部教授
関西大学客員教授
日本女子大学理事長
女流講談師 / 講談協会監事
日本女子大学成瀬記念館学芸員
日本女子大学成瀬記念館学芸員

創立120周年を迎えるにあたり、創立者成瀬仁蔵や支援者渋沢栄一など学園の歴史にまつわるオンライン講演
会をコース形式で開催します。ふるってご参加ください。
「日本女子大学」とは何か

～

5/22 土

片桐芳雄

M301A

13:30 成瀬仁蔵は、college ではなく university の創設をめざしました。その想いは、創設当初から日本
女子大学の英語名が Japan Women's University だったことに表れています。日本女子大学の創

14:30 設によって、成瀬仁蔵がめざした教育とは何だったのか、その考え方を明らかにし、それが日本女
子大学の教育の実際に、どのようにい生かされたかを検討します。

～

日本女子大学の食教育① 高増雅子 M302A
副題として、伝統の調理実習から読み解くとし、1904年から桜楓会が発行していました家庭週報及
び通信教育の教科書として書かれました女子大学講義等を資料に話を進めていきたいと思います。
5/22 土
この研究は、平成16年に日本女子大学総合研究所課題20として「本学における食教育を通してみた
成瀬仁蔵の教育理念とその継承」がまとめられました。この研究を基に、第1回は、1.成瀬仁蔵の
15:00 食を中心とした教育理念について、2.カリキュラムからみた本学の調理と食教育、3.本学調理教育
の特徴、4.授業以外の調理教育について、お話しします。

16:00 日本女子大学の食教育② 高増雅子
成瀬先生は、「女子教育の中で健康維持増進が個人・家族・社会においてとても大切であり、その
ためにも食は重要な役割がある。そのための具体的な方法論を勉強する場が家政学の科目である」
と、述べられています。第２回は、1.歴代の「料理実習担当教員」
、2.学生ノートから見える授業内
容、3.本学の調理実習からとし、日本女子大学の伝統的なクリスマス料理、食養日記にも出てまい
りました成瀬巻きの映像も交えて、お話しを進めてまいります。

5/29 土

～

渋沢栄一と日本女子大 木村昌人 M303A
新１万円札の顔に選ばれた渋沢栄一（1840～1931）は、近代日本の経済・社会の多方面に大きな足
13:30 跡を残しました。とくに次世代のための教育に力を入れた渋沢は、商業教育・道徳教育とともに女
5/29 土
子教育の必要性をよく理解していました。1901年（明治34）の日本女子大学校の設立にあたり、成
14:30 瀬仁蔵や広岡浅子の思想や行動に共鳴した渋沢は、多額の寄付を行うだけでなく、第3代校長に就
任、日本各地を訪問し、数多くの講演を行いました。渋沢が日本女子大に期待した未来社会のため
の女子教育とはどのようなものであったのでしょうか。

～

日本女子大学の創設と自然科学教育 今市涼子 M304A
成瀬仁蔵は、「教育の自由」、「思想の自由」、「婦人の自由」の重要性を述べ、特に婦人の自由は
「経済の自由」に基づくものであることを強く説きました。また、世界経済の発展が自然科学の発
13:30 達に支えられてきたという歴史から、婦人が経済の自由をもつためには、如何に自然科学教育が重
要であるかを述べています。この自然科学教育は、現在も本学の幼稚園から大学までの一貫教育の
6/12 土
14:30 柱となっています。21世紀の今、世界中がコロナ禍に喘えぐ中、新型コロナウイルス感染症に対す
る「科学に基づく正しい理解」の必要性がさけばれています。さらに、急激な科学技術の進歩によ
り、近い将来、大きな質的変化が社会に起こることも予想されています。今後の本学の自然科学教
育はどうあるべきか、本学創設当初の原点に戻って、真剣に考える時期に来ているのではないでしょ
うか。

～

渋沢栄一物語 渋沢栄一波乱万丈の生涯の物語 神田すみれ M305A
江戸末期に生まれた栄一は波乱万丈の人生を送り、縁あって一橋家に仕え、慶喜にその才能を認め
15:00 られるようになりました。パリ万国博覧会へ行く慶喜の名代昭武の後見としてフランスへ渡り、そ
6/12 土
こで得た知識をもって明治政府作りに携わりその後独立。日本で初めて株式組織での銀行を作る他、
16:00 大企業500社以上の設立に携わり日本経済の父と呼ばれました。会社作りは日本のため、教育・慈
善事業は社会のためと労を惜しまず、生涯を人々の為に働いた渋沢栄一。その生涯の物語。
現代にも通じる人の生き方を学んでいただけたらと思います。

～

西生田キャンパスの歴史 史料で辿る「総合大学」の理想と展開 是恒香琳 M306A-1
1934（昭和9）年、日本女子大学校は緑豊かな西生田に約10万坪の土地を購入しました。当初、山
13:30 全体を開発し、学園を建設する壮大な計画でした。提案がなされたのは第三代 渋沢栄一校長の時
6/26 土
代です。底流には、創立者 成瀬仁蔵が遺言した「総合大学」の理想が存在します。教職員や卒業
14:30 生、保護者、学生らが継承者として運動を担いました。しかし、直後にはじまった第二次世界大戦
により、計画は大きく変遷していくことになります。成瀬記念館が所蔵する史料から、「総合大学」
の理想が展開した西生田キャンパスの歴史を辿ります。

～

日本女子大学校の体育教育 本学創立期を中心に 杉崎友美 M306A-2
昨年に引き続きオリンピックイヤーとなった2021年、日本女子大学は創立120周年を迎えます。
15:00 本学では創立当初から学生に体育が推奨され、家政学部、英文学部、国文学部の全学年で体育の授
6/26 土
業が必修とされていました。目白のキャンパスでは運動会も開催され、第3回運動会では30にも及
16:00 ぶプログラムが披露されています。
東京オリンピック開催を記念し、本学草創期の体育教育について成瀬記念館収蔵の成瀬の書簡や日
記、写真資料を中心にご紹介します。
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■受講料

コース申込（一括） 一般会員 M300A-1 12,000円、学生会員 M300A-2 3,000円、
桜楓会正会員 M300A-3 6,000円
※個別にお申し込みの場合、１講座につき一般会員2,200円、学生会員550円、桜楓会正会員1,100
円となります（ M301A ～ M306A 、 M302A は全２回）。

■定

員

100名（申込順）

考

コース全８回のうち５回以上ご出席され、７月31日までに生涯学習センターにｅメールでリ
ポート「日本女子大学と私」（400字以上1,200字未満）をご提出いただいた方に、特製「創立120
周年記念講座修了証」をお渡しします。（特製修了証は一般会員及び桜楓会正会員のみの発行と
なります。）

■備

■講師プロフィール

片桐 芳雄（かたぎり よしお）
元日本女子大学人間社会学部教育学科教授。日本女子大学名誉教授。専門は教育史。教育学博士（東京大学）。著書
に『自由民権期教育史研究―近代公教育と民衆―』（東京大学出版会、1990年）、『教育と歴史、あるいはその認識と
記述』
（世織書房、2009年）
、『教育から見る日本の社会と歴史・第2版』（編著、八千代出版、2017年）等。

高増 雅子（たかます まさこ）
日本女子大学家政学部家政経済学科教授。女子栄養大学大学院栄養学研究科修了（栄養学博士）。専門分野：食教育
（子どもたちから高齢者まで幅広く、行っています。）著書『和食の教科書』（文溪堂）、『おいしく食べる元気を作る
まるごと食事術』（学研）
、『生活支援の家政学』（建帛社）等。

木村 昌人（きむら まさと）
1989年３月慶應義塾大学大学院法学研究科（政治学専攻）博士課程修了、法学博士。スタンフォード大学およびハー
バード大学客員研究員、ミズーリ大学客員教授、文京学院大学教授、公益財団法人渋沢栄一記念財団研究部長および
研究主幹を経て2019年４月より現職。2019年３月論文博士（文化交渉学、関西大学）。主要著書は、『渋沢栄一ー民間
経済外交の創始者』
（中央公論社）
、
『財界ネットワークと日米外交』
（山川出版社）
、
『渋沢栄一－日本のインフラを創っ
た民間経済の巨人』
（筑摩書房）など。

今市 涼子（いまいち りょうこ）
学校法人日本女子大学理事長。1971年日本女子大学家政学部家政理学科Ⅱ部（生物・農芸専攻）卒業。1977年お茶の
水女子大学大学院理学研究科（生物学専攻）修士課程修了。1983年理学博士（京都大学）
。専門は植物の進化形態学。
千葉大学、玉川大学を経て、1997年より日本女子大学教授。2017年名誉教授。2020年6月より現職。

神田すみれ（かんだ すみれ）
文学座付属演劇研究所、演劇集団『円』を経て、昭和55年４月 神田山陽門下に入門、
昭和58年５月 二ツ目昇進、平成元年真打ち昇進。
現在、本牧亭、国立演芸場、上野広小路亭、日本橋亭、NHK「講談大会」
「日本の話芸」等に出演。

是恒 香琳（これつね かりん）
日本女子大学成瀬記念館学芸員。日本女子大学大学院文学研究科史学専攻博士課程後期在学。成瀬仁蔵の「帰一」思
想および女子教育史を研究。「西生田キャンパスの歴史展」等の展示を担当。

成瀬記念館
杉崎 友美（すぎさき ゆみ）
日本女子大学成瀬記念館学芸員。日本女子大学大学院研究科博士課程前期修了。日本女子大学史学科助教を経て2010
年より現職。「成瀬仁蔵没後100年記念 成瀬仁蔵書簡展」等の展示、本学創立者成瀬仁蔵の書簡・日記、学園史史料
の整理を担当。
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井
上 ゼミ
「elf.」
と学ぶ
「はじめての Zoom 講座」
Zoom の使い方を一緒に学びませんか？
講座番号

M307A

井上 信子
井上ゼミ４年〈elf.〉：廣瀬 ちはる/日置 巴菜/柴田 絢/岩崎 愛乃/
太田 梨花/表 詩歩/栗山 優花
３年〈elf.Jr.〉：竹島 知里/山崎 碧/菅沼 彩/植村 春菜
本学人間社会学部教授

昨今の新型コロナウイルスの影響で、友人と気軽にお茶会を開くことや、遠くの家族
に会いに行くことも難しくなってしまいました。そんな中で、遠くにいても顔をみなが
ら話ができるアプリ「Zoom」を使って、オンライン上で集まってみませんか？ Zoom
アプリを実際に操作しながら学び、楽しく使えるようになろう、という講座です。
Zoom という言葉を聞いたことがあり興味のある方、コロナ禍でも Zoom を用いて人
とつながり、輪を広げたい方、Zoom 講座の参加に慣れたい方、みんなで集まってお茶
会や会議を開いてみたい方向けの講座です。受講者の皆さんの不安や知りたいことを伺
いながら、一緒に操作のサポートをいたしますので、安心してどなたでもお気軽にご参
加ください。
■日

程

４/24（土） 13：00～14：30

■受講料

無料

■定

員

11名（申込順）

考

本講座では、Zoom 会議への参加方法や、会議中に使える便利な機能（バー
チャル背景・追加・変更方法、反応機能等）、さらには会議を開催する方
法（会議開催用 URL の作成・詳細設定）について学びます。受講生二人
につきトレーニングを積んだ学生一人がつかせていただきます。皆様のご
質問やご興味のあることなどに寄り添いながら丁寧に進めてまいります。
〈文献〉「パンデミック下の教育2020 ―『置き去りにしない』・『苦手を
活かす』マニュアルプロジェクト―」『教育フォーラム』67号 金子書房
2021年３月刊行
※本講座は、Zoom によるオンライン講座で行います。ビデオ・マイク付
きの PC をお持ちで、かつ、Zoom アプリのインストールを完了されて
いる方を対象とさせて頂きます。

■備

Profile
井上 信子 いのうえ のぶこ
日本女子大学人間社会学部教育学科教授。お茶の水女子大学大学院博士課程単位取得満期退学。専門は
臨床心理学、教育相談、カウンセリング。『対話の技』『対話の世界』『対話の調（編）』（以上、新曜社）
『自己概念ハンドブック（共訳）
』
（以上、金子書房）他。

井上ゼミ4年「elf.」
日本女子大学人間社会学部教育学科学生で2020年４月より井上ゼミに所属し
ております。パンデミック禍において、共に生きる社会のため「誰も置き去
りにしない」ことを活動の指針と決め、
「志」の実現のために周囲の方の役に
立つべくマニュアル作成を行っております。「志」と手づくりの「マニュアル
（Zoom, Microsoft Teams, PowerPoint）」は上記の〈文献〉にあります。操
作の習得には、繰り返しが必須です。復習にご利用ください。「elf.」とはゼ
ミ生11名のチーム名であり、ドイツ語で11を意味します。
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講座番号

M308A

持続可能な社会における保育の意義

浅野 由子
本学家政学部講師

「スウェーデンでの生活を通して」

最近、持続可能性という言葉が、ソーシャルメディアでよく聞か ■受講料
れています。今後の地球の未来を考え、子どもの未来を考えること
と通して、その言葉の意味を探ります。スウェーデンで、10年以上
生活した経験を踏まえ、スウェーデンの保育を紹介し、今後のより
よい保育環境のあり方について参加者と考える講義にしたいと思い
ます。

一般会員：
2,200円
本学学生：
550円
桜楓会正会員：1,100円
■定 員
30名（申込順）
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

～

「持続可能な社会における保育の意義」スウェーデンにお
13:20 ける持続可能な社会への取り組みを、SDGs（持続可能目標）
６/ 4 金
14:50 や ESD（持続可能な開発の為の教育）を中心に紹介し、よ
り良い保育環境を創造する講義にしたい。

Profile
浅野 由子 あさの よしこ
日本女子大学家政部児童学科講師。日本女子大学大学院人間生活研究科人間発達学専
攻博士課程後期修了。博士（学術）。スウェーデンウプサラ大学教育学部客員研究員、
ウプサラ大学持続可能開発センター（CSD）プロジェクトマネージャー、ウプサラ市
マルマ・バッケ就学前学校教諭を経て現職。乳幼児期における環境教育、ESD ならび
に SDGs を研究。著書に『親が参画する保育』（勁草書房）など。

講座番号

M309A

機能性（薬理活性）を持つ食品

新藤 一敏
本学家政学部教授

「トクホ・機能性表示食品はどのように効くのか」

現在、多くの特定保健用食品（トクホ）や機能性表示食品といった機能性食品が、 ■受講料
一般会員：
4,400円
我々の健康を増進する食品として販売されています。本講義では、これらに含まれ
本学学生：
1,100円
る薬理活性成分がどのような物質で、どのような作用機溝で期待される薬理活性を
桜楓会正会員：2,200円
示すのかについて概説していきます。またトクホや機能性表示食品は、生活習慣病
■定 員
予備軍の方を対象としたものですが、健常な方が健康を維持するために利用できる
30名（申込順）
機能性成分もありますので、それらについても紹介します。最後に、それらの成分
■備 考
を見つけるためにどのような研究が行われているかについて説明します。
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。
特定保健用食品（トクホ）や機能性表示食品に含まれる薬
10:00 理活性成分とその作用機溝について概説します。

５/29 土

11:30 第１回以外の薬理活性成分について概説します。また、そ
れらを見つける研究について紹介します。

～

５/22 土

Profile
新藤 一敏 しんどう かずとし
日本女子大学家政学部食物学科教授。東京大学農学部農芸化学科修了。博士（農
学）。新しい機能性食品成分の探索、新しい機能性カロテノイドの探索・創製研
究を行っている。
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※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

M310A

ポール・オースターの反・探偵小 説にみられる言語観

内山 加奈枝
本学文学部教授

「『ガラスの街』を読み解く」

～

ブルックリン在住の人気作家ポール・オースターの出世作『ニューヨーク三部作』 ■受講料
一般会員：
2,200円
は、マンハッタンを舞台にした探偵小説です。事件の謎が最後に解決されるという
本学学生：
550円
探偵小説の王道から大きく外れた三部作には、現代思想の影響が見受けられます。
桜楓会正会員：1,100円
今回は、第一部『ガラスの街』（新潮文庫）をとりあげ、特に言語観に注目しな
■定 員
がら、その魅力をご紹介したいと思います。ぜひ小説を読んでからご参加ください。
30名（申込順）
■使用テキスト
『ガラスの街』（柴田元幸
13:20 ポール・オースターの反・探偵小説にみられる言語観
訳、新潮文庫）を元に講
７/２ 金
義を進めますので、予め
『ガラスの街』を読み解く」
14:50 「
お読みの上でのご参加を
推奨いたします。
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。ま
た、参加時はビデオのオ
ンが必須となります。ご
了承の上、お申し込みを
お願いします。

Profile
内山 加奈枝 うちやま かなえ
日本女子大学文学部英文学科教授。コロンビア大学大学院英文学専攻修士課程、
日本女子大学大学院英文学専攻博士課程修了。博士（文学）。ポール・オースター
を中心とした現代アメリカ文学、比較文学、文学批評理論を研究。

講座番号

M311A

西欧レトリックの伝統

久保田 静香
本学文学部准教授

誕生から整備まで

ヨーロッパにおいて2500年以上の歴史をもつレトリック。日本語ではしばしば
「修辞学」と訳されますが、この語ではそのほんの一面しかとらえられません。
レトリックは紀元前５世紀にシチリアで誕生し、「弁論術」「説得術」として古代
ギリシア・ローマ時代に整備されました。その内実を知ることで、現代のプレゼン
テーション術にもつながる面もあることがわかるでしょう。時間があれば、短い日
本語の文章をとりあげ、レトリック分析をおこないます。
13:20 西欧レトリックの伝統
14:50 誕生から整備まで
～

６/23 水

フォロ・ロマーノ（古代ローマの政治・経済・弁論活動の中心）

■受講料
一般会員：
2,200円
本学学生：
550円
桜楓会正会員：1,100円
■定 員
30名（申込順）
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

Profile

久保田 静香 くぼた しずか
日本女子大学文学部史学科准教授。パリ第４ソルボンヌ大学博士課程修了。博士
（フランス文学文明）。専門は近世フランス文学・思想。著書（共著）『ルネサン
ス・バロックのブックガイド』（工作舎）、訳書（共訳）『懐疑主義と信仰─ボダ
ンからヒュームまで─』
（知泉書館）など。
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※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

高野 晴代

『源氏物語』を読む

M312A

本学名誉教授
一般社団法人日本女子大学
教育文化振興桜楓会理事長

「源氏かるた」を手がかりに

日本女子大学日本文学科所有の江戸初期の書写による「源氏かるた」を手がかりに『源氏
物語』を読む講座です。『源氏物語』各巻から一首抽出し、読み札には歌の上句とそれに関
わる絵が書かれ、取り札には歌の下句が書かれています。それによって巻の中でどのような
場面に関心があるのか、『源氏物語』享受のあり方を考えることもできます。そのために和
歌を含む『源氏物語』の当該場面の原文も読み解いていきます。また、その箇所は他の形式
（画帖・屏風絵・色紙絵など）でも絵画化がなされていますので、極小の源氏絵であるこの
かるたとの材料や描き方の比較を行いたいと思います。

明石巻

読み札

明石巻 取り札

澪標巻 読み札

澪標巻

■受講料
一般会員：
4,400円
本学学生：
1,100円
桜楓会正会員：2,200円
■定 員
30名（申込順）
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

取り札

～

６/28 月 13:20 明石巻・澪標巻
７/12 月 14:50 蓬生巻・関屋巻

Profile
高野 晴代 たかの はるよ
日本女子大学名誉教授、（一社）日本女子大学教育文化振興桜楓会理事長。最近の著
書、論文に『広岡浅子「草詠」』（監修2019 翰林書房）、『源氏物語の和歌』（2011 笠
間書院）。「『更級日記』の「上洛の記」─『伊勢物語』東下りとの比較を通して」
（『更級日記の新世界』2016 武蔵野書院）、「選ばれた答歌のことば―『源氏物語』の
贈答歌―」
（『源氏物語煌めくことばの世界』2014 翰林書房）など。

【ダイバーシティ委員会連携講座】
講座番号

M313A

性の多様性に向き合う女子大学

小山 聡子
本学人間社会学部教授

トランスジェンダー女性の受け入れに向けた議論と課題
日本女子大学では、2020年３月の理事会にて2024年度入学者からトランスジェン
ダー女性に受験資格を認めるという機関決定をしました。本講義では、この決定を
するまでの経過とその後を、ソーシャルワークの枠組み、すなわち社会正義を根底
に置いた組織変革の視点から振り返ってみたいと思います。そしてこの課題を考え
る時の「問い」を、性的少数者にとっての課題をどう解くかではなく、我々全員に
深くしみ込んでいる性別二元論から生じる課題への向き合い方とはどうあるべきか
と設定して議論を進めます。よもや簡単に答えは出ないものの、このことを女子大
学のミッション更新との関連でも論じてみたいと思います。

13:20 本学がトランスジェンダー女性に受験資格を認めるまでの議論を
～

６/29 火

■受講料
一般会員：
2,200円
本学学生：
550円
桜楓会正会員：1,100円
■定 員
30名（申込順）
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

14:50 振り返り、性の多様性に向き合う女子大学の意義を考える。

Profile
小山 聡子 おやま さとこ
日本女子大学人間社会学部社会福祉学科教授。ミシガン州立大学教育学部大学院
リハビリテーションカウンセリング専攻終了（MA）。日本女子大学文学研究科社
会福祉学専攻博士課程後期満期退学。３か所の障害児者施設での支援実践を経て、
1996年より本学に勤務。障害福祉論、ソーシャルワークの理論と方法、社会福祉
士実習科目他を担当する。日本障害者虐待防止学会理事長。日本福祉のまちづく
り学会前会長。著書に『援助論教育と物語』（生活書院）など。
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※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

M314A

1964年オリンピックとベッドタウン形成

上田 誠二
本学人間社会学部准教授

団地・ニュータウン開発の光と影

1964年の東京オリンピックは都の担当者らに都市改造のチャンスと捉えられてい
ました。ご存じのように、首都高やモノレール、新幹線の開業のほか、都市機能そ
のものの見直しが進むことになります。
この講座では、とくにオリンピックを契機とした住宅政策に着目し、三多摩地域
を事例として郊外のベッドタウン化の光と影について考えます。

～

「1964年オリンピックにみる冷戦の影響と開発行政」
1964年オリンピックが平和の祭典という側面と同時に、
５/25 火
冷戦の影響も帯びてしまったことの歴史的意味を考え、そ
15:30 れを踏まえて、首都改造の社会史的意味を検討します。

■受講料
一般会員：
4,400円
本学学生：
1,100円
桜楓会正会員：2,200円
■定 員
30名（申込順）
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

17:00 「オリンピック前後の住宅政策」
オリンピック前後に急速に進む三多摩地域のベッドタウ
６/１ 火
ン化の社会史的意味を、町田市の『団地白書』や当時の映
像を交えながら考えていきます。

Profile
上田 誠二 かみた せいじ
日本女子大学人間社会学部現代社会学科准教授。東京都立大学大学院人文科学研
究科博士課程史学専攻修了。博士（史学）。戦後史を、世界史的文脈と地域史的
文脈の相互作用として捉え、とくに社会史・文化史を研究。著書に『音楽はいか
に現代社会をデザインしたか』（新曜社）、『「混血児」の戦後史』（青弓社）など。

講座番号

M315A

数を知ろう

杉山 倫
本学理学部専任講師

整数、有理数、実数

「整数、有理数、実数」という数の名前を聞いたり、目にしたことがあると思い
ます。これらはどのような数のことを指しているのでしょうか？どのような特徴を
持つ数なのでしょうか？
この講座では、よく聞く「整数、有理数、実数」が何者であるか、また単純な計
算（加減乗除）からみる数の特徴について考えてみたいと思います。

13:20
～

５/19 水

14:50

■受講料
一般会員：
2,200円
本学学生：
550円
桜楓会正会員：1,100円
■定 員
30名（申込順）
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

数の特徴を単純な加減乗除から考えてみます。

Profile
杉山 倫
日本女子大学理学部数物科学科専任講師。名古屋大学大学院多元数理科学研究科
博士後期課程修了。博士（数理学）。数論幾何と呼ばれる代数学と幾何学の間に
ある分野が専門。
すぎやま りん
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※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

M316A

体幹力を高める座ってピラティス Part.1

澤田 美砂子
本学家政学部准教授

～美しい姿勢を目指す～

腹部や背部の筋力を総合的に高めるエクササイズを主に紹介しま ■受講料
一般会員：
2,200円
本学学生：
550円
しい印象の姿勢を手に入れましょう。気になるウエストまわりや背
桜楓会正会員：1,100円
中をすっきりさせるために効果的なエクササイズも行います。Zoom ■定 員
20名（申込順）
で開催しますので、ご自宅で受講可能です。動きやすい服装でご参 ■備 考
お申し込みの方には健康
加ください。
に関しての「誓約書」を
※椅子は、なるべく座面が平らなものをご用意ください。なお、背もたれがあ
メールにてお送りいたし
ますので、開講日前日ま
るもの、ひじ掛けがないものが望ましいです。椅子に座って、両手を横に広
でにご回答ください。

す。体幹の筋力を強化し、腹圧を高めることで、腰痛を予防し、若々

げたり、足を前に伸ばしたりした時に、周囲にぶつかるものがないよう、環

本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

境を整えてご参加ください。

６/18 金

10:50～12:20

体幹力を高める座ってピラティス Part.1
～美しい姿勢を目指す～

Profile
澤田 美砂子 さわだ みさこ
日本女子大学家政学部児童学科准教授。お茶の水女子大学舞踊教育学科卒業。東
京工業大学大学院人間行動システム専攻博士課程修了。博士（学術）。本学基礎
科目（身体運動）では「ヨガ＆ピラティス」を担当。著書に『座ってピラティス』
（講談社）。

講座番号

M317A

体幹力を高める座ってピラティス Part.2

2020年度後期オンライン講座より

澤田 美砂子
本学家政学部准教授

～動きやすい体をつくる～

本講座では、体幹とともに下肢の筋力を強化するエクササイズを ■受講料
一般会員：
2,200円
本学学生：
550円
降の動作がスムーズになったり、日常生活におけるちょっとした動
桜楓会正会員：1,100円
作の負担を軽減することもできます。Zoom で開催しますので、ご ■定 員
20名（申込順）
自宅で受講可能です。動きやすい服装でご参加ください。
■備 考
お申し込みの方には健康
※椅子は、なるべく座面が平らなものをご用意ください。なお、背もたれがあ
に関しての「誓約書」を
るもの、ひじ掛けがないものが望ましいです。椅子に座って、両手を横に広
メールにてお送りいたし
ますので、開講日前日ま
げたり、足を前に伸ばしたりした時に、周囲にぶつかるものがないよう、環
でにご回答ください。

紹介します。下肢の運動を積極的に行うことにより、歩行や階段昇

境を整えてご参加ください。

７/23 金

10:50～12:20

体幹力を高める座ってピラティス Part.2
～動きやすい体をつくる～

本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

Profile
澤田 美砂子 さわだ みさこ
日本女子大学家政学部児童学科准教授。お茶の水女子大学舞踊教育学科卒業。東
京工業大学大学院人間行動システム専攻博士課程修了。博士（学術）。本学基礎
科目（身体運動）では「ヨガ＆ピラティス」を担当。著書に『座ってピラティス』
（講談社）。
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2020年度後期オンライン講座より

※受講料には消費税が含まれています。

日本古代の神話と神々 Part 10
講座番号

M318A 『古事記』を読み解く

元明治大学文学部兼任講師

水谷 類

私たちは神話を単に、日本民族の神々の物語ととらえがち。しか ■受講料
し日本古代の神話は、世界的に見ても独特な性格を持っていました。 一般会員： 13,200円
本学学生：
3,300円
それは編纂された神話だったという点です。日本の神話は、律令政
桜楓会正会員：6,600円
府が誕生するその時、『古事記』や『日本書紀』の編纂にあわせて作 ■定 員
30名（申込順）
られました。もちろん一からの創作ではなく、それまでばらばらに
■備 考
語り継がれてきた「原神話」をもとに整理、編集されたものでした。
本 講 座 は Zoom に よ る
そこには当時の人びとのあるメッセージが込められているはず。そ
オンライン講座です。
れを読み解いていくのが講義のテーマです。

群馬県古墳

～

１ 倭の五王〈４〉 雄略天皇〈２〉
前回シリーズの続きで、大悪王・雄略天皇の治世。残虐な方法で皇位継承争いに突き進んだ王であっ
５/６ 木
たが、後半はほのぼのとした恋愛話が多い。吉野や葛城で狩りをする話など、これまでの血生臭い王
権争いの説話は影を潜めるようになる。
２ 倭の五王〈５〉 清寧天皇
オオハツセ王（雄略）の事績の最後は三重の采女の話で、王の暴虐ぶりは控えめになっている。雄略
天皇は、倭王武として知られる。
５/20 木
雄略の皇子で次に即位したシラガノオオヤマトネコ王・清寧天皇は、生まれながらにして髪が白く、
妃も皇子もいなかった。カムヤマトイワレヒコ・神武天皇以来脈々と継続してきた王統がいよいよ危
なくなってきた。
３ 継体新王朝〈１〉 顕宗・仁賢・武烈
『古事記』の最後の天皇は推古天皇だが、継体天皇の次の安閑天皇から以降は、ほとんど記事がない。
６/３ 木 13:20 これは『日本書紀』との大きな相違点で、日本書紀ではむしろ継体以降、本文が増えている。神話時
代に重点を置く『古事記』と、歴史時代を重視する『日本書紀』の性格の違いである。
14:50
４ 継体新王朝〈２〉 継体天皇
武烈に治世の記事はほとんどないが、ただ『日本書紀』では雄略と同じく悪王と書かれている。継体
６/17 木
天皇へ時代が大きく移り変わるための作為も感じられる。継体天皇は応神天皇の五世の子孫で、北陸
または近江にいた。遠い血縁ながら何故、大王に即位できたのだろうか。
５ 継体天皇へ〈３〉 継体天皇
北九州の豪族磐井の反乱は、倭の王権を揺るがす一大事であった。またそれは、半島と繋がった九州
７/１ 木
勢力による打倒倭王権の動きでもあった。『筑後国風土記』なども参照しつつ、磐井の反乱について
読み解く。
６ 『古事記』を読み解く、最終回
講義で度々述べてきたとおり、『古事記』『日本書紀』はいずれも天皇家とその取り巻き勢力のために
７/15 木
書かれた一面的な史書である。それを顕彰するために、最後にもうひとつの謎の史書、斎部氏が伝承
してきた神話をまとめた『古語拾遺』を読んで、最終講義としたい。

※各回の内容は、進み具合により異なる場合があります。

Profile
水谷 類 みずたに たぐい
元明治大学講師。元日本女子大学人間社会学部非常勤講師。博士（史学）、民俗学・日本思想
史・文化史・宗教史専攻。著書『廟墓ラントウと現世浄土の思想』、『墓前祭祀と聖所のトポ
ロジー』（ともに雄山閣）
、『中世の神社と祭り』、『墓制・墓標研究の再構築』、『村落・宮座研
究の継承と展開』
（ともに岩田書院）
。編著書『オビシャ文書の世界―関東の村の祭りと記録―』
（岩田書院）
。
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※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

M319A

歌舞伎舞踊の名作

児玉 竜一
早稲田大学文学部教授／
早稲田大学演劇博物館副館長

コロナウイルス感染症によって、世界中の劇場が閉鎖されているなかで、日本の劇場は周 ■受講料
到な感染対策によって開いています。とはいえ、みなさま是非どうぞ、とも言い難い今、せ
一般会員：
6,600円
めて講座の場だけでも華やかな舞台をお楽しみいただきたいと思います。
本学学生：
1,650円
歌舞伎舞踊の名作３作を選んで、１回読み切りの形で、物語の背景や、先行するイメージ、
桜楓会正会員：3,300円
過去の名演などをご紹介します。

■定 員
30名
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

～

「京鹿子娘道成寺」
道成寺伝説から能「道成寺」に至る説話を踏まえて、歌舞伎女
形舞踊の最高峰とみなされる大曲です。
６/15 火
能と歌舞伎の特質の違いを、対照的にみせてくれる作品でもあ
ります。
「積恋雪関扉」
十八世紀後半の江戸文化最高峰の実りを、最も如実に反映した
７/６ 火 15:30 と思われる顔見世舞踊の大曲です。
能「関寺小町」を踏まえつつ、小野小町、宗貞（のちの僧正遍
17:00
昭）、大伴黒主という「六歌仙」の世界を展開します。
「色彩間苅豆」
四谷怪談のお岩様と並ぶ、怪談界のスーパースター「かさね」
を描く作品の代表作です。
７/20 火
鶴屋南北の「法懸松成田利剣（けさかけまつなりたのりけん）」
の一部ですが、巧みな伏線と因果物語によって、男と女のすれ違
いを描きます。

Profile
児玉 竜一
早稲田大学教授。1967年兵庫県生まれ。早稲田大学卒業。東京国立文化財研究所、
日本女子大学准教授を経て、2010年から現職。歌舞伎・文楽などを研究するとと
もに、「演劇界」・「朝日新聞」などに歌舞伎評を執筆。編著に『能楽・文学・歌
舞伎』
、『五代目中村歌右衛門展図録』など。
こだま りゅういち

講座番号

「コレクター 福富太郎の眼」展

M320A

田中 晴子
東京ステーションギャラリー
学芸室長

昭和のキャバレー王が愛した絵画

福富太郎（ふくとみ たろう／1931-2018）は、15歳で銀座のキャバレーのボーイ
となり、苦労の末、若くして〈銀座ハリウッド〉をはじめとしたキャバレーチェー
ンを展開し、ビジネス界で大きな成功をおさめました。また、父親の影響で少年期
より美術品に興味を持ち、念願の鏑木清方の作品を買い集め、既存の収蔵作品をベー
スに蒐集対象の幅をどんどんと広げていきました。そして、当時、評価されていな
い画家の作品であっても、自らが良質であると信じれば購入したのです。本講座で

■受講料
一般会員：
2,200円
本学学生：
550円
桜楓会正会員：1,100円
■定 員
30名（申込順）

は福富太郎の良質で個性的な近代日本絵画の一大コレクション形成についてや、展
覧会の見どころなどをご紹介します。

13:20 「コレクター 福富太郎の眼」展
14:50 昭和のキャバレー王が愛した絵画
～

５/14 金

※本講座は Zoom によるオンライン講座です。

Profile
田中 晴子 たなか はるこ
東京ステーションギャラリー学芸室長。日本女子大学文学部卒業。東武美術館学
芸企画課学芸員となり、浮世絵や近代日本美術の展覧会を中心に担当。美術館の
閉館に伴い、東京ステーションギャラリー学芸員に転職し、現在に至る。近年の
担当展に「河鍋暁斎の底力」
（2020-2021）
、
「もうひとつの江戸絵画 大津絵」
（2020
年）、
「没後90年記念 岸田劉生展」(2019年）。論文に「河鍋暁斎の底力」「近代に
おける文化人大津絵愛好の前夜 江戸期の展開」、「岸田劉生の『趣味性』による
作品について」「木村荘八《河岸夜(明治一代女）》の背景からみえてくるもの」。
日本女子大学非常勤講師。
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鏑木清方《薄雪》1917年、
福富太郎コレクション資料室
Akio Nemoto 2021 / JAA2100015

岡田三郎助《ダイヤモンドの女》1908年、
福富太郎コレクション資料室

※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

M321A

落語的学問ノススメ

春風亭 柳朝
一般社団法人落語協会・真打

コロナ禍だからこその笑いで免疫力アップ

皆さん笑ってますか？人間は声を出して笑うことで有酸素運動を ■受講料
出来ます。オンライン配信でも実際に小噺などを体験する事で、落
語の魅力にハマると思います。 リラックスして楽しんでください
（笑）

13:20 どうやったら落語家になれるの？
江戸落語と上方落語の違いは？
14:50 ユーモアたっぷり交えてお話します！
～

７/16 金

一般会員：
2,200円
本学学生：
550円
桜楓会正会員：1,100円
■定 員
30名（申込順）
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

Profile
春風亭 柳朝 しゅんぷうてい りゅうちょう
平成19年３月に真打昇進し、六代・春風亭柳朝を襲名する。フジテレビの古畑任
三郎・若旦那の犯罪、NHK 連続テレビ小説わろてんかにも出演。春風亭一朝の
惣領弟子で、芸歴26年の若手真打デス

講座番号

M322A

佐藤 基之

「すとれっち」でしなやかな身体になりましょう！

PTI プロフェッショナルフィジカル
トレーナー／
介護予防運動指導員／早稲田大学EX
センター講師

～不調改善 や予防の方法がわかるショートレッスン

～

誰しもが体調管理に身体を動かすことが良いことは知っています。
■受講料
一般会員：
2,200円
コロナ渦により、在宅勤務が増え、感染予防で外出を避けている、気づいてみれば
本学学生：
550円
閉じこもり生活、何かしないと・・・必要性を感じている。
桜楓会正会員：1,100円
「わかっちゃいるけど…」。「つまらない」
「わからない」と継続ができない。
■定
員
この Zoom 講座では一緒に運動をすることはもちろんですがその動作が必要な
30名（申込順）
人はどんな人？この動作から得られることは？
■備 考
様々な動作を反復させることで自分に必要な動作がみつかります。
お申し込みの方には健康
配信や動画レッスンは一方通行が多く、参加者へのサポートが難しいこと課題もあ
に関しての「誓約書」を
りますが、スタジオレッスン指導、講義の多くの経験から参加者それぞれの環境を
メールにてお送りいたし
考慮した方法をその都度提案することを得意としています。場所、服装も自由です。
ますので、開講日前日ま
参加条件は 在宅勤務中リフレッシュしたい。ちょっと気になる。時間つぶしを
でにご回答ください。
したい、同じ時間を共有したいなど・・・気になった方全員です。気軽にご参加く
本 講 座 は Zoom に よ る
ださい。※推奨 動きやすい服装
オンライン講座です。
６/９ 水
12:40 「すとれっち」
でしなやかな身体になりましょう！
６/10 木
～不
調改
善や予防の方法がわかるショートレッスン
13:10
６/11 金

Profile
佐藤 基之
フィジカルトレーナー／幼児～高齢者・介護～アスリートと幅広く わかりやす
く、メンタルとフィジカル両面で指導をすることを得意とする。2014年３月～
2019年、青山学院大学陸上部（長距離ブロック）フィジカルトレーナーチーフと
して現場をまとめる。現在は学生、実業団と個別指導にてメンタル／フィジカル
の両面からサポートし多くの実績を残す。主な書籍『ストレッチでセルフマネジ
メント』『バランスボールミニエクササイズ』『最高のランケア』『ランニングの
伸びしろが わかる本』：カンゼン。『下半身トレーニング』：集英社。『動的スト
レッチ』
：西東社。書籍作成・構成など多数…
さとう もとゆき
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※受講料には消費税が含まれています。

語学講座無料体験レッスン
本講座の授業を無料で 1 時間だけ体験することで、受講前に、 ■受講料
講座の内容、クラスのレベル等をご確認いただけます。
お申し込みは、FAX・ハガキでお願いします。
※当センターの語学講座を初めて受講する方を対象としていま

無料
■定 員
各16名（申込順）
■備 考
レベルにつきましては、

すが、過去に受講歴があり、Zoom での受講に不安のある方

各本講座のページを

も、ぜひお申し込みください。

ご確認ください。

※本講座が事前に定員に達した場合、無料体験レッスンを受講
されても本講座のお申し込みができないことがございます。
予めご了承くださいませ。

講座番号

M324A

講座番号

M325A

講座番号

M326A

講座番号

M327A

English First Step

続・English First Step

４月13日（火）
11:00～12:00
※両講座のガイ
ダンスを合同
で行います。

CNN で学ぶ英会話
―ニュースを題材に英語力をアップ♪

４月14日（水）
9:40～10:40

続・CNN で学ぶ英会話
―ニュースを題材に英語力をアップ♪

４月14日（水）
11:00～12:00

バークレーハウス語学センター
1973年、カリフォルニア大学バークレー校の英語教授法研究グループにより、開校。
約40カ国語以上の語学教育を提供し、企業研修の他、官公庁研修、大学等教育機関
との業務提携、提携先米国大学への留学も行う総合的な語学教育機関です。
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講座番号

M328A

English First Step

バークレーハウス語学センター
ネイティブ英語講師

英会話を一から始めたい！という方へ

毎日のあいさつ、日常生活、趣味について、簡単でシンプルな英語で話してみま
せんか。ネイティブの先生やクラスメートと Zoom で楽しくコミュニケーション
を取りながら、短い表現・会話を一つ一つ楽しく学んでいきます。さらに自宅で出
来る英語学習のポイントもお伝えします。英語入門レベルの方が無理なく始められ
る講座です。2020年度 English First Step の教材とは別のものになりますので、
受講されていた方も引き続きご受講いただけます。
※初めて当センター英会話講座の受講をお考えの方は、無料体験レッスンを受講さ
れることをお勧めいたします。
※無料体験レッスンの日程にかかわらず、当講座が定員に達した時点で締め切りと
なります。あらかじめご了承ください。
４/27 火

Feeling Sick, Medicine

５/11 火

Dosage, First Aid

５/18 火

Allergies, Feeling Homesick

■使用テキスト
バークレーハウスオリジナル
教材 ￥2,200円（税込）

５/25 火 10:50 Exercise, Staying Fit Together
～

バークレーハウス語学センター
ネイティブ英語講師
東京・市ヶ谷で40年続く語学教
育機関。英語のネイティブスピー
カーで教育機関・企業・官公庁
で十分な指導経験を有する講師
が担当致します。

６/１ 火 12:20 Eating Healthy, At The Movies
６/８ 火

Meeting Up, Party

６/15 火

Vacation, Favorite Memory

６/22 火

Weekend Plans, Inviting Friends

講座番号

M329A

■受講料（テキスト代込）
一般会員：19,000円
本学学生：10,000円
■定 員
16名
■備 考
最少催行人数 ８名
受講レベル：英会話を初
めて学習される方
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

続・English First Step

バークレーハウス語学センター
ネイティブ英語講師

英会話を一から始めたい！という方へ

毎日のあいさつ、日常生活、趣味について、簡単でシンプルな英語で話してみま
せんか。ネイティブの先生やクラスメートと Zoom で楽しくコミュニケーション
を取りながら、短い表現・会話を一つ一つ楽しく学んでいきます。さらに自宅で出
来る英語学習のポイントもお伝えします。英語入門レベルの方が無理なく始められ
る講座です。続・English First Step からの受講も大歓迎です！ 2020年度 English
First Step の教材とは別のものになりますが、受講されていた方も引き続きご受
講いただけます。
※初めて当センター英会話講座の受講をお考えの方は、無料体験レッスンを受講さ
れることをお勧めいたします。
※無料体験レッスンの日程にかかわらず、当講座が定員に達した時点で締め切りと
なります。あらかじめご了承ください。
６/29 火

Shopping, Post Office

７/６ 火

Around Town, Running Errands

７/13 火

Grocery Store, Safety

７/20 火 10:50 Good Behavior, School Appointment
～

７/27 火 12:20 Road Trips, Music
８/３ 火

Movies, Dreams

８/10 火

Emotions, Japanese Food

８/17 火

Japanese Culture, Keeping In Touch
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■受講料（テキスト代込）
一般会員：19,000円
本学学生：10,000円
■定 員
16名
■備 考
最少催行人数 ８名
受講レベル：英会話を初
めて学習される方
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。
■使用テキスト
バークレーハウスオリジナル
教材 ￥2,200円（税込）
バークレーハウス語学センター
ネイティブ英語講師
東京・市ヶ谷で40年続く語学教
育機関。英語のネイティブスピー
カーで教育機関・企業・官公庁
で十分な指導経験を有する講師
が担当致します。

※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

M330A

CNN で学ぶ英会話

バークレーハウス語学センター
ネイティブ英語講師

ニュースを題材に英語力をアップ♪

アメリカのテレビ局 CNN で放送されたニュースを基に、短く編集したものを、
無理のない量、速さでニュース記事に触れます。ナチュラルスピードと、ゆっくり
とした速さの音声も使用しますので、安心して取り組んで頂けます。ニュース記事
のトピックについて、ディスカッションも行います。この講座を通して、語彙力、
リスニング力、リーディング力、スピーキング力と総合的に英語力を養います。
※初めて当センター英会話講座の受講をお考えの方は、無料体験レッスンを受講さ
れることをお勧めいたします。
※無料体験レッスンの日程にかかわらず、当講座が定員に達した時点で締め切りと
なります。あらかじめご了承ください。

４/28 水

Unit 1:“Super-aged”Societies

５/12 水

Unit 2: Toward Living on the Moon

５/19 水

Unit 3: Dangerous Proposal

■使用テキスト
CNN ショートニュースで学
ぶ総合英語（株式会社朝日出
版社） 1,320円（税込）
ISBN: 978-4-255-15643-9
※受講料にテキスト代は含まれ
て おり ま せ ん 。 必 ず ISBN
をご確認の上、各自で朝日出
版社のホームページでご購入
ください。 https://text.asa
hipress.com/english/detail.
php?id=1589

～

５/26 水 10:50 Unit 4: Automation Threatens Jobs
６/２ 水 12:20 Unit 5: Harvard Accused of Racial Bias
６/９ 水

Unit 6: Thought-Controlled Artificial Arms

６/16 水

Unit 7: Guide to Modern Manners

６/23 水

Unit 8: Ancient Cave Art in Indonesia

バークレーハウス語学センター ネイティブ英語講師
東京・市ヶ谷で40年続く語学教育機関。英語のネイティブスピーカーで
教育機関・企業・官公庁で十分な指導経験を有する講師が担当致します。

講座番号

M331A

続・CNN で学ぶ英会話

バークレーハウス語学センター
ネイティブ英語講師

ニュースを題材に英語力をアップ♪

アメリカのテレビ局 CNN で放送されたニュースを基に、短く編集したものを、
無理のない量、速さでニュース記事に触れます。ナチュラルスピードと、ゆっくり
とした速さの音声も使用しますので、安心して取り組んで頂けます。ニュース記事
のトピックについて、ディスカッションも行います。この講座を通して、語彙力、
リスニング力、リーディング力、スピーキング力と総合的に英語力を養います。続・
CNN で学ぶ英会話からの受講も大歓迎です！
※初めて当センター英会話講座の受講をお考えの方は、無料体験レッスンを受講さ
れることをお勧めいたします。
※無料体験レッスンの日程にかかわらず、当講座が定員に達した時点で締め切りと
なります。あらかじめご了承ください。
６/30 水

Unit 9: Heat Threat in the Middle East

７/７ 水

Unit 10: Growing Impact of Plastic on Sea Birds

７/14 水

Unit 11: China's Life-shortening Air
～

７/21 水 10:50 Unit 12: Prosthetic Limbs from 3-D Printers
７/28 水 12:20 Unit 13: NZ Makes Cyberbullying Illegal
８/４ 水

Unit 14: Musical Taste and Personality

８/18 水

Unit 15: Morning Person Genes

８/25 水

Wrap up

バークレーハウス語学センター ネイティブ英語講師
東京・市ヶ谷で40年続く語学教育機関。英語のネイティブスピーカーで
教育機関・企業・官公庁で十分な指導経験を有する講師が担当致します。
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■受講料
一般会員：17,200円
本学学生： 8,200円
■定 員
16名
■備 考
最少催行人数 ８名
受講レベル：TOEIC 350
点以上、英会話初級レベ
ルをお持ちの方。
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

■受講料
一般会員：17,200円
本学学生： 8,200円
■定 員
16名
■備 考
最少催行人数 ８名
受講レベル：TOEIC 350
点以上、英会話初級レベ
ルをお持ちの方。
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。
■使用テキスト
CNN ショートニュースで学
ぶ総合英語（株式会社朝日出
版社） 1,320円（税込）
ISBN: 978-4-255-15643-9
※受講料にテキスト代は含まれ
て おり ま せ ん 。 必 ず ISBN
をご確認の上、各自で朝日出
版社のホームページでご購入
ください。 https://text.asa
hipress.com/english/detail.
php?id=1589

※受講料には消費税が含まれています。

キャリア支援講座

無料ガイダンスのご案内

キャリア支援講 座の受講をお考えの方を対象に無料ガイダンスを行っています。
Web 上で開催いたします。本学学生には JASMINE-Navi にて、
ガイダンス URL を連絡します。

＜ガイダンス日程＞
オンラインガイダンス
月

４月

日

曜

時間

講座番号

14日 水

12:35～13:15
16:10～16:50
18:20～19:00
12:35～13:15
16:10～16:50
18:20～19:00
12:40～13:10

15日 木

12:40～13:10

16日
19日
22日
23日
26日

金
月
木
金
月

12:40～13:10
12:40～13:10
12:40～13:10
12:40～13:10
12:40～13:10

27日 火

12:40～13:10

28日 水

12:40～13:10

M332A
M332A
M332A
M332A
M332A
M332A
M340A
M333A
M334A
M335A
M341A
M338A
M342A
M340A
M341A
M333A
M334A
M335A
M338A

8日 木

10日 土

講座名

毎日学ぶ課外英会話①
毎日学ぶ課外英会話②
毎日学ぶ課外英会話③
毎日学ぶ課外英会話④
毎日学ぶ課外英会話⑤
毎日学ぶ課外英会話⑥
公務員対策講座①
TOEIC 初級講座（TOEIC 500点相当）①
TOEIC 中級講座（TOEIC 700点相当）①
TOEIC 上級講座（TOEIC 800点相当）①
消費生活アドバイザー試験対策講座2021①
日商簿記検定３級合格対策講座（11月試験合格目標）①
繊維製品品質管理士（TES）受験対策講座（直前対策）
公務員対策講座②
消費生活アドバイザー試験対策講座2021②
TOEIC 初級講座（TOEIC 500点相当）②
TOEIC 中級講座（TOEIC 700点相当）②
TOEIC 上級講座（TOEIC 800点相当）②
日商簿記検定３級合格対策講座（11月試験合格目標）②

オンデマンドガイダンス
講座番号

M336A
M337A
M339A
M339A-1
M339A-2

講座名

視聴期間

IELTS スコアアップ対策講座
秘書検定2級講座
MOS 試験対策講座（Word)
MOS 試験対策講座（Excel)
MOS 試験対策講座（PowerPoint)

JASMINE-Navi より資料閲覧可能

※いずれも、詳細は JASMINE-Navi と当センターホームページでお知らせいたします。
※上記の開催日時が変更することがあります。詳しくは、生涯学習センター（03－5981－3755）にお問い合わせい
ただくか、HP にてご確認ください。
※一般の方でガイダンス参加希望の方は、開催日３日前までに、生涯学習センター（inform@LLCmail.jwu.ac.jp）
までメールをお願いします。
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講座番号

M332A

毎日学ぶ課外英会話

ウエストゲイト専任講師

まずはキャンパス留学から！

「就職に役立たせたい」
「留学したい」「英語でコミュニケーションしたい」
キャンパス留学でその思いを実現しませんか？この講座では、授業の空き時間
を利用して毎日40分のレッスンがキャンパス内で受けられます。レベルに合わせ
たグループレッスンで実践的な英語力がぐんと伸びます。

■レッスン内容

内

容

選りすぐりの講師陣

授業の空き時間を使って毎日（月～金曜日）受講できる、毎年人気の
英会話講座です。ネイティブスピーカーの講師との習熟度別のグルー
プレッスンで、実践的な英語力が身につきます。英会話の初心者でも
安心してご受講ください。
※昨年度設定レベル（初級、準中級、中級）上級者向けクラスは開講
が難しい場合があります。
※大学の授業運営方針に沿ってオンライン形態のレッスンを想定して
いますが、語学の対面授業が認められた場合に、当講座も対面レッ
スン形式に変更する場合があることをご了承ください。

レッスン 週5回（月・火・水・木・金）
授業時間制 毎日

パーティーの様子

年間約100回 /1回40分

9:10から17:40の間の計10コマから1コマ選んで受講

クラス編成 最大12名程度

説明会（オンライン開催）

開講期間 前期：5月11日（火 ）～7月19日（月） 後期：9月28日（火 ）～12月13日（月） 予定
講
特

師

資格（TESL/TEFL＝英語を母国語としない人への英語教授法）、もしくは英
語教授の豊富な経験を有するネイティブスピーカーの講師が担当します。

色

レッスンの他に、追加料金なしで講師と自由におしゃべりできる English
Challenge の時間も設置。
過去に受講した方を対象とした割引制度があります。

■受講料

4/８
（
木 ）
・4/10
（土）
①12:35～13:15
②16:10～16:50
③18:20～19:00
＊事前申込不要

本学学生：136,000円 ■ 備考 定員300名（申込順）
、消費税含む）
（教材費、TOEIC IP テスト受験料（２回分）

受講までの流れ
Step

1
説明会・サンプルレッスン

Step

2
受講登録

必ず説明会にご参加ください！
＜日時＞４月８日（木）・４月10日（土）
時 間①12:35～13:15 ②16:10～16:50 ③18:20～19:00
オンラインでのリアルタイム説明会を予定しています。
詳細は講座ホームページをご確認ください。
〈登録期間〉4月11日
（日）9 : 00～15日（木）
23 : 59まで
〈登録方法〉講座ホームページよりご登録ください。
https://www.campus-english.jp/jwu
オンライン受講生の声

Step

Step

Step

3

4

5

先着結果確認

受講料振込

5月11日（火）よりレッスンスタート!!

4月16日
（金）12 : 00～18 : 00
メールもしくは電話にてご連絡いたします。

〈支払期間〉
4月19日（月）
～26日（月）
17 : 00まで

・オンラインで上達するか
心配でしたが楽しく学べま
した。
・講師がフレンドリーだった。
・クラスが一緒の人と友達に
なれた。

生涯学習センターにタブレットやスマートフォンを持ち込んでオンライ
ンレッスン受講も可。
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※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

M333A

TOEIC

初級講座

リンゲージ日本人講師

TOEIC をまだ受けたことがない方向けの TOEIC

初級講座

講座は Zoom 使用のオンライン形式となります。
TOEIC を初めて受ける方向けの TOEIC スコアを取るための TOEIC 初級講座とな
ります。TOEIC の解き方のコツや、リスニング対策・リーディング対応を行い、TOEIC
が初めての方でも TOEIC スコアアップの概要が分かる内容です。
講座は、講師が一方的に講義を行うのではなく、生徒参加型のクラスとなるので、意欲的
に TOEIC のスコアアップを図ることができます。講座後にはオンライン TOEIC IP テ
ストを受験し、自身の TOEIC スコアを測ることができます。（IP テストはパソコンで受
験頂きます）
。

５/25 火
５/28 金
６/１ 火
６/４ 金
６/８ 火
６/11 金
～

６/15 火 19:00
６/18 金 20:30
６/22 火
６/25 金
６/29 火
７/２ 金
７/６ 火
７/９ 金

・オリエンテーション
・Part 1 の解答法
リスニング問題対策
Part 1・Part 2
リーディング Part 5の解答法
リスニング Part 2対策
長文対策
Part 7 解答法
長文対策
Part 7 基礎練習
リスニング対策
Part 3 解答法、基礎練習
リスニング対策
Part 4 解答法、基礎練習1、2
文法対策
Part 5 動詞（時制）
長文対策
Part 7 応用演習
リスニング対策
Part 3 基礎練習3、4 応用演習
リスニング対策
Part 4 基礎練習3、応用演習
長文対策
Part 7 応用演習
文法対策
Part 5 動詞（不定詞・動名詞）
リーディング対策
Part 6 代名詞・言い換え

M334A

■使用テキスト
リンゲージオリジナルテキスト
※ご自宅宛てに送付いたします。

■無料ガイダンス
４/15（木）・27（火）
12:40～13:10

中級講座

※学生の方には、追って JASMI
NE-Navi でご連絡いたします。
一般の方でガイダンス視聴ご希
望の場合は、inform@LLCmail.
jwu.ac.jp までご連絡下さい。

リンゲージ日本人講師

TOEIC スコアを取得し、就活のアピールポイントに

講座は Zoom 使用のオンライン形式となります。
TOEIC の勉強をしたことはあるけど、英語には自信がない人・就活で有利になるスコ
アを取得したいという人ための TOEIC 中級講座。基礎を踏まえた TOEIC の解き方のコ
ツや、英語の音の特徴（弱音・脱落・連結）、速読スキル（スキャニング・スキミング）を
学び、スコアアップを目指します。
講座は、講師が一方的に講義を行うのではなく、生徒参加型のクラスとなるので、意欲的
に TOEIC のスコアアップを図ることができます。講座後にはオンライン TOEIC
IP テ
ストを受験し、自身の TOEIC スコアを測ることができます。（IP テストはパソコンで受
験頂きます）
。
火
金
火
金
火
金
火 19:00

～

５/25
５/28
６/１
６/４
６/８
６/11
６/15
６/18
６/22
６/25
６/29
７/２
７/６
７/９

IP テスト代込）

■備 考
・ 本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。
・受講希望者は４/28（ 水）
までにお申し込みください。

■インフォメーション
文京区在住・在勤の方は、文京区資格取得・キャリアアップ講座として割引で受講できます。
詳細は文京アカデミー（TEL:03-5803-1119）にお問い合わせください。

TOEIC

（TOEIC

■定 員 15名（申込順）
■最少催行人数 10名
■TOEIC TEST 概要
リスニングセクション
（25分）
Unit One 25問
Unit Two 20問
リーディングセクション（37分）
Unit One 25問
Unit Two 20問

※TOEIC IP Test は各自パソコンで受験して下さい。

講座番号

■受講料（テキスト代込）
一般会員：41,000円
本学学生：29,000円

金 20:30
火
金
火
金
火
金

・オリエンテーション
・Part 1 の解答法
Part 1 状態・位置関係
Part 2 解答法1.Y/N 疑問文
Part 5の解答法
Part 2 WH 疑問文
Pre-Reading Practice
Part 7 解答法、基礎練習1-3
Repeating training
Part 7 基礎練習4
Pre- Listening Practice
Part 3 解答法、基礎練習1、2
Part 7 基礎練習5
Part 4 解答法、基礎練習1、2
Repeating training
Part 5 動詞（時制）
Repeating training
Part 7 応用演習
Part 3 基礎練習3、4 応用演習
Part 7 解答法、基礎練習1
Pre- Listening Practice
Part 4 基礎練習3、応用演習
Repeating training
Part 7 基礎練習2,3応用演習
Part 5 動詞（不定詞・動名詞）
Part 6 解答法前後関係
Part 6 代名詞・言い換え
Part 5 語彙問題①形が似ている語彙

■受講料（テキスト代込）
一般会員：41,000円
本学学生：29,000円
（TOEIC

IP テスト代込）

■定 員 15名（申込順）
■最少催行人数 10名
■TOEIC TEST 概要
リスニングセクション
（25分）
Unit One 25問
Unit Two 20問
リーディングセクション（37分）
Unit One 25問
Unit Two 20問

■備 考
・ 本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。
・受講希望者は４/28（ 水）
までにお申し込みください。
■使用テキスト
TOEIC テスト新公式問題集
※ご自宅宛てに送付いたします。

■無料ガイダンス
４/15（木）・27（火）
12:40～13:10

※TOEIC IP Test は各自パソコンで受験して下さい。
■インフォメーション
文京区在住・在勤の方は、文京区資格取得・キャリアアップ講座として割引で受講できます。
詳細は文京アカデミー（TEL:03-5803-1119）にお問い合わせください。
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※学生の方には、追って JASMI
NE-Navi でご連絡いたします。
一般の方でガイダンス視聴ご希
望の場合は、inform@LLCmail.
jwu.ac.jp までご連絡下さい。

※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

M335A

TOEIC

上級講座

リンゲージ日本人講師

就活に活かす TOEIC スコアを取得し、
さらにスコアを伸ばす

講座は Zoom 使用のオンライン形式となります。
TOEIC の点数をさらに伸ばす為の、TOEIC に自信のある方向 TOEIC 上級講座。基
礎の応用や高得点を獲得するための文法などを習得し、スコアアップを図ります公式問題集
の各パートを実践的に学習することで習熟度を的確に把握しながら、後半のレッスンを行う
カリキュラム構成になっています。
講座は、講師が一方的に講義を行うのではなく、生徒参加型のクラスとなるので、意欲的
に TOEIC のスコアアップを図ることができます。講座後にはオンライン TOEIC
IP テ
ストを受験し、自身の TOEIC スコアを測ることができます。（IP テストはパソコンで受
験頂きます）
。
火
金
火
金
火
金
火 19:00

～

５/25
５/28
６/１
６/４
６/８
６/11
６/15
６/18
６/22
６/25
６/29
７/２
７/６
７/９

金 20:30
火
金
火
金
火

・オリエンテーション
Part 1 解答法、描写力養成練習
Part 2 ＜TEST 1＞解答法、疑問文の聞き取りとその応答
Part 5 ＜TEST 1＞解答法、文法問題と語彙問題の見極め
Part 7 ＜TEST 1＞ 1文書解答法、速読スキルの応用
Part 5 ＜TEST 1＞ 問題演習、文法事項の復習
音の連結について
Part 3 ＜TEST 1＞ 解答法、状況判断練習、設問先読み→内容予測
Vocab. Quiz
Part 7 ＜TEST 1＞ 2文書間の関連をつかむ
Part 6 ＜TEST 1＞ 解答法、文法事項の復習
Part 2 ＜TEST 1＞ 疑問文の聞き取りとその応答
Vocab. Quiz 5
Part 4 ＜TEST 1＞ 解答法、音による情報処理、設問先読み→内容予測
Part 1＜TEST 2＞描写力養成、音声のイメージ化
Part 5＜TEST 2＞文法事項の復習、語彙問題対応
スキミング、スキャニング、同義語について
Part 7 ＜TEST 2＞速読スキルの応用、アクティブリーディングの実施
Part 5,6＜TEST 2＞
文法事項の復習、語彙問題対応
Part 2 ＜TEST 2＞柔軟な応答力の強化、会話的表現の習得
Part 3 ＜TEST 2＞状況判断練習、解答リズム体得練習
Vocab. Quiz
Part 7 ＜TEST 2＞速読スキルの応用、アクティブリーディングの実施
Vocab. Quiz
Part 4 ＜TEST 2＞解答リズム体得練習、報告練習
Part 7 ＜TEST 2＞
複数文書問題演習

■受講料（テキスト代込）
一般会員：41,000円
本学学生：29,000円
（TOEIC

IP テスト代込）

■定 員 15名（申込順）
■最少催行人数 10名
■TOEIC TEST 概要
リスニングセクション
（25分）
Unit One 25問
Unit Two 20問
リーディングセクション（37分）
Unit One 25問
Unit Two 20問

■備 考
・ 本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。
・受講希望者は４/28（ 水）
までにお申し込みください。
■使用テキスト
TOEIC テスト新公式問題集
※ご自宅宛てに送付いたします。

■無料ガイダンス
４/15（木）・27（火）
12:40～13:10

金
※TOEIC IP Test は各自パソコンで受験して下さい。

■インフォメーション
文京区在住・在勤の方は、文京区資格取得・キャリアアップ講座として割引で受講できます。
詳細は文京アカデミー（TEL:03-5803-1119）にお問い合わせください。

※学生の方には、追って JASMI
NE-Navi でご連絡いたします。
一般の方でガイダンス視聴ご希
望の場合は、inform@LLCmail.
jwu.ac.jp までご連絡下さい。

＜国際交流課共催＞
講座番号

M336A

ブリティッシュ・カウンシル
専任英語講師

IELTS スコアアップ対策講座
留学に必要な IELTS6.0以上を目指す

IELTS（アイエルツ）は世界最大級の受験者数を誇る英語運用能力評価試験です。留学・ ■受講料
海外移住を実現させるため年間350万人の受験者が IELTS を受験しています。英語力を証明
一般会員：36,000円
するための試験として世界140ヶ国の10,000機関に採用されています。この講座では IELTS
本学学生：27,000円
試験の全体構成（スピーキング、ライティング、リーディング、リスニング）について学び、
■定
員
目標スコア達成に必要なスキルを習得します。講座はネイティブ講師により全て英語の対話
20名（申込順）
形式で行われ、自然にリスニングやスピーキングの力が付くよう構成されています。積極的
に英語で発言をし、毎回宿題をこなすことが重要となります。
■最少催行人数

５/18 火

スピーキングパート１：学問と仕事
・IELTS スピーキングテストの形式

５/25 火

ライティングタスク１：買い物
・ライティングテストとは？データの傾向を説明する
・ライティング課題１

６/１ 火

リスニング セクション１：クラブに参加する
・フォームとサマリー

～

６/８ 火

19:00
21:00

スピーキングパート２：旅行
・流暢さ、的確さのアセスメント基準

・話をつなぐ、途切らせないで話す
・学問・仕事について話す時に使う語彙
・イントロダクションと概要を書く
・傾向を表す語彙

・情報を聞き取って書く
・複合名詞

・ 本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

・話が途切れないようにする
・物語の時制

・受講希望者は４/27（ 火）
までにお申し込みください。

６/15 火

ライティングタスク２：国際関係 ・ブレインストーミングとプランニング
・意見を述べるエッセイ 2
・ポジティブ・ネガティブな結果を示す動詞
・ライティング課題 2

６/22 火

リーディング：科学的発見
・リーディングについて理解する
・フローチャートを完成させる、多項選択（４オプション）・動詞：科学的リサーチ

６/29 火

スピーキングパート３：教育
・スピーキングテストに慣れる

・話をつなぐ、途切らせないで話す
・学問・仕事について話す時に使う語彙２

■インフォメーション
文京区在住・在勤の方は、文京区資格取得・キャリアアップ講座として割引で受講できます。
区民割引枠の申込みに関するお問い合わせは文京アカデミー（TEL:03-5803-1119）にお願いします。
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11名
■備 考
推奨英語レベルは中級以
上（TOEIC 500点以上
が望ましい。

■使用テキスト
ブリティッシュ・カウンシルのオ
リジナル教材を使用します。（受
講料に含む）

ブリティッシュ・カウンシル
専任英語講師
英語を外国語として教える国際教
授資格を持つネイティブスピーカー

※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

M337A

秘書検定２級講座

早稲田ワーキングスクール
講師

就活で役立つビジネスマナーを身に付ける！

秘書検定とは、秘書を目指すためだけの資格ではなく、社会人としてのマナーの基本が身に付いてい
ることを証明する資格です。あらゆる職種に応用でき、就職活動に活用できる資格として安定した高い
人気があります。正しい敬語、ビジネスマナー、美しい立ち居振る舞いや仕事の心構えなどが含まれて
おり、就職してからも必ず役に立つ知識と技能が身に付きます。
本講座は６月13日（日）に実施される秘書検定２級合格に向けて，オンデマンド形式で行い，受講期
間中自由に自分のスケジュールで受講することができます。
出題ポイントを押さえた早稲田ワーキングスクールのオリジナルテキストに沿ったカリキュラムになっ
ており，テキストを見ながらＷｅｂ講座を視聴する学習スタイルです。
「いつでも」「どこでも」「何度でも」視聴できるのがＷｅｂ講座の最大のメリット！ＰＣやスマート
フォンなど，マルチデバイスで受講でき，隙間時間を利用して効率よく学習しましょう。
章ごとに理解度チェックテストを行い，授業の終盤では模擬試験も実施します。
また，就活に役立つマナー講座も収録。資格取得だけでなく，社会に出ても役に立つ実践的な内容に
なっています。

■受講料（テキスト代込）
一般会員：33,000円
本学学生：20,000円
■定 員
40名（申込順）
■備 考
・本講座はいつでも視聴可能なオ
ンデマンドコンテンツです。
・視聴期間は４/21（ 水）～６/20
（日）です。
・受講希望者は４/５（月）までに
お申し込みください。

■使用テキスト
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

オリエンテーション
第１章 必要とされる資質
第２章 職務知識
第３章 一般知識
第４章 マナー・接遇
第５章 技能
模擬試験２級
就活マナーのポイント

①秘書検定２級テキスト（早稲
田ワーキングスクール）
②秘書検定２級実問題集2021年
度版（早稲田教育出版）
※テキストはご自宅宛てに送付
いたします。

講座の進め方・教材の使い方
仕事での気配り・心構え・対応の仕方など
仕事の職務範囲とは
ビジネス用語について
言葉遣い・話し方・電話・来客応対など

■無料ガイダンス
説明動画を３/22（ 月）よ
り配信予定です。学生の
方には、追って JASMINENaviでご連絡いたします。
一般の方でガイダンス視
聴ご希望の場合は、
inform@LLCmail.jwu.
ac.jp までご連絡下さい。

会議知識・文書作成・スケジュール管理など
本試験に即した内容で総仕上げ
立ち居振る舞い・感じのよいあいさつ

■インフォメーション
文京区在住・在勤の方は、文京区資格取得・キャリアアップ講座として割引で受講でき
ます。詳細は文京アカデミー（TEL:03-5803-1119）にお問い合わせください。
講座番号

M338A

日商簿記検定３級合格対策講座
（11月試験合格目標）

簿記とは、会社が行う様々な経済活動（取引等）を、一定のルールに従い帳簿に記録するとともに、
この帳簿に基づいて報告書をまとめ、利害関係者（会社と関わる全ての人々）に報告するまでの一連の
手続を示します。簿記は合理的な経済活動（会社の儲けや資金（現金など）の調達方法とその使い道を
明らかにすること）を営むために日々の取引を記録します。
そのため、簿記を学習するとビジネスパーソンの必須の知識である企業のお金の流れを把握すること
ができる知識を身につけることができます。
さらに2019年６月から日商簿記３級は、現在のビジネスシーンに合わせた内容の試験に改定され、こ
れまで日商簿記２級で出題されていた内容が一部日商簿記３級でも出題されるようになりました。その
ため、これまで以上に日商簿記３級の取得価値は高まると言えます。

回数

学習内容
簿記の基礎
日常の手続き

ミニテスト 回数

第１回

テーマ01
テーマ02

第２回

テーマ03 商品売買Ⅰ
テーマ04 商品売買Ⅱ

第１回 第９回

第３回

テーマ04 商品売買Ⅱ
テーマ05 現金・預金

第２回

第４回

テーマ06
テーマ07
テーマ08
テーマ09
テーマ10

小口現金
クレジット売掛金
手形取引
電子記録債権・債務
さまざまな帳簿の関係

テーマ11

その他の取引Ⅰ

第５回 テーマ12 その他の取引Ⅱ
テーマ13

その他の取引Ⅲ

－

第３回

ミニテスト

第８回

決算整理Ⅲ（売上原価）
決算整理Ⅳ（貸倒れ）

テーマ21
テーマ22

決算整理Ⅴ（減価償却）
第８回
決算整理Ⅵ（経過勘定項目）

テーマ23

決算整理後残高試算表

第10回 テーマ24 精算表

第11回

テーマ25

帳簿の締め切り（英米式決算）

テーマ26
テーマ27
テーマ28
テーマ29

損益計算書と貸借対照表
株式の発行
剰余金の配当と処分
税金

第12回 テーマ30 証ひょうと伝票

第４回

第13回
第14回
第６回
第５回
第15回
第16回
テーマ16 決算
第７回 テーマ17 決算整理Ⅰ（現金過不足） 第６回 第17回
テーマ18 決算整理Ⅱ（貯蔵品当座借越）
第18回
テーマ13 その他の取引Ⅲ
テーマ14 訂正仕訳
テーマ15 試算表

学習内容
テーマ19
テーマ20

第７回

第９回

第９回
第10回

以下直前期演習
総まとめ講義演習 1
総まとめ講義演習 2
プレ答練
的中答練 1
的中答練 2
的中答練 3

■インフォメーション
文京区在住・在勤の方は、文京区資格取得・キャリアアップ講座として割引で受講できます。
区民 割引枠の申込みに関するお問い合わせは文京アカデミー（TEL:03-5803-1119）にお願いします。
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ＴＡＣ簿記講座
専任講師

■受講料（テキスト代込）
一般会員：27,000円
本学学生：22,000円
■定 員
40名（申込順）
■備 考
・本講座はいつでも視 聴可能なオ
ンデマンドコンテンツです。リア
ルタイム講義ではございません。
・視聴期間は2021年８月１日（日）
～2021年11月30日
（
火 ）
です。
・受講希望者は６/30（ 水）までに
お申し込みください。
・本試験の申し込みはご自身で行っ
てください。詳しくは、日本商工
会議所（https://www.kentei.
ne.jp/bookkeeping）
でご確認く
ださい。

■使用テキスト
①日商簿記３級合格テキスト
Ver.12.0
②日商簿記３級合格トレーニ
ング Ver.12.0
③ミニテスト冊子
④総まとめ講義演習レジュメ
⑤３級プレ答練
⑥３級的中答練（３回分）
※ご自宅宛てに送付いたします。

■無料ガイダンス
４/19（月）・４/28（水）
12:40～13:10

〈メディアセンター共催〉
講座番号

M339A

MOS 試験対策講座（Word・Excel・PowerPoint）教育企画センター講師
初心者でも安心！人気資格を短期間で取得できる

MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）は Word、Excel
や PowerPoint などのパソコンソフトの利用スキルを証明する世界
共通の国際資格です。日本国内の累計受験者は440万人を超え、パソ
コン資格の中で最も認知度が高く人気があります。特に Word、Excel
や PowerPoint は、社会人になると毎日のように使用するため、出
来て当たり前のスキルとみなされます。しかし、最近はスマートフォ
ンの普及により、学生のパソコンスキルの低下がみられ、企業側も
深刻に受け止めています。
MOS を取得すると、就職や転職時にスキルを客観的に証明するこ
とができ、また対策学習によってパソコンを使いこなす実務力が身
につきます。
ストリーミング配信による Web 講座ですので、いつでもどこでも
効率よく学習することができます。

■Word/Excel/PowerPoint

Specialist（一般）クラス

●ストリーミング配信による講義映像を視聴しながら各自 PC 操作
●演習問題や模擬試験を各自で実施
※各科目の平均学習時間は約20時間です。
※基本操作から学びますので初心者でも安心して受講できます。

●自分のタイミングで受験（会場：オデッセイテスティングセンター有楽町店、他）
※試験結果は、試験終了直後にわかります。

■受講料（テキスト代込）
Word】
（M339A）
本学学生：31,000円
Excel】（M339A-1）
本学学生：31,000円
PowerPoint】（M339A-2）
本学学生：31,000円
■定 員
各50名（申込順）
■備 考
・本講座はいつでも視聴可
能なオンデマンドコンテ
ンツです。
・視聴期間は2021/８/23（月）
～９/30（木）です。
・ 受 講希 望 者は 2021/ ７/
23
（金）までにお申し込み
ください。
・MOS 受験料は受講料に
含まれます。
・試験は、オデッセイテス
ティングセンター有楽町
店他での団体受験になり
ます。
■使用テキスト
よくわかるマスター MOS
365 ＆ 2019 対 策テキスト
＆問題集（FOM 出版）
※ご自宅宛てに送付いた
します。
■無料ガイダンス
説明動画を７/１（木）よ
り配信予定です。追って
JASMINE-Navi に て ご
連絡いたします。

【MOS

Word365＆2019試験対策

学習内容
学習の進め方
Word の基本操作
出題範囲1
文書の管理
出題範囲2
文字、段落、セクション
の挿入と書式設定
出題範囲3
表やリストの管理
出題範囲4
参考資料の作成と管理
出題範囲5
グラフィック要素の挿入
と書式設定
出題範囲6
文書の共同作業の管理
総合演習（模擬試験）
トータル学習時間

目安時間

映像視聴と
確認問題の
演習
約15時間

【MOS

Excel365＆2019試験対策】

学習内容

目安時間

学習の進め方
Excel の基本操作
出題範囲1
ワークシートやブックの作成と
映像視聴と
管理
確認問題の
出題範囲2
演習
セルやセル範囲のデータの管理
出題範囲3
約15時間
テーブルとテーブルデータの管理
出題範囲4
数式や関数を使用した演算の実行
出題範囲5
グラフの管理
各自で演習
総合演習（模擬試験）
約５時間
トータル学習時間
約20時間

各自で演習
約５時間
約20時間
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【MOS PowerPoint365＆2019試験対策】

学習内容

目安時間

学習の進め方
PowerPoint の基本操作
出題範囲1
プレゼンテーションの管理
出題範囲2
映像視聴と
スライドの管理
確認問題の
出題範囲3
演習
テキスト、図形、画像の挿入と書式
設定
約15時間
出題範囲4
表、グラフ、SmartArt、3D モデル、
メディアの挿入
出題範囲5
画面切り替えやアニメーションの適用
各自で演習
総合演習（模擬試験）
約５時間
トータル学習時間
約20時間

※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

M340A

公務員講座

TAC 公務員講座
専任講師

2022年合格目標

■受講料（テキスト代込）
【総合コース】（M340A）
本学学生 180,000円
（M340A-1）
【教養コース】
本学学生 80,000円
【技術コース】
（M340A-2）
本学学生 70,000円
■最少催行人数
各10名
【目指せる試験種】
総合コース 地方上級（県・政令市）、市役所上級、東京都Ⅰ類Ｂ、特別区Ⅰ類、国家一般職、 ■備 考
裁判所一般職※経済原論選択の場合、参議院事務局総合職、国立大学法人等
・本講座はいつでも視聴可
教養コース 市役所上級、国立大学法人等
能なオンデマンドコンテ
※福祉職、心理職などを目指す方は教養コースを受講してください。
ンツです。
技術コース 地方上級（県・政令市）、市役所上級、東京都Ⅰ類Ｂ、特別区Ⅰ類、国家一般 ・本講座で実施するオンラ
職、労働基準監督官Ｂ、国立大学法人等
イン（Zoom）は、レコー
ディングを行いません。
【ＷＥＢ講義回数】
・ 視 聴期 間 は2021/６ /４
講義回数
総合コース
教養コース
技術コース
（ 金 ）～ 2022/10/25（ 火 ）
オリエンテーション
1
〇
〇
〇
です。
基本講義
数的処理
16
〇
〇
〇
・受講希望者は、2021/５/
文章理解
3
〇
〇
〇
７（金）
までにお申し込み
憲法
9
〇
ください。
民法
14
〇
公務員試験の1次試験対策から面接試験の対策まで行う講座です。行政職から技
術職までの試験に対応することができます。講義は資格の学校ＴＡＣの教室講義を
収録したＷＥＢ（オンデマンド）講義を視聴しながら学習しますが、計算要素の強
い科目（数的処理、ミクロ経済学、工学の基礎など）は、Zoom（オンライン）で
実施する講義の中で疑問や質問箇所を解消することができます。
また、ホームルームも定期的に開催しますので、学習方法に迷ったときは、ホー
ムルームでも疑問を解消することができます。

行政法
ミクロ経済学
マクロ経済学
財政学
政治学
基本演習
数的処理
文章理解
憲法
民法
行政法
基本演習
ミクロ経済学
マクロ経済学
財政学
政治学
工学の基礎対策
数学
物理
数学演習
物理演習
一般知識講義
自然科学
人文科学
社会科学
一般知識演習
自然科学
人文科学
社会科学
選択科目
行政学
社会学
経営学
実力確認テスト
数的処理
教養
専門
専門
（技）
論文・専門記述対策 論文
論文
（技）
専門記述
時事対策
公開模試
面接対策
面接対策
官庁訪問
実践
合計

※
※
※
※

10
12
11
6
7
3
1
2
2
2
2
2
1
1
6
6
2
2
15
17
17
1
1
3
6
5
5
2
1
1
1
4
1
3
5
5
1
1
1

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
199

〇
〇
〇
〇
97

コースに含まれる科目は、
「○」印がついている科目となります。
合計には公開模試も含まれております。
面接対策（実践）は模擬面接になります。
面接対策（実践）は事前予約制で複数回実施します。
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〇
〇
〇
〇
〇
116

■使用教材
・オリエンテーションブッ
ク
・Ｖテキスト（左記科目
毎）※
・Ｖ問題集（左記科目毎）
※
・講義ノート(左記科目毎）
※
・基本演習
・工学の基礎演習
・一般知識演習
・実力確 認テスト
・テキスト（論文、専門
記述、工学の基礎）
※一部、テキストの科目有。
■無料ガイダンス
４/14（水）・４/23（金）
12：40～13：10

＜家政経済学科共催＞消費生活相談員資格（国家資格）も同時取得できる

講座番号

M341A

消費生活アドバイザー有資格者

消費生活アドバイザー試験対策講座2021 大矢野 由美子

消費生活アドバイザーとは、消費者と企業、行政のパイプ役として、消費者の意
向を行政の政策や企業経営に反映させるとともに、消費者に適切なアドバイスがで
きる能力を持った人材に与えられる資格で、国家資格である「消費生活相談員」も
同時取得できる資格です。消費者志向経営に取り組む企業の顧客対応部門、商品開
発・マーケティングなどに所属する方々が多く取得しており、活躍の場はますます
広がっています。日本女子大学でも本講座から毎年、合格者を多出しています。
（直近2019年度は９名の合格者を出しました）
本年度はオンデマンド講座となります。リモート環境を最大限に活かして、イン
タラクティブなやり取りが期待できます。また科目ごとにポイントを絞った講義や
ミニ確認テストなどで知識の定着を図ります。９月には本番（10月の１次試験）に
向けた直前模試を実施するなど、受講生、講師陣一体となって、１次試験合格を目
指しましょう！
5/13
5/14
5/21
5/28
6/ 4
6/11
6/18
6/25
7/ 2
7/ 9
7/16
7/23
7/30
8/ 6
8/13
8/20
8/27

木
金
金
金
金
金
金
金
金
金
金
金
金
金
金
金
金

オリエンテーション（受講に関する説明）
経済知識（基礎①）
経済知識（基礎②）
経済統計
生活経済・金融知識
企業経営
オンデマンド 地球環境問題・エネルギー需給
講義
消費者問題
（講義時間 行政知識
150分）
法律知識１
法律知識２
法律知識３／表示
生活知識１ 衣生活
生活知識２ 食生活
生活知識３ 住生活
生活知識４ サービスの品質と安全性、情報、余暇
社会保険と福祉・医療
10：30～11：10 消費者問題系
11：20～12：00 経済系（1）
直前模試
9/11 土
（構内受験） 13：00～13：40 経済系（2）
13：40～14：20 生活知識
9/11 土 15:00～ 回答・解説 消費者問題系【消費者問題、行政、法律、表示】
9/11 土 15:00～ オンデマンド 経済系（1）【経済一般、経済統計、企業経営】
講義
経済系（2）【生活経済・金融知識、環境問題、
9/11 土 15:00～ （講義時間
社会保険と福祉・医療】
120分）
生活知識【衣・食・住生活、商品・サービス、情報、余暇】
9/11 土 15:00～

ほか 5 名

■受講料
本学学生：48,000円
本学職員：55,000円
本学学生
（再受講）：24,000円
※備考参照。
■定 員
20名
■最少催行人数
14名
■備 考
本学学生再受講（在学生
に限る）については、生
涯学習センター窓口の申
込受付となります。
・本講座はオンデマンド講
座です。
受講希望者は４/28（水）
までにお申込みください。
■使用テキスト
【購入】
①「消費生活アドバイザー受験合
格対策2021年版」
丸善出版
予定価格6,500円（税別）
※①のテキスト（2021年版）は５
月中旬に発行予定です。受講料
振込みの際、合わせてテキスト
代 （6,500円＋税）もお振込み
ください。振込み確認次第 JA
SMINE-Navi で ご連絡 しま す
ので、生涯学習センターへ取り
にお越しください。
②「くらしの豆知識2021」国民生
活センター出版 523円（税込）
※②の入手方法は、 5/13の初回
オリエンテーションで説明しま
す。

■無料ガイダンス

■消費生活アドバイザー・消費生活相談員資格の受験概要
（オンライン）
受験資格：年齢、性別、学歴を問いません
４/16（金）・４/26（月）
試験日 試験形式
12：40～13：10
第 1 次試験（択一問題） 10月初旬
第 2 次試験（論文、面接） 11月下旬
試験科目
消費者問題、消費者のための行政・法律知識、
消費者のための経済知識（経済、統計、企業経営、生活経済、金融知識、環境エネルギー）
生活基礎知識（医療、保険、余暇、衣食住、商品・サービス、広告と表示、暮らしと情報）
合格率：32.3％（2019年度）
資格問合せ先 （一財）日本産業協会 TEL 03-3256-7731 http://www.nissankyo.or.jp/
■インフォメーション
・今回の講義（オンデマンド配信）は、一単元150分授業ですが、数回のタームで構成されていますので、自分の都合に
合わせて閲覧・受講ができます。
・開講前日（５月13日（木））に、オンデマンド講義の受け方・注意点など、講座のオリエンテーション動画を配信しま
す。必ず視聴してください。
・９月11日（土）の直前模試のみ、大学内で対面受験を行います。問題の正答・解説は模試受験後にオンデマンド配信
します。
・講座期間中、Office365のシステムを使って、講師とインタラクティブなやり取りや、質問等の応対ができます。
・今年度は本学構内立ち入り禁止のため、文京アカデミーの「文京区資格取得・キャリアアップ講座」は利用できません。
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※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

M342A

＜被服学科共催＞

尾上 正行 尾上技術士事務所代表
有瀧 宗重 有瀧技術士事務所所長
樋之口孝子‘和衣 Ifun’事務所代表

繊維製品品質管理士（TES）受験対策講座（直前対策）

ＴＥＳ（繊維製品品質管理士）はファッションを科学で支えるスペシャリストで
あり、アパレルや素材メーカーなど繊維業界や関連業界の重要資格として高く評価
されています。本対策講座は、来る７月11日の資格試験受験者が、難関な ｢事例｣
や「論文」の問題をクリアにするためのものです。論文作成のポイントを丁寧に解
説するだけでなく、例題を使っての添削指導も行います。なお、事前に『繊維製品
の品質問題究明ガイド－消費者苦情の原因究明・再発防止策－』（使用テキスト参
照）を読んで講座に臨んでください。
５/22 土

9:30～12:00

５/29 土

（6/26の終了
時間は予定）
６/12 土
６/26 土

第１回：担当・尾上
苦情事例：Ⅰ-1.損傷、外観・形態変化、風合い・光沢変化、安全・衛生
（１）品質苦情の発生原因 （２）品質苦情を処理する手順
（３）品質苦情の事例、再発防止策
第２回：担当・有瀧
苦情事例：Ⅱ.色の変化、加工の機能性低下
（１）品質苦情の発生原因 （２）品質苦情を処理する手順
（３）品質苦情の事例、再発防止策
第３回：担当・樋之口
１．苦情事例：Ⅲ.表示の不適正
（１）品質苦情の発生原因 （２）品質苦情を処理する手順
（３）品質苦情の事例、再発防止策
２．論文作成のポイント

■受講料
一般会員：21,000円
本学学生： 8,000円
本学学生（再受講）：4,000円
※備考参照。
■定 員
30名（申込順）
■最少催行人数
15名
■備 考

第４回：担当・尾上、有瀧、樋之口 例題を使っての添削指導

■使用テキスト
『繊維製品の品質問題究明ガイド－消費者苦情の原因究明・再発防止策－』4,180円（税込）
※開講日までに、必ず各自でご購入ください。
一般社団法人 日本衣料管理協会
申し込み先：Ｅ-mail jasta@mtb.biglobe.ne.jp
※P36の受講のご案内と注意事項 ８．テキスト、資料・教材についてをご覧ください。

TES 試験の出願 （５月１日
～20日） の受付は各自でお
願いいたします。 申込・問
合先 （一社） 日本衣料管理
協会
TEL03-3437-6416
http://www.tes-shikaku.jp
（TES の HP）
http://www.jasta1.or.jp
（協会の HP）
※本学学生の申し込みは生
協でお願いします。
※本学学生（再）：本学学生
再受講 （在学生に限る）
については、 生涯学習セ
ンター窓口のみでの申込
受付となります。
本 講座 は Zoom によるオン
ライン講座です。

■無料ガイダンス

受講希望者は５/14（金）ま
でにお申し込みください。

４/22（木） 12:40～13:10
ガイダンス参加者には無料にて出願願書をお配りいたします。

■その他
［試験概要］
【ＴＥＳになるためには：ＴＥＳ試験について】
ＴＥＳになるには、日本衣料管理協会の行う認定試験に合格しなければなりません。試験は、短答式と記述式の２つに
分かれ、短答式では繊維製品の品質管理の業務に必要とされる基礎知識を、記述式ではその応用能力をためします。科目
数は短答式が３科目、記述式が２科目で計５科目です。各科目の出題の範囲の概要は次のとおりです。
＜試験科目について＞
短答式試験［基礎知識を問う］
・繊維に関する一般知識
(1)繊維の種類と性質 (2)糸、布地等の種類・製造・性質

(3)染色・加工

・家庭用繊維製品の製造と品質に関する知識
(1)衣料品等の企画・設計、製造 (2)衣料品等の要求項目と消費性能および試験法
(3)品質管理と品質保証
・家庭用繊維製品の流通消費と消費者問題に関する知識
(1)消費者行動とその調査方法 (2)消費者問題と消費者政策
(4)衣料品等の消費と消費者苦情、環境問題

(3)経済の変化と衣料の流通・消費

記述式試験［応用能力を問う］
・事 例
事例の試験では、繊維製品の品質・性能に関する消費者苦情の発生を未然に防止するための製品企画および品質管理に関
する応用能力の有無を問います。
評価は、苦情発生原因の究明、再発防止策など問題解決の的確性に主眼をおきます。
・論 文
論文の試験は、繊維製品の品質管理業務に携わるために必要な識見および応用能力の有無を問います。
評価は、繊維製品の品質管理業務に関連する知識とその応用能力および論旨の一貫性、表現の的確性などに主眼をおきます。
2020年度ＴＥＳ認定者（＝５科目合格者）３６２人（前年度５２４人）
出願者数に対する認定の割合 ３６２／１,８２９＝１９.８％（前年度 ２３.４％）
※日本女子大学からは10名が合格（大学別合格者数第１位）
＜
（一社）日本衣料管理協会 HP より抜粋＞
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※受講料には消費税が含まれています。

●主催／公益財団法人文京アカデミー
●講座企画・運営／日本女子大学生涯学習センター

文京アカデミア講座

文京区在住、在勤、在学の方、日本女子大学生涯学習センター会員
（15歳以上、中学生を除く）

対象者
会場

オンライン講座（Zoom にて開催）

お申し込み期間

３月26日
（金）
をもちまして、１次募集は終了しています。
定員に余裕がある場合は、２次募集を行います。（先着順）

お申し込み
お問い合わせ先

アカデミー文京 学習推進係 03-5803-1119（平日９時～17時）

申込方法

２次募集については文京アカデミー HP をご確認ください。
https://www.b-academy.jp/

注意：こちらの２講座は、アカデミー文京へお申し込みください。
２次募集についての受講の可否は、メールにてお知らせします。

講座名

ストレスとセルフケアの心理学

川﨑 直樹
本学人間社会学部准教授

日々の生活で感じる「ストレス」について、心理学の視点から理解を深め、自分
を支えるためのコツを探ります。主に認知行動療法というアプローチで、自己理解
や自己支援（セルフケア）のためのエクササイズに取り組みます。
６/16 水

ストレスとは何か：こころとからだの厄介な仕組み

～

13:20 こころのセルフケア①：ネガティブな「考え方」について考える
６/23 水
エクササイズ
14:50
こころのセルフケア②：こころ模様を「そのまま」眺めるエクサ
６/30 水
サイズ

■受講料
1,700円
■定 員
30名
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

Profile
川﨑 直樹 かわさき なおき
日本女子大学人間社会学部心理学科准教授。
筑波大学大学院博士課程人間総合科学研究科修了。公認心理師・臨床心理士。博
士（心理学）。専門は臨床心理学で、テーマは自己感情やストレス・マネジメン
トなど。著書は『自己愛の心理学』（金子書房；共編著）、『スタンダード臨床心
理学』
（サイエンス社；分担執筆）
、
『健康心理学・入門』
（有斐閣；分担執筆）など。

講座名

文楽の魅力と鑑賞のヒント

東 晴美
本学学術研究員

人形浄瑠璃文楽で上演頻度の高い３作品を取り上げて解説します。知っている演
目でも、江戸文化の知識をもてば、新たな発見があります。文楽は難しそうと思っ
ている方に、江戸時代の観客の気分で劇場へ足を運んでいただきたいと思います。
５/10 月

５/24 月

～

５/17 月

江戸時代の三面記事から『曽根崎心中』

13:20
サムライの生きざまをつらぬく『仮名手本忠臣蔵』

14:50

■受講料
1,700円
■定 員
30名
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

能や歌舞伎と同じ素材・物語を見比べよう『源平布引滝』

Profile
東 晴美 ひがし はるみ
日本女子大学学術研究員。同大、昭和女子大学、群馬県立女子大学非常勤講師。国際
日本文化研究センターで博士号。専攻は、演劇学、比較文化。浄瑠璃本の翻刻など実
証的な研究の他、オペラとの比較研究や、講演を通して文楽の普及につとめている。
義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成『信州姨捨山』他（玉川大学出版部）
、共編著『キーワー
ドで読むオペラ／音楽劇研究ハンドブック』
（アルテスパブリッシング）。
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※受講料には消費税が含まれています。

【（一社）日本女子大学教育文化振興桜楓会 連携講座】
講座番号

M323A

生涯学び続けましょう！

元アメリカン・エキスプレス
インターナショナル Inc.
広報担当副社長

キャリアを柔軟に考える
附属豊明小学校から大学卒業まで日本女子大で教育を受けました。在学中は理数
系が好きで大学も住居学科に進みましたが、卒業後は一貫してグローバル企業でコ
ミュニケーションを職業として来ました。世界はどんどん小さくなっています。今
年で定年を迎えますが世界には未だ未だ面白そうで学びたい事が一杯。人生100年
時代にあって、これからはより柔軟にキャリアを考え、生涯学び続けましょう！

■受講料
無料
■定 員
200名（申込順）
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

13:20 生涯学び続けましょう！
14:50 キャリアを柔軟に考える
～

７/８ 木

エディ 操

Profile
エディ 操 えでぃ みさお
1978年日本女子大学家政学部住居学科卒業。電通バーソン・マーステラにてコン
シューマー・マーケティング部部長として日本や海外における他業種企業の広報・
コミュニケーション戦略を統括。1991年より英国の航空会社ブリティッシュ・エ
アウェイズにて、広報部部長、マーケティング部部長、旅客販売部部長、リージョ
ナル・マーケティング部部長を歴任。ブランド管理、広告、プロモーション、マ
イレージ部門の管理から、コールセンター管理・運営、法人営業などを日本と韓
国において担当。2007年アメリカン・エキスプレス入社。幅広いメディアや組織
に積極的にアプローチする事で、アメリカン・エキスプレスのブランド露出を大
幅に強化。同社の主要な社会貢献活動として、全国で1000名以上の卒業生を持つ
アメリカン・エキスプレスリーダーシップ/サービスアカデミーを開催し、NPO/
NGO 及び社会企業家の次世代リーダー育成に貢献。既婚、息子二人、孫一人。

〈桜楓会正会員価格のご案内〉
より多くの卒業生のみなさまにご受講いただけるよう「桜楓会正会員価格」を設定していま
す。当該年度の桜楓会会費をお支払いの方が対象となります。
生涯学習センターではオンライン講座を開講しています。この機会に、本学での学びを再開
していただければと考えています。一般会員価格の半額にて受講が可能です。対象講座は各ペー
ジをご覧ください。
お申し込みは、受講申込書⑪の桜楓会正会員欄に「卒業学科」と「回生」をご記入ください。
HP でのお申し込みの際には、通信欄に「卒業学科」と「回生」とご記入ください。
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西生田キャンパス 会員登録、講座申込方法
Ｐ29～39の講座は下記の方法でお申し込みください。

ホームページから

https://llc.jwu.ac.jp/nishiikuta.html
郵

送

受講申込書から
ＦＡＸ

払込取扱票の郵送

受講料の納付

〒214 8565
川崎市多摩区西生田1－1－1 日本女子大学生涯学習センター 行
044－952－6962

生涯学習センターから払込取扱票を郵送します。

郵便局で払込みください。
※払込手数料は自己負担となります。到着後、速やかに払込みをお願いします。

〈対面講座、ライブ・ビューイングの場合〉
受講料払込確認後、生涯学習センターから受講証を郵送します。

受講証の発送

※受講の際は必ずお持ちください。

〈駐車場をご利用の方〉
駐車許可証を郵送します。

メールによる
受講のご案内

講座の開講

講座番号

N301A

〈オンライン講座の場合〉
受講料払込確認後、生涯学習センターからメールでご案内します。
〈対面講座、ライブ・ビューイングの場合〉
対面受講の注意事項にご協力の上、お越しください。
〈オンライン講座の場合〉
（Zoom を利用）
。
パソコン、タブレット、スマートフォン等を使用し講座にご参加ください

【川崎市教育委員会連携事業】

西生田キャンパスのタヌキから学ぶ

山本 昂宏
本学附属中学校理科教諭

様々な野生動物を紹介し、生態系について学ぶ

西生田キャンパスには多くの野生動物が暮らしています。本講座では、定点カメラ ■受講料
を用いて撮影したタヌキ・アライグマ・ハクビシンなどの動物を紹介します。特にタ
一般会員：
2,200円
ヌキに焦点を当てながら、楽しく生態系や外来生物について考えていきます。子供
学生：
550円
から大人まで楽しめる内容で、自然を見つめなおすきっかけになればと思います。
（社会人学生を除く。一般の小
中学生も学生料金で受講でき

～

13:30 定点カメラで撮影したタヌキ・アライグマ・ハクビシンな
８/20 金
15:00 どを紹介し、生態系や外来生物などの問題について考える。

タヌキ

アライグマ

Profile

ます。 備考欄に学年をご記入
ください。
）

桜楓会正会員：1,100円
■定 員
50名（申込順）
■使用テキスト
講師作成資料
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

山本 昂宏 やまもと たかひろ
日本女子大学附属中学校理科教諭。
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※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

N302A

【川崎市教育委員会連携事業】

伊藤 里麻子

名画が語る音楽

美術史家

19世紀後半の美術と音楽を、ガブリエル・フォーレ（作曲家）の音楽、サージェ
ント、ホイッスラーほかの絵画とともに見ていきます。
新しい芸術（アール・ヌーヴォー）の時代です。
名画（美術）が語る音楽の物語をひもといて、その音楽に耳を傾けましょう。
音楽や美術の予備知識がなくても楽しめる講座です。
４/26 月
５/10 月
７/12 月

～

６/14 月

13:30
15:00

７/26 月

ショパン、ジョルジュ・サンド、ドラクロワ その後

N302A-1

フォーレ サロンの音楽家にして教会オルガニスト

N302A-2

画家サージェント 旅と友情

N302A-3

パリ、ロンドン

アール・ヌーヴォーとエキゾティズム N302A-4

フォーレのレクイエム

世紀末のキリスト教芸術

N302A-5

サージェント画＜ガブリエル・フォーレ＞
1889年頃 パリ音楽博物館蔵

■受講料
一般会員：
12,500円
本学学生：
2,750円
桜楓会正会員：12,500円
１講座ごとのお申込みも
可能です。ご希望の講座番
号でお申し込みください。
一般会員： 2,500円／１講座
本学学生： 550円／１講座
桜楓会正会員：2,500円／１講座

■定 員
20名（申込順）
■使用テキスト
講師作成資料
■備 考
対面講座ですが、Zoom
によるオンラインでも受
講できます。
お申込み時にお選びくだ
さい。

Profile
伊藤 里麻子
美術史家。西洋美術史。「図説ベルギー」（河出書房新社）翻訳担当。町田市立国
際版画美術館「デイヴィッド・ホックニー版画展講演「ホックニーとオペラ」、
同美術館「鬼才の画人 谷中安規展」ダンス・イベント監修、佐賀町アーカイブ
「高畑早苗 妄想の中世展」トーク他。
いとう りまこ

講座番号

N303A

【川崎市教育委員会連携事業】

小原

オペラを楽しむ

伸一

宇都宮大学共同教育学部教授

～

1600年頃に今日のオペラが誕生し、約400年の間に多くの作品が作曲されました。 ■受講料
一般会員：
12,500円
主要なオペラ作曲家だけでもイタリアのモンテヴェルディから日本の團伊玖磨まで、
本学学生：
2,750円
9ヶ国50名以上に及んでいます。有名な作品から隠れた名作まで、時代を追いなが
桜楓会正会員：12,500円
ら作品の紹介を進めます。作曲家や作品の解説・鑑賞、演奏なども含め、みなさん
■定 員
がオペラに親しみを感じ楽しめるようになれたらと思っています。
20名（申込順）
作品はロッシーニ作曲 歌劇≪チェネレントラ≫です。
■使用テキスト
講師作成レジュメ
■備 考
対面講座ですが、Zoom
ロッシーニ作曲 歌劇≪チェネレントラ≫①
５/13 木
によるオンラインでも受
ロッシーニ作曲 歌劇≪チェネレントラ≫②
５/27 木
講できます。
10:10
ロッシーニ作曲 歌劇≪チェネレントラ≫③
お申込み時にお選びくだ
６/24 木
11:40
さい。
ロッシーニ作曲 歌劇≪チェネレントラ≫④
７/８ 木
８/５ 木

ロッシーニ作曲

歌劇≪チェネレントラ≫⑤

Profile
小原 伸一 こはら しんいち
東京藝術大学声楽科卒業、同大学院修了。畑中良輔、中村健、小野光子各氏に師
事。日本オペラ協会、藤原歌劇団、文化庁主催各オペラ公演他、新国立劇場開場
記念公演「健・TAKERU」等に出演。日本・ロシア音楽家協会運営委員。宇都
宮大学共同教育学部教授。専門は声楽、音楽教育学。
2019年度後期講座の様子
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※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

N304A

【川崎市教育委員会連携事業】

佐藤 育子

学び直しの世界史 パート1

本学文学部・人間社会学部
非常勤講師

たて軸 とよ こ 軸で見 る世界 史

歴史を新たな視点から見直す講座です。時間の流れ（たて軸）に空間的広がり
（よこ軸）を加えて、よりグローバルな視点から世界史を勉強します。
「世界の中の
日本」という観点から、同時代の日本の歴史にも目を配りたいと思います。今期は
13世紀の世界の出来事に焦点を当てます。13世紀は「モンゴルの平和」と言われた
時代ですが、イスラーム世界との絶えざる葛藤と交流は、十字軍に何をもたらした
のか、そしてユーラシア大陸を駆け抜けたモンゴル勢力がもたらしたものは何か、
日本との関係も含め、同時代の東西の様子を大きく俯瞰します。毎回、パワーポイ
ントや映像資料を交えて、わかりやすくお話をしたいと思います。歴史の「今」を
理解するために、是非ご一緒に学んでまいりましょう。

十字軍とその時代３－第４回十字軍とその背景

５/20 木 10:40

十字軍とその時代４－若き帝王フリードリッヒ２世の栄光
と苦悩

～

５/６ 木

■受講料
一般会員：
10,000円
本学学生：
2,200円
桜楓会正会員：10,000円
■定 員
20名（申込順）
■使用テキスト
講師作成レジュメ
■備 考
対面講座ですが、Zoom
によるオンラインでも受
講できます。
お申込み時にお選びくだ
さい。

12:10
６/３ 木
草原の大帝国－ユーラシアを駆け抜けたモンゴル軍の登場
６/17 木

フビライの大元帝国と日本－執権北条時宗の時代

フリードリッヒ２世が眠る
パレルモの大聖堂

講座番号

N305A

【川崎市教育委員会連携事業】

佐藤 育子

学び直しの世界史 パート2

本学文学部・人間社会学部
非常勤講師

世界遺 産か ら 見る遺 跡・遺 物 とそ の歴史

歴史を新たな視点から見直す講座としてスタートした「学びなおしの世界史」パー
ト１の姉妹編ともいえる講座です。パート１では時間の流れ（たて軸）に空間的広
がり（よこ軸）を加えて、グローバルな視点から同時代の東西の歴史を勉強します
が、パート２では、その歴史の舞台となった場所（遺跡）やモニュメントに焦点を
当てて、さらに内容を深めて勉強します。
今期は、地中海の島々、マルタ島とキプロス島の世界遺産を取り上げ、宗教的信
仰とともにその歴史的背景について考えます。さらに、19世紀のドイツ連邦で、自
由都市の地位を享受した「ハンザの女王」リューベックにも焦点を当てます。DVD
や写真などの映像資料も用いながら、楽しく学んでまいります。なぜ世界遺産に登
録されることになったのか、その歴史的背景もあわせて考えてみたいと思います。
７/１ 木

８/19 木

～

７/15 木

マルタ島－古代の巨石神殿群と十字軍の騎士団の島
10:40
12:10

■受講料
一般会員：
7,500円
本学学生：
1,650円
桜楓会正会員：7,500円
■定 員
20名（申込順）
■使用テキスト
講師作成レジュメ
■備 考
対面講座ですが、Zoom
によるオンラインでも受
講できます。
お申込み時にお選びくだ
さい。

パフォス－ アフロディーテー信仰と巡礼の聖地
リューベック－ハンザ同盟で栄えた中世の商業都市

Profile
佐藤 育子 さとう いくこ
日本女子大学学術研究員。文化遺産国際協力コンソーシアム欧州分科会委員。研
究分野は、古代オリエントおよび古代地中海世界の歴史・文化史。特にフェニキ
ア・カルタゴ史を専門とし、ここ数年、地中海にフェニキア人の足跡を求めて、
毎年遺跡等の現地調査を行っている。「古代カルタゴとローマ展」「ツタンカーメ
ン展」共同監修。共著に『通商国家カルタゴ』
（講談社）など。
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ジュガンティーヤの
巨石神殿遺構

※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

N306A

【川崎市教育委員会連携事業】

佐藤 育子

英語で読む世界史

本学文学部・人間社会学部
非常勤講師

古代ギリシア社会を読み解く

今期は昨年度後期に引き続き、ギリシア史に関するテキスト『Ancient Greece』 ■受講料
一般会員：
8,800円
を読んでいきます。イラスト入りの平易な読み物で、食生活や芸術なども含めた社
本学学生：
2,200円
会生活全般にかかわるトピックを扱っています。毎回読み切り形式で進めていきま
桜楓会正会員：4,400円
すので、新規のご受講も大歓迎です。古代ギリシアの人々の生活に想いを馳せなが
■定 員
ら、参加者全員で楽しく意見交換をしながら読み進めてまいります。テキストはコ
30名（申込順）
ピーで用意しますので、出席される方は事前にコピーを入手いただき、講座に臨ん ■使用テキスト
で下さい。
講師作成レジュメ
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
５/13 木
古代ギリシア社会を読み解く① Society
オンライン講座です。
６/10 木 10:30 古代ギリシア社会を読み解く②

Farming and Country Life

～
７/８ 木 12:00 古代ギリシア社会を読み解く③ War
８/５ 木

古代ギリシア社会を読み解く④ Religion

Profile
佐藤 育子
日本女子大学学術研究員。文化遺産国際協力コンソーシアム欧州分科会委員。研
究分野は、古代オリエントおよび古代地中海世界の歴史・文化史。特にフェニキ
ア・カルタゴ史を専門とし、ここ数年、地中海にフェニキア人の足跡を求めて、
毎年遺跡等の現地調査を行っている。「古代カルタゴとローマ展」「ツタンカーメ
ン展」共同監修。共著に『通商国家カルタゴ』
（講談社）など。
さとう いくこ

講座番号

N307A

エレクテイオン
（アテネ・アクロポリス）

【川崎市教育委員会連携事業】

中国語で読む『唐詩三百首』

三田

明弘

本学人間社会学部教授

李白の女性詩を読む

漢詩の黄金時代である唐代の名詩を集めた『唐詩三百首』を中国語で朗読し、日
本語では味わい尽くせない漢詩の本来の音やリズムを楽しむ講座です。詩の意味や
背景についても詳細に解説しますので、中国の文化や歴史についての理解も深める
ことが出来ます。
今期は、春夏秋冬の季節と女性を組み合わせた連作詩「子夜歌」や、幼馴染みの
商人に嫁いだ女性の心情を描く「長干行」など、女性をテーマとした李白の詩を前
半は読み解きます。後半は、辺境の戦場や銃後の妻を描く王昌齢の詩や、四十を過
ぎて科挙に臨む子を思う老母の心情を描く孟郊の詩を鑑賞します。

５/11 火

李白の描く四季の女性

６/１ 火 13:30 李白の描く夫婦の物語

■受講料
一般会員：
10,000円
本学学生：
2,200円
桜楓会正会員：10,000円

～

■定 員
20名（申込順）
■使用テキスト
講師作成レジュメ
■備 考
対面講座ですが、Zoom
によるオンラインでも受
講できます。
お申込み時にお選びくだ
さい。

６/８ 火 15:00 王昌齢の描く戦場と銃後の妻
７/13 火

孟郊の描く慈母のこころ

Profile
三田 明弘
日本女子大学人間社会学部文化学科教授。
専門は日中比較文学、説話文学、仏教文学。物語の比較を通して日中文化の相違
を研究している。論文に「『論語』のキャラクター学」（『アジア遊学』108号、
2008年）「『太平広記』鬼部における婚姻譚の諸相（先秦から隋まで）」（『水門
言葉と歴史』27号、2016年）等。
みった あきひろ

唐詩画譜（明代）
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※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

【川崎市教育委員会連携事業】

N308A 『源氏物語』の内裏で遊ぼう

一文字 昭子
本学文学部非常勤講師

立体ＣＧでたどる平安内裏

『源氏物語』は、創作された物語でありながら、場面の描写がリアルだと言われ

■受講料
一般会員：
7,500円
ています。 今回は天皇の住まいである内 裏 の建物のうち、 清 涼 殿 ・弘 徽 殿 ・
うんめいでん
本学学生：
1,650円
温明殿を立体的な CG を駆使して、覗いてみましょう。光源氏が歩いた御殿の中を、
桜楓会正会員：7,500円
物語の魅惑的な文章をたどりつつ、ご一緒してみませんか。
■定 員
ただし室内調度はまだ設置されていませんので、ご容赦ください。想像力を補う、
20名（申込順）
個別の資料をご用意いたします。空想の翼を広げ、それをＣＧ上にレイアウトして ■使用テキスト
いきましょう。
講師の配布するプリント
■参考文献
げんぷく
せいりようでん
５/20 木
光源氏が元服の儀式を行った清 涼 殿で遊ぼう
『源氏物語』（小学館新編
13:30
おぼろつきよ
こ き でん
日本古典全集、新潮日本
６/17 木
光源氏が朧月夜と出会った弘徽殿で遊ぼう
古典集成、岩波新日本古
15:00 げんのないし び わ
うんめいでん
典大系など）
７/15 木
源内侍が琵琶を弾いていた温明殿で遊ぼう
■備 考
対面講座ですが、Zoom
によるオンラインでも受
Profile
講できます。
一文字 昭子 いちもんじ あきこ
お申込み時にお選びくだ
日本女子大学非常勤講師ほか。
さい。
専門は日本古典文学。平安時代の物語文学の魅力を大勢の人と楽しみたいと思っ
だい り

せいりようでん

こ

き でん

～

ています。古典の文章それ自体もさることながら、関連する絵画や建築など幅広
く知識を得ることによって、文学への共感が深まると考えます。また文学の舞台
となった所へ実際に行ってみることにも大いに意味があると思います。論文に
「小野の山里考―尼君庵の変奏―」「『絵入源氏』の誤謬」（『源氏物語の鑑賞と基
礎知識』
「夢の浮橋」至文堂）
「皇女総覧」（皇女研究会）
「瞿麦」各号など。

こ

き でん

弘徽殿

講座番号

N309A

【川崎市教育委員会連携事業】

水谷

はじめての『風土記』

類

元本学人間社会学部非常勤講師
元明治大学兼任講師

『播磨国風土記』―内海に躍動する神話世界

古風土記のなかでもっとも倭（大和）に近い播磨国の風土記には、予想通り、古代倭王権 ■受講料
の影響が随所に現れている。瀬戸内海の要衝に位置しているだけに、東西との文化交流、人
一般会員：
15,000円
びとの交流が盛んである。今から1300年前の古代人の息遣い、そして活発な生活の様子がう
本学学生：
3,300円
かがえる第一級の資料と言えよう。
桜楓会正会員：15,000円
播磨国は現在の兵庫県の姫路市を中心とした地域で、海の説話と山の説話が豊富に盛り込
まれている。なかでも伊和大神という、出雲の大己貴命（大国主神）と同体とされる神が、 ■定 員
平野部への進出をうかがう一方で、海岸部からは歴代天皇、そしてなぜか新羅の王子とされ
20名（申込順）
る天日鉾が攻め上ってくる。伊和大神と国の占有を争うなど、他の地域とは異質な神話が魅 ■使用テキスト
力である。
講師作成レジュメ
小さな説話ながら、それらをじっくり読み解きながら、遥かな古代に思いを馳せてみよう。

５/13 木
５/27 木
６/10 木

～

13:30

６/24 木 15:00
７/８ 木
７/29 木

『播磨国風土記』揖保郡〈３〉競い合う神々
内海世界と内陸世界の神々がぶつかり合う揖保郡。特に天日鉾神は、新羅から倭に移り住んだ
半島系渡来氏族の祖神。記紀神話にもたびたび登場する注目の神話。
『播磨国風土記』揖保郡〈４〉開かれた内海世界
島々にも神がいるが、石像として神の姿が表現されているのは日本列島では珍しい。異質な文
化や信仰がせめぎ合い、混ざり合う内海世界だからこその伝承が面白い。
『播磨国風土記』讃容郡 伊和大神の世界
讃容郡には、播磨国特有の神である伊和大神の神話が多い。倭や他の国々から押し寄せる新勢
力に対し、古くから播磨国に勢力を張っていた出雲系勢力の神が伊和大神である。
『播磨国風土記』宍粟郡 内陸の神々
伊和大神を祀る神社伊和神社があるのは、この宍粟郡。しかし内陸部にあって多くの伝承は残
されていない。伊和大神奉斎勢力はこの地から内海世界への進出を、虎視眈々とうかがってい
たのであろうか。
『播磨国風土記』神前郡 天日鉾と伊和大神
その下流が国府（後の姫路市）に流れ下る大川の上流部が神前郡。山間部にあって、国府と因
幡・出雲との干渉地にあたる。やはり出雲に関わりの深い伊和大神系神々が登場。
『播磨国風土記』託賀郡 隠れた巨人伝説
他所で背中を丸めて歩いていた大男がこの地に来て、空が高かったため背を伸ばすことができ
たので託賀（たか）郡になった。日本の巨人、デーラボッチ伝説の原型がここにある。

■備 考
対面講座ですが、Zoom
によるオンラインでも受
講できます。
お申込み時にお選びくだ
さい。

Profile
水谷 類 みずたに たぐい
元日本女子大学人間社会学部文化学科非常勤講師。元明治大学文学部兼任講師。
博士（史学）、民俗学・日本思想史・文化史・宗教史専攻。著書『廟墓ラントウ
と現世浄土の思想』『墓前祭祀と聖所のトポロジー』（ともに雄山閣）、『中世の神
社と祭り』
。『オビシャ文書の世界ー関東の村の祭りと記録』（ともに岩田書院）。
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播磨国風土記

※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

N310A

【川崎市教育委員会連携事業】

澤田 美砂子

体幹力 アップの「座ってピラティス」

本学家政学部准教授

体幹力アップの講座では、ピラティスの基本姿勢「ニュートラルポジション」を
確認し、腹部や背部の筋力を総合的に高めるエクササイズを主に紹介します。体幹
の筋力を強化し、腹圧を高めることで、若々しい印象の姿勢を手に入れることや、
腰痛を予防することができます。
座ったままできるピラティスのエクササイズを行い、健康維持に必要な運動を日
常生活に取り入れてみませんか。
５/28 金

10:30～12:00

体幹力アップの「座ってピラティス」

・お申し込みの方には健康に関しての「誓約書」をお送りいたしますので、開講
日前日までにご提出ください。
・Zoom で参加いただく際の注意事項について
椅子は、なるべく座面が平らなものをご用意ください。
なお、背もたれがあるもの、ひじ掛けがないものが望ましいです。椅子に座っ
て、両手を横に広げたり、足を前に伸ばしたりした時に、周囲にぶつかるもの
がないよう、環境を整えてご参加ください。

講座番号

N311A

【川崎市教育委員会連携事業】

■受講料
一般会員：
2,500円
本学学生：
550円
桜楓会正会員：2,500円
■定 員
15名（申込順）
■使用テキスト
講師作成レジュメ
■持ち物
動きやすい服装、底の平
らな靴
※更衣室はございません。
■備 考
対面講座ですが、Zoom
によるオンラインでも受
講できます。
お申込み時にお選びくだ
さい。

澤田 美砂子

下肢の筋力アップの「座ってピラティス」

本学家政学部准教授

本講座では、体幹のほか、下肢の筋力を強化するためのトレーニングも取り入れ ■受講料
一般会員：
2,500円
ていきます。体幹と下肢の筋力を強化することで、歩行や階段昇降の動作がスムー
本学学生：
550円
ズになったり、日常生活におけるちょっとした動作の負担を軽減することもできます。
桜楓会正会員：2,500円
座ったままできるピラティスのエクササイズを行い、健康維持に必要な運動を日
■定 員
常生活に取り入れてみませんか。
15名（申込順）
■使用テキスト
講師作成レジュメ
７/30 金
10:30～12:00 下肢の筋力アップの「座ってピラティス」
■持ち物
動きやすい服装、底の平
・お申し込みの方には健康に関しての「誓約書」をお送りいたしますので、開講
らな靴
日前日までにご提出ください。
※更衣室はございません。
・Zoom で参加いただく際の注意事項について
■備 考
椅子は、なるべく座面が平らなものをご用意ください。
対面講座ですが、Zoom
なお、背もたれがあるもの、ひじ掛けがないものが望ましいです。椅子に座っ
によるオンラインでも受
て、両手を横に広げたり、足を前に伸ばしたりした時に、周囲にぶつかるもの
講できます。
がないよう、環境を整えてご参加ください。
お申込み時にお選びくだ
さい。

Profile

澤田 美砂子 さわだ みさこ
日本女子大学家政学部児童学科准教授。お茶の水女子大学舞踊教育学科卒業。東
京工業大学大学院人間行動システム専攻博士課程修了。博士（学術）。本学基礎
科目（身体運動）では「ヨガ＆ピラティス」を担当。著書に『座ってピラティス』
（講談社）。
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※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

N312A

【川崎市教育委員会連携事業】

南 瑞子

やさしい健康ヨガ

全米ヨガアライアンス認定
ヨガ指導者

ヨガで心と身体をセルフメンテナンスしましょう。
ヨガの呼吸は、自律神経に働きかけ、自然治癒の力を高めます。自重を利用するヨガのポー
ズは、筋肉に一定の負荷をかけ、日常生活に必要な筋力をしっかりと付けていきます。
やさしい健康ヨガでは、一つ一つのポーズが身体のどこに働きかけ、どのような効果が期
待できるのかをお伝えしながら、ゆっくり丁寧に進めていきます。老若男女、ヨガが初めて
の方も大歓迎です。季節に合わせたヨガで心と身体の免疫力を高め、毎日をより健康に、快
適に過ごしましょう。

５/11 火

背骨を整えて全身メンテナンスする初夏のヨガ

６/１ 火 10:00 下半身を鍛えてむくみスッキリ解消ヨガ

N312A-1
N312A-2

～
７/６ 火 11:30 上手に汗をかける身体を作る代謝アップの気巡りヨガ N312A-3
８/３ 火

夏の疲れを癒す呼吸で動くリラックスフローヨガ N312A-4

・お申し込みの方には健康に関しての「誓約書」をお送りいたしますので、開講
日前日までにご提出ください。

Profile
南 瑞子 みなみ みずこ
日本女子大学生涯学習課契約職員。
全米ヨガアライアンス認定ヨガ指導者（Registered Yoga Teacher RYT200)。
IYC 認定瞑想指導者。
リブウェルインスティチュート認定指導者(ベーシックヨガ、陰ヨガ、骨盤ヨガ、
リストラティブヨガ、ヴィンヤサフローヨガ、シニアヨガ、マタニティヨガ、ダ
イエットヨガ、ホットヨガ、BOWSPRING シュリダイヴァヨガ)。
一社団法人美立健康協会公認ロコモ美立体操認定指導者。
ヨガスタジオとオンラインで年間300以上のレッスンを行っています。

講座番号

N313A

■受講料
一般会員：
10,000円
本学学生：
2,200円
桜楓会正会員：10,000円
１講座ごとのお申込みも
可能です。ご希望の講座番
号でお申し込みください。
一般会員：
2,500円／１講座
本学学生：
550円／１講座
桜楓会正会員：2,500円／１講座
■定 員
20名（申込順）
■持ち物
ヨガマット、水、スポー
ツタオル、大きめのタオ
ルまたはひざ掛けなど、
動きやすい服装、足指の
出る滑りにくい靴下（裸
足可）
※ヨガマットの貸出をご
希望の方は備考欄にご記
入ください（15枚・先着
順）。
※更衣室はございません。
■備 考
対面講座ですが、Zoom
によるオンラインでも受
講できます。
お申込み時にお選びくだ
さい。

【川崎市教育委員会連携事業】

絵手紙の手ほどき

石原 隆江
日本絵手紙協会公認講師

ヘタでいいヘタがいいの絵手紙で真心を届けましょう。

絵手紙は形より描きたい気持ち、伝えたい気持ちを大切にしています。また墨と筆で書く
ので、（その中には、いくつかの約束事はありますが……）心のドキドキをそのまま出して
くれるので個性的で味のあるものになるとおもいます。
普段の生活の中での、身近な花一輪、葉っぱ１枚、野菜、果物１個から描き始めます。
そして絵手紙で季節を味わいます。
楽しく描いて送っても喜ばれる手紙にしましょう。
下手でいい、下手がいいがモットーです。

４/26 月

初心者はガイダンス

５/17 月

野菜を描く

ハガキまたは大判ハガキ

５/31 月

果物を描く

ハガキまたは大判ハガキ

～

６/７ 月 10:00 花を描く

経験者

自由に描く

６/21 月 12:00 赤いものいろいろ 大判ハガキ
７/５ 月
暑中見舞い カラー画仙紙に描く
筆以外のも（割りばし、竹ペンなど）で描く

８/２ 月

うつわを描く

絵手紙の道具、フェルト地
の下敷き（書道具用で白い
もの）、 雑巾、筆洗 （空き
ビン等でも可）、 新聞 （下
敷き用）

■備 考
初めての方はお申し込み
の際に絵手紙の道具につ
いてご相談ください。

巻紙を使用

７/26 月

■受講料
20,000円
■定 員
20名（申込順）
■持ち物

本講座は対面講座です。

ハガキ

よこ広ハガキ

Profile

石原 隆江 いしはら たかえ
日本絵手紙協会公認講師
1990年より絵手紙を始め、６年間絵手紙作家小池邦夫先生に師事。現在も絵手紙
グループに籍を置きながら、講師としても活動。また「絵手紙発祥の地―狛江」
実行委員会にも在籍・活動中。絵手紙歴31年。講師歴23年。
教室の皆さんの作品
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※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

N314A

【川崎市教育委員会連携事業】

實藤 恒子

短歌実作講座

歌誌「新アララギ」選者・編
集委員

千有余年の歴史を持つ短歌が今に連綿と詠み継がれているのは、短歌形式が日本
人の心にぴたりと寄り添っているからです。短歌は文学です。日常生活を脱して一
時文学の高みで豊かな愉しみを味わってみませんか。
詠草締切日（必着）
４/27 火
５/18 火

13:00

７/20 火

～

６/15 火

15:00

８/17 火

短歌実作講座 歌の解釈・添削・評価

4/ 7（水）

短歌実作講座 歌の解釈・添削・評価

4/27（火）

短歌実作講座 歌の解釈・添削・評価

5/25（火）

短歌実作講座 歌の解釈・添削・評価

6/29（火）

短歌実作講座 歌の解釈・添削・評価

7/27（火）

■受講料
12,500円
■定 員
20名（申込順）
■備 考
対面講座ですが、郵送に
よる通信添削指導も可能
です。備考欄にご記入く
ださい。

Profile
實藤 恒子
歌誌「新アララギ」選者・編集委員。現代歌人協会会員。日本女子大学文学部国
文学科卒業。元高等学校教諭。日本女子大学教育文化振興桜楓会桜楓学園短歌講
座講師。「伊那谷短歌まつり」第1回（2006年）より講師・選者。「川崎アララギ」
2017）年より選者。歌集『回転扉』、『歩道橋』、『極光集』、『オーロラは呼ぶ』、
『異形の日輪』
（第18回島木赤彦文学賞受賞）。専門は古代文学。
さねふじ つねこ

講座番号

N315A

【川崎市教育委員会連携事業】

綾野

俳句実作

道江

ＮＨＫ学園講師
俳誌「麦」同人

作句：選句・評及び添削

今期の俳句講座は実作を中心として進めてゆきます。作品の提出以降の運びにつ
いては別項の通りです。まず詠むこと。季節の風物、日常折々の心情など自由に作
句なさって下さい。提出は二句ですが多作の中からの自選も大切なことです。次に
読むこと。投句の句稿一覧からは、当季の作品として思わぬ発見、感動また豊かな
語彙を得ることも多いかと思います。互いに批評し鑑賞しつつ、それぞれの心に叶
う句を目指してまいりましょう。添削も一つの例として参考になさって下さい。ま
た現代俳句の名句として多くの人に愛誦され心に残る作品を資料として添えたいと

■受講料
12,500円
■定 員
20名（申込順）
■使用テキスト
講師作成レジュメ

■備 考
本講座は対面講座です。

思っています。
投句締切日（必着）
４/27 火
５/25 火
７/27 火
８/24 火

～

６/22 火

10:00
12:00

俳句実作：選評・添削

4/11（日）

俳句実作：選評・添削

5/ 3（月）

俳句実作：選評・添削

5/31（月）

俳句実作：選評・添削

7/ 5（月）

俳句実作：選評・添削

8/ 2（月）

Profile
綾野 道江 あやの みちえ
NHK 学園講師、俳誌「麦」同人。現代俳句協会会員。
日本女子大学大学院文学研究科卒。元日本女子大学附属高等学校教諭。日本女子
大学教育文化振興桜楓会関係、ＮＨＫ学園、その他の俳句講座講師。句集『父の
絵』､『虹二重』、『沃野』。著書『中島斌雄秀句鑑賞・句のこころ』他。専門は近
世文学。
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※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

【川崎市教育委員会連携事業】

総合英語

N316A

松井 恭子
本学文学部非常勤講師

文学作品を通して楽しく英語を学ぶ

Reading と Speaking を通して、英語力を伸ばすことを目標とします。自分の考えを簡単な英語で話
せるようになりたい方、一緒に英語を楽しく学びましょう。
英国と米国の名作短編集の中から、Muriel Spark の “You Should Have Seen the Mess”、Aldous
Huxley の “The Portrait” 、 Irwin Shaw の “The Girls in Their Summer Dress”、 Katherine
Mansfield の “An Ideal Family” を読みます。いずれも魅力溢れる作品で、英国の国民性や階級社会、
米国の当時の都会生活をよく表現しています。短編小説を深く味わえるように丁寧に読み進めていきた
いと思います。
最初の三作品は、順番に1960年代、1920年代、1930年代に出版されています。それぞれに登場する女
性登場人物の生き方に焦点を当て、彼女たちがどのように表象されているかも考えてみましょう。４番
目の短編は、人生の黄昏期を迎えた父親が家族の中で孤立していく姿をユーモラスに描いています。作
品の批評なども紹介いたします。

月
Introduction & “You Should Have Seen the Mess” by Muriel Spark (1)
月
“You Should Have Seen the Mess” by Muriel Spark (2)
月
“You Should Have Seen the Mess” by Muriel Spark (3)とフェミニズム１
月
“The Portrait” by Aldous Huxley (1)
月 14:30 “The Portrait” by Aldous Huxley (2)
月
“The Portrait” by Aldous Huxley (3) とフェミニズム２
月 16:00 “The Girls in Their Summer Dresses” by Irwin Shaw (1)
月
“The Girls in Their Summer Dresses” by Irwin Shaw (2)
月
“The Girls in Their Summer Dresses” by Irwin Shaw (3) とフェミニズム３
月
“An Ideal Family” by Katherine Mansfield (1)
月
“An Ideal Family” by Katherine Mansfield (2) とまとめ

Profile
松井 恭子
日本女子大学文学部英文学科非常勤講師。
20世紀のイギリス文学と文化、及び現代インド英語小説。特に E. M. Forster、
Edward Carpenter、Rebecca West などモダニズム、ジェンダー、ポストコロ
ニアル理論を軸に研究している。
まつい きょうこ

講座番号

【川崎市教育委員会連携事業】

N317A

※テキストは各自書店やイ
ンターネットでご購入くだ
さい。テキストは各自書店
でご購入ください。

■レベル
英語検定２級程度
■備 考
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

陸 樹芳

温故知新！中級中国語

本学人間社会学部非常勤講師

本講座はある程度中国語を勉強したことのある方を対象とします。授業は日本語で進め、基本的な文
法を繰り返しながら、より発展的な文法や慣用表現を少しずつ加えていき、無理なくレベルアップして
いきます。まさに「温故知新」というスタイルの講座です。
受講生の皆様のペースに合わせ、「読む、書く、聞く、話す」というバランスに配慮し、受講生同士
コミュニケーションを取り合いながら、楽しく中国語を身に着けることを目指します。
2019年出版の『温故知新！中国語』を教科書として使用しますが、定期的に最新の中国時事を紹介す
る中国語資料も配布します。リアルな中国を自ら中国語で感じ、知る講座でもあります。

月
第7課『在傾店里吃傾』本文の読解と文法の説明
月
第7課『在傾店里吃傾』文法の説明と練習問題
月
時事ニュースの読解①及び質疑応答
月
“一…就…”
、“越…越…”、“可能補語”などの文法表現を使った会話練習
月
第8課『去医院看病』本文の読解と文法の説明
月 14:00 第8課『去医院看病』文法の説明と練習問題
月 15:30 時事ニュースの読解②及び質疑応答
月
“好像…”
、“銭…也/都…”
、“兼語文”などの文法表現を使った会話練習
月
第9課『杭物』本文の読解と文法の説明
月
第9課『杭物』文法の説明と練習問題
月
時事ニュースの読解③及び質疑応答
月
“不叙…，而且…”
、“可…了”などの文法表現を使った会話練習

■受講料
26,400円
■定 員
20名（申込順）
■使用テキスト
『温故知新！中国語』（朝日
出版社）
著者：虞萍
定価：2,200円（税抜）
ISBN：978-4-25545331-6

～

4/26
5/10
5/17
5/24
5/31
6/ 7
6/14
6/21
6/28
7/ 5
7/12
7/19

『 Modern British and A
merican Short Stories 』
（成美堂）
編註者：岩元巌 & 横山幸三
定価：1,300円(税抜）
ISBN978-4-7919-0034-3

～

4/26
5/10
5/24
6/ 7
6/14
6/21
6/28
7/12
7/26
8/ 2
8/23

■受講料
24,200円
■定 員
20名（申込順）
■使用テキスト

Profile
陸 樹芳 りく じゅほう
中国上海出身、1992年来日。日本女子大学人間社会学部卒業後、同大学院で幼児
教育の日中比較を専攻し、2004年から日本女子大学で中国語を教えております。
いかに分かりやすく中国語を教えるか、に力を入れております。そして語学だけ
ではなく中国の文化や風習などについても紹介することで、地域の皆さまと交流
を深めて行きたいと思っております。
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※テキストは各自書店やイ
ンターネットでご購入くだ
さい。

■備 考
質疑応答の時間に教科書
以外の初歩的な文法に関
する質問も受け付けます。
本 講 座 は Zoom に よ る
オンライン講座です。

※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

【川崎市教育委員会連携事業】

韓国語講座（初中級）

N318A

金 福子
元本学人間社会学部非常勤講師

生きた韓国語を楽しもう！

本講座は、韓国語の基礎的な文法や発音をマスターし、簡単な日常会話ができる方を対象とします。
必須文型から入り、類似表現を学びながら文の意味、用法、表現の使い分けを理解し、例文の練習問題
をこなして作文力をつけてゆきます。ここでは特に発音に力を入れ、お一人お一人に丁寧に発音の指導
を行います。正確な発音は、通じる会話の基本です。発音を大切にして、なめらかで自然な会話になる
よう、楽しくトレーニングしてゆきましょう。

木
読解 ①
翻訳練習
木
読解 ②
翻訳練習
木
第13課 「通帳を作るにはどうすればいいですか」 会話練習
木
第13課 ＜意図の条件の表現＞
文法解説・作文練習
木
第13課 復習
木 12:00 第14課 「引っ越すのに大変だったでしょう？」 会話練習
木 13:30 第14課 ＜理由の表現＞
文法解説・作文練習
木
第14課 復習
木
第15課 「年末なので人は多いでしょう」
会話練習
木
第15課 ＜推測の表現＞
文法解説・作文練習
木
第15課 復習
木
まとめ

『韓国語中級Ⅱ講義ノート』
(白帝社）
著者：李昌圭
定価：2,200円（税抜）
ISBN：978-4-86398-182-9

～

5/13
5/20
5/27
6/ 3
6/10
6/17
6/24
7/ 1
7/ 8
7/15
7/29
8/ 5

■受講料
26,400円
■定 員
20名（申込順）
■使用テキスト

■備 考
本講座は Zoom によるオンライン講座です。

※テキストは各自書店やイ
ンターネットでご購入くだ
さい。

■レベル
韓国語学習歴２年以上の方、
ハングル能力検定試験４級
～３級程度

■参考文献
辞書：『朝鮮語辞典』 小学
館 韓国金星出版社・日本
小学館共同編集

講座番号

【川崎市教育委員会連携事業】

N319A

韓国語講座（中級）

金 福子
元本学人間社会学部非常勤講師

生きた韓国語を話そう！

本講座は、ある程度の日常会話ができる方を対象とします。韓国の伝統文化や生活風習及び童話など
を題材にしたテキストを用いて、実際の生活で使える生きた会話を重点的にトレーニングします。トレー
ニングに当たって、意味や用法の微妙な差、形が似ていて混同しやすい表現などに気をつけなくてはな
りません。そうしたことを文法的に正確に解説します。さらに、発音の練習を繰り返し行うことで、よ
り自然な韓国語を使えるようになることを目指します。

木
第９課 「韓国の生活マナー」
木
第９課 ＜状態維持の表現＞
木
第９課 復習
木
第10課 「韓国の服装文化」
木
第10課 ＜強い同意の表現＞
木 14:00 第10課 復習
木 15:30 第11課 「韓国の伝統音楽、民謡」
木
第11課 ＜感想・詠嘆の表現＞
木
第11課 復習
木
☆読解 ①
木
☆読解 ②
木
まとめ

～

5/13
5/20
5/27
6/ 3
6/10
6/17
6/24
7/ 1
7/ 8
7/15
7/29
8/ 5

会話練習
文法解説・作文練習
会話練習
文法解説・作文練習

■受講料
26,400円
■定 員
20名（申込順）
■使用テキスト
『韓国語中級Ⅲ講義ノート』
（白帝社）
著者：李昌圭
定価：2,400円（税抜）
ISBN：978-4-86398-211-6

会話練習
文法解説・作文練習
翻訳練習
翻訳練習

※テキストは各自書店やイ
ンターネットでご購入くだ
さい。

■備 考
本講座は Zoom によるオンライン講座です。

■レベル

Profile
金 福子 きむ ぼくじゃ
韓国釜山生まれ。日本女子大学大学院人間社会研究科教育学専攻博士後期課程単
位取得満期退学。専門は韓日比較教育史，韓国語。趣味は旅行。日本各地や海外
を旅しながらその土地の人々との出会いや歴史・文化・自然との触れ合いを楽し
むのが好きです。
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韓国語学習歴３年以上の方、
ハングル能力検定試験３級
～２級程度

■参考文献
辞書：『朝鮮語辞典』 小学
館 韓国金星出版社・日本
小学館共同編集

※受講料には消費税が含まれています。

講座番号

N320A

【川崎市教育委員会連携事業】

渋沢栄一と日本女子大

木村 昌人
関西大学客員教授

未来社会のための女子教育とは

新１万円札の顔に選ばれた渋沢栄一（1840～1931）は、近代日本の経済・ ■受講料
社会の多方面に大きな足跡を残しました。とくに次世代のための教育に力
を入れた渋沢は、商業教育・道徳教育とともに女子教育の必要性をよく理
解していました。1901年（明治34）の日本女子大学校の設立にあたり、成
瀬仁蔵や広岡浅子の思想や行動に共鳴した渋沢は、多額の寄付を行うだけ
でなく、第３代校長に就任、日本各地を訪問し、数多くの講演を行いまし
た。渋沢が日本女子大に期待した未来社会のための女子教育とはどのよう
なものであったのでしょうか。
13:30
～

５/29 土

一般会員：
2,200円
本学学生：
550円
桜楓会正会員：1,100円
■定 員
20名（申込順）
■備 考
本講座はライブ・ビュー
イング講座です。ご自宅
でオンライン受講ご希望
の場合はP.４をご覧くだ
さい。

渋沢栄一と日本女子大

14:30

Profile
木村 昌人 きむら まさと
関西大学客員教授。
1989年３月慶應義塾大学大学院法学研究科（政治学専攻）博士課程修了、法学博
士。スタンフォード大学およびハーバード大学客員研究員、ミズーリ大学客員教
授、文京学院大学教授、公益財団法人渋沢栄一記念財団研究部長および研究主幹
を経て2019年４月より現職。2019年３月論文博士（文化交渉学、関西大学）。主
要著書は、『渋沢栄一ー民間経済外交の創始者』（中央公論社）、『財界ネットワー
クと日米外交』（山川出版社）、『渋沢栄一－日本のインフラを創った民間経済の
巨人』
（筑摩書房）など。

講座番号

【川崎市教育委員会連携事業】

N321A 「日本女子大学」とは何か

片桐 芳雄
本学名誉教授

成瀬仁蔵がめざしたもの

成瀬仁蔵は、college ではなく university の創設をめざしました。その ■受講料
想いは、創設当初から、日本女子大学の英語名が Japan Women’
s University
だったことに表れています。日本女子大学の創設によって、成瀬仁蔵がめ
ざした教育とは何だったのか、その考え方を明らかにし、それが日本女子
大学の教育の実際に、どのように生かされたかを検討します。

13:30
～

５/22 土

「日本女子大学」とは何か

14:30

一般会員：
2,200円
本学学生：
550円
桜楓会正会員：1,100円
■定 員
20名（申込順）
■備 考
本講座はライブ・ビュー
イング講座です。ご自宅
でオンライン受講ご希望
の場合はP.４をご覧くだ
さい。

Profile
片桐 芳雄 かたぎり よしお
元日本女子大学人間社会学部教育学科教授。日本女子大学名誉教授。専門は教育
史。教育学博士（東京大学）。著書に『自由民権期教育史研究―近代公教育と民
衆―』（東京大学出版会、1990年）、『教育と歴史、あるいはその認識と記述』（世
織書房、2009年）、『教育から見る日本の社会と歴史・第２版』（編著、八千代出
版、2017年）等。
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※受講料には消費税が含まれています。

受講のご案内と注意事項
１．受講申込について
■各々の講座が開講されるキャンパス別にお申し
込みください。

２．会員登録
■生涯学習センターは会員制です。受講には各キャ
ンパスへの会員情報登録が必要です。
■入会金・年会費は不要です。また、年齢・性別・
学歴を問わずどなたでもご入会いただけます。
■登録された方には原則として年２回（８月下旬・
２月下旬）パンフレットをお送りいたします。
■会員登録情報の変更は、 電話・FAX・メール
またはセンターホームページから「会員番号・
氏名・変更事項」をお知らせください。

３．講座お申し込み
■原則として講座初日の７日前を申込締切日とい
たします（先着順）
。定員に達し次第、受付を締
め切ります。キャンセル待ち制度はありません。
■原則として開講後の講座へのお申し込みはでき
ません。
■電話での申込みは受け付けません。
■受付開始前の申込みは、受付開始日の申込みと
同じ扱いになります（申し込み多数の場合、開
始日以前に到着の分は開始日当日に申し込まれ
た分とともに抽選となります）。受付開始後は
先着順で受け付けますので、お早めにお申し込
みください。

４．受講料
■受講申込と所定の受講料全額の払い込みをもっ
て、受講手続き成立となります。
■郵便局の受領印のある払込金受領証は、講座終
了まで大切に保管してください。
■本学学生会員の方には、一部の講座に限り学生
会員料金が適用されます。学生会員とは、セン
ターに会員情報登録を行った日本女子大学の附
属各校・園を含む在校生・在学生、リカレント
教育課程受講生です（卒業・修了後は、一般会
員となります）。
■桜楓会正会員の方は一部の講座に限り正会員料
金が適用されます。
※当該年度の桜楓会会費をお支払いの方

■各講座により教材費等がかかる場合があります
各講座紹介でご確認ください。

５．受講の取り消し（キャンセル）
■申込後にキャンセルされる場合は開講日前日
（前日が休業日の場合前開室日）までにご連絡
ください。ご連絡がない場合、受講料全額をお
支払いいただきます。※キャンセルのご連絡は

（必ずご確認ください）
当センターの開室時間中といたします（ＦＡＸ、
メールの場合、翌開室日扱いとなります）。
■キャリア支援講座については、講座開講前でも、
教科書等の提供により、返金をお受けできない
場合があります。
受講料の払い込みのないことをもって受講キャ
ンセルとはみなしません。キャンセルされる
場合は必ず開講前日（前日が休業日のときは
前開室日）開室時間中に、お電話でご連絡く
ださいますようお願いいたします。ご連絡の
ない場合は、後日受講料を請求させていただ
きます。
■納金後キャンセルされる場合には、手数料を差
し引いて受講料をお返しいたします。キャンセ
ルのご連絡をいただいた後、所定の「返金振込
依頼書」を郵送いたしますので、記入・捺印の
上、ご返送ください（手数料が受講料を上回る
場合には返金できません）
。
講座開講初日から起算して

８日前まで
講座開講初日から起算して

７日前から前日まで

1, 100円
2, 200円

※「返金振込依頼書」受領後、返金まで１～2ヶ
月程度のお時間をいただきます。
※講座回数が複数の場合、一部の回のみのキャン
セルはできません。
■理由の如何を問わず、開講当日以降のキャンセ
ルについては、返金できません。

６．受講についての連絡
＜目白のオンライン講座を受講の場合＞
■講座に参加するためのご連絡は、申込時にご登
録いただいたメールアドレスにお送りします。
メールアドレスをお持ちでない方は講座に参加
できません。
■受講証の発送はありません。
＜西生田の対面講座、ライブ・ビューイングを受
講の場合＞
■受講料の入金確認後、「受講証」を郵送します。
ご入金後、２週間たっても届かない場合は、セ
ンターまでお問い合わせください。
■「受講証」は、入構時に警備員室に提示し、キャ
ンパス内ではつねに携帯してください。講座初
回に「受講証」のお届けが間に合わない場合は、
郵便局の「払込金受領証」をお持ちください。
■「受講証」はご本人のみ有効です。他人に貸し
たり譲ったりすることはできません。
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＜西生田のオンライン講座を受講の場合＞
■講座に参加するためのご連絡は、申込時にご登
録いただいたメールアドレスにお送りします。
メールアドレスのご登録がまだの方は、生涯学
習センター（nlc@atlas.jwu.ac.jp）へご連絡を
お願いします。
メールアドレスをお持ちでない方は講座に参加
できません。
■受講証の発送はありません。

７．受講証明書・修了証の発行
■発行対象講座については、当センターまでお問
い合わせください。
■お申し出により、「受講証明書」を講座初回終
了後に、３分の２以上の出席を達成された方に
は「修了証」を講座最終回終了後に発行します。
■ご希望の方は、講座申込時に、「受講証明書」
または「修了証」をご希望の旨をお書き添えい
ただき、ご住所・お名前をご記入いただいた返
信用封筒（A4サイズ）に切手120円分を貼り開
講日までにセンターまで郵送でお送りください。
■発行にはお時間をいただく場合がございます。

８．休講・講座中止
■講師の急病・事故、その他やむを得ない事情に
より、休講する場合があります。その際は速や
かに、当センターよりご連絡します。
■受講生が一定の人数（原則として5名）に満た
ない場合、開講を取りやめることがあります。
また、当センター側の事情で講座が開講できな
い場合は、受講料全額を返金します。

９．テキスト、資料・教材について
■テキスト等の教材の取り扱いは、講座によって
異なりますので、各講座の案内ページをご確認
ください。
■開講１週間前を過ぎると、注文やキャンセルを
お受けできないことがあります。
■テキスト料金は、出版社の都合で変更になる場
合があります。
■対面講座の資料代は受講料に含まれます。欠席
時の資料をご希望の場合は、受講証を提示し、
当センター窓口にてお受け取りください。なお、
資料の保管は当該期終了までとなります。
■開講判断日に最少催行人数に満たない場合には
中止や延期になることがございます。テキスト
の購入については生涯学習センターまでお尋ね
ください。

10．その他・注意事項
■講座の録音・録画・写真撮影・PC やスマート
フォンへのハードコピーは固くお断りします。
■講座の範疇を超えた講師へのご質問・ご相談等
は原則お断りしております。
■講座運営に支障をきたす行為があった場合、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。
■メールアドレスをご登録いただいた方には、講
座・イベント情報等をお知らせすることがあり
ます。
■パスワードを紛失した場合には、当センターに
「会員番号・お名前・ご住所・電話番号等（ご
本人確認のため）」をお知らせください。郵便
またはメールで後日お知らせいたします。
■本学学生は、ホームページで登録する際、必ず
学生専用の登録フォームで行ってください。郵
送または FAX で登録する際は学籍番号を明記
してください。
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生涯学習センター（西生田）の駐車場のご案内と注意事項
駐車スペースには限りがございます。ご希望をいただいても、必ずしも駐車利用をお約束するものではあ
りません。

1． 駐車場利用希望申請について
■お申し込み先着順となります。
※講座の駐車利用ご希望者が駐車可能台数を上回った場合は、４月５日午後３時までに申し込みが到着
した方の中から抽選とさせていただきます。ご要望に添えない場合がございますことを予めご了承く
ださい。
■駐車許可の可否については、お申し込み受付後に送付する受付票または受講票に記載されていますので
ご確認ください。
■駐車許可証は、ご入金確認後、受講証と一緒にお送りします。入構の際は、東門警備室で一旦停止をし、
「駐車許可証」をご提示ください。

2． その他注意事項
■許可を受けた場合のみ車両で入構することができます。許可を受けた車両は指定の場所に駐車してくだ
さい。学内の校舎等への車両移動はできません。また、ご利用の前後30分を越えての駐車はできません。
■構内での事故・盗難等、駐車トラブルについて、当センターでは一切責任を負いません。
■駐車場は譲り合ってご利用くださいますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

生涯学習センター（西生田）館内での食事について
従来、リフレッシュコーナーをご利用いただいておりましたが、新型コロナウイルス拡大防止の観点から、
当面の間、ご利用をご遠慮いただきます。ご受講教室での水分補給のみとさせていただきます。

生涯学習センター（西生田）の「貸室」施設利用のご案内
当施設のご利用について下記のとおり、利用を定めておりますので、予め記載内容をご確認の上、お問合
せください。

1． ご利用目的
施設のご利用は、当センター設立の趣旨に伴う学習関連などの利用であることを原則とします。なお、
当施設は本学の利用を最優先いたしますので、事情により利用許可の変更をお願いする場合があります。
見学をご希望の場合は、事前にお問い合わせください。

2． 貸出可能日・時間
１時間単位での利用が可能です。
入室から退出（搬入・準備・後片付け・搬出）までをご利用時間とします。

貸出可能時間帯
月・火・木曜日

午前９時30分～午後４時

（講座実施による開館時間のみ）

※日曜日・国民の祝日・大学等が定めるその他休業日（４月20日、３月４日、夏季、冬季休業期間）は
ご利用できません。
※館内メンテナンス、工事等のためにご利用いただけない期間もございます。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、換気・消毒・飲食の禁止などご注意いただく項目が
ございます。詳しくはセンター事務室までお問い合わせください。

3． お申し込み方法
生涯学習センター（西生田）の開室時間にお電話でお問い合わせください。
メールでのお問い合わせも受け付けております。
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目白キャンパス
生涯学習センターのある日本女子大学目白キャンパスは、都心に近いながらも落ち着いた文教地区にあ
ります。生涯学習センターは、百年館高層棟４階にあります。2021年度前期は、オンライン・オンデマン
ドによる開講で、皆さまにお越しいただけませんが、新型コロナウイルスが落ち着いたら是非一度、足を
お運びください。

個人情報の取り扱いについて（プライバシーポリシー）

※目白・西生田

共通

日本女子大学生涯学習センターでは、皆様の個人情報の保護を最も重要な責務の１つと考えております。当センターでは、個人情報保護について、「個人情
報の保護に関する法律」及び文部科学省からの指針を遵守するとともに、厳重に管理・保護いたします。なお、学校法人日本女子大学では、
「個人情報保護規
程」及び「個人情報保護方針」を定め、個人情報保護への取り組みに努めております。
「個人情報保護方針」は学校法人ホームページでご確認いただけます。
１．当センターでは、入会申込み、資料請求などでお届けいただいた情報及び講座受講並びにＶＯＤ講座・情報の視聴など、当センターのご利用により生じ
た情報を個人情報として登録させていただきます。
２．登録していただいた個人情報は、当センターが会員サービスとして提供するサービス（講座の受講・視聴を含む）と、桜楓会員の受講料割引及びこれに
付随する業務を行う目的の範囲で利用させていただきます。なお、利用者のお名前、ご住所、電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレスなどの情報は、当セ
ンターにより、サービスのご案内等に使用させていただく場合があります。上記の利用目的に同意できない場合、当センターへご連絡いただくことで退会
または登録情報を削除することができます。
３．登録していただいた個人情報は、次の場合を除き、ご本人の同意なしに第三者に提供することはございません。
１）講座実施にあたり、講座を担当する講師または講座委託会社に受講者のお名前・会員番号を提供すること。
２）一般社団法人日本女子大学教育文化振興桜楓会（以下、桜楓会）との共同利用の目的に関して桜楓会に提供すること。
３）桜楓会の会員として申し込まれた方の照会のため桜楓会に提供すること。
４）他機関との連携講座の実施又は検定試験・資格等の申請業務を行うにあたり、当該講座受講者のお名前、ご住所、生年月日、電話番号等を、連携先
機関又は省庁・検定試験協会等に提供すること。
５）当センターのサービスをご案内するためのパンフレットを配送するにあたり、会員のお名前、ご住所を配送委託会社に提供すること。
６）公的機関からの法令に基づく照会を受けた場合。
４．当センターでは、登録していただいた個人情報を安全に管理するために、委託業者に対しても、守秘義務契約を締結し、必要かつ適切な管理を実施いた
します。また、当センターのホームページでは、個人情報保護のためにＳＳＬ（暗号化技術）を使用していますので、安心してご利用いただけます。
５．登録していただいた個人情報の訂正及び当センターでの個人情報の取り扱い等に関して、お気付きの点がありましたら、事務室までご連絡をお願いいた
します。
〔個人情報保護管理者〕 日本女子大学生涯学習センター

所長

〒112-8681 東京都文京区目白台２－８－１
TEL 03-5981-3755

FAX 03-5981-3756

e-mail : inform@LLCmail.jwu.ac.jp

― 43 ―

日本女子大学リカレント教育課程
■ 日本女子大学は「令和２年度

東京都女性活躍推進大賞」受賞しました

新設 2021年度６月 開講「働く女性のためのライフロングキャリアコース」
～２コース制でより社会に開かれたリカレント教育を目指す～
日本女子大学リカレント教育課程は、2021年度から「働く女性のためのライフロングキャリアコース」
を新設しました。従来の「再就職のためのキャリアアップコース」に加え、女性のキャリアアップを目
的としたコースを設置し、より社会に開かれ、働く女性のニーズに応える２コース制をとります。

坂本清恵

生涯学習センター所長（文学部

教授）

14年にわたりリカレント教育を推進してきた日本女
子大学が、仕事を継続しながら、エンプロイアビリ
ティ、ビジネススキルやマネジメント力を磨くため
の新たなコースを設置します。人生100年時代、学び
続け、働き続け、社会で活躍し続けるために必要な
人的ネットワーキングの構築をしながら、ステップ
アップ、キャリアアップを視野にいれた人材育成に
向けてのスキル獲得などを目指します。自信をつけ
て仕事に向かうための学びを用意しました。

【本学リカレント教育課程の沿革】
2007年に文部科学省「社会人の学び直しニーズ対応教育事業委託に採択され「リカレント教育・
再就職システム」として大学初のリカレント教育課程を設立。2010年に「生涯学習センター」の一
部門として本学独自の運営を開始。2017年、内閣府男女共同参画局「平成29年度 女性のチャレンジ
支援賞」受賞。2018年東京商工会議所と「女性のための新たな学び・再就職に関する覚書」を締結
するなど、受講者の学び直し・就業を強力に支援する体制を構築している。2019年に関西学院大学、
明治大学、福岡女子大学、京都女子大学、京都光華女子大学と「女性のためのリカレント教育推進
協議会」を設立し、代表校としてリカレント教育の啓発推進を広く社会に発信し、他大学に波及さ
せている。2021年１月に「令和２年度

東京都女性活躍推進大賞」を受賞。本学リカレント教育課

程の履修者は2007年度から2020年度までに合計645名に達し、2016年度以降、就職希望者の就職率は
ほぼ100％を維持している。
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既存コース名称変更
再就職のためのキャリアアップコース

2021年度６月新規開設
働く女性のためのライフロングキャリアコース

応募
資格

４年制大学を卒業し、就業経験のある女性

高等学校卒、大学受験資格を有する就労中・
就労経験のある社会人女性

修了
要件

280時間（１年間 通学課程）
※一部オンラインによる授業あり

60時間（オンライン授業）
※一部対面による授業・講演会あり

入学金 33,000円
受講料 300,000円

入学金 33,000円
受講料 135,000円

2021年４月～2022年３月
※2021年４月開講の募集は終了しました。

2021年６月～12月
※募集開始 2021年４月下旬（予定）

入学・
キャリア
相談会

2022年４月入学のための入学・キャリア相談
会を2021年９月頃より実施します。

2021年６月開講のための入学・キャリア相談
会は、2021年３月下旬より開始します。

備考

・再就職支援あり
・入学試験（英語･ PC テスト､面接）
・検定料 5,000円
・厚生労働省「専門実践教育訓練講座」指定

・再就職支援無し
・平日夜間、週末、夏期集中にて開講
・出願料 5,000円

コース

入学金
受講料
開講
期間

＜授業風景

～再就職のためのキャリアアップコースより～＞

2019年度

対面授業の様子

2020年度

オンライン授業の様子

お問い合わせ

日本女子大学リカレント教育課程事務室
〒112-8681 東京都文京区目白台２－８－１
百年館高層棟４階生涯学習センター内
TEL 03-5981-3751
FAX 03-5981-3754
E-mail recurrent@fc.jwu.ac.jp
URL https://www5.jwu.ac.jp/gp/recurrent/
受付時間 月～金 9:00～17:00

■ 文部科学省「職業実践力育成プログラム
（BP）」認定
■ 内閣府男女共同参画局

「平成29年度女性のチャレンジ支援賞」受賞
■ 文部科学省「持続的な産学共同人材育成システム

構築事業」参画
■「女性のためのリカレント教育推進協議会」会長・

幹事校
■ 東京商工会議所会員
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ＶＯＤ講座について
パソコンを利用して、情報や講座を気軽に視聴できます。
（無料）
インターネットを通じて、センターが提供している講座を、学習したい時にいつでも視聴で
きるのがＶＯＤ形式の特徴です。パソコン画面を３分割して、講義風景がビデオのように動画
で見られます。右側は図や表などの資料やテキストをカラーで大きく表示。講義の進行ととも
に自動的にページがめくられていきます。もちろん前へ戻ることや繰り返し学習も可能です。
センターホームページ

https://LLC.jwu.ac.jp/

にてコンテンツを配信しています。

※VOD 講座には、どなたでもご覧いただけるものと、会員情報登録が必要なものとがあります。
※会員情報登録の方法については、
「登録・申込方法」のページをご参照ください。
※Windows8をご使用の方は、デスクトップモードで視聴してください。Metro モードではご覧いただけません。

※ご覧いただくためには Windows パソコン及びインターネットに接続できる環境が必要です

例１（建築の美と構造）
シークバーを操作することにより、
好きな個所へ自由にビデオをすすめ
ることができます。

シークバー、目次が画面上に見えない
場合は、スクロールバーを使って下に
スクロールさせてください。

クリックすると目次が表示されます。
目次を選ぶと各章へ進めます。

矢印ボタンで自由に前の資料や先の資
料を見ることもできます。※例1・2共通

※Windows Media Player Ver.9の使用につ
いてはセンターホームページの VOD 利用
環境をご覧ください。

ホワイトボードに板書
した内容がそのまま描
かれます。

例２（源氏物語）

ビデオの部分をクリック
すると一時停止／再生で
きます。※例1・2共通

目次を選ぶと各章へ進めます。
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「講座アンケート」ボタンをクリッ
クしますと、講座の感想を視聴中
でも入力できます。
講座が終了しますと、自動的にア
ンケート画面が立ち上がります。

日本女子大学

家政学部通信教育課程
日本で唯一家政学部のある通信制大学で
学び直ししませんか

◆児童学科

子どもたちの健全な心身の発達と人間形成をトータルな視点から研究します。

◆食物学科

健康を支える食生活のため、食品・栄養・調理の理論と技能を学びます。

◆生活芸術学科 被服学と住居学から快適な暮らしと環境を考えます。
☆取得可能な教育職員免許状
幼稚園一種、中学校一種・高等学校一種「保健」「家庭」、学校図書館司書教諭
☆受験資格
フードスペシャリスト、二級建築士・木造建築士、インテリアプランナー
☆その他
認定絵本士、芸術・子ども支援プログラム、繊維製品品質管理士
■入学時期
４月入学
正科生、科目等履修生（資格コース・教養コース）
10月入学
※科目等履修生（教養コース）は１科目からでも学べます。

■2021年度４月入学 出願受付期間
第１回目

２月８日（月）～ ３月１日（月）

第２回目

３月４日（木）～ ３月23日（火）※

第３回目

３月26日（金）～ ４月16日（金）

第４回目

５月２日（日）～ ５月19日（水）

※科目等履修生の出願受付期間は第２回目のみ

■入学説明会
主催
日本女子大学
私立大学
通信教育協会

開催日
事前予約制です。
詳しくは本学ホームページでご確認ください。

入学ガイドの請求・問い合わせは下記まで（送料とも無料）

03
（5981）
3200
日本女子大学 通信教育課

http://www.jwu.ac.jp/ccde/
〒112-8679

東京都文京区目白台 2-8-1
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現職教員（卒業生）と教職を志す学生のためのサポート＆ネットワーク拠点

「日本女子大学

教職教育開発センター」

教職教育開発センターとは
日本女子大学教職教育開発センターは、本学を卒業後、全国で活躍されている現職教員及び教職を志す
学生の皆さんを支援しようと2010年４月に設立されました。各ライフステージに応じたセミナー・ワー
クショップの開催や情報提供等を通じて、教職に関するネットワーク拠点となることを目指しています。

【2021年度・主なセンター事業】
〈現職教員・卒業生〉 ○教育実践力向上のためのワークショップ ○メールマガジン等による情報発信
○就職情報の提供 ○「年報」の刊行 等
〈教職志望の学生〉

○教員採用試験対策講座 ○教職に関する相談 等

ご登録のお願い
本センターにメールアドレスを登録されるとワークショップ等開催情報や教職に関する諸情報を随時お
知らせします。ただし、本学卒業生及び学生と卒業生以外の方は提供情報と登録方法が異なりますので、
以下をご参照ください。なお、個人情報は本センターが管理し、目的の範囲内で利用いたします。
【本学卒業生及び学生の方】
・卒業生及び学生を対象とした「カモミール net」に登録されます。
・「カモミール net」メールマガジンを月１回配信の他、ワークショップ等の開催情報や教職に関する
情報等を随時提供します。また、教職への復帰や転職を希望する方には就職情報も随時提供します。
（登録方法）
いずれかの方法でご登録ください。
①メールで必要事項（氏名、卒業学科・卒業年、住所・電話番号、勤務校）を送信
②本センター HP「卒業生ネットワーク登録」からメール送信フォームを使用して送信
【卒業生以外の方】
・ワークショップ等の開催情報を随時お知らせします。
（登録方法）
いずれかの方法でご登録ください。
①メールで必要事項（氏名、住所・電話番号、勤務校）を送信
②本センターＨＰ「お知らせメール登録」からメール送信フォームを使用して送信

日本女子大学教職教育開発センター
〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1

TEL：03-5981-3777

E-mail：kyoshoku@fc.jwu.ac.jp
URL：http://www5.jwu.ac.jp/laboratory/kyoshoku
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FAX：03-5981-3778

私たちは、家庭や学校、職場、地域などでいろいろな問題と向き合いながら生活しています。 トラブル、悩
み、不安などを乗り越えるため、日本女子大学心理相談室では、心理学を専攻し、専門的な訓練を受けてい
る本学大学院生が教授陣の指導のもと、ストレスや過労にさいなまれる現代人の「こころ」の問題に共に
向き合い、悩みや問題を抱えているご本人、ご家族が、いきいきとした生活を送れるようにお手伝いします。
■最近、なんとなくやる気がおこらない。
■子どもが幼稚園や学校に行かない。
■夫婦関係を考えたい。
■対人関係が苦手。
■自分に自信がもてない、将来が不安。

安心して話せるお部屋を用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
（お電話で初回のご予約を受付いたします）

担

当

日本女子大学人間社会研究科心理学専攻大学院生
（教授陣による指導の体制の下で実施運営されております）

予約受付時間

月～土曜日

午前９時～午後５時

TEL 044-952-6963（直通）不在の時は、留守番電話をご利用ください。移転のため、
上記電話番号は６月までとなります。新番号は HP よりご確認下さい。
相

談

料

初 …5,500円
回
（90分） ２回目以降…2,200円
（50分）

※当相談室は医療機関ではありませんので、健康保険等の適用はできません。また、急を要する方はお
引き受けできない場合があります。
※心理検査も承っております。
※詳しい内容をお知りになりたい方に、パンフレットを郵送しております。お気軽にお問い合わせください。
※ホームページ https://llc.jwu.ac.jp/exl/psyc/nlc_psyc.htm
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※相談料には消費税が含まれています。

桜楓学園講座
日本女子大学創立者成瀬仁蔵は、世に先駆けて「生涯教育」を唱えました。桜楓学園はその実践の場と
して、1949年に開講して以来、
「教養講座」
「子ども講座」など幅広い学習の機会を提供しております。

＜教養講座のご案内＞
講座

曜日・時間

担当講師

月・水

11:00～17:00

伊藤 恵美

火

10:00～17:00

名雲 玲子

ヴァイオリン

月・火

10:00～17:00

松田 淑子

茶道・表千家

月

13:00～17:00

森垣 宗裕

火

11:00～17:00

江川 宗京

水

11:00～17:00

小谷 宗靖

俳画

第１金・第２水

13:00～17:00

有田 二三穂

通信書道・通信ペン習字

月１回添削指導

市川 恭子

通信短歌

月１回添削指導

實藤 恒子

ピアノ

茶道・裏千家

＜子ども講座のご案内＞
講座
ヴァイオリン

曜日・時間

担当講師

月・火

10:00～17:00

松田 淑子

月・水

11:00～17:00

伊藤 恵美

火

10:00～17:00

名雲 玲子

火

13:00～17:00

市川 恭子

水

13:00～17:00

伊山 宗紫

第２火

14:20～17:00

甲田 明子（日本棋院）

そろばん

火

13:30～17:00

木下 淳子

バレエ

水

（３部制）13:00～16:50

ピアノ
書道
囲碁

宮木 百合子・板倉 操

幼児英語・小学生英語（年齢、学年別課題）
通信添削コース
通信添削・オンラインコース

添削指導
添削指導＋オンラインによる会話レッ グローバルブリッジ外国人講師
スン

講座開講曜日、時間は2021年２月現在の予定です。開講について変更の場合もあるため開講日等
詳細は、お気軽にお問合せください。HP もご覧ください。

桜楓学園の問合せ先【月～金】
一般社団法人日本女子大学教育文化振興桜楓会 桜楓学園
〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1 日本女子大学内
TEL：03-3943-0052
FAX：03-3943-0050
e-mail: ofugakuen@atlas.jwu.ac.jp
URL：http://oufusrv.jwu.ac.jp
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目白キャンパス
【会員情報登録書・受講申込書－郵送・FAX用－】
日本女子大学生涯学習センター行
送信日

年

月

日

FAX 送信先／目白講座申込先03-5981-3756＜送信面 のウラ・オモテにご注意ください＞
※送信時の不具合が発生しておりますので、センター事務室にお電話いただき、FAX 到着をご確認いただくことをお勧めいたします。
※申し込み受付開始は【４／１（木）
】からになります。

① 会員番号

←会員番号をご記入ください。お持ちでない方、
わからない方は空欄のままで結構です。

（本学学生は学籍番号）

フリガナ
② 氏名
（必須）
〒

③ 現住所
（必須）
④

電話番号（必須）

⑤ FAX 番号

⑥

携帯番号

⑦ PCメールアドレス
（オンライン講座受講時
は必須）

⑧ 生 年

西暦

⑨ 当センターでの受講歴

年生まれ
有

⑩ 本学生のみ記入
〇で囲ってください

・通学課程
・通信課程

⑪ 桜楓会正会員

卒業学科（
回生または卒業年（

・

無

※講座パンフレット送付が不要の方はチェックしてください□

・リカレント教育課程
・附属校 学年・クラス
）
）

※オンライン講座は、Zoom で開催されます。Zoom 接続にはメールアドレスが必要となります。
講座に参加するためのご連絡は、ご記入いただいたメールアドレスにメールでお送りいたします。メールアドレスをお持ちでない方は
講座に参加できません。

⑫ 目白講座名
※記入例

成瀬仁蔵の政治思想をさぐる

講座番号

受講料

M 007 A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A

2,200円

受講料合計

円

「講座受講申込」・「VOD 講座・情報を視聴」の方
上記の必要事項を記入し、FAX にてお申し込みください。または、①から⑫までをハガキに記
入してお送りください。
VOD 講座・情報の視聴には「会員情報登録」が必要です。（一部の講座・情報を除く）
※VOD 講座につきましては、P46をご覧ください。
※この用紙に記載の連絡先等の個人情報は記載された内容に関わる事務及び連絡のためにのみ使用いたします。
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西生田キャンパス
【会員情報登録書・受講申込書－郵送・FAX用－】
日本女子大学生涯学習センター行
送信日

年

月

日

FAX 送信先／西生田講座申込先044-952-6962 ＜送信面のウラ・オモテにご注意ください＞
※送信時の不具合が発生しておりますので、センター事務室にお電話いただき、FAX 到着をご確認いただくことをお勧めいたします。
※申し込み受付開始は【４／１（木）
】からになります。

① 会員番号

←会員番号をご記入ください。お持ちでない方、
わからない方は空欄のままで結構です。

（本学学生は学籍番号）

フリガナ
② 氏名
（必須）
〒

③ 現住所
（必須）
④

電話番号（必須）

⑤ FAX 番号

⑥

携帯番号

⑦ PCメールアドレス
（オンライン講座受講時
は必須）

⑧ 生 年

西暦

⑨ 当センターでの受講歴

年生まれ
有

⑩ 本学生のみ記入
〇で囲ってください

・通学課程
・通信課程

⑪ 桜楓会正会員

卒業学科（
回生または卒業年（

・

無

※講座パンフレット送付が不要の方はチェックしてください□

・リカレント教育課程
・附属校 学年・クラス
）
）

※オンライン講座は、Zoom で開催されます。Zoom 接続にはメールアドレスが必要となります。オンライン講座に参加するための
ご連絡は、ご記入いただいたメールアドレスにメールでお送りします。メールアドレスをお持ちでない方はオンライン講座に参加
できません。
対面・オンライン
（〇をつける）

対・オ
対・オ
対・オ
対・オ
対・オ
対・オ

⑫ 西生田講座名
※記入例

講座番号

受講料

駐車場の希望
（対面の方）

備考

名画が語る音楽（1） N 302 A-1 2,500円 〇 or ×
N
A
N
A
N
A
N
A
N
A
受講料合計

円

「講座受講申込」の方
上記の必要事項を記入し、FAX にてお申し込みください。または、①から⑫までをハガキに記
入してお送りください。
駐車場利用を希望される方は、必ず P.42をご一読の上、お申し込みください。
※この用紙に記載の連絡先等の個人情報は記載された内容に関わる事務及び連絡のためにのみ使用します。
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交通アクセス
目白キャンパス

文京区コミュニティバス

Ｂ ぐる（目白台・小日向ルート）
下車「日本女子大前」：バス停⑥
※詳細は文京区へお問い合わせください

徒歩：約15分
バス：約５分
（バス停の位置は上記地図参照）
都営バス（学05）
日本女子大学行き
（直行）
JR 山手線
乗車「目白駅前」
：バス停②
目白駅
下車「日本女子大前」
：バス停⑤
都営バス（白61）
新宿駅西口行きまたはホテル椿山荘東京行き
乗車「目白駅前」
：バス停①③
下車「日本女子大前」
：バス停④

東京メトロ副都心線
徒歩：約８分
雑司が谷駅
（３番出口）
東京メトロ有楽町線
護国寺駅
徒歩：約10分
（４番出口）

西生田キャンパス
徒歩：大学まで約１５分
小田急線
【小田急バス】
「城下」行き
「読売ランド前」
乗車時間：約３分
駅
下車：「日本女子大東門」
（徒歩約２分）
JR南武線
【小田急バス】
「生田折返場」行き
「稲田堤」駅
乗車：「城下」京王稲田堤駅付近ロータリー
乗車時間：約１２分
京王線
下車：「日本女子大東門」
（徒歩約２分）
「京王稲田堤」
駅
京王線
【小田急バス】
「寺尾台団地」行き
「京王
乗車時間：約１５分
下車：「女子大前」
（徒歩約７分）
よみうりランド」駅
タクシー乗り場
小田急線「生田」駅、
「百合ヶ丘」駅、
「新百合ヶ丘」駅前
公共の交通機関をご利用の場合は、時期・時間帯によって変更す
る事がありますので、各交通機関等に事前にご確認の上ご利用く
ださい。
※ご注意ください！
向ヶ丘遊園駅からの学バス運行はございません。
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月、火、木 9：00〜16：00

