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生涯マナビト宣言！
知の広場で新しい自分を創り出しませんか。

明治大学キャラクター
「めいじろう」

■ VE（価値分析・価値工学）入門講座
■ 屋上緑化コーディネーター
　資格受験対策講座
■ 実用フランス語技能検定3級　
　100％合格講座

■ 基礎英会話講座
■ TOEFL®総合対策講座（通年クラス）
■ Fun and Adventure 　
　in Creative English

公務員試験合格対策講座！

資格・実務・語学講座
LICENCE AND LANGUAGE PROGRAM2011 前期

駿河台キャンパス・アカデミーコモン11階

表紙絵画  右上：原 武 作  右下：川村 省吾 作  左下：斎藤 平四郎 作



2011年度春、一層充実したサービスの

創造に向けて、新しい組織体制で

より良い講座創りを目指します！！

オープン講座は、会員以外の方でも自由に参加でき

る特別プログラムです。通常のプログラムにはない

貴重な「マナビ」を体験できる企画です。

オープン講座

博物館、文化財団、大使館、新聞社等の外部団体との

共催による講座や、各界著名人による講座、実演･実

習など特色ある講座です。より専門的に学ぶ機会、あ

るいは新たな学びのきっかけを提供する講座です。

特別企画講座

明治大学9学部・大学院の教授陣を中心に大学の知を

広く公開する講座です。現代社会をはじめ、音楽･芸術、

世界の文化･文学、日本の文化･文学･歴史まで、幅広い

好奇心に応える豊富なラインナップを取り揃えていま

す。

教養・文化講座

財務･会計、マーケティング、戦略とマネジメント、コ

ミュニケーション等、高度専門職業人に向けた最新

のビジネススキルを提供します。また、グループワー

クなどを通じた受講生同士の異業種交流も活発で

す。現代の日本を担うビジネスパーソンたちの集う知

の広場としても好評をいただいています。

ビジネスプログラム

宅建や貿易実務、ファイナンシャルプランナー等資格取

得を目指す講座、TOEIC スコアアップ講座など、様々

な分野でのスキルアップを目指すプログラム。各専門教

育機関で実績のある講師陣が講義を担当します。

大学生向けに割引価格を設定しており、就職活動を支

援します。また、シニアの方が楽しみながら学べる英会

話講座も開催します。

資格・実務・語学講座

ポイント制度
あなたの学習成果を大学が認証します。

図書館の館外貸出サービスを開始しました！

各講座に学習時間に応じた「ポイント：★」を表示しています。会員
の皆さんは、講座を修了することでポイントを取得でき、ポイントが
一定数累積すると、リバティアカデミー独自の称号を授与します。
称号は教養･文化講座を受講される方向けと、ビジネスプログラム
を受講される方向けの2区分があります。

リバティアカデミー会員
の特典として、明治大学
図書館の館内閲覧及び
生涯学習の支援を目的
として、館外貸出サービ
スを開始しました。
館外貸出サービスをご
利用いただくためには、
ライブラリー･カードの
申し込みが必要になります。詳細は、92ぺ一ジの「入会と受講の
ご案内（入会の特典）」をご覧ください。

ポイント制度の詳細は92ページ ▶▶▶▶▶▶▶▶▶

キャンパスマップ・施設案内は90～91ページ ▶▶▶▶

会員更新の期限は、
3月31日までです。お忘れなく！！
2008年度にご入会の方(有効期限2011年3月31日までの方)は、引
き続きリバティアカデミーをご利用いただくために「会員更新」の
手続き（*1）が必要です。有効期限は、会員証表面の「会員有効期限」
でご確認ください。2011年3月31日までの「会員更新」には、お得な
割引があります。

（*1）会員更新のみもお受けいたします。但し、「再入会」の場合には、受講申込が必要です。
（*2）明治大学カード会員は1,000円です。
（*3）3月31日までに更新をされずに、4月1日以降、受講申込みをいただく場合には、「再入会」の
お手続きとなり、入会金3,000円が必要になります。

●リバティアカデミー事務局は、アカデミーコモン11階にあります。
●レクチャールーム、ゼミナールルーム等、より効果的な講義のできる教室です。
●交流サロンをご利用いただけます。

お申込方法のご案内は6～7ページ ▶▶▶▶▶▶▶▶

お得な割引
手数料2,000円（*2）で、3年間の会員更新ができます。
再入会（*3）より1,000円お得!

MEIJI UNIVERSITY  LIBERTY ACADEMY
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納谷　 美（なや　ひろみ）

明治大学 学長

R

　今、世界的な規模で社会情勢が変化する中、次世代

教育に向けての「大学のあるべき姿」が問われていま

す。明治大学では、新しい時代の高等教育に求められて

いる「社会貢献」という役割を、教育・研究に続く３つ目

の柱として掲げ、大学が持つ様々な知的資産を社会に

開放・発信しています。

　1999年4月に設立したリバティアカデミーは、社会に

開かれた「知」の拠点として、年間約380講座を開設し、

約22，000名の幅広い年代・立場の方々に受講いただい

ております。また、近年は高度化・多様化する地域の学

習ニーズに応えていくために、地方自治体との連携講座

をはじめ、各企業研修、国からの委託事業などに取り組

んでまいりました。

　このたび明治大学では、「社会貢献」をより一層推進

していくために、「社会連携機構」が創設され、同機構の

下に、再編されたリバティアカデミーと新たに地域連携

推進センターが設置されました。今後、新体制の下で、カ

リキュラムや講座の更なる質の向上を図り、より良い講

座創りを目指してまいりますので、引き続きリバティアカ

デミーをご受講くださるよう心よりお願い申し上げます。

明治大学リバティアカデミー長

大友 純 
（おおとも　じゅん）  

明治大学社会連携機構長
明治大学地域連携推進センター長

福宮 賢一
（ふくみや　けんいち）
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VE（価値分析・価値工学）入門講座
屋上緑化コーディネーター資格受験対策講座
証券アナリスト第１次レベル試験対策講座
宅地建物取引主任者合格対策講座
社会保険労務士直前合格対策講座 
社会保険労務士合格対策講座（入門）

日商簿記検定（3級）受験対策講座
貿易実務合格対策講座（初級）

知的財産管理技能検定（3級）合格対策講座
弁理士・知的財産管理技能検定（2級）合格対策講座
外務員資格（会員二種）合格対策講座
FP3級資格（国家資格）合格対策講座
総合旅行業務取扱管理者受験対策講座
ビジネス能力検定（2級）合格対策講座
秘書技能検定（準1級）合格対策講座
秘書技能検定（2級）合格対策講座
食生活アドバイザー®検定（3級）合格対策講座
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2011年度リバティアカデミー開講記念講座「ニュースが変わる」
PIC（太平洋諸島センター）共催  太平洋の島々に生きる人々
明治大学創立130周年記念オープン講座  明治大学を創った若者たち
世界の民族音楽を聴く
クラシックの名曲と女性たち
漆文化のはじまりと広がり
明治大学連合駿台会寄付講座  明大出身法曹に揺らぐ社会の今を聴く
明治大学校友会寄付講座  鼎談！「家元のお仕事」
後援読売新聞  時代の証言者　才女を超えて・曽野綾子

﨑　章浩（明治大学経営学部教授）・田中　雅康（目白大学大学院教授）
輿水　肇（明治大学農学部教授）ほか
北岡　孝義（明治大学商学部教授）
吉澤　政一（資格の学校TAC宅建講座講師）
資格の学校TAC　社会保険労務士講座講師
資格の学校TAC　社会保険労務士講座講師

佐藤　博敬（（株）教育企画センター）
寺尾　秀雄（国際コミュニティ）

今村　哲也（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）、荒木　佳幸
荒木　佳幸、平山　太郎
羽立　教江
村岡　清樹（東京シティ税理士事務所）ほか
金井　久夫（トラベルジャーナル学園）
伊藤　京子（ビジネス能力検定専門委員）
社　直子（早稲田ワーキングスクール講師）
藤井　充子（早稲田ワーキングスクール講師）
竹内　弘光（FLAネットワーク協会会長）

大越　健介（NHKキャスター）
管　啓次郎（明治大学理工学部教授）ほか
渡辺　隆喜（明治大学名誉教授）ほか
江波戸　昭（明治大学名誉教授）ほか
白石　隆生（尚美学園大学教授）ほか
宮腰　哲雄（明治大学理工学部教授）
熊﨑　勝彦（弁護士、元東京地検特捜部長）
観世　清和（能楽観世流宗家）ほか
曽野　綾子（作家）
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実用フランス語技能検定試験（仏検）3級・100％合格講座
気軽にはじめるハングル（入門）
らくらく中国語実用会話（入門）

基礎英会話講座（A・B・C・Dクラス）
TOEIC®スコアアップ強化講座（駿河台）
クラスの選び方
TOEIC®スコアアップ土曜集中講座（駿河台）
TOEIC®スコアアップ強化講座（生田）
TOEIC®スコアアップ強化講座（和泉）

TOEFL®テストとは？/TOEFL®テストITP
Talking about Britain 2
マイクのひとくち英会話プラスα（初級）（4月クラス）
マイクのひとくち英会話プラスα（初級）（7月クラス）
マイクのらくらく英会話（中級）（4月クラス）
マイクのらくらく英会話（中級）（7月クラス）
Topics for Discussion（上級）（4月クラス）
Topics for Discussion（上級）（7月クラス）
English in the News:ニューズで英語を学ぶ
Fun and Adventure in Creative English
挫折なしのビジネス英語（入門）
挫折なしのビジネス英語（初級）
英語で学ぶ日本文化（5月クラス）
英語で学ぶ現代日本の文化と時事（8月クラス）
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　火曜コース（5月クラス）
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　火曜コース（8月クラス）
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　木曜コース（5月クラス）
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　木曜コース（8月クラス）
英語で学ぶビジネスコミュニケーションとビジネス英会話
英語で学ぶビジネス英会話に役立つピンポイント英文法

ビジネス英会話　
電話対応からプレゼン、ミーティングまで（初級・中級）
国際英語ニュースで学ぶ世界の今と英会話
おすすめ講座
リバティアカデミーの様々な取り組み
キャンパスマップ・施設案内
入会と受講のご案内
入会・受講申込FAXフォーム
「明治大学カード」のご案内

久松　健一（明治大学商学部准教授）ほか
バークレーハウス語学センター韓国語専任講師
日中人材コラボ・センター中国語専任講師

タイムライフ専任講師
タイムライフ専任講師

タイムライフ専任講師
タイムライフ専任講師
タイムライフ専任講師

ジェイムス・ハウス（明治大学情報コミュニケーション学部教授）

ロバート・ハミルトン（明治大学国際日本学部特任講師）
カーミット・カーベル（明治大学文学部兼任講師）
飯田　健雄（明治大学国際日本学部兼任講師）
飯田　健雄（明治大学国際日本学部兼任講師）

手塚　朱羽子（エフェクトコム代表）
手塚　朱羽子（エフェクトコム代表）

サイマル・アカデミー法人事業部講師

11130021
11130022
11130023
11130024

相続入門
色彩心理（入門編）
ネットワーク時代のレファレンスサービスの原理と方法
検索力のスキルアップとパスファインダー作成講座

横須賀　啓子（税理士）
南　涼子（カラーコンサルタント）
阪田　蓉子（元 明治大学文学部教授）、齋藤　泰則（明治大学文学部教授）
阪田　蓉子（元 明治大学文学部教授）、松下　鈞（明治大学文学部兼任講師）

行政書士試験合格対策講座 米田　龍玄、葛原　久美（（株）ベリース）

通関士合格対策講座（平日夜間主コース・土曜主コース） 寺尾　秀雄（国際コミュニティ）

公務員試験受験対策講座 教育企画センター講師

チャレンジ！毎日学べる実践英会話（駿河台・和泉） ウエストゲイト選任講師

TOEIC®IPテスト

すぐに役立つ実用英会話（初級・中級）

資格の学校TAC専任講師TOEFL®総合対策講座（通年クラス）

マイク・マクサマック（明治大学法学部教授）

マイク・マクサマック（明治大学法学部教授）

マイク・マクサマック（明治大学法学部教授）

67

72

73

手塚　朱羽子（エフェクトコム代表）

手塚　朱羽子（エフェクトコム代表）

手塚　朱羽子（エフェクトコム代表）

79

80

サイマル・アカデミー法人事業部講師84

サイマル・アカデミー法人事業部講師85

81

74
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11130001

11130002
11130003

11130004

11130005

11130006

11130007

11130008

11130009

11130010・11

11130012

11130013

11130014

11130015

11130016

11130017
11130018
11130019
11130020
11130021
11130022

11130023

11130024

11140001
11140002
11140003

11140004

11140005

11140006～9

11140010～24

11140025

11140026

11140027・28

11140029
11140030
11140031
11140032
11140033
11140034
11140035
11140036
11140037
11140038
11140039
11140040
11140041
11140042
11140043
11140044
11140045
11140046
11140047
11140048

11140049・50
11140051・52
11140053

VE（価値分析・価値工学）」入門講座

屋上緑化コーディネーター資格受験対策講座
証券アナリスト第１次レベル試験対策講座

宅地建物取引主任者合格対策講座

社会保険労務士直前合格対策講座

社会保険労務士合格対策講座（入門）

行政書士試験合格対策講座

日商簿記検定（3級）受験対策講座

貿易実務合格対策講座（初級）

通関士合格対策講座（平日夜間コース・土曜主コース）

知的財産管理技能検定（3級）合格対策講座

弁理士・知的財産管理技能検定（2級）合格対策講座

外務員資格（会員二種）合格対策講座

FP3級資格（国家資格）合格対策講座

総合旅行業務取扱管理者受験対策講座

ビジネス能力検定（2級）合格対策講座
秘書技能検定（準1級）合格対策講座
秘書技能検定（2級）合格対策講座
食生活アドバイザー®検定（3級）合格対策講座
相続入門
色彩心理（入門編）

ネットワーク時代のレファレンスサービスの原理と方法

検索力のスキルアップとパスファインダー作成講座

実用フランス語技能検定試験（仏検）3級・100％合格講座
気軽にはじめるハングル（入門）
らくらく中国語実用会話（入門）

チャレンジ！毎日学べる実践英会話（駿河台）

チャレンジ！毎日学べる実践英会話（和泉）

基礎英会話講座（A・B・C・Dクラス）

TOEIC®スコアアップ強化講座（駿河台）

TOEIC®スコアアップ土曜集中講座（駿河台）

TOEIC®スコアアップ強化講座（生田）

TOEIC®スコアアップ強化講座（和泉）

TOEFL®総合対策講座（通年クラス）
Talking about Britain 2
マイクのひとくち英会話プラスα（初級）（4月クラス）
マイクのひとくち英会話プラスα（初級）（7月クラス）
マイクのらくらく英会話（中級）（4月クラス）
マイクのらくらく英会話（中級）（7月クラス）
Topics for Discussion（上級）（4月クラス）
Topics for Discussion（上級）（7月クラス）
English in the News:ニューズで英語を学ぶ
Fun and Adventure in Creative English
挫折なしのビジネス英語（入門）
挫折なしのビジネス英語（初級）
英語で学ぶ日本文化（5月クラス）
英語で学ぶ現代日本の文化と時事（8月クラス）
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　火曜コース（5月クラス）
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　火曜コース（8月クラス）
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　木曜コース（5月クラス）
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　木曜コース（8月クラス）
英語で学ぶビジネスコミュニケーションとビジネス英会話
英語で学ぶビジネス英会話に役立つピンポイント英文法
すぐに役立つ実用英会話（初級・中級）
ビジネス英会話　電話対応からプレゼン、ミーティングまで（初級・中級）
国際英語ニュースで学ぶ世界の今と英会話

﨑 章浩（明治大学経営学部教授）
田中 雅康（目白大学大学院教授）
輿水 肇（明治大学農学部教授）他
北岡 孝義（明治大学商学部教授）

資格の学校ＴＡＣ　宅建講座講師

資格の学校ＴＡＣ　社会保険労務士講座講師

資格の学校ＴＡＣ　社会保険労務士講座講師

米田 龍玄（弁護士）
葛原 久美（（株）ベリース）

佐藤 博敬（（株）教育企画センター）

寺尾 秀雄（国際コミュニティ）

寺尾 秀雄（国際コミュニティ）

今村 哲也（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）、
荒木 佳幸（弁理士）　

荒木 佳幸（弁理士）、平山 太郎

羽立 教江

村岡 清樹（東京シティ税理士事務所）ほか

金井 久夫（トラベルジャーナル学園）

伊藤 京子（ビジネス能力検定専門委員）　
社 直子（早稲田ワーキングスクール講師）
藤井 充子（早稲田ワーキングスクール講師）
竹内 弘光（FLAネットワーク協会会長）
横須賀 啓子（税理士）
南 涼子（カラーコンサルタント）
阪田 蓉子 （元明治大学文学部教授）、
齋藤 泰則 （明治大学文学部教授）
阪田 蓉子 （元明治大学文学部教授）、
松下 鈞 （明治大学文学部兼任講師）
久松 健一（商学部准教授）ほか
バークレーハウス語学センター韓国語専任講師
日中人材コラボ・センター中国語専任講師

ウエストゲイト選任講師

ウエストゲイト選任講師

タイムライフ専任講師

タイムライフ専任講師

タイムライフ専任講師

タイムライフ専任講師

タイムライフ専任講師

資格の学校 TAC 専任講師
ジェイムス・ハウス（情報コミュニケーション学部教授）
マイク・マクサマック（法学部教授）
マイク・マクサマック（法学部教授）
マイク・マクサマック（法学部教授）
マイク・マクサマック（法学部教授）
マイク・マクサマック（法学部教授）
マイク・マクサマック（法学部教授）
ロバート・ハミルトン（国際日本学部特任講師）
カーミット・カーベル（文学部兼任講師）
飯田 健雄（国際日本学部兼任講師）
飯田 健雄（国際日本学部兼任講師）
手塚 朱羽子（エフェクトコム代表）
手塚 朱羽子（エフェクトコム代表）
手塚 朱羽子（エフェクトコム代表）
手塚 朱羽子（エフェクトコム代表）
手塚 朱羽子（エフェクトコム代表）
手塚 朱羽子（エフェクトコム代表）
手塚 朱羽子（エフェクトコム代表）
手塚 朱羽子（エフェクトコム代表）
サイマル・アカデミー法人事業部講師
サイマル・アカデミー法人事業部講師
サイマル・アカデミー法人事業部講師

5月11日（水）18：10～18：40
5月14日（土）13：00～14：00

4月23日（土）10：30～11：30

5月14日（土） 13：00～14：00

4月15日（金）19：00～20：00・4月19日（火）19：00～20：00
4月22日（金）12：15～12：45・4月26日（火）12：15～12：45
5月10日（火）19：00～20：00

5月10日（火）・5月24日（火）・6月7日（火）19：00～20：00

7月5日（火）12：15～12：45【和泉】、7月19日（火）12：15～12：45【和泉】
7月26日（火）19：00～20：00【駿河台】、8月3日（水）19：00～20：00【駿河台】
8月18日（木）19：00～20：00【駿河台】

3月15日（火）19：00～20：00 【駿河台】・4月12日（火）18：00～19：00【和泉】
4月13日（水）19：00～20：00【駿河台】

4月5日（火）19：00～20：00・4月9日（土）13：00～14：00
4月14日（木）19：00～20：00

3月26日（土）13:30～14:30・4月7日（木）19：00～20：00

3月26日（土）14：40～15：40・4月7日（木）20：10～21：10
4月9日（土）13：30～14：30

4月13日（水）18：30～19：30・4月15日（金）14：00～15：00 
4月20日（水）18：30～19：30

4月23日（土）15：00～16：00・5月14日（土）15：00～16：00
5月21日（土）15：00～16：00

4月18日（月）19：00～20：00【駿河台】、4月20日（水）19：00～20：00【和泉】
4月25日（月）19：00～20：00【駿河台】、4月27日（水）19：00～20：00【和泉】

4月19日（火）・4月26日（火） 19：00～20：00

4月19日（火）19：00～20：00・4月23日（土）13：00～14：00
4月26日（火）19：00～20：00

4月25日（月）・5月9日（月）18：30～19：30

4月12日（火）・4月21日（木）19：00～20：00

4月12日（火）・4月21日（木）19：00～20：00

5月11日（水）・5月18日（水）19：00～20：00

3月31日（木）13：00～14：00

5月9日（月）・5月23日（月） 19：00～20：00

3月22日（火）18：30～19：30

5月14日（土）15:00～16:00

8月24日（水）18：30～19：15

5月12日（木）13:00～14:00

4月12日（火）・4月19日（火）19：00～20：00

4月11日（月）・4月13日（水）
12：15～12：55  14：40～15：20  16：20～17：00

4月14日（木）・4月15日（金）
12：15～12：55  14：40～15：20  16：20～17：00

3月23日（水）・3月29日（火）  11：00～12：00

4月15日（金）・4月20日（水）・4月26日（火）17：30～18：30
4月23日（土） 13：00～14：00・5月12日（木）18：00～19：00

4月15日（金）・4月20日（水）・4月26日（火） 17：30～18：30
4月23日（土）13：00～14：00・5月12日（木） 18：00～19：00

4月20日（水）18：00～19：00・4月26日（火）16：30～17：30
5月12日（木）12：10～12：50

4月21日（木）18：00～19：00・4月27日（水）12：15～12：50
5月12日（木）16：30～17：30 

4月26日（火）・5月13日（金）18：00～19：00

4月14日（木）・4月21日（木）15:00～16:00

3月19日（土）12：15～12：45

6月18日（土）12：15～12：45

3月19日（土）12：15～12：45

6月18日（土）12：15～12：45

3月19日（土）12：15～12：45

6月18日（土）12：15～12：45

4月12日（火）・4月19日（火）19：30～20：30

4月25日（月）19：00～19：30

4月14日（木）・4月21日（木）・4月28日（木）19：00～20：00

7月19日（火）・7月26日（火）・8月2日（火）19：00～20：00

3月31日（木）・4月7日（木）12：30～13：30

3月31日（木）・4月7日（木）12：30～13：30

3月29日（火）・3月31日（木）・4月5日（火）・4月7日（木）12：30～13：30

3月29日（火）・3月31日（木）・4月5日（火）・4月7日（木）12：30～13：30

3月29日（火）・3月31日（木）・4月5日（火）・4月7日（木）12：30～13：30

3月29日（火）・3月31日（木）・4月5日（火）・4月7日（木）12：30～13：30

4月9日（土）・4月16日（土）11：00～12：00

4月9日（土）・4月16日（土）11：00～12：00

3月14日（月）19：00～20：00

3月24日（木）19：00～20：00

3月9日（水）19：00～20：00

24

25
26

27

28

29

30・31

32

33

34・35

36

37

38

39

40

41
42
43
44
48
49

50

51

52
53
54

55

55

61

62

64

65

66

68・69
71
72
72
73
73
74
74
75
76
77
78
79
79
80
80
81
81
82
83
84
85
86
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お申込方法のご案内
会員受付▶3月1日（火）10：30～
一般受付▶3月3日（木）10：30～

お申込は
3方法

WEB

TEL
FAX

http://academy.meiji.jp
03-3296-4542
03-3296-4423

講座申込から受講までの流れ

Webサイトからのお申込・お支払

FAX・電話でのお申込・お支払

③ 受講案内の到着･確認／④ 受講開始

①
入
会
申
込
・
受
講
申
込

①
入
会
・
受
講
申
込
／
②
お
支
払

②
お
支
払

入会申込・
講座申込

受講案内の
到着・確認
振込後1週間で
お手元に届きます

お支払

リバティアカデミー入会金
3年度間有効¥3,OOO

受講開始入会申込・
講座申込

受講案内の
到着・確認お支払 受講開始

リバティアカデミーは会員制です。「会員証」を発行し、大学図書館の閲
覧利用等、皆様の学習をサポートします。受講にあたってご入会手続きを
お願いします。なお、入会のみのお申込はできません。
受講される講座をお決めになりましてからお手続きください。

FAXの場合は、「入会･受講申込FAXフ

ォーム(個人会員用)」（p94）に必要事項

をご記入の上、お送りください。

お電話の場合は、フォームの記入項目

について受付係にお知らせください。

事務局より請求書をお送りします。お近く

のコンビニエンスストアにてお支払くだ

さい。

FAX、電話申込では、クレジットカード

の取扱はしておりませんので、カード

支払をご利用の方はWebサイトから

お申込みください。

･

･

･

･

【はじめてお申込みの方】

「講座受講申込」欄

【会員の方】

「講座受講申込」欄

【会員更新／再入会の方】

「講座受講申込」欄

「入会申込」欄

会員番号
（再入会の方は旧会員番号）

のみ

「入会申込」欄

入会だけの申込はできません
ので、必ず「講座受講申込」欄
にもご記入ください。

「入会申込」欄の記入は不要
です。

･ご入金確認後、事務局より「受講案内」をお送りします。

･講座初回は「受講案内」をご持参の上、リバティアカデミー事務局カウンター

 （アカデミーコモン11階）あるいは指定の受付場所へお立ち寄りください。

 教室案内･教材配布等をさせていただきます。

･開講直前のお支払で「受講案内」が届かない場合には、請求書控をご持参く

 ださい。

･会員証のお届けは、お支払から、約1ヶ月後になります。会員証が届くまで

 の間は、「受講案内」を仮会員証としてお使いいただけます。

お支払は、  クレジットカード　コンビニでのお支払 が選べます。（下図）

･お支払回数は1回のみと
 なっております。
･クレジットカードはご本人様
 以外はご利用になれません。
（1）明治大学力一ド
　　（クレジット力一ド）

（2）各種クレジット力一ド

■ クレジットカード

･アナウンスに従い手続きを
 すすめてください。

■ コンビニでのお支払

入会･受講申込FAXフォーム(個人会員用)記入例

①カテゴリー、フリーワード等から
　検索を開始してください。

②講座一覧から希望する講座を
　選択してください。

③講座内容確認後、「受講申込」ボタン
　を押してください。

④複数講座を申込む場合には「続けて他の
　講座を申込む」を押してください。

　申込リストの確認後、「進む」ボタンを
　押してください。

⑤会員登録済みの場合は、会員番号、
　パスワードをご入力ください。
　初回申込の方は、会員登録へ
　進みます。

⑥お名前・ご住所等を登録してください。
　パスワードを設定し、受講規約を確認し
　た後、登録を行います。

⑧申込内容を確認していただき
　完了となります。

明治大学リバティアカデミー事務局　アカデミーコモン11階

受付時間　平日10：30～19：00　土曜10：30～15：30
(日曜･祝日及び大学指定日は休業)

ホームページを
リニューアル

【トップページ】http://academy.meiji.jp

【はじめてお申込みの方のみ】
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会員受付▶3月1日（火）10：30～
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①
入
会
申
込
・
受
講
申
込

①
入
会
・
受
講
申
込
／
②
お
支
払

②
お
支
払
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さい。

FAX、電話申込では、クレジットカード

の取扱はしておりませんので、カード

支払をご利用の方はWebサイトから

お申込みください。

･

･

･

･

【はじめてお申込みの方】

「講座受講申込」欄

【会員の方】

「講座受講申込」欄

【会員更新／再入会の方】

「講座受講申込」欄

「入会申込」欄

会員番号
（再入会の方は旧会員番号）

のみ

「入会申込」欄

入会だけの申込はできません
ので、必ず「講座受講申込」欄
にもご記入ください。

「入会申込」欄の記入は不要
です。

･ご入金確認後、事務局より「受講案内」をお送りします。

･講座初回は「受講案内」をご持参の上、リバティアカデミー事務局カウンター

 （アカデミーコモン11階）あるいは指定の受付場所へお立ち寄りください。

 教室案内･教材配布等をさせていただきます。

･開講直前のお支払で「受講案内」が届かない場合には、請求書控をご持参く

 ださい。

･会員証のお届けは、お支払から、約1ヶ月後になります。会員証が届くまで

 の間は、「受講案内」を仮会員証としてお使いいただけます。

お支払は、  クレジットカード　コンビニでのお支払 が選べます。（下図）

･お支払回数は1回のみと
 なっております。
･クレジットカードはご本人様
 以外はご利用になれません。
（1）明治大学力一ド
　　（クレジット力一ド）

（2）各種クレジット力一ド

■ クレジットカード

･アナウンスに従い手続きを
 すすめてください。

■ コンビニでのお支払

入会･受講申込FAXフォーム(個人会員用)記入例

①カテゴリー、フリーワード等から
　検索を開始してください。

②講座一覧から希望する講座を
　選択してください。

③講座内容確認後、「受講申込」ボタン
　を押してください。

④複数講座を申込む場合には「続けて他の
　講座を申込む」を押してください。

　申込リストの確認後、「進む」ボタンを
　押してください。

⑤会員登録済みの場合は、会員番号、
　パスワードをご入力ください。
　初回申込の方は、会員登録へ
　進みます。

⑥お名前・ご住所等を登録してください。
　パスワードを設定し、受講規約を確認し
　た後、登録を行います。

⑧申込内容を確認していただき
　完了となります。

明治大学リバティアカデミー事務局　アカデミーコモン11階

受付時間　平日10：30～19：00　土曜10：30～15：30
(日曜･祝日及び大学指定日は休業)

ホームページを
リニューアル

【トップページ】http://academy.meiji.jp

【はじめてお申込みの方のみ】



  〔千代田区後援〕夏季源氏物語公開講座
光源氏の住まいと暮らし

オープン講座

6/15
19：00～20：30

7/22
19：00～21：00

4/16
14：00～15：30

4/23・5/7・5/14・
5/21・5/28

15：00～16：30

5/21・6/18・7/16
14：00～16：30

7/2
13：00～17：00

5/14
14：00～16：00

6/25
14：00～15：30

7/10
14：00～15：30

21

15

14

16

18

20

22

23

19

  明治大学連合駿台会寄付講座
明大出身法曹に揺らぐ社会の今を聴く

  PIC（太平洋諸島センター）共催
太平洋の島々に生きる人々

  「考古学ゼミナール」
考古学から探る古代の住まい

　駐日ルーマニア大使館共催
ルーマニアの文化に親しむ

  〔生田キャンパス開設〕
アグリサイエンス講座

2011年度リバティアカデミー開講記念講座
「ニュースが変わる」

明治大学創立130周年記念オープン講座
明治大学を創った若者たち

明治大学校友会寄付講座
鼎談！「家元のお仕事」

後援読売新聞
時代の証言者　才女を超えて・曽野綾子

漆文化のはじまりと広がり

クラシックの名曲と女性たち

世界の民族音楽を聴く

熊﨑 勝彦（弁護士、元東京地検特捜部長）
伊能 秀明（明治大学中央図書館事務長）ほか

西山 春文（明治大学商学部教授）

井上 優（明治大学文学部准教授）ほか
井戸田 総一郎（明治大学文学部教授）ほか
阪田 蓉子（元明治大学文学部教授）
渡 浩一（明治大学国際日本学部教授）
金山 秋男（明治大学法学部教授）ほか
大野 順一（詩人・日本文芸家協会会員）
大野 順一（詩人・日本文芸家協会会員）
牧野 健太郎（NHKプロモーション執行役員企画事業部長）ほか

重森 千靑（作庭家・京都工芸繊維大学非常勤講師）
伊能 秀明（明治大学中央図書館事務長）ほか

須田 努（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）

七沢 潔（ＮＨＫ放送文化研究所・主任研究員）
寺島 善一（明治大学商学部教授）ほか
鳥居 高（明治大学商学部教授）
阪田 蓉子（元明治大学文学部教授）ほか

林 雅彦（明治大学法学部教授）ほか
西山 春文（明治大学商学部教授）

西山 春文（明治大学商学部教授）
西山 春文（明治大学商学部教授）

山田 恒人（元明治大学文学部教授）
山口 佳紀（聖心女子大学名誉教授）
立野 正裕（明治大学文学部教授）ほか
小川 和佑（文芸評論家）
水谷 類（明治大学文学部兼任講師）
伊能 秀明（明治大学中央図書館事務長）ほか
氣賀澤 保規（明治大学文学部教授）ほか
圭室 文雄（明治大学名誉教授）ほか
永藤 靖（明治大学文学部教授）ほか

江波戸 昭（明治大学名誉教授）

永藤 靖（明治大学文学部教授）

雪嶋 宏一（早稲田大学教育・総合科学技術院准教授）

山口 政信（明治大学法学部教授）ほか

佐藤 義雄（明治大学文学部教授）ほか
穴田 義孝（明治大学政治経済学部教授）ほか
白石 隆生（尚美学園大学大学院教授）ほか
鈴木 カツ（音楽評論家）ほか
高瀬 智子（明治大学農学部講師）ほか

加藤 隆（元明治大学理工学部教授）

川島 高峰（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）ほか
須永 恆雄（明治大学法学部教授）ほか

牧野 敦司（明治大学文学部准教授）ほか

居駒 永幸（明治大学経営学部教授）ほか

合田 正人（明治大学文学部教授）
石川 日出志（明治大学文学部教授）
吉村 武彦（明治大学文学部教授）ほか
西山 春文（明治大学商学部教授）
山田 恒人（元明治大学文学部教授）

飯田 和人（明治大学政治経済学部教授）ほか
金 任仲（明治大学文学部兼任講師）

伊能 秀明（明治大学中央図書館事務長）ほか

日向 一雅（明治大学文学部教授）ほか

津田 重憲（明治大学法科大学院教授）

須田 努（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）
福田 榮次郎（明治大学名誉教授）ほか

浅沼 ゆりあ（演出家（劇団「害獣芝居」主宰））ほか

吉村 武彦（明治大学文学部教授）ほか

管 啓次郎（明治大学理工学部教授）ほか

大越 健介（NHKキャスター）

渡辺 隆喜（明治大学名誉教授）ほか

江波戸 昭（明治大学名誉教授）ほか

宮腰 哲雄（明治大学理工学部教授）ほか

観世 清和（能楽観世流宗家）ほか

白石 隆生（尚美学園大学大学院教授）ほか

曽野 綾子（作家）

水

金

土

日

曜日 講座名 講師名 日時 資格・実務・語学講座
パンフレットページ

教養・文化講座
パンフレットページ

13：00～14：30

19：00～20：30

10：30～12：30

70

63

43
10：30～12：00 48
13：00～14：30 52
13：00～14：30 92
15：00～16：30 38
15：00～16：30 86
15：00～16：30 87
18：00～19：30 75
18：30～20：00 83
13：00～14：30 64
13：00～14：30 68
13：00～14：30 77
15：00～16：30 73
15：00～16：30 76
15：00～17：00 41
17：00～18：30 34
18：30～20：00 40
18：30～20：00 55
18：30～20：00 78
13：00～14：30 35
13：00～14：30 60
13：00～15：00 62
13：00～14：30 69

14：00～15：30 90

15：30～17：30 62
15：30～17：30 63
17：00～18：30 36
17：00～18：30 54
17：00～18：30 80
18：30～20：00 72
18：30～20：00 82
19：00～20：30 63
10：30～12：00 56
10：30～12：00 57
10：30～12：00 91
13：00～14：30 59
13：00～14：30 66
13：00～14：30 67
13：00～14：30 71
15：00～16：30 53
15：00～16：30 65
15：00～16：30 84
15：00～16：30 85
17：00～18：30 89
18：30～20：30 46
18：30～20：00 51
18：30～20：00 88
18：30～20：00 39
10：30～12：00 45
13：00～14：30 42
13：00～14：30 74
13：00～14：30 81
15：00～16：30 37
15：00～16：30 44
15：00～16：30 47
15：00～16：30 58
15：00～16：30
15：00～16：30

江戸の戯作文学に親しむ　パート3

【和泉キャンパス】
俳句大学（和泉夜間クラス）
俳優を目指さない演劇ワークショップ
コンサートホールで歌おう！ 日本と世界の名曲
図書の文化史Ⅰ
地蔵菩薩霊験記絵を読む　－日本の絵巻を読む　その14－
いのちの軌跡　－宗教と文学の接点－
平家物語・その光と影（十三）
芭蕉をたづねて　－夢は枯野を－
続・デジタル浮世絵で読みとく江戸文化
古代学研究の最前線　Ⅶ
和の空間 －庭－　より一層の楽しみ方　
ア・ミュージアム　－「知」の玄関への招待－　パート9
じっくり学ぶ　幕末から明治期の政治と社会　Ⅰ
人と時代と古文書と
文芸作品からみる江戸の社会文化
コミュニケーションは朗読から
沖縄の“本土復帰”とは何であったのか？
スポーツメディアの可能性とスポーツの行くえ
イスラームと社会

なぜ人は旅に出るのか　その8
俳句大学（初級クラス）

俳句大学（中級クラス）
俳句大学（上級クラス）

俳句大学（夜間クラス）　

夏井 高人（明治大学法学部教授）ほか 18：30～20：00 50ランの世界

現代を斬る
古代日本と朝鮮渡来文化
日本の哲学者たち（10）
考古学の方法<入門>Ⅳ
日本書紀の世界　XⅦ

シェイクスピアを読む
ギリシア神話と芸術　

伊勢物語を読む　4

花と童謡の文化誌
日本の祭りと異形の神々　シリーズ4
新版・ゆっくり学ぶ江戸の古文書
雲南の歴史と文化　―明大アジア史講座（№13）－
全国古寺社めぐり
地域から見た古代文学
古事記の世界　Ⅲ
万葉集の世界　－巻四相聞を読むー
民族音楽紀行
西洋古版本の手ほどき
もう一度学ぶ平家物語とその時代
Your Mission to the Planet　あなたにできる世界への貢献
オペラの愉しみ
笑い笑われまた笑う
江戸～東京：都市と文化　Ⅷ
都市空間を歩く　－近代日本文学と東京－
常識力を問い直す、専門家の視点　その２
クラッシクの名曲と女性たち
アメリカン・ミュージック再発見
フランス体験講座

桃山文化　ⅩⅠ
漆アカデミー　ベーシックコース特別編「漆を知り、使って楽しむ」

源氏物語を読みなおす（3）
光源氏の中将時代の物語（2）

新聞から読み解く法律ゼミナール　パート6

月

火

水

木

土

金

曜日 講座名 講師名

教養・文化講座

13：00～14：30

14：00～16：00

15：00～16：30

15：00～16：30

10：00～11：30
13：00～14：30

18：00～20：00

13：00～14：30

14：00～16：00

25

27

28

29

26

30,31

32,33

24

特別企画講座

古墳発掘の成果とその被葬者像

カレー探訪講座第７弾

金山 秋男（明治大学法学部教授）ほか

大塚 初重（明治大学名誉教授）

伊藤 真弓（明治大学法学部准教授）ほか

鳥居 高（明治大学商学部教授）ほか

佐倉 朗夫（明治大学農学部特任教授）ほか

日向 一雅（明治大学文学部教授）ほか

モノと遺跡から見た弥生時代

月

金

土

曜日 講座名 講師名

7/26（火）

7/29（金）

～

曜 日 別 講 座 一 覧

 8 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY  9MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

リバティアカデミー時間割
リバティアカデミー講座の多くが、

右記の1～5時限の時間割にそって

開講されています。

（一部、例外講座もございます。）

時限
1

時限
2

時限
3

時限
4

時限
5

江戸随筆で調べてみよう

教養・文化講座
パンフレットページ

10：30～12：00

13：00～14：30

15：00～16：30

17：00～18：30

18：30 以降

時間

江戸TOKYO　「時空の交差点」を探訪する

世界の「聖地」を旅する　第一の旅

宮腰 哲雄（明治大学理工学部教授）ほか
渡辺 誠一（明治大学名誉教授）

61
79

  東紀州観光まちづくり公社連携講座
熊野の自然が生んだ信仰と文化

忽那 敬三（明治大学博物館学芸員）ほか

忽那 敬三（明治大学博物館学芸員）

時間



  〔千代田区後援〕夏季源氏物語公開講座
光源氏の住まいと暮らし

オープン講座

6/15
19：00～20：30

7/22
19：00～21：00

4/16
14：00～15：30

4/23・5/7・5/14・
5/21・5/28

15：00～16：30

5/21・6/18・7/16
14：00～16：30

7/2
13：00～17：00

5/14
14：00～16：00

6/25
14：00～15：30

7/10
14：00～15：30

21

15

14

16

18

20

22

23

19

  明治大学連合駿台会寄付講座
明大出身法曹に揺らぐ社会の今を聴く

  PIC（太平洋諸島センター）共催
太平洋の島々に生きる人々

  「考古学ゼミナール」
考古学から探る古代の住まい

　駐日ルーマニア大使館共催
ルーマニアの文化に親しむ

  〔生田キャンパス開設〕
アグリサイエンス講座

2011年度リバティアカデミー開講記念講座
「ニュースが変わる」

明治大学創立130周年記念オープン講座
明治大学を創った若者たち

明治大学校友会寄付講座
鼎談！「家元のお仕事」

後援読売新聞
時代の証言者　才女を超えて・曽野綾子

漆文化のはじまりと広がり

クラシックの名曲と女性たち

世界の民族音楽を聴く

熊﨑 勝彦（弁護士、元東京地検特捜部長）
伊能 秀明（明治大学中央図書館事務長）ほか

西山 春文（明治大学商学部教授）

井上 優（明治大学文学部准教授）ほか
井戸田 総一郎（明治大学文学部教授）ほか
阪田 蓉子（元明治大学文学部教授）
渡 浩一（明治大学国際日本学部教授）
金山 秋男（明治大学法学部教授）ほか
大野 順一（詩人・日本文芸家協会会員）
大野 順一（詩人・日本文芸家協会会員）
牧野 健太郎（NHKプロモーション執行役員企画事業部長）ほか

重森 千靑（作庭家・京都工芸繊維大学非常勤講師）
伊能 秀明（明治大学中央図書館事務長）ほか

須田 努（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）

七沢 潔（ＮＨＫ放送文化研究所・主任研究員）
寺島 善一（明治大学商学部教授）ほか
鳥居 高（明治大学商学部教授）
阪田 蓉子（元明治大学文学部教授）ほか

林 雅彦（明治大学法学部教授）ほか
西山 春文（明治大学商学部教授）

西山 春文（明治大学商学部教授）
西山 春文（明治大学商学部教授）

山田 恒人（元明治大学文学部教授）
山口 佳紀（聖心女子大学名誉教授）
立野 正裕（明治大学文学部教授）ほか
小川 和佑（文芸評論家）
水谷 類（明治大学文学部兼任講師）
伊能 秀明（明治大学中央図書館事務長）ほか
氣賀澤 保規（明治大学文学部教授）ほか
圭室 文雄（明治大学名誉教授）ほか
永藤 靖（明治大学文学部教授）ほか

江波戸 昭（明治大学名誉教授）

永藤 靖（明治大学文学部教授）

雪嶋 宏一（早稲田大学教育・総合科学技術院准教授）

山口 政信（明治大学法学部教授）ほか

佐藤 義雄（明治大学文学部教授）ほか
穴田 義孝（明治大学政治経済学部教授）ほか
白石 隆生（尚美学園大学大学院教授）ほか
鈴木 カツ（音楽評論家）ほか
高瀬 智子（明治大学農学部講師）ほか

加藤 隆（元明治大学理工学部教授）

川島 高峰（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）ほか
須永 恆雄（明治大学法学部教授）ほか

牧野 敦司（明治大学文学部准教授）ほか

居駒 永幸（明治大学経営学部教授）ほか

合田 正人（明治大学文学部教授）
石川 日出志（明治大学文学部教授）
吉村 武彦（明治大学文学部教授）ほか
西山 春文（明治大学商学部教授）
山田 恒人（元明治大学文学部教授）

飯田 和人（明治大学政治経済学部教授）ほか
金 任仲（明治大学文学部兼任講師）

伊能 秀明（明治大学中央図書館事務長）ほか

日向 一雅（明治大学文学部教授）ほか

津田 重憲（明治大学法科大学院教授）

須田 努（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）
福田 榮次郎（明治大学名誉教授）ほか

浅沼 ゆりあ（演出家（劇団「害獣芝居」主宰））ほか

吉村 武彦（明治大学文学部教授）ほか

管 啓次郎（明治大学理工学部教授）ほか

大越 健介（NHKキャスター）

渡辺 隆喜（明治大学名誉教授）ほか

江波戸 昭（明治大学名誉教授）ほか

宮腰 哲雄（明治大学理工学部教授）ほか

観世 清和（能楽観世流宗家）ほか

白石 隆生（尚美学園大学大学院教授）ほか

曽野 綾子（作家）

水

金

土

日

曜日 講座名 講師名 日時 資格・実務・語学講座
パンフレットページ

教養・文化講座
パンフレットページ

13：00～14：30

19：00～20：30

10：30～12：30

70

63

43
10：30～12：00 48
13：00～14：30 52
13：00～14：30 92
15：00～16：30 38
15：00～16：30 86
15：00～16：30 87
18：00～19：30 75
18：30～20：00 83
13：00～14：30 64
13：00～14：30 68
13：00～14：30 77
15：00～16：30 73
15：00～16：30 76
15：00～17：00 41
17：00～18：30 34
18：30～20：00 40
18：30～20：00 55
18：30～20：00 78
13：00～14：30 35
13：00～14：30 60
13：00～15：00 62
13：00～14：30 69

14：00～15：30 90

15：30～17：30 62
15：30～17：30 63
17：00～18：30 36
17：00～18：30 54
17：00～18：30 80
18：30～20：00 72
18：30～20：00 82
19：00～20：30 63
10：30～12：00 56
10：30～12：00 57
10：30～12：00 91
13：00～14：30 59
13：00～14：30 66
13：00～14：30 67
13：00～14：30 71
15：00～16：30 53
15：00～16：30 65
15：00～16：30 84
15：00～16：30 85
17：00～18：30 89
18：30～20：30 46
18：30～20：00 51
18：30～20：00 88
18：30～20：00 39
10：30～12：00 45
13：00～14：30 42
13：00～14：30 74
13：00～14：30 81
15：00～16：30 37
15：00～16：30 44
15：00～16：30 47
15：00～16：30 58
15：00～16：30
15：00～16：30

江戸の戯作文学に親しむ　パート3

【和泉キャンパス】
俳句大学（和泉夜間クラス）
俳優を目指さない演劇ワークショップ
コンサートホールで歌おう！ 日本と世界の名曲
図書の文化史Ⅰ
地蔵菩薩霊験記絵を読む　－日本の絵巻を読む　その14－
いのちの軌跡　－宗教と文学の接点－
平家物語・その光と影（十三）
芭蕉をたづねて　－夢は枯野を－
続・デジタル浮世絵で読みとく江戸文化
古代学研究の最前線　Ⅶ
和の空間 －庭－　より一層の楽しみ方　
ア・ミュージアム　－「知」の玄関への招待－　パート9
じっくり学ぶ　幕末から明治期の政治と社会　Ⅰ
人と時代と古文書と
文芸作品からみる江戸の社会文化
コミュニケーションは朗読から
沖縄の“本土復帰”とは何であったのか？
スポーツメディアの可能性とスポーツの行くえ
イスラームと社会

なぜ人は旅に出るのか　その8
俳句大学（初級クラス）

俳句大学（中級クラス）
俳句大学（上級クラス）

俳句大学（夜間クラス）　

夏井 高人（明治大学法学部教授）ほか 18：30～20：00 50ランの世界

現代を斬る
古代日本と朝鮮渡来文化
日本の哲学者たち（10）
考古学の方法<入門>Ⅳ
日本書紀の世界　XⅦ

シェイクスピアを読む
ギリシア神話と芸術　

伊勢物語を読む　4

花と童謡の文化誌
日本の祭りと異形の神々　シリーズ4
新版・ゆっくり学ぶ江戸の古文書
雲南の歴史と文化　―明大アジア史講座（№13）－
全国古寺社めぐり
地域から見た古代文学
古事記の世界　Ⅲ
万葉集の世界　－巻四相聞を読むー
民族音楽紀行
西洋古版本の手ほどき
もう一度学ぶ平家物語とその時代
Your Mission to the Planet　あなたにできる世界への貢献
オペラの愉しみ
笑い笑われまた笑う
江戸～東京：都市と文化　Ⅷ
都市空間を歩く　－近代日本文学と東京－
常識力を問い直す、専門家の視点　その２
クラッシクの名曲と女性たち
アメリカン・ミュージック再発見
フランス体験講座

桃山文化　ⅩⅠ
漆アカデミー　ベーシックコース特別編「漆を知り、使って楽しむ」

源氏物語を読みなおす（3）
光源氏の中将時代の物語（2）

新聞から読み解く法律ゼミナール　パート6

月

火

水

木

土

金

曜日 講座名 講師名

教養・文化講座

13：00～14：30

14：00～16：00

15：00～16：30

15：00～16：30

10：00～11：30
13：00～14：30

18：00～20：00

13：00～14：30

14：00～16：00

25

27

28

29

26

30,31

32,33

24

特別企画講座

古墳発掘の成果とその被葬者像

カレー探訪講座第７弾

金山 秋男（明治大学法学部教授）ほか

大塚 初重（明治大学名誉教授）

伊藤 真弓（明治大学法学部准教授）ほか

鳥居 高（明治大学商学部教授）ほか

佐倉 朗夫（明治大学農学部特任教授）ほか

日向 一雅（明治大学文学部教授）ほか

モノと遺跡から見た弥生時代

月

金

土

曜日 講座名 講師名

7/26（火）

7/29（金）

～

曜 日 別 講 座 一 覧

 8 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY  9MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

リバティアカデミー時間割
リバティアカデミー講座の多くが、

右記の1～5時限の時間割にそって

開講されています。

（一部、例外講座もございます。）

時限
1

時限
2

時限
3

時限
4

時限
5

江戸随筆で調べてみよう

教養・文化講座
パンフレットページ

10：30～12：00

13：00～14：30

15：00～16：30

17：00～18：30

18：30 以降

時間

江戸TOKYO　「時空の交差点」を探訪する

世界の「聖地」を旅する　第一の旅

宮腰 哲雄（明治大学理工学部教授）ほか
渡辺 誠一（明治大学名誉教授）

61
79

  東紀州観光まちづくり公社連携講座
熊野の自然が生んだ信仰と文化

忽那 敬三（明治大学博物館学芸員）ほか

忽那 敬三（明治大学博物館学芸員）

時間



団地再生実践講座 澤田 誠二 明治大学理工学部教授

風間 信隆 明治大学商学部教授
落合 稔 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科准教授

恩田 英治 国際社会貢献センター会員
坂本 恒夫

森山 展行

明治大学経営学部教授
坂本 恒夫 明治大学経営学部教授

日本コーチ連盟

ビジネスプログラム

19：00～20：30 31

19：00～20：30 41
19：00～20：30 60
19：00～20：30 62
19：00～20：30 64

19：00～20：30 80

19：00～21：00 30

19：00～21：00 69

19：00～21：00 34

19：00～20：30 40

19：00～20：30 46
19：00～21：00 52
19：00～20：30 56
19：00～20：30 63
19：10～21：10 74
19：00～20：30 32
19：00～21：00 45
19：00～20：30 48
19：00～20：30 53
19：00～21：00 57
19：00～21：00 58
19：00～21：00 66

19：00～20：30 68

19：00～20：30 75

19：00～21：00 36

19：00～20：30 38

19：00～21：00 50

19：00～21：00 69
19：00～21：00 73
15：30～17：30 42
10：30～12：30 54
13：00～16：00 56

13：00～16：10 76
13：00～16：10 78

14：00～18：00 57
13：30～16：30 59
11：30～17：30 70
13：30～18：30 71

13：30～18：30 72

9：00～12：20 71

19：00～20：30 61

19：00～21：00 44

高橋 正泰

火

月

水

金

土

木

曜日 講座名 コーディネータ 時間

　高度専門職業人の時代一ビジネスにプロフェッショナル･スキルが求められています。リバティアカデミーでは、「理論」と「実
践」の両面から経営科学に迫り、複雑なビジネス社会に対応できるスキルの育成を目指しています。
　フレームワークを学ぶべ一シックなコースから、専門職に対応した高度な内容を含むコースまで、本学教員と実務家講師が、
みなさまのビジネスをサポートします。

経営ゼミナール
トヨタ流コスト造り込み活動

新しい株式投資への第一歩
NPO法人の経営学
コーチング入門（火曜コース）

知っておきたい外国為替の常識

組織を考える

イノベーションと経営戦略
マーケティング・ゼミナール
－破壊的技術創造の理論と手法を学ぶ－

グローバル発想とリーダーシップ
世界の土俵で成功するためのビジネス・スキル

新商品・サービス開発とビジネス活性化戦略
－中小企業にも役立つ新商品・サービス開発のイロハから開発実践まで－　

農と食のビジネス革新（植物工場編）

英国四大銀行から見た邦銀の経営戦略
コーチング入門（金曜コース）
人を動かすビジネスプレゼンテーション
実践・マーケティング戦略セミナー
EViewsで学ぶファイナンス計量分析入門

心のリスクマネジメント
～生き方の癖を活かすコツ・変えるコツ　脚本編～

※一部、異なる曜日あるいは時間に実施する講義がございます。詳細はビジネスプログラムパンフレットにてご確認ください。

黒田 兼一
社会保険労務士総合研究機構協力講座　ケーススタディ実践　
会社経営と人事労務

社会保険労務士総合研究機構協力講座
経営労務監査の理論と課題

明治大学経営学部教授

明治大学経営学部教授

吉村 孝司 明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授

大友 純 明治大学商学部教授

今津 美樹 ＷｉｎＤｏ'ｓ代表取締役
沢内 隆志 明治大学名誉教授
﨑 章浩 明治大学経営学部教授

飯田 英明 メディアハウスＡ＆Ｓ取締役　　

明治大学商学部教授

井上 崇通 明治大学商学部教授
藤江 昌嗣 明治大学経営学部教授
大友 純
碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授
碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授
大友 純 明治大学商学部教授　一気にコミュニケーションの”コツ”を学んでしまおう！
ヘンリー
アンダーセン

廣政 幸生/歌代 豊　

菊池 一夫 明治大学商学部准教授

坂本 恒夫 明治大学経営学部教授

高橋 正泰 明治大学経営学部教授

阪井 和男 明治大学法学部教授

平沼 高 明治大学経営学部教授

明治大学農学部／経営学部教授

村松 かすみ プラネット㈱シニアインストラクター
大友 純　 明治大学商学部教授
北岡 孝義 明治大学商学部教授
﨑 章浩 明治大学経営学部教授　

森山 展行 日本コーチ連盟

「商品開発と原価企画」セミナー
碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授

コーチング・アドバンス
﨑 章浩 明治大学経営学部教授

パブリック・スピーキング（Ａコース）
森山 展行 日本コーチ連盟

パブリック・スピーキング（Ｂコース）
小沼 俊男 元ＮＨＫアナウンサー
小沼 俊男 元ＮＨＫアナウンサー

小沼 俊男 元ＮＨＫアナウンサー

米国UL 寄付講座　安全学入門
CERI寄付講座　化学物質の法規制

真意を訊きだすインタビュー・共感を呼ぶスピーチ・
参加者を引き込む司会技術

北野 大 明治大学理工学部教授
向殿 政男 明治大学理工学部教授

財務諸表の見方・読み方（土曜集中コース）
財務分析入門（土曜集中コース）

ネットマーケティング実践講座
小売ビジネスのマーケティング戦略
財務諸表の見方・読み方（平日夜間コース）

説得力を高めるプレゼン資料の作り方

ビジネスは「消費者」理解からスタートする
地域ブランド戦略研究―地方の魅力と元気再生―
読売新聞連携講座　広報の要（カナメ）
財務分析入門（平日夜間コース）
株式投資ゼミナール

経営戦略セミナーⅠ－戦略と組織を考える－

はじめて学ぶ経理実務入門講座 落合 稔

ビジネスプログラム
パンフレットページ

木

金

土

曜日 講座名 時間 備考
月曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。
月曜日（19：00～21：00）も講義を実施します。

火曜日（19：00～21：00）も講義を実施します。

火曜日（18：45～21：15）も講義を実施します。

火曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。

水曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。

水曜日（19：00～21：20）も講義を実施します。

木曜日（19：00～21：20）も講義を実施します。

火曜日（18：30～21：00）、木曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。

18：30～21：00

18：30～21：00
19：00～21：00

10：30～12：00
10：30～12：30
12：30～15：00
13：00～18：10

13：00～17：50

13：00～18：10

13：00～17：50
15：00～17：30

15：00～16：30

15：30～18：10

9：30～18：00

18：45～21：15

19：00～21：00
13：00～15：00

ビジネス能力検定（2級）合格対策講座

相続入門
秘書技能検定（2級）合格対策講座

知的財産管理技能検定（3級）合格対策講座
宅地建物取引主任者合格対策講座

秘書技能検定（準1級）合格対策講座

屋上緑化コーディネーター資格受験対策講座
VE（価値分析・価値工学）入門講座

日商簿記検定（3級）受験対策講座
証券アナリスト第1次レベル試験対策講座

貿易実務合格対策講座（初級）

通関士合格対策講座（平日夜間主コース）
通関士合格対策講座（土曜集中コース）

総合旅行業務取扱管理者受験対策講座
検索力のスキルアップとパスファインダー作成講座（演習方式）

弁理士・知的財産管理技能検定（2級）合格対策講座

41
43
48
27
36
42
24
25
26
32

33

34
34
37
40
51

資格・実務講座

月

火

水

木

曜日 講座名 時間

　資格･実務講座は、各種資格取得や業務上必要とされる能力の向上を目的とした講座群です。個々の実力が試される、現代社会
では、個人の資質を高め、ステップアップするための手段として資格取得が注目されています。リバティアカデミーでは、社会人のス
キルアップ、大学生の資格取得、就職支援を基本方針として、実施されています。

外務員資格（会員二種）合格対策講座
ビジネス能力検定（2級）合格対策講座
秘書技能検定（2級）合格対策講座
色彩心理（入門編）
宅地建物取引主任者合格対策講座
社会保険労務士直前合格対策講座
社会保険労務士合格対策講座（入門）
行政書士試験合格対策講座
日商簿記検定（3級）受験対策講座
ＦＰ3級資格（国家資格）合格対策講座
総合旅行業務取扱管理者受験対策講座
秘書技能検定（準１級）合格対策講座
ネットワーク時代のレファレンスサービスの原理と方法
通関士合格対策講座（平日夜間主コース）
外務員資格（会員二種）合格対策講座

水曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。
木曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。
木曜日（19：00～21：00）も講義を実施します。

木曜日（18：30～21：00）、土曜日（12：30～15：00）も講義を実施します。

火曜日（18：30～21：00）、土曜日（12：30～15：00）も講義を実施します。
土曜日（4/30 13：00～18：10、6/25 15：30～18：10）も講義を実施します。

金曜日（18：45～21：15）も講義を実施します。

土曜日（13：00～18：10）も講義を実施します。

土曜日（13：00～17：50）も講義を実施します。
月曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。

金曜日（19：00～21：00）も講義を実施します。

金曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。

18：30～21：00
18：30～21：00

18：30～21：00

18：30～21：00

18：30～21：00

18：30～21：00

18：30～21：00

18：45～21：15
18：45～21：15
18：45～21：15

19：00～21：00

19：00～21：00

19：00～21：00

19：00～21：00

19：00～21：20

19：00～21：20

19：00～20：30

18：30～21：00

19：00～21：00

備考
38
41
43
49
27
28
29
30
32
39
40
42
50
34
38
36
44
32
33

資格・実務・語学講座
パンフレットページ

資格・実務・語学講座
パンフレットページ

語学講座

月

火

水

木

金

土

曜日 講座名 時間
Fun and Adventure in Creative English
すぐに役立つ実用英会話（初級・中級）

Talking about Britain 2
TOEICスコアアップ強化講座（生田）

TOEICスコアアップ強化講座（和泉）

挫折なしのビジネス英語（入門）

TOEICスコアアップ強化講座（駿河台）

挫折なしのビジネス英語（初級）
TOEFL総合対策講座（通年クラス）

英語で学ぶビジネス英会話に役立つピンポイント英文法
TOEICｽｺｱｱｯﾌﾟ土曜集中講座（駿河台）

マイクのひとくち英会話プラスα（初級）(2クラス）
マイクのらくらく英会話（中級）(2クラス）
英語で学ぶビジネスコミュニケーションとビジネス英会話
Topics for Discussion（上級）(2クラス）

ビジネス英会話　電話対応からプレゼン、ミーティングまで（初級・中級）

基礎英会話講座

英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　火曜コース（2クラス）

Cクラス
Dクラス

Aクラス
Bクラス

Aクラス
Bクラス

火-１-A
火-2-B
火-3-C
火-4-A

水-１-B
水-2-C
水-3-A
水-4-B

木-１-C
木-2-A
木-3-B
木-4-C

金-2-B
金-3-C
金-4-D

TOEICスコアアップ強化講座（駿河台）

TOEFL総合対策講座（通年クラス）
English in the News:ニューズで英語を学ぶ
らくらく中国語実用会話（入門）
挫折なしのビジネス英語（初級）

基礎英会話講座

TOEICスコアアップ強化講座（駿河台）

実用フランス語技能検定試験（仏検）3級・100％合格講座
国際英語ニュースで学ぶ世界の今と英会話

英語で学ぶ日本文化（5月クラス）
英語で学ぶ現代日本の文化と時事（8月クラス）
気軽にはじめるハングル（入門）

TOEICスコアアップ強化講座（駿河台）

英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　木曜コース（2クラス）

金曜日も講義を実施します。明治大学和泉キャンパスにて実施

金曜日も講義を実施します。

明治大学和泉キャンパスにて実施
明治大学生田キャンパスにて実施

明治大学和泉キャンパスにて実施

火曜日も講義を実施します。明治大学和泉キャンパスにて実施
火曜日も講義を実施します。

19：00～20：30
19：00～20：30

10：30～12：00

19：30～21：00

18：30～19：50

19：00～20：30

19：00～21：00
10：30～12：00
13：00～14：30
13：00～14：30
13：00～14：30

15：00～16：30
18：00～20：00

19：00～20：30

19：00～20：30
10：30～16：15
10：30～12：00
10：30～11：50
13：00～14：20
13：00～15：00
15：00～16：20

19：00～20：30

10：30～12：00
12：30～14：00

14：40～16：10
16：20～17：50

10：30～12：00
12：30～14：00
14：40～16：10
16：20～17：50

18：00～19：30

18：00～19：30

14：40～16：10
16：20～17：50

16：20～17：50

18：00～19：30

18：00～19：30

18：00～20：00
18：00～20：00

19：00～20：30

19：40～21：30

19：40～21：30

19：40～21：30

19：40～21：30

18：00～20：30(初回および13回、最終回は18：00～21：00)

18：00～20：30(初回および13回、最終回は18：00～21：00)

備考
76
84
61
61
80
62

62
68

62
62

54
78
61
61

75

62
62
62
52
86
81
79
79
53
62
62
62
62
71
65
66
66
77
85
62
62
62
68
78
64
83
72
73
82
74

62

資格・実務・語学講座
パンフレットページ

★「チャレンジ!毎日学べる実践英会話(駿河台･和泉クラス)」は、月～金曜日まで週5回です。
★リバティアカデミー会員が、割安で受験できる「TOElC®lPテスト」、「TOEFL®テストlTP」の日程については、資格･実務･語学講座パンフ
　レットでご確認ください。

 10 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY  11MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

明大生のみなさん、語学講座は、明治大学(駿河台キャンパス)の時間割と連動しています!

教養・文化講座、ビジネスプログラムの詳細は、
冊子「2011年前期 教養・文化講座」「2011年前期 ビジネスプログラム」(無料)をご請求ください。

リバティアカデミーの語学講座は、明治大学駿河台キャンパスの時間割で開講されています。
明大生の皆さん、講義のない時間帯はリバティアカデミーでスキルアップをはかりましょう!
(一部、例外講座もございます)

http://academy.meiji.jp
TEL：03-3296-4423　FAX：03-3296-4542電話・FAXでもどうぞ

ホームページから

知的財産管理技能検定（3級）合格対策講座
食生活アドバイザー検定®（3級）合格対策講座
日商簿記検定（3級）受験対策講座
貿易実務合格対策講座（初級）



団地再生実践講座 澤田 誠二 明治大学理工学部教授

風間 信隆 明治大学商学部教授
落合 稔 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科准教授

恩田 英治 国際社会貢献センター会員
坂本 恒夫

森山 展行

明治大学経営学部教授
坂本 恒夫 明治大学経営学部教授

日本コーチ連盟

ビジネスプログラム

19：00～20：30 31

19：00～20：30 41
19：00～20：30 60
19：00～20：30 62
19：00～20：30 64

19：00～20：30 80

19：00～21：00 30

19：00～21：00 69

19：00～21：00 34

19：00～20：30 40

19：00～20：30 46
19：00～21：00 52
19：00～20：30 56
19：00～20：30 63
19：10～21：10 74
19：00～20：30 32
19：00～21：00 45
19：00～20：30 48
19：00～20：30 53
19：00～21：00 57
19：00～21：00 58
19：00～21：00 66

19：00～20：30 68

19：00～20：30 75

19：00～21：00 36

19：00～20：30 38

19：00～21：00 50

19：00～21：00 69
19：00～21：00 73
15：30～17：30 42
10：30～12：30 54
13：00～16：00 56

13：00～16：10 76
13：00～16：10 78

14：00～18：00 57
13：30～16：30 59
11：30～17：30 70
13：30～18：30 71

13：30～18：30 72

9：00～12：20 71

19：00～20：30 61

19：00～21：00 44

高橋 正泰

火

月

水

金

土

木

曜日 講座名 コーディネータ 時間

　高度専門職業人の時代一ビジネスにプロフェッショナル･スキルが求められています。リバティアカデミーでは、「理論」と「実
践」の両面から経営科学に迫り、複雑なビジネス社会に対応できるスキルの育成を目指しています。
　フレームワークを学ぶべ一シックなコースから、専門職に対応した高度な内容を含むコースまで、本学教員と実務家講師が、
みなさまのビジネスをサポートします。

経営ゼミナール
トヨタ流コスト造り込み活動

新しい株式投資への第一歩
NPO法人の経営学
コーチング入門（火曜コース）

知っておきたい外国為替の常識

組織を考える

イノベーションと経営戦略
マーケティング・ゼミナール
－破壊的技術創造の理論と手法を学ぶ－

グローバル発想とリーダーシップ
世界の土俵で成功するためのビジネス・スキル

新商品・サービス開発とビジネス活性化戦略
－中小企業にも役立つ新商品・サービス開発のイロハから開発実践まで－　

農と食のビジネス革新（植物工場編）

英国四大銀行から見た邦銀の経営戦略
コーチング入門（金曜コース）
人を動かすビジネスプレゼンテーション
実践・マーケティング戦略セミナー
EViewsで学ぶファイナンス計量分析入門

心のリスクマネジメント
～生き方の癖を活かすコツ・変えるコツ　脚本編～

※一部、異なる曜日あるいは時間に実施する講義がございます。詳細はビジネスプログラムパンフレットにてご確認ください。

黒田 兼一
社会保険労務士総合研究機構協力講座　ケーススタディ実践　
会社経営と人事労務

社会保険労務士総合研究機構協力講座
経営労務監査の理論と課題

明治大学経営学部教授

明治大学経営学部教授

吉村 孝司 明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授

大友 純 明治大学商学部教授

今津 美樹 ＷｉｎＤｏ'ｓ代表取締役
沢内 隆志 明治大学名誉教授
﨑 章浩 明治大学経営学部教授

飯田 英明 メディアハウスＡ＆Ｓ取締役　　

明治大学商学部教授

井上 崇通 明治大学商学部教授
藤江 昌嗣 明治大学経営学部教授
大友 純
碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授
碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授
大友 純 明治大学商学部教授　一気にコミュニケーションの”コツ”を学んでしまおう！
ヘンリー
アンダーセン

廣政 幸生/歌代 豊　

菊池 一夫 明治大学商学部准教授

坂本 恒夫 明治大学経営学部教授

高橋 正泰 明治大学経営学部教授

阪井 和男 明治大学法学部教授

平沼 高 明治大学経営学部教授

明治大学農学部／経営学部教授

村松 かすみ プラネット㈱シニアインストラクター
大友 純　 明治大学商学部教授
北岡 孝義 明治大学商学部教授
﨑 章浩 明治大学経営学部教授　

森山 展行 日本コーチ連盟

「商品開発と原価企画」セミナー
碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授

コーチング・アドバンス
﨑 章浩 明治大学経営学部教授

パブリック・スピーキング（Ａコース）
森山 展行 日本コーチ連盟

パブリック・スピーキング（Ｂコース）
小沼 俊男 元ＮＨＫアナウンサー
小沼 俊男 元ＮＨＫアナウンサー

小沼 俊男 元ＮＨＫアナウンサー

米国UL 寄付講座　安全学入門
CERI寄付講座　化学物質の法規制

真意を訊きだすインタビュー・共感を呼ぶスピーチ・
参加者を引き込む司会技術

北野 大 明治大学理工学部教授
向殿 政男 明治大学理工学部教授

財務諸表の見方・読み方（土曜集中コース）
財務分析入門（土曜集中コース）

ネットマーケティング実践講座
小売ビジネスのマーケティング戦略
財務諸表の見方・読み方（平日夜間コース）

説得力を高めるプレゼン資料の作り方

ビジネスは「消費者」理解からスタートする
地域ブランド戦略研究―地方の魅力と元気再生―
読売新聞連携講座　広報の要（カナメ）
財務分析入門（平日夜間コース）
株式投資ゼミナール

経営戦略セミナーⅠ－戦略と組織を考える－

はじめて学ぶ経理実務入門講座 落合 稔

ビジネスプログラム
パンフレットページ

木

金

土

曜日 講座名 時間 備考
月曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。
月曜日（19：00～21：00）も講義を実施します。

火曜日（19：00～21：00）も講義を実施します。

火曜日（18：45～21：15）も講義を実施します。

火曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。

水曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。

水曜日（19：00～21：20）も講義を実施します。

木曜日（19：00～21：20）も講義を実施します。

火曜日（18：30～21：00）、木曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。

18：30～21：00

18：30～21：00
19：00～21：00

10：30～12：00
10：30～12：30
12：30～15：00
13：00～18：10

13：00～17：50

13：00～18：10

13：00～17：50
15：00～17：30

15：00～16：30

15：30～18：10

9：30～18：00

18：45～21：15

19：00～21：00
13：00～15：00

ビジネス能力検定（2級）合格対策講座

相続入門
秘書技能検定（2級）合格対策講座

知的財産管理技能検定（3級）合格対策講座
宅地建物取引主任者合格対策講座

秘書技能検定（準1級）合格対策講座

屋上緑化コーディネーター資格受験対策講座
VE（価値分析・価値工学）入門講座

日商簿記検定（3級）受験対策講座
証券アナリスト第1次レベル試験対策講座

貿易実務合格対策講座（初級）

通関士合格対策講座（平日夜間主コース）
通関士合格対策講座（土曜集中コース）

総合旅行業務取扱管理者受験対策講座
検索力のスキルアップとパスファインダー作成講座（演習方式）

弁理士・知的財産管理技能検定（2級）合格対策講座

41
43
48
27
36
42
24
25
26
32

33

34
34
37
40
51

資格・実務講座

月

火

水

木

曜日 講座名 時間

　資格･実務講座は、各種資格取得や業務上必要とされる能力の向上を目的とした講座群です。個々の実力が試される、現代社会
では、個人の資質を高め、ステップアップするための手段として資格取得が注目されています。リバティアカデミーでは、社会人のス
キルアップ、大学生の資格取得、就職支援を基本方針として、実施されています。

外務員資格（会員二種）合格対策講座
ビジネス能力検定（2級）合格対策講座
秘書技能検定（2級）合格対策講座
色彩心理（入門編）
宅地建物取引主任者合格対策講座
社会保険労務士直前合格対策講座
社会保険労務士合格対策講座（入門）
行政書士試験合格対策講座
日商簿記検定（3級）受験対策講座
ＦＰ3級資格（国家資格）合格対策講座
総合旅行業務取扱管理者受験対策講座
秘書技能検定（準１級）合格対策講座
ネットワーク時代のレファレンスサービスの原理と方法
通関士合格対策講座（平日夜間主コース）
外務員資格（会員二種）合格対策講座

水曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。
木曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。
木曜日（19：00～21：00）も講義を実施します。

木曜日（18：30～21：00）、土曜日（12：30～15：00）も講義を実施します。

火曜日（18：30～21：00）、土曜日（12：30～15：00）も講義を実施します。
土曜日（4/30 13：00～18：10、6/25 15：30～18：10）も講義を実施します。

金曜日（18：45～21：15）も講義を実施します。

土曜日（13：00～18：10）も講義を実施します。

土曜日（13：00～17：50）も講義を実施します。
月曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。

金曜日（19：00～21：00）も講義を実施します。

金曜日（18：30～21：00）も講義を実施します。

18：30～21：00
18：30～21：00

18：30～21：00

18：30～21：00

18：30～21：00

18：30～21：00

18：30～21：00

18：45～21：15
18：45～21：15
18：45～21：15

19：00～21：00

19：00～21：00

19：00～21：00

19：00～21：00

19：00～21：20

19：00～21：20

19：00～20：30

18：30～21：00

19：00～21：00

備考
38
41
43
49
27
28
29
30
32
39
40
42
50
34
38
36
44
32
33

資格・実務・語学講座
パンフレットページ

資格・実務・語学講座
パンフレットページ

語学講座

月

火

水

木

金

土

曜日 講座名 時間
Fun and Adventure in Creative English
すぐに役立つ実用英会話（初級・中級）

Talking about Britain 2
TOEICスコアアップ強化講座（生田）

TOEICスコアアップ強化講座（和泉）

挫折なしのビジネス英語（入門）

TOEICスコアアップ強化講座（駿河台）

挫折なしのビジネス英語（初級）
TOEFL総合対策講座（通年クラス）

英語で学ぶビジネス英会話に役立つピンポイント英文法
TOEICｽｺｱｱｯﾌﾟ土曜集中講座（駿河台）

マイクのひとくち英会話プラスα（初級）(2クラス）
マイクのらくらく英会話（中級）(2クラス）
英語で学ぶビジネスコミュニケーションとビジネス英会話
Topics for Discussion（上級）(2クラス）

ビジネス英会話　電話対応からプレゼン、ミーティングまで（初級・中級）

基礎英会話講座

英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　火曜コース（2クラス）

Cクラス
Dクラス

Aクラス
Bクラス

Aクラス
Bクラス

火-１-A
火-2-B
火-3-C
火-4-A

水-１-B
水-2-C
水-3-A
水-4-B

木-１-C
木-2-A
木-3-B
木-4-C

金-2-B
金-3-C
金-4-D

TOEICスコアアップ強化講座（駿河台）

TOEFL総合対策講座（通年クラス）
English in the News:ニューズで英語を学ぶ
らくらく中国語実用会話（入門）
挫折なしのビジネス英語（初級）

基礎英会話講座

TOEICスコアアップ強化講座（駿河台）

実用フランス語技能検定試験（仏検）3級・100％合格講座
国際英語ニュースで学ぶ世界の今と英会話

英語で学ぶ日本文化（5月クラス）
英語で学ぶ現代日本の文化と時事（8月クラス）
気軽にはじめるハングル（入門）

TOEICスコアアップ強化講座（駿河台）

英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　木曜コース（2クラス）

金曜日も講義を実施します。明治大学和泉キャンパスにて実施

金曜日も講義を実施します。

明治大学和泉キャンパスにて実施
明治大学生田キャンパスにて実施

明治大学和泉キャンパスにて実施

火曜日も講義を実施します。明治大学和泉キャンパスにて実施
火曜日も講義を実施します。

19：00～20：30
19：00～20：30

10：30～12：00

19：30～21：00

18：30～19：50

19：00～20：30

19：00～21：00
10：30～12：00
13：00～14：30
13：00～14：30
13：00～14：30

15：00～16：30
18：00～20：00

19：00～20：30

19：00～20：30
10：30～16：15
10：30～12：00
10：30～11：50
13：00～14：20
13：00～15：00
15：00～16：20

19：00～20：30

10：30～12：00
12：30～14：00

14：40～16：10
16：20～17：50

10：30～12：00
12：30～14：00
14：40～16：10
16：20～17：50

18：00～19：30

18：00～19：30

14：40～16：10
16：20～17：50

16：20～17：50

18：00～19：30

18：00～19：30

18：00～20：00
18：00～20：00

19：00～20：30

19：40～21：30

19：40～21：30

19：40～21：30

19：40～21：30

18：00～20：30(初回および13回、最終回は18：00～21：00)

18：00～20：30(初回および13回、最終回は18：00～21：00)

備考
76
84
61
61
80
62

62
68

62
62

54
78
61
61

75

62
62
62
52
86
81
79
79
53
62
62
62
62
71
65
66
66
77
85
62
62
62
68
78
64
83
72
73
82
74

62

資格・実務・語学講座
パンフレットページ

★「チャレンジ!毎日学べる実践英会話(駿河台･和泉クラス)」は、月～金曜日まで週5回です。
★リバティアカデミー会員が、割安で受験できる「TOElC®lPテスト」、「TOEFL®テストlTP」の日程については、資格･実務･語学講座パンフ
　レットでご確認ください。

 10 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY  11MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

明大生のみなさん、語学講座は、明治大学(駿河台キャンパス)の時間割と連動しています!

教養・文化講座、ビジネスプログラムの詳細は、
冊子「2011年前期 教養・文化講座」「2011年前期 ビジネスプログラム」(無料)をご請求ください。

リバティアカデミーの語学講座は、明治大学駿河台キャンパスの時間割で開講されています。
明大生の皆さん、講義のない時間帯はリバティアカデミーでスキルアップをはかりましょう!
(一部、例外講座もございます)

http://academy.meiji.jp
TEL：03-3296-4423　FAX：03-3296-4542電話・FAXでもどうぞ

ホームページから

知的財産管理技能検定（3級）合格対策講座
食生活アドバイザー検定®（3級）合格対策講座
日商簿記検定（3級）受験対策講座
貿易実務合格対策講座（初級）



機 者

12 13

東京都

戦略マネジメント実践科 ビジネス・マネジメント実践科
貿易実務・マーケティング科

［研修時間］180～188時間

しています。

法人会員制度をご利用ください
教養・文化講座、資格・実務・語学講座、ビジネスプログラム受講料が10%割引になります

法人会員制度は、法人（全社、事業所、部課）単位でご入会いただく制度です。
社員研修や自己啓発プログラムの一環としてご活用ください。

詳しくは法人担当まで「法人会員案内」をご請求ください。  TEL：03-3296-4423

■入会金30,000円（3年度間有効）
■受講料10%割引（人数制限はございません）

　初めてリバティアカデミーを受講し始めたのは5年前。
　厳しい時代を乗り越えていくには頭脳を使わないと！と世間で叫ばれ弊社が商売をしている業界でも声高に言われておりました。が、頭脳
を使った商売とは？と考えてみたもののさっぱり分からない。
　私達の商売は紙という最もシンプルで誰も知らない人がいない、また使わない日はない商品。頑張らなくても日本経済が成長すれば需要は
増加し、御用聞きのような営業（？）で会社が成り立っておりました。という事で今まで余り頭を使ってきませんでした。しかし、経済が変化し
厳しい時代になり今までのようにはいきません。そこでどうしたものかと困っていた時明大のリバティアカデミーの事を聞いたのです。早速ネ
ットで調べてみるとカリキュラムも豊富で時間と受講料もリーズナブル！これはいいなと思いました。すぐ資料を請求し、取りあえずマーケティ
ングを勉強してみよう、何かヒントが見つかるのでは？と考えました。そこで、もう一つ考えたのは私一人が勉強するよりも社員も一緒に勉強し
た方がヒントが増えるし、話がお互い分かり易いという事です。早速社員に説明し半ば強制的に違う講座を受講する事にしました。
　石の上にも3年といいます。いままでマーケティング用語に無縁だった私達はよく分からない言葉に四苦八苦しながら、多少引き気味の社員
を説得し4年間続けました。そして今年は5年目。少しずつ慣れてきたようで今では自発的に参加しています。私自身も受講していく内にマーケ
ティングとは何なのか、どう頭脳を使えばいいのか、という事がおぼろげですが見えてきました。
　色々な試みをして成功している企業の経営者の話を聞く事はとてもヒントになりますし、勇気をもらいます。またマーケティング理論を勉強
することで基本の考え方が理解出来ます。2つ受講する事でそれぞれ違った角度で勉強が出来るので見識が広がります。時間を捻出する事が
厳しいですが、何とかやりくりしています。また、其々のゼミで異業種の方々との輪が広がりどの業種も厳しい中色々な試みをしている事も知
り更に見識が広がっています。その結果、営業として取引先と話をする機会が多いですが、話の幅が広がりました。
　今では知りたい事が出てくるとリバティのカリキュラムの中にその関連がないか探してしまう程です。
　受講するゼミが増えて困っている一面もありますが、日々マーケティングも進化していく中、今後も勉強を続けながら頭脳を使った商売が出
来る集団へと変化していきたいと思っています。
　これからも社員教育の一環・また自分自身の自己啓発にリバティアカデミーを活用し続けたいと思います。

取引先に存在価値を認めてもらえる集団を目指して

　企業を取り巻く環境が激変していく中で、商品戦略の立案は年々難しくなり、さまざまな情報や幅広い知識が必要になってきて
います。私が所属する開発企画部は、商品づくりに必要な企画業務のスキル向上のため、2005年から法人会員になりました。
　商品戦略立案に必要とされるマーケティング、調査分析、課題設定、戦略仮説等の検討を行うためにも企画スキルの向上が欠か
せません。当社では、教育訓練の一環として商品企画の実務遂行に必要な知識を習得するため、明治大学リバティアカデミーの講
座を受講しています。各講座の内容に基づき、参加メンバーは、報告もしくは必要に応じて勉強会を開催し、部内・グループ内で知
識の共有化を図っています。講座に参加したことをきっかけに、講師の先生にコンサルタントとして助言を戴いたこともあります。
　私自身としては、何度か明治大学リバティアカデミーの講座を受講して、自分のスキルアップは勿論ビジネスにも活かせる内容が
多かったと思います。また、異なる業種の企業の方や学生の方も沢山参加しており、講座に参加することで刺激を受けモラールの
向上にも繋がりました。講座はロジックの内容だけでなく実際のビジネスに役立つヒントが多く含まれていると思います。一日だ
けの短期集中セミナーと異なり、毎週1回の講座を数回受講することによって理解を一層深められるカリキュラムになっています。
　今後もマーケティングやマネジメント、そして人材育成面から社会に貢献するビジネス、商品づくりに活かせる講座の充実に期
待しています。

ビジネスの問題解決に必要な能力を身につけ新しい商品づくりに活かす

主な法人会員

詳しくはホームページにて http://academy.meiji.jp

●株式会社プルータス
●株式会社ナガホリ
●岡部株式会社
●株式会社京王百貨店
●株式会社小田急百貨店
●NPO法人住宅外装テクニカルセンター
●新日本無線株式会社
●株式会社トーソー商品企画部
●キッコーマンビジネスサービス株式会社
●株式会社丸三
●マイボイスコム株式会社
●サンウェーブ工業株式会社開発室
●ミニストップ株式会社
●能美防災株式会社
●株式会社マサル
●富国紙業株式会社
●株式会社しんきんカード

●プレミアコンファレンシング株式会社
●日本ミルクコミュニティ株式会社
●株式会社ジェイアール東日本パーソネルサービス
●マックス株式会社
●エプソン販売株式会社
●株式会社UL Japan
●株式会社第一ヒューテック
●株式会社細川洋行　
●東レ株式会社
●NPO法人チャリティ・プラットホーム
●日本メドトロニック株式会社
●白十字株式会社
●日本高周波鋼業株式会社
●株式会社システムシンク
●株式会社インフォメーション・ディベロプメント
●株式会社トヨタレンタリース栃木
●日活株式会社
●株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモグループ事業推進部

●ビー・エム・ダブリュー株式会社
●国士舘大学附属図書館
●日本トイザらス株式会社
●薬樹株式会社
●株式会社ディスタント・ビュー
●株式会社トランストラクチャ
●日本アスペクトコア株式会社ライブラリーサービス営業部
●株式会社ビジコム
●野口精機株式会社
●シチズン時計株式会社
●日本マルチメディアサービス株式会社
●株式会社ヴィエント・クリエーション
●株式会社イノベーショントラスト
●株式会社エトワール海渡
●株式会社タカムラ
●株式会社ナイキジャパン
●株式会社オープンループ
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東京都

戦略マネジメント実践科 ビジネス・マネジメント実践科
貿易実務・マーケティング科

［研修時間］180～188時間
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社員研修や自己啓発プログラムの一環としてご活用ください。

詳しくは法人担当まで「法人会員案内」をご請求ください。  TEL：03-3296-4423
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4月16日（土）開場13:00  開講14:00(～15:30)

会　場／駿河台キャンパス
            アカデミーコモン3階アカデミーホール

大越 健介（おおこし けんすけ）
NHK「ニュースウオッチ9」キャスター

1985年NHK入局。岡山放送局を経て報道局政治部記者。
政界再編など、数多くの政治ドラマを取材。2005年にワシン
トンに赴任。09年の大統領選挙では、同支局長として取材
指揮にあたり、熱狂的なオバマ･ブームを伝えた。2009年に
帰国、2010年3月より、総合テレビ夜9時からの「ニュースウ
オッチ9」キャスター。
東京大学野球部出身。投手として東京6大学リーグ通算8
勝。3年時には、国立大学から初めて日米大学野球選手権
代表に選出された。妻と三男。長男は日大三高のエースとし
て夏の甲子園ベスト8。明治大学硬式野球部で副主将兼投
手として活躍した。

Prof i le

Program

開講の挨拶　明治大学社会連携機構 機構長　福宮 賢一
称号授与
記念講座　　「ニュースが変わる」
　　　　　　講師：大越 健介
　　　　　　　（NHK「ニュースウオッチ9」キャスター）

　この20年、政治への信頼は低下し、自らを「一流」と
呼んだ経済も大きく停滞感に包まれています。
　方向舵を失って漂流し始めたかに見える日本。
　一方、ネット杜会の進展で、情報は縦横無尽にかけめ
ぐり時に制御不能の怪物に変化します。
　そうした時代にあって、わたしたち、情報の「プロ」集
団であるマスコミに求められる役割とは何でしょうか。
　皆さんとともに考えたいと思います。

14 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着500名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

  TEL  03-3296-4423  FAX 03-3296-4542  E-Mail academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX・メールでお申し込みの方は、講座名、お名前、ご住所、電話番号をお送り下さい。
　（明大生、リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、当日「会場受付」にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩 3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩 3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩 5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩 5分です。
●リバティアカデミー「開講式」は、会員の方以外も受講いただけます。

お申し込み

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス

2011年度リバティアカデミー開講記念講座

「ニュースが変わる」
オ
ー
プ
ン
講
座

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着500名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

  TEL  03-3296-4423  FAX 03-3296-4542  E-Mail academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX・メールでお申し込みの方は、講座名、お名前、ご住所、電話番号をお送り下さい。
　（明大生、リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩 3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩 3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩 5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩 5分です。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

お申し込み

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス

オ
ー
プ
ン
講
座
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講座趣旨

│第1部│ ポリネシア人の智慧、way-finding 

│第2部│ ポリネシアンショー

すが けい じ ろう

後藤 明
ご とう あきら 文化人類学者、考古学者。

南山大学人文学部人類文化学科教授

司会：Ku
,
uleinani 橋本

クウレイナニ・ポリネシアン
カルチャースクール 主宰

コーディネータ

管 啓次郎　
明治大学理工学部教授
理工学研究科新領域創造専攻
ディジタルコンテンツ系

開講
会　場／駿河台キャンパス
            アカデミーコモン3階アカデミーホール

PIC（太平洋諸島センター）共催

太平洋の島々に生きる人々
～ポリネシアの人々の航海術・神話・踊り・音楽～

開場 18:30 
 19:00（～21:00）7月22日（金）

　太平洋に星くずのように散らばる島々へ、なぜ、どのようにポリネシア人は移住したのか？　風や海流に乗り、豊かな自然を
もつ島々へ移動したと思うかもしれない。しかし彼らの移住経路はおおむね風向と海流に逆らっての移動であった。またポリ
ネシアの島々は彼らの故郷アジア大陸から見ると著しく生物多様性も低く、鉱物資源も貧困である。それなのに彼らは風の変
化を読み、星や鳥を観察して大移動を成し遂げた。なぜ彼らは苦労を重ね海を越えたのか。この偉業をなしとげた太平洋諸島民
の航海術は科学的にも注目され、最近では総体的に way-finding と言われるようになったが、それは彼ら自身の人生の
way-finding でもあった。本講演では、彼らの培ってきたカヌーの技術、スターナビゲーションの方法、そして一見荒唐無稽に
思える創世神話、とくに宇宙創世神話や星の神話に人間と自然を分け隔てしない彼らの智慧を読み取ってみたい。

　太平洋の一角に横たわる日本列島は、海の道によってその文化を育んで
きました。ユーラシア大陸や朝鮮半島からの影響とおなじく、南の島々から
の全面的な影響が日本文化の基層をかたちづくってい ます。太平洋文化へ
のまなざしが私たちに教えてくれることは、予想をはるかに超えて大きい
と思われます。2011年夏、第１回太平洋文化芸術祭が開催されるにあたっ
て、明治大学リバティアカデミーでは太平洋諸島センター (PIC) との共催
によるオープン講座を企画しました。講師はポリネシア研究の第一人者で
ある人類学者・後藤明さん。太平洋地域の人々の神話や生活文化をめぐっ
て、興味のつきないお話をうかがえることと思います。（管）

┃太平洋諸島センターとは？┃
　太平洋諸島センター（Pacific Islands Centre, PIC）（正式名称：南太平
洋経済交流支援センター、South Pacific Economic Exchange Support 
Centre, SPEESC）は、1996年 10月 1日に日本国政府と太平洋地域の
国際機関である南太平洋フォーラム（現太平洋諸島フォーラム：PIF）
とにより設立された国際機関で、日本とフォーラム加盟島嶼国（Forum 
Island Countries, FICs）との間の貿易・投資・観光の促進を通じて、同
島嶼国の経済的発展を支援することを目的としています。 
　太平洋諸島フォーラム（1971年発足）には、太平洋島嶼国12カ国 2
地域及びオーストラリア、ニュージーランド（NZ）が加盟しています。
また、準加盟国としてニューカレドニアとタヒチが加盟しています。 

　最後の楽園として日本人が最もあこがれる南太平洋ポリネシアの島々の代表的な踊りと音楽のパフォーマンスをご覧いた
だいてその共通性と独自性をご紹介します。

講座コード 11170001 講座コード 11170002
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●FAX・メールでお申し込みの方は、講座名、お名前、ご住所、電話番号をお送り下さい。
　（明大生、リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩 3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩 3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩 5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩 5分です。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

お申し込み

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス
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講座趣旨

│第1部│ ポリネシア人の智慧、way-finding 

│第2部│ ポリネシアンショー

すが けい じ ろう

後藤 明
ご とう あきら 文化人類学者、考古学者。

南山大学人文学部人類文化学科教授

司会：Ku
,
uleinani 橋本

クウレイナニ・ポリネシアン
カルチャースクール 主宰

コーディネータ

管 啓次郎　
明治大学理工学部教授
理工学研究科新領域創造専攻
ディジタルコンテンツ系

開講
会　場／駿河台キャンパス
            アカデミーコモン3階アカデミーホール

PIC（太平洋諸島センター）共催

太平洋の島々に生きる人々
～ポリネシアの人々の航海術・神話・踊り・音楽～

開場 18:30 
 19:00（～21:00）7月22日（金）

　太平洋に星くずのように散らばる島々へ、なぜ、どのようにポリネシア人は移住したのか？　風や海流に乗り、豊かな自然を
もつ島々へ移動したと思うかもしれない。しかし彼らの移住経路はおおむね風向と海流に逆らっての移動であった。またポリ
ネシアの島々は彼らの故郷アジア大陸から見ると著しく生物多様性も低く、鉱物資源も貧困である。それなのに彼らは風の変
化を読み、星や鳥を観察して大移動を成し遂げた。なぜ彼らは苦労を重ね海を越えたのか。この偉業をなしとげた太平洋諸島民
の航海術は科学的にも注目され、最近では総体的に way-finding と言われるようになったが、それは彼ら自身の人生の
way-finding でもあった。本講演では、彼らの培ってきたカヌーの技術、スターナビゲーションの方法、そして一見荒唐無稽に
思える創世神話、とくに宇宙創世神話や星の神話に人間と自然を分け隔てしない彼らの智慧を読み取ってみたい。

　太平洋の一角に横たわる日本列島は、海の道によってその文化を育んで
きました。ユーラシア大陸や朝鮮半島からの影響とおなじく、南の島々から
の全面的な影響が日本文化の基層をかたちづくってい ます。太平洋文化へ
のまなざしが私たちに教えてくれることは、予想をはるかに超えて大きい
と思われます。2011年夏、第１回太平洋文化芸術祭が開催されるにあたっ
て、明治大学リバティアカデミーでは太平洋諸島センター (PIC) との共催
によるオープン講座を企画しました。講師はポリネシア研究の第一人者で
ある人類学者・後藤明さん。太平洋地域の人々の神話や生活文化をめぐっ
て、興味のつきないお話をうかがえることと思います。（管）

┃太平洋諸島センターとは？┃
　太平洋諸島センター（Pacific Islands Centre, PIC）（正式名称：南太平
洋経済交流支援センター、South Pacific Economic Exchange Support 
Centre, SPEESC）は、1996年 10月 1日に日本国政府と太平洋地域の
国際機関である南太平洋フォーラム（現太平洋諸島フォーラム：PIF）
とにより設立された国際機関で、日本とフォーラム加盟島嶼国（Forum 
Island Countries, FICs）との間の貿易・投資・観光の促進を通じて、同
島嶼国の経済的発展を支援することを目的としています。 
　太平洋諸島フォーラム（1971年発足）には、太平洋島嶼国12カ国 2
地域及びオーストラリア、ニュージーランド（NZ）が加盟しています。
また、準加盟国としてニューカレドニアとタヒチが加盟しています。 

　最後の楽園として日本人が最もあこがれる南太平洋ポリネシアの島々の代表的な踊りと音楽のパフォーマンスをご覧いた
だいてその共通性と独自性をご紹介します。

講座コード 11170001 講座コード 11170002
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講座趣旨

会　場／駿河台キャンパス アカデミーコモン11階311C教室  

明治大学創立130周年記念オープン講座

明治大学を創った若者たち
─近代日本の暁の鐘─

攘夷と開国の間（はざま）─近代エリート形成史序説─

渡辺 隆喜（わたなべ たかき）

明治大学名誉教授

1936年長野県生れ。明治大学大学院修了。文学博士。専門は明治維新史、日本近代史。前明治大学
史資料センター所長。主な著書に『大系日本国家史』東京大学出版会、『近代日本経済史を学ぶ』有
斐閣、『明治国家形成と地方自治』吉川弘文館、『概論日本歴史』吉川弘文館、『日本近代政党成立
史序説』日本経済評論社、『殖産興業と報徳運動』東洋経済新報社など。

　明治大学は、今から130年前の明治14年（1881年）、岸本辰雄、宮城浩蔵、矢代操という３人の若者たちによっ
て創立された。法制官僚としての職務のかたわら法学の普及のため明治法律学校を創立した３人の熱情は、近代日
本の誕生と深い関わりをもっている。
　幕末から明治という大きな時代変革のうねりのなかで、明治の青春と建学の精神とを考える。

　維新変革と西欧の相関を考察する。攘夷運動のさなか洋学知識を受容する青年層のあり方を、
蛮書調所教育、兵制改革、海外留学生を対象に検討する。近代エリート形成の歴史の検討である。

4月23日（土）

因幡・パリ・東京を駆け抜けた法学者─岸本辰雄─

村上 一博（むらかみ かずひろ）

明治大学法学部教授

1956年京都市生まれ。同志社大学法学部卒業。神戸大学大学院博士後期課程単位取得・退学。博
士（法学）。専攻は日本近代法史。主な著書に、『明治離婚裁判史論』（1994）、『日本近代婚姻法史論』
（2003）、『磯部四郎論文選集』（2005）、『磯部四郎研究』（共編著、2007）、『日本近代法学の揺籃と明
治法律学校』（編著、2007）、『岸本辰雄論文選集』（2008）などがある。

　岸本辰雄は、嘉永4（1851）年に鳥取藩下級藩士の三男として生まれたが、幕末の動乱の中で
その英邁さが認められて東上、司法省内に新設された法学校からパリ大学に留学、帰国後は、法制
官僚として近代日本の枠組みとなる諸立法事業に関わりつつ、明治法律学校を創設して多くの法
曹を育成した。幕末から明治に、因幡・パリ・東京を駆け抜けた岸本の“ 志 ”と“ 法への思い ”
を追ってみたい。

5月7日（土）

法典と解釈─刑法学者・宮城浩蔵の創始した法の語り

岩谷 十郎（いわたに じゅうろう）

慶應義塾大学法学部教授

1961年東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単
位取得退学。慶應義塾福澤研究センター副所長。専攻は日本近代法史・法文化論。主な業績として、
『法と正義のイコノロジー』（1997・共編著）、『福澤諭吉の法思想』（2002・共編著）、『福澤諭吉著
作集・第八巻』（2003・校訂と解説）（以上、いずれも慶應義塾大学出版会）、「宮城浩蔵の刑法講義」
（村上一博編『日本近代法学の揺籃と明治法律学校』所収・2007・日本経済評論社）。

　近代日本における刑法学の祖として理解される宮城浩蔵について、その刑法を解釈する方法や
内容が、当時においていかに斬新でかつ奥深いものであったのか、実例を挙げながら解説してみ
たいと思う。

5月14日（土）

日本人による日本人のための法学教育─矢代操─

長沼 秀明（ながぬま ひであき）

明治大学文学部兼任講師

1962年札幌市生まれ。明治大学大学院修了。専門は近代日本の歴史。大学史関係の最近の著作に
「人権派弁護士たち在学当時の明治法律学校」（『大学史紀要』）のほか、『明治大学専門部女子部・
短期大学と女子高等教育』『日本近代法学の巨擘磯部四郎研究』（いずれも共著）、『尾佐竹猛著作
集』文化史編（編集・改題）などがある。明治大学史資料センター研究調査員。

　明治法律学校の創立者３人のうち、矢代操だけは留学経験を有していない。岸本、宮城がフラン
スへ留学中、彼は一人、日本にとどまり、法律学の教育を開始する。そして、このことこそが、後の
明治法律学校の誕生につながる。法をめぐる明治十年代前半の日本社会の状況と、矢代操がめざ
した法学教育の意義について考えてみたい。

5月21日（土）

日本海文化と明治大学─輝く個性の堆積─

吉田 悦志（よしだ えつし）

明治大学国際日本学部教授

1949年岡山県美作市生まれ。学部・大学院ともに明治大学で学ぶ。最終学歴・文学修士。博士後
期課程単位取得・退学。学部・大学院で文芸評論家・平野謙の指導を受ける。研究テーマは、日本
近代における文学と思想。近年は「明治大学と文学者」を題目に、漱石・鷗外・一葉・左千夫・尾
佐竹猛・子母澤寛などを研究している。埼玉大学において「近代日本文学地下水脈の諸相」で
2008 年博士（学術）取得。

　明治法律学校は明治 14 年３人の若き法学徒により設立された。岸本辰雄は鳥取藩、矢代操は
鯖江藩、宮城浩蔵は天童藩、いずれも日本海の気候と精神風土の中で育ち、のち江戸・東京に集う
ことになる。彼らの中にしっかりと根を張り、その『個』を育んだ日本海文化が、明治大学の長い歴
史を築き、そこに学んだ輝かしい個性たちを輩出した。平出修、尾佐竹猛、子母澤寛、岡本喜八、植
村直己たち。一本の切れぬ強い糸で、繋いでみたいと思う。

5月28日（土）

講座コード セット11170003

講座コード 11170013

講座コード 11170014

講座コード 11170015

講座コード 11170016

講座コード 11170012

矢代 操先生 岸本 辰雄先生 宮城 浩蔵先生

開講 15:00～16:30（開場14:30）
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　明治法律学校の創立者３人のうち、矢代操だけは留学経験を有していない。岸本、宮城がフラン
スへ留学中、彼は一人、日本にとどまり、法律学の教育を開始する。そして、このことこそが、後の
明治法律学校の誕生につながる。法をめぐる明治十年代前半の日本社会の状況と、矢代操がめざ
した法学教育の意義について考えてみたい。

5月21日（土）

日本海文化と明治大学─輝く個性の堆積─

吉田 悦志（よしだ えつし）

明治大学国際日本学部教授

1949年岡山県美作市生まれ。学部・大学院ともに明治大学で学ぶ。最終学歴・文学修士。博士後
期課程単位取得・退学。学部・大学院で文芸評論家・平野謙の指導を受ける。研究テーマは、日本
近代における文学と思想。近年は「明治大学と文学者」を題目に、漱石・鷗外・一葉・左千夫・尾
佐竹猛・子母澤寛などを研究している。埼玉大学において「近代日本文学地下水脈の諸相」で
2008 年博士（学術）取得。

　明治法律学校は明治 14 年３人の若き法学徒により設立された。岸本辰雄は鳥取藩、矢代操は
鯖江藩、宮城浩蔵は天童藩、いずれも日本海の気候と精神風土の中で育ち、のち江戸・東京に集う
ことになる。彼らの中にしっかりと根を張り、その『個』を育んだ日本海文化が、明治大学の長い歴
史を築き、そこに学んだ輝かしい個性たちを輩出した。平出修、尾佐竹猛、子母澤寛、岡本喜八、植
村直己たち。一本の切れぬ強い糸で、繋いでみたいと思う。

5月28日（土）

講座コード セット11170003

講座コード 11170013

講座コード 11170014

講座コード 11170015

講座コード 11170016

講座コード 11170012

矢代 操先生 岸本 辰雄先生 宮城 浩蔵先生

開講 15:00～16:30（開場14:30）
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　民族音楽は、いうまでもなく現地で地元の楽士が演奏するものを聴くに越したことはないのですが、現実には
なかなかむずかしいものです。各地の音楽については教養・文化講座「民族音楽紀行」として、すでに10年にわ
たって話しを進めていますが、こちらでは引き続き日本在住のトップクラスの演奏家を招き、それぞれの分野で
の音楽や楽器の話を聞きながらの楽しいレクチャー＆コンサートを共遊していただきます。

講座概要

■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／一般：各講1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着150名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

  TEL  03-3296-4423  FAX 03-3296-4542  E-Mail academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX・メールでお申し込みの方は、講座名、お名前、ご住所、電話番号をお送り下さい。
　（明大生、リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、当日「会場受付」にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩 3分、丸の内線「御茶ノ水」徒歩 3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩 5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩 5分です。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

お申し込み

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス

世界の民族音楽を聴く
レクチャー＆コンサート

会　場／駿河台キャンパス
　　　　大学会館8階 会議室

コーディネータ

江波戸 昭　明治大学名誉教授

守安 功　守安 雅子 常味 裕司

森重行敏＋月光楽団

え　　ば　　 と 　  あきら

オ
ー
プ
ン
講
座

7月10日（日）開場13:30  開講14:00(～15:30)

会　場／駿河台キャンパス
　　　　アカデミーコモン3階アカデミーホール

白石 隆生
（しらいし たかお）

講義・ピアノ

白石 敬子（しらいし ひろこ）
ソプラノ レクチャーコンサート

桐朋学園大学・ウィーン国立音楽大学卒
業。オーストリア政府給費留学生。ウィー
ン・フォルクスオーパー専属副指揮者を10
年間務める。ウィーン・フィルの首席奏者や
名歌手たちと世界各国で共演。著作・翻
訳・ＣＤ等多数。外務省派遣の文化親善
使節、各種音楽コンクール審査員（長）を
歴任。現在、尚美学園大学教授・同大学
院音楽表現専攻長、東京音楽大学大学院
講師。湘南室内合奏団代表。ウィーン名誉
金章を受賞。リバティアカデミー開講時か
ら担当。

日本人初のウィーン国立歌劇場専属歌
手。ウィーン国立音大を最優秀首席卒業。
イタリア、ドイツ、スペインの国際コンクー
ルに入賞。内外の歌劇場で《蝶々夫人》

《ボエーム》《オテロ》《椿姫》《ファウスト》《トゥーランドッ
ト》《魔笛》で成功を収める。シュタイン、小澤征爾、ゲッダ、ド
ミンゴ、ウィーン・フィル、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管、Ｎ
響、読響、新日フィル、東フィル等と共演。シューベルト、シュー
マン、マーラーのＣＤがある。オーストリア共和国褒賞を受賞。

主宰講師 出 演 者

　不朽の名曲を残した音楽家たちの多くの名曲の背景には、女性
たちの存在が大きい。それは精神的なものや恋愛と様々あり、苦
しみの中からの創作の大きな糧となった。ベートーヴェンの理想
の女性や、モーツァルトとシューマンの愛妻への想い、超絶技巧
で女性たちのハート捉えたパガニーニとリスト、ショパンと女流
作家サンド、究極の愛の姿を表現したワーグナー、精神的・経済
的な庇護者だった富豪の夫人とチャイコフスキー、芸術家たちを
虜にしたマーラー夫人など、音楽と女性を通して名曲の素晴らし
さを探って行きます。レクチャー＆コンサートでは楽壇で活躍す
る演奏家たちの生演奏をじっくりと鑑賞します。

講座概要
ソ プ ラ ノ：白石敬子　ヴァイオリン：繁桝百合子　
ピ ア ノ：白石隆生　斎藤美土　小沢麻由子
モーツァルト：《フィガロの結婚》より
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」　
パガニーニ：奇想曲
リ ス ト：愛の夢　リゴレット・パラフレーズ　献呈
シューマン：歌曲集《女の愛と生涯》より
シ ョ パ ン：前奏曲「雨だれ」　 舟歌　
ブラームス：ピアノ小曲集より
マ ー ラ ー：歌曲集《子供の魔法の角笛》より
クライスラー：愛の喜び　愛の悲しみ　他

演奏曲目

■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員…無料／一般…2,000円
■申込方法 事前予約制です(全席自由、先着500名)。
 リバティアカデミー事務局までお申込ください。

  TEL  03-3296-4423  FAX 03-3296-4542  E-Mail academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX･メールでお申込みの場合には、講座名、お名前、ご住所、電話番号をお送りください。
　（明大生、リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、当日「会場受付」にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩 3分、丸の内線「御茶ノ水」徒歩 3分
　干代田線「新御茶ノ水」徒歩 5分、新宿線･半蔵門線･三田線「神保町」徒歩 5分です。
●リバティアカデミー「オープン講座」は、会員以外の方も広く受講いただけます。

お申し込み

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス

斎藤 美土（さいとう みと）
ピアノ レクチャーコンサート
愛知県立芸術大学卒業・同大学院修了。
神奈川県立音楽堂推薦演奏会に出演。リ
サイタルやオーケストラとの協演（ベー
トーヴェン：皇帝）、2台ピアノ、トリアなど

の室内楽でNHK-FM、琉球フェスティヴァルに出演。またフラン
ス歌曲やオペラ伴奏など幅広い活動を行っている。沖縄県立芸
術大学や興南高校講師を歴任。教育にも経験が深く、内外のコ
ンクールで入賞者を輩出している。現在、尚美学園大学講師。

繁桝 百合子（しげます ゆりこ）
ヴァイオリン レクチャーコンサート
桐朋女子高音楽科卒業を経て、ウィーン
市立音楽院でワルター・シュナイダーハン
教授に学ぶ。ウィーン楽友協会でデ
ビューリサイタルを開く。帰国後はリサイ

タルや日本室内合奏団のコンサートマスター、東京ゾリステン
のメンバーとして活躍。米国と日本でもリサイタルや放送で好
評を得る。近年はロンドンや東京でピアニストの滑川幸子や、
チェリストの堀了介氏らとトリオやデュオリサイタルを活発に行
う。ＣＤも好評発売中。

小沢 麻由子（おざわ まゆこ）

ピアノ レクチャーコンサート
東京芸術大学卒業。同大学院を経てパ
リ・エコールノルマル音楽院を卒業。文化
庁派遣芸術家在外研修員としてさらに研
鑽を積む。フランスを中心にオーストリ

ア、ギリシャ、キプロスなどで数々のリサイタルを行う。第5回ソ
フィア国際コンクール優勝。CD「小沢麻由子playsショパン＆
ラヴェル」と「「小沢麻由子plays前奏曲集」を好評発売中。現
在、沖縄県立芸術大学専任講師、尚美学園大学大学院講師。

オ
ー
プ
ン
講
座
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クラシックの名曲と女性たち～名曲誕生をめぐって～
レクチャー＆コンサート

5月21日（土）開場13:30  開講14:00～16:30

「幻の明清楽と木琴の謎」
演奏：森重 行敏＋月光楽団
幕末から明治前期、日本各地で中国楽器による「明清楽」が流行しま
した。月琴などの珍しい楽器や楽譜を紹介するとともに合奏を再現し
てみます。また、その中でも謎の多い木琴について、復元楽器による
演奏も試みます。

もり  しげ いく  とし

講座コード 11170004
第
1
講

6月18日（土）開場13:30  開講14:00～16:30

アイルランド音楽の魅力
演奏：守安 功／守安 雅子
アイルランドの様々な時代の、いろんなタイプの音楽を、複数の楽器
の実際の演奏に、解説や、お隣のスコットランド、イングランドの音
楽との比較も交えて、ご紹介させていただきます。

もり  やす いさお もり  やす まさ   こ

講座コード 11170005
第
2
講

7月16日（土）開場13:30  開講14:00～16:30

アラブ楽器の王、ウードの響き
演奏：常味 裕司  ゲスト：和田 啓  レク（アラブの打楽器）
中近東のウードは西洋の弦楽器の祖であり、シルクロードを介して
琵琶とも深い関係にあると言われています。
当日は主にアラブ古典音楽の演奏を通して、旋法理論マカームやリズ
ム体系イーカーなどを解説します。

つね  み ゆう  じ わ　だ けい

講座コード 11170006
第
3
講

講座コード 11170007
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　民族音楽は、いうまでもなく現地で地元の楽士が演奏するものを聴くに越したことはないのですが、現実には
なかなかむずかしいものです。各地の音楽については教養・文化講座「民族音楽紀行」として、すでに10年にわ
たって話しを進めていますが、こちらでは引き続き日本在住のトップクラスの演奏家を招き、それぞれの分野で
の音楽や楽器の話を聞きながらの楽しいレクチャー＆コンサートを共遊していただきます。

講座概要

■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／一般：各講1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着150名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

  TEL  03-3296-4423  FAX 03-3296-4542  E-Mail academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX・メールでお申し込みの方は、講座名、お名前、ご住所、電話番号をお送り下さい。
　（明大生、リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、当日「会場受付」にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩 3分、丸の内線「御茶ノ水」徒歩 3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩 5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩 5分です。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

お申し込み

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス

世界の民族音楽を聴く
レクチャー＆コンサート

会　場／駿河台キャンパス
　　　　大学会館8階 会議室

コーディネータ

江波戸 昭　明治大学名誉教授

守安 功　守安 雅子 常味 裕司

森重行敏＋月光楽団

え　　ば　　 と 　  あきら

オ
ー
プ
ン
講
座

7月10日（日）開場13:30  開講14:00(～15:30)

会　場／駿河台キャンパス
　　　　アカデミーコモン3階アカデミーホール

白石 隆生
（しらいし たかお）

講義・ピアノ

白石 敬子（しらいし ひろこ）
ソプラノ レクチャーコンサート

桐朋学園大学・ウィーン国立音楽大学卒
業。オーストリア政府給費留学生。ウィー
ン・フォルクスオーパー専属副指揮者を10
年間務める。ウィーン・フィルの首席奏者や
名歌手たちと世界各国で共演。著作・翻
訳・ＣＤ等多数。外務省派遣の文化親善
使節、各種音楽コンクール審査員（長）を
歴任。現在、尚美学園大学教授・同大学
院音楽表現専攻長、東京音楽大学大学院
講師。湘南室内合奏団代表。ウィーン名誉
金章を受賞。リバティアカデミー開講時か
ら担当。

日本人初のウィーン国立歌劇場専属歌
手。ウィーン国立音大を最優秀首席卒業。
イタリア、ドイツ、スペインの国際コンクー
ルに入賞。内外の歌劇場で《蝶々夫人》

《ボエーム》《オテロ》《椿姫》《ファウスト》《トゥーランドッ
ト》《魔笛》で成功を収める。シュタイン、小澤征爾、ゲッダ、ド
ミンゴ、ウィーン・フィル、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管、Ｎ
響、読響、新日フィル、東フィル等と共演。シューベルト、シュー
マン、マーラーのＣＤがある。オーストリア共和国褒賞を受賞。

主宰講師 出 演 者

　不朽の名曲を残した音楽家たちの多くの名曲の背景には、女性
たちの存在が大きい。それは精神的なものや恋愛と様々あり、苦
しみの中からの創作の大きな糧となった。ベートーヴェンの理想
の女性や、モーツァルトとシューマンの愛妻への想い、超絶技巧
で女性たちのハート捉えたパガニーニとリスト、ショパンと女流
作家サンド、究極の愛の姿を表現したワーグナー、精神的・経済
的な庇護者だった富豪の夫人とチャイコフスキー、芸術家たちを
虜にしたマーラー夫人など、音楽と女性を通して名曲の素晴らし
さを探って行きます。レクチャー＆コンサートでは楽壇で活躍す
る演奏家たちの生演奏をじっくりと鑑賞します。

講座概要
ソ プ ラ ノ：白石敬子　ヴァイオリン：繁桝百合子　
ピ ア ノ：白石隆生　斎藤美土　小沢麻由子
モーツァルト：《フィガロの結婚》より
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」　
パガニーニ：奇想曲
リ ス ト：愛の夢　リゴレット・パラフレーズ　献呈
シューマン：歌曲集《女の愛と生涯》より
シ ョ パ ン：前奏曲「雨だれ」　 舟歌　
ブラームス：ピアノ小曲集より
マ ー ラ ー：歌曲集《子供の魔法の角笛》より
クライスラー：愛の喜び　愛の悲しみ　他

演奏曲目

■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員…無料／一般…2,000円
■申込方法 事前予約制です(全席自由、先着500名)。
 リバティアカデミー事務局までお申込ください。

  TEL  03-3296-4423  FAX 03-3296-4542  E-Mail academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX･メールでお申込みの場合には、講座名、お名前、ご住所、電話番号をお送りください。
　（明大生、リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、当日「会場受付」にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩 3分、丸の内線「御茶ノ水」徒歩 3分
　干代田線「新御茶ノ水」徒歩 5分、新宿線･半蔵門線･三田線「神保町」徒歩 5分です。
●リバティアカデミー「オープン講座」は、会員以外の方も広く受講いただけます。

お申し込み

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス

斎藤 美土（さいとう みと）
ピアノ レクチャーコンサート
愛知県立芸術大学卒業・同大学院修了。
神奈川県立音楽堂推薦演奏会に出演。リ
サイタルやオーケストラとの協演（ベー
トーヴェン：皇帝）、2台ピアノ、トリアなど

の室内楽でNHK-FM、琉球フェスティヴァルに出演。またフラン
ス歌曲やオペラ伴奏など幅広い活動を行っている。沖縄県立芸
術大学や興南高校講師を歴任。教育にも経験が深く、内外のコ
ンクールで入賞者を輩出している。現在、尚美学園大学講師。

繁桝 百合子（しげます ゆりこ）
ヴァイオリン レクチャーコンサート
桐朋女子高音楽科卒業を経て、ウィーン
市立音楽院でワルター・シュナイダーハン
教授に学ぶ。ウィーン楽友協会でデ
ビューリサイタルを開く。帰国後はリサイ

タルや日本室内合奏団のコンサートマスター、東京ゾリステン
のメンバーとして活躍。米国と日本でもリサイタルや放送で好
評を得る。近年はロンドンや東京でピアニストの滑川幸子や、
チェリストの堀了介氏らとトリオやデュオリサイタルを活発に行
う。ＣＤも好評発売中。

小沢 麻由子（おざわ まゆこ）

ピアノ レクチャーコンサート
東京芸術大学卒業。同大学院を経てパ
リ・エコールノルマル音楽院を卒業。文化
庁派遣芸術家在外研修員としてさらに研
鑽を積む。フランスを中心にオーストリ

ア、ギリシャ、キプロスなどで数々のリサイタルを行う。第5回ソ
フィア国際コンクール優勝。CD「小沢麻由子playsショパン＆
ラヴェル」と「「小沢麻由子plays前奏曲集」を好評発売中。現
在、沖縄県立芸術大学専任講師、尚美学園大学大学院講師。
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クラシックの名曲と女性たち～名曲誕生をめぐって～
レクチャー＆コンサート

5月21日（土）開場13:30  開講14:00～16:30

「幻の明清楽と木琴の謎」
演奏：森重 行敏＋月光楽団
幕末から明治前期、日本各地で中国楽器による「明清楽」が流行しま
した。月琴などの珍しい楽器や楽譜を紹介するとともに合奏を再現し
てみます。また、その中でも謎の多い木琴について、復元楽器による
演奏も試みます。

もり  しげ いく  とし

講座コード 11170004
第
1
講

6月18日（土）開場13:30  開講14:00～16:30

アイルランド音楽の魅力
演奏：守安 功／守安 雅子
アイルランドの様々な時代の、いろんなタイプの音楽を、複数の楽器
の実際の演奏に、解説や、お隣のスコットランド、イングランドの音
楽との比較も交えて、ご紹介させていただきます。

もり  やす いさお もり  やす まさ   こ

講座コード 11170005
第
2
講

7月16日（土）開場13:30  開講14:00～16:30

アラブ楽器の王、ウードの響き
演奏：常味 裕司  ゲスト：和田 啓  レク（アラブの打楽器）
中近東のウードは西洋の弦楽器の祖であり、シルクロードを介して
琵琶とも深い関係にあると言われています。
当日は主にアラブ古典音楽の演奏を通して、旋法理論マカームやリズ
ム体系イーカーなどを解説します。

つね  み ゆう  じ わ　だ けい

講座コード 11170006
第
3
講

講座コード 11170007
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■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／一般：1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着150名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

  TEL  03-3296-4423  FAX 03-3296-4542  E-Mail academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX・メールでお申し込みの方は、講座名、お名前、ご住所、電話番号をお送り下さい。
　（明大生、リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、当日「会場受付」にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩 3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩 3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩 5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩 5分です。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

お申し込み

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス

漆文化のはじまりと広がり
─文理融合研究から見えてきたこと─
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■受 講 料 明大生・会員…無料／一般…1,000円
■申込方法 事前予約制です(全席自由、先着150名)。
 リバティアカデミー事務局までお申込ください。

  TEL  03-3296-4423  FAX 03-3296-4542  E-Mail academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX･メールでお申込みの場合には、講座名、お名前、ご住所、電話番号をお送りください。
　（明大生、リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、当日「会場受付」にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩 3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩 3分
　干代田線「新御茶ノ水」徒歩 5分、新宿線･半蔵門線･三田線「神保町」徒歩 5分です。
●リバティアカデミー「オープン講座」は、会員以外の方も広く受講いただけます。

お申し込み

大学会館

アカデミーコモン
リバティタワーリバティタワー

明治大学駿河台キャンパス
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6月15日（水）開場18:30  開講19:00(～20:30)

会　場／駿河台キャンパス
　　　　アカデミーコモン2階ビクトリーフロア暁の鐘

熊﨑 勝彦（くまざき かつひこ）
弁護士、元東京地検特捜部長、元最高検公安部長

　明治大学法学部卒。72年検事に任官。東京地検特捜部長、最高検公判部長、同公安部長などを歴
任し、04年退官。弁護士となり、熊﨑勝彦綜合法律事務所を開設。明治大学法科大学院客員教授を
務めたほか、日本プロ野球コミッショナー顧問、企業の社外役員、岐阜女子大学客員教授、学校法
人明治大学監事などを務めるかたわら、テレビ解説、講演活動を行う。
　なお、東京地検特捜部時代には、「リクルート事件」「共和汚職事件」「元自民党副総裁に係る巨額
脱税事件」「ゼネコン汚職事件」「大手証券・銀行に係る利益供与事件」「大蔵省・日銀汚職事件」な
ど、多くの特殊重大事件の捜査を担当・指揮した。

Profi le

講座概要

　21世紀の日本は、事前規制型社会から市場競争型社会、事後チェッ
ク型社会への転換が行われる中で起きた幾多の企業不祥事をはじめ、
政治と金の問題を含め、社会の広い領域で重大な不祥事や事件が発生
している。特に、大阪地検特捜部幹部らによる証拠品改ざん事件に係
る不祥事は社会に衝撃を与えた。法化社会と言われる中で、なぜ、守
られるべき当たり前の事が守られないようになったのか、予測もでき
ないような重大な不祥事が起きるのか。事件は時代を映す鏡である。
長年の東京地検特捜部時代における政・官・業に係る構造的な特殊、
重大事件の捜査や、弁護士としての企業不祥事の調査委員会活動など
に携わった貴重な体験を踏まえつつ、社会に多発する近時の不祥事の
特徴と発生の根本的原因・背景を洞察し、機能するコンプライアンス
を考え、併せて、衰退しつつあると言われる日本社会の活力を醸成さ
せるためにはどうあるべきか、また、若き世代の人間力強化のための
在り方などについてお話しする。

不祥事はなぜ起きるのか。
─その背景・要因について

7月2日（土）開場12:30  開講13:00(～17:00)

会　場／駿河台キャンパス
　　　　リバティタワー地下1階1001教室

講座趣旨
　漆は古くから用いられてきた天然塗料で、その塗膜は艶があり優雅で美しいことから器物の装飾や華飾に用いられ、また漆は漆器に金粉や金
箔を貼る接着剤として使われ美しい蒔絵が作られてきました。漆文化に対する研究視点は様々ですが、神秘の物質と言われた漆について、科学
分析によって明らかになったことからはじめ、縦軸にその起源、横軸にワールドワイドな空間的広がりを置いてその特質を探ります。さらに、こ
れらのテーマに関わり、漆の科学分析によって明らかになった点を紹介します。
　近年、石油などの化石資源に依存しないものづくり、いわゆるグリーンケミストリ（環境に優しい化学）に関係して漆が見直されていますが、
明治大学における漆研究の特色である文理融合型研究の成果を報告します。

明治大学連合駿台会寄付講座

  明大出身法曹に揺らぐ社会の今を聴く
明治大学博物館特別展開催記念講座／明治大学バイオ資源化学研究所成果公開関連事業／
明治大学日本先史文化研究所成果公開関連事業

Program

漆とは何か？ 　天然資源として木を育てて得る栽培型の
材料である漆。この、酵素により重合が進む
高分子化合物に化学の新しい技術や考え方
を導入し、工業意匠や塗装に応用する。

縄文時代の
漆文化

　縄文の漆利用の多様性を、変遷や材質の
違いを超えた容器間の関係や非漆利用技術
との対比などから考察する。

進行役：外山 徹（明治大学博物館学芸員）
と  やま   とおる

バイオ資源化学研究所所長。学術フロンティア推進事業「次世代機
能材料漆の高度利用に関する学際的研究」のプロジェクトリー
ダー。専門は有機合成化学であるが、最近天然物を利用した機能材
料合成や機能発現機構の解明を研究している。特に漆の科学に興
味を持ち、漆樹液の分析、漆の重合機構、合成漆の開発、漆の工業
的利用に関する応用研究、古い漆の分析などを研究している。

みや こし てつ   お

宮腰 哲雄
コーディネータ
明治大学理工学部応用化学科教授

日本先史文化研究所所長。専門は縄文時代の考古学。日本の先史
時代の特性を学際的な研究により解明するために、道具製作の技
術や資源利用、生業活動などを多視点的に検討している。近年では
土器製作技術と漆工芸技術の関係などを中心に「縄文容器論」と
いうあたらしいキーワードで縄文社会の研究を進めている。

あ     べ よし ろう

阿部 芳郎 明治大学文学部史学地理学科教授

アジアの漆文化 　アジアの風土が育んだ漆樹と、民族の美
意識が織りなす漆の造形美を、「琉球王国の
漆文化」と「東南アジアの漆文化」を通して
紹介する。

科学の目から見る
“漆”の世界

　漆は硬化すると非常に堅くなり、化学的に
も安定なため化学分析には様々な工夫が必
要である。今回は漆に関わる分析技術を中心
に、具体的な分析事例を交えた解説を行う。

専門は琉球及び東南アジア漆芸史。国宝琉球国王尚家関
係資料を中心に琉球王国の漆芸、染織、金工などの調査研
究に携わる。とりわけ漆芸に関しては、沖縄の風土や文化の
共通項が多くみられ、現在も暮らしに漆文化が息づくミャン
マーやタイ、ベトナムなどの東南アジア地域との比較研究
に携わっている。

みや ざと まさ   こ

宮里 正子
沖縄県立芸術大学・
沖縄国際大学非常勤講師

博士（工学）。明治大学ポストドクター。大学院に進学時に漆
の熱分解分析を手がけたことをきっかけに、さまざまな天然
物の熱分解分析とその応用に興味を持つ。特に、外見が「漆」
であるものをいかにして「漆であるか否か？」や「漆に何を混
ぜているのか」を見極める分析手法の研究を行っている。あ
わせて、同じ手法による漆様考古試料の研究も行っている。

ほん   だ  たか ゆき

本多 貴之 明治大学理工学部兼任講師

～琉球王国と東南
アジアの国々より～

講座コード 11170009講座コード 11170008
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■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／一般：1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着150名）
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任し、04年退官。弁護士となり、熊﨑勝彦綜合法律事務所を開設。明治大学法科大学院客員教授を
務めたほか、日本プロ野球コミッショナー顧問、企業の社外役員、岐阜女子大学客員教授、学校法
人明治大学監事などを務めるかたわら、テレビ解説、講演活動を行う。
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ク型社会への転換が行われる中で起きた幾多の企業不祥事をはじめ、
政治と金の問題を含め、社会の広い領域で重大な不祥事や事件が発生
している。特に、大阪地検特捜部幹部らによる証拠品改ざん事件に係
る不祥事は社会に衝撃を与えた。法化社会と言われる中で、なぜ、守
られるべき当たり前の事が守られないようになったのか、予測もでき
ないような重大な不祥事が起きるのか。事件は時代を映す鏡である。
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を考え、併せて、衰退しつつあると言われる日本社会の活力を醸成さ
せるためにはどうあるべきか、また、若き世代の人間力強化のための
在り方などについてお話しする。

不祥事はなぜ起きるのか。
─その背景・要因について

7月2日（土）開場12:30  開講13:00(～17:00)

会　場／駿河台キャンパス
　　　　リバティタワー地下1階1001教室

講座趣旨
　漆は古くから用いられてきた天然塗料で、その塗膜は艶があり優雅で美しいことから器物の装飾や華飾に用いられ、また漆は漆器に金粉や金
箔を貼る接着剤として使われ美しい蒔絵が作られてきました。漆文化に対する研究視点は様々ですが、神秘の物質と言われた漆について、科学
分析によって明らかになったことからはじめ、縦軸にその起源、横軸にワールドワイドな空間的広がりを置いてその特質を探ります。さらに、こ
れらのテーマに関わり、漆の科学分析によって明らかになった点を紹介します。
　近年、石油などの化石資源に依存しないものづくり、いわゆるグリーンケミストリ（環境に優しい化学）に関係して漆が見直されていますが、
明治大学における漆研究の特色である文理融合型研究の成果を報告します。

明治大学連合駿台会寄付講座

  明大出身法曹に揺らぐ社会の今を聴く
明治大学博物館特別展開催記念講座／明治大学バイオ資源化学研究所成果公開関連事業／
明治大学日本先史文化研究所成果公開関連事業

Program

漆とは何か？ 　天然資源として木を育てて得る栽培型の
材料である漆。この、酵素により重合が進む
高分子化合物に化学の新しい技術や考え方
を導入し、工業意匠や塗装に応用する。

縄文時代の
漆文化

　縄文の漆利用の多様性を、変遷や材質の
違いを超えた容器間の関係や非漆利用技術
との対比などから考察する。

進行役：外山 徹（明治大学博物館学芸員）
と  やま   とおる

バイオ資源化学研究所所長。学術フロンティア推進事業「次世代機
能材料漆の高度利用に関する学際的研究」のプロジェクトリー
ダー。専門は有機合成化学であるが、最近天然物を利用した機能材
料合成や機能発現機構の解明を研究している。特に漆の科学に興
味を持ち、漆樹液の分析、漆の重合機構、合成漆の開発、漆の工業
的利用に関する応用研究、古い漆の分析などを研究している。

みや こし てつ   お

宮腰 哲雄
コーディネータ
明治大学理工学部応用化学科教授

日本先史文化研究所所長。専門は縄文時代の考古学。日本の先史
時代の特性を学際的な研究により解明するために、道具製作の技
術や資源利用、生業活動などを多視点的に検討している。近年では
土器製作技術と漆工芸技術の関係などを中心に「縄文容器論」と
いうあたらしいキーワードで縄文社会の研究を進めている。

あ     べ よし ろう

阿部 芳郎 明治大学文学部史学地理学科教授

アジアの漆文化 　アジアの風土が育んだ漆樹と、民族の美
意識が織りなす漆の造形美を、「琉球王国の
漆文化」と「東南アジアの漆文化」を通して
紹介する。

科学の目から見る
“漆”の世界

　漆は硬化すると非常に堅くなり、化学的に
も安定なため化学分析には様々な工夫が必
要である。今回は漆に関わる分析技術を中心
に、具体的な分析事例を交えた解説を行う。

専門は琉球及び東南アジア漆芸史。国宝琉球国王尚家関
係資料を中心に琉球王国の漆芸、染織、金工などの調査研
究に携わる。とりわけ漆芸に関しては、沖縄の風土や文化の
共通項が多くみられ、現在も暮らしに漆文化が息づくミャン
マーやタイ、ベトナムなどの東南アジア地域との比較研究
に携わっている。

みや ざと まさ   こ

宮里 正子
沖縄県立芸術大学・
沖縄国際大学非常勤講師

博士（工学）。明治大学ポストドクター。大学院に進学時に漆
の熱分解分析を手がけたことをきっかけに、さまざまな天然
物の熱分解分析とその応用に興味を持つ。特に、外見が「漆」
であるものをいかにして「漆であるか否か？」や「漆に何を混
ぜているのか」を見極める分析手法の研究を行っている。あ
わせて、同じ手法による漆様考古試料の研究も行っている。

ほん   だ  たか ゆき

本多 貴之 明治大学理工学部兼任講師

～琉球王国と東南
アジアの国々より～

講座コード 11170009講座コード 11170008
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■受 講 料 明大生・会員…無料
■申込方法 事前予約制です(全席自由、先着800名)。
 リバティアカデミー事務局までお申込ください。

  TEL  03-3296-4423  FAX 03-3296-4542  E-Mail academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX･メールでお申込みの場合には、講座名、お名前、ご住所、電話番号をお送りください。
　（明大生、リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、当日「会場受付」にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩 3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩 3分
　干代田線「新御茶ノ水」徒歩 5分、新宿線･半蔵門線･三田線「神保町」徒歩 5分です。
●リバティアカデミー「オープン講座」は、会員以外の方も広く受講いただけます。

お申し込み

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス
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5月14日（土）開場13:00  開講14:00(～16:00)

会　場／駿河台キャンパス
            アカデミーコモン3階アカデミーホール

講座趣旨
　室町時代に観阿弥・世阿弥によって大成
した能は、600年余の長きにわたって演じ
継がれてきた日本が誇る伝統芸能です。この
観阿弥・世阿弥を祖とする観世流を率いて
いるのが二十六世宗家・観世清和さん。能楽
師1,000人を抱える最大流派の「家元」とし
て研鑽を積む一方、能の普及活動や復曲にも
積極的に取り組み、次代の家元となる息子・
三郎太さんの稽古にも力を入れています。そ
んな「家元」の仕事を通して、芸の伝承や国際
化、組織を統率するリーダーのあり方など
を、観世宗家と、明治大学国際日本学部の蟹
瀬誠一学部長、さらに読売新聞文化部の塩崎
淳一郎記者が論じ合います。

明治大学校友会寄付講座

  鼎談！「家元のお仕事」
協　力：読売新聞東京本社　教育支援部・文化部

蟹瀬 誠一（かにせ せいいち）
明治大学国際日本学部長

1950年石川県生まれ。上智大学卒業。
米ＡＰ通信社記者、仏ＡＦＰ通信社記
者、米「TIME」誌特派員を経て、91年に
民放 TV 報道番組キャスターを務め
る。2004年、明治大学文学部教授に
就任、2008年から現職。BS-TBS「賢者
の選択」のメーンキャスター。 塩崎 淳一郎

読売新聞 文化部記者

観世 清和（かんぜ きよかず）
能楽観世流宗家

1959年、能楽観世流の二十五世宗家・左近の長
男に生まれる。64年「鞍馬天狗」の花見で初舞
台。父の死後、90年に二十六世宗家となる。96年
に芸術選奨文部大臣新人賞を受賞。数多くの海
外公演にも参加している。 

明治大学リバティアカデミー ビジネスオープン講座

後援  読売新聞

 時代の証言者 才女を超えて・曽野綾子
─読売新聞記者による公開インタビュー─　

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です(全席自由、先着150名)。
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

  TEL  03-3296-4423  FAX 03-3296-4542  E-Mail academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX・メールでお申し込みの方は、講座名、お名前、ご住所、電話番号をお送り下さい。
　（明大生、リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、当日「会場受付」にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩 3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩 3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩 5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩 5分です。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

お申し込み

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス

　23歳で作家デビューし、「才女の草分け」と言われ
たころから、今なお旺盛な文筆活動を続ける作家・曽
野綾子さん。宗教や戦争、社会問題などに対する鋭い洞
察力に支えられた幅広い作家活動を展開する一方、途
上国への援助活動などでも活躍されてきました。読売
新聞の人気連載「時代の証言者」で披露されて大きな反
響を呼んだ体験をはじめ、キリスト教の倫理観で社会
を見据えてきた論客に、現代人・現代社会について語っ
ていただきます。聞き手は読売新聞東京本社生活情報
部の榊原智子記者が務めます。

講座概要

6月25日（土）開場13:30  開講14:00(～15:30)

会　場／駿河台キャンパス
            アカデミーコモン2階ビクトリーフロア暁の鐘

曽野綾子（その あやこ）
作家

1931年（昭和6年）、東京都葛飾区生まれ。聖心女子大学在学中に同人誌「新
思潮」に参加。同人の三浦朱門氏と結婚。卒業直後、「遠来の客たち」が芥川
賞候補になる。70年にはエッセー「誰のために愛するか」がベストセラーに。日
本財団会長も務めた。現在は日本芸術院会員。代表作は「神の汚れた手」「天
上の青」など。

Profi le

講座コード 11170010 講座コード 11170011
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■受 講 料 明大生・会員…無料
■申込方法 事前予約制です(全席自由、先着800名)。
 リバティアカデミー事務局までお申込ください。

  TEL  03-3296-4423  FAX 03-3296-4542  E-Mail academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX･メールでお申込みの場合には、講座名、お名前、ご住所、電話番号をお送りください。
　（明大生、リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、当日「会場受付」にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩 3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩 3分
　干代田線「新御茶ノ水」徒歩 5分、新宿線･半蔵門線･三田線「神保町」徒歩 5分です。
●リバティアカデミー「オープン講座」は、会員以外の方も広く受講いただけます。

お申し込み

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス
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5月14日（土）開場13:00  開講14:00(～16:00)

会　場／駿河台キャンパス
            アカデミーコモン3階アカデミーホール

講座趣旨
　室町時代に観阿弥・世阿弥によって大成
した能は、600年余の長きにわたって演じ
継がれてきた日本が誇る伝統芸能です。この
観阿弥・世阿弥を祖とする観世流を率いて
いるのが二十六世宗家・観世清和さん。能楽
師1,000人を抱える最大流派の「家元」とし
て研鑽を積む一方、能の普及活動や復曲にも
積極的に取り組み、次代の家元となる息子・
三郎太さんの稽古にも力を入れています。そ
んな「家元」の仕事を通して、芸の伝承や国際
化、組織を統率するリーダーのあり方など
を、観世宗家と、明治大学国際日本学部の蟹
瀬誠一学部長、さらに読売新聞文化部の塩崎
淳一郎記者が論じ合います。

明治大学校友会寄付講座

  鼎談！「家元のお仕事」
協　力：読売新聞東京本社　教育支援部・文化部

蟹瀬 誠一（かにせ せいいち）
明治大学国際日本学部長

1950年石川県生まれ。上智大学卒業。
米ＡＰ通信社記者、仏ＡＦＰ通信社記
者、米「TIME」誌特派員を経て、91年に
民放 TV 報道番組キャスターを務め
る。2004年、明治大学文学部教授に
就任、2008年から現職。BS-TBS「賢者
の選択」のメーンキャスター。 塩崎 淳一郎

読売新聞 文化部記者

観世 清和（かんぜ きよかず）
能楽観世流宗家

1959年、能楽観世流の二十五世宗家・左近の長
男に生まれる。64年「鞍馬天狗」の花見で初舞
台。父の死後、90年に二十六世宗家となる。96年
に芸術選奨文部大臣新人賞を受賞。数多くの海
外公演にも参加している。 

明治大学リバティアカデミー ビジネスオープン講座

後援  読売新聞

 時代の証言者 才女を超えて・曽野綾子
─読売新聞記者による公開インタビュー─　

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です(全席自由、先着150名)。
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

  TEL  03-3296-4423  FAX 03-3296-4542  E-Mail academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX・メールでお申し込みの方は、講座名、お名前、ご住所、電話番号をお送り下さい。
　（明大生、リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、当日「会場受付」にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩 3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩 3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩 5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩 5分です。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

お申し込み

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス

　23歳で作家デビューし、「才女の草分け」と言われ
たころから、今なお旺盛な文筆活動を続ける作家・曽
野綾子さん。宗教や戦争、社会問題などに対する鋭い洞
察力に支えられた幅広い作家活動を展開する一方、途
上国への援助活動などでも活躍されてきました。読売
新聞の人気連載「時代の証言者」で披露されて大きな反
響を呼んだ体験をはじめ、キリスト教の倫理観で社会
を見据えてきた論客に、現代人・現代社会について語っ
ていただきます。聞き手は読売新聞東京本社生活情報
部の榊原智子記者が務めます。

講座概要

6月25日（土）開場13:30  開講14:00(～15:30)

会　場／駿河台キャンパス
            アカデミーコモン2階ビクトリーフロア暁の鐘

曽野綾子（その あやこ）
作家

1931年（昭和6年）、東京都葛飾区生まれ。聖心女子大学在学中に同人誌「新
思潮」に参加。同人の三浦朱門氏と結婚。卒業直後、「遠来の客たち」が芥川
賞候補になる。70年にはエッセー「誰のために愛するか」がベストセラーに。日
本財団会長も務めた。現在は日本芸術院会員。代表作は「神の汚れた手」「天
上の青」など。

Profi le

講座コード 11170010 講座コード 11170011
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講座趣旨

講座コード

11130001

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

教　材

回　数

受 講 料

5月～6月

土曜日
9:30～18:00
　  （5/28・6/4  7時間）
9:30～12:00（6/11  2.5時間）

30名

3回

一 般 ： 39,000円
学 生 ： 24,000円
新・VEの基本
―価値分析の考え方と実践プロセス　
　（産能大学ＶＥ研究グループ著）
VEリーダー認定試験問題集
―要点整理と解説・解答
　(日本バリューエンジニアリング協会)

試 験 概 要

資

　格

内 容 講師 日 程

ＶＥ（価値分析・価値工学）入門講座

VEの概要・チーム活動の進め方

VE対象の情報収集

機能の定義

5/28（土）1 機能の整理

機能別コスト分析

機能の評価

対象分野の選定

アイデアの発想

概略評価
6/ 4（土）2

具体化

詳細評価・提案

6/11（土）3 受験対策講座

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

5月11日（水） 18：10～18：40

5月14日（土） 13：00～14：00

中央大学大学院商学研究科修士課程修了。アメリカVE協会
Fellow.CVS、日本管理会計学会元会長。日本経営システム協会
で40年以上にわたり「原価企画」の研究会（530回以上）を主宰
し、また数十社に原価企画の導入指導。著書「ＶＥ（価値分析）」
「原価企画の理論と実践」「利益戦略とＶＥ」など多数。

た   なか まさ やす

田中 雅康 目白大学大学院教授・東京理科大学名誉教授

講師紹介

明治大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得。現在、
日本管理会計学会常任理事。専門は管理会計、原価管理。編
著に『管理会計─業績管理会計と意思決定会計─』『会計の
戦略化』、共著書に『要説　企業簿記』『企業簿記　ワーク
ブック』他多数。明治大学で教鞭をとるかたわら、明治大学
経理研究所や専門学校で 20 年以上にわたり簿記教育に従
事する。 

 さき あき  ひろ

﨑 章浩
コーディネータ
明治大学経営学部教授

　VE（Value Engineering）は、製品・サービス・業務などの価値を抜本的に高める技法
です。ユーザーの立場にたって、製品・サービス・業務などの「機能」に注目し、機能の視点
からグループのアイデアを発想することにより、必要な機能を最小のコストで達成させ
るものです。
　現在VEは、鹿島建設、日立製作所、IHI、キャノン、三菱電機、JR、いすゞ自動車など、多
くの企業で活用されております。そのような組織においてVE活動を実践するために必
要なVEの基礎知識を習得した人が「VEリーダー認定試験」に合格すると、VEリーダー
（VEL）になります。
　VEリーダーの認定試験は満20歳以上が受験の年齢要件であり、学生時代に取得で
きる実務的な資格として、早稲田大学、東京理科大学など多くの大学の学生が受験して
います。最近のVEリーダー認定試験での合格率は70％程度であり、学生がビジネスス
キルを身につけ、氷河期の就職活動を勝ち抜くためには、最適な資格であると考え
られます。
　この講義は実務家―製品企画、開発設計、生産技術、生産管理、購買管理、原価管理、
システム設計などの実務に携わっている方、学生―学部生・大学院生（学部・専攻を問わ
ず）、「VEリーダー認定試験」にチャレンジしたい方に受講をお薦めいたします。
　VEを初めて学ぶ方向けの入門セミナーであり、一流のVE専門家がわかりやすく丁寧
に解説・指導いたします。
　受験対策講座を設け、「VEリーダー認定試験」に合格する手助けをします。

田中

田中

田中

DATAで見るVEリーダー
VEリーダー認定試験（第1回～第28回）
企業別合格者数 上位10社

順位 企業名 合格者数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

日立製作所
三菱電機
IHI
日立電子サービス
日立ビルシステム
日立国際電気
いすゞ自動車
日立ハイテクノロジーズ
日立アプライアンス
フジタ

488
253
152
150
122
120
102
90
79
75

VEリーダー認定試験（第1回～第28回）
合格者累計数 上位10社

順位 企業名 合格者数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

鹿島建設
日立製作所
戸田建設
日立国際電気
日立建機
間組
IHI
フジタ
三菱電機
シャープ

2,082
2,008
1,598
1,500
1,419
1,378
1,339
1,200
959
878

※講義の途中に、適宜休憩が入る
　場合があります。

グループワークのため、一定の人数に達しない
場合は、開講できないこともございます。

★試験期間の中から都合のよい受験日時を選べます
★全都道府県に試験会場があります
★試験終了後、その場で合否がわかります

2011年度 VEリーダー認定試験

■受験申込の
　変更・キャンセル

■試験時間

■受  験  料

■申込方法

■試験会場

■合否判定

受験日の3営業日（土日受験は4営業日）
前まで可能

90分間

21.000円（学生は、10,500円）/税込

インターネットからのお申し込みとなります

全都道府県に会場があります

試験終了後、受験会場で
結果をおしらせ〈合格基準70点以上〉

※詳しくは、http://pf.prometric-jp/testlist/ve/jp/payment.htmlをご参照ください

①2011年3月31日時点で満20歳以上であること
②必要とする内容を含む12時間以上のVE研修
(社内研修、通信教育、学内での授業も含む)を
受講していること

受験資格要件：

試験期間：
【前期】2011年4月19日（火）～7月31日（日）
受験申込:2011年4月1日(金)～
【後期】2011年9月1日（木）～2012年2月28日（火）
受験申込:2011年8月17日(水)～

※教材費は受講料に含まれています。

2009年度
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試 験 概 要

受験資格

試験日程
受 験 料
試験会場
合格発表
合 格 率

受験年度の4月1日に満18歳以上の者、
建築業、造園業など1年以上の実務経験
者、建築・造園などの専門教育機関で1年
以上学習した者、屋上開発研究会主催の
講習会修了者が受験できます。
2011年11月3日（木・祝）
10,500円（消費税込）
東京、名古屋、大阪、福岡
2011年12月12日（月）
50～55％

：

：
：
：
：
：

特定非営利活動法人 屋上開発研究会
TEL：03-3358-1175  http://www.sky-front.or.jp

お問い合わせ：

※教材費は受講料に含まれています。

内 容 講師

輿水

今野

後藤

藤田

前田

澤田

松本

橘

日 程

5/  7
（土）

5/14
（土）

5/21
（土）

5/28
（土）

6/  4
（土）

6/11
（土）

6/18
（土）

6/25
（土）

1
屋上緑化の歴史
紀元前から今日まで、欧米と日本の屋上緑化の歴史を概
観します。先人たちの緑への熱い思いや緑化の工夫に感
動します。

2
屋上緑化と環境問題　
屋上緑化には様々な効果があり、特に環境に対する効果を
理解することが重要です。

3
建物の構造と屋上の仕上げ　
屋上に土や植物を載せられるのでしょうか、雨漏りの心
配は無いのでしょうか。安心できる屋上の仕上げを知っ
ておけば大丈夫です。

4
植栽計画
美しく潤いのある屋上、鳥や昆虫の飛び交う自然豊かな
屋上。いずれも植物の選び方が大事です。計画的に行い
ましょう。

5
施工と維持管理
緑化の基盤や、基本の植栽は専門家の力が必要です。好
きな植物を植えるには、植えた後の維持管理で注意した
いところです。

6
壁面緑化
欧米ではリビングウォールとして人気があります。植物
の使い方に工夫と面白さがあります。最近は立体緑化へ
と発展しています。

7
屋上菜園
屋上で野菜やハーブを育て、収穫後にガーデンパーティ
ーを開くという楽しみは、都会の屋上でも十分満喫でき
ます。

8
屋上緑化の関連法規と今後の展開
安全に屋上を使うための規則、積極的に屋上を使っても
らうための助成制度など、知っておきたい緑化の制度と
行政の施策について学びます。

講座趣旨

講座コード

11130002

資　格

　美しく潤いがあり快適な都市環境というだけでなく、感じがよく癒される雰
囲気が欲しいという人が増え、そうした街並みが好まれています。それには緑は
不可欠ですが、都市では建物の屋上や壁面を緑で覆う例が増えてきました。
　それを可能にするには、建築と植物の両方の知識をもちコーディネートでき
る能力が必要です。地面に植えるのとは違って、ここを押さえておけば緑は生き
生きと育ちますというポイントを、豊富な事例を紹介しながらその道の専門家
がわかりやすく解説します。

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

4月23日（土） 10：30～11：30

屋上緑化コーディネーター資格受験対策講座

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～6月

土曜日

10:30～12:00

50名

8回

一 般 ： 26,000円
学 生 ： 21,000円

屋上緑化設計・施工ハンドブック
    屋上開発研究会編 マルモ出版
美しいまちをつくるための壁面緑化         　
    屋上開発研究会編 マルモ出版

 こし みず　はじめ

輿水 肇  明治大学農学部教授 
都市樹木大図鑑（講談社）など植物に関する論文、評論などを執筆。植物の利用は、都市
緑化、屋上緑化、校庭芝生化などの技術開発に取り組んでいる。農水省・国交省の花のま
ちづくりコンクールの審査員などを務める。21世紀校庭緑化研究会の会長、屋上開発研究
会の副理事長、自然環境共生技術協会の副会長などを歴任。屋上緑化研究の第一人者。

 こん  の　  えい ざん

今野 英山  
モリーユ代表

都市緑化と環境について精通。

講師紹介

   ご   とう　よし あき

後藤 良昭  
田島緑化株式会社 取締役

屋根と防水のエキスパート。

 ふじ   た　しげる

藤田 茂  
（有）緑花技研 代表

植物と土壌、その使い方の
最新情報に詳しい。

 まえ  だ　  まさ あき

前田 正明  
屋上緑化マネージメント
サービス 代表

大規模から小規模まで、
材料と施工の豊富な経験。

 さわ  だ　  けん   じ

澤田 健二  
ダイトウテクノグリーン（株） 
課長

壁面緑化の独自の
技術開発に取り組む。

 まつ もと　かおる

松本 薫  
アルザシーアンドディー 代表

緑を取り入れた建物やまちづくりに
取り組む建築家。

たちばな　だい すけ

橘 大介  
清水建設株式会社 
主任研究員

都市緑化の研究成果を建物緑化や
指針に展開する研究者。

※講義の途中に、適宜休憩が入る
　場合があります。

講座受講生は受験料が半額になります。
講座修了証をご提示ください。
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講座コード

11130003

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

6月～7月

土曜日

10:30～12:30

25名

8回

一 般 ： 27,000円
学 生 ： 21,600円

※教材費は受講料に含まれています。

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

資料配布
1回Ａ4×6枚程度

証券アナリスト第１次レベル試験対策講座
～Excelで学ぶファイナンス～

講座趣旨

　この講座は、証券アナリスト資格試験科目である「証券分析とポートフォリオ・マ
ネジメント（第1次レベル）」の主要なテーマを学習します。本講座の特徴は、
Microsoft Officeの表計算ソフトExcelを使って、実践的かつビジュアルに学習す
ることです。「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」の学習は、単に理論の説明
や数式を追っていくだけではなかなか理解できないものです。特に、初めてファイナ
ンスを学習する方にとって、数式そのものを理解するのは一苦労です。しかし、実際
のデータを使って計算し、グラフを描いてみれば、難解な理論や数式の理解も、格段
に容易になります。Excelは、計算やグラフに強い表計算ソフトです。ファイナンス向
けの様々な財務関数や統計関数などを標準装備しています。最適ポートフォリオの
決定などは、Excelの最適化ツール・ソルバーを使えば、簡単に求めることができま
す。是非、この機会に、Excelを使った「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」の
学習方法を身につけてください。

内 容 日 程

6/ 4（土）1
Excelの関数
Excelの財務・統計・行列の関数、最適化ツール・ソルバーなど、本講
座で使用するExcelの関数を紹介します。

6/11（土）2 株式のリスク・リターン、ポートフォリオのリスク・リターンの考え方と計
算方法を、Excelの諸関数やグラフウィザード等を使って学習します。

株式のリスク・リターン、ポートフォリオのリスク・リターン

最適ポートフォリオの求め方と分離定理の意義を学習します。Excelの
最適化ツール・ソルバーを使います。

最適ポートフォリオと分離定理

株式のリスクの評価理論であるCAPMと、CAPMの資本コスト（WA
CC）やEVAへの応用を学習します。

CAPMと資本コスト

債券のリスク指標でもあるデュレーションやコンベキシティの概念と
計算方法を、Excel関数NPVやDURATIONを中心に学習します。

債券のデュレーションとコンベキシティ

6/18（土）3

6/25（土）4

7/ 2（土）5

金利変動リスクに対するリスク管理の戦略であるイミュニゼーション
戦略とリバランスの問題を、数値例で学習します。

イミュニゼーション戦略とリバランス
7/ 9（土）6

オプションのプライシング・モデルである2項分布モデルとブラックシ
ョールズを、Excel VBAを使って学習します。

オプションのプライシング
7/16（土）7

証券アナリスト「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」の第1次レ
ベル試験問題に出題される問題全般について概説します。

証券アナリスト第1次レベル試験に見る数学・統計分析
7/23（土）8

明治大学商学部教授

現在、明治大学商学部で「証券市場論」を担当。研究テーマは金融・証券市場の実証分析。最近の著書として、『証券論』（共著、有斐閣2004年）、
『EViewsで学ぶ実証分析入門、基礎編・応用編』（共著、日本評論社2008年）。広島大学経済学部教授を経て、2000年4月より明治大学商学部教
授。証券市場論担当。1997年オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学客員教授。神戸大学大学院経済学研究科博士後期課程中途退学（経済
学博士）。

きた おか たか よし

北岡 孝義

講師紹介

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

5月14日（土） 13：00～14：00

証券アナリスト試 験 概 要

受験資格
試験科目

試験形式
試験日程
実施予定地

なし
「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」
「財務分析」　　　　　　　　　　　　　
「経済」
マークシート形式
毎年2回（春と秋）
国内8都市（東京、大阪、名古屋、札幌、

仙台、金沢、広島、福岡）　
海外3都市（ニューヨーク、ロンドン、香港）

証券アナリストの試験は、社団法人 日本証券アナリス
ト協会が主催する試験です。1次試験と2次試験があ
ります。1次試験を合格した者が2次試験に進むこと
ができます。1次試験も2次試験も、受験には協会に
よる通信教育を受けることが前提となります。

社団法人 日本証券アナリスト協会
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町2－1  東京証券取引所5F
TEL：03-3666-1511  FAX：03-3666-5843
ホームページ  http://www.saa.or.jp

お問い合わせ：

〈第１次試験〉

資

　格

資

　格

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

4月15日（金） 19：0O～20：00

4月19日（火） 19：0O～20：00

4月22日（金） 12：15～12：45

4月26日（火） 12：15～12：45

5月10日（火） 19：0O～20：00

宅地建物取引主任者合格対策講座
人気の国家資格です。短期集中学習で取得を目指しましょう

講座コード

11130004

資　格

※教材費は受講料に含まれています。

受験資格 : 原則として誰でも受験できます。
受 験 地 : 本人が住所を有する都道府県での受験が原
  則となります。
受 験 料 : 7,000円(平成22年度)
受付期間 : インターネット : 毎年7月上旬から中旬頃まで(予定)
  郵 送 : 毎年7月上旬から7月末頃まで(予定)
試験日程 : 例年10月第3日曜日
試験時間 : 午後1時-3時（2時間）
試験方法 : 4肢択一のマークシート方式
出 題 数 : 50問
合格発表 : 例年12月上旬
合 格 率 : 15.2%(平成22年度)
合格ライン : 36問以上正解（平成22年度）
お問い合わせ先 :

　（財）不動産適正取引推進機構
　〒105-0001
 東京都港区虎ノ門3-8-21第33森ビル3F
 TEL03-3435-8181  http://www.retio.or.jp/

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～10月

火・金曜日

18:45～21:15

80名
37回＋全国公開模試

一 般 ： 100,000円
学 生 ：  90,000円

基本テキスト・トレーニング・
法改正レジュメ・ミニテストほか 

 よし   ざわ　せい いち

吉澤 政一  資格の学校TAC宅建講座講師
1982年日本大学法学部卒。現在、TAC宅建講座専任講師として多数の合格者を輩出している。丁寧にポイントを提示していく講義には定評がある。
明治大学リバティアカデミーの担当講師も9期目となり、合格実績を上げている。

講師紹介

日 程 日 程講 義 項 目 講 義 項 目

講座趣旨
　宅建試験は、毎年20万人以上が申し込む人気の国家資格です。その人気の秘密は、
社会的二一ズの高さ･活用範囲の広さにあります。不動産業に携わる方ばかりでなく、
金融関係、建設関係はもちろんのこと、他業種でも不動産に関わる専門知識を要する
セクションでは、宅建の知識が業務に深く関わることもあり、高い需要を誇っていま
す。また、企業内での資格取得優遇制度やプライベートでの知識として宅建を目指す
社会人の方が多くなっています。さらに最近では学生の人気が目覚しく、マンション
管理士や不動産鑑定士など他資格へのステップアップとして、また就職活動の武器と
して志す人が多いようです。本講座では合格の為の要所をじっくり指摘して、合格圏
内に最速で到達することが出来ます。

民法等　11 5/24（火）
民法等　22 5/27（金）
民法等　33 5/31（火）
民法等　44 6/  3（金）
民法等　55 6/  7（火）
民法等　66 6/10（金）
基礎答練　民法等　1　7 6/14（火）
民法等　78 6/17（金）
民法等　89 6/21（火）
民法等　910 6/24（金）
民法等　1011 6/28（火）
民法等　1112 7/  1（金）
基礎答練　民法等　213 7/  5（火）
宅建業法　114 7/  8（金）
宅建業法　215 7/12（火）
宅建業法　316 7/15（金）
宅建業法　417 7/19（火）
宅建業法　518 7/22（金）
宅建業法　619 7/26（火）
宅建業法　720 7/29（金）

21   8/  2（火）
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
※

36
37

基礎答練　宅建業法
法令上の制限　1
法令上の制限　2
法令上の制限　3
法令上の制限　4
法令上の制限　5
法令上の制限　6
その他関連知識　1
その他関連知識　2
基礎答練　法令/その他
応用答練　民法等
応用答練　宅建業法
応用答練　 法令/その他
直前答練　1  ※自己採点
全国公開模試　※120分
直前答練　2　※自己採点
直前答練　3　※自己採点
直前答練　4　※自己採点

  8/  5（金）

  8/19（金）

  8/23（火）

  8/26（金）

  8/30（火）

  9/  2（金）

  9/  6（火）

  9/  9（金）

  9/13（火）

  9/16（金）

  9/20（火）

  9/ 27（火）

  9/30（金）

10/  4（火）

10/  7（金）

10/11（火）

10/14（金）

〈配布教材について〉
テキスト4冊
トレーニング4冊
ミニテスト4冊
基礎答練(全4回)
応用答練(全3回)
直前答練(全4回)
法律改正点レジュメ
直前対策講義レジュメ
全国公開模試

〈講義の流れ〉
①墓礎答練による科目別理解度チェック。
②応用答練により、重要論点や予想論点を演習し、知識の応用
 力を養います。
③直前答練により、出題予想論点を演習し、それぞれの問題に
 詳しい解説をつけます。(自己採点)
④全国公開模試において、本試験と同一形式で本試験に備えま
 す。模擬試験は全国最大規模を誇ります。

試 験 概 要

当講座は、欠席者フォローとして、TAC教室講
義を収録したDVDを貸し出しいたします。

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

5月16日（月）
※但し、定員に満たない場合は
　引き続き申込みを受付けます。

申込締切日
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講座コード

11130003

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

6月～7月

土曜日

10:30～12:30

25名

8回

一 般 ： 27,000円
学 生 ： 21,600円

※教材費は受講料に含まれています。

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

資料配布
1回Ａ4×6枚程度

証券アナリスト第１次レベル試験対策講座
～Excelで学ぶファイナンス～

講座趣旨

　この講座は、証券アナリスト資格試験科目である「証券分析とポートフォリオ・マ
ネジメント（第1次レベル）」の主要なテーマを学習します。本講座の特徴は、
Microsoft Officeの表計算ソフトExcelを使って、実践的かつビジュアルに学習す
ることです。「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」の学習は、単に理論の説明
や数式を追っていくだけではなかなか理解できないものです。特に、初めてファイナ
ンスを学習する方にとって、数式そのものを理解するのは一苦労です。しかし、実際
のデータを使って計算し、グラフを描いてみれば、難解な理論や数式の理解も、格段
に容易になります。Excelは、計算やグラフに強い表計算ソフトです。ファイナンス向
けの様々な財務関数や統計関数などを標準装備しています。最適ポートフォリオの
決定などは、Excelの最適化ツール・ソルバーを使えば、簡単に求めることができま
す。是非、この機会に、Excelを使った「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」の
学習方法を身につけてください。

内 容 日 程

6/ 4（土）1
Excelの関数
Excelの財務・統計・行列の関数、最適化ツール・ソルバーなど、本講
座で使用するExcelの関数を紹介します。

6/11（土）2 株式のリスク・リターン、ポートフォリオのリスク・リターンの考え方と計
算方法を、Excelの諸関数やグラフウィザード等を使って学習します。

株式のリスク・リターン、ポートフォリオのリスク・リターン

最適ポートフォリオの求め方と分離定理の意義を学習します。Excelの
最適化ツール・ソルバーを使います。

最適ポートフォリオと分離定理

株式のリスクの評価理論であるCAPMと、CAPMの資本コスト（WA
CC）やEVAへの応用を学習します。

CAPMと資本コスト

債券のリスク指標でもあるデュレーションやコンベキシティの概念と
計算方法を、Excel関数NPVやDURATIONを中心に学習します。

債券のデュレーションとコンベキシティ

6/18（土）3

6/25（土）4

7/ 2（土）5

金利変動リスクに対するリスク管理の戦略であるイミュニゼーション
戦略とリバランスの問題を、数値例で学習します。

イミュニゼーション戦略とリバランス
7/ 9（土）6

オプションのプライシング・モデルである2項分布モデルとブラックシ
ョールズを、Excel VBAを使って学習します。

オプションのプライシング
7/16（土）7

証券アナリスト「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」の第1次レ
ベル試験問題に出題される問題全般について概説します。

証券アナリスト第1次レベル試験に見る数学・統計分析
7/23（土）8

明治大学商学部教授

現在、明治大学商学部で「証券市場論」を担当。研究テーマは金融・証券市場の実証分析。最近の著書として、『証券論』（共著、有斐閣2004年）、
『EViewsで学ぶ実証分析入門、基礎編・応用編』（共著、日本評論社2008年）。広島大学経済学部教授を経て、2000年4月より明治大学商学部教
授。証券市場論担当。1997年オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学客員教授。神戸大学大学院経済学研究科博士後期課程中途退学（経済
学博士）。

きた おか たか よし

北岡 孝義

講師紹介

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

5月14日（土） 13：00～14：00

証券アナリスト試 験 概 要

受験資格
試験科目

試験形式
試験日程
実施予定地

なし
「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」
「財務分析」　　　　　　　　　　　　　
「経済」
マークシート形式
毎年2回（春と秋）
国内8都市（東京、大阪、名古屋、札幌、

仙台、金沢、広島、福岡）　
海外3都市（ニューヨーク、ロンドン、香港）

証券アナリストの試験は、社団法人 日本証券アナリス
ト協会が主催する試験です。1次試験と2次試験があ
ります。1次試験を合格した者が2次試験に進むこと
ができます。1次試験も2次試験も、受験には協会に
よる通信教育を受けることが前提となります。

社団法人 日本証券アナリスト協会
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町2－1  東京証券取引所5F
TEL：03-3666-1511  FAX：03-3666-5843
ホームページ  http://www.saa.or.jp

お問い合わせ：

〈第１次試験〉

資

　格

資

　格

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

4月15日（金） 19：0O～20：00

4月19日（火） 19：0O～20：00

4月22日（金） 12：15～12：45

4月26日（火） 12：15～12：45

5月10日（火） 19：0O～20：00

宅地建物取引主任者合格対策講座
人気の国家資格です。短期集中学習で取得を目指しましょう

講座コード

11130004

資　格

※教材費は受講料に含まれています。

受験資格 : 原則として誰でも受験できます。
受 験 地 : 本人が住所を有する都道府県での受験が原
  則となります。
受 験 料 : 7,000円(平成22年度)
受付期間 : インターネット : 毎年7月上旬から中旬頃まで(予定)
  郵 送 : 毎年7月上旬から7月末頃まで(予定)
試験日程 : 例年10月第3日曜日
試験時間 : 午後1時-3時（2時間）
試験方法 : 4肢択一のマークシート方式
出 題 数 : 50問
合格発表 : 例年12月上旬
合 格 率 : 15.2%(平成22年度)
合格ライン : 36問以上正解（平成22年度）
お問い合わせ先 :

　（財）不動産適正取引推進機構
　〒105-0001
 東京都港区虎ノ門3-8-21第33森ビル3F
 TEL03-3435-8181  http://www.retio.or.jp/

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～10月

火・金曜日

18:45～21:15

80名
37回＋全国公開模試

一 般 ： 100,000円
学 生 ：  90,000円

基本テキスト・トレーニング・
法改正レジュメ・ミニテストほか 

 よし   ざわ　せい いち

吉澤 政一  資格の学校TAC宅建講座講師
1982年日本大学法学部卒。現在、TAC宅建講座専任講師として多数の合格者を輩出している。丁寧にポイントを提示していく講義には定評がある。
明治大学リバティアカデミーの担当講師も9期目となり、合格実績を上げている。

講師紹介

日 程 日 程講 義 項 目 講 義 項 目

講座趣旨
　宅建試験は、毎年20万人以上が申し込む人気の国家資格です。その人気の秘密は、
社会的二一ズの高さ･活用範囲の広さにあります。不動産業に携わる方ばかりでなく、
金融関係、建設関係はもちろんのこと、他業種でも不動産に関わる専門知識を要する
セクションでは、宅建の知識が業務に深く関わることもあり、高い需要を誇っていま
す。また、企業内での資格取得優遇制度やプライベートでの知識として宅建を目指す
社会人の方が多くなっています。さらに最近では学生の人気が目覚しく、マンション
管理士や不動産鑑定士など他資格へのステップアップとして、また就職活動の武器と
して志す人が多いようです。本講座では合格の為の要所をじっくり指摘して、合格圏
内に最速で到達することが出来ます。

民法等　11 5/24（火）
民法等　22 5/27（金）
民法等　33 5/31（火）
民法等　44 6/  3（金）
民法等　55 6/  7（火）
民法等　66 6/10（金）
基礎答練　民法等　1　7 6/14（火）
民法等　78 6/17（金）
民法等　89 6/21（火）
民法等　910 6/24（金）
民法等　1011 6/28（火）
民法等　1112 7/  1（金）
基礎答練　民法等　213 7/  5（火）
宅建業法　114 7/  8（金）
宅建業法　215 7/12（火）
宅建業法　316 7/15（金）
宅建業法　417 7/19（火）
宅建業法　518 7/22（金）
宅建業法　619 7/26（火）
宅建業法　720 7/29（金）

21   8/  2（火）
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
※

36
37

基礎答練　宅建業法
法令上の制限　1
法令上の制限　2
法令上の制限　3
法令上の制限　4
法令上の制限　5
法令上の制限　6
その他関連知識　1
その他関連知識　2
基礎答練　法令/その他
応用答練　民法等
応用答練　宅建業法
応用答練　 法令/その他
直前答練　1  ※自己採点
全国公開模試　※120分
直前答練　2　※自己採点
直前答練　3　※自己採点
直前答練　4　※自己採点

  8/  5（金）

  8/19（金）

  8/23（火）

  8/26（金）

  8/30（火）

  9/  2（金）

  9/  6（火）

  9/  9（金）

  9/13（火）

  9/16（金）

  9/20（火）

  9/ 27（火）

  9/30（金）

10/  4（火）

10/  7（金）

10/11（火）

10/14（金）

〈配布教材について〉
テキスト4冊
トレーニング4冊
ミニテスト4冊
基礎答練(全4回)
応用答練(全3回)
直前答練(全4回)
法律改正点レジュメ
直前対策講義レジュメ
全国公開模試

〈講義の流れ〉
①墓礎答練による科目別理解度チェック。
②応用答練により、重要論点や予想論点を演習し、知識の応用
 力を養います。
③直前答練により、出題予想論点を演習し、それぞれの問題に
 詳しい解説をつけます。(自己採点)
④全国公開模試において、本試験と同一形式で本試験に備えま
 す。模擬試験は全国最大規模を誇ります。

試 験 概 要

当講座は、欠席者フォローとして、TAC教室講
義を収録したDVDを貸し出しいたします。

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

5月16日（月）
※但し、定員に満たない場合は
　引き続き申込みを受付けます。

申込締切日



5月10日（火） 19：0O～20：00

5月24日（火） 19：0O～20：00

6月  7日（火） 19：0O～20：00
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社会保険労務士直前合格対策講座
社会保険と労務のスペシャリスト資格

講座コード

11130005

資　格

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

社会保険労務士合格対策講座（入門）
無理なく入門知識をマスター

講座コード

11130006

資　格

※教材費は受講料に含まれています。

内 容 日 程

1 法改正セミナー6/28（火）

2 総合答練　17/  5（火）

3 総合答練　27/12（火）

4 総合答練　37/19（火）

5 総合答練　47/26（火）

6 直前対策講義8/  2（火）

受講生の声受講生の声
限られた時間の中で先生が要点をかいつまんで教えてくださったので、
基礎から覚えることができました。(20代男性、学生)
私自身、明大卒業後7年程教員として教える側に立っていましたが、当講
座を受講することで、授業を受ける側が理解を深めるように講義をする
にはどうすれば良いのか、今改めて知らされた思いです。試験当日まで
頑張ってみようと思います。(40代男性、社会人)
料金以上に内容について満足できました。自由になる時間が限られてい
る者にとって、本講義の進め方や内容はとても合っていたと思います。
(30代女性、社会人)

■

■

■

講座趣旨

　本講座では、独学等で試験10科目を学習された方、もしくはすでに受験経験があ
る方を対象にし、本年8月の試験を見据え、試験に出る要点を確実におさえながら、
今までの学習効果をより高め、社労士試験の合格に近づけるように指導していきま
す。合格する為には直前期の過ごし方が重要なポイントになってきます。試験傾向に
対応し、実践に即した講義は例年多くの受験生から好評を頂いております。「今年の
本試験に絶対合格したい」という強い意志をお持ちの方の受講を心からお待ち申し
上げております。本講座の詳細は下記の通り進めていきます。この講義回数を完全に
消化していくことで、直前期の過ごし方は完璧です。本講座で実力の総仕上げをして、
自信を持って本試験に臨みましょう。

※答練時は、前半が答案練習、後半が解説講義になります。
※全国公開模試（午前10：30～11：50、午後13：00～16：30）。日程は決定次第お知らせします。

当講座は、欠席者フォローとして、TAC教室講
義を収録したDVDを貸し出しいたします。当講座は、欠席者フォローとして、TAC教室講

義を収録したDVDを貸し出しいたします。

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

申込締切日

8月～10月

火曜日

18：45～21：15

50名
8回

一 般 ： 36,000円
学 生 ： 29,000円

8月22日（月）

教　材 入門テキスト

※教材費は受講料に含まれています。

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

6月～8月

火曜日

18：45～21：15

30名

申込締切日
6月20日（月）

6回＋全国公開模試

一 般 ： 30,000円
学 生 ： 25,000円

法改正セミナー･総合答練･
公開模試･直前対策講義レジュメ

受験資格 : 大学において62単位以上取得。もしくは短
   期大学･高専を卒業。
試験日程 : 平成22年8月22日(日)
受 験 料 : 9,000円
合格基準 : （1）合格基準
及び配点   本年度の合格基準は、次の2つの条件を満た
  した者を合格とする。
  ①選択式試験は、総得点25点以上かつ各科
   目3点以上（ただし、健康保険法は1点以上、
   厚生年金保険法及び国民年金法は2点以
   上）である者
  ②択一式試験は、総得点48点以上かつ全科
   目4点以上である者
  ※上記合格基準は、試験の難易度に差が生じ
   たことから、昨年度試験の合格基準を補正
   したものである。
 　　　  （2）配点
  ③選択式試験は、各問1点とし、1科目5点満
   点、合計40点満点とする。
  ④択一式試験は、各問1点とし、1科目10点
   満点、合計70点満点とする。
合格発表 : 平成22年11月5日（金）
合 格 率: 8.6%（平成22年）
お問い合わせ先:
 全国社会保険労務士連合会 社会保険労務士試験センター
 TEL 0120-17-4864
 http://www.sharosi-siken.or.jp/

試 験 概 要 （平成22年度参考）

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
　和泉キャンパス（メディア棟）で実施いたします。

受験資格 : 大学において62単位以上取得。もしくは短
   期大学･高専を卒業。
試験日程 : 平成22年8月22日(日)
受 験 料 : 9,000円
合格基準 : 本年度の合格基準は、次の2つの条件を満た
  した者を合格とする。
  ①選択式試験は、総得点25点以上かつ各科
   目3点以上（ただし、健康保険法は1点以上、
   厚生年金保険法及び国民年金法は2点以
   上）である者
  ②択一式試験は、総得点48点以上かつ全科
   目4点以上である者
  ※上記合格基準は、試験の難易度に差が生じ
   たことから、昨年度試験の合格基準を補正
   したものである。
配 点 : ③選択式試験は、各問1点とし、1科目5点満
   点、合計40点満点とする。
  ④択一式試験は、各問1点とし、1科目10点
   満点、合計70点満点とする。
合格発表 : 平成22年11月5日（金）
合 格 率: 8.6%（平成22年）
お問い合わせ先:
 全国社会保険労務士連合会 社会保険労務士試験センター
 TEL 0120-17-4864
 http://www.sharosi-siken.or.jp/

ガイダンス

試 験 概 要 （平成22年度参考）

資

　格

資

　格

7月  5日（火）12：15～12：45（和泉）

7月19日（火）12：15～12：45（和泉）

7月26日（火）19：OO～20：00（駿河台）

8月  3日（水）19：OO～20：00（駿河台）

8月18日（木）19：OO～20：00（駿河台）

講師紹介
資格の学校TAC社会保険労務士講座講師

講師紹介
資格の学校TAC社会保険労務士講座講師

講座趣旨
･法律用語の学習や個々の科目を体系的に理解することで、各科目の概要を把握できます。
･短期間で各科目（10科目）の全体像を把握することができます。
･本講座の受講により、11月開講予定の講座へ効率良く着実にステップアップできます。

内 容 日 程

1 労働基準法

入
門
講
義

  8/30（火）

2 労働者災害補償保険法  9/  6（火）

3 雇用保険法  9/13（火）

4 労働保険料徴収法･労働安全衛生法  9/27（火）

5 健康保険法10/  4（火）

6 国民年金法10/11（火）

7 厚生年金保険法10/18（火）

8 一般常識10/25（火）

受講生の声受講生の声
とても授業の内容に入りやすく、わかりやすかったです。
(20代女性、社会人)
先生の教え方がわかりやすく、講義内容にはとても満足した。
受講料が手ごろで授業もわかりやすく良かった。
(30代女性、社会人)

■

■

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

※但し、定員に満たない場合は
　引き続き申込みを受付けます。

※但し、定員に満たない場合は
　引き続き申込みを受付けます。



5月10日（火） 19：0O～20：00

5月24日（火） 19：0O～20：00

6月  7日（火） 19：0O～20：00
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社会保険労務士直前合格対策講座
社会保険と労務のスペシャリスト資格

講座コード

11130005

資　格

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

社会保険労務士合格対策講座（入門）
無理なく入門知識をマスター

講座コード

11130006

資　格

※教材費は受講料に含まれています。

内 容 日 程

1 法改正セミナー6/28（火）

2 総合答練　17/  5（火）

3 総合答練　27/12（火）

4 総合答練　37/19（火）

5 総合答練　47/26（火）

6 直前対策講義8/  2（火）

受講生の声受講生の声
限られた時間の中で先生が要点をかいつまんで教えてくださったので、
基礎から覚えることができました。(20代男性、学生)
私自身、明大卒業後7年程教員として教える側に立っていましたが、当講
座を受講することで、授業を受ける側が理解を深めるように講義をする
にはどうすれば良いのか、今改めて知らされた思いです。試験当日まで
頑張ってみようと思います。(40代男性、社会人)
料金以上に内容について満足できました。自由になる時間が限られてい
る者にとって、本講義の進め方や内容はとても合っていたと思います。
(30代女性、社会人)

■

■

■

講座趣旨

　本講座では、独学等で試験10科目を学習された方、もしくはすでに受験経験があ
る方を対象にし、本年8月の試験を見据え、試験に出る要点を確実におさえながら、
今までの学習効果をより高め、社労士試験の合格に近づけるように指導していきま
す。合格する為には直前期の過ごし方が重要なポイントになってきます。試験傾向に
対応し、実践に即した講義は例年多くの受験生から好評を頂いております。「今年の
本試験に絶対合格したい」という強い意志をお持ちの方の受講を心からお待ち申し
上げております。本講座の詳細は下記の通り進めていきます。この講義回数を完全に
消化していくことで、直前期の過ごし方は完璧です。本講座で実力の総仕上げをして、
自信を持って本試験に臨みましょう。

※答練時は、前半が答案練習、後半が解説講義になります。
※全国公開模試（午前10：30～11：50、午後13：00～16：30）。日程は決定次第お知らせします。

当講座は、欠席者フォローとして、TAC教室講
義を収録したDVDを貸し出しいたします。当講座は、欠席者フォローとして、TAC教室講

義を収録したDVDを貸し出しいたします。

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

申込締切日

8月～10月

火曜日

18：45～21：15

50名
8回

一 般 ： 36,000円
学 生 ： 29,000円

8月22日（月）

教　材 入門テキスト

※教材費は受講料に含まれています。

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

6月～8月

火曜日

18：45～21：15

30名

申込締切日
6月20日（月）

6回＋全国公開模試

一 般 ： 30,000円
学 生 ： 25,000円

法改正セミナー･総合答練･
公開模試･直前対策講義レジュメ

受験資格 : 大学において62単位以上取得。もしくは短
   期大学･高専を卒業。
試験日程 : 平成22年8月22日(日)
受 験 料 : 9,000円
合格基準 : （1）合格基準
及び配点   本年度の合格基準は、次の2つの条件を満た
  した者を合格とする。
  ①選択式試験は、総得点25点以上かつ各科
   目3点以上（ただし、健康保険法は1点以上、
   厚生年金保険法及び国民年金法は2点以
   上）である者
  ②択一式試験は、総得点48点以上かつ全科
   目4点以上である者
  ※上記合格基準は、試験の難易度に差が生じ
   たことから、昨年度試験の合格基準を補正
   したものである。
 　　　  （2）配点
  ③選択式試験は、各問1点とし、1科目5点満
   点、合計40点満点とする。
  ④択一式試験は、各問1点とし、1科目10点
   満点、合計70点満点とする。
合格発表 : 平成22年11月5日（金）
合 格 率: 8.6%（平成22年）
お問い合わせ先:
 全国社会保険労務士連合会 社会保険労務士試験センター
 TEL 0120-17-4864
 http://www.sharosi-siken.or.jp/

試 験 概 要 （平成22年度参考）

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
　和泉キャンパス（メディア棟）で実施いたします。

受験資格 : 大学において62単位以上取得。もしくは短
   期大学･高専を卒業。
試験日程 : 平成22年8月22日(日)
受 験 料 : 9,000円
合格基準 : 本年度の合格基準は、次の2つの条件を満た
  した者を合格とする。
  ①選択式試験は、総得点25点以上かつ各科
   目3点以上（ただし、健康保険法は1点以上、
   厚生年金保険法及び国民年金法は2点以
   上）である者
  ②択一式試験は、総得点48点以上かつ全科
   目4点以上である者
  ※上記合格基準は、試験の難易度に差が生じ
   たことから、昨年度試験の合格基準を補正
   したものである。
配 点 : ③選択式試験は、各問1点とし、1科目5点満
   点、合計40点満点とする。
  ④択一式試験は、各問1点とし、1科目10点
   満点、合計70点満点とする。
合格発表 : 平成22年11月5日（金）
合 格 率: 8.6%（平成22年）
お問い合わせ先:
 全国社会保険労務士連合会 社会保険労務士試験センター
 TEL 0120-17-4864
 http://www.sharosi-siken.or.jp/

ガイダンス

試 験 概 要 （平成22年度参考）

資

　格

資

　格

7月  5日（火）12：15～12：45（和泉）

7月19日（火）12：15～12：45（和泉）

7月26日（火）19：OO～20：00（駿河台）

8月  3日（水）19：OO～20：00（駿河台）

8月18日（木）19：OO～20：00（駿河台）

講師紹介
資格の学校TAC社会保険労務士講座講師

講師紹介
資格の学校TAC社会保険労務士講座講師

講座趣旨
･法律用語の学習や個々の科目を体系的に理解することで、各科目の概要を把握できます。
･短期間で各科目（10科目）の全体像を把握することができます。
･本講座の受講により、11月開講予定の講座へ効率良く着実にステップアップできます。

内 容 日 程

1 労働基準法

入
門
講
義

  8/30（火）

2 労働者災害補償保険法  9/  6（火）

3 雇用保険法  9/13（火）

4 労働保険料徴収法･労働安全衛生法  9/27（火）

5 健康保険法10/  4（火）

6 国民年金法10/11（火）

7 厚生年金保険法10/18（火）

8 一般常識10/25（火）

受講生の声受講生の声
とても授業の内容に入りやすく、わかりやすかったです。
(20代女性、社会人)
先生の教え方がわかりやすく、講義内容にはとても満足した。
受講料が手ごろで授業もわかりやすく良かった。
(30代女性、社会人)

■

■

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

※但し、定員に満たない場合は
　引き続き申込みを受付けます。

※但し、定員に満たない場合は
　引き続き申込みを受付けます。



　勉強期間は約半年で、今まで法律に関して勉強した経験はありませんでしたが、試験に必要な範囲を絞り、反復練習し、
最後まであきらめなかったことが、合格につながったと思います。
(1)講義　1回の講義で科目の全体像を知り、おおまかなポイントを押さえることができました。受講後はソフトでの学習
や勉強会で気づいた点を、レジュメに補足や書き込みをし、知識の整理に役立てました。
(2)ソフトの活用　まず演習問題の答えと解説を見てポイントや関連をはっきりさせてから、基本説明を読み、最後に、復
習や理解度の確認のために確認テストに取り組みました。その方が吸収が早かったからです。確認テストは、1問ごとに時
間制限があるので、速く解答しようとする意識が生まれ、短時間で効率良く全科目を進めることができました。
(3)勉強会　法令・判例等の解説や小テストにより、法律初心者の私でも理解を深めることができました。また、毎回行な
われる小テストでは、単に正誤の判断だけではなく、なぜそうなのか理由を明確にすることも重視され、暗記だけではない
法的な思考力を身につけることができたように思います。
　こうして、合格することができましたが、私の場合、勉強会への参加によるモチベーションの維持と同じ目標を持つ受験
仲間との何気ない会話に勇気づけられ、本試験直前にも大きな励みとなったことが合格できた理由のひとつでもあったと
思います。
　最後に、試験直前日まで指導をしてくださいました先生に感謝の気持ちをお伝えして終わりとします。本当にありがとう
ございました。（30代、女性 会社員 K.T.さん）
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講座コード

11130007

資　格

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）、和泉
　キャンパス（メディア棟）で実施いたします。　
※ガイダンスに参加された方全員に試用版ＣＤ－ROMを
　プレゼント！

ガイダンス

3月15日（火） 19：00～20：00（駿河台）

4月12日（火） 18：00～19：00（和　泉）  

4月13日（水） 19：00～20：00（駿河台）  

試 験 概 要

受験資格
試験日程
試験科目

試験形式

合 格 率

特になし
2011年11月13日（日）予定
法令等(憲法、行政法、民法、商法(会社法
を含む)及び基礎法学)
一般知識等(政治、経済、社会、情報通
信、個人情報保護、文章理解)
マークシート式(法令等については記述式
を含む) 
2009年度　9.05％

：
：
：

：

：

財団法人行政書士試験研究センター
TEL 03-5251-5600
http://gyosei-shiken.or.jp/  

お問い合わせ：

行政書士試験合格対策講座
─生講義・eラーニング・フォローアップゼミで効率的に合格を目指す─ 

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

4月～10月
（プレ講義は3月開始。
ｅラーニングは2月中旬より
お申込次第、先行して学習
できます）

火曜日（講義のみ）

18:30～21:00

50名＋再履修者30名

無料プレ講義１回
講義10回＋eラーニング
（標準学習時間400時間）

一　　般：105,000円
学　　生： 85,000円
再履修者： 48,000円
（再履修者とは本講座の過去の受講生で、
 再度受講する方をいいます）

※教材費は受講料に含まれています。
※パソコンは各自ご用意ください。
※講義には、六法をご持参ください。
※再履修はwebでのお申込みはできません。お電話も
　しくは窓口にてお申込みの際、必ず再履修の旨をご
　申告ください。

【講義の録音】
　出席できなかった講義(プレ講義を含む)は会員限定
サイトで音声を視聴できます。
※ＵＲＬは別途ご案内します。

【webからも質問できます】
　学習上の疑問は、講義で講師に質問する以外に、ｅ
ラーニングのお問合せページよりいつでも質問できます。

学習ソフト・オリジナルレジュメ
教材マニュアル 

講座趣旨
　近時、難化傾向にある行政書士試験。2006年からは、法令科目の比重が多
くなり、法的思考力をより一層問うものになりました。そこで、本講座では、講
義とeラーニングを組み合わせたハイブリット学習を採用し、効率よく合格する
力を養えるものにしました。
　講義により全体像をつかみ、eラーニングならではの効率性で合格に必要な
知識を一気にマスター、理解を深めるためのフォローアップゼミ(自由参加)と、
盛りだくさんの講座です。
　行政書士試験の合格はもちろん、新司法試験合格へのステップアップにも最
適です。

受講生の声受講生の声

この講座に通ってから、法律の勉強に対する姿勢が変わって学校の成
績が伸びました。これは何事にも代え難い財産です。(大学2年生)

■ 条文と判例の理解が学習の要ですが、そのための工夫がいっぱいの
ｅラーニングでした。ワンクリックで条文や法律用語の説明が出てく
るので、全くの初心者でもポイントを押さえながら学習を進めていく
ことができました。(40代、女性)

■

■半年の勉強で合格!

同志社大学卒業、京都大学大学院法学研究科修士課程修了。
平成17年より岡村綜合法律事務所勤務（東京弁護士会所属）。
民事介入暴力対策特別委員会委員。
犯罪被害者支援委員会委員
倒産法部会会員

よね　だ りょうげん

米田 龍玄  弁護士

講師紹介　法令等：（行政法を除く） 講師紹介　行政法：一般知識等
くず  はら く　 み

葛原 久美  株式会社ベリース代表
明治大学法学部卒業。資格試験予備校、株式会社Newtonなど
を経て、平成15年株式会社ベリースを設立。長年、教材制作に
携わる。これまで手がけた教材は、社会保険労務士、司法書士、
マンション管理士、管理業務主任者、司法試験など、多数。行政
書士試験にも合格。

試用版学習ソフト(CD-ROM)より仮申込みをしてください〔動作確認〕
説明会またはリバティアカデミー事務局で試用版を入手し、パソコンにインストールしてください。
学習ソフトは、1名様について1台のパソコン限りでご利用になれます。
※ご自分が「コンピューターの管理者（administrater）」になっているパソコンでご利用ください。
インストールに関するお問い合わせ先：(株)ベリース info@bellies.jp

ソフトからeラーニングのための会員登録をしてください
受講料の納付確認後、『登録準備完了メール』を配信しますので、メールが届きましたら、ソフトから会員登録をしてください（TOPメニュー＞
申込・登録>会員登録ボタンをクリック）。会員登録日より365日間、学習ソフトが使用可能になります。
データ(教材)の更新が可能になります（教材データの配信はメールで通知します）。

リバティアカデミー事務局へ講座のお申込み手続きをしてください
インターネット、ファックス、電話、窓口にて講座申込みができます。
URL http://academy.meiji.jp  TEL 03-3296-4423（平日10:30～19:00、土曜10:30～15:30） FAX 03-3296-4542　
パンフレット巻末の「入会･受講申込FAXフォーム」をご使用ください。

動作確認

受講申込
お支払い

ＰＣ学習
会員登録

1 憲法

　総論

　基本的人権

憲法

　統治機構

　記述式対策

民法１

　総則

　物権総論

民法2

　担保物権

　債権総論

民法3

　債権各論

　親族相続

　記述式対策

行政法1

　一般的な法理論等

　行政手続法

行政法2

　行政不服審査法

　行政事件訴訟法

　国家賠償法

行政法3

　地方自治法

　記述式対策

商法･会社法

　総則・商行為

　会社法

　記述式対策

　基礎法学

一般知識等

　個人情報保護

　情報通信

　政治・経済・社会

　予想問題
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20.0
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21.0

12.0
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12.0

13.0

5.0

2.5

27.0

10.0

2.5

12.0

37.0

5.0

8.0

2.5

14.0

12.0

18.0

6.0

 4/26（火）

 3/22（火）

  2/18（金）

  3/  4（金）

  3/18（金）

  4/  8（金）

  4/22（金）

  5/27（金）

  6/17（金）

  7/  8（金）

  8/19（金）

  9/  2（金）

  9/23（金）

10/14（金）

2  5/10（火）

3  5/24（火）

4  6/  7（火）

5  6/28（火）

6  7/26（火）

7  8/  2（火）

8  8/23（火）

9  9/  6（火）

10 10/ 4（火）

内 容 全体講義日程 標準学習時間 配信日

※講義の途中に、適宜休憩が入る
　場合があります。

各科目のはじめに全体講義を実施します。科目の全体像やポイ
ントとなる点を掴むことで、ｅラーニングをよりスムーズなもの
にします。
各種資格試験の教材を制作してきたプロの目で、行政書士試験
を徹底的に分析。70％以正解できる内容に絞り込むことで、最
短の合格を可能にしました。新司法試験や公務員試験の過去
問なども取り上げ、さらに類題とセットでトレーニングすること
で、理解を記憶の徹底を図ります。
学習中はネットに接続する必要がないので、いつでもどこでも
自由に無理なく学習することができます。
4月2日(土)より、原則として毎週土曜日の10:00～12:00に
ゼミを実施(約30回以上)。
講座開講前は、誰でも自由にご参加いただけます。
詳細は、http://www.bellies.jp/meiji/mula_index.htmlをご
覧ください。試験前には解法のテクニックなど別途直前対策を
実施します。※都合により休講する場合もありますので、予めご了承ください。

・

・

・

・

・

全体構造

条文・憲法判例の読み方

2.5 ─プレ講義

（無料）

資

　格

資

　格



　勉強期間は約半年で、今まで法律に関して勉強した経験はありませんでしたが、試験に必要な範囲を絞り、反復練習し、
最後まであきらめなかったことが、合格につながったと思います。
(1)講義　1回の講義で科目の全体像を知り、おおまかなポイントを押さえることができました。受講後はソフトでの学習
や勉強会で気づいた点を、レジュメに補足や書き込みをし、知識の整理に役立てました。
(2)ソフトの活用　まず演習問題の答えと解説を見てポイントや関連をはっきりさせてから、基本説明を読み、最後に、復
習や理解度の確認のために確認テストに取り組みました。その方が吸収が早かったからです。確認テストは、1問ごとに時
間制限があるので、速く解答しようとする意識が生まれ、短時間で効率良く全科目を進めることができました。
(3)勉強会　法令・判例等の解説や小テストにより、法律初心者の私でも理解を深めることができました。また、毎回行な
われる小テストでは、単に正誤の判断だけではなく、なぜそうなのか理由を明確にすることも重視され、暗記だけではない
法的な思考力を身につけることができたように思います。
　こうして、合格することができましたが、私の場合、勉強会への参加によるモチベーションの維持と同じ目標を持つ受験
仲間との何気ない会話に勇気づけられ、本試験直前にも大きな励みとなったことが合格できた理由のひとつでもあったと
思います。
　最後に、試験直前日まで指導をしてくださいました先生に感謝の気持ちをお伝えして終わりとします。本当にありがとう
ございました。（30代、女性 会社員 K.T.さん）
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講座コード

11130007

資　格

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）、和泉
　キャンパス（メディア棟）で実施いたします。　
※ガイダンスに参加された方全員に試用版ＣＤ－ROMを
　プレゼント！

ガイダンス

3月15日（火） 19：00～20：00（駿河台）

4月12日（火） 18：00～19：00（和　泉）  

4月13日（水） 19：00～20：00（駿河台）  

試 験 概 要

受験資格
試験日程
試験科目

試験形式

合 格 率

特になし
2011年11月13日（日）予定
法令等(憲法、行政法、民法、商法(会社法
を含む)及び基礎法学)
一般知識等(政治、経済、社会、情報通
信、個人情報保護、文章理解)
マークシート式(法令等については記述式
を含む) 
2009年度　9.05％

：
：
：

：

：

財団法人行政書士試験研究センター
TEL 03-5251-5600
http://gyosei-shiken.or.jp/  

お問い合わせ：

行政書士試験合格対策講座
─生講義・eラーニング・フォローアップゼミで効率的に合格を目指す─ 

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

4月～10月
（プレ講義は3月開始。
ｅラーニングは2月中旬より
お申込次第、先行して学習
できます）

火曜日（講義のみ）

18:30～21:00

50名＋再履修者30名

無料プレ講義１回
講義10回＋eラーニング
（標準学習時間400時間）

一　　般：105,000円
学　　生： 85,000円
再履修者： 48,000円
（再履修者とは本講座の過去の受講生で、
 再度受講する方をいいます）

※教材費は受講料に含まれています。
※パソコンは各自ご用意ください。
※講義には、六法をご持参ください。
※再履修はwebでのお申込みはできません。お電話も
　しくは窓口にてお申込みの際、必ず再履修の旨をご
　申告ください。

【講義の録音】
　出席できなかった講義(プレ講義を含む)は会員限定
サイトで音声を視聴できます。
※ＵＲＬは別途ご案内します。

【webからも質問できます】
　学習上の疑問は、講義で講師に質問する以外に、ｅ
ラーニングのお問合せページよりいつでも質問できます。

学習ソフト・オリジナルレジュメ
教材マニュアル 

講座趣旨
　近時、難化傾向にある行政書士試験。2006年からは、法令科目の比重が多
くなり、法的思考力をより一層問うものになりました。そこで、本講座では、講
義とeラーニングを組み合わせたハイブリット学習を採用し、効率よく合格する
力を養えるものにしました。
　講義により全体像をつかみ、eラーニングならではの効率性で合格に必要な
知識を一気にマスター、理解を深めるためのフォローアップゼミ(自由参加)と、
盛りだくさんの講座です。
　行政書士試験の合格はもちろん、新司法試験合格へのステップアップにも最
適です。

受講生の声受講生の声

この講座に通ってから、法律の勉強に対する姿勢が変わって学校の成
績が伸びました。これは何事にも代え難い財産です。(大学2年生)

■ 条文と判例の理解が学習の要ですが、そのための工夫がいっぱいの
ｅラーニングでした。ワンクリックで条文や法律用語の説明が出てく
るので、全くの初心者でもポイントを押さえながら学習を進めていく
ことができました。(40代、女性)

■

■半年の勉強で合格!

同志社大学卒業、京都大学大学院法学研究科修士課程修了。
平成17年より岡村綜合法律事務所勤務（東京弁護士会所属）。
民事介入暴力対策特別委員会委員。
犯罪被害者支援委員会委員
倒産法部会会員

よね　だ りょうげん

米田 龍玄  弁護士

講師紹介　法令等：（行政法を除く） 講師紹介　行政法：一般知識等
くず  はら く　 み

葛原 久美  株式会社ベリース代表
明治大学法学部卒業。資格試験予備校、株式会社Newtonなど
を経て、平成15年株式会社ベリースを設立。長年、教材制作に
携わる。これまで手がけた教材は、社会保険労務士、司法書士、
マンション管理士、管理業務主任者、司法試験など、多数。行政
書士試験にも合格。

試用版学習ソフト(CD-ROM)より仮申込みをしてください〔動作確認〕
説明会またはリバティアカデミー事務局で試用版を入手し、パソコンにインストールしてください。
学習ソフトは、1名様について1台のパソコン限りでご利用になれます。
※ご自分が「コンピューターの管理者（administrater）」になっているパソコンでご利用ください。
インストールに関するお問い合わせ先：(株)ベリース info@bellies.jp

ソフトからeラーニングのための会員登録をしてください
受講料の納付確認後、『登録準備完了メール』を配信しますので、メールが届きましたら、ソフトから会員登録をしてください（TOPメニュー＞
申込・登録>会員登録ボタンをクリック）。会員登録日より365日間、学習ソフトが使用可能になります。
データ(教材)の更新が可能になります（教材データの配信はメールで通知します）。

リバティアカデミー事務局へ講座のお申込み手続きをしてください
インターネット、ファックス、電話、窓口にて講座申込みができます。
URL http://academy.meiji.jp  TEL 03-3296-4423（平日10:30～19:00、土曜10:30～15:30） FAX 03-3296-4542　
パンフレット巻末の「入会･受講申込FAXフォーム」をご使用ください。

動作確認

受講申込
お支払い

ＰＣ学習
会員登録

1 憲法

　総論

　基本的人権

憲法

　統治機構

　記述式対策

民法１

　総則

　物権総論

民法2

　担保物権

　債権総論

民法3

　債権各論

　親族相続

　記述式対策

行政法1

　一般的な法理論等

　行政手続法

行政法2

　行政不服審査法

　行政事件訴訟法

　国家賠償法

行政法3

　地方自治法

　記述式対策

商法･会社法

　総則・商行為

　会社法

　記述式対策

　基礎法学

一般知識等

　個人情報保護

　情報通信

　政治・経済・社会

　予想問題
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6.0

 4/26（火）

 3/22（火）

  2/18（金）

  3/  4（金）

  3/18（金）

  4/  8（金）

  4/22（金）

  5/27（金）

  6/17（金）

  7/  8（金）

  8/19（金）

  9/  2（金）

  9/23（金）

10/14（金）

2  5/10（火）

3  5/24（火）

4  6/  7（火）

5  6/28（火）

6  7/26（火）

7  8/  2（火）

8  8/23（火）

9  9/  6（火）

10 10/ 4（火）

内 容 全体講義日程 標準学習時間 配信日

※講義の途中に、適宜休憩が入る
　場合があります。

各科目のはじめに全体講義を実施します。科目の全体像やポイ
ントとなる点を掴むことで、ｅラーニングをよりスムーズなもの
にします。
各種資格試験の教材を制作してきたプロの目で、行政書士試験
を徹底的に分析。70％以正解できる内容に絞り込むことで、最
短の合格を可能にしました。新司法試験や公務員試験の過去
問なども取り上げ、さらに類題とセットでトレーニングすること
で、理解を記憶の徹底を図ります。
学習中はネットに接続する必要がないので、いつでもどこでも
自由に無理なく学習することができます。
4月2日(土)より、原則として毎週土曜日の10:00～12:00に
ゼミを実施(約30回以上)。
講座開講前は、誰でも自由にご参加いただけます。
詳細は、http://www.bellies.jp/meiji/mula_index.htmlをご
覧ください。試験前には解法のテクニックなど別途直前対策を
実施します。※都合により休講する場合もありますので、予めご了承ください。

・

・

・

・

・

全体構造

条文・憲法判例の読み方

2.5 ─プレ講義

（無料）

資

　格

資

　格
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講座コード

11130008

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

4月～6月

火・木・土曜日

18:30～21:00（火・木曜日）
12:30～15:00（土曜日）

50名

15回

受 講 料
一 般 ： 25,000円
学 生 ： 23,000円

※教材費は受講料に含まれています。

教　材
3級テキスト、問題集、
答案練習プリント

試 験 概 要

主 催
受験資格
試 験 日
試験科目
出題形式

試験会場

日本商工会議所　　
特になし
2011年6月12日（日）（第128回）
商業簿記
筆記試験（時間2時間、問題数15題以内）
合格基準:100点満点で70点以上
商工会議所指定会場

※受験申込は、受験希望地の商工会議所によって異
　なります。
東京は例年3月下旬から4月中旬までとなっています。
各自でご確認の上、遅れずにお申込みください。

資

　格

資

　格

：
：
：
：
：

：

日商簿記検定（3級）受験対策講座
あらゆるビジネスシーンで生かせる基本ライセンス

講座趣旨

　企業の中で簿記の知識が必要とされるのは、実際に帳簿をつける経理部の人だけ
ではありません。簿記知識を基に、財務諸表の作成や分析ができ、企業の経営状態
を具体的な数字から把握できます。これらは、あらゆるビジネスシーンにおいて重要
な能力となります。
　本講座は、比較的短期間で学習することができる日商簿記検定3級の取得を目指
し、合格のためのポイントを押さえた実践的な講義を実施します。

内 容 日 程

4/23（土）1 簿記の全体像、仕訳と転記 「簿記」全体の概要、「仕訳」と「転記」

4/26（火）2 決算 決算修正事項の意味と概要

4/28（木）3 現金預金 現金預金に関する処理、小口現金出納帳等の記入

5/10（火）4 商品売買 商品売買に関する処理、仕入帳、商品有高帳等の記入

5/12（木）5 掛取引･手形取引 掛取引の処理、得意先元帳等の記入、約束手形の処理

5/14（土）6 手形取引 為替手形の処理、裏書譲渡･割引の処理、手形記入帳の記入

5/17（火）7 各種債権債務･有価証券 各種債権債務の処理と記帳、有価証券の処理

5/19（木）8 固定資産･資本･税金等 固定資産の処理、資本･税金等の処理

5/21（土）9 決算予備手続 試算表の作成

5/24（火）10 決算予備手続 試算表の作成

5/26（木）11 決算修正仕訳 決算修正仕訳と精算表の作成、財務諸表の作成

5/28（土）12 決算修正仕訳 帳簿の形式と記入、帳簿決算手続き

5/31（火）13 伝票会計 3伝票制･5伝票制

6/ 2（木）14 総合問題演習1

6/ 4（土）15 総合問題演習2

早稲田大学社会科学部卒。本講座のほか、多くの大学･専門学校･高等学校･厚生労働省教育訓練講座等で長年にわたり簿記検定試験や税理士
試験等の受験指導に携わる。「合格させます」をモットーに、簿記の知識･技術の単なる「暗記」にとどまらない本質の「理解」を目指した講義と、
長年の経験に基づく「必勝合格術」によって、厚い信頼と高い合格実績を残している。

さ   とう ひろ よし

佐藤 博敬

講師紹介

東京商工会議所検定センター
TEL：03-3989-0777  http://www.kentei.org/

お問い合わせ：

受験データ

受験者数 合格者数 合格率回（日程）　
108,429名第123回（2009/11） 53,728名 49.6%

95,092名第124回（2010/ 2） 17,906名 18,8%

113,269名第125回（2010/ 6） 31,592名 27.9%

（株）教育企画センター講師

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

4月  5日（火） 19：00～20：00

4月  9日（土） 13：00～14：00

4月14日（木） 19：00～20：00
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寺尾 秀雄  国際コミュニティ代表
中華航空公司、寺尾商会（貿易会社）勤務後、河合塾、早稲田大学エクステンションセンター講師を経て現在国際コミュニティ（東京商工会議所貿易部会所属）代表取締役及び国
際コミュニティ学院学院長。また明治大学、学習院大学生涯学習センター等の公開講座にて講師を務める。（財）日本関税協会会員、国際ビジネスコミュニケーション学会会員。主
な著書に「通関士試験得点源の解説」、「通関士試験得点源の問題集」（ともに一ツ橋書店）、「ゼロからの貿易実務」、「貿易実務ガイドライン」、「貿易実務の指針」等がある。

講師紹介

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

4月～6月

木・土曜日

19:00～21:20（木曜日）
13:00～18:10
15:30～18:10

定　員 45名

回　数 13回（全31H）

教　材
貿易実務ガイドライン
貿易実務問題集初級レベル

講座コード 貿易実務合格対策講座（初級）
貿易実務の必要知識習得を目指します

※教材費は受講料に含まれています。

TEL：045-225-6307
http://www.boujitsu.com

お問い合わせ：
全国平均合格率：平均して40%台後半（Ｃ級全国平均）

受験資格
試験日程
試験形式
試験会場
合格発表
合格基準

特になし
2011年7月7日（木）（予定）
主に短答式
協会指定会場
試験日から30日以内
総合点の70%以上

：
：
：
：
：
：

TEL：03-5767-9200
http://www１.cts.ne.jp/bbk/test.html

お問い合わせ：

全国平均合格率：57～58%位（2級全国平均）

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

3月26日（土） 13：30～14：30

4月 7日（木） 19：00～20：00

11130009

受講生の声受講生の声

講座趣旨
　シンクタンク等専門機関の予測では、日本経済はしばらく（5年～6年）の間は、
大きく回復することはないといわれております。また、2番底回避のためにも、有力
新興国（中国、インド、ベトナム、インドネシア等）の躍進を背景として、さらなるＥＰ
Ａ（経済連携協定）の締結等グローバル化が強く要望されています。
　我が国にとって、今後ともに付加価値のある物を造ること、あわせて優秀な貿易パ
ーソン（付加価値のある人材）を育成することが不可欠であります。
　優秀な貿易パーソンになるための第１歩として、貿易の4本柱としての“契約・運
送・保険・決済”に関する国際ルールや書類等を理解し、貿易の全体構造をしっか
りと把握することがとても重要なことである。とされています。
　10年以上ロングランで継続している本講座では、これら貿易に関する実力アップ
そして、貿易実務の知識・スキルを客観的に判定するＣ級レベルの検定試験や、2級
レベルの認定試験（貿易スペシャリスト）に合格することを目標としています。本講
座を通じて、多くの方々がその目標を達成し、転職・就職等に役立てていただきた
いと存じます。

■　私は、もともと海外と関わる仕事に興味があり、貿易実務に関心を持ちました。
　一度は独学での勉強を試みましたが、慣れない貿易用語や金融に関することなどに苦
戦し、短期間で体系的に知識を身につけたいと考え、このコースを受講しました。
　授業の中では、各自の貿易試験における重要なポイントはもちろん、先生の豊富な実
務経験をもとに、実務における注意点や今後の日本の貿易環境の展望等、具体的に非常
にわかりやすくご説明いただき、きちんと理解しながら学習を進めることができました。
毎回の授業をとても楽しく感じ、充実した学習を行うことができたと感じています。

貿易実務合格対策講座（初級）受講生　斎藤 元子

■　私は、貿易実務の仕事に入社以来五年間従事しています。
　大学では授業として「貿易」を真剣に学ぶ機会がなかったこともあり、本コースを受
講しました。
　貿易実務試験合格への切り口のみならず、実務の視点を踏まえた講座内容を受ける
ことができ、とても楽しく充実した時間を過ごすことができました。
　貿易の全体構造を学ぶことで現在の自分自身が行っている実務に限らず、体系的な
知識を習得することができ、改めて貿易の奥深さを知ることができました。
　現在、貿易実務に携わっている方、就職活動をされている方々にぜひお勧めいたしま
す。有意義な講座をありがとうございました。

貿易実務合格対策講座（初級）受講生　成田 準

内 容 日 程

8 外為法と関税

船積・棚卸と決済

外国為替とクレーム

貿易形態等と貿易英語

まとめ（1）

まとめ（2）

6/  2（木）

9 6/  9（木）

10

11

6/16（木）

6/23（木）

12 6/25（土）

13 6/30（木）

内 容 日 程

1 取引交渉と契約までの流れ

インコタームズ等

国際輸送

貨物海上保険等

船積書類と為替手形

信用状の実務

通関手続等

4/21（木）

2 4/28（木）

3

4
4/30（土）

5 5/12（木）

6 5/19（木）

7 5/26（木）

※土曜日の講座時間は4/30  13:00～18:10、6/25 15:30～18:10
※出席率80％以上の方には、当講座の履修証書を授与します。

受 講 料 一般 : 38,000円
学生 : 28,000円

試 験 概 要

受験資格
試験日程
試験形式
試験会場
合格発表
合格基準

特になし
2011年7月3日（日）（予定）
短答式のみ
協会指定会場
試験日の翌月以内
総合点の80%以上

：
：
：
：
：
：

〈日本貿易実務検定協会〉

〈一般社団法人 国際貿易マネジメント協会〉

録音サービス
当講座は、欠席フォローとして講座録音のダビン
グサービスを行います。講義実施日より2週間以内
かつ5日（2時間20分×5日＝11時間40分）まで
となります。なお、ライブ録音のため不備な場合が
あります。予めご了承ください。

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

（土曜日）

初級コース〔Ｃ級及び2級貿易スペシャリスト対応〕
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講座コード

11130008

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

4月～6月

火・木・土曜日

18:30～21:00（火・木曜日）
12:30～15:00（土曜日）

50名

15回

受 講 料
一 般 ： 25,000円
学 生 ： 23,000円

※教材費は受講料に含まれています。

教　材
3級テキスト、問題集、
答案練習プリント

試 験 概 要

主 催
受験資格
試 験 日
試験科目
出題形式

試験会場

日本商工会議所　　
特になし
2011年6月12日（日）（第128回）
商業簿記
筆記試験（時間2時間、問題数15題以内）
合格基準:100点満点で70点以上
商工会議所指定会場

※受験申込は、受験希望地の商工会議所によって異
　なります。
東京は例年3月下旬から4月中旬までとなっています。
各自でご確認の上、遅れずにお申込みください。

資

　格

資

　格

：
：
：
：
：

：

日商簿記検定（3級）受験対策講座
あらゆるビジネスシーンで生かせる基本ライセンス

講座趣旨

　企業の中で簿記の知識が必要とされるのは、実際に帳簿をつける経理部の人だけ
ではありません。簿記知識を基に、財務諸表の作成や分析ができ、企業の経営状態
を具体的な数字から把握できます。これらは、あらゆるビジネスシーンにおいて重要
な能力となります。
　本講座は、比較的短期間で学習することができる日商簿記検定3級の取得を目指
し、合格のためのポイントを押さえた実践的な講義を実施します。

内 容 日 程

4/23（土）1 簿記の全体像、仕訳と転記 「簿記」全体の概要、「仕訳」と「転記」

4/26（火）2 決算 決算修正事項の意味と概要

4/28（木）3 現金預金 現金預金に関する処理、小口現金出納帳等の記入

5/10（火）4 商品売買 商品売買に関する処理、仕入帳、商品有高帳等の記入

5/12（木）5 掛取引･手形取引 掛取引の処理、得意先元帳等の記入、約束手形の処理

5/14（土）6 手形取引 為替手形の処理、裏書譲渡･割引の処理、手形記入帳の記入

5/17（火）7 各種債権債務･有価証券 各種債権債務の処理と記帳、有価証券の処理

5/19（木）8 固定資産･資本･税金等 固定資産の処理、資本･税金等の処理

5/21（土）9 決算予備手続 試算表の作成

5/24（火）10 決算予備手続 試算表の作成

5/26（木）11 決算修正仕訳 決算修正仕訳と精算表の作成、財務諸表の作成

5/28（土）12 決算修正仕訳 帳簿の形式と記入、帳簿決算手続き

5/31（火）13 伝票会計 3伝票制･5伝票制

6/ 2（木）14 総合問題演習1

6/ 4（土）15 総合問題演習2

早稲田大学社会科学部卒。本講座のほか、多くの大学･専門学校･高等学校･厚生労働省教育訓練講座等で長年にわたり簿記検定試験や税理士
試験等の受験指導に携わる。「合格させます」をモットーに、簿記の知識･技術の単なる「暗記」にとどまらない本質の「理解」を目指した講義と、
長年の経験に基づく「必勝合格術」によって、厚い信頼と高い合格実績を残している。

さ   とう ひろ よし

佐藤 博敬

講師紹介

東京商工会議所検定センター
TEL：03-3989-0777  http://www.kentei.org/

お問い合わせ：

受験データ

受験者数 合格者数 合格率回（日程）　
108,429名第123回（2009/11） 53,728名 49.6%

95,092名第124回（2010/ 2） 17,906名 18,8%

113,269名第125回（2010/ 6） 31,592名 27.9%

（株）教育企画センター講師

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

4月  5日（火） 19：00～20：00

4月  9日（土） 13：00～14：00

4月14日（木） 19：00～20：00
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寺尾 秀雄  国際コミュニティ代表
中華航空公司、寺尾商会（貿易会社）勤務後、河合塾、早稲田大学エクステンションセンター講師を経て現在国際コミュニティ（東京商工会議所貿易部会所属）代表取締役及び国
際コミュニティ学院学院長。また明治大学、学習院大学生涯学習センター等の公開講座にて講師を務める。（財）日本関税協会会員、国際ビジネスコミュニケーション学会会員。主
な著書に「通関士試験得点源の解説」、「通関士試験得点源の問題集」（ともに一ツ橋書店）、「ゼロからの貿易実務」、「貿易実務ガイドライン」、「貿易実務の指針」等がある。

講師紹介

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

4月～6月

木・土曜日

19:00～21:20（木曜日）
13:00～18:10
15:30～18:10

定　員 45名

回　数 13回（全31H）

教　材
貿易実務ガイドライン
貿易実務問題集初級レベル

講座コード 貿易実務合格対策講座（初級）
貿易実務の必要知識習得を目指します

※教材費は受講料に含まれています。

TEL：045-225-6307
http://www.boujitsu.com

お問い合わせ：
全国平均合格率：平均して40%台後半（Ｃ級全国平均）

受験資格
試験日程
試験形式
試験会場
合格発表
合格基準

特になし
2011年7月7日（木）（予定）
主に短答式
協会指定会場
試験日から30日以内
総合点の70%以上

：
：
：
：
：
：

TEL：03-5767-9200
http://www１.cts.ne.jp/bbk/test.html

お問い合わせ：

全国平均合格率：57～58%位（2級全国平均）

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

3月26日（土） 13：30～14：30

4月 7日（木） 19：00～20：00

11130009

受講生の声受講生の声

講座趣旨
　シンクタンク等専門機関の予測では、日本経済はしばらく（5年～6年）の間は、
大きく回復することはないといわれております。また、2番底回避のためにも、有力
新興国（中国、インド、ベトナム、インドネシア等）の躍進を背景として、さらなるＥＰ
Ａ（経済連携協定）の締結等グローバル化が強く要望されています。
　我が国にとって、今後ともに付加価値のある物を造ること、あわせて優秀な貿易パ
ーソン（付加価値のある人材）を育成することが不可欠であります。
　優秀な貿易パーソンになるための第１歩として、貿易の4本柱としての“契約・運
送・保険・決済”に関する国際ルールや書類等を理解し、貿易の全体構造をしっか
りと把握することがとても重要なことである。とされています。
　10年以上ロングランで継続している本講座では、これら貿易に関する実力アップ
そして、貿易実務の知識・スキルを客観的に判定するＣ級レベルの検定試験や、2級
レベルの認定試験（貿易スペシャリスト）に合格することを目標としています。本講
座を通じて、多くの方々がその目標を達成し、転職・就職等に役立てていただきた
いと存じます。

■　私は、もともと海外と関わる仕事に興味があり、貿易実務に関心を持ちました。
　一度は独学での勉強を試みましたが、慣れない貿易用語や金融に関することなどに苦
戦し、短期間で体系的に知識を身につけたいと考え、このコースを受講しました。
　授業の中では、各自の貿易試験における重要なポイントはもちろん、先生の豊富な実
務経験をもとに、実務における注意点や今後の日本の貿易環境の展望等、具体的に非常
にわかりやすくご説明いただき、きちんと理解しながら学習を進めることができました。
毎回の授業をとても楽しく感じ、充実した学習を行うことができたと感じています。

貿易実務合格対策講座（初級）受講生　斎藤 元子

■　私は、貿易実務の仕事に入社以来五年間従事しています。
　大学では授業として「貿易」を真剣に学ぶ機会がなかったこともあり、本コースを受
講しました。
　貿易実務試験合格への切り口のみならず、実務の視点を踏まえた講座内容を受ける
ことができ、とても楽しく充実した時間を過ごすことができました。
　貿易の全体構造を学ぶことで現在の自分自身が行っている実務に限らず、体系的な
知識を習得することができ、改めて貿易の奥深さを知ることができました。
　現在、貿易実務に携わっている方、就職活動をされている方々にぜひお勧めいたしま
す。有意義な講座をありがとうございました。

貿易実務合格対策講座（初級）受講生　成田 準

内 容 日 程

8 外為法と関税

船積・棚卸と決済

外国為替とクレーム

貿易形態等と貿易英語

まとめ（1）

まとめ（2）

6/  2（木）

9 6/  9（木）

10

11

6/16（木）

6/23（木）

12 6/25（土）

13 6/30（木）

内 容 日 程

1 取引交渉と契約までの流れ

インコタームズ等

国際輸送

貨物海上保険等

船積書類と為替手形

信用状の実務

通関手続等

4/21（木）

2 4/28（木）

3

4
4/30（土）

5 5/12（木）

6 5/19（木）

7 5/26（木）

※土曜日の講座時間は4/30  13:00～18:10、6/25 15:30～18:10
※出席率80％以上の方には、当講座の履修証書を授与します。

受 講 料 一般 : 38,000円
学生 : 28,000円

試 験 概 要

受験資格
試験日程
試験形式
試験会場
合格発表
合格基準

特になし
2011年7月3日（日）（予定）
短答式のみ
協会指定会場
試験日の翌月以内
総合点の80%以上

：
：
：
：
：
：

〈日本貿易実務検定協会〉

〈一般社団法人 国際貿易マネジメント協会〉

録音サービス
当講座は、欠席フォローとして講座録音のダビン
グサービスを行います。講義実施日より2週間以内
かつ5日（2時間20分×5日＝11時間40分）まで
となります。なお、ライブ録音のため不備な場合が
あります。予めご了承ください。

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

（土曜日）

初級コース〔Ｃ級及び2級貿易スペシャリスト対応〕
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通関士合格対策講座
貿易･通関業務のエキスパートを目指します

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

4月～9月

水・土曜日

19:00～21:20（平日）
13:00～17:50（土曜日）
※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

通関士試験得点源の解説
通関士試験得点源問題集
輸出入申告書問題集等

定　員

回　数

受 講 料

教　材

1コースあたり約30名（合計60名）

35回（85H）

一般：165,000円
学生：  95,000円

※教材費は受講料に含まれています。

録音サービス

講師紹介

てら   お     ひで   お

寺尾 秀雄
中華航空公司、寺尾商会（貿易会社）勤務後、河合塾、早稲田大学エクステンションセンター講師を経て現在国際コミュニティ（東京商工会議
所貿易部会所属）代表取締役及び国際コミュニティ学院学院長。また明治大学、学習院大学生涯学習センター等の公開講座にて講師を務め
る。日本関税協会会員、国際ビジネスコミュニケーション学会会員。主な著書に「通関士試験得点源の解説」、「通関士試験得点源の問題集」
（ともに一ツ橋書店）、「貿易実務ガイドライン」、「貿易実務の指針」、「ゼロからの貿易実務」等がある。

国際コミュニティ代表

試 験 概 要
受験資格:原則としてどなたでも受験出来ます
試 験 日:2011年10月2日(日)(予定)
試験形式:択一式、選択式、計算式
試験会場:東京大学/東京税関、
　　　　 その他各税関指定会場
合格発表:例年11月下旬
合格基準:90点位(予想)/120点満点
合  格  率:9.8%(平成22年度全国平均)
試験内容:①通関業法②関税法、関税定率法その

他関税に関する法律及び外国為替及び
外国貿易法(第6章に係る部分に限る)
③通関書類の作成要領その他通関手続
きの実務

お問い合わせ先:
東京税関通関業監督官
TEL 03-3599-6356
http://www.customs.go.jp/tsukanshi/index.htm

講座趣旨
　通関士は、我が国の輸出入申告等の審査(貨物の分類･関税計算･関税法等の解釈
等)および、その他通関手続きの専門家として活躍しております。通関士になるために
は、財務省が毎年10月初旬に実施する『通関士試験』(貿易関連唯一の国家試験)に
合格しなけれぱなりません。近年の合格率は全国平均で10%を割っております。しか
しながら、半年ほどのしっかりとした学習により合格することができる試験でもあり
ます。10年以上のロングランで継続している本講座の寺尾講師のわかり易い指導に
より、今までにも現役の大学生、20-40代の社会人が多数合格しています。合格のポ
イントは講義の内容を聞き漏らさないこと(オリジナル教材使用)と過去10年の間題
集をしっかりおさえておくことにあります。なお、平成18年度より出題形式が大幅に
変わり、また、難易度も上がっています。したがってそれにあわせた対応が必要です。
緻密なカリキュラムとわかり易い教材での効率のよい学習を基に10月の試験合格に
向けてご一緒にチャレンジしてみませんか。

有効受験者数 合格者数 全国平均合格率

平成22年  第44回 9,490名 929名 9.8%

平成12年　第34回 10,289名 1,446名 14.1%

平成13年　第35回 9,970名 1,050名 10.5%

平成14年　第36回 9,973名 2,848名 28.6%

平成15年　第37回 10,O01名 1,211名 12.1%

平成16年　第38回 10,191名 1,920名 18.8%

平成17年　第39回 9,953名 2,466名 24.8%

平成18年　第40回 10,357名 725名 7.O%

平成19年  第41回 10,695名 820名 7.7%

平成20年　第42回 10,390名 1,847名 17.8%

平成21年　第43回 10,367名 807名 7.8%

受験データ(全国平均)

日 程 内 容
用語の定義1
通関　その12
通関　その23
保税地域4
保税運送、収容等5
課税物件確定の時6
関税の確定7
修正申告、受正の請求8
法定納期限等9
関税法まとめ10
課税価格の原則11
特別な事情12
減免税　その113
減免税　その214
特恵関税等15
外為法等16
NACCS特例法等17
関税定率法等まとめ18
通関業務と許可19

当講座は、欠席フォローとして講座録音のダビン
グサービスを行います。講義実施日より2週間以内
かつ（平日 2時間20分×10日／土 4時間40分
×5日）までとなります。なお、ライブ録音のため不
備な場合があります。予めご了承ください。

資

　格

資

　格

講座コード

11130010
（平日夜間主コース）

11130011
（土曜主コース）

合格者の声合格者の声
　現在、輸出入にかかわる仕事に携わっており、「通関士」はいつかチャレンジしてみたい資格で
した。毎年の合格率を見るとかなり厳しそうで不安でしたが、リバティアカデミーの講座内容を見
て、このスケジュール通りすすめられれば、10月の試験に間に合うのではと思い、勉強を始めまし
た。最初のころは仕事が忙しく、先生の言われていた一日の勉強時間をなかなかとることができ
ず、講座の前後の予習復習がやっとでしたが、模擬試験の一か月前くらいから、できるだけ時間を
増やし、一日ひとつ決めた項目を集中して勉強しました。
　講座の中で役立ったのは、過去問題を多くこなしたことと模擬試験です。過去問題からは、間違
った部分からテキストに戻り、改めてその内容を理解することができ、模擬試験からは、出題され
る問題の形式に慣れることができ、それにあわせた覚え方をすることができました。わからない
ことはその日のうちに質問させていただき理解することができたことも、大変よかったです。おか
げで、仕事上で疑問だったことも理解することができました。自分の中では講座で使うテキストを
全部覚えられるくらいに読み込むことと、問題集を全部解くことを目標にしました。テキストの中
で先生に教えていただいた覚えるべきポイントをノートに書き出し、テキストの内容を自分にとっ
て覚えやすくまとめました。また問題集も、自分でまず問題を解き、講座でもう一度解いていくこ
とで、だいぶ身についたのではないかと思います。本試験の一週間前からは、過去問題、計算問
題に時間をかけ勉強しました。
　実際の試験では初めての試験に緊張し、受験者数に圧倒され、とまどうところもありましたが、
模擬試験を受けていたおかげで余裕を持つことができました。試験内容はとても難しく自信の持
てない解答ばかりでしたが、11月に合格証をいただくことができ、びっくりすると同時に本当に嬉
しかったです。寺尾先生からの、通関士試験がどういうものか、勉強の進め方、勉強時間、覚えるポ
イント、問題の解き方のコツなどのアドバイスが大変役立ち、かなり効率よく勉強することができ
たと思います。まだ事例を多く出していただきながらの講座は、とても興味深く「通関」について
学ぶことができました。6か月間、大変お世話になりました。どうもありがとうございました。

2010年度　通関士受講生　Ｎ.Ｋ.さん ※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

3月26日（土） 14:40～15:40
4月 7日（木）  20:10～21:10
4月 9日（土） 13:30～14:30

講 

義

日 程 内 容
通関業者等の義務20
監督処分等21

輸出申告書の作成１

通関業法まとめ

23
22

輸入申告書の作成１24
輸出申告書の作成225
輸入申告書の作成226
模擬試験27
模擬試験28
模擬試験解説29
計算問題、記述式等30
関税法問題31
関税定率法等問題32
通関業務問題33
輸出申告書の作成334
輸入申告書の作成335
実務（短答式）36

講 

義

模 

試

演 

習

日 程回数

回数 回数

回数 内 容
通関業者等の義務20
監督処分等21

輸出申告書の作成１

通関業法まとめ

23
22

輸入申告書の作成１24
輸出申告書の作成225
輸入申告書の作成226
模擬試験27
模擬試験28
模擬試験解説29
計算問題、記述式等30
関税法問題31
関税定率法等問題32
通関業務問題33
輸出申告書の作成334
輸入申告書の作成335
実務（短答式）36

講 

義

模 

試

演 

習

用語の定義1
通関その12
通関その23
保税地域4
保税運送、収容等5
課税物件確定の時6
関税の確定7
修正申告、受正の請求8
法定納期限等9
関税法まとめ10
課税価格の原則11
特別な事情12
減免税　その113
減免税　その214
特恵関税等15
外為法等16
NACCS特例法等17
関税定率法等まとめ18
通関業務と許可19

講 

義

※内容は進行に応じて変更する場合があります。
※出席率80％以上の方には、当講座の履修証書を授与いたします。
※6/25（土）は、13:00～15:20となります。
※7/ 9以降は合同クラスとなります。
※7/9、7/16、7/23の土曜日は、13:00～18:10となります。

4/20（水）

4/23（土）

5/  7（土）

4/27（水）

5/11（水）

5/18（水）

5/25（水）

6/  1（水）

6/  8（水）

6/15（水）

6/22（水）

6/29（水）

7/  6（水）

7/  9（土）

7/16（土）

7/23（土）

7/30（土）

8/  6（土）

8/  3（水）

8/20（土）

8/27（土）

8/31（水）

8/24（水）

9/  3（土）

9/10（土）

7/23（土）

7/30（土）

8/  6（土）

8/  3（水）

8/20（土）

8/27（土）

8/31（水）

8/24（水）

9/  3（土）

9/10（土）

5/14（土）

5/21（土）

5/28（土）

6/  4（土）

6/11（土）

6/18（土）

6/25（土）

7/  2（土）

7/  9（土）

7/16（土）

11130010　4月（平日夜間主コース）

11130011　5月（土曜主コース）
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通関士合格対策講座
貿易･通関業務のエキスパートを目指します

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

4月～9月

水・土曜日

19:00～21:20（平日）
13:00～17:50（土曜日）
※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

通関士試験得点源の解説
通関士試験得点源問題集
輸出入申告書問題集等

定　員

回　数

受 講 料

教　材

1コースあたり約30名（合計60名）

35回（85H）

一般：165,000円
学生：  95,000円

※教材費は受講料に含まれています。

録音サービス

講師紹介

てら   お     ひで   お

寺尾 秀雄
中華航空公司、寺尾商会（貿易会社）勤務後、河合塾、早稲田大学エクステンションセンター講師を経て現在国際コミュニティ（東京商工会議
所貿易部会所属）代表取締役及び国際コミュニティ学院学院長。また明治大学、学習院大学生涯学習センター等の公開講座にて講師を務め
る。日本関税協会会員、国際ビジネスコミュニケーション学会会員。主な著書に「通関士試験得点源の解説」、「通関士試験得点源の問題集」
（ともに一ツ橋書店）、「貿易実務ガイドライン」、「貿易実務の指針」、「ゼロからの貿易実務」等がある。

国際コミュニティ代表

試 験 概 要
受験資格:原則としてどなたでも受験出来ます
試 験 日:2011年10月2日(日)(予定)
試験形式:択一式、選択式、計算式
試験会場:東京大学/東京税関、
　　　　 その他各税関指定会場
合格発表:例年11月下旬
合格基準:90点位(予想)/120点満点
合  格  率:9.8%(平成22年度全国平均)
試験内容:①通関業法②関税法、関税定率法その

他関税に関する法律及び外国為替及び
外国貿易法(第6章に係る部分に限る)
③通関書類の作成要領その他通関手続
きの実務

お問い合わせ先:
東京税関通関業監督官
TEL 03-3599-6356
http://www.customs.go.jp/tsukanshi/index.htm

講座趣旨
　通関士は、我が国の輸出入申告等の審査(貨物の分類･関税計算･関税法等の解釈
等)および、その他通関手続きの専門家として活躍しております。通関士になるために
は、財務省が毎年10月初旬に実施する『通関士試験』(貿易関連唯一の国家試験)に
合格しなけれぱなりません。近年の合格率は全国平均で10%を割っております。しか
しながら、半年ほどのしっかりとした学習により合格することができる試験でもあり
ます。10年以上のロングランで継続している本講座の寺尾講師のわかり易い指導に
より、今までにも現役の大学生、20-40代の社会人が多数合格しています。合格のポ
イントは講義の内容を聞き漏らさないこと(オリジナル教材使用)と過去10年の間題
集をしっかりおさえておくことにあります。なお、平成18年度より出題形式が大幅に
変わり、また、難易度も上がっています。したがってそれにあわせた対応が必要です。
緻密なカリキュラムとわかり易い教材での効率のよい学習を基に10月の試験合格に
向けてご一緒にチャレンジしてみませんか。

有効受験者数 合格者数 全国平均合格率

平成22年  第44回 9,490名 929名 9.8%

平成12年　第34回 10,289名 1,446名 14.1%

平成13年　第35回 9,970名 1,050名 10.5%

平成14年　第36回 9,973名 2,848名 28.6%

平成15年　第37回 10,O01名 1,211名 12.1%

平成16年　第38回 10,191名 1,920名 18.8%

平成17年　第39回 9,953名 2,466名 24.8%

平成18年　第40回 10,357名 725名 7.O%

平成19年  第41回 10,695名 820名 7.7%

平成20年　第42回 10,390名 1,847名 17.8%

平成21年　第43回 10,367名 807名 7.8%

受験データ(全国平均)

日 程 内 容
用語の定義1
通関　その12
通関　その23
保税地域4
保税運送、収容等5
課税物件確定の時6
関税の確定7
修正申告、受正の請求8
法定納期限等9
関税法まとめ10
課税価格の原則11
特別な事情12
減免税　その113
減免税　その214
特恵関税等15
外為法等16
NACCS特例法等17
関税定率法等まとめ18
通関業務と許可19

当講座は、欠席フォローとして講座録音のダビン
グサービスを行います。講義実施日より2週間以内
かつ（平日 2時間20分×10日／土 4時間40分
×5日）までとなります。なお、ライブ録音のため不
備な場合があります。予めご了承ください。

資

　格

資

　格

講座コード

11130010
（平日夜間主コース）

11130011
（土曜主コース）

合格者の声合格者の声
　現在、輸出入にかかわる仕事に携わっており、「通関士」はいつかチャレンジしてみたい資格で
した。毎年の合格率を見るとかなり厳しそうで不安でしたが、リバティアカデミーの講座内容を見
て、このスケジュール通りすすめられれば、10月の試験に間に合うのではと思い、勉強を始めまし
た。最初のころは仕事が忙しく、先生の言われていた一日の勉強時間をなかなかとることができ
ず、講座の前後の予習復習がやっとでしたが、模擬試験の一か月前くらいから、できるだけ時間を
増やし、一日ひとつ決めた項目を集中して勉強しました。
　講座の中で役立ったのは、過去問題を多くこなしたことと模擬試験です。過去問題からは、間違
った部分からテキストに戻り、改めてその内容を理解することができ、模擬試験からは、出題され
る問題の形式に慣れることができ、それにあわせた覚え方をすることができました。わからない
ことはその日のうちに質問させていただき理解することができたことも、大変よかったです。おか
げで、仕事上で疑問だったことも理解することができました。自分の中では講座で使うテキストを
全部覚えられるくらいに読み込むことと、問題集を全部解くことを目標にしました。テキストの中
で先生に教えていただいた覚えるべきポイントをノートに書き出し、テキストの内容を自分にとっ
て覚えやすくまとめました。また問題集も、自分でまず問題を解き、講座でもう一度解いていくこ
とで、だいぶ身についたのではないかと思います。本試験の一週間前からは、過去問題、計算問
題に時間をかけ勉強しました。
　実際の試験では初めての試験に緊張し、受験者数に圧倒され、とまどうところもありましたが、
模擬試験を受けていたおかげで余裕を持つことができました。試験内容はとても難しく自信の持
てない解答ばかりでしたが、11月に合格証をいただくことができ、びっくりすると同時に本当に嬉
しかったです。寺尾先生からの、通関士試験がどういうものか、勉強の進め方、勉強時間、覚えるポ
イント、問題の解き方のコツなどのアドバイスが大変役立ち、かなり効率よく勉強することができ
たと思います。まだ事例を多く出していただきながらの講座は、とても興味深く「通関」について
学ぶことができました。6か月間、大変お世話になりました。どうもありがとうございました。

2010年度　通関士受講生　Ｎ.Ｋ.さん ※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

3月26日（土） 14:40～15:40
4月 7日（木）  20:10～21:10
4月 9日（土） 13:30～14:30

講 

義

日 程 内 容
通関業者等の義務20
監督処分等21

輸出申告書の作成１

通関業法まとめ

23
22

輸入申告書の作成１24
輸出申告書の作成225
輸入申告書の作成226
模擬試験27
模擬試験28
模擬試験解説29
計算問題、記述式等30
関税法問題31
関税定率法等問題32
通関業務問題33
輸出申告書の作成334
輸入申告書の作成335
実務（短答式）36

講 
義

模 

試

演 

習

日 程回数

回数 回数

回数 内 容
通関業者等の義務20
監督処分等21

輸出申告書の作成１

通関業法まとめ

23
22

輸入申告書の作成１24
輸出申告書の作成225
輸入申告書の作成226
模擬試験27
模擬試験28
模擬試験解説29
計算問題、記述式等30
関税法問題31
関税定率法等問題32
通関業務問題33
輸出申告書の作成334
輸入申告書の作成335
実務（短答式）36

講 

義

模 

試

演 

習

用語の定義1
通関その12
通関その23
保税地域4
保税運送、収容等5
課税物件確定の時6
関税の確定7
修正申告、受正の請求8
法定納期限等9
関税法まとめ10
課税価格の原則11
特別な事情12
減免税　その113
減免税　その214
特恵関税等15
外為法等16
NACCS特例法等17
関税定率法等まとめ18
通関業務と許可19

講 

義

※内容は進行に応じて変更する場合があります。
※出席率80％以上の方には、当講座の履修証書を授与いたします。
※6/25（土）は、13:00～15:20となります。
※7/ 9以降は合同クラスとなります。
※7/9、7/16、7/23の土曜日は、13:00～18:10となります。

4/20（水）

4/23（土）

5/  7（土）

4/27（水）

5/11（水）

5/18（水）

5/25（水）

6/  1（水）

6/  8（水）

6/15（水）

6/22（水）

6/29（水）

7/  6（水）

7/  9（土）

7/16（土）

7/23（土）

7/30（土）

8/  6（土）

8/  3（水）

8/20（土）

8/27（土）

8/31（水）

8/24（水）

9/  3（土）

9/10（土）

7/23（土）

7/30（土）

8/  6（土）

8/  3（水）

8/20（土）

8/27（土）

8/31（水）

8/24（水）

9/  3（土）

9/10（土）

5/14（土）

5/21（土）

5/28（土）

6/  4（土）

6/11（土）

6/18（土）

6/25（土）

7/  2（土）

7/  9（土）

7/16（土）

11130010　4月（平日夜間主コース）

11130011　5月（土曜主コース）



MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY36 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 37

講座コード

11130013

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～9月

土曜日

15:00～17:30

50名

16回

一 般 ： 48,000円
学 生 ： 38,000円

※教材費は受講料に含まれています。

GSN編著
「知的財産法総合講座（上）（下）」
東洋法規出版　
GSN編著
「改訂版 知的財産管理技能検定
2級・3級対策完全合格テキ
スト＆問題集」日本能率協会
マネジメントセンター　

弁理士・知的財産管理技能検定（2級）合格対策講座
─知的財産のスペシャリストを目指そう─

講座趣旨
　知的検定3級の学科・実技の両試験に合格すると、次は2級を受験することが可能に
なります。本講座は、次のステップである2級対策として必要な知的財産法に関する総
合的な知識を身につけることを目的とします。
　また、本講座は、弁理士試験対策のスタート講座ともなります。弁理士は、特許や商
標の登録を行う知的財産のプロフェッショナルであり、難関資格として位置づけられて
いますが、短答試験に合格すれば翌年から2年間短答試験が免除され次の論文試験か
ら受験できる等、制度が緩和され合格率も上昇していますので、本講座を受講すること
によって、より実戦的な勉強に取り組むための土台を構築することができます。

内 容 講 師日 程

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

平山 太郎

平山 太郎

平山 太郎

5/28（土）1 全体構造・特許法１
知的財産法の全体像・特許法の保護対象と保護要件

6/ 4（土）2 特許法2 特許を受ける権利・職務発明

6/11（土）3 特許法3 出願手続とその流れ

6/18（土）4 特許法4 登録・審判手続

6/25（土）5 特許法5 存続期間・効力とその制限

7/ 2（土）6 特許法6 特許権の侵害・実用新案法

7/ 9（土）7 意匠法1 意匠の登録要件・部分意匠

7/16（土）8 意匠法2 関連意匠・類似・秘密意匠

7/23（土）9 商標法１ 商標の登録要件・商標の使用・地域団体商標

7/30（土）10 商標法2 商標権の効力と移転

8/ 6（土）11 商標法3 商標権の侵害

8/20（土）12 条約１ パリ条約の三大原則

8/27（土）13 条約2 国際特許出願の方法

9/10（土）15 不正競争防止法・著作権法2 著作権と著作者人格権

9/17（土）16 不正競争防止法・著作権法3 著作権の制限・著作隣接権

9/ 3（土）14 不正競争防止法・著作権法１
不正競争防止法による保護・著作物

資

　格

資

　格

講座コード

11130012

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

4月～6月

水・金曜日

18:30～21:00

70名

9回

一 般 ： 27,000円
学 生 ： 21,600円

※教材費は受講料に含まれています。

GSN編著
「改訂版 知的財産管理技能検定
2級・3級対策完全合格テキ
スト＆問題集」日本能率協会
マネジメントセンター　

ガイダンス

4月13日（水） 18：30～19：30

4月15日（金） 14：00～15：00

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

4月20日（水） 18：30～19：30

知的財産管理技能検定の概要

等級区分
実施予定

1級･2級･3級　　
3月、6月、11月の日曜日

3級試験には特に受験資格は設けられていません。2級試験
以上は、2年以内に3級試験に合格した者、または知的財産業
務の実技経験を2年以上有する者等であることが必要です。

複数の級を同時に受験することはできません。

：
：

受験資格：

知的財産管理（管理業務）の職種における初
級の技能者が通常有すべき技能およびこれに
関する知識の程度を基準とする。
知的財産管理（管理技能）の職種における中
級の技能者が通常有すべき技能およびこれに
関する知識の程度を基準とする。

3級

2級

技能検定試験の合格に必要な技能およびこれに関す
る知識の程度：

マークシート 3者択一 　30問
（45分）合格基準 正答率70%
記述方式 　30問
（45分）合格基準 正答率70%

3級学科試験

3級実技試験

マークシート 4者択一 　40問
（60分）合格基準 正答率80%
記述方式 　40問
（60分）合格基準 正答率80%

2級学科試験

2級実技試験

試験形式：

知的財産管理技能検定（3級）合格対策講座
─卒業までに国家資格を1つ取得しよう─

講座趣旨

　知的財産管理技能検定は、2008年にスタートした、知的財産に関する新しい国
家資格です。国家資格である技能検定のうち「知的財産管理」職種である検定で、合
格者は「知的財産管理技能士」となります。学生のみなさんにとっては、就職･キャリ
アアップに利用することができるとともに、日常生活に役立つ知的財産の知識が身
につきます。本講座では、3級の一発合格を目指し、出題傾向を分析して知識整理を
行い、実際の問題を解きながら、最初のステップとしての知的財産法の学習のファー
ストステップとします。

内 容 講 師日 程

今村 哲也4/27（水）1 全体構造･著作権法1
知的財産法の全体像･コンテンツの保護法制

今村 哲也5/11（水）2 著作権法2
著作者の権利･契約の基礎

荒木 佳幸5/13（金）3 特許法1
技術の保護法制･職務発明

荒木 佳幸5/18（水）4 特許法2
出願手続･外国特許権利化･実用新案法

荒木 佳幸5/20（金）5 特許法3
特許権の行使･種苗法

荒木 佳幸5/25（水）6 商標法1
ブランドの保護法制･デザインの保護法制

荒木 佳幸5/27（金）7 商標法2
商標権や意匠権の内容･不正競争防止法による保護

荒木 佳幸6/ 1（水）8 総合
知的財産権侵害の判定･知的財産訴訟･関連法規など

荒木 佳幸6/ 3（金）9 模擬試験
本試験を想定した模擬試験

弁 理士 試 験の 概 要

マークシート 5者択一 　60問
（180分）合格基準 37点（H21）

（合計300分）合格基準6割
論文記述 3科目4通

（90分）合格基準6割
論文記述 １科目１通

口頭試問  3科目各10分程度

短答式筆記試験

論文式筆記試験（必須）

論文式筆記試験（選択）

口述試験

試験形式：

各試験は合格すると翌年から2年間免除
論文の選択科目は合格すると永久免除
論文の選択科目は修士等の他資格による免除あり
大学院修了による短答の一部科目免除あり

免除制度：

短答式筆記試験   　　　 5月下旬の日曜日
論文式筆記試験（必須） 6月下旬の日曜日
論文式筆記試験（選択） 7月上旬の日曜日
口述試験   　　　　　　10月中旬

実施予定：

誰でも受験できます受験資格：

ガイダンス
4月23日（土） 15：00～16：00

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

※知的財産管理技能検定2級の概要については36ページ参照

5月21日（土） 15：00～16：00
5月14日（土） 15：00～16：00

当講座は、欠席者フォローとして、ネット配信
または講義収録DVDをお渡しします。（実費）

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

今村 哲也　明治大学情報コミュニケーション学部准教授
早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院法学研究科を経て、現職。専攻は
知的財産法。著作として、「欧米の著作権保護期間延長論議にみる理論的諸相」
（高林龍編）「知的財産法制の再構築」（日本評論社）ほか。

荒木 佳幸　
弁理士（松岡国際特許事務所）
アイピーネットワーク講師

メーカーでの開発・設計職を経て知的財産部に異動。知的財産部勤務中に弁理士試験及び知的財産検定1級に合格。現在、特許事務所に勤務し、
電子・情報系を中心とした国内、外国特許の権利化業務に従事している。

講師紹介

メーカーでの開発・設計職を経て知的財産部に異動。知的財産部勤務中に
弁理士試験及び知的財産検定1級に合格。現在、特許事務所に勤務し、
電子・情報系を中心とした国内、外国特許の権利化業務に従事している。

荒木 佳幸　
弁理士（松岡国際特許事務所）
アイピーネットワーク講師

講師紹介

 ひら やま　  た   ろう

平山 太郎  アイピーネットワーク著作権法講師
早稲田大学大学院法学研究科修了。アイピーネットワークで不正競争防止法と著作権法を専門に講義し、特に弁理士試験の選択科目・著作権
法対策講座では多数の合格者を輩出している。
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講座コード

11130013

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～9月

土曜日

15:00～17:30

50名

16回

一 般 ： 48,000円
学 生 ： 38,000円

※教材費は受講料に含まれています。

GSN編著
「知的財産法総合講座（上）（下）」
東洋法規出版　
GSN編著
「改訂版 知的財産管理技能検定
2級・3級対策完全合格テキ
スト＆問題集」日本能率協会
マネジメントセンター　

弁理士・知的財産管理技能検定（2級）合格対策講座
─知的財産のスペシャリストを目指そう─

講座趣旨
　知的検定3級の学科・実技の両試験に合格すると、次は2級を受験することが可能に
なります。本講座は、次のステップである2級対策として必要な知的財産法に関する総
合的な知識を身につけることを目的とします。
　また、本講座は、弁理士試験対策のスタート講座ともなります。弁理士は、特許や商
標の登録を行う知的財産のプロフェッショナルであり、難関資格として位置づけられて
いますが、短答試験に合格すれば翌年から2年間短答試験が免除され次の論文試験か
ら受験できる等、制度が緩和され合格率も上昇していますので、本講座を受講すること
によって、より実戦的な勉強に取り組むための土台を構築することができます。

内 容 講 師日 程

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

荒木 佳幸

平山 太郎

平山 太郎

平山 太郎

5/28（土）1 全体構造・特許法１
知的財産法の全体像・特許法の保護対象と保護要件

6/ 4（土）2 特許法2 特許を受ける権利・職務発明

6/11（土）3 特許法3 出願手続とその流れ

6/18（土）4 特許法4 登録・審判手続

6/25（土）5 特許法5 存続期間・効力とその制限

7/ 2（土）6 特許法6 特許権の侵害・実用新案法

7/ 9（土）7 意匠法1 意匠の登録要件・部分意匠

7/16（土）8 意匠法2 関連意匠・類似・秘密意匠

7/23（土）9 商標法１ 商標の登録要件・商標の使用・地域団体商標

7/30（土）10 商標法2 商標権の効力と移転

8/ 6（土）11 商標法3 商標権の侵害

8/20（土）12 条約１ パリ条約の三大原則

8/27（土）13 条約2 国際特許出願の方法

9/10（土）15 不正競争防止法・著作権法2 著作権と著作者人格権

9/17（土）16 不正競争防止法・著作権法3 著作権の制限・著作隣接権

9/ 3（土）14 不正競争防止法・著作権法１
不正競争防止法による保護・著作物

資

　格

資

　格

講座コード

11130012

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

4月～6月

水・金曜日

18:30～21:00

70名

9回

一 般 ： 27,000円
学 生 ： 21,600円

※教材費は受講料に含まれています。

GSN編著
「改訂版 知的財産管理技能検定
2級・3級対策完全合格テキ
スト＆問題集」日本能率協会
マネジメントセンター　

ガイダンス

4月13日（水） 18：30～19：30

4月15日（金） 14：00～15：00

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

4月20日（水） 18：30～19：30

知的財産管理技能検定の概要

等級区分
実施予定

1級･2級･3級　　
3月、6月、11月の日曜日

3級試験には特に受験資格は設けられていません。2級試験
以上は、2年以内に3級試験に合格した者、または知的財産業
務の実技経験を2年以上有する者等であることが必要です。

複数の級を同時に受験することはできません。

：
：

受験資格：

知的財産管理（管理業務）の職種における初
級の技能者が通常有すべき技能およびこれに
関する知識の程度を基準とする。
知的財産管理（管理技能）の職種における中
級の技能者が通常有すべき技能およびこれに
関する知識の程度を基準とする。

3級

2級

技能検定試験の合格に必要な技能およびこれに関す
る知識の程度：

マークシート 3者択一 　30問
（45分）合格基準 正答率70%
記述方式 　30問
（45分）合格基準 正答率70%

3級学科試験

3級実技試験

マークシート 4者択一 　40問
（60分）合格基準 正答率80%
記述方式 　40問
（60分）合格基準 正答率80%

2級学科試験

2級実技試験

試験形式：

知的財産管理技能検定（3級）合格対策講座
─卒業までに国家資格を1つ取得しよう─

講座趣旨

　知的財産管理技能検定は、2008年にスタートした、知的財産に関する新しい国
家資格です。国家資格である技能検定のうち「知的財産管理」職種である検定で、合
格者は「知的財産管理技能士」となります。学生のみなさんにとっては、就職･キャリ
アアップに利用することができるとともに、日常生活に役立つ知的財産の知識が身
につきます。本講座では、3級の一発合格を目指し、出題傾向を分析して知識整理を
行い、実際の問題を解きながら、最初のステップとしての知的財産法の学習のファー
ストステップとします。

内 容 講 師日 程

今村 哲也4/27（水）1 全体構造･著作権法1
知的財産法の全体像･コンテンツの保護法制

今村 哲也5/11（水）2 著作権法2
著作者の権利･契約の基礎

荒木 佳幸5/13（金）3 特許法1
技術の保護法制･職務発明

荒木 佳幸5/18（水）4 特許法2
出願手続･外国特許権利化･実用新案法

荒木 佳幸5/20（金）5 特許法3
特許権の行使･種苗法

荒木 佳幸5/25（水）6 商標法1
ブランドの保護法制･デザインの保護法制

荒木 佳幸5/27（金）7 商標法2
商標権や意匠権の内容･不正競争防止法による保護

荒木 佳幸6/ 1（水）8 総合
知的財産権侵害の判定･知的財産訴訟･関連法規など

荒木 佳幸6/ 3（金）9 模擬試験
本試験を想定した模擬試験

弁 理士 試 験の 概 要

マークシート 5者択一 　60問
（180分）合格基準 37点（H21）

（合計300分）合格基準6割
論文記述 3科目4通

（90分）合格基準6割
論文記述 １科目１通

口頭試問  3科目各10分程度

短答式筆記試験

論文式筆記試験（必須）

論文式筆記試験（選択）

口述試験

試験形式：

各試験は合格すると翌年から2年間免除
論文の選択科目は合格すると永久免除
論文の選択科目は修士等の他資格による免除あり
大学院修了による短答の一部科目免除あり

免除制度：

短答式筆記試験   　　　 5月下旬の日曜日
論文式筆記試験（必須） 6月下旬の日曜日
論文式筆記試験（選択） 7月上旬の日曜日
口述試験   　　　　　　10月中旬

実施予定：

誰でも受験できます受験資格：

ガイダンス
4月23日（土） 15：00～16：00

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

※知的財産管理技能検定2級の概要については36ページ参照

5月21日（土） 15：00～16：00
5月14日（土） 15：00～16：00

当講座は、欠席者フォローとして、ネット配信
または講義収録DVDをお渡しします。（実費）

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

今村 哲也　明治大学情報コミュニケーション学部准教授
早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院法学研究科を経て、現職。専攻は
知的財産法。著作として、「欧米の著作権保護期間延長論議にみる理論的諸相」
（高林龍編）「知的財産法制の再構築」（日本評論社）ほか。

荒木 佳幸　
弁理士（松岡国際特許事務所）
アイピーネットワーク講師

メーカーでの開発・設計職を経て知的財産部に異動。知的財産部勤務中に弁理士試験及び知的財産検定1級に合格。現在、特許事務所に勤務し、
電子・情報系を中心とした国内、外国特許の権利化業務に従事している。

講師紹介

メーカーでの開発・設計職を経て知的財産部に異動。知的財産部勤務中に
弁理士試験及び知的財産検定1級に合格。現在、特許事務所に勤務し、
電子・情報系を中心とした国内、外国特許の権利化業務に従事している。

荒木 佳幸　
弁理士（松岡国際特許事務所）
アイピーネットワーク講師

講師紹介

 ひら やま　  た   ろう

平山 太郎  アイピーネットワーク著作権法講師
早稲田大学大学院法学研究科修了。アイピーネットワークで不正競争防止法と著作権法を専門に講義し、特に弁理士試験の選択科目・著作権
法対策講座では多数の合格者を輩出している。
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講座コード

11130015

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～8月

火曜日

19:00～21:00
※講義の途中に、
　適宜休憩が入る場合があります。

16回

一　般 ： 27,000円
学　生 ： 25,000円

講座趣旨
　団塊の世代が大量退職を迎え、個人のライフプランに注目が集まっています。資産
運用や税金、年金、保険、不動産など多岐にわたる知識や技能が必要です。ライフプラ
ンを検証し、アドバイスする仕事がファイナンシャルプランナー（FP）です。そのFP業
務のための知識や技能を身につける国家資格が「ファイナンシャル・プランニング技能
検定」です。この技能検定は多くの金融機関で導入されており、金融ビジネスに携わ
る方の必須資格となっております。合格者は「国家資格・3級ファイナンシャル･プラン
ニング技能士」等の名称で履歴書や名刺の表記に資格を記載できます。

教材費は受講料に含みます。

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実
　施いたします。

ガイダンス

4月19日（火） 19：00～20：00
4月26日（火） 19：00～20：00

試 験 概 要

主 催

受講資格
試験形式

合格基準

受 験 料
試験会場
試 験 日

この技能検定は、学科試験と実技試験の二つの試験
に合格してFP技能士3級の資格が得られます。学科、
実技試験のどちらかしか合格しなかった方は、合格科
目が試験日の翌々年度まで有効です。すなわち不合格
科目につき再チャレンジができるということです。

：

：
：

：

：
：
：

内 容 講 師日 程
2011年講座予定表

FP3級個人資産相談業務

村岡 清樹

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋

坂本 晴良

6/28（火）8 タックスプランニング

村岡 清樹

1 ライフプランニングと資金計画5/10（火）

2 リスク管理5/17（火）

3 年金・社会保険5/24（火）

4 年金・社会保険5/31（火）

5 金融資産運用6/  7（火）

6 金融資産運用6/14（火）

7 タックスプランニング6/21（火）

9 タックスプランニング7/  5（火）

10 不動産7/12（火）

11 不動産7/19（火）

12 相続・事業承継7/26（火）

13 相続・事業承継8/  2（火）

14 相続・事業承継8/  9（火）

8/23（火）15 試験対策

8/30（火）16 試験対策

受験者数（A） 合格者数（B） 受験者数（B/A）試験日・科目

36,339名

52,434名
2010.9.12

32,949名

36,645名
2010.5.23

27,518名

52,303名
2010.1.24

40,544名

53,401名
2009.9.13

32,865名
2009.5.24

26,482名

18,803名

32,551名

18,941名

22,856名

17,810名

47,949名

31,194名

41,880名

17,676名

11,427名

51.7%

　62.1%

　57.5%

62.4%

64.7%

91.6%

76.9%

78.4%

53.8%

43.2%

実技

学科

実技

学科

実技

学科

実技

学科

学科

実技

3級ファイナンシャル・プランニング技能士（個人資産相談業務）

ＦＰ3級資格（国家資格）合格対策講座
金融業界・不動産業界に必要な国家ライセンス取得を目指す

税理士受験予備校講師から税理士へ。著・編書「相続の節税と
手続きがぜんぶわかる本」あさ出版他

むら おか せい   き

村岡 清樹 税理士（東京シティ税理士事務所）

講師紹介

税理士受験予備校講師から税理士へ。著・編書「個人事業と株
式会社どっちがトク？がすべてわかる本」あさ出版他

さか もと　はる よし

坂本 晴良 （東京シティ税理士事務所）

税理士・司法書士・宅地建物取引主任者等の資格試験合格者。
受験予備校でFP受験講座を長年担当。多くの合格者を出した実
績あり

わた なべ こう   じ

渡邊 浩滋 税理士（東京シティ税理士事務所）

資

　格

90名
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資

　格

資

　格

講座コード

11130014

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～7月

月・水曜日

18:30～21:00
※講義の途中に、
　適宜休憩が入る場合がございます。

60名

18回

一 般 ： 32,000円
学 生 ： 29,000円

※教材費は受講料に含まれています。
※web模擬試験利用の際は利用料￥2,000が別途必
　要です。（毎回異なる問題で何回でも利用可）

中央大学法学部卒。日興證券（株）、日興スクールシステム（株）を経て、平成11年、研修機関フィナンシャル バンク インスティチュート（株）設立
に参画。主任インストラクターを務める。日興スクールシステム時代からインストラクターとして全国124部店の社員研修を担当。独立後は国内外
の証券会社、都銀･地銀･信託銀行その他各種金融機関や郵政大学、私立大学等で外務員資格対策研修をはじめ金融業務実務研修、ＦＰ研修及
びセミナー等多方面に活躍。明治大学リバティアカデミーの講師も務める。分り易い講義に定評あり。

は   だち のり   え

羽立 教江

講師紹介

対策テキスト（vol.1・2）
科目別問題集

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）和泉
　キャンパス（メディア　）で実施いたします。

ガイダンス

4月18日（月） 19：00～20：00（駿河台）

4月20日（水） 19：00～20：00（和泉）

4月25日（月） 19：00～20：00（駿河台）

4月27日（水） 19：00～20：00（和泉）

試 験 概 要

主 催
出題範囲

試験形式

試験時間
合格基準
受 験 料
試験会場
試 験 日

日本証券業協会　　
「証券外務員必携（第1巻～第3巻）」を中心
とした基礎的知識（関連法令・諸規則等に制
度変更があった場合には新制度に基づく）
PC（パソコン）試験によるマウス・チェック方式
70問（○×式50問および5肢選択方式20問）
2時間（120分）
300点満点で210点（70％以上）
8,400円（税込み）
全国主要都市の指定会場（テストセンター）
原則として月曜日～金曜日の毎日
（土日祝日、年末年始を除く）
ただし、試験会場（テストセンター）によ
って異なる。

受験し不合格になった場合、不合格となった試験の受
験日から30日間は、試験を受験することができませ
ん。3回連続で不合格になった場合は、4回目の試験
は3回目の試験受験後180日間は受験することはで
きません。

：
：

：

：
：
：
：
：

受講資格 特になし：

不合格の場合の受験待機期間：

アール・プロメトリック（株）予約受付センター
TEL：03-5541-4690  FAX：03-5541-4691
月～金：9：00～18：00（土・日・祝日・年末年始は除く）

申込先：

日本証券業協会 資格管理部
TEL：03-3667-8461  http://www.jsda.or.jp

お問い合わせ：

内 容 日 程

5/16（月）1 株式会社法概論
株式会社の設立・機関と決議、組織再編、株主の権利、種類株式等

5/18（水）2 財務諸表と企業分析

5/30（月）5
取引の種類、株式の売買(受託・執行・決済)、株式の公開、株式投資計
算(PER・PBR・EV/EBITDA)など

株式業務

7/ 4（月）15

投資信託とは(分類・仕組)、ETFとJ－REIT、運用と決算・分配、ディス
クロージャー、投資計算など

投資信託及び投資法人に関する法律と業務

有価証券(株式・債券・投資信託)取引に係る所得税・法人税及び相続時
の評価など、投資計算など

証券税制

セールス業務（外務員のコンプライアンス)
有価証券(株式・債券・投資信託)取引に係る所得税・法人税及び相続時
の評価など

証券市場の基礎知識

7/11（月）17

7/13（水）18

主要経済指標、金融機関、金融政策、財政の仕組みなど
経済・金融・財政の常識

7/ 6（水）16

貸借対照表と損益計算書、企業分析の指標、損益分岐点分析,、計算など

5/23（月）3

5/25（水）4

上場・廃止規定、株式売買の仕組、清算・決済、受託契約準則など
取引所定款・諸規則6/ 1（水）6

6/ 6（月）7
有価証券の店頭取引、外国証券取引、寄託・広告規制、協会員の有価証
券取引業務に関する自主規制規則(禁止行為)など

協会定款。諸規則

6/ 8（水）8

6/13（月）9
金融商品取引業、業者の行為規制(禁止行為など)、外務員制度、ディス
クロージャー制度、市場阻害行為(インサイダー取引等)の規制など

金融商品取引法及び関係法令、付随業務

6/15（水）10

6/20（月）11
債券(種類・発行・流通)、価格と利回り、市況変動要因、取引手法、転換
社債、債券投資計算など

債券業務

6/22（水）12

6/27（月）13

6/29（水）14

講座趣旨
　自分のために、株式・債券・投資信託など証券投資の取引の仕組みを学びたい方。
外務員（会員二種）資格取得に必要な全14科目について、出題ポイントを中心に、短
期間で試験に合格できる実力を養成します。
　会員二種資格は、金融商品取引業務に従事するために必須の基本的な業務資格で
す。金融商品取引業者（証券会社）では、会員二種に合格しなければ、社員としての業
務が行えません。
　殆どの主要金融機関の新入社員に必要な第一番目の資格にもなっています。
　金融商品仲介業者として、内閣総理大臣に登録するためにも必要な資格です。
　多種ある外務員資格の中で、どなたでも自由に受験できるのは、唯一「会員二種」
資格のみです。
　一度合格すれば、生涯の資格として、転職・再就職にも役立ちます。合格には、短
期間の集中学習が効果的です。どなたでも受講できます。特に金融機関（銀行・信託
銀行・信金信組等）、金融商品取引業者（証券会社）および日本郵政などへの就職を
目指す方。又は内定者の方にお薦めします。
　初めて学ぶ人にも、専門研修機関が長年培ったノウハウを駆使してわかり易く解説
します。さあ、一緒に頑張りましょう！！

日本証券業協会主催

外務員資格（会員二種）合格対策講座
金融・金融商品取引業界の必須ライセンス取得を目指す

録音サービス
当講座は、欠席フォローとして講座録音のダビン
グサービスを行います。ご希望の方は講師までお
申し出ください。なお、ライブ録音のため不備な場
合があります。予めご了承ください。
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講座コード

11130015

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～8月

火曜日

19:00～21:00
※講義の途中に、
　適宜休憩が入る場合があります。

16回

一　般 ： 27,000円
学　生 ： 25,000円

講座趣旨
　団塊の世代が大量退職を迎え、個人のライフプランに注目が集まっています。資産
運用や税金、年金、保険、不動産など多岐にわたる知識や技能が必要です。ライフプラ
ンを検証し、アドバイスする仕事がファイナンシャルプランナー（FP）です。そのFP業
務のための知識や技能を身につける国家資格が「ファイナンシャル・プランニング技能
検定」です。この技能検定は多くの金融機関で導入されており、金融ビジネスに携わ
る方の必須資格となっております。合格者は「国家資格・3級ファイナンシャル･プラン
ニング技能士」等の名称で履歴書や名刺の表記に資格を記載できます。

教材費は受講料に含みます。

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実
　施いたします。

ガイダンス

4月19日（火） 19：00～20：00
4月26日（火） 19：00～20：00

試 験 概 要

主 催

受講資格
試験形式

合格基準

受 験 料
試験会場
試 験 日

この技能検定は、学科試験と実技試験の二つの試験
に合格してFP技能士3級の資格が得られます。学科、
実技試験のどちらかしか合格しなかった方は、合格科
目が試験日の翌々年度まで有効です。すなわち不合格
科目につき再チャレンジができるということです。

：

：
：

：

：
：
：

内 容 講 師日 程
2011年講座予定表

FP3級個人資産相談業務

村岡 清樹

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋

坂本 晴良

6/28（火）8 タックスプランニング

村岡 清樹

1 ライフプランニングと資金計画5/10（火）

2 リスク管理5/17（火）

3 年金・社会保険5/24（火）

4 年金・社会保険5/31（火）

5 金融資産運用6/  7（火）

6 金融資産運用6/14（火）

7 タックスプランニング6/21（火）

9 タックスプランニング7/  5（火）

10 不動産7/12（火）

11 不動産7/19（火）

12 相続・事業承継7/26（火）

13 相続・事業承継8/  2（火）

14 相続・事業承継8/  9（火）

8/23（火）15 試験対策

8/30（火）16 試験対策

受験者数（A） 合格者数（B） 受験者数（B/A）試験日・科目

36,339名

52,434名
2010.9.12

32,949名

36,645名
2010.5.23

27,518名

52,303名
2010.1.24

40,544名

53,401名
2009.9.13

32,865名
2009.5.24

26,482名

18,803名

32,551名

18,941名

22,856名

17,810名

47,949名

31,194名

41,880名

17,676名

11,427名

51.7%

　62.1%

　57.5%

62.4%

64.7%

91.6%

76.9%

78.4%

53.8%

43.2%

実技

学科

実技

学科

実技

学科

実技

学科

学科

実技

3級ファイナンシャル・プランニング技能士（個人資産相談業務）

ＦＰ3級資格（国家資格）合格対策講座
金融業界・不動産業界に必要な国家ライセンス取得を目指す

税理士受験予備校講師から税理士へ。著・編書「相続の節税と
手続きがぜんぶわかる本」あさ出版他

むら おか せい   き

村岡 清樹 税理士（東京シティ税理士事務所）

講師紹介

税理士受験予備校講師から税理士へ。著・編書「個人事業と株
式会社どっちがトク？がすべてわかる本」あさ出版他

さか もと　はる よし

坂本 晴良 （東京シティ税理士事務所）

税理士・司法書士・宅地建物取引主任者等の資格試験合格者。
受験予備校でFP受験講座を長年担当。多くの合格者を出した実
績あり

わた なべ こう   じ

渡邊 浩滋 税理士（東京シティ税理士事務所）

資

　格

90名
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資

　格

資

　格

講座コード

11130014

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～7月

月・水曜日

18:30～21:00
※講義の途中に、
　適宜休憩が入る場合がございます。

60名

18回

一 般 ： 32,000円
学 生 ： 29,000円

※教材費は受講料に含まれています。
※web模擬試験利用の際は利用料￥2,000が別途必
　要です。（毎回異なる問題で何回でも利用可）

中央大学法学部卒。日興證券（株）、日興スクールシステム（株）を経て、平成11年、研修機関フィナンシャル バンク インスティチュート（株）設立
に参画。主任インストラクターを務める。日興スクールシステム時代からインストラクターとして全国124部店の社員研修を担当。独立後は国内外
の証券会社、都銀･地銀･信託銀行その他各種金融機関や郵政大学、私立大学等で外務員資格対策研修をはじめ金融業務実務研修、ＦＰ研修及
びセミナー等多方面に活躍。明治大学リバティアカデミーの講師も務める。分り易い講義に定評あり。

は   だち のり   え

羽立 教江

講師紹介

対策テキスト（vol.1・2）
科目別問題集

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）和泉
　キャンパス（メディア　）で実施いたします。

ガイダンス

4月18日（月） 19：00～20：00（駿河台）

4月20日（水） 19：00～20：00（和泉）

4月25日（月） 19：00～20：00（駿河台）

4月27日（水） 19：00～20：00（和泉）

試 験 概 要

主 催
出題範囲

試験形式

試験時間
合格基準
受 験 料
試験会場
試 験 日

日本証券業協会　　
「証券外務員必携（第1巻～第3巻）」を中心
とした基礎的知識（関連法令・諸規則等に制
度変更があった場合には新制度に基づく）
PC（パソコン）試験によるマウス・チェック方式
70問（○×式50問および5肢選択方式20問）
2時間（120分）
300点満点で210点（70％以上）
8,400円（税込み）
全国主要都市の指定会場（テストセンター）
原則として月曜日～金曜日の毎日
（土日祝日、年末年始を除く）
ただし、試験会場（テストセンター）によ
って異なる。

受験し不合格になった場合、不合格となった試験の受
験日から30日間は、試験を受験することができませ
ん。3回連続で不合格になった場合は、4回目の試験
は3回目の試験受験後180日間は受験することはで
きません。

：
：

：

：
：
：
：
：

受講資格 特になし：

不合格の場合の受験待機期間：

アール・プロメトリック（株）予約受付センター
TEL：03-5541-4690  FAX：03-5541-4691
月～金：9：00～18：00（土・日・祝日・年末年始は除く）

申込先：

日本証券業協会 資格管理部
TEL：03-3667-8461  http://www.jsda.or.jp

お問い合わせ：

内 容 日 程

5/16（月）1 株式会社法概論
株式会社の設立・機関と決議、組織再編、株主の権利、種類株式等

5/18（水）2 財務諸表と企業分析

5/30（月）5
取引の種類、株式の売買(受託・執行・決済)、株式の公開、株式投資計
算(PER・PBR・EV/EBITDA)など

株式業務

7/ 4（月）15

投資信託とは(分類・仕組)、ETFとJ－REIT、運用と決算・分配、ディス
クロージャー、投資計算など

投資信託及び投資法人に関する法律と業務

有価証券(株式・債券・投資信託)取引に係る所得税・法人税及び相続時
の評価など、投資計算など

証券税制

セールス業務（外務員のコンプライアンス)
有価証券(株式・債券・投資信託)取引に係る所得税・法人税及び相続時
の評価など

証券市場の基礎知識

7/11（月）17

7/13（水）18

主要経済指標、金融機関、金融政策、財政の仕組みなど
経済・金融・財政の常識

7/ 6（水）16

貸借対照表と損益計算書、企業分析の指標、損益分岐点分析,、計算など

5/23（月）3

5/25（水）4

上場・廃止規定、株式売買の仕組、清算・決済、受託契約準則など
取引所定款・諸規則6/ 1（水）6

6/ 6（月）7
有価証券の店頭取引、外国証券取引、寄託・広告規制、協会員の有価証
券取引業務に関する自主規制規則(禁止行為)など

協会定款。諸規則

6/ 8（水）8

6/13（月）9
金融商品取引業、業者の行為規制(禁止行為など)、外務員制度、ディス
クロージャー制度、市場阻害行為(インサイダー取引等)の規制など

金融商品取引法及び関係法令、付随業務

6/15（水）10

6/20（月）11
債券(種類・発行・流通)、価格と利回り、市況変動要因、取引手法、転換
社債、債券投資計算など

債券業務

6/22（水）12

6/27（月）13

6/29（水）14

講座趣旨
　自分のために、株式・債券・投資信託など証券投資の取引の仕組みを学びたい方。
外務員（会員二種）資格取得に必要な全14科目について、出題ポイントを中心に、短
期間で試験に合格できる実力を養成します。
　会員二種資格は、金融商品取引業務に従事するために必須の基本的な業務資格で
す。金融商品取引業者（証券会社）では、会員二種に合格しなければ、社員としての業
務が行えません。
　殆どの主要金融機関の新入社員に必要な第一番目の資格にもなっています。
　金融商品仲介業者として、内閣総理大臣に登録するためにも必要な資格です。
　多種ある外務員資格の中で、どなたでも自由に受験できるのは、唯一「会員二種」
資格のみです。
　一度合格すれば、生涯の資格として、転職・再就職にも役立ちます。合格には、短
期間の集中学習が効果的です。どなたでも受講できます。特に金融機関（銀行・信託
銀行・信金信組等）、金融商品取引業者（証券会社）および日本郵政などへの就職を
目指す方。又は内定者の方にお薦めします。
　初めて学ぶ人にも、専門研修機関が長年培ったノウハウを駆使してわかり易く解説
します。さあ、一緒に頑張りましょう！！

日本証券業協会主催

外務員資格（会員二種）合格対策講座
金融・金融商品取引業界の必須ライセンス取得を目指す

録音サービス
当講座は、欠席フォローとして講座録音のダビン
グサービスを行います。ご希望の方は講師までお
申し出ください。なお、ライブ録音のため不備な場
合があります。予めご了承ください。



資

　格

資

　格

試 験 概 要

受験資格
申込期間
試験日程
試験科目

試験会場
合 格 率
受 験 料

特になし
7月～8月（講座中にお知らせします。）
10月10日（祝）予定
①旅行業法及びこれに基づく命令
②旅行業約款、運送及び宿泊約款
③国内旅行実務  ④海外旅行実務　
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇
23.7%（平成22年）（4科目受験）
6,500円

：
：
：
：

：
：
：

日本旅行業協会　研修・試験部
東京都港区虎ノ門3－8－21　第33森ビル3Ｆ
TEL：03-3592-1277 http://www.jata-net.or.jp/

お問い合わせ：

2010年度（国内）
リバティアカデミー合格率
（合格者9名、受験者17名）

52.9％

2010年度（総合）
リバティアカデミー合格率
（合格者4名、受験者5名）

80.0％

※教材費・模試代金は受講料に含まれています。
※日本・世界地図は受講生各自で準備持参してください。

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～10月

火・土曜日

18:30～21:00（火曜日）
13:00～18:10（土曜日）

定　員

回　数

受 講 料

教　材

50名

31回

一般：91,000円
学生：79,000円

総合旅行管理者テキスト
総合旅行管理者応用問題
プリント模擬試験（国内・総合）

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

4月19日（火）  19：00～20：00

4月23日（土）  13：00～14：00

4月26日（火）  19：00～20：00

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY40 41MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

講座コード

11130016

資　格

 かな   い   ひさ   お

金井久夫 （学）トラべルジャーナル学園主任講師

講師紹介

総合旅行業務取扱管理者受験対策講座
国土交通省国家資格

旅行業界就職活動のパスポートをあなたに!

講座趣旨
　旅行業界で活躍する上で、強力な武器となる国土交通省国家資格「旅行業務取扱
管理者」。今後、就職、転職を控えた方の就職対策に最適な資格です。特に、旅行業
者では有資格者への評価も高く、採用の条件として考慮されています。また、将来、
旅行会社を独立・開業をする上で必要な資格となりますので、将来性も充分兼備えて
います。
　資格には国内のみを扱う「国内旅行管理者」と海外、国内両方扱える万能型の「総
合旅行管理者」があります。今回の講座では就職に特に有利な「総合旅行管理者」合
格を目指しますが、「国内旅行管理者」にもチャレンジでき、2つの資格を同時に取
得することも可能です。
　講座では、2011年度国家試験合格を目指し、約5ヵ月にわたり各科目ごとの徹底
指導を行います。講座中盤に弊校作成の国内旅行業務取扱管理者模擬試験を、さら
に、講座の最後には、総合旅行業務取扱管理者模擬試験を実施、実力の見極めと国
家試験本番までの弱点科目克服のために役立てていただきます。

火曜日

基
礎
コ
ー
ス

応
用
コ
ー
ス

日程 日程

土曜日

18：30～
19：40

1時限
19：50～
21：00

2時限
13：00～
14：10

1時限

13：00～14：20

14：20～
15：30

2時限
15：40～
16：50

3時限
17：00～
18：10

4時限

5/17

5/24

5/31

6/  7

6/14

6/21

6/28

7/  5

8/23

8/30

9/  6

9/13

9/20

9/27

10/  1
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9/17
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国内旅行実務

国内旅行実務

国内旅行実務

国内旅行実務

国内旅行実務

国内旅行実務

国内旅行実務

夏　休　み

海外旅行実務：観光地理

旅行業法令 国内実務

旅行業法令 国内実務

海外：出入国／実務／地理

海外：出入国／実務／地理

総合旅行業務取扱管理者・
模擬試験（※）

海外：出入国／実務／地理

ガイダンス 海外旅行実務：語学/観光地理

海外旅行実務：観光地理/旅行業務実務旅行業法令

旅行業法令

海外旅行実務：旅行業務実務旅行業法令

海外旅行実務：旅行業務実務／出入国関係法令

約款

約款

海外旅行実務：国際航空運賃

海外旅行実務：国際航空運賃

海外実務：国際航空運賃 国内旅行実務

7/12

国内管理者・模擬試験（※）法令／約款／国内旅行実務

約款

約款

国内実務

国内実務

国内実務

旅行業法令／約款／国内旅行実務（総合練習問題）

海外旅行実務：国際航空運賃

海外実務：国際航空運賃

法令／約款

14：30～16：30

国内実務／海外実務

16：45～18：10

解説・解答

※10/1（土）模試は受験番号報告者のみ受験可。
（注）国内旅行業務取扱管理者試験の実施日を9月11日（日）と想定してスケジュールを組んでい  
  ますので、試験日が変更となったときは応用コースのスケジュールを変更する場合があります。

録音サービス
当講座は、欠席フォローとして講座録音のダビン
グサービスを行います。講義実施日より2週間以内
となります。なお、ライブ録音のため不備な場合が
あります。予めご了承ください。

早稲田大学法学部卒。㈱京王観光で十数年、国内海外旅行の企画、手配業務に従事。また、添乗経験も豊富で現在も年に数回添乗に出ている。
㈲トラベルジャーナル学園の主任講師の他にJR東日本･西日本、大手旅行会社等の研修講師も担当している。

講座コード

11130017

資　格

内 容 日 程

6/30（木）8
情報収集とメディアの活用
産業と経済知識（経済・産業用語）
ビジネスと法律知識

1 オリエンテーション
時代を生き抜くキャリアマネジメント5/23（月）

2
仕事の原点はお客様の声
接客・営業の進め方5/30（月）

3
場に応じたビジネス会話
不満を信頼に変えるクレーム対応6/  6（月）

4
効果的なビジネスプレゼンテーション
チームワークと人のネットワーク6/13（月）

5 社内文書と社外文書 ※記述問題対策6/20（月）

6
仕事のマネジメント
IT時代の仕事の進め方
計画・スケジュール管理

6/23（木）

7 答案演習　解答解説6/27（月）

検定

検定試験は駿河台キャンパス、アカデミーコモンの教室で行います。
検定のお申込みは、第1回、第2回講義内で受付手続きを行います。
なお、お申込みに際し、リバティアカデミーへの成績開示について
了承するものとします。

7/  3（日）

講座趣旨
　ビジネス能力検定（Ｂ検）は、社会人に必要な仕事の能力を客観的に評価する検定
試験です。
　現在のビジネス社会では、自ら学び、考え、判断し、自主的に行動して、期待された成
果を生み出す人材、つまり自立型の人材が求められます。コミュニケーション能力、情報
ネットワークの活用能力や仕事のマネジメント能力などのビジネススキルを高め、仕事
でその能力を発揮できるかが評価につながります。
　ビジネス能力検定は業種や業界を問わず、仕事の基礎、基本となる知識を学ぶこと
ができます。まだ将来の方向性を決めていない人や、就職活動についてまず何からはじ
めようかと迷っている人が一歩踏み出すために有効な検定試験といえます。
　本講座では、社会人に必要な基礎能力を学びながら、仕事の実践力を評価する「ビ
ジネス能力検定2級」に挑戦します。学習を通じて最新の企業社会の中身を知り、時代
が求めるエンプロイアビリティー（就業能力）を身に付けることを目標とします。また、
就職対策やキャリアデザインの指標として役立つ知識を学ぶことができます。
　Ｂ検2級合格はもちろんのこと、就職活動と将来のビジネスライフを支援する講座
です。

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

受講生の声受講生の声

5月    9日（月） 18：30～19：30

4月25日（月） 18：30～19：30

試 験 概 要

受験資格
試験日程
受 験 料

試験会場
合格発表
合 格 率

特になし
第30回  2011年7月3日（日）
1級 6,000円
2級 3,800円
3級 2,800円
全国の指定された学校など約300会場
2011年8月下旬
40％前後（2級）

：
：
：

：
：
：

財団法人専修学校教育振興会 検定試験センター
〒102-0073
東京都千代田区九段北4-2-9
TEL：03-5275-6336  http://www.sgec.or.jp/bken

講座受講生は、7月3日（日）に駿河台キャンパスにて
受験することができます。試験の受付にかかわる詳
細は、講座内でご案内いたします。

講師の先生が実体験を交えて話してくれたので理
解し易かった。休憩もはさんでくれるのできつすぎ
なくて良かった。これから先、必ず役に立つ講座だ
と思う。あと、先生に魅力を感じました。
（女、20代、学生）

私は、就職活動を殆ど終えてからこの講座を受講
しましたが、「もっと早く受講していればなぁ」と
思いました。Ｂ検の内容は社会人の「常識」かもし
れませんが、学生にとっては知らないことばかり。
それを丁寧に解説して下さり、１から社会人になる
準備・心構えが出来ました。（女、20代、学生）

Ｂ検対策と両立して、就職活動をする際の心構え
（マナーや働く意義を考えるなど）ができる講座だ
と思います。検定をやる人以外にも就活前におす
すめしたい講座でした。（女性・20代・学生）

■

■

■

お問い合わせ：

文部科学省後援

ビジネス能力検定（2級）合格対策講座
企業人に求められるビジネスリテラシーを習得できる公的資格です

ビジネス能力検定専門委員

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～6月、7月（検定）

月・木曜日

18:30～21:00

50名

8回＋検定1回

受 講 対 象 学生

学 生 ： 22,000円

※教材費・検定料は受講料に含まれています。
※本講座はwebでのお申し込みは出来ません。

a.「ビジネス能力検定2級
テキスト」2011年　　

b. オリジナルワークシート

15年間の法人営業として、様々な企業との取引を通して企業活動の実態を学
ぶ。人材育成コンサルタントとして、人材活用や営業戦略のコンサルティング
を行い現在に至る。大学、短大では、ビジネスリテラシー、ホスピタリティー教
育を担当。企業と学生の双方の視点でビジネス能力検定の指導にあたる。

い   とう きょう こ

伊藤 京子

講師紹介

※講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。

※講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。



資
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資
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試 験 概 要

受験資格
申込期間
試験日程
試験科目

試験会場
合 格 率
受 験 料

特になし
7月～8月（講座中にお知らせします。）
10月10日（祝）予定
①旅行業法及びこれに基づく命令
②旅行業約款、運送及び宿泊約款
③国内旅行実務  ④海外旅行実務　
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇
23.7%（平成22年）（4科目受験）
6,500円

：
：
：
：

：
：
：

日本旅行業協会　研修・試験部
東京都港区虎ノ門3－8－21　第33森ビル3Ｆ
TEL：03-3592-1277 http://www.jata-net.or.jp/

お問い合わせ：

2010年度（国内）
リバティアカデミー合格率
（合格者9名、受験者17名）

52.9％

2010年度（総合）
リバティアカデミー合格率
（合格者4名、受験者5名）

80.0％

※教材費・模試代金は受講料に含まれています。
※日本・世界地図は受講生各自で準備持参してください。

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～10月

火・土曜日

18:30～21:00（火曜日）
13:00～18:10（土曜日）

定　員

回　数

受 講 料

教　材

50名

31回

一般：91,000円
学生：79,000円

総合旅行管理者テキスト
総合旅行管理者応用問題
プリント模擬試験（国内・総合）

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

4月19日（火）  19：00～20：00

4月23日（土）  13：00～14：00

4月26日（火）  19：00～20：00

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY40 41MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

講座コード

11130016

資　格

 かな   い   ひさ   お

金井久夫 （学）トラべルジャーナル学園主任講師

講師紹介

総合旅行業務取扱管理者受験対策講座
国土交通省国家資格

旅行業界就職活動のパスポートをあなたに!

講座趣旨
　旅行業界で活躍する上で、強力な武器となる国土交通省国家資格「旅行業務取扱
管理者」。今後、就職、転職を控えた方の就職対策に最適な資格です。特に、旅行業
者では有資格者への評価も高く、採用の条件として考慮されています。また、将来、
旅行会社を独立・開業をする上で必要な資格となりますので、将来性も充分兼備えて
います。
　資格には国内のみを扱う「国内旅行管理者」と海外、国内両方扱える万能型の「総
合旅行管理者」があります。今回の講座では就職に特に有利な「総合旅行管理者」合
格を目指しますが、「国内旅行管理者」にもチャレンジでき、2つの資格を同時に取
得することも可能です。
　講座では、2011年度国家試験合格を目指し、約5ヵ月にわたり各科目ごとの徹底
指導を行います。講座中盤に弊校作成の国内旅行業務取扱管理者模擬試験を、さら
に、講座の最後には、総合旅行業務取扱管理者模擬試験を実施、実力の見極めと国
家試験本番までの弱点科目克服のために役立てていただきます。

火曜日

基
礎
コ
ー
ス

応
用
コ
ー
ス

日程 日程

土曜日

18：30～
19：40

1時限
19：50～
21：00

2時限
13：00～
14：10

1時限

13：00～14：20

14：20～
15：30

2時限
15：40～
16：50

3時限
17：00～
18：10

4時限

5/17

5/24

5/31

6/  7

6/14

6/21

6/28

7/  5

8/23

8/30

9/  6

9/13
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9/27

10/  1
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国内旅行実務

国内旅行実務

国内旅行実務

国内旅行実務

国内旅行実務

国内旅行実務

国内旅行実務

夏　休　み

海外旅行実務：観光地理

旅行業法令 国内実務

旅行業法令 国内実務

海外：出入国／実務／地理

海外：出入国／実務／地理

総合旅行業務取扱管理者・
模擬試験（※）

海外：出入国／実務／地理

ガイダンス 海外旅行実務：語学/観光地理

海外旅行実務：観光地理/旅行業務実務旅行業法令

旅行業法令

海外旅行実務：旅行業務実務旅行業法令

海外旅行実務：旅行業務実務／出入国関係法令

約款

約款

海外旅行実務：国際航空運賃

海外旅行実務：国際航空運賃

海外実務：国際航空運賃 国内旅行実務

7/12

国内管理者・模擬試験（※）法令／約款／国内旅行実務

約款

約款

国内実務

国内実務

国内実務

旅行業法令／約款／国内旅行実務（総合練習問題）

海外旅行実務：国際航空運賃

海外実務：国際航空運賃

法令／約款

14：30～16：30

国内実務／海外実務

16：45～18：10

解説・解答

※10/1（土）模試は受験番号報告者のみ受験可。
（注）国内旅行業務取扱管理者試験の実施日を9月11日（日）と想定してスケジュールを組んでい  
  ますので、試験日が変更となったときは応用コースのスケジュールを変更する場合があります。

録音サービス
当講座は、欠席フォローとして講座録音のダビン
グサービスを行います。講義実施日より2週間以内
となります。なお、ライブ録音のため不備な場合が
あります。予めご了承ください。

早稲田大学法学部卒。㈱京王観光で十数年、国内海外旅行の企画、手配業務に従事。また、添乗経験も豊富で現在も年に数回添乗に出ている。
㈲トラベルジャーナル学園の主任講師の他にJR東日本･西日本、大手旅行会社等の研修講師も担当している。

講座コード

11130017

資　格

内 容 日 程

6/30（木）8
情報収集とメディアの活用
産業と経済知識（経済・産業用語）
ビジネスと法律知識

1 オリエンテーション
時代を生き抜くキャリアマネジメント5/23（月）

2
仕事の原点はお客様の声
接客・営業の進め方5/30（月）

3
場に応じたビジネス会話
不満を信頼に変えるクレーム対応6/  6（月）

4
効果的なビジネスプレゼンテーション
チームワークと人のネットワーク6/13（月）

5 社内文書と社外文書 ※記述問題対策6/20（月）

6
仕事のマネジメント
IT時代の仕事の進め方
計画・スケジュール管理

6/23（木）

7 答案演習　解答解説6/27（月）

検定

検定試験は駿河台キャンパス、アカデミーコモンの教室で行います。
検定のお申込みは、第1回、第2回講義内で受付手続きを行います。
なお、お申込みに際し、リバティアカデミーへの成績開示について
了承するものとします。

7/  3（日）

講座趣旨
　ビジネス能力検定（Ｂ検）は、社会人に必要な仕事の能力を客観的に評価する検定
試験です。
　現在のビジネス社会では、自ら学び、考え、判断し、自主的に行動して、期待された成
果を生み出す人材、つまり自立型の人材が求められます。コミュニケーション能力、情報
ネットワークの活用能力や仕事のマネジメント能力などのビジネススキルを高め、仕事
でその能力を発揮できるかが評価につながります。
　ビジネス能力検定は業種や業界を問わず、仕事の基礎、基本となる知識を学ぶこと
ができます。まだ将来の方向性を決めていない人や、就職活動についてまず何からはじ
めようかと迷っている人が一歩踏み出すために有効な検定試験といえます。
　本講座では、社会人に必要な基礎能力を学びながら、仕事の実践力を評価する「ビ
ジネス能力検定2級」に挑戦します。学習を通じて最新の企業社会の中身を知り、時代
が求めるエンプロイアビリティー（就業能力）を身に付けることを目標とします。また、
就職対策やキャリアデザインの指標として役立つ知識を学ぶことができます。
　Ｂ検2級合格はもちろんのこと、就職活動と将来のビジネスライフを支援する講座
です。

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

受講生の声受講生の声

5月    9日（月） 18：30～19：30

4月25日（月） 18：30～19：30

試 験 概 要

受験資格
試験日程
受 験 料

試験会場
合格発表
合 格 率

特になし
第30回  2011年7月3日（日）
1級 6,000円
2級 3,800円
3級 2,800円
全国の指定された学校など約300会場
2011年8月下旬
40％前後（2級）

：
：
：

：
：
：

財団法人専修学校教育振興会 検定試験センター
〒102-0073
東京都千代田区九段北4-2-9
TEL：03-5275-6336  http://www.sgec.or.jp/bken

講座受講生は、7月3日（日）に駿河台キャンパスにて
受験することができます。試験の受付にかかわる詳
細は、講座内でご案内いたします。

講師の先生が実体験を交えて話してくれたので理
解し易かった。休憩もはさんでくれるのできつすぎ
なくて良かった。これから先、必ず役に立つ講座だ
と思う。あと、先生に魅力を感じました。
（女、20代、学生）

私は、就職活動を殆ど終えてからこの講座を受講
しましたが、「もっと早く受講していればなぁ」と
思いました。Ｂ検の内容は社会人の「常識」かもし
れませんが、学生にとっては知らないことばかり。
それを丁寧に解説して下さり、１から社会人になる
準備・心構えが出来ました。（女、20代、学生）

Ｂ検対策と両立して、就職活動をする際の心構え
（マナーや働く意義を考えるなど）ができる講座だ
と思います。検定をやる人以外にも就活前におす
すめしたい講座でした。（女性・20代・学生）

■

■

■

お問い合わせ：

文部科学省後援

ビジネス能力検定（2級）合格対策講座
企業人に求められるビジネスリテラシーを習得できる公的資格です

ビジネス能力検定専門委員

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～6月、7月（検定）

月・木曜日

18:30～21:00

50名

8回＋検定1回

受 講 対 象 学生

学 生 ： 22,000円

※教材費・検定料は受講料に含まれています。
※本講座はwebでのお申し込みは出来ません。

a.「ビジネス能力検定2級
テキスト」2011年　　

b. オリジナルワークシート

15年間の法人営業として、様々な企業との取引を通して企業活動の実態を学
ぶ。人材育成コンサルタントとして、人材活用や営業戦略のコンサルティング
を行い現在に至る。大学、短大では、ビジネスリテラシー、ホスピタリティー教
育を担当。企業と学生の双方の視点でビジネス能力検定の指導にあたる。

い   とう きょう こ

伊藤 京子

講師紹介

※講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。

※講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。
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講座コード

11130018

資　格

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実
　施いたします。

準1級・2級合同ガイダンス

4月21日（木） 19：00～20：00
4月12日（火） 19：00～20：00

試 験 概 要

受験資格
試験日程
試験形式

合格発表

学歴･年齢･性別を問いません。
第94回  平成23年6月19日（日）
準1級：6割が五者択一問題、4割が記述問題
（準1級は筆記試験に合格すると面接試験があります）

準1級：約20日後

：
：
：

：

実務技能検定協会秘書技能検定部
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場1-4-15
TEL：03-3200-6675  http://www.kentei.or.jp/

お問い合わせ：

理論領域　必要とされる資質、職務知識、一般知識
実技領域　マナ一･接遇、技能
理論･実技の領域でそれぞれ60%以上の正解が必要

合格基準/試験内容：

準1級  51.3%（2010年11月）
全国平均合格率：

文部科学省後援

秘書技能検定（準1級）合格対策講座
準1級合格で、就職面接を一歩リード！

講座受講生は、6月18日（土）に駿河台キャンパ
スにて受験することができます。試験の受付に
かかわる詳細は、講座内でご案内します。

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～6月

火・金曜日

19:00～21:00

50名

12回

一 般 ： 35,000円
学 生 ： 30,000円

※教材費は受講料に含まれています。

2009年11月 リバティアカデミー合格率

筆記試験 96.0％（合格者24名、受験者25名）
面接試験 85.7％（合格者12名、受験者14名）

2009年6月 リバティアカデミー合格率

筆記試験 80％（合格者4名、受験者5名）
面接試験 80％（合格者16名、受験者20名）

※面接講座受講生の結果です。

2010年6月 リバティアカデミー合格率

筆記試験 60.9％（合格者14名、受験者23名）
面接試験 90.0％（合格者9名、受験者10名） ※面接講座受講生の結果です。

講座趣旨
　秘書検定準1級は、社会人の受験が目立ちます。年齢も若い方から年配の方まで幅
広い受験者がいます。社会人になると必ず必要になる言葉遣いやマナー接遇などは
会社では教えてもらえず、必要に迫られて受験するということが少なくないようです。
また、筆記試験に合格すると、その後、面接試験があります。筆記と実技（面接）に合
格して初めて“本合格”になります。2級とは社会的評価が違います。したがって、学
生のうちに準1級に合格しておくことは就職活動で大変有利になるだけでなく、就職
してからも知識と技能は役立ちます。
　本講座では、平成23年6月に行われる第94回筆記試験合格を目指し、試験直前ま
で学習します。傾向と対策を中心に、問題の意味の捉え方･解答の導き出し方のコツ
を徹底指導します。仕上げには模擬試験を行い、合格を確実にします。

※授業内容は、都合により変更する場合があります。あらかじめご承知おきください。

準1級クイックマスター、
準1級実問題集、模擬試験、
講師資料

講座コード

11130019

資　格

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実
　施いたします。

準1級・2級合同ガイダンス

4月21日（木） 19：00～20：00
4月12日（火） 19：00～20：00

試 験 概 要

受験資格
試験日程
試験形式
合格発表

学歴･年齢･性別を問いません。
第94回  平成23年6月19日（日）
2　級：9割が五者択一問題、1割が記述問題
2　級：約1ヶ月後

：
：
：
：

実務技能検定協会秘書技能検定部
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場1-4-15
TEL：03-3200-6675  http://www.kentei.or.jp/

お問い合わせ：

理論領域　必要とされる資質、職務知識、一般知識
実技領域　マナ一･接遇、技能
理論･実技の領域でそれぞれ60%以上の正解が必要

合格基準/試験内容：

2　級  45.3%（2010年11月）
全国平均合格率：

文部科学省後援

秘書技能検定（2級）合格対策講座
就活で必ず役に立つスタンダードライセンス！

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～6月

月・木曜日

19:00～21:00

50名

10回

一 般 ： 34,000円
学 生 ： 29,000円

※教材費は受講料に含まれています。

2級クイックマスター、
2級実問題集、模擬試験、
講師資料

講座趣旨
　秘書検定は、社会人として必要な実務知識･技能を問う試験です。敬語やていねい
語の正しい遣い方、ビジネス文書、マナー接遇、企業知識などが含まれており、大学
生または就職試験を控えた方にとっては就職活動において有利になるだけでなく、就
職してからも役立つ知識･技能が身につきます。また、就職面接などでの好感度アッ
プに役立てたいと、男子学生や男性の受験も増えています。
　本講座では、平成23年6月に行われる秘書検定2級合格を目指し、傾向と対策を
中心に学習します。特に、問題の意味の捉え方、解答の導き出し方のコツを指導しま
す。総仕上げでは模擬試験を行い、合格を確実にします。

※授業内容は、都合により変更する場合があります。あらかじめご承知おきください。

受講生の声受講生の声
講師の方の説明がとてもわかりやすくて、ポイントが掴みやすくて良かった。教材が詳
しく、しっかりしていたので理解しやすかった。

先生がキレイで優しくわかりやすい！！授業を受けるだけで、1人で教科書を読むより
全然内容が取り込めるし、授業の回数をこなしていくうちに勉強が楽しくなっていきま
した。受講して良かったと心から思っています。

具体的に何をしたらいいのか、どこを覚えたらいいのか的確に教えていただけたので、
すごくスムーズに自習できた。わかりやすく秘書の根本的な考え方から教えていただ
けたので、しっかりと理解しながらすすめられた。自分だけでは絶対にここまで理解を
深めたり効率よく学べなかったと思う。この講座をとって本当に良かったです。

■

■

■

受講生の声受講生の声
質問しやすい雰囲気の講師の方のおかげで、分からない部分を質問することで、毎回
ちゃんと理解しながら進んでいくことができました。

配布資料や副教材を多く用意していただき、非常に手厚いサポートに感謝しています。
2か月という時間制約の中で効率よく合格するための工夫が凝らされた講義でした。

講師がとても素敵であこがれてしまいました。明るくきちんとしていて、それでいて
ユーモアもあり、あっという間に2時間が過ぎてしまいます（実は眠くなっちゃうか
と思っていましたが、説明がわかりやすくてそんなことは一度もありませんでした）。
教材も負担にならない量でとても使いやすいです。

■

■

■

資

　格

資

　格

講師紹介

社 直子　早稲田ワーキングスクール講師
一般企業の社長秘書を経て、秘書教育、ビジネスマナー教育に携わる。大学では秘書検定対策講座をはじめ、就職対策講座・面接対策講座
を担当。企業ではビジネスマナー研修、秘書実務研修を担当。秘書検定準1級面接試験では（財）実務技能検定協会・秘書検定部より面接試
験委員を委託されている。

講師紹介

藤井 充子　早稲田ワーキングスクール講師
航空会社客室乗務員勤務を経て現在に至る。各大学で秘書検定対策講座、面接講座を担当。
秘書検定準1級面接試験では（財）実務技能検定協会・秘書検定部より面接試験委員を委託されている。

※講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。

講座受講生は、6月18日（土）に駿河台キャンパ
スにて受験することができます。試験の受付に
かかわる詳細は、講座内でご案内します。

※講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。
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講座コード

11130018

資　格

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実
　施いたします。

準1級・2級合同ガイダンス

4月21日（木） 19：00～20：00
4月12日（火） 19：00～20：00

試 験 概 要

受験資格
試験日程
試験形式

合格発表

学歴･年齢･性別を問いません。
第94回  平成23年6月19日（日）
準1級：6割が五者択一問題、4割が記述問題
（準1級は筆記試験に合格すると面接試験があります）

準1級：約20日後

：
：
：

：

実務技能検定協会秘書技能検定部
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場1-4-15
TEL：03-3200-6675  http://www.kentei.or.jp/

お問い合わせ：

理論領域　必要とされる資質、職務知識、一般知識
実技領域　マナ一･接遇、技能
理論･実技の領域でそれぞれ60%以上の正解が必要

合格基準/試験内容：

準1級  51.3%（2010年11月）
全国平均合格率：

文部科学省後援

秘書技能検定（準1級）合格対策講座
準1級合格で、就職面接を一歩リード！

講座受講生は、6月18日（土）に駿河台キャンパ
スにて受験することができます。試験の受付に
かかわる詳細は、講座内でご案内します。

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～6月

火・金曜日

19:00～21:00

50名

12回

一 般 ： 35,000円
学 生 ： 30,000円

※教材費は受講料に含まれています。

2009年11月 リバティアカデミー合格率

筆記試験 96.0％（合格者24名、受験者25名）
面接試験 85.7％（合格者12名、受験者14名）

2009年6月 リバティアカデミー合格率

筆記試験 80％（合格者4名、受験者5名）
面接試験 80％（合格者16名、受験者20名）

※面接講座受講生の結果です。

2010年6月 リバティアカデミー合格率

筆記試験 60.9％（合格者14名、受験者23名）
面接試験 90.0％（合格者9名、受験者10名） ※面接講座受講生の結果です。

講座趣旨
　秘書検定準1級は、社会人の受験が目立ちます。年齢も若い方から年配の方まで幅
広い受験者がいます。社会人になると必ず必要になる言葉遣いやマナー接遇などは
会社では教えてもらえず、必要に迫られて受験するということが少なくないようです。
また、筆記試験に合格すると、その後、面接試験があります。筆記と実技（面接）に合
格して初めて“本合格”になります。2級とは社会的評価が違います。したがって、学
生のうちに準1級に合格しておくことは就職活動で大変有利になるだけでなく、就職
してからも知識と技能は役立ちます。
　本講座では、平成23年6月に行われる第94回筆記試験合格を目指し、試験直前ま
で学習します。傾向と対策を中心に、問題の意味の捉え方･解答の導き出し方のコツ
を徹底指導します。仕上げには模擬試験を行い、合格を確実にします。

※授業内容は、都合により変更する場合があります。あらかじめご承知おきください。

準1級クイックマスター、
準1級実問題集、模擬試験、
講師資料

講座コード

11130019

資　格

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実
　施いたします。

準1級・2級合同ガイダンス

4月21日（木） 19：00～20：00
4月12日（火） 19：00～20：00

試 験 概 要

受験資格
試験日程
試験形式
合格発表

学歴･年齢･性別を問いません。
第94回  平成23年6月19日（日）
2　級：9割が五者択一問題、1割が記述問題
2　級：約1ヶ月後

：
：
：
：

実務技能検定協会秘書技能検定部
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場1-4-15
TEL：03-3200-6675  http://www.kentei.or.jp/

お問い合わせ：

理論領域　必要とされる資質、職務知識、一般知識
実技領域　マナ一･接遇、技能
理論･実技の領域でそれぞれ60%以上の正解が必要

合格基準/試験内容：

2　級  45.3%（2010年11月）
全国平均合格率：

文部科学省後援

秘書技能検定（2級）合格対策講座
就活で必ず役に立つスタンダードライセンス！

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

5月～6月

月・木曜日

19:00～21:00

50名

10回

一 般 ： 34,000円
学 生 ： 29,000円

※教材費は受講料に含まれています。

2級クイックマスター、
2級実問題集、模擬試験、
講師資料
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　秘書検定は、社会人として必要な実務知識･技能を問う試験です。敬語やていねい
語の正しい遣い方、ビジネス文書、マナー接遇、企業知識などが含まれており、大学
生または就職試験を控えた方にとっては就職活動において有利になるだけでなく、就
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　本講座では、平成23年6月に行われる秘書検定2級合格を目指し、傾向と対策を
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す。総仕上げでは模擬試験を行い、合格を確実にします。

※授業内容は、都合により変更する場合があります。あらかじめご承知おきください。

受講生の声受講生の声
講師の方の説明がとてもわかりやすくて、ポイントが掴みやすくて良かった。教材が詳
しく、しっかりしていたので理解しやすかった。

先生がキレイで優しくわかりやすい！！授業を受けるだけで、1人で教科書を読むより
全然内容が取り込めるし、授業の回数をこなしていくうちに勉強が楽しくなっていきま
した。受講して良かったと心から思っています。

具体的に何をしたらいいのか、どこを覚えたらいいのか的確に教えていただけたので、
すごくスムーズに自習できた。わかりやすく秘書の根本的な考え方から教えていただ
けたので、しっかりと理解しながらすすめられた。自分だけでは絶対にここまで理解を
深めたり効率よく学べなかったと思う。この講座をとって本当に良かったです。

■

■

■

受講生の声受講生の声
質問しやすい雰囲気の講師の方のおかげで、分からない部分を質問することで、毎回
ちゃんと理解しながら進んでいくことができました。

配布資料や副教材を多く用意していただき、非常に手厚いサポートに感謝しています。
2か月という時間制約の中で効率よく合格するための工夫が凝らされた講義でした。

講師がとても素敵であこがれてしまいました。明るくきちんとしていて、それでいて
ユーモアもあり、あっという間に2時間が過ぎてしまいます（実は眠くなっちゃうか
と思っていましたが、説明がわかりやすくてそんなことは一度もありませんでした）。
教材も負担にならない量でとても使いやすいです。

■

■

■

資

　格

資

　格

講師紹介

社 直子　早稲田ワーキングスクール講師
一般企業の社長秘書を経て、秘書教育、ビジネスマナー教育に携わる。大学では秘書検定対策講座をはじめ、就職対策講座・面接対策講座
を担当。企業ではビジネスマナー研修、秘書実務研修を担当。秘書検定準1級面接試験では（財）実務技能検定協会・秘書検定部より面接試
験委員を委託されている。

講師紹介

藤井 充子　早稲田ワーキングスクール講師
航空会社客室乗務員勤務を経て現在に至る。各大学で秘書検定対策講座、面接講座を担当。
秘書検定準1級面接試験では（財）実務技能検定協会・秘書検定部より面接試験委員を委託されている。

※講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。

講座受講生は、6月18日（土）に駿河台キャンパ
スにて受験することができます。試験の受付に
かかわる詳細は、講座内でご案内します。

※講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。
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講座趣旨

講座コード

11130020

資　格

　食生活アドバイザー 検定3級のテーマは『生活者・消費者として賢く生きるため、より
よい食生活を送るための実践知識の習得』ですから、私達を取り巻く食と生活に密着し
た内容が検定問題として出題されています。
　本講座は、食や健康に関する旬のテーマや最新の情報も取り入れながら合格を目指し
ますので、日常生活ですぐに確認して、実践できることが大きな特徴となっています。
  「食」は私達にとって健康で楽しく充実した生活を送るために絶対欠かせないもので
す。だからこそ、食育という観点も含め、幅広い見識と正確な知識を持ち、的確に食と
生活の提案ができることを目指してチャレンジしましょう！

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

5月18日（水） 19：00～20：00
5月11日（水） 19：00～20：00

試 験 概 要

受験資格
試験日程
受 験 料
試験時間
試験科目

試験方法
試験問題
合格ライン

：
：
：
：
：

：
：
：

一般社団法人  FLAネットワーク協会
食生活アドバイザー   検定事務局
フリーダイヤル：0120-86-3593
http//www.flanet.jp/

お問い合わせ：

食生活アドバイザー  検定（3級）合格対策講座
「食べる」を「生活」の視点で考えます

一般社団法人  FLAネットワーク協会会長
食生活アドバイザー   公認講師代表

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

6月～7月、7月（検定）

水曜日

19:00～21:00
※講義の途中に、適宜休憩が入る
　場合があります。

30名

6回＋検定1回

一 般 ： 29,000円
学 生 ： 24,000円

※教材費・検定料は受講料に含まれています。

食生活アドバイザー
3級テキスト

たけ うち ひろ みつ

竹内 弘光

講師紹介

R

高等教育、専門教育、社会人教育において教鞭を振るい、現在、食生活アド
バイザー  検定試験の主催団体であるＦＬＡネットワーク協会会長ならびに
食生活アドバイザー  公認講師代表として、大学での授業をはじめ、全国の講
習会・セミナー・講演会などで幅広く活躍している。主な著書に「なる本食生
活アドバイザー」（週刊住宅新聞社）、「食生活アドバイザー検定に面白いほ
ど受かる本」（中経出版）、「食生活アドバイザー テキスト」（日本能率協会
マネジメントセンター）など多数ある。

資

　格

食育の推進
我が国の食生活の現状と食育の推進については、食
育基本法に基づき、食育推進計画があります。国は、
国民の食料への安全・安心と健全な食生活の知識の
普及、情報の提供等を推進しています。メタボリック
シンドロームや食事バランスガイドなどがその例に挙
げられます。食生活アドバイザー®では、関連して下記
について学習します。

“一汁三菜“で健康な食生活
献立は大きく分けて主食（ご飯）と副食（おかず）に分けられます。「主
食・副食」の組み合わせによって食事献立のバランスが変わります。主
食のご飯は炭水化物を多く含みエネルギーとなるため、食事全体の半
分は摂りたいものです。しかし近年、主食のご飯よりも副食のおかずを
たっぷり食べる傾向にあり、幼少からのご飯離れがバランスの崩れた
高タンパクで高脂肪な食に偏りやすいと指摘されています。そこで、何
をどれだけ摂ればバランスがよいのでしょうか。

タンパク質と脂質を多く含むもので、骨格・筋肉・細胞膜・血液成分な
どを構成するのに必要な食材を選びましょう。

主菜 メインになるおかずで肉・魚・玉子・大豆製品などの器

ビタミン・ミネラルを多く含むもので食物繊維も豊富。風邪予防や便秘解
消、身体の調子を整えてくれる栄養素を含んだ食材を選びましょう。

副菜 主に野菜海藻果実など、2つの器に分けられます。

大豆に含まれる良質なタンパク質はもちのんのこと、ビタミン・ミネラルも同時に
摂取できる栄養補助食品です。具だくさんで栄養満点のみそ汁を摂りましょう。

汁物 具（野菜や海藻など）のたくさん入ったみそ汁。
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講座趣旨

講座コード

11130020

資　格
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　格

食育の推進
我が国の食生活の現状と食育の推進については、食
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国民の食料への安全・安心と健全な食生活の知識の
普及、情報の提供等を推進しています。メタボリック
シンドロームや食事バランスガイドなどがその例に挙
げられます。食生活アドバイザー®では、関連して下記
について学習します。

“一汁三菜“で健康な食生活
献立は大きく分けて主食（ご飯）と副食（おかず）に分けられます。「主
食・副食」の組み合わせによって食事献立のバランスが変わります。主
食のご飯は炭水化物を多く含みエネルギーとなるため、食事全体の半
分は摂りたいものです。しかし近年、主食のご飯よりも副食のおかずを
たっぷり食べる傾向にあり、幼少からのご飯離れがバランスの崩れた
高タンパクで高脂肪な食に偏りやすいと指摘されています。そこで、何
をどれだけ摂ればバランスがよいのでしょうか。

タンパク質と脂質を多く含むもので、骨格・筋肉・細胞膜・血液成分な
どを構成するのに必要な食材を選びましょう。

主菜 メインになるおかずで肉・魚・玉子・大豆製品などの器

ビタミン・ミネラルを多く含むもので食物繊維も豊富。風邪予防や便秘解
消、身体の調子を整えてくれる栄養素を含んだ食材を選びましょう。

副菜 主に野菜海藻果実など、2つの器に分けられます。

大豆に含まれる良質なタンパク質はもちのんのこと、ビタミン・ミネラルも同時に
摂取できる栄養補助食品です。具だくさんで栄養満点のみそ汁を摂りましょう。

汁物 具（野菜や海藻など）のたくさん入ったみそ汁。
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講座コード 11130025～11130034資　格

国家Ⅱ種･地方上級
公務員試験受験対策講座

2011年度（平成23年度）

3 論作文コース 【駿河台キャンパス】（9月～11月） 講座コード 11130027

面接でも重要なポイント
「人に読んでもらう」論作文
　近年、論作文に苦手意識を持つ学生が増加する傾向にあります。
「人に読んでもらう」ための論作文作成力が身につくためのポイント講
義と添削指導 3回（通信添削 1回含む）を実施します。

期　間

回　数

受講料

時　間

定　員

2011年9月～11月

6回（90分×6コマ）※添削指導3回

7,600円（教材費等なし）

授業期間6･7限

100名（最少開講人数40名）

2 主要5科目コース 【駿河台キャンパス】（5月～12月） 講座コード 11130026

駿河台キャンパス実施、定期試験等の学年暦に対応!
公務員試験(国家Ⅱ種･地方上級)の合格を目指す!
　本コースは、国家公務員Ⅱ種と地方公務員試験において必須である
「憲法」（24コマ）、「民法」（34コマ）、「行政法」（27コマ）、「経済原論」
（40コマ）、「数的処理」（24コマ）といった主要 5 科目を中心としたカ
リキュラムです。これらは、併願パターンとして多く見られる国税専門官、
裁判所事務官Ⅱ種及び労働基準監督官の試験にも対応できるカリキュ
ラム設定となっています。

期　間

回　数

受講料

時　間

定　員

2011年5月～12月

149回（90分×149コマ）

89,400円（別途テキスト代 約23,000円）

授業期間6･7限、夏季集中2～4限

100名（最少開講人数40名）

★ガイダンス：4月開催!★0h.meiji,学内掲示板等でお知らせします。

 セット特典！
講座コード 111300252～5コースのセット受講  ￥125,000→￥112,0001

受講のモデルケース

1・2年生 3年生 4年生

和泉キャンパス

8 入門講座
（10月～12月）

駿河台キャンパス

2 主要5科目コース（5月～12月）

駿河台キャンパス 官公庁訪問など

6 教養直前演習コース（3月～4月）4 専門得点アップコース（2月～3月）

3 論作文コース（9月～11月）

1 セット受講

5 教養得点アップコース（3月） 7 主要5科目直前演習・
面接対策コース（4月）

生田キャンパス

9 公務員試験対策総まとめコース（3月）

進行
チェック

担当

土

1校

12／15

2校

1／8

3校

1／13

色校

1／00

校了

1／00
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資

　格

資

　格

講座コード11130025～11130034資　格講座コード11130025～11130034資　格

国家Ⅱ種･地方上級
公務員試験受験対策講座

2011年度（平成23年度）

9 公務員試験対策
総まとめコース 【生田キャンパス】（2012年3月） 講座コード 11130031

理工系学生の弱点である教養科目についての対策を行い
論作文対策と模擬試験＋解説を加えた総まとめ講座
　本講座は、過去問題を利用して、公務員受験者の最終調整を目的とし
た講座です。公務員予備校で学習している学生は理工系では少なく、多
くの学生はバランスの悪い学習をしています。
　そこで、教養科目の「数的処理」（3コマ）、「自然科学」（3コマ）、「社会
科学」（6コマ）、「人文科学」（6コマ）、「文章理解」（3コマ）について総ま
とめを行い、さらに「論作文対策」（3コマ）と「模擬試験＋解説」（3コマ）
を実施することで、受講生の希望を叶えていきます。

期　間

回　数

受講料

時　間

定　員

2012年3月

27回（90分×27コマ）

27,000円（別途テキスト代 約2,500円）

春季集中2～4限

60名（最少開講人数18名）

★ガイダンス：6月・9月に和泉キャンパスで開催!★0h.meiji,学内掲示板等でお知らせします。

8 入門講座 【和泉キャンパス】（10月～12月） 講座コード 11130030

和泉キャンパス実施、定期試験等の学年暦に完全対応 !
明大生のための講座設定
　本格的な公務員受験対策（主要 5 科目コース）に入る前に基礎学力を
養うことを目的としています。法律系科目の基礎となる「政治･経済･社
会」（10コマ）、文系学生が苦手とする「経済原論」（6コマ）、「数的処理」
（14コマ）についての入門的な学習を行います。
　特に数学（因数分解･方程式）や政治･経済が苦手な方には受講を
おすすめします。

期　間

回　数

受講料

時　間

定　員

2011年10月～12月

30回（90分×30コマ）

21,000円（別途テキスト代 約5,000円）

授業期間6･7限

150名（最少開講人数40名）

★ガイダンス：2012年1月に生田キャンパスで開催!★0h.meiji,学内掲示板等でお知らせします。

※論作文・模擬試験を含む

講師紹介

（株）教育企画センター 公務員講座講師

5 教養得点アップコ一ス 【駿河台キャンパス】（2012年3月） 講座コード 11130029

教養試験で特に配点の大きい
「政治･経済･社会」の集中講座 !
　教養科目の「政治･経済･社会」は専門試験の導入部として位置付け
られているため、「高校の教科書だけで十分だ !」と言うわけにはいきませ
ん。そこで「政治･経済･社会」の効果的学習法は、専門科目の学習に取
り組んだ後、本試験直前に問題演習を一気にやることで、短期間に得
点アップが望めます。どの受験生にもオススメです。

期　間

回　数

受講料

時　間

定　員

2012年3月

10回（90分×10コマ）

7,000円（別途テキスト代 約2,000円）

春季集中2～4限

100名（最少開講人数40名）

主要 5科目に次ぐ重要科目
短期集中で得点力をアップする
　暗記科目としての傾向が強い「政治学」（10コマ）、「行政学」（10コマ）、
その内容が経済原論と5割重複する「財政学」（10コマ）。いずれも主要
5 科目の次に学習し得点を取っておきたい科目です。
　本コースでは問題演習を中心に短期間で得点力をつけることを目的
に講義を進めていきます。

期　間

回　数

受講料

時　間

定　員

2012年2月～3月

30回（90分×30コマ）

21,000円（別途テキスト代 約13,000円）

春季集中2～4限

100名（最少開講人数40名）

4 【駿河台キャンパス】（2012年2月～3月） 講座コード 11130028専門得点アップコース

★ガイダンス：2012年1月に駿河台キャンパスで開催！★0h.meiji,学内掲示板等でお知らせします。

  セット特典！ 6･7コースのセット受講  ￥36,400→￥32,000

6 教養直前演習コース 【駿河台キャンパス】（2012年3月～4月）

演習問題を通して
得点すべき分野を確実にする
　教養試験の一般知識は、ほとんどが高校での学習範囲のため、国家
公務員Ⅱ種･地方公務員上級以上のクラスを目指す人は安易に考えがち
ですが、出題範囲が広く的が絞りにくい分野です。
　本コースは、「人文科学」（9コマ）、「自然科学」（9コマ）の一般知識
と「文章理解」（6コマ）について予想される出題項目を紹介するととも
に、演習問題を通して得点すべき分野を確実に押さえます。

期　間

回　数

受講料

時　間

定　員

2012年3月～4月

24回（90分×24コマ）

16,800円（別途テキスト代 約2,500円）

春季集中2～4限、授業期間6･7限

60名（最少開講人数25名）

本試験に向けてワンランクアップ ! 実カを発揮するため
の完成答練、ポイントチェック、解答･解説 !
　本試験で要求されるのは、何といっても問題を解くスピードと集中力で
す。それを本コースでは、徹底的に養います。本試験での、主要予想問題
を約 500 問厳選したうえで、選択肢の一つ一つを丹念に潰していきま
す。問題の解答を集中的に考える中で自然とスピードもアップし、本試
験に緊張感を持続させたままで、力が最もピークに達した時点で本番に
挑みます。国家Ⅱ種、地方上級合格を勝ち取るためには絶対必要な講座
です。（憲法 4コマ、民法 6コマ、行政法 4コマ、数的処理 6コマ、経済
原論 6コマ、面接対策 2コマ）

期　間

回　数

受講料

時　間

定　員

2012年4月

28回（90分×28コマ）

19,600円（別途テキスト代 約5,000円）

授業期間6･7限

60名（最少開講人数25名）

7 【駿河台キャンパス】（2012年4月）主要5科目直前演習･面接対策コース

講座コード 11130032

講座コード 11130033

講座コード 11130034
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資

　格

資

　格

講座コード11130025～11130034資　格講座コード11130025～11130034資　格

国家Ⅱ種･地方上級
公務員試験受験対策講座

2011年度（平成23年度）

9 公務員試験対策
総まとめコース 【生田キャンパス】（2012年3月） 講座コード 11130031

理工系学生の弱点である教養科目についての対策を行い
論作文対策と模擬試験＋解説を加えた総まとめ講座
　本講座は、過去問題を利用して、公務員受験者の最終調整を目的とし
た講座です。公務員予備校で学習している学生は理工系では少なく、多
くの学生はバランスの悪い学習をしています。
　そこで、教養科目の「数的処理」（3コマ）、「自然科学」（3コマ）、「社会
科学」（6コマ）、「人文科学」（6コマ）、「文章理解」（3コマ）について総ま
とめを行い、さらに「論作文対策」（3コマ）と「模擬試験＋解説」（3コマ）
を実施することで、受講生の希望を叶えていきます。

期　間

回　数

受講料

時　間

定　員

2012年3月

27回（90分×27コマ）

27,000円（別途テキスト代 約2,500円）

春季集中2～4限

60名（最少開講人数18名）

★ガイダンス：6月・9月に和泉キャンパスで開催!★0h.meiji,学内掲示板等でお知らせします。

8 入門講座 【和泉キャンパス】（10月～12月） 講座コード 11130030

和泉キャンパス実施、定期試験等の学年暦に完全対応 !
明大生のための講座設定
　本格的な公務員受験対策（主要 5 科目コース）に入る前に基礎学力を
養うことを目的としています。法律系科目の基礎となる「政治･経済･社
会」（10コマ）、文系学生が苦手とする「経済原論」（6コマ）、「数的処理」
（14コマ）についての入門的な学習を行います。
　特に数学（因数分解･方程式）や政治･経済が苦手な方には受講を
おすすめします。

期　間

回　数

受講料

時　間

定　員

2011年10月～12月

30回（90分×30コマ）

21,000円（別途テキスト代 約5,000円）

授業期間6･7限

150名（最少開講人数40名）

★ガイダンス：2012年1月に生田キャンパスで開催!★0h.meiji,学内掲示板等でお知らせします。

※論作文・模擬試験を含む

講師紹介

（株）教育企画センター 公務員講座講師

5 教養得点アップコ一ス 【駿河台キャンパス】（2012年3月） 講座コード 11130029

教養試験で特に配点の大きい
「政治･経済･社会」の集中講座 !
　教養科目の「政治･経済･社会」は専門試験の導入部として位置付け
られているため、「高校の教科書だけで十分だ !」と言うわけにはいきませ
ん。そこで「政治･経済･社会」の効果的学習法は、専門科目の学習に取
り組んだ後、本試験直前に問題演習を一気にやることで、短期間に得
点アップが望めます。どの受験生にもオススメです。

期　間

回　数

受講料

時　間

定　員

2012年3月

10回（90分×10コマ）

7,000円（別途テキスト代 約2,000円）

春季集中2～4限

100名（最少開講人数40名）

主要 5科目に次ぐ重要科目
短期集中で得点力をアップする
　暗記科目としての傾向が強い「政治学」（10コマ）、「行政学」（10コマ）、
その内容が経済原論と5割重複する「財政学」（10コマ）。いずれも主要
5 科目の次に学習し得点を取っておきたい科目です。
　本コースでは問題演習を中心に短期間で得点力をつけることを目的
に講義を進めていきます。

期　間

回　数

受講料

時　間

定　員

2012年2月～3月

30回（90分×30コマ）

21,000円（別途テキスト代 約13,000円）

春季集中2～4限

100名（最少開講人数40名）

4 【駿河台キャンパス】（2012年2月～3月） 講座コード 11130028専門得点アップコース

★ガイダンス：2012年1月に駿河台キャンパスで開催！★0h.meiji,学内掲示板等でお知らせします。

  セット特典！ 6･7コースのセット受講  ￥36,400→￥32,000

6 教養直前演習コース 【駿河台キャンパス】（2012年3月～4月）

演習問題を通して
得点すべき分野を確実にする
　教養試験の一般知識は、ほとんどが高校での学習範囲のため、国家
公務員Ⅱ種･地方公務員上級以上のクラスを目指す人は安易に考えがち
ですが、出題範囲が広く的が絞りにくい分野です。
　本コースは、「人文科学」（9コマ）、「自然科学」（9コマ）の一般知識
と「文章理解」（6コマ）について予想される出題項目を紹介するととも
に、演習問題を通して得点すべき分野を確実に押さえます。

期　間

回　数

受講料

時　間

定　員

2012年3月～4月

24回（90分×24コマ）

16,800円（別途テキスト代 約2,500円）

春季集中2～4限、授業期間6･7限

60名（最少開講人数25名）

本試験に向けてワンランクアップ ! 実カを発揮するため
の完成答練、ポイントチェック、解答･解説 !
　本試験で要求されるのは、何といっても問題を解くスピードと集中力で
す。それを本コースでは、徹底的に養います。本試験での、主要予想問題
を約 500 問厳選したうえで、選択肢の一つ一つを丹念に潰していきま
す。問題の解答を集中的に考える中で自然とスピードもアップし、本試
験に緊張感を持続させたままで、力が最もピークに達した時点で本番に
挑みます。国家Ⅱ種、地方上級合格を勝ち取るためには絶対必要な講座
です。（憲法 4コマ、民法 6コマ、行政法 4コマ、数的処理 6コマ、経済
原論 6コマ、面接対策 2コマ）

期　間

回　数

受講料

時　間

定　員

2012年4月

28回（90分×28コマ）

19,600円（別途テキスト代 約5,000円）

授業期間6･7限

60名（最少開講人数25名）

7 【駿河台キャンパス】（2012年4月）主要5科目直前演習･面接対策コース

講座コード 11130032

講座コード 11130033

講座コード 11130034



講座趣旨

講座コード

11130021

実　務

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

4月～5月

木曜日

13:00～15:00
※講義の途中に、適宜休憩が入る
　場合があります。

50名

5回

一 般 ： 13,000円
学 生 ：   9,000円

※教材費は受講料に含まれています。

　先祖代々から譲り受けた財産、一代で築き上げた財産、その成り立ちは様々であっ
ても、その大切な財産が相続人間の紛争を招き、遺された親子間や兄弟姉妹の関係
を悪化させる原因になるのは避けたいものです。
遺言書は、人生の集大成として作成する自分史であると共に、相続人間の平和を守
り、相続人のその後の生活を保障する大切な約束状でもあります。
しかし相続人から感謝される筈の遺言が、遺留分の問題を含めもう少しの配慮が不
足した為に、紛争を招いてしまうケースがしばしば見受けられます。
　多くの事例を紹介することにより、感謝される相続を目指します。

オリジナルプリント

受講生の声受講生の声
担当講師が熱心に講義された事に感謝します。父
死亡後30年放っておいた遺産相続手続きに大い
に参考になりました。

講師の人柄の良さ、人に理解してもらおうとする姿
勢など素敵な人間性だった。短い期間だったけれ
ど、幸せな気持ちになれた事、また色々知る事が
できました。有難うございました。

具体例をあげての講義でしたので、とても興味を
持って受ける事ができました。横須賀先生のよう
に相続について授業して下さる先生はなかなかい
らっしゃいません。（他の大学ではありません。）
とても勉強になりました。引き続きの講義が行わ
れることを願っております!!

相続はとても参考になって、私の父が死亡した時
に、このことを知っていたらどんなに良かったかと
思います。

■

■

■

■

内 容 日 程

相続入門～相続･贈与の基礎知識～
遺言により争いを少なく、感謝される相続を

4/14（木）1

相続、贈与の基礎知識（法定相続人、法定相続分、遺留分）
相続が争続になっている
相続と生前贈与
法定相続人と相続人

（1）
（2）
（3）

実子と養子
嫡出子と非嫡出子

（4）
（5）

遺言書の種類、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
遺言執行
暦年贈与と相続時精算贈与
遺留分の減殺請求
相続放棄と遺留分放棄

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

4/21（木）2

相続対策（遺言書の作成、遺言執行、生前贈与）

遺言書がある場合  遺留分
遺言書がない場合  分割協議書の作成
遺言書の盲点
分割協議不成立一家庭裁判所への調停の申し立て

（1）
（2）
（3）
（4）

相続開始後の手続き（分割協議書、家庭裁判所の調停･審判、名義変更）

4/28（木）3

財産評価  土地･有価証券･預貯金など
相続財産と非課税財産
みなし相続財産(生命保険金、退職金)
積極財産と消極財産
相続税の改正

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

相続税、贈与税Ⅰ（財産評価、税金の納付、相続税対策、不動産の譲渡）

5/12（木）4

相続対策と相続税対策、自分自
身の幸せ、家族の絆
熟慮の上の相続税対策

（4）

（5）

相続税の計算
贈与税の計算
相続税の納付（物納、延納）

（1）
（2）
（3）

相続税、贈与税Ⅱ

5/19（木）5

税理士

明治大学商学部卒業。税理士、行政書士、宅地建物取引主任、租税訴訟補佐人、登録政治資金監査人、地方公共団体外部監査人履修者　会
計参与の資格を持つ。千葉生涯大学、成田社会人大学、税理士会、法人会、商工会議所、法人会での講師等多方面に活躍。千葉県税理士会理
事を勤める。

よこ　す　か けい   こ

横須賀 啓子

講師紹介

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

3月31日（木） 13：00～14：00
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講座趣旨

講座コード

11130022

実　務

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

6月～7月

月曜日

19:00～21:00
※講義の途中に、適宜休憩が入る
　場合があります。

30名

5回

一 般 ： 18,000円
学 生 ： 12,000円

※教材費は受講料に含まれています。

　日常的に視覚言語といわれる「色」は、様々な言葉を持っています。
「情熱は赤」、「憂うつは青」など、映画や小説、絵画で心理描写を表わすシンボル
として用いられるのも、色が心と深い関わりを持つためです。色は心を読み解くキー
ワードであり、自分を成長させる自己啓発にも役立てることができます。誰にでも身
近な存在である色彩は、子供の心の内側を理解するツールとしても、ストレスで疲弊
して心のバランスを欠いている大人のメンタルケアにも応用が可能です。
　本講座では色のイメージからその心理的意味、カラーテストの知識を紹介し、色
を通したセラピー方法を幅広い層の方々に紹介していきます。

オリジナルプリント
内 容 日 程

色彩心理（入門編）
～色の心理学とカラーセラピーの世界～

6/  6（月）1

色の不思議なチカラ・心を動かす心理効果とは
知られざる色の素顔
心を癒し、元気づける色
色のイメージ効果とメカニズム

6/13（月）2 色は心と体のバロメーター
色で心のデトックス･感情を浄化する色
自分色ってどんな色? 自己表現カラーワーク

心の色を表現するカラーワーク･今日の心は何色?

色彩イメージを形成する7つの要因
色とカタチの心理学
色が教える深層心理とパーソナリティ 回想カラーワーク

色と形の心理学･色が語る心の言葉を聴く

6/20（月）3

男色、女色、ジェンダーカラーとは
子供の色彩表現が語る心模様
色の意味とカラーシンボル

パパ色･ママ色ってどんな色?子供の色彩表現とカラーシンボル

6/27（月）4

世界のカラーテスト&カラーセラピー
色彩による心理分析と種類
カラーカウンセリングの知識

カラーテストの基礎知識･色でわかるパーソナリティ

7/  4（月）5

日本ユニバーサルカラー協会理事長　カラーコンサルタント

日本セルフアートケア研究学会幹事、日本色彩学会会員。高齢者施設の色彩設計･高齢者福祉に対応する色彩を研究。「福祉と色彩」「カラーユ
ニバーサルデザイン」をテーマとした講演、講座、執筆を行う他、色彩心理を応用したメンタルケアを実践している。主な著書「介護に役立つ『色
彩』活用術」（現代書林）「介護力を高めるカラーコーディネート術」（中央法規）。

みなみりょう こ

南 涼子

講師紹介

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

5月23日（月） 19：00～20：00
5月    9日（月） 19：00～20：00

※2･3回目は、色鉛筆（12色以上）をご持参ください。
※カラーカード配色カード129b :（6×17.5cm、価格900円）を各自事前に購入してください。
※定規、はさみ、糊をご持参ください。

カラーワーク（自己表現）
「現在の私」

グループワーク（癒しの色）
「癒しと元気のハーモニー」
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講座趣旨

講座コード

11130021

実　務

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

4月～5月

木曜日

13:00～15:00
※講義の途中に、適宜休憩が入る
　場合があります。

50名

5回

一 般 ： 13,000円
学 生 ：   9,000円

※教材費は受講料に含まれています。

　先祖代々から譲り受けた財産、一代で築き上げた財産、その成り立ちは様々であっ
ても、その大切な財産が相続人間の紛争を招き、遺された親子間や兄弟姉妹の関係
を悪化させる原因になるのは避けたいものです。
遺言書は、人生の集大成として作成する自分史であると共に、相続人間の平和を守
り、相続人のその後の生活を保障する大切な約束状でもあります。
しかし相続人から感謝される筈の遺言が、遺留分の問題を含めもう少しの配慮が不
足した為に、紛争を招いてしまうケースがしばしば見受けられます。
　多くの事例を紹介することにより、感謝される相続を目指します。

オリジナルプリント

受講生の声受講生の声
担当講師が熱心に講義された事に感謝します。父
死亡後30年放っておいた遺産相続手続きに大い
に参考になりました。

講師の人柄の良さ、人に理解してもらおうとする姿
勢など素敵な人間性だった。短い期間だったけれ
ど、幸せな気持ちになれた事、また色々知る事が
できました。有難うございました。

具体例をあげての講義でしたので、とても興味を
持って受ける事ができました。横須賀先生のよう
に相続について授業して下さる先生はなかなかい
らっしゃいません。（他の大学ではありません。）
とても勉強になりました。引き続きの講義が行わ
れることを願っております!!

相続はとても参考になって、私の父が死亡した時
に、このことを知っていたらどんなに良かったかと
思います。

■

■

■

■

内 容 日 程

相続入門～相続･贈与の基礎知識～
遺言により争いを少なく、感謝される相続を

4/14（木）1

相続、贈与の基礎知識（法定相続人、法定相続分、遺留分）
相続が争続になっている
相続と生前贈与
法定相続人と相続人

（1）
（2）
（3）

実子と養子
嫡出子と非嫡出子

（4）
（5）

遺言書の種類、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
遺言執行
暦年贈与と相続時精算贈与
遺留分の減殺請求
相続放棄と遺留分放棄

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

4/21（木）2

相続対策（遺言書の作成、遺言執行、生前贈与）

遺言書がある場合  遺留分
遺言書がない場合  分割協議書の作成
遺言書の盲点
分割協議不成立一家庭裁判所への調停の申し立て

（1）
（2）
（3）
（4）

相続開始後の手続き（分割協議書、家庭裁判所の調停･審判、名義変更）

4/28（木）3

財産評価  土地･有価証券･預貯金など
相続財産と非課税財産
みなし相続財産(生命保険金、退職金)
積極財産と消極財産
相続税の改正

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

相続税、贈与税Ⅰ（財産評価、税金の納付、相続税対策、不動産の譲渡）

5/12（木）4

相続対策と相続税対策、自分自
身の幸せ、家族の絆
熟慮の上の相続税対策

（4）

（5）

相続税の計算
贈与税の計算
相続税の納付（物納、延納）

（1）
（2）
（3）

相続税、贈与税Ⅱ

5/19（木）5

税理士

明治大学商学部卒業。税理士、行政書士、宅地建物取引主任、租税訴訟補佐人、登録政治資金監査人、地方公共団体外部監査人履修者　会
計参与の資格を持つ。千葉生涯大学、成田社会人大学、税理士会、法人会、商工会議所、法人会での講師等多方面に活躍。千葉県税理士会理
事を勤める。

よこ　す　か けい   こ

横須賀 啓子

講師紹介

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

3月31日（木） 13：00～14：00
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講座趣旨

講座コード

11130022

実　務

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

6月～7月

月曜日

19:00～21:00
※講義の途中に、適宜休憩が入る
　場合があります。

30名

5回

一 般 ： 18,000円
学 生 ： 12,000円

※教材費は受講料に含まれています。

　日常的に視覚言語といわれる「色」は、様々な言葉を持っています。
「情熱は赤」、「憂うつは青」など、映画や小説、絵画で心理描写を表わすシンボル
として用いられるのも、色が心と深い関わりを持つためです。色は心を読み解くキー
ワードであり、自分を成長させる自己啓発にも役立てることができます。誰にでも身
近な存在である色彩は、子供の心の内側を理解するツールとしても、ストレスで疲弊
して心のバランスを欠いている大人のメンタルケアにも応用が可能です。
　本講座では色のイメージからその心理的意味、カラーテストの知識を紹介し、色
を通したセラピー方法を幅広い層の方々に紹介していきます。

オリジナルプリント
内 容 日 程

色彩心理（入門編）
～色の心理学とカラーセラピーの世界～

6/  6（月）1

色の不思議なチカラ・心を動かす心理効果とは
知られざる色の素顔
心を癒し、元気づける色
色のイメージ効果とメカニズム

6/13（月）2 色は心と体のバロメーター
色で心のデトックス･感情を浄化する色
自分色ってどんな色? 自己表現カラーワーク

心の色を表現するカラーワーク･今日の心は何色?

色彩イメージを形成する7つの要因
色とカタチの心理学
色が教える深層心理とパーソナリティ 回想カラーワーク

色と形の心理学･色が語る心の言葉を聴く

6/20（月）3

男色、女色、ジェンダーカラーとは
子供の色彩表現が語る心模様
色の意味とカラーシンボル

パパ色･ママ色ってどんな色?子供の色彩表現とカラーシンボル

6/27（月）4

世界のカラーテスト&カラーセラピー
色彩による心理分析と種類
カラーカウンセリングの知識

カラーテストの基礎知識･色でわかるパーソナリティ

7/  4（月）5

日本ユニバーサルカラー協会理事長　カラーコンサルタント

日本セルフアートケア研究学会幹事、日本色彩学会会員。高齢者施設の色彩設計･高齢者福祉に対応する色彩を研究。「福祉と色彩」「カラーユ
ニバーサルデザイン」をテーマとした講演、講座、執筆を行う他、色彩心理を応用したメンタルケアを実践している。主な著書「介護に役立つ『色
彩』活用術」（現代書林）「介護力を高めるカラーコーディネート術」（中央法規）。

みなみりょう こ

南 涼子

講師紹介

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

ガイダンス

5月23日（月） 19：00～20：00
5月    9日（月） 19：00～20：00

※2･3回目は、色鉛筆（12色以上）をご持参ください。
※カラーカード配色カード129b :（6×17.5cm、価格900円）を各自事前に購入してください。
※定規、はさみ、糊をご持参ください。

カラーワーク（自己表現）
「現在の私」

グループワーク（癒しの色）
「癒しと元気のハーモニー」
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 さか   た     よう   こ

阪田 蓉子
元明治大学文学部教授、
日本図書館文化史研究会代表、
日本図書館情報学会監事、
明治大学図書館情報学研究会代表、
日本図書館協会認定司書事業委員会委員

内 容 

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス(アカデミーコモン11階)で実施いたします。

ガイダンス

3月22日（火） 18：30～19：30

講座趣旨

実　務

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

4月～5月

火曜日

19:00～20:30

齋藤　泰則
『利用者志向の
レファレンスサービス：
その原理と方法』
勉誠出版　2009

定　員

回　数

受 講 料

教　材

25名

6回

一般：15,000円
学生：13,000円

講座コード

11130023

インターネット上の情報源が増大し、必要な情報が容易に入手可能と
なったネットワーク時代ですが、課題解決支援機能を発揮する図書館
の役割はこれまで以上に重要になっています。本講座では、課題解決
支援サービスの基礎にある「レファレンスサービス」について、その原
理と方法について紹介し、ネットワーク時代のレファレンスサービスの
意義について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

日 程 内 容 講 師

講師紹介
 さい  とう   やす  のり

齋藤 泰則
慶應義塾大学文学部図書館・情報学科卒業、東京大学大学院教育研究科後期博士課程単
位取得退学。国立国会図書館レファレンス研修講師（平成15年～）。専門はレファレンスサー
ビス論、情報探索行動論。現在は、ネットワーク環境におけるレファレンスサービスのモデル・
方法論、図書館の情報アクセス保障機能に関する哲学的考察に取り組んでいる。

明治大学文学部教授

実

　務

4/  5（火）1 齋藤インターネット情報源の進展にともない変貌するレフ
ァレンスサービスの状況について考えます。

レファレンスサービスの動向

4/12（火）2 齋藤レファレンスプロセスのモデルとレファレンスインタ
ビューの技法について取り上げます。

レファレンスプロセスとレファレンスインタビュー

4/19（火）3 齋藤電子メールレファレンスやチャットレファレンスについ
て、対面でのレファレンスと対比しながら、その特徴に
ついて考えます。

ヴァーチャルレファレンス

日 程 内 容 講 師

4/26（火）4 齋藤レファレンス事例を記録するときの考え方、盛り込
むべき項目について、レファレンス事例データベース
を取り上げながら検討します。

レファレンス事例の記録と分析

5/10（火）5 齋藤レファレンスサービスの評価の考え方と方法につい
て米国の事例を中心に紹介します。

レファレンスサービスの評価

5/17（火）6 齋藤
特定の課題やテーマに関する多様な情報源やその
探索法を紹介するなど、ネットワーク時代において
重要となる発信型情報サービスとしてのレファレン
スサービスの意義と方法について論じます。

発信型情報サービスとしてのレファレンスサービス

日本図書館協会後援

ネットワーク時代のレファレンス
サービスの原理と方法

  (メリット:日本図書館協会認定司書資格申請をなさる際、研修のポイントになります。)

コーディネータ、
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内 容 

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス(アカデミーコモン11階)で実施いたします。

ガイダンス

5月14日（土） 15：00～16：00

講座趣旨

日本図書館協会後援

検索力のスキルアップと
パスファインダー作成講座（演習方式）

実　務

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～7月

土曜日

15:00～16:30

レジュメ資料

定　員

回　数

受 講 料

教　材

25名

7回

一般：18,000円
学生：14,500円

講座コード

11130024

　図書館スタッフの検索力を高めるため、さまざまなデジタル情報資
源とその活用法を紹介します。また、検索スキルの確実な向上を確認
するため、図書館サービスの一つとして定着しつつある「パスファイン
ダー」の作成に挑戦します。そして講座の最後には検索の達人とパス
ファインダーの達人となるよう指導します。
　大学図書館（学校図書館、公共図書館）で閲覧サービス、レファレン
スサービスを担当する方、レファレンス・トゥールやインターネット情
報の検索力を高めたい方、大学生、大学院生、研究者で情報検索能力
のスキルアップを目指したい方々に受講をお薦めします。

5/28（土）1

日 程 内 容 内 容講 師 講 師

松下

6/  4（土）2 松下

6/11（土）3 松下

6/18（土）4 松下

松下

松下

日 程

6/25（土）5

7/  2（土）6 「パスファインダー」を作る（その2）

7/  9（土）7
松下
阪田

講師紹介 講師紹介
 まつ した　ひとし

松下 鈞
情報化社会における図書館と図書館員の役
割の変化に対応できるライブラリアンの育成
に力を入れると同時に、主題情報専門家の育
成にも関心を持って取り組んでいる。日本近
代音楽館事業委員・資料委員。

帝京大学総合教育センター教授
明治大学文学部兼任講師

知りたいこと、調べたいことと資料・情報のマッ
チングの構造式
「パスファインダー」とは何か？
Google、Wikipediaの賢い使い方等

これまで探した資料・情報を手にとって
評価・選別してみよう「パスファイン
ダー」を作る（その1）

受講生の作成した「パスファインダー」
の発表会、意見交換、講評パスファイ
ンダー賞の発表

知りたい資料・情報が掲載されている（かもし
れない）図書を探す裏ワザ

あるテーマの専門家、専門機関、専門雑誌、学
術論文を芋づる式に見つけ出す

インターネットで探せば、その場で読める記事・
論文を見つけることができる

実

　務

  (メリット:日本図書館協会認定司書資格申請をなさる際、研修のポイントになります。)

図書の文化史および図書館サービス論に関心を抱く。国際基督教大学教養
学部卒、東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。元明治大学文学部
教授　編著『情報サービス論』（教育史料出版会）、ＤＶＤ監修「図書の文化
史―明治大学図書館所蔵資料」など。

さか  た よう   こ

阪田 蓉子
コーディネータ
元明治大学文学部教授、日本図書館文化史研究会代表、
日本図書館情報学会監事、明治大学図書館情報学研究会代表、
日本図書館協会認定司書事業委員会委員
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 さか   た     よう   こ

阪田 蓉子
元明治大学文学部教授、
日本図書館文化史研究会代表、
日本図書館情報学会監事、
明治大学図書館情報学研究会代表、
日本図書館協会認定司書事業委員会委員

内 容 

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス(アカデミーコモン11階)で実施いたします。

ガイダンス

3月22日（火） 18：30～19：30

講座趣旨

実　務

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

4月～5月

火曜日

19:00～20:30

齋藤　泰則
『利用者志向の
レファレンスサービス：
その原理と方法』
勉誠出版　2009

定　員

回　数

受 講 料

教　材

25名

6回

一般：15,000円
学生：13,000円

講座コード

11130023

インターネット上の情報源が増大し、必要な情報が容易に入手可能と
なったネットワーク時代ですが、課題解決支援機能を発揮する図書館
の役割はこれまで以上に重要になっています。本講座では、課題解決
支援サービスの基礎にある「レファレンスサービス」について、その原
理と方法について紹介し、ネットワーク時代のレファレンスサービスの
意義について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

日 程 内 容 講 師

講師紹介
 さい  とう   やす  のり

齋藤 泰則
慶應義塾大学文学部図書館・情報学科卒業、東京大学大学院教育研究科後期博士課程単
位取得退学。国立国会図書館レファレンス研修講師（平成15年～）。専門はレファレンスサー
ビス論、情報探索行動論。現在は、ネットワーク環境におけるレファレンスサービスのモデル・
方法論、図書館の情報アクセス保障機能に関する哲学的考察に取り組んでいる。

明治大学文学部教授

実

　務

4/  5（火）1 齋藤インターネット情報源の進展にともない変貌するレフ
ァレンスサービスの状況について考えます。

レファレンスサービスの動向

4/12（火）2 齋藤レファレンスプロセスのモデルとレファレンスインタ
ビューの技法について取り上げます。

レファレンスプロセスとレファレンスインタビュー

4/19（火）3 齋藤電子メールレファレンスやチャットレファレンスについ
て、対面でのレファレンスと対比しながら、その特徴に
ついて考えます。

ヴァーチャルレファレンス

日 程 内 容 講 師

4/26（火）4 齋藤レファレンス事例を記録するときの考え方、盛り込
むべき項目について、レファレンス事例データベース
を取り上げながら検討します。

レファレンス事例の記録と分析

5/10（火）5 齋藤レファレンスサービスの評価の考え方と方法につい
て米国の事例を中心に紹介します。

レファレンスサービスの評価

5/17（火）6 齋藤
特定の課題やテーマに関する多様な情報源やその
探索法を紹介するなど、ネットワーク時代において
重要となる発信型情報サービスとしてのレファレン
スサービスの意義と方法について論じます。

発信型情報サービスとしてのレファレンスサービス

日本図書館協会後援

ネットワーク時代のレファレンス
サービスの原理と方法

  (メリット:日本図書館協会認定司書資格申請をなさる際、研修のポイントになります。)

コーディネータ、
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内 容 

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス(アカデミーコモン11階)で実施いたします。

ガイダンス

5月14日（土） 15：00～16：00

講座趣旨

日本図書館協会後援

検索力のスキルアップと
パスファインダー作成講座（演習方式）

実　務

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～7月

土曜日

15:00～16:30

レジュメ資料

定　員

回　数

受 講 料

教　材

25名

7回

一般：18,000円
学生：14,500円

講座コード

11130024

　図書館スタッフの検索力を高めるため、さまざまなデジタル情報資
源とその活用法を紹介します。また、検索スキルの確実な向上を確認
するため、図書館サービスの一つとして定着しつつある「パスファイン
ダー」の作成に挑戦します。そして講座の最後には検索の達人とパス
ファインダーの達人となるよう指導します。
　大学図書館（学校図書館、公共図書館）で閲覧サービス、レファレン
スサービスを担当する方、レファレンス・トゥールやインターネット情
報の検索力を高めたい方、大学生、大学院生、研究者で情報検索能力
のスキルアップを目指したい方々に受講をお薦めします。

5/28（土）1

日 程 内 容 内 容講 師 講 師

松下

6/  4（土）2 松下

6/11（土）3 松下

6/18（土）4 松下

松下

松下

日 程

6/25（土）5

7/  2（土）6 「パスファインダー」を作る（その2）

7/  9（土）7
松下
阪田

講師紹介 講師紹介
 まつ した　ひとし

松下 鈞
情報化社会における図書館と図書館員の役
割の変化に対応できるライブラリアンの育成
に力を入れると同時に、主題情報専門家の育
成にも関心を持って取り組んでいる。日本近
代音楽館事業委員・資料委員。

帝京大学総合教育センター教授
明治大学文学部兼任講師

知りたいこと、調べたいことと資料・情報のマッ
チングの構造式
「パスファインダー」とは何か？
Google、Wikipediaの賢い使い方等

これまで探した資料・情報を手にとって
評価・選別してみよう「パスファイン
ダー」を作る（その1）

受講生の作成した「パスファインダー」
の発表会、意見交換、講評パスファイ
ンダー賞の発表

知りたい資料・情報が掲載されている（かもし
れない）図書を探す裏ワザ

あるテーマの専門家、専門機関、専門雑誌、学
術論文を芋づる式に見つけ出す

インターネットで探せば、その場で読める記事・
論文を見つけることができる

実

　務

  (メリット:日本図書館協会認定司書資格申請をなさる際、研修のポイントになります。)

図書の文化史および図書館サービス論に関心を抱く。国際基督教大学教養
学部卒、東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。元明治大学文学部
教授　編著『情報サービス論』（教育史料出版会）、ＤＶＤ監修「図書の文化
史―明治大学図書館所蔵資料」など。

さか  た よう   こ

阪田 蓉子
コーディネータ
元明治大学文学部教授、日本図書館文化史研究会代表、
日本図書館情報学会監事、明治大学図書館情報学研究会代表、
日本図書館協会認定司書事業委員会委員
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実用フランス語技能検定試験
（仏検）3級・100%合格講座

語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

9月～11月

水曜日

 18:30～19:50

定　員

回　数

受 講 料

教　材

20名

10回

一般：27,000円
学生：24,500円

講座コード

11140001

講師紹介

講座趣旨

ノート、筆記用具と仏和辞典を
お持ちください
（テキストはオリジナルを作成予定）

内 容 講 師日 程

慣用表現から動詞へ 久松1   9/  7（水）

動詞から代名詞へ 久松2   9/14（水）

前置詞から整序へ（文法のポイント確認で合格への足固め） 久松3   9/21（水）

応答会話文の完成：解法のツボを伝授 杉村4   9/28（水）

語彙力と文章の内容一致の問題を解く 杉村5 10/ 5（水）

会話文読解の秘技をさぐる（読解力アップで合格を引き寄せる） 杉村6 10/12（水）

ようこそ聞きとりの世界へ：どう聞き、どこを聞くか 関7 10/19（水）

さらに聞きとりの力を磨く 関8 10/26（水）

聞きとれる喜びへ（聞きとりを固めて全方位に及ぶ力を実感） 関9 11/  2（水）

合格への道・完結（試験前に合格を確信！） 久松10 11/  9（水）

Amazon.co.jpでトップセラーを続けている『ケータイ＜万能＞フランス語文法』の著者。『英語がわかればフランス語はできる！』は台湾（中国語）で
も売られている。最新刊は、フランスのAssimil社とイスラエルのKernerman社とがコラボして刊行された《Dictionnaire français-japonais》、その監
修を任される。新味を盛ったフランス語教育を実践中。

明治大学商学部准教授
ひさ まつ  けん いち

久松 健一

中央大学大学院博士後期課程修了。講義の分かり易さと親しみ
のもてるキャラクターで、学生たちから絶大な支持を得ている。

中央大学講師
 すぎ むら  ひろ し

杉村 裕史
パリ第８大学にてDEA号取得。立教大学にて文学博士号
取得。その実力とフランス語教育への真摯な取り組みで知
られる。

立教大学教育講師
せき    み  れい

関 未玲

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施い
　たします。教室は当日のリバティアカデミーインフォメー
　ションボードでご確認下さい。

ガイダンス・デモレッスン

8月24日（水）18:30～19:15

担当講師の著作の一部をご紹介

語

　学

2010年度秋季試験日程（3級）参考
試験日　2010年11月21日（日）

受付期間
　　　受付開始 9月 1日（水）
　　　願書締め切り 10月20日（水）消印有効
お問い合わせ先
　　　（財）フランス語教育振興協会 仏検事務局
　　　TEL 03-3230-1603
　　　月～金（祝祭日を除く）　10:00～17:00
　　　E-mail:dapf@apefdapf.org

※教材費は受講料に含まれています。
※検定料は受講料に含まれていません。
※願書提出手続きは各自で行ってください。

　語学学習に目標があると弾みがつきます。そして、目標が徐々に上
がっていくならなおのことです。あなたの「学びの期待」に応える場所
がここにあります。2011年１１月に実施される仏検3級の全員合格を
目指すとともに、その先も見すえながら、効率的で楽しく、着実なス
テップアップを体感できる世界をご用意しました。
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韓国語のネイティブで、日本語でわかりやすく説明できる講師が担当します。

語

　学

気軽にはじめるハングル（入門）
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～7月

木曜日

 13:00～14:30

※教材購入については初回講義にてご案内します。

定　員

回　数

受 講 料

教　材
（別売）

20名

10回

一般：21,000円
学生：18,000円
（テキスト代含まず）

講座コード

11140002

講師紹介
バークレーハウス語学センター 韓国語専任講師

講座趣旨

　韓国をより身近なものに感じられるようになり、もっと韓国の文化
に触れ、自らの言葉で韓国の人々と交流をしてみたいと思っている方
に、簡単な会話のやり取りができるようにします。また、言葉だけで
はなく、韓国の文化や実情など興味深い話を交えながら、日韓文化
交流を更に深めていくことを目指します。
　まず、ハングル文字の仕組みを理解し、正しい発音を身に付け、読
み書きができるようにします。文法は基本的なものに止め、基本的な
挨拶、簡単な自己紹介ができるようにし、日常の状況や旅行などの
状況で役立つ表現を中心に、コミュニケーションの基本である会話
の基礎を作ります。

『韓国語レッスン 初級Ⅰ』
2,520円
出版社: スリーエーネットワーク
改訂版 (2003/01) 
ISBN-10:488319258X

内 容 日 程

文字と発音①～簡単な挨拶、自己紹介1 5/26（木）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施い
　たします。教室は当日のリバティアカデミーインフォメー
　ションボードでご確認下さい。

ガイダンス・デモレッスン

5月12日（木）13:00～14:00

韓国語の
基礎

6/  2（木）

6/  9（木）

6/16（木）

6/23（木）

6/30（木）

7/  7（木）

7/14（木）

7/ 21（木）

7/28（木）

文字と発音②～「私は～です。」
「～ではありません。」

初対面の
挨拶

文字と発音③～「これ／それ／あれ」
「～です。」

訪問

「ここは（場所）です。」
「～はどこですか？」

時計
売り場で

「～へ行きます。」「～を食べます。」予定

「○時○分です。」「○時から○時まで」
問い
合わせ

「（場所）に～があります／います。」
あります／
います

「父は会社員です。」「毎日～します。」家族

「～をしました。」プレゼント

「（ちょっと）～してください。」
「～しないでください。」

病気
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内 容 日 程

1 5/10（火）

2 5/17（火）

3 5/24（火）

4 5/31（火）

5 6/  7（火）

6 6/14（火）

7 6/21（火）

8 6/28（火）

9 7/  5（火）

10 7/12（火）

11 7/19（火）

12 7/26（火）

らくらく中国語実用会話（入門）
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～7月

火曜日

 19:00～20:30

オリジナルレジュメ

定　員

回　数

受 講 料

教　材

20名(人数に応じてチューターがサポートします)

12回

一般：27,000円
学生：22,000円

講座コード

11140003

講師紹介
カン   ガク ホウ

関 学峰
東京学芸大学大学院教育学研究科学校教育専攻･学校経営講座修士課程修了、中国広東省深セン市深セン大学留学生向けの中国語教師、学習
研究社や日本科学技術振興事業団での中国語教師経験有り。

日中人材コラボ･センター 中国語専任講師

講座趣旨

　発音から、実用的な表現まで、入門編（前期）と初級編（後期開講
予定）を通じて、生きている中国語を短期間で系統的に学びます。
教材、授業ともに日常会話を中心とし、日常会話を勉強しながら中国
語の文法などの知識も深めていきます。
使用するオリジナル教材では、言語のみならず、中国の伝統・文化・社
会や経済などの豆知識も紹介します。
授業はネイティブ、かつ語学教育経験豊富な中国人講師が担当します。
受講者人数に応じてチューターが発音練習などをサポートします。

まったくの初心者からスタートできます！

この講座では、ネイティブの先生が、中国語実用会
話を、発音や文法などの基礎を押えつつ、中国文化
やコミュニケーションマナーなどとあわせてわかり
やすく解説してくれたので、興味深く、毎回の授業
をとても楽しみにしていました。
学校の授業よりも時間が経つのが早くて、少人数だ
から先生が一人一人見てくれるし、とても有意義な
時間になり楽しかったです。

受講生の声受講生の声語

　学
■

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施い
　たします。教室は当日のリバティアカデミーインフォメー
　ションボードでご確認下さい。

ガイダンス・デモレッスン

4月12日（火）19:00～20:00

4月19日（火）19:00～20:00

※教材費は受講料に含まれています。



講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～12月

月～金曜日

9:50～17:50（１日１回40分）
1日10コマの時間帯の中で調整します。

各クラス6名～12名（平均8名）
（全体定員 駿河台180名、和泉120名）

一般 : 168,000円
学生 : 118,000円

『FIFTY-FIFTY』
（Longman）など（予定）

定　員

回　数

受 講 料

教　材

講座HP

約100回

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

講座趣旨
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語　学

講座コード

（駿河台クラス）

（和泉クラス）

　授業の空き時間を生かして毎日40分間、週5日、およそ20週間で、
約100回のレッスンを行います。ネイティブスピーカーの担当講師は、
英語を母国語としない人への英語教授法有資格者または教育経験者
で、前期と後期で違う講師と出会えます。
　クラスは能力別編成で、時間帯によっても異なりますが平均8名前
後で1クラス最大では12名です。
　授業は、ディスカッションやゲームを交えながら、発音、抑揚の指
導も含めて巧みに英語力を向上させていきます。実践的な英会話を
ゲームなども取り入れながら楽しく学んでいくこの講座では、英語に
まったく自信のない学生は、まずネイティブと話す事に慣れることか
ら始まります。
　英語上達への一番の近道は「毎日、少しずつ、継続して」英語に触
れることですので毎年継続して受講されることをお勧めします。

※通年講座のため、途中での解約はできません。予めご了承ください。

チャレンジ！毎日学べる実践英会話
駿河台クラス、和泉クラス

キャンパス内で毎日40分。楽しみながら英会話力UP!

場　所 駿河台キャンパス・和泉キャンパス

11140004

11140005

※ガイダンス（外国人講師によるデモレッスンまたは、
　ビデオ上映）はどなたでも参加できます。（無料･先着順）

ガイダンス・デモレッスン

12：15～12：55（1回目）昼休み

14：40～15：20（2回目）4時限目

16：20～17：00（3回目）5時限目

駿河台キャンパス
アカデミーコモン11階

4月11日（月）・13日（水）

和泉キャンパス 

4月14日（木）・15日（金）
教室はリバティアカデミー

HP又は講座HPでご確認下さい。

当講座実施時間帯と
駿河台･和泉キャンパス時間割の対応表

※登録時間割例駿河台･和泉キャンパス
時 間 割当講座実施時間帯

前期

月 火 水 木 金

後期

Period 1（40分） 1限9:50～10:30 Period
1

Period
6

Period
8

Period
3

Period
9

Period
2

Period
5

Period
7

Period
7

Period
4

2限Period 2（40分） 10:40～11:20

Period 3（40分） 11:30～12:10 2限

Period 4（40分） 12:15～12:55 昼休み

Period 5（40分） 13:00～13:40 3限

Period 6（40分） 13:50～14:30 3限

Period 7（40分） 14:40～15:20 4限

Period 8（40分） 15:30～16:10 4限

Period 9（40分） 16:20～17:00 5限

Period10（40分） 17:10～17:50 5限

内 容 日 程
前期日程

後期日程

年間予定

申込完了確認日5/  9（月）

前期講座開始
約48回のレッスン}5/11（水）

前期講座終了7/15（金）

内 容 日 程
オンライン後期時間割登録

後期講座開始
約52回のレッスン}9/26（月）

後期講座終了12/14（水）

前後期終了後に担当講師が英会話能力評価表を作成します。講座ホームページ内で閲覧すること
も可能です。英会話能力の各項目で達成度を確認できるようになっています。

　講座お申込後、下記時間帯（Period1～10）の中から曜日毎に参加したいPeriodを選んでスケジュール登
録していただきます。後期分は改めて新たなスケジュールを登録することができます。
　スケジュールに合わせ、駿河台クラス、和泉クラスを組み合わせて受講することも可能です。

ウエストゲイト選任講師
講師は英語を母国語とするTESL/TEFL（英語を母国語とし
ない人への英語教授法）有資格者または教育経験者です。
TESL→Teaching English as a Second Language
          （英語を第二母国語とする人への英語教授法）
TEFL→Teaching English as a Foreign Language
          （英語を外国語とする人への英語教授法）

講師紹介

申込完了確認日

  12：15～17：00

駿河台クラス  
5月9日（月）
駿河台キャンパス

アカデミーコモン11階

和泉クラス  
5月9日（月）
和泉キャンパス

第3校舎11教室予定

※申込者は必ずご参加ください。

申込〆切
4月27日（水）19：00

語

　学

※教材費は受講料に
　含まれています。

https://www.
campus-english.jp/meiji/
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Q1：受講のきっかけは?　
英語は苦手だったのですが、話すことは好きだったので改善できればいいなと思っていました。大
学四年間の中で自分の力となること、何を成長させたいかを考えた時に「英語力」がその一つだっ
たので、毎日英語に触れられるこの講座を受講することにしました。

Q2：講座の魅力は?
講座を通じて、他学年や他学部の友達ができました。この講座を受講していなかったら、話すこと
もなかった人たちと一緒に楽しく勉強できることを何よりうれしく思っています。「英語をもっと
頑張って、一緒に海外に行きたいね」って話がでるくらい、仲のいい友達ができたんですよ。みん
な意識が高いので、自分ももっと頑張ろうという気にいつもさせられます。
講座内容についても、先生は明るくフレンドリーですし、発音を注意してくれたり、教科書に書い
てあっても実際はあまり使わない言葉など、生の英語を教えてもらえることも気に入っています。

Q3：講座を受けて、英語力があがったと思いますか?
毎日続けていることで、英語を話すことに抵抗がなくなりました。講座以外の場面、他の場所で英
語を話す機会があった時に、ここでやっていることが自信につながっています。

Q4：これからの目標を教えてください。
ESSサークルに入っていて、英語力の高い人たちとディスカッションをする機会があります。その中では、英語を話せるのが当
たり前で、その上で意見交換をするので、相手を理解すると同時に、自分を理解してもらえるよう伝える力も必要です。まだま
だ、うまく相手に伝わらず、もどかしい思いをすることがあるので、もっと英語が上手になりたいです。

〈これから受講される方へのメッセージ〉
最初は「毎日やるなんて大変」と思っていましたが、今では「毎日やることが大切！」と心から言うことができます。素敵な仲間
たちと明るく親しみやすい先生がいる、この楽しい雰囲気の中で、是非みなさんにも頑張ってもらえればと思います。

明治大学
情報コミュニケーション学部

千田圭織さん
（和泉キャンパス）

Q1：受講のきっかけは?　
実は小さい頃アメリカに住んでいたことがあるんですが、英語は全部忘れてしまったんです。多少
リスニングは出来ても、もっと自分から「伝える」ことが出来るようになりたいな、と思っていまし
た。そんなときに、この講座のガイダンスのサンプルレッスンで隣にいた人がすごく話せていて、
「これは自分もやらなきゃ」と思いました。

Q2：講座の魅力は?
毎日あるということと、大学授業の空き時間に行け、時間を有効に使えることですね。担任の先生
だけではなく、他の先生たちとも話せる機会もありますし。それに、同じ目標を持ったたくさんの
友人と出会えたことで、大学生活が、毎日楽しくなりました。

Q3：講座を受けて、英語力があがったと思いますか?
はい！英語を話すことに抵抗がなくなりました。先日、両親と海外に行ったときにも、「私に任せ
て」と宣言し、飛行機の座席リクエストやホテルのチェックインなど、問題なくできました。

Q4：これからの目標を教えてください。
実は、私、女優志望なんです。将来は海外に住んで、英語でお芝居をしてみたいですね。勿論映画

にも出演してみたいです！そのためにも、今はボキャブラリーを増やして、将来に備えていきたいです。

〈これから受講される方へのメッセージ〉
是非！としか言いようがないです（笑）。4月には、ガイダンスも行くか迷ったんですが、ガイダンスに行って、緊張しながらサ
ンプルレッスンを受けて、本当に良かったと思っています。私は、この講座を受講して、大学生活が充実して本当に楽しくなり
ました。金額も良く考えると本当にリーズナブルですし、受講を迷っている方も含めて是非ガイダンスに行ってみてください！

Q1：受講のきっかけは?　
社会に出る前に何かスキルを身につけたいな、と思っていました。英語はこれから絶対必要になる
だろうと思いましたし、この講座であれば、通いやすく、毎日出来るというのは語学学習には必要
な環境だと思い、受講することにしました。

Q2：講座の魅力は?
毎日英語に触れられるのでモチベーションが維持しやすいことですね。今4年生なので、大学授業
は週に1回しかないのですが、片道1時間半かけて、ほぼ毎日英会話に出席しています。それに、こ
の講座は、意欲のある人が集まっているので、新しい人脈もでき、輪が広がりますね。今までいろ
んな講師の方に担当してもらいましたが、その方によって雰囲気は違っても、みんなフレンドリー
で話しやすい方ばかりでした。

Q3：講座を受けて、英語力があがったと思いますか?
クラス外で実感することが多いですね。①ゼミで英会話があるとき、自分の意見をスムーズに言え
る②街中で外国人の方が話している英語がわかる③海外（インド・インドネシア）に一人旅に行っ

たときに言葉では苦労しなかった、などですかね。受講を始めたばかりの頃の旅行では、悔しい思いもしました。でも、時間の
経過・受講を重ねるにつれ、英語に自信がついてきたので、楽観的に一人で海外に行ってみよう！と思えましたしね。

Q4：これからの目標を教えてください。
仕事で海外赴任をして、現地での友人をたくさん増やしたいですね。それから、時間はかかるかと思いますが、日本語を話すく
らい自然に、疲れることなく英語を話せるようになりたいです。

〈これから受講される方へのメッセージ〉
英語を通じてじゃないと出来ない「人との出会い」があり、私はそれらに大きく影響を受けたり、変わったりしたと思います。
そのきっかけである英語力をこの講座で身につけることも出来ますし、たくさんの出会いもあると思います。私は、就職後も
英語学習は続けていきたいと思っています。皆さんも、是非、この「出会い」を楽しんでください！

明治大学 文学部

押川バアナ紗慧さん
（駿河台キャンパス）

明治大学 経営学部

上山大樹さん
（駿河台キャンパス）
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受講申込の手順

手順1  　リバティアカデミー事務局で申込み

※手順1～4まで順番に全ての手続きを完了しないと講座受講ができません！！

■ 申込締切：4月27日（水）19：00まで
■ 窓口：駿河台キャンパスアカデミーコモン11F リバティアカデミー事務局
　 電話（03-3296-4423）、インターネット（http://academy.meiji.jp）
 　ＦＡＸ（03-3296-4542）にて受付
■ 定員：駿河台クラス180名、和泉クラス120名
　 ※先着順で、いずれも定員になり次第受付終了。本年度は定員の増員は一切ございません。

■登録締切：4月28日（木）23時59分

■ 公開日：5月5日（木）
　  ※個人時間割を講座HPの「マイページ」にて公開（https://www.campus-english.jp/meiji/）。またメールにてお知らせいたします。
　  ※開講初日までに個人時間割がご確認いただけない場合は、サポートセンター（050-3085-8659）までご連絡ください。

■ 開講日：5月11日（水）
　  ※個人時間割をご確認の上、ご参加ください。

手順2  　オンライン登録（時間割登録・レベルチェックテスト等）

手順3  　時間割公開

■ 日時：5月9日（月）12：15～17：00
■ 場所：駿河台キャンパス・アカデミーコモン11階 和泉キャンパス・第3校舎11教室予定
   【持ち物】請求書のご入金控（コピー）・登録確認書（P59）・筆記用具・学生証など割引に関する証明書

　  ※万一、当日ご参加いただけない場合は「請求書のご入金控」及び「登録確認書」を
　　  FAX（03-3836-0256）にてサポートセンターまでお送りください。

手順4  　申込完了確認日

手順5  　レッスンスタート

【注意事項】
● 講座申込後のキャンセル、返金などにつきましては、リ
　 バティアカデミー入会規約をご確認ください。
● 開講日程は変更となる場合がございます。
● 受講人数により、成熟度別複数クラス編成が難しい場
　 合があります。
● 講師の事情以外の理由による休講（例：悪天候、ストな
　 ど）については補講を実施しません。
● 欠席時（実習・研修を含む）の補講は原則ありません。

【個人情報】
収集した個人情報は以下の目的に使用し、責任を持って管
理します。
・講座への登録・講座名簿の作成・受講または継続受講に
　必要なご案内
 
※ 個人情報に基づいた講座からの連絡を希望されない場
　 合はサポートセンター（050-3085-8659）までご連
　 絡をお願いいたします。

受講料振込
■ 振込期限：5月6日（金）　
■ 振込口座：大学指定の請求書を使用してください。
　　　　　　      ※リバティアカデミー事務局より郵送致します。

■ 金　　額：学生￥118,000.-　一般 ￥168,000.-（手数料別途）
　　　　　　      ※請求書のご入金控は必ず保管し、申込完了確認日にコピーを持参してください。
　　　　　　      ※講座開講日以降のキャンセル、講座変更の取り扱い及び受講料に関しましての
　　　　　　　 　  詳細は、リバティアカデミー入会規約をご確認ください。

● 講座HPにアクセス https://www.campus-english.jp/meiji/

　▶▶▶ 次ページの【オンライン登録（時間割登録・レベルチェックテスト等）】登録手順をご参照の上、各自登録を完了させてください。
　  ※手順2オンライン登録前に手順1リバティアカデミー事務局で申込みを必ず終えて下さい。
　  ※締切までにオンライン登録ができない方はサポートセンター（050-3085-8659）にご相談ください。
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※5/9（月）「申込完了確認日」に万一、参加できない場合は本用紙”メモ覧”に請求書のご入金控を貼付してサポートセンターまでFAX（03-3836-0256）してください。

請求書のご入金控

語

　学

注意事項をよくお読みください。 

オンライン登録（時間割登録・
レベルチェックテスト等）手順

講座専用ホームページへアクセス1
https://www.campus-english.jp/meiji/

画面右上の「受講申込」をクリック。

講座専用ホームページのアドレスは 募集要項 の表面に記

載されておりますので、そちらをご参照ください。

当講座をお申込みいただきありがとうございます。こちらではホームページに
よる時間割登録・レベルチェックテストの手順を解説いたします。
ご自宅、又は大学のパソコンにて、1～4の順にお進みください。

登録完了
登録完了しました。注意事項をよくお読みになり、登録され
たメールアドレスに登録完了のメールが送信されますので
必ずご確認ください。

登録完了メール受信
ご登録されたメールアドレスに登録完了のメールが届きます。
ありがとうございました。

注意事項・個人情報の取扱いについて

2

注意事項・個人情報取扱いについてよくお読みになり、ご理

解の上 【承認】 をチェックしてください。

リバティアカデミー事務局申込み確認・
受講歴の確認

3 申込み手続き開始

4

各ステップ（1～4）ごとにご入力ください。

process

process

process

process

process

process

process

process

（変更）個人情報の入力step.1

時間割登録step.2

レベルチェックテスト
※ 初めて受講される方のみ実施

（10分）step.3

アンケートstep.4

登録完了メールが届かない場合はサポートセンター（050-3085-8659）までご連絡ください。

※ 以前受講された事がある方はメールアドレスや
学年等、ご確認のうえ必ず更新してください。

※ 「ID」と「パスワード」は1年間使用しますの
で大切に保管してください。

メールアドレスの「@」以前に「ピリオド」が２つ以上ついてる
アドレスへはサポートセンターからのメールが届きません。

※ 

必要事項をご入力いただき、一番下の“3, 当講座を初めて受

講しますか？”の欄で 【Yes】 または 【No】 をチェックしてく

ださい。

【No】をチェックされた方で、「受講歴」が見つからない場合
は、サポートセンター（050-3085-8659）までご連絡ください。

（約20分）

here

here
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※5/9（月）「申込完了確認日」に万一、参加できない場合は本用紙”メモ覧”に請求書のご入金控を貼付してサポートセンターまでFAX（03-3836-0256）してください。

請求書のご入金控

語

　学

注意事項をよくお読みください。 

オンライン登録（時間割登録・
レベルチェックテスト等）手順

講座専用ホームページへアクセス1
https://www.campus-english.jp/meiji/

画面右上の「受講申込」をクリック。

講座専用ホームページのアドレスは 募集要項 の表面に記

載されておりますので、そちらをご参照ください。

当講座をお申込みいただきありがとうございます。こちらではホームページに
よる時間割登録・レベルチェックテストの手順を解説いたします。
ご自宅、又は大学のパソコンにて、1～4の順にお進みください。

登録完了
登録完了しました。注意事項をよくお読みになり、登録され
たメールアドレスに登録完了のメールが送信されますので
必ずご確認ください。

登録完了メール受信
ご登録されたメールアドレスに登録完了のメールが届きます。
ありがとうございました。

注意事項・個人情報の取扱いについて

2

注意事項・個人情報取扱いについてよくお読みになり、ご理

解の上 【承認】 をチェックしてください。

リバティアカデミー事務局申込み確認・
受講歴の確認

3 申込み手続き開始

4

各ステップ（1～4）ごとにご入力ください。

process

process

process

process

process

process

process

process

（変更）個人情報の入力step.1

時間割登録step.2

レベルチェックテスト
※ 初めて受講される方のみ実施

（10分）step.3

アンケートstep.4

登録完了メールが届かない場合はサポートセンター（050-3085-8659）までご連絡ください。

※ 以前受講された事がある方はメールアドレスや
学年等、ご確認のうえ必ず更新してください。

※ 「ID」と「パスワード」は1年間使用しますの
で大切に保管してください。

メールアドレスの「@」以前に「ピリオド」が２つ以上ついてる
アドレスへはサポートセンターからのメールが届きません。

※ 

必要事項をご入力いただき、一番下の“3, 当講座を初めて受

講しますか？”の欄で 【Yes】 または 【No】 をチェックしてく

ださい。

【No】をチェックされた方で、「受講歴」が見つからない場合
は、サポートセンター（050-3085-8659）までご連絡ください。

（約20分）

here

here
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講座趣旨

　基礎英会話講座には、入門･初級･中級までの会話クラスと、中級レ
ベルの英語力をお持ちの方向けのプレゼンテ一ションがメインのクラ
スの4つのコースの設定を用意しました。
入門～中級1までの会話クラスでは、リスニングとスピーキングの2技
能に特化しながら、演習を通して語彙や表現力を広げていきます。
中級2の会話クラスは、発表に至るまでのプロセスに重きを置き、自分
の意見を筋道を立てて言えるようになることを目的とするプレゼンテ
一ションがメインになります。

●水曜日 A…入門クラス
自己紹介や日々の出来事、食生活や世界の祝日、ショ
ッピングなど一般的な話題について、平易な英語表現
を身につけます。

●水曜日 B…初級クラス
感情表現、ボディランゲージ、天気、体調について表現
できるような会話力を養います。

●火曜日 C…中級クラス1
流行、電話、旅行前の会話（予約確認・忘れ物）など、
入門･初級クラスよりもやや絞られたテーマ・シチュエ
ーションで役立つ会話力を養成します。

クラスレベル／内容

●火曜日 D…中級クラス2
諭旨展開の把握も含め、人前で話すことを念頭に置
いた講座です。レッスンを通して、洗練された話し方
を身につけていきます。

入門 初級 中級1

レベル
250 380 500

TOEIC®
スコア

中級2

語

　学

語

　学

タイムライフ日本人講師
1972年、米TIMEINC.100%子会社として発足して以来、大学や数多くの優良企業で語学研
修の実績があるタイムライフから厳選されたベテラン講師が担当します。

講師紹介

10：30～12：00

12：30～14：00

10：30～12：00

12：30～14：00

日 程講義時間 講座コード曜日 クラス

A
入門

B
初級

C
中級1

D
中級2

水
曜
日

火
曜
日

11140006

11140007

11140008

11140009

語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

4月～3月

火・水曜日

10:30～12:00（A,Cクラス）
12:30～14:00（B,Dクラス）

定　員

回　数

受 講 料

教　材

各クラス20名

41回

水曜日 A
World Link Intro（Thomson）
水曜日 B
World Link Level1（Thomson）
火曜日 C
World Link Level2（Thomson）
火曜日 D
Present Yourself2 ViewPoint
（Cambridge）

一般：82,000円
学生：65,000円

講座コード

11140006～
11140009

基礎英会話講座
生活を楽しむ英会話4コース

水曜日

4/13、4/20、4/27、5/11、5/18、
5/25、6/1、6/8、6/15、6/22、6/29、
7/6、7/13、7/20、7/27、8/3、8/24、
8/31、9/7、9/14、9/21、9/28、10/5、
10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、
11/30、12/7、12/14、12/21、1/11、
1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、2/29、
3/7、3/14

火曜日

4/12、4/19、4/26、5/10、5/17、

5/24、5/31、6/7、6/14、6/21、6/28、

7/5、7/12、7/19、7/26、8/2、8/23、

8 / 3 0、9 /6、9 /13、9 / 20、9 / 27、

10/4、10/18、10/25、11/8、11/15、

11 / 2 2、11 / 2 9、1 2 / 6、1 2 / 1 3、

12 /20、1/10、1/24、1/31、2 / 7、

2/14、2/21、2/28、3/6、3/13

※教材費は受講料に含まれています。

※中級クラス1、中級クラス2は授業内容、アプローチ方法が大きく異なります。詳しくは右
　記のクラスレベル／内容の欄をご確認下さい。

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施い
　たします。教室は当日のリバティアカデミーインフォメー
　ションボードでご確認下さい。

ガイダンス・デモレッスン

3月23日（水）   11：00～12：00

3月29日（火）  11：00～12：00



講座コード

11140010～
11140024

語　学

TOElCⓇスコアアップ強化講座（駿河台）
TOElC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

キャリアアップ就職活動に生かそう!

講師紹介

講 座 概 要
期　間 5月～8月、9月
曜　日 火・水・木・金曜日

時　間

14:40～16:10
16:20～17:50
18:00～19:30
19:40～21:30（夜間クラス）

定　員 各クラス25名
回　数 14回（夜間クラスは全12回）

受 講 料 一般：37,500円
学生：29,800円

教　材

レベルA・B：『ステップアップTOEIC』 
（タイムライフ）
レベルC：『Target TOEIC』
（Compass）
レベルD：『Oxford Preparation 
Course for the TOEIC TEST』
（Oxford）  

申込締切

※教材費は受講料に含まれています。

カリキュラム レベルA・Bクラス
TOElCⓇ概要説明から始まり、Listening（Part 
1,2,3,4）とReading（Part 5,6,7）の学習を
交互に繰り返し、最後にミニテスト（模擬テスト）
を実施して実力診断を行い、今後のレベル別学
習方法を指導します。レッスンは講義型でなく、
受講者参加型で受講者の潜在能力を引き出すよ
うに指導されます。
（カリキュラムはレベルにより若干異なります）

カリキュラム レベルC・Dクラス
解法パターンと攻略法を紹介して関連する問題
を練習した後に、実際の試験を意識して問題を
解いていきます。試験慣れができるようなレッス
ン構成になっています。特に上級者の得点アップ
に欠かせないPart 5,6の文法語彙問題およびリ
スニング難関パートであるPart 3,4により多く
の時間を割いていきます。「TOElC®レベルA」470～600点取得目標

このコースでは日常のコミュニケーションに最低必要とされる470点の取得を目標にします。

「TOElC®レベルB」600点以上取得目標
このコースでは海外業務を行う上で最低必要とされる600点の取得を目標にします。

「TOElC®レベルC」730点以上取得目標
このコースでは海外駐在（英語で仕事ができる）に必要とされる730点の取得を目標にします。

「TOElC®レベルD」860点以上取得目標
このコースではNon-Nativeとして十分コミュニケーションができるとされる860点（Aレベ
ル）の取得を目標にします。

クラスレベル

ガイダンス・デモレッスン
 4月15日（金） 17:30～18:30
 4月20日（水） 17:30～18:30

4月26日（火） 17:30～18:30
 4月23日（土） 13:00～14:00

5月12日（木） 18:00～19:00
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。
※土曜集中（駿河台）と合同ガイダンスになります。

め予でスンダイガ
。んせまきではルセンャキ・更変ルベレの後講開 ※

※夜間クラスは全12回のレッスンになります。

クラスレベルを把握しておいて下さい。

講座趣旨
　TOElC は英語コミュニケーション能力を測定するテストとして、日本の数多くの一流
企業で採用されており、採用試験・昇格試験・海外駐在選抜等で利用されています。
2009年度は約5.0万人の大卒新入社員が受験し、その平均が460点でした（TOElC
運営委員会報告に基づく）。ただ多くの企業では新入社員に期待する英語レベルとして
600点を挙げています。600点以上の取得は一流企業就職へのパスポートと言っても
過言ではありません。特に国際的企業への就職を希望される文系（事務系）学生にとっ
て600点以上の取得は必須要件といえるでしょう。この講座では経験豊かな日本人講
師が、日本人に共通する英語の弱点を指摘し、文法事項の総復習、リスニングの強化、
速読スキルの習得等を通して英語の基礎力の充実を図り、併せてTOElC 解答のコツを
伝授し、飛躍的なスコアアップを図ります。
　曜日・時間帯ごとに以下の全15クラスを設置しています。ご自分に合ったクラス、レ
ベルをお選びください。なお、同レベルのクラスは全て同じカリキュラムです。

日程

時間

火 水曜日 木 金
5/24、5/31、6/ 7、
6/14、6/21、6/28、
7/ 5、7/12、7/19、
7/26、8/ 2、8/ 9、
8/23、8/30

5/25、6/ 1、6/ 8、
6/15、6/22、6/29、
7/ 6、7/13、7/20、
7/27、8/ 3、8/17、
8/24、8/31

5/26、6/ 2、6/ 9、
6/16、6/23、6/30、
7/ 7、7/14、7/21、
7/28、8/ 4、8/18、
8/25、9/ 1

5/27、6/ 3、6/10、
6/17、6/24、7/ 1、
7/ 8、7/15、7/22、
7/29、8/ 5、8/19、
8/26、9/ 2

14:40～
16:10

（学部4限）

講座コード：
11140010
火曜-1クラス
（レベルA）
講座コード：
11140011
火曜-2クラス
（レベルB）
講座コード：
11140012
火曜-3クラス
（レベルC）

講座コード：
11140013
水曜-1クラス
（レベルB）
講座コード：
11140014
水曜-2クラス
（レベルC）
講座コード：
11140015
水曜-3クラス
（レベルA）

講座コード：
11140016
木曜-1クラス
（レベルC）
講座コード：
11140017
木曜-2クラス
（レベルA）
講座コード：
11140018
木曜-3クラス
（レベルB）

講座コード：
11140019
金曜-2クラス
（レベルB）
講座コード：
11140020
金曜-3クラス
（レベルC）

16:20～
17:50

（学部5限）

18:00～
19:30

（学部6限）

タイムライフ日本人講師
1972年、米TIME INC.100%子会社として発足して以来、大学や数多くの優良企業で
語学研修の実績があるタイムライフから厳選されたベテラン日本人講師が担当します。

日程

夜間クラス

時間

火 水曜日 木 金
5/24、5/31、6/ 7、
6/14、6/21、6/28、
7/ 5、7/12、7/19、
7/26、8/ 2、8/ 9

5/25、6/ 1、6/ 8、
6/15、6/22、6/29、
7/ 6、7/13、7/20、
7/27、8/ 3、8/17

5/26、6/ 2、6/ 9、
6/16、6/23、6/30、
7/ 7、7/14、7/21、
7/28、8/ 4、8/18

5/27、6/ 3、6/10、
6/17、6/24、7/ 1、
7/ 8、7/15、7/22、
7/29、8/ 5、8/19

19:40～
21:30

（夜間クラス）

講座コード：
11140021
火曜-4クラス
（レベルA）

講座コード：
11140022
水曜-4クラス
（レベルB）

講座コード：
11140023
木曜-4クラス
（レベルC）

講座コード：
11140024
金曜-4クラス
（レベルD）

語

　学

語

　学
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B

　受講者自身に考え、答えを見つけてもらえるように導く指導を行います。受講者同士の意見交換などペアワークの
作業も入るインタラクティブなクラスです。（講師の一方的な講義でなく、生徒主体型・参加型のレッスンです。）講座で
はリスニングスコアを上げるための聴解力養成や速読スキルの習得、学習法の紹介などを通してTOEIC の正しい受
験の仕方を身につけ、効果的なスコアアップを狙います。

　470点突破にはPart1の写真描写文やPart2で読まれる様々な疑問文を的確に聞き取る必要があります。
そのため、講座では英語の「音」の知識の強化を図り、発話練習を通じたリスニング力アップを目指します。（※正しい発音やリズ
ムを身につけることにより、英語特有の音が聞こえてくるようになります。）
　また、読解対策時に日本人学習者が多く陥ってしまう「英文和訳」の癖をなくし、速読のためのスキル紹介を行います。効率的な
テスト受験の仕方を身につけ、目標点の突破を目指します。

　音読トレーニングと速読スキル強化訓練を引き続き実践し、同時にTOEIC で試されるコミュニケーション力（応答力や会話
力）を鍛えるため、柔軟な発想力をもって質問に答える練習や、トピックセンテンスを聞いて会話の展開を予測する練習を繰り返
し、目標点数突破を目指します。表現力を豊かにしたり、瞬時に状況を判断したりできるようになる力はTOEIC のみならず、実務
でも即役立つ英語力として認められています。

　このコースでは、すでに培っている聴解力、読解力をTOEIC のスコアにスムーズに転換できるよう、高得点獲得のための攻略
法を学び、実践問題を数多くこなすことによって、上級語彙、文法を習得し、定着させていきます。実際の試験問題に慣れるための
演習がメインになりますが、中級の壁を越えるための自宅学習法もアドバイスします。

　中級者と、Non-Nativeとして十分なコミュニケーション力を有すると判断されるレベル（860点レベル）とを隔てる要素は、よ
り高度な語彙力・文法力です。このコースでは上級者にふさわしい語彙力・文法力を多くの良質な難問をこなすことによって習得
していきます。結果、多種多様な英文の速聴、速読に対応できる力を身につけていきます。高得点獲得のための解答パターンを
実践するのみならず、出題者の視点に立って問題をコントロールしていく術を身につけていきます。

【各クラスが目標とするスコア】

【クラスの特徴】

TOEIC 試験に必要な基本的な知識及びスキル
リスニング力養成、基本的語彙、テスト受験の仕方を学びます（レベルＡ・Ｂクラス）

基 実践問題演習
サンプル問題の誤答解説、解法テクニックを学びます（レベルＣ・Ｄクラス）

実
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クラスの選び方

が憩休宜適、に中途の義講 ※
　入る場合があります。

クラス
レベル

クラス
レベル

Aクラスレベル

クラス
レベル

クラス
レベル

クラス
レベル

　レベルBクラス既習者または、TOEIC スコア600点以上の英語基礎力所有者向けの講座です。レッスンでは
解法パターンを紹介した後に、問題を解いていくことがメインになります。生徒主体型のペアワーク量が減り、
問題演習量が増えます。受講者が出題形式に慣れることや、誤答解説の講義を行うことに重きを置き、弱点を補
強します。

　音読トレーニングと速読スキル強化のためのトレーニングを踏まえた上で、問題演習に入っていくレベルBクラ
スとレベルCクラスの中間的な位置づけのクラスです。レッスンプランは最終的には730点を目指せるように作
成されています。短期間で集中して基礎力強化から実践問題まで対応できる力を身につけます。

クラス開講日の1週間前
※但し、定員に満たない場合は
　引き続き申込を受付けます。



講座コード

11140010～
11140024

語　学

TOElCⓇスコアアップ強化講座（駿河台）
TOElC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

キャリアアップ就職活動に生かそう!

講師紹介

講 座 概 要
期　間 5月～8月、9月
曜　日 火・水・木・金曜日

時　間

14:40～16:10
16:20～17:50
18:00～19:30
19:40～21:30（夜間クラス）

定　員 各クラス25名
回　数 14回（夜間クラスは全12回）

受 講 料 一般：37,500円
学生：29,800円

教　材

レベルA・B：『ステップアップTOEIC』 
（タイムライフ）
レベルC：『Target TOEIC』
（Compass）
レベルD：『Oxford Preparation 
Course for the TOEIC TEST』
（Oxford）  

申込締切

※教材費は受講料に含まれています。

カリキュラム レベルA・Bクラス
TOElCⓇ概要説明から始まり、Listening（Part 
1,2,3,4）とReading（Part 5,6,7）の学習を
交互に繰り返し、最後にミニテスト（模擬テスト）
を実施して実力診断を行い、今後のレベル別学
習方法を指導します。レッスンは講義型でなく、
受講者参加型で受講者の潜在能力を引き出すよ
うに指導されます。
（カリキュラムはレベルにより若干異なります）

カリキュラム レベルC・Dクラス
解法パターンと攻略法を紹介して関連する問題
を練習した後に、実際の試験を意識して問題を
解いていきます。試験慣れができるようなレッス
ン構成になっています。特に上級者の得点アップ
に欠かせないPart 5,6の文法語彙問題およびリ
スニング難関パートであるPart 3,4により多く
の時間を割いていきます。「TOElC®レベルA」470～600点取得目標

このコースでは日常のコミュニケーションに最低必要とされる470点の取得を目標にします。

「TOElC®レベルB」600点以上取得目標
このコースでは海外業務を行う上で最低必要とされる600点の取得を目標にします。

「TOElC®レベルC」730点以上取得目標
このコースでは海外駐在（英語で仕事ができる）に必要とされる730点の取得を目標にします。

「TOElC®レベルD」860点以上取得目標
このコースではNon-Nativeとして十分コミュニケーションができるとされる860点（Aレベ
ル）の取得を目標にします。

クラスレベル

ガイダンス・デモレッスン
 4月15日（金） 17:30～18:30
 4月20日（水） 17:30～18:30

4月26日（火） 17:30～18:30
 4月23日（土） 13:00～14:00

5月12日（木） 18:00～19:00
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。
※土曜集中（駿河台）と合同ガイダンスになります。

め予でスンダイガ
。んせまきではルセンャキ・更変ルベレの後講開 ※

※夜間クラスは全12回のレッスンになります。

クラスレベルを把握しておいて下さい。

講座趣旨
　TOElC は英語コミュニケーション能力を測定するテストとして、日本の数多くの一流
企業で採用されており、採用試験・昇格試験・海外駐在選抜等で利用されています。
2009年度は約5.0万人の大卒新入社員が受験し、その平均が460点でした（TOElC
運営委員会報告に基づく）。ただ多くの企業では新入社員に期待する英語レベルとして
600点を挙げています。600点以上の取得は一流企業就職へのパスポートと言っても
過言ではありません。特に国際的企業への就職を希望される文系（事務系）学生にとっ
て600点以上の取得は必須要件といえるでしょう。この講座では経験豊かな日本人講
師が、日本人に共通する英語の弱点を指摘し、文法事項の総復習、リスニングの強化、
速読スキルの習得等を通して英語の基礎力の充実を図り、併せてTOElC 解答のコツを
伝授し、飛躍的なスコアアップを図ります。
　曜日・時間帯ごとに以下の全15クラスを設置しています。ご自分に合ったクラス、レ
ベルをお選びください。なお、同レベルのクラスは全て同じカリキュラムです。

日程

時間

火 水曜日 木 金
5/24、5/31、6/ 7、
6/14、6/21、6/28、
7/ 5、7/12、7/19、
7/26、8/ 2、8/ 9、
8/23、8/30

5/25、6/ 1、6/ 8、
6/15、6/22、6/29、
7/ 6、7/13、7/20、
7/27、8/ 3、8/17、
8/24、8/31

5/26、6/ 2、6/ 9、
6/16、6/23、6/30、
7/ 7、7/14、7/21、
7/28、8/ 4、8/18、
8/25、9/ 1

5/27、6/ 3、6/10、
6/17、6/24、7/ 1、
7/ 8、7/15、7/22、
7/29、8/ 5、8/19、
8/26、9/ 2

14:40～
16:10

（学部4限）

講座コード：
11140010
火曜-1クラス
（レベルA）
講座コード：
11140011
火曜-2クラス
（レベルB）
講座コード：
11140012
火曜-3クラス
（レベルC）

講座コード：
11140013
水曜-1クラス
（レベルB）
講座コード：
11140014
水曜-2クラス
（レベルC）
講座コード：
11140015
水曜-3クラス
（レベルA）

講座コード：
11140016
木曜-1クラス
（レベルC）
講座コード：
11140017
木曜-2クラス
（レベルA）
講座コード：
11140018
木曜-3クラス
（レベルB）

講座コード：
11140019
金曜-2クラス
（レベルB）
講座コード：
11140020
金曜-3クラス
（レベルC）

16:20～
17:50

（学部5限）

18:00～
19:30

（学部6限）

タイムライフ日本人講師
1972年、米TIME INC.100%子会社として発足して以来、大学や数多くの優良企業で
語学研修の実績があるタイムライフから厳選されたベテラン日本人講師が担当します。

日程

夜間クラス

時間

火 水曜日 木 金
5/24、5/31、6/ 7、
6/14、6/21、6/28、
7/ 5、7/12、7/19、
7/26、8/ 2、8/ 9

5/25、6/ 1、6/ 8、
6/15、6/22、6/29、
7/ 6、7/13、7/20、
7/27、8/ 3、8/17

5/26、6/ 2、6/ 9、
6/16、6/23、6/30、
7/ 7、7/14、7/21、
7/28、8/ 4、8/18

5/27、6/ 3、6/10、
6/17、6/24、7/ 1、
7/ 8、7/15、7/22、
7/29、8/ 5、8/19

19:40～
21:30

（夜間クラス）

講座コード：
11140021
火曜-4クラス
（レベルA）

講座コード：
11140022
水曜-4クラス
（レベルB）

講座コード：
11140023
木曜-4クラス
（レベルC）

講座コード：
11140024
金曜-4クラス
（レベルD）
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　学

語

　学
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　受講者自身に考え、答えを見つけてもらえるように導く指導を行います。受講者同士の意見交換などペアワークの
作業も入るインタラクティブなクラスです。（講師の一方的な講義でなく、生徒主体型・参加型のレッスンです。）講座で
はリスニングスコアを上げるための聴解力養成や速読スキルの習得、学習法の紹介などを通してTOEIC の正しい受
験の仕方を身につけ、効果的なスコアアップを狙います。

　470点突破にはPart1の写真描写文やPart2で読まれる様々な疑問文を的確に聞き取る必要があります。
そのため、講座では英語の「音」の知識の強化を図り、発話練習を通じたリスニング力アップを目指します。（※正しい発音やリズ
ムを身につけることにより、英語特有の音が聞こえてくるようになります。）
　また、読解対策時に日本人学習者が多く陥ってしまう「英文和訳」の癖をなくし、速読のためのスキル紹介を行います。効率的な
テスト受験の仕方を身につけ、目標点の突破を目指します。

　音読トレーニングと速読スキル強化訓練を引き続き実践し、同時にTOEIC で試されるコミュニケーション力（応答力や会話
力）を鍛えるため、柔軟な発想力をもって質問に答える練習や、トピックセンテンスを聞いて会話の展開を予測する練習を繰り返
し、目標点数突破を目指します。表現力を豊かにしたり、瞬時に状況を判断したりできるようになる力はTOEIC のみならず、実務
でも即役立つ英語力として認められています。

　このコースでは、すでに培っている聴解力、読解力をTOEIC のスコアにスムーズに転換できるよう、高得点獲得のための攻略
法を学び、実践問題を数多くこなすことによって、上級語彙、文法を習得し、定着させていきます。実際の試験問題に慣れるための
演習がメインになりますが、中級の壁を越えるための自宅学習法もアドバイスします。

　中級者と、Non-Nativeとして十分なコミュニケーション力を有すると判断されるレベル（860点レベル）とを隔てる要素は、よ
り高度な語彙力・文法力です。このコースでは上級者にふさわしい語彙力・文法力を多くの良質な難問をこなすことによって習得
していきます。結果、多種多様な英文の速聴、速読に対応できる力を身につけていきます。高得点獲得のための解答パターンを
実践するのみならず、出題者の視点に立って問題をコントロールしていく術を身につけていきます。

【各クラスが目標とするスコア】

【クラスの特徴】

TOEIC 試験に必要な基本的な知識及びスキル
リスニング力養成、基本的語彙、テスト受験の仕方を学びます（レベルＡ・Ｂクラス）

基 実践問題演習
サンプル問題の誤答解説、解法テクニックを学びます（レベルＣ・Ｄクラス）
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クラスの選び方

が憩休宜適、に中途の義講 ※
　入る場合があります。
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　レベルBクラス既習者または、TOEIC スコア600点以上の英語基礎力所有者向けの講座です。レッスンでは
解法パターンを紹介した後に、問題を解いていくことがメインになります。生徒主体型のペアワーク量が減り、
問題演習量が増えます。受講者が出題形式に慣れることや、誤答解説の講義を行うことに重きを置き、弱点を補
強します。

　音読トレーニングと速読スキル強化のためのトレーニングを踏まえた上で、問題演習に入っていくレベルBクラ
スとレベルCクラスの中間的な位置づけのクラスです。レッスンプランは最終的には730点を目指せるように作
成されています。短期間で集中して基礎力強化から実践問題まで対応できる力を身につけます。

クラス開講日の1週間前
※但し、定員に満たない場合は
　引き続き申込を受付けます。
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講座コード TOElCⓇスコアアップ土曜集中講座（駿河台）
TOElC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

土曜日の集中学習で短期間に飛躍的スコアアップを図ろう!

語　学

11140025

講 座 概 要
期　間 5月～7月
曜　日 土曜日

時　間
10:30～12:30
13:15～16:15
※ 講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。

定　員 25名
回　数 8回

受 講 料 一般：56,000円
学生：47,600円

教　材
『Tactics for the TOEIC
Listening and Reading Test』
（Oxford）

申込締切
クラス開講日の1週間前
※但し、定員に満たない場合は
　引き続き申込を受付けます。

※教材費は受講料に含まれています。

講座趣旨

日程
1 2 3 4 5 6 7 8

5/21
（土）

5/28
（土）

6/4
（土）

6/11
（土）

6/18
（土）

6/25
（土）

7/2
（土）

7/9
（土）

■ 　私は英語が苦手な学生で、とりあえず理解だけ
できれば良いという考えでした。今回の講座を受
けたのは最低限レベルの英語の復習と教養を身に
つけたいということが目的です。しかし、今回の
TOEIC 講座を受けて、英語の勉強の方法がわか
り、ただ理解するだけではなくて、英語で話した
いという向上心を得ることができました。まだまだ
学習不足ですが、この講座で得た向上心と学習意
欲を大切にしようと思います。

（明大4年　男性）

■ 　具体的な解答パターンを知ることができました。
是非今後のテストに生かしたいです。

（30代　男性）

 4月15日（金） 17:30～18:30

 4月20日（水） 17:30～18:30

4月26日（火） 17:30～18:30

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 ごでドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教 
確認下さい。
※強化講座（駿河台）と合同ガイダンスになります。

め予でスンダイガ。んせまきではルセンャキ・更変ルベレの後講開 ※
クラスレベルを把握しておいて下さい。

ガイダンス・デモレッスン

　土曜集中講座では、他に設定のTOEIC®スコアアップ講座レベルA･B（駿河台）ク
ラス同様にListening PartとReading Partを交互に繰り返して学んでいきます。
TOEIC®で問われている「なぜ聞けない」「なぜ読めない」の原因を払拭する日本人
学習者に共通する英語の弱点克服を、音読トレーニングや速読スキル強化を通して
行っていくほか、TOEIC®試験だけでなく、通常の英語コミュニケ一ションでも役立
つ予測力･想像力の養成を行います。
　また、レベルC･Dクラス(駿河台)で重点的に行っているTOEIC®試験作成者の意図
を汲み取り、受験時に受身ではなく、能動的に試験問題に取り組めるような、言語習
得に重要な思考力を鍛え、小手先のスコアアップに留まらないコミュニケーション力
の養成を行っていきながら、問題演習を行います。
　レッスンプランは最終的にはTOEIC®730点を目指すことができるように作成さ
れています。本講座は短期間で“聞けるようになる・読めるようになる”ための学習
法を身につけ、本番の試験に向けて実際に問題を解いてみることができる、TOEIC®

試験のための基礎基盤構築と実践演習のためのクラスです。
（レベルBとレベルCクラスの中間的な位置付けのクラスです。）
※クラスレベルや内容についてはP63の「クラスの選び方」を必ずご確認下さい。

 4月23日（土） 13:00～14:00

5月12日（木） 18:00～19:00

講師紹介
タイムライフ日本人講師
1972年、米TIME INC.100%子会社として発足して以来、大学や数多くの優良企業で
語学研修の実績があるタイムライフから厳選されたベテラン日本人講師が担当します。

講師紹介
タイムライフ日本人講師
1972年、米TIME INC.100%子会社として発足して以来、大学や数多くの優良企業で
語学研修の実績があるタイムライフから厳選されたベテラン日本人講師が担当します。

講座コード TOElCⓇスコアアップ強化講座（生田）
TOElC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

進学・就職活動に生かそう!

語　学

11140026

講座趣旨
日本企業の国際化に伴い、企業は社員の英語力アップに力を入れています。
特に近年は海外工場設立の拡大、研究・開発部門の海外設置等、生産・技術開発の
グローバル化が急速に進み、それに伴い日本企業の技術部門社員の英語力向上が急
務となっています。
以下のデータがそのことを如実にものがたっています。

①企業が社員に期待するTOEIC®スコアと実際値
　（TOEIC®運営委員会発行TOEIC®News letter NO.91より）

②2008年度TOEIC®IPテスト職種別受験者数
　（TOEIC®運営委員会発行TOEIC®DATA & ANALYSIS 2008より）

無回答26% 技術28.5%

営業8%

研究7%
SE6.4%

その他18.2%

事務4.3%
製造5.6%

　①にありますように企業は技術部門社員に営業部門社員と同じ英語力を期待し、
期待する英語力と実際の英語力が最も乖離しているのが技術部門の社員です。
　②にありますように企業が実施するTOEIC®IPテストの受験者数が最も多いのも
技術系社員（技術、研究、SE、製造）です。このように技術系社員の英語力向上
は日本企業にとって緊急の課題になっていると言っても過言ではありません。

講 座 概 要
期　間 5月～8月
曜　日 木曜日

時　間
18:00～20:00

が憩休宜適、に中途の義講 ※
　入る場合があります。

場　所 生田キャンパス

定　員 25名
回　数 12回

受 講 料 一般：37,500円
学生：29,800円

教　材 『ステップアップTOEIC』
（タイムライフ）

申込締切
クラス開講日の1週間前
※但し、定員に満たない場合は
　引き続き申込みを受付けます。

※教材費は受講料に含まれています。

■ CIEOT度一、はけかっきの講受　 ®を受験して以
来なかなか再スタートが切れず、悩んでいた時に
この講座を知り、楽しみながら学習できるというこ
とで受講を決めました。

ーワアペが士同生講受、くなで式形義講は座講　 　 
ク等を行いながら進んでいきます。また、先生が
非常に熱心で、生徒の数も多すぎず、個人のレベ
ルにあわせて進んでいきます。講義では、解き方
のテクニック等をとても丁寧に教えてくれるので、
それを学び効率よく勉強することができるようにな
ります。 （学生）

　この講座では、日本人学習者が苦手とする英語の音の特徴（脱落・弱音・連結）、長文読解における効
果的なテクニック（スキャ二ング・スキミング）を習得し、TOEIC®解答のコツを学んでいきます。授業
はペアワークを取り入れたスタイルとなり、経験豊かな日本人講師が楽しい授業を展開していきます。ク
ラスは申込者多数の場合2クラス編成となり、レベルにあわせたきめ細やかな指導を行います。
（受講者想定レベル450～600点前後）

※クラスレベルや内容についてはP63の「クラスの選び方」を必ずご確認下さい。

クラスレベル

日程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5/26
（木）

6/2
（木）

6/9
（木）

6/16
（木）

6/23
（木）

6/30
（木）

7/7
（木）

7/14
（木）

7/21
（木）

7/28
（木）

8/4
（木）

8/18
（木）

ガイダンス・デモレッスン（生田）
4月20日（水） 18:00～19:00
4月26日（火） 16:30～17:30
5月12日（木） 12:10～12:50
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は生田キャンパスで実施いたします。
※教室はリバティアカデミーHPよりご確認下さい。

め予でスンダイガ。んせまきではルセンャキ・更変ルベレの後講開 ※
クラスレベルを把握しておいて下さい。（申込者多数で2クラス編成
になった場合）

　しかしながら、多くの技術系社員の方々から「何から手をつけていいのかわからな
い」「文法や語彙を勉強したが、TOEIC®スコアがなかなか伸びない」等の声をよく耳
にします。
　この講座では、“なぜ聞けないのか”“なぜ読めないのか”の原因を探り、苦手意識
を払拭しながら、英語の底力をアップして、その英語力をTOEIC®スコアにスムーズ
に転換できるように考えて授業が組まれています。
　全12回のクラスでは、日本人に共通する英語の弱点を克服しつつ、飛躍的なスコ
アアップを図ります。



語

　学

語

　学
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講座コード TOElCⓇスコアアップ土曜集中講座（駿河台）
TOElC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

土曜日の集中学習で短期間に飛躍的スコアアップを図ろう!

語　学

11140025

講 座 概 要
期　間 5月～7月
曜　日 土曜日

時　間
10:30～12:30
13:15～16:15
※ 講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。

定　員 25名
回　数 8回

受 講 料 一般：56,000円
学生：47,600円

教　材
『Tactics for the TOEIC
Listening and Reading Test』
（Oxford）

申込締切
クラス開講日の1週間前
※但し、定員に満たない場合は
　引き続き申込を受付けます。

※教材費は受講料に含まれています。

講座趣旨

日程
1 2 3 4 5 6 7 8

5/21
（土）

5/28
（土）

6/4
（土）

6/11
（土）

6/18
（土）

6/25
（土）

7/2
（土）

7/9
（土）

■ 　私は英語が苦手な学生で、とりあえず理解だけ
できれば良いという考えでした。今回の講座を受
けたのは最低限レベルの英語の復習と教養を身に
つけたいということが目的です。しかし、今回の
TOEIC 講座を受けて、英語の勉強の方法がわか
り、ただ理解するだけではなくて、英語で話した
いという向上心を得ることができました。まだまだ
学習不足ですが、この講座で得た向上心と学習意
欲を大切にしようと思います。

（明大4年　男性）

■ 　具体的な解答パターンを知ることができました。
是非今後のテストに生かしたいです。

（30代　男性）

 4月15日（金） 17:30～18:30

 4月20日（水） 17:30～18:30

4月26日（火） 17:30～18:30

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 ごでドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教 
確認下さい。
※強化講座（駿河台）と合同ガイダンスになります。

め予でスンダイガ。んせまきではルセンャキ・更変ルベレの後講開 ※
クラスレベルを把握しておいて下さい。

ガイダンス・デモレッスン

　土曜集中講座では、他に設定のTOEIC®スコアアップ講座レベルA･B（駿河台）ク
ラス同様にListening PartとReading Partを交互に繰り返して学んでいきます。
TOEIC®で問われている「なぜ聞けない」「なぜ読めない」の原因を払拭する日本人
学習者に共通する英語の弱点克服を、音読トレーニングや速読スキル強化を通して
行っていくほか、TOEIC®試験だけでなく、通常の英語コミュニケ一ションでも役立
つ予測力･想像力の養成を行います。
　また、レベルC･Dクラス(駿河台)で重点的に行っているTOEIC®試験作成者の意図
を汲み取り、受験時に受身ではなく、能動的に試験問題に取り組めるような、言語習
得に重要な思考力を鍛え、小手先のスコアアップに留まらないコミュニケーション力
の養成を行っていきながら、問題演習を行います。
　レッスンプランは最終的にはTOEIC®730点を目指すことができるように作成さ
れています。本講座は短期間で“聞けるようになる・読めるようになる”ための学習
法を身につけ、本番の試験に向けて実際に問題を解いてみることができる、TOEIC®

試験のための基礎基盤構築と実践演習のためのクラスです。
（レベルBとレベルCクラスの中間的な位置付けのクラスです。）
※クラスレベルや内容についてはP63の「クラスの選び方」を必ずご確認下さい。

 4月23日（土） 13:00～14:00

5月12日（木） 18:00～19:00

講師紹介
タイムライフ日本人講師
1972年、米TIME INC.100%子会社として発足して以来、大学や数多くの優良企業で
語学研修の実績があるタイムライフから厳選されたベテラン日本人講師が担当します。

講師紹介
タイムライフ日本人講師
1972年、米TIME INC.100%子会社として発足して以来、大学や数多くの優良企業で
語学研修の実績があるタイムライフから厳選されたベテラン日本人講師が担当します。

講座コード TOElCⓇスコアアップ強化講座（生田）
TOElC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

進学・就職活動に生かそう!

語　学

11140026

講座趣旨
日本企業の国際化に伴い、企業は社員の英語力アップに力を入れています。
特に近年は海外工場設立の拡大、研究・開発部門の海外設置等、生産・技術開発の
グローバル化が急速に進み、それに伴い日本企業の技術部門社員の英語力向上が急
務となっています。
以下のデータがそのことを如実にものがたっています。

①企業が社員に期待するTOEIC®スコアと実際値
　（TOEIC®運営委員会発行TOEIC®News letter NO.91より）

②2008年度TOEIC®IPテスト職種別受験者数
　（TOEIC®運営委員会発行TOEIC®DATA & ANALYSIS 2008より）

無回答26% 技術28.5%

営業8%

研究7%
SE6.4%

その他18.2%

事務4.3%
製造5.6%

　①にありますように企業は技術部門社員に営業部門社員と同じ英語力を期待し、
期待する英語力と実際の英語力が最も乖離しているのが技術部門の社員です。
　②にありますように企業が実施するTOEIC®IPテストの受験者数が最も多いのも
技術系社員（技術、研究、SE、製造）です。このように技術系社員の英語力向上
は日本企業にとって緊急の課題になっていると言っても過言ではありません。

講 座 概 要
期　間 5月～8月
曜　日 木曜日

時　間
18:00～20:00

が憩休宜適、に中途の義講 ※
　入る場合があります。

場　所 生田キャンパス

定　員 25名
回　数 12回

受 講 料 一般：37,500円
学生：29,800円

教　材 『ステップアップTOEIC』
（タイムライフ）

申込締切
クラス開講日の1週間前
※但し、定員に満たない場合は
　引き続き申込みを受付けます。

※教材費は受講料に含まれています。

■ CIEOT度一、はけかっきの講受　 ®を受験して以
来なかなか再スタートが切れず、悩んでいた時に
この講座を知り、楽しみながら学習できるというこ
とで受講を決めました。

ーワアペが士同生講受、くなで式形義講は座講　 　 
ク等を行いながら進んでいきます。また、先生が
非常に熱心で、生徒の数も多すぎず、個人のレベ
ルにあわせて進んでいきます。講義では、解き方
のテクニック等をとても丁寧に教えてくれるので、
それを学び効率よく勉強することができるようにな
ります。 （学生）

　この講座では、日本人学習者が苦手とする英語の音の特徴（脱落・弱音・連結）、長文読解における効
果的なテクニック（スキャ二ング・スキミング）を習得し、TOEIC®解答のコツを学んでいきます。授業
はペアワークを取り入れたスタイルとなり、経験豊かな日本人講師が楽しい授業を展開していきます。ク
ラスは申込者多数の場合2クラス編成となり、レベルにあわせたきめ細やかな指導を行います。
（受講者想定レベル450～600点前後）

※クラスレベルや内容についてはP63の「クラスの選び方」を必ずご確認下さい。

クラスレベル

日程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5/26
（木）

6/2
（木）

6/9
（木）

6/16
（木）

6/23
（木）

6/30
（木）

7/7
（木）

7/14
（木）

7/21
（木）

7/28
（木）

8/4
（木）

8/18
（木）

ガイダンス・デモレッスン（生田）
4月20日（水） 18:00～19:00
4月26日（火） 16:30～17:30
5月12日（木） 12:10～12:50
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は生田キャンパスで実施いたします。
※教室はリバティアカデミーHPよりご確認下さい。

め予でスンダイガ。んせまきではルセンャキ・更変ルベレの後講開 ※
クラスレベルを把握しておいて下さい。（申込者多数で2クラス編成
になった場合）

　しかしながら、多くの技術系社員の方々から「何から手をつけていいのかわからな
い」「文法や語彙を勉強したが、TOEIC®スコアがなかなか伸びない」等の声をよく耳
にします。
　この講座では、“なぜ聞けないのか”“なぜ読めないのか”の原因を探り、苦手意識
を払拭しながら、英語の底力をアップして、その英語力をTOEIC®スコアにスムーズ
に転換できるように考えて授業が組まれています。
　全12回のクラスでは、日本人に共通する英語の弱点を克服しつつ、飛躍的なスコ
アアップを図ります。



　TOEIC®スコアアップ強化講座(和泉)では、企業人事担当者が履歴書に記載され
るスコアとして注目を始めるTOEIC®スコア600点以上取得目標のBクラスと、海外
駐在に必要とされる730点以上取得目標のCクラスの2コースをご用意しました。
　BクラスではListening PartとReading Partを交互に繰り返して学んでいき、TO
EIC®で問われている「なぜ聞けない」「なぜ読めない」の原因を払拭、音読トレーニ
ングや速読スキル強化を通して英語基礎力の底上げを図り、その力をTOEIC®スコア
に転換できるような力を養っていきます。(基礎力養成メイン)
　Cクラスでは、問題演習を通してTOEIC®試験作成者の意図を汲み取り、受験時に
受身でなく、能動的に試験問題に取り組むことができるような、言語習得に重要な思
考力を鍛えていきます。(問題演習メイン)

語　学

TOElCⓇスコアアップ強化講座（和泉）
TOElC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

進学・就職活動に生かそう!

講座コード

11140027
（Bクラス）

11140028
（Cクラス）

講 座 概 要
期　間 5月～8月
曜　日 木曜日（B・Cクラス）

時　間
18:00～20:00

が憩休宜適、に中途の義講 ※
　入る場合があります。

場　所 和泉キャンパス

定　員 25名
回　数 12回

受 講 料 一般：37,500円
学生：29,800円

教　材
プッアプッテス『:スラクB

TOEIC』（タイムライフ）
Cクラス:『Target TOEIC』
（Compass）

申込締切
クラス開講日の1週間前
※但し、定員に満たない場合は
　引き続き申込みを受付けます。

※教材費は受講料に含まれています。

「TOElC®Bクラス」600点以上取得目標
このコースでは海外業務を行う上で最低必要とされる
600点の取得を目標にします。
「TOElC®Cクラス」730点以上取得目標
このコースでは海外駐在（英語で仕事ができる）に必
要とされる730点の取得を目標にします。

入も業作のクーワアペどな換交見意の志同者講受はスラクB ※
る生徒主体型となります。

が量習演題問、り減が量クーワアペの型体主徒生はスラクC 　
増えます。

」方び選のスラク「の36.Pはていつに容内やルベレスラク ※
を必ずご確認下さい。

クラスレベル

講座趣旨
　TOElC は英語コミュニケーション能力を測定するテストとして、日本の数多く
の一流企業で採用されており、採用試験・昇格試験・海外駐在選抜等で利用されて
います。この講座では経験豊かな日本人講師が、日本人に共通する英語の弱点を指
摘し、文法事項の復習、速読スキルの習得、リスニングの強化等を通して英語の基
礎力の充実を図り、併せてTOElC 解答のコツを伝授し、飛躍的なスコアアップを
図ります。

　社員を採用する際、英語能力を把握できることは人事管理上、きわめて合理的で
あると言えます。社員採用時にTOEICⓇスコアを「考慮している」と回答した企業
は287社（51.9%）と半数以上。また、「考慮していないが将来は考慮したい」と
する企業は123社（22.2%） あり、両者を合わせると410社（74.1%）に達しま
す。この数値から、社員の採用ポイン卜の1つとしてTOEICⓇスコアを重視している
企業が多いことがうかがえます。（財団法人国際ビジネスコミュ二ケーション協会
『TOEICⓇNewsletter』2009年度新入社員スコア特集より）

社員の採用には半数以上の企業がTOEICⓇスコアを考慮!

無回答11社（2％）

132社（23.9％）

123社（22.2％）

287社（51.9％）

1

600点以上

取得目標

730点以上

取得目標

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5/26（木）

6/  2（木）

6/  9（木）

6/16（木）

6/23（木）

6/30（木）

7/  7（木）

7/14（木）

7/21（木）

7/28（木）

8/  4（木）

8/18（木）

Bクラス
11140027日 程

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cクラス
11140028日 程

5/26（木）

6/  2（木）

6/  9（木）

6/16（木）

6/23（木）

6/30（木）

7/  7（木）

7/14（木）

7/21（木）

7/28（木）

8/  4（木）

8/18（木）

ガイダンス・デモレッスン（和泉）
4月21日（木） 18:00～19:00
4月27日（水） 12:15～12:50
5月12日（木） 16:30～17:30
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は和泉キャンパスで実施いたします。
※教室はリバティアカデミーHPよりご確認下さい。

め予でスンダイガ。んせまきではルセンャキ・更変ルベレの後講開 ※
クラスレベルを把握しておいて下さい。

講師紹介
タイムライフ日本人講師
1972年、米TIME INC.100%子会社として発足して以来、大学や数多くの優良企業で
語学研修の実績があるタイムライフから厳選されたベテラン日本人講師が担当します。

申込期間 結果発送日試験会場試験日 講座コード
駿河台キャンパス

駿河台キャンパス

生田キャンパス 試験実施
2週間以内

語　学

講 座 概 要
試 験 日

試験実施時間

受 験 料

申込方法

下記参照

14:00～16:30（予定）
※集合時間
　13:45～13:55（時間厳守）

4,500円

・リバティアカデミー会員の方ならどなたでも受験可能です。（学生
　の皆様は入会金無料です）
・TOEIC®公開テスト（受験料：5,565円）よりも割安な価格で受験で
　き、結果（スコアレポート）はおよそ2週間以内に届きます。
・英語能力のチェックやキャリアアップに役立てることができます。

講座コード

11141001～2
11142001

リバティアカデミー主催 TOEIC® IPテスト
2011年度

TOEIC®公開テストよりもリーズナブルに受験できます！

①

②

リバティアカデミーホーム
ページhttp://academy.
meiji.jpよりインターネッ
ト申込み

リバティアカデミー事務局へ
窓口/TEL/FAX申込み

※試験日1週間前に受験票を郵送します。当日は直接指定教室に集合下さい。
※お申込後の試験会場変更はできません。
※受験料ご入金後のキャンセルはお受けできませんので予めご了承ください。
※後期の日程については、後期のパンフレットでご案内します。
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【資料1】TOEIC®テスト受験者と実施企業数の推移

実施企業数

2回受験実施企業数

（年度）

817

165 163
183

188 187

846 865
904 909

受験者数

平均スコア

TOElC®テストには公開テストと団体特別受験制度（lP:lnstitutional Program、以下IPテスト）の2つの受験方法がありま

す。公開テストは財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会TOElC運営委員会の定めた日時･場所において実施されるも

ので、lPテストは企業･団体･学校などで任意に日時･場所を設定の上、実施されるものです。(財団法人国際ビジネスコミュニケ

ーション協会TOElC運営委員会発行「TOElC®テストDATA  ANALIYSlS 2007」より)※TOElC®公開テストとIPテスト

の結果スコアは、同一の有効性がありますが、公務員試験･大学院進学に関する書類では、TOElC®lPテストではなく、TOElC®

公開テストのスコアが求められる場合があります。事前に提出先にご確認ください。

2009年度の実施企業数は851社、受験者数は50,387人と、いずれも昨年度より減少しました。これは世界経済不況を背景に

テストの実施を控える企業が多かったためと考えられます。しかし、平均スコアを見ると、前年度から伸びが見られました。平均ス

コアは460点(リスニング251点、リーディング208点)と4点上昇。Cレベル以上の

受験者の全体比は40.3％と前年度39.5％より0.8ポイント上昇しました。業種別に

見ると、化学、商社、証券・保険、運輸では2年連続で平均スコアがアップしています。

その他の業種でも半数以上の業種で前年度を上回っており、この数値から高い英語

力のレベルが維持されていることが伺えます。経済不況によって新規採用は縮小傾向

にありますが、一方で国際化の進展とともに英語への関心はさらに高まっています。

その中でTOEIC®テストは採用や新人教育にと幅広く活用されています(中略) 。企業

による採用数の絞込みが予想される来年度は、採用基準を下げない質重視の傾向が

さらに進み、学生のスキルアップへの意識も高まることが考えられます。

（2009年度財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会TOElC運営委員会発行

『TOElC®Newsletter2009年度新入社員スコア特集』より）

2011年 6月4日（土）
4月1日（金）～5月13日（金）

ただし、定員になり次第〆切

5月14日（土）～6月17日（金）

ただし、定員になり次第〆切

11141001
11142001

111410022011年 7月9日（土）

語

　学

語

　学
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講座趣旨



　TOEIC®スコアアップ強化講座(和泉)では、企業人事担当者が履歴書に記載され
るスコアとして注目を始めるTOEIC®スコア600点以上取得目標のBクラスと、海外
駐在に必要とされる730点以上取得目標のCクラスの2コースをご用意しました。
　BクラスではListening PartとReading Partを交互に繰り返して学んでいき、TO
EIC®で問われている「なぜ聞けない」「なぜ読めない」の原因を払拭、音読トレーニ
ングや速読スキル強化を通して英語基礎力の底上げを図り、その力をTOEIC®スコア
に転換できるような力を養っていきます。(基礎力養成メイン)
　Cクラスでは、問題演習を通してTOEIC®試験作成者の意図を汲み取り、受験時に
受身でなく、能動的に試験問題に取り組むことができるような、言語習得に重要な思
考力を鍛えていきます。(問題演習メイン)

語　学

TOElCⓇスコアアップ強化講座（和泉）
TOElC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

進学・就職活動に生かそう!

講座コード

11140027
（Bクラス）

11140028
（Cクラス）

講 座 概 要
期　間 5月～8月
曜　日 木曜日（B・Cクラス）

時　間
18:00～20:00

が憩休宜適、に中途の義講 ※
　入る場合があります。

場　所 和泉キャンパス

定　員 25名
回　数 12回

受 講 料 一般：37,500円
学生：29,800円

教　材
プッアプッテス『:スラクB

TOEIC』（タイムライフ）
Cクラス:『Target TOEIC』
（Compass）

申込締切
クラス開講日の1週間前
※但し、定員に満たない場合は
　引き続き申込みを受付けます。

※教材費は受講料に含まれています。

「TOElC®Bクラス」600点以上取得目標
このコースでは海外業務を行う上で最低必要とされる
600点の取得を目標にします。
「TOElC®Cクラス」730点以上取得目標
このコースでは海外駐在（英語で仕事ができる）に必
要とされる730点の取得を目標にします。

入も業作のクーワアペどな換交見意の志同者講受はスラクB ※
る生徒主体型となります。

が量習演題問、り減が量クーワアペの型体主徒生はスラクC 　
増えます。

」方び選のスラク「の36.Pはていつに容内やルベレスラク ※
を必ずご確認下さい。

クラスレベル

講座趣旨
　TOElC は英語コミュニケーション能力を測定するテストとして、日本の数多く
の一流企業で採用されており、採用試験・昇格試験・海外駐在選抜等で利用されて
います。この講座では経験豊かな日本人講師が、日本人に共通する英語の弱点を指
摘し、文法事項の復習、速読スキルの習得、リスニングの強化等を通して英語の基
礎力の充実を図り、併せてTOElC 解答のコツを伝授し、飛躍的なスコアアップを
図ります。

　社員を採用する際、英語能力を把握できることは人事管理上、きわめて合理的で
あると言えます。社員採用時にTOEICⓇスコアを「考慮している」と回答した企業
は287社（51.9%）と半数以上。また、「考慮していないが将来は考慮したい」と
する企業は123社（22.2%） あり、両者を合わせると410社（74.1%）に達しま
す。この数値から、社員の採用ポイン卜の1つとしてTOEICⓇスコアを重視している
企業が多いことがうかがえます。（財団法人国際ビジネスコミュ二ケーション協会
『TOEICⓇNewsletter』2009年度新入社員スコア特集より）

社員の採用には半数以上の企業がTOEICⓇスコアを考慮!

無回答11社（2％）

132社（23.9％）

123社（22.2％）

287社（51.9％）

1

600点以上

取得目標

730点以上

取得目標

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5/26（木）

6/  2（木）

6/  9（木）

6/16（木）

6/23（木）

6/30（木）

7/  7（木）

7/14（木）

7/21（木）

7/28（木）

8/  4（木）

8/18（木）

Bクラス
11140027日 程

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cクラス
11140028日 程

5/26（木）

6/  2（木）

6/  9（木）

6/16（木）

6/23（木）

6/30（木）

7/  7（木）

7/14（木）

7/21（木）

7/28（木）

8/  4（木）

8/18（木）

ガイダンス・デモレッスン（和泉）
4月21日（木） 18:00～19:00
4月27日（水） 12:15～12:50
5月12日（木） 16:30～17:30
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は和泉キャンパスで実施いたします。
※教室はリバティアカデミーHPよりご確認下さい。

め予でスンダイガ。んせまきではルセンャキ・更変ルベレの後講開 ※
クラスレベルを把握しておいて下さい。

講師紹介
タイムライフ日本人講師
1972年、米TIME INC.100%子会社として発足して以来、大学や数多くの優良企業で
語学研修の実績があるタイムライフから厳選されたベテラン日本人講師が担当します。

申込期間 結果発送日試験会場試験日 講座コード
駿河台キャンパス

駿河台キャンパス

生田キャンパス 試験実施
2週間以内

語　学

講 座 概 要
試 験 日

試験実施時間

受 験 料

申込方法

下記参照

14:00～16:30（予定）
※集合時間
　13:45～13:55（時間厳守）

4,500円

・リバティアカデミー会員の方ならどなたでも受験可能です。（学生
　の皆様は入会金無料です）
・TOEIC®公開テスト（受験料：5,565円）よりも割安な価格で受験で
　き、結果（スコアレポート）はおよそ2週間以内に届きます。
・英語能力のチェックやキャリアアップに役立てることができます。

講座コード

11141001～2
11142001

リバティアカデミー主催 TOEIC® IPテスト
2011年度

TOEIC®公開テストよりもリーズナブルに受験できます！

①

②

リバティアカデミーホーム
ページhttp://academy.
meiji.jpよりインターネッ
ト申込み

リバティアカデミー事務局へ
窓口/TEL/FAX申込み

※試験日1週間前に受験票を郵送します。当日は直接指定教室に集合下さい。
※お申込後の試験会場変更はできません。
※受験料ご入金後のキャンセルはお受けできませんので予めご了承ください。
※後期の日程については、後期のパンフレットでご案内します。
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【資料1】TOEIC®テスト受験者と実施企業数の推移

実施企業数

2回受験実施企業数

（年度）

817

165 163
183

188 187

846 865
904 909

受験者数

平均スコア

TOElC®テストには公開テストと団体特別受験制度（lP:lnstitutional Program、以下IPテスト）の2つの受験方法がありま

す。公開テストは財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会TOElC運営委員会の定めた日時･場所において実施されるも

ので、lPテストは企業･団体･学校などで任意に日時･場所を設定の上、実施されるものです。(財団法人国際ビジネスコミュニケ

ーション協会TOElC運営委員会発行「TOElC®テストDATA  ANALIYSlS 2007」より)※TOElC®公開テストとIPテスト

の結果スコアは、同一の有効性がありますが、公務員試験･大学院進学に関する書類では、TOElC®lPテストではなく、TOElC®

公開テストのスコアが求められる場合があります。事前に提出先にご確認ください。

2009年度の実施企業数は851社、受験者数は50,387人と、いずれも昨年度より減少しました。これは世界経済不況を背景に

テストの実施を控える企業が多かったためと考えられます。しかし、平均スコアを見ると、前年度から伸びが見られました。平均ス

コアは460点(リスニング251点、リーディング208点)と4点上昇。Cレベル以上の

受験者の全体比は40.3％と前年度39.5％より0.8ポイント上昇しました。業種別に

見ると、化学、商社、証券・保険、運輸では2年連続で平均スコアがアップしています。

その他の業種でも半数以上の業種で前年度を上回っており、この数値から高い英語

力のレベルが維持されていることが伺えます。経済不況によって新規採用は縮小傾向

にありますが、一方で国際化の進展とともに英語への関心はさらに高まっています。

その中でTOEIC®テストは採用や新人教育にと幅広く活用されています(中略) 。企業

による採用数の絞込みが予想される来年度は、採用基準を下げない質重視の傾向が

さらに進み、学生のスキルアップへの意識も高まることが考えられます。

（2009年度財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会TOElC運営委員会発行

『TOElC®Newsletter2009年度新入社員スコア特集』より）

2011年 6月4日（土）
4月1日（金）～5月13日（金）

ただし、定員になり次第〆切

5月14日（土）～6月17日（金）

ただし、定員になり次第〆切

11141001
11142001

111410022011年 7月9日（土）

語

　学
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講座趣旨



講座コード
TOEFLⓇ総合対策講座（通年クラス）
～充実したカリキュラムとリーズナブルな受講料～
80点以上を目指せ！難関テストを通年でじっくり攻略しよう！11140029

語　学

講座趣旨

講座日程

講 座 概 要

期　間 5月～12月

曜　日 火・金曜日

時　間

18:00～20:30
（前後期ともに初回および
最終回18:00～21:00）

（前期5月～7月、後期9月～12月）

※ 講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。

場　所 和泉キャンパス

定　員 60名
回　数 30回（前期13回、後期17回）

受 講 料 81,000円
（テキスト代含まず・割引対象外）

教　材
（別売）

『The Official Guide to the TOEFL
®

®『Sharpening Skills for the TOEFL
iBT』8,000円

iBT wirth CD-ROM Third Edition』

※教材は変更になる場合があります。
を材教。すまし売販てに室教に日初座講は材教用使 ※

既に所有している場合は購入の必要はありません。

■  新たな視点が広がった。英語が自分の中で具体的になった感じがする。
■ 非常に役立ちました。
■ 2時間半があっという間で楽しかったです。
■  TOEFL®の問題の対策だけでなく、申し込みの仕方など、いろいろわかってよかった。

ガイダンス・デモレッスン
4月26日（火） 18:00～19:00
5月13日（金） 18:00～19:00
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）

。すましたい施実でスパンャキ泉和は場会 ※
。いさ下認確ごでPHーミデカアィテバリの日当は室教 ※

TOEFL® iBTテストを受験してみよう！

Step

1

Step

3

Step

2

ETS公式サイトからInformation Bulletin（受験要綱）を入手しよう！

※進行状況によって授業の内容が前後する場合があります。

講師紹介
経験豊富なTACの専任講師が担当します。

内 容 時間数（H）前期日程 後期日程 講義時間

レベルチェックテスト＆オリエンテーション

2.5

3

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

3 2.5

前期クラスは全13回でTOEFL iBTテストで61点以上取得
を目指し、R/L/S/Wの4科目の講義を実施していきます。
まずはTOEFLテストそのものに慣れるところから開始し、
より高得点を取るためのテクニックを伝授していきます。
Speaking、Writingでは、主にindependent問題を演習し
ていきます。

後期クラスは全17回でTOEFL iBTテストで80点以上取得
を目指し、R/L/S/Wの4科目の講義を実施していきます。
前期で学習した内容を踏まえ、より高得点を取得することだ
けでなく、解答時間の管理も意識していきます。Speaking、
Writingでは、integrate問題にも積極的に取り組んでいき
ます。

■

■

総まとめクラス

※前期最終回（7月12日）には、前期講義内容についての
 「総まとめクラス」を実施致します（18：00-21：00）。

TOEFL®テストはアメリカの非営利団体Educational Testing Serviceが作成した、英語を母国語としない人の英語力を測定するテストです。現在世
界180カ国で実施されているこのテストは、日本国内での大学院入試や、成績・単位認定としての活用など、様々な形で利用されており、特に海外
留学時の英語力証明では、TOEFL® のスコアが選考基準として広く利用されています。テストの内容はビジネス英語ではなくアカデミック英語で、海
外でのキャンパスライフを想定したものが多く含まれています。現在主流となっているインターネット版TOEFL®テスト、TOEFL®iBTはコンピュータ
形式のTOEFL®テストで、Listening/Reading/Speaking/Writingの４つのセクションで構成され、スコアは0～120で算出されます。テストは全
国に設置されたテストセンターにて受験、スコアは受験した約1ヶ月後に出ます。

TOEFL® iBTテストは米国のETS（Education Testing Services）が作成しており、テスト運営は世界各地にある民間の任意
テストセンターにて実施されています。受験希望の方は以下のStepを実行してください。

TOEFL® iBTはとてもタフなテストです。本講座を受講してテスト対策をするのと同時にテスト概要を熟知する
ことが大事です。まずは30ページ近くある受験要綱を入手し熟読しましょう。テスト概要を知るとともに、同時
にReadingも鍛えられます！

参考情報：http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/toefl_ibt_bulletin_2010-11.pdf

ETS公式サイトにて「個人ページ」を作成しよう！
TOEFL® iBTテストを受験するためには、ETSにて個人ページを作成することが必須です。

参考情報：https://toefl-registration.ets.org/TOEFLWeb/extISERLogonPrompt.do

オンラインで受験日と受験会場を予約しよう！
Step2で作成した個人ページにログインして、TOEFL® iBTテストの受験日と受験会場を予約します。予約の際
にはクレジットカードが必須です。また、受験時には、「パスポート」または、「写真付学生証 + 写真付運転免許
証等」の提示が必須です。留学を目指す皆さんですから、お持ちでない方はこの機会に「クレジットカード」と「
パスポート」を作ることをオススメします。【重要】クレジットカードとパスポートの氏名のローマ字表記が完全
に一致することが必須です。

※TOEFL® iBTテストを受けるには、この講座とは別に受験費用が必要となります。

参考情報：https://toefl-registration.ets.org/TOEFLWeb/extISERLogonPrompt.do

語

　学

語

　学
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18：00～20：30

18：00～21：00

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：3018：00～21：00

5

1

14

15

16

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

6/10（金）

5/31（火）

7/12（火）

6/  3（金）

6/  7（火）

6/14（火）

6/17（金）

6/21（火）

6/24（金）

6/28（火）

7/  1（金）

7/  5（火）

7/  8（金）

10/14（金）

9/30（金）

11/25（金）

11/29（火）

12/  2（金）

318：00～21：0017 12/  6（火）

10/  4（火）

10/  7（金）

10/11（火）

10/18（火）

10/21（金）

10/25（火）

10/28（金）

11/  8（火）

11/11（金）

11/15（火）

11/18（金）

　「TOEFL®」スコアは大学･大学院レベルの講義が理解できる十分な
英語力があることを示すためのスコアですので、テスト問題に用いら
れる語彙の難易度が高いのが特徴です。また、「TOElC®」試験にはな
い、Speaking、Writingの力も問われ、高いレベルのトータルな英語力
が求められます（※07年からTOElC®でもSpeaking/Writing専門の
試験が開始されていますが、TOEFL®で求められるレベルはTOElC®

よりもはるかに高いものです）。
　本講座では、受講生が留学を希望している大学が要求するTOEFL®
スコアに1点でも近づけることができるよう、「TOEFL®の出題形式に
慣れること」「確実にスコアを伸ばすために必要なテクニックの習得」
を中心に講義を行います。
　前期クラスでiBTテスト61点以上到達、後期クラスでiBTテスト80
点以上到達を目指します。

前期 後期 前期 後期



講座コード
TOEFLⓇ総合対策講座（通年クラス）
～充実したカリキュラムとリーズナブルな受講料～
80点以上を目指せ！難関テストを通年でじっくり攻略しよう！11140029

語　学

講座趣旨

講座日程

講 座 概 要

期　間 5月～12月

曜　日 火・金曜日

時　間

18:00～20:30
（前後期ともに初回および
最終回18:00～21:00）

（前期5月～7月、後期9月～12月）

※ 講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。

場　所 和泉キャンパス

定　員 60名
回　数 30回（前期13回、後期17回）

受 講 料 81,000円
（テキスト代含まず・割引対象外）

教　材
（別売）

『The Official Guide to the TOEFL
®

®『Sharpening Skills for the TOEFL
iBT』8,000円

iBT wirth CD-ROM Third Edition』

※教材は変更になる場合があります。
を材教。すまし売販てに室教に日初座講は材教用使 ※

既に所有している場合は購入の必要はありません。

■  新たな視点が広がった。英語が自分の中で具体的になった感じがする。
■ 非常に役立ちました。
■ 2時間半があっという間で楽しかったです。
■  TOEFL®の問題の対策だけでなく、申し込みの仕方など、いろいろわかってよかった。

ガイダンス・デモレッスン
4月26日（火） 18:00～19:00
5月13日（金） 18:00～19:00
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）

。すましたい施実でスパンャキ泉和は場会 ※
。いさ下認確ごでPHーミデカアィテバリの日当は室教 ※

TOEFL® iBTテストを受験してみよう！

Step

1

Step

3

Step

2

ETS公式サイトからInformation Bulletin（受験要綱）を入手しよう！

※進行状況によって授業の内容が前後する場合があります。

講師紹介
経験豊富なTACの専任講師が担当します。

内 容 時間数（H）前期日程 後期日程 講義時間

レベルチェックテスト＆オリエンテーション

2.5

3

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

3 2.5

前期クラスは全13回でTOEFL iBTテストで61点以上取得
を目指し、R/L/S/Wの4科目の講義を実施していきます。
まずはTOEFLテストそのものに慣れるところから開始し、
より高得点を取るためのテクニックを伝授していきます。
Speaking、Writingでは、主にindependent問題を演習し
ていきます。

後期クラスは全17回でTOEFL iBTテストで80点以上取得
を目指し、R/L/S/Wの4科目の講義を実施していきます。
前期で学習した内容を踏まえ、より高得点を取得することだ
けでなく、解答時間の管理も意識していきます。Speaking、
Writingでは、integrate問題にも積極的に取り組んでいき
ます。

■

■

総まとめクラス

※前期最終回（7月12日）には、前期講義内容についての
 「総まとめクラス」を実施致します（18：00-21：00）。

TOEFL®テストはアメリカの非営利団体Educational Testing Serviceが作成した、英語を母国語としない人の英語力を測定するテストです。現在世
界180カ国で実施されているこのテストは、日本国内での大学院入試や、成績・単位認定としての活用など、様々な形で利用されており、特に海外
留学時の英語力証明では、TOEFL® のスコアが選考基準として広く利用されています。テストの内容はビジネス英語ではなくアカデミック英語で、海
外でのキャンパスライフを想定したものが多く含まれています。現在主流となっているインターネット版TOEFL®テスト、TOEFL®iBTはコンピュータ
形式のTOEFL®テストで、Listening/Reading/Speaking/Writingの４つのセクションで構成され、スコアは0～120で算出されます。テストは全
国に設置されたテストセンターにて受験、スコアは受験した約1ヶ月後に出ます。

TOEFL® iBTテストは米国のETS（Education Testing Services）が作成しており、テスト運営は世界各地にある民間の任意
テストセンターにて実施されています。受験希望の方は以下のStepを実行してください。

TOEFL® iBTはとてもタフなテストです。本講座を受講してテスト対策をするのと同時にテスト概要を熟知する
ことが大事です。まずは30ページ近くある受験要綱を入手し熟読しましょう。テスト概要を知るとともに、同時
にReadingも鍛えられます！

参考情報：http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/toefl_ibt_bulletin_2010-11.pdf

ETS公式サイトにて「個人ページ」を作成しよう！
TOEFL® iBTテストを受験するためには、ETSにて個人ページを作成することが必須です。

参考情報：https://toefl-registration.ets.org/TOEFLWeb/extISERLogonPrompt.do

オンラインで受験日と受験会場を予約しよう！
Step2で作成した個人ページにログインして、TOEFL® iBTテストの受験日と受験会場を予約します。予約の際
にはクレジットカードが必須です。また、受験時には、「パスポート」または、「写真付学生証 + 写真付運転免許
証等」の提示が必須です。留学を目指す皆さんですから、お持ちでない方はこの機会に「クレジットカード」と「
パスポート」を作ることをオススメします。【重要】クレジットカードとパスポートの氏名のローマ字表記が完全
に一致することが必須です。

※TOEFL® iBTテストを受けるには、この講座とは別に受験費用が必要となります。

参考情報：https://toefl-registration.ets.org/TOEFLWeb/extISERLogonPrompt.do
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18：00～20：30

18：00～21：00

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：30

18：00～20：3018：00～21：00

5

1

14

15

16

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

6/10（金）

5/31（火）

7/12（火）

6/  3（金）

6/  7（火）

6/14（火）

6/17（金）

6/21（火）

6/24（金）

6/28（火）

7/  1（金）

7/  5（火）

7/  8（金）

10/14（金）

9/30（金）

11/25（金）

11/29（火）

12/  2（金）

318：00～21：0017 12/  6（火）

10/  4（火）

10/  7（金）

10/11（火）

10/18（火）

10/21（金）

10/25（火）

10/28（金）

11/  8（火）

11/11（金）

11/15（火）

11/18（金）

　「TOEFL®」スコアは大学･大学院レベルの講義が理解できる十分な
英語力があることを示すためのスコアですので、テスト問題に用いら
れる語彙の難易度が高いのが特徴です。また、「TOElC®」試験にはな
い、Speaking、Writingの力も問われ、高いレベルのトータルな英語力
が求められます（※07年からTOElC®でもSpeaking/Writing専門の
試験が開始されていますが、TOEFL®で求められるレベルはTOElC®

よりもはるかに高いものです）。
　本講座では、受講生が留学を希望している大学が要求するTOEFL®
スコアに1点でも近づけることができるよう、「TOEFL®の出題形式に
慣れること」「確実にスコアを伸ばすために必要なテクニックの習得」
を中心に講義を行います。
　前期クラスでiBTテスト61点以上到達、後期クラスでiBTテスト80
点以上到達を目指します。

前期 後期 前期 後期
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リバティアカデミー主催 TOEFL® テストITP
2011年度

講座コード

11143001

語　学

リバティアカデミー会員の方ならどなたでも受験可能です。（学生の
皆様は入会金無料です）
TOEFL®公開テストよりも割安な価格で受験でき、テストスコアも試
験後約20日間で届きます。
TOEFL®テストの受験準備として、レベルチェックをしたい方にお薦
めいたします。

講 座 概 要
試 験 日

試験実施時間

受 験 料

申込方法

下記参照

14：00～16：30(予定)

4,500円
①リバティアカデミーホーム
ページ http://academy.
meiji.jpよりインターネット
申込み
②リバティアカデミー事務局へ
窓口/TEL/FAX申込み

TOEFL®テストlTPとは :TOEFL®テスト作成･運営元であるETSが提供する、TOEFL®テストの団体プログラムです。問題は過去のぺ一パー版TO
EFL®テストで出題されたものを再印刷して利用しており、TOEFL®テストlTPスコアに公的な効力はありませんが、出題形式や採点方法は
TOEFL®テストに準じており、TOEFL®テストスコアと高い相関関係にあります。

※受験料入金後のキャンセルはお受けできませんので予めご了承下さい。
※試験日約1週間前に受験票を郵送します。当日は直接指定教室に集合下さい。

語

　学

試 験 日 講座コード 試験会場 申込期間 結果発送日

11143001 和泉キャンパス 4月1日（金）～5月31日（火）
ただし、定員になり次第〆切

試験実施
約20日後

2011年6月25日(土)

場　所 和泉キャンパス

TOEFL®テスト（Test of English as a Foreign Language）はアメリカの非営利教育団体Educa-
tional Testing Serviceが作成した、英語を母国語としない人の英語力を測るテストです。世界的にも英
語力を客観的に証明するテストとして認知度の高いこのテストは、英語圏の大学をはじめとした135ヶ国
7,500以上の機関において、入学、奨学金、卒業の基準として利用されています。また日本国内においても
海外留学時の英語力証明のほか、大学院入試や成績・単位認定としての活用など、様々な用途があります。
テストの内容は大学のキャンパスや教室といった実生活でのコミュニケーションを想定して作られており、
アカデミックな内容になっています。

　現在、日本においては「読む」「聞く」「話す」
「書く」の4技能を測定するTOEFL  iBT（インタ
ーネット版TOEFL  テスト）が公式なTOEFL  テス
トとして実施されています。この他、日本以外の他
の国で実施されている公式TOEFL   テスト、TOE
FL  PBT（ペーパー版TOEFL   テスト）の問題を再
利用し、団体向けに作成されたTOEFL   ITP（団体
向けTOEFL   テスト）があります。TOEFL   ITPのス
コアは公式なものではなく、TOEFL   iBTとセクシ
ョンの構成も異なりますが、そのスコアは相関関
係にあり、TOEFL   ITPのスコアをTOEFL   iBTの
スコアに換算することも可能です。

TOEFL® テストとは？

® ®

®

®

®

® ®

® ®

®

® ®

講座趣旨
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講座コード

11140030

語　学

Talking about Britain 2

講座趣旨
　This course will provide students with information and 
comment on various aspects of Britain.  The lecturer will 
give a lecture on the topic and handouts will be provided.  
There will also be power point slides from time to time.  At 
the end of each lecture students will be expected to com-
ment on what they have heard or ask questions.  The 
approach is informal and students are encouraged to 
contribute at any point in the class.

日 程 内 容

1  5/12（木）

2 5/19（木）

3 5/26（木）

4 6/ 2（木）

5 6/ 9（木）

6 6/16（木）

7 6/23（木）

8 6/30（木）

9 7/ 7（木）

10 7/14（木）

11 7/21（木）

12 7/28（木）

People of Britain: The British today are the result of wave 
after wave of conquest, displacement, migration and mixing.

Language: English is the language spoken by most 
Britons and it is a Germanic language that includes a 
lot of Latin words.  Other languages are spoken such 
as Celtic and Indian languages.

Environment: Recently the British have started to 
worry about losing the lovely green countryside to the 
ever- growing road system and housing.

Government: How is Britain governed?  Does Britain 
have a constitution?  How does the monarchy fit in?  
All these questions will be considered.

Political Parties: The two main political parties in 
Britain have held office for nearly a hundred years.  
They have taken turns to govern the country. 

Health and Welfare: The British system is special 
because it is universal and it is free at the point of 
use.  However, it is undergoing painful changes.

Religion and Beliefs: Officially Britain is a Christian 
country but on the other hand there are many different 
religions practiced in Britain.  Many people have no 
religious belief at all. 

Media: The British used to be great newspaper readers 
but now most people rely on television news or the 
Internet for their information intake. 

Food and Drink: The reputation of British food has 
been rather poor for many years but recently the 
British have become more aware of the importance of 
good and healthy cooking.

Education: This class will look at education in England 
and Wales; the system is different in Scotland.

Law: How has the image of the police changed over the 
years and do people get fair access to legal services?

Britain and the World: Britain is dealing with the 
difficult transition from world power to an ordinary 
middle-sized country.  

講 座 概 要
期　間 5月～7月
曜　日 木曜日
時　間 15:00～16:30
定　員 12名
回　数 12回

受 講 料 一般：36,000円
学生：32,000円

教　材 プリント教材
※教材費は受講料に含まれています。

ガイダンス・デモレッスン
4月14日（木） 15:00～16:00
4月21日（木） 15:00～16:00
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。

講師紹介

James C. House　明治大学情報コミュニケーション学部教授
ロンドン大学で英文学・英語学を学び、ケンブリッジ大学大学院で音声学を学ぶ。来日前は、グラスゴー、エディンバラ、ロンドンにおいて弁論、
演劇を教える。劇場やテレビでの俳優活動や、BBCスコットランドでのアナウンサー経験も持つ。
1982年に来日し、1984年より明治大学にて教鞭をとる。1993年に明治大学短期大学の助教授、1998年に教授となり、現在は、情報コミュニケー
ション学部教授として英語を教えている。また、喜劇グループ「ザ・ガイジン」の共同創始者でもあり、NHKラジオ英会話講座で8年間出演者を務
めた経験も持つ。その他に、高校や大学の教科書の執筆にも携わる。

ジ ェ イ ム ス ・ ハ ウ ス

語

　学



 8/ 6
（土） 予備日

講座コード

（4月クラス）
11140031

11140032
（7月クラス）

語　学
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講座趣旨
　NHKラジオの人気番組だった「マイクのひとくち英会話」の中の簡
単で役に立つフレーズを使った会話を学びます。会話として学ぶのでそ
こがプラスαとなります。毎回テーマを決めたレッスンは講師の手作り
で、挨拶、買い物、日常といった場面設定で使う表現を学びます。レッ
スンは親しみやすくリラックスした雰囲気の中、日本語で行われます。
このクラスで眠くなることは絶対にありません。笑う準備をして来てく
ださい !　そうです、学ぶことはそのくらい楽しいことなのです。

マイクのひとくち英会話プラスα（初級）
簡単なフレーズをマスターして楽しく英会話のエッセンスを学ぶ!

日 程 内 容

1  4/ 9（土）

 6/25
（土）

 6/18
（土）

 6/11
（土）

 6/ 4
（土）

 5/28
（土）

 5/21
（土）

 5/14
（土）

 5/ 7
（土）

 4/16
（土）

 4/23
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Me. Myself & I

My Favorite Place in Japan

Shopping

Show’n Tell

My Hobby

What I Really Want

A Photograph

Directions

Restaurant

予備日

Where I Would Love to Go

11140031（4月クラス）

日 程 内 容

1  7/ 2（土）

 7/30
（土）

 7/23
（土）

 7/ 9
（土）

 7/16
（土）

2

3

4

5

About Me

Likes and Dislikes

Sports

Overseas

My Summer Vacation

11140032（7月クラス）

講 座 概 要（4月クラス）
期　間 4月～6月
曜　日 土曜日
時　間 10:30～11:50
定　員 18名
回　数 10回

受 講 料 一般：32,000円
学生：29,000円

教　材 プリント教材

講 座 概 要（7月クラス）
期　間 7月
曜　日 土曜日
時　間 10:30～11:50
定　員 18名
回　数 5回

受 講 料 一般：16,000円
学生：14,500円

教　材 プリント教材
※教材費は受講料に含まれています。

※いずれかの講義が休講となった場合、予備日に講義を行います。 ※いずれかの講義が休講となった場合、予備日に講義を行います。

ガイダンス・デモレッスン
3月19日（土）  12:15 ～12:45

6月18日（土）  12:15 ～12:45
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。

scipoT「、」）級中（話会英くらくらのクイマ「 ※  for Discussion
（上級）」と合同ガイダンスになります。

講師紹介

Mike Maksimuk　明治大学法学部教授
19世紀写真史の専門家。ＮＨＫラジオ第一放送「マイクのひとくち英会話」制作  
者兼講師を9年間務める。趣味は英語教授以外にネイチャー/ストリート・フォト  
グラフィー。

マ イ ク ・ マ ク サ マ ッ ク

　毎回楽しく英会話を学ぶことができ、受講
する度に英会話の知識が身についていくこと
を実感しています。マイク先生の豊かでユニー
クな表現力で、受講中は笑いがたえません。
　講座の内容は、日常の会話で役立つポイン
トを押さえているので、海外旅行等で活用で
きそうです。この講座を通して英会話の理解
を深め、スキルアップに努めたいです。

　受講開始させて頂き、２年になります。マイク先生の英
語はとても聞き取りやすく、身についていることを実感し
ながら受講しております。
　最近、周りから聞こえてくる英語に「聞き取ろう！話し
たい！」と自然と体が反応するような気もします。
　これからも出来る限り継続させて頂き、自分が伝えた
い内容を表現できるよう学んでいきたいと思います。（瀧口 真代さん）

講座コード

（4月クラス）
11140033

11140034
（7月クラス）

語　学

講座趣旨
　「マイクのらくらく英会話」では毎回個々のテーマに沿ったマイク
講師独自の手作り教材プリントを使用します。例えば、海外のレスト
ランでの注文の仕方や買い物に役立つ表現を学びます。また外国の
人と会ったとき簡単な会話が出来るようにします。レッスンは親しみ
やすくリラックスした雰囲気の中、日本語で行われます。このクラス
で眠くなることは絶対にありません。笑う準備をして来て下さい! そ
うです、学ぶことはそのくらい楽しいことなのです。

マイクのらくらく英会話（中級）
もっと話せるようになりたい人のための英会話ブラッシュアップ!

日 程 内 容

1  4/ 9（土）

 6/25
（土）

 6/18
（土）

 6/11
（土）

 6/ 4
（土）

 5/28
（土）

 5/21
（土）

 5/14
（土）

 5/ 7
（土）

 4/16
（土）

 4/23
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Me. Myself & I

My Favorite Place in Japan

Shopping

Show’n Tell

My Hobby

What I Really Want

A Photograph

Directions

Restaurant

予備日

Where I Would Love to Go

11140033（4月クラス）

日 程 内 容

1  7/ 2（土）

 7/30
（土）

 7/23
（土）

 7/ 9
（土）

 7/16
（土）

2

3

4

5

About Me

Likes and Dislikes

Sports

Overseas

My Summer Vacation

 8/ 6
（土） 予備日

11140034（7月クラス）

講 座 概 要（4月クラス）
期　間 4月～6月
曜　日 土曜日
時　間 13:00～14:20
定　員 18名
回　数 10回

受 講 料 一般：32,000円
学生：29,000円

教　材 プリント教材

講 座 概 要（7月クラス）
期　間 7月
曜　日 土曜日
時　間 13:00～14:20
定　員 18名
回　数 5回

受 講 料 一般：16,000円
学生：14,500円

教　材 プリント教材
※教材費は受講料に含まれています。

ガイダンス・デモレッスン
3月19日（土）  12:15 ～12:45

6月18日（土）  12:15 ～12:45
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。
「マイクのひとくち英会話プラスα（初級）」、「Topics for Discussion※
（上級）」と合同ガイダンスになります。

講師紹介

Mike Maksimuk　明治大学法学部教授
19世紀写真史の専門家。ＮＨＫラジオ第一放送「マイクのひとくち英会話」制作  
者兼講師を9年間務める。趣味は英語教授以外にネイチャー/ストリート・フォト  
グラフィー。

マ イ ク ・ マ ク サ マ ッ ク

語

　学

語

　学



 8/ 6
（土） 予備日

講座コード

（4月クラス）
11140031

11140032
（7月クラス）

語　学

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY72 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 73

講座趣旨
　NHKラジオの人気番組だった「マイクのひとくち英会話」の中の簡
単で役に立つフレーズを使った会話を学びます。会話として学ぶのでそ
こがプラスαとなります。毎回テーマを決めたレッスンは講師の手作り
で、挨拶、買い物、日常といった場面設定で使う表現を学びます。レッ
スンは親しみやすくリラックスした雰囲気の中、日本語で行われます。
このクラスで眠くなることは絶対にありません。笑う準備をして来てく
ださい !　そうです、学ぶことはそのくらい楽しいことなのです。

マイクのひとくち英会話プラスα（初級）
簡単なフレーズをマスターして楽しく英会話のエッセンスを学ぶ!

日 程 内 容

1  4/ 9（土）

 6/25
（土）

 6/18
（土）

 6/11
（土）

 6/ 4
（土）

 5/28
（土）

 5/21
（土）

 5/14
（土）

 5/ 7
（土）

 4/16
（土）

 4/23
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Me. Myself & I

My Favorite Place in Japan

Shopping

Show’n Tell

My Hobby

What I Really Want

A Photograph

Directions

Restaurant

予備日

Where I Would Love to Go

11140031（4月クラス）

日 程 内 容

1  7/ 2（土）

 7/30
（土）

 7/23
（土）

 7/ 9
（土）

 7/16
（土）

2

3

4

5

About Me

Likes and Dislikes

Sports

Overseas

My Summer Vacation

11140032（7月クラス）

講 座 概 要（4月クラス）
期　間 4月～6月
曜　日 土曜日
時　間 10:30～11:50
定　員 18名
回　数 10回

受 講 料 一般：32,000円
学生：29,000円

教　材 プリント教材

講 座 概 要（7月クラス）
期　間 7月
曜　日 土曜日
時　間 10:30～11:50
定　員 18名
回　数 5回

受 講 料 一般：16,000円
学生：14,500円

教　材 プリント教材
※教材費は受講料に含まれています。

※いずれかの講義が休講となった場合、予備日に講義を行います。 ※いずれかの講義が休講となった場合、予備日に講義を行います。

ガイダンス・デモレッスン
3月19日（土）  12:15 ～12:45

6月18日（土）  12:15 ～12:45
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。

scipoT「、」）級中（話会英くらくらのクイマ「 ※  for Discussion
（上級）」と合同ガイダンスになります。

講師紹介

Mike Maksimuk　明治大学法学部教授
19世紀写真史の専門家。ＮＨＫラジオ第一放送「マイクのひとくち英会話」制作  
者兼講師を9年間務める。趣味は英語教授以外にネイチャー/ストリート・フォト  
グラフィー。

マ イ ク ・ マ ク サ マ ッ ク

　毎回楽しく英会話を学ぶことができ、受講
する度に英会話の知識が身についていくこと
を実感しています。マイク先生の豊かでユニー
クな表現力で、受講中は笑いがたえません。
　講座の内容は、日常の会話で役立つポイン
トを押さえているので、海外旅行等で活用で
きそうです。この講座を通して英会話の理解
を深め、スキルアップに努めたいです。

　受講開始させて頂き、２年になります。マイク先生の英
語はとても聞き取りやすく、身についていることを実感し
ながら受講しております。
　最近、周りから聞こえてくる英語に「聞き取ろう！話し
たい！」と自然と体が反応するような気もします。
　これからも出来る限り継続させて頂き、自分が伝えた
い内容を表現できるよう学んでいきたいと思います。（瀧口 真代さん）

講座コード

（4月クラス）
11140033

11140034
（7月クラス）

語　学

講座趣旨
　「マイクのらくらく英会話」では毎回個々のテーマに沿ったマイク
講師独自の手作り教材プリントを使用します。例えば、海外のレスト
ランでの注文の仕方や買い物に役立つ表現を学びます。また外国の
人と会ったとき簡単な会話が出来るようにします。レッスンは親しみ
やすくリラックスした雰囲気の中、日本語で行われます。このクラス
で眠くなることは絶対にありません。笑う準備をして来て下さい! そ
うです、学ぶことはそのくらい楽しいことなのです。

マイクのらくらく英会話（中級）
もっと話せるようになりたい人のための英会話ブラッシュアップ!

日 程 内 容

1  4/ 9（土）

 6/25
（土）

 6/18
（土）

 6/11
（土）

 6/ 4
（土）

 5/28
（土）

 5/21
（土）

 5/14
（土）

 5/ 7
（土）

 4/16
（土）

 4/23
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Me. Myself & I

My Favorite Place in Japan

Shopping

Show’n Tell

My Hobby

What I Really Want

A Photograph

Directions

Restaurant

予備日

Where I Would Love to Go

11140033（4月クラス）

日 程 内 容

1  7/ 2（土）

 7/30
（土）

 7/23
（土）

 7/ 9
（土）

 7/16
（土）

2

3

4

5

About Me

Likes and Dislikes

Sports

Overseas

My Summer Vacation

 8/ 6
（土） 予備日

11140034（7月クラス）

講 座 概 要（4月クラス）
期　間 4月～6月
曜　日 土曜日
時　間 13:00～14:20
定　員 18名
回　数 10回

受 講 料 一般：32,000円
学生：29,000円

教　材 プリント教材

講 座 概 要（7月クラス）
期　間 7月
曜　日 土曜日
時　間 13:00～14:20
定　員 18名
回　数 5回

受 講 料 一般：16,000円
学生：14,500円

教　材 プリント教材
※教材費は受講料に含まれています。

ガイダンス・デモレッスン
3月19日（土）  12:15 ～12:45

6月18日（土）  12:15 ～12:45
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。
「マイクのひとくち英会話プラスα（初級）」、「Topics for Discussion※
（上級）」と合同ガイダンスになります。

講師紹介

Mike Maksimuk　明治大学法学部教授
19世紀写真史の専門家。ＮＨＫラジオ第一放送「マイクのひとくち英会話」制作  
者兼講師を9年間務める。趣味は英語教授以外にネイチャー/ストリート・フォト  
グラフィー。

マ イ ク ・ マ ク サ マ ッ ク

語

　学

語

　学



語

　学

語

　学

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス(アカデミーコモン11階)で実施いたし
　ます。教室は当日のリバティアカデミーインフォメーションボー
　ドでご確認下さい。

ガイダンス・デモレッスン

4月12日（火）19:30～20:30

4月19日（火）19:30～20:30

English in the News：ニューズで英語を学ぶ
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～7月

火曜日

 19:30～21:00

オリジナルプリント

定　員

回　数

受 講 料

教　材

18名

12回

一般：36,000円
学生：32,000円

講座コード

11140037

内 容 日 程
News sources: choosing TV, newspaper or magazine news that is
suitable to your English level.1

5/17（火）

5/10（火）

Crime in the news: vocabulary and phrases from reports of crime.2

5/24（火）
Talking about crime: expressing our opinions about crime and
punishment.3

5/31（火） Students choose and discuss recent crime reports in the news.4

6/  7（火）
Entertainment in the news: vocabulary and phrases from movie
reviews and celebrity news.5

6/14（火）
Talking about entertainment: expressing our opinions about
entertainment and celebrity news.6

6/21（火）
Students choose and discuss recent entertainment and
celebrity news.7

6/28（火）
Politics and world events in the news: vocabulary and phrases from
political news.8

7/  5（火）
Talking about world events: expressing our opinions about
politics and world events.9

7/12（火） Students choose and discuss recent news about world events.10

7/19（火）
News sources: choosing TV, newspaper or magazine news that is
suitable to your English level.11

7/26（火） Bringing it all together: a review of the vocabulary and ideas
discussed in the class.

12

講座趣旨
 Current events and news are important topics of 
conversation in any language. However, news always 
changes, so it is difficult to keep up with all of the 
vocabulary necessary to understand these topics.
 In this course, we will look at different news topics each 
week, learn the vocabulary needed to talk about them, 
and then discuss our opinions with each other. 
 In class, we will look at television news reports and listen 
to radio broadcasts. For homework, students will read 
newspaper or magazine articles. This may seem difficult 
at first, but with preparation, you will be able to 
understand and talk about the topics.

講師紹介

  ロ バ ー ト  ･  ハ ミ ル ト ン

Robert Hamilton
アイルランド系カナダ人。日本在住期間は12年。講義では、英語だけでなく文化も教えます。

明治大学国際日本学部特任講師

講座コード

（4月クラス）
11140035

11140036
（7月クラス）

語　学

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY74 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 75

講座趣旨
　This class is for those who already can express them-
selves in English. Classes will be conducted in English in an 
active and lively environment. As such,openness and a 
willing to speak out are essential.Those wishing to improve 
their vocabulary and speaking ability are encouraged to 
take this class. Limited to 16 eager students. This is how I 
would like to re-study Japanese!

Topics for Discussion（上級）

日 程 内 容

1  4/ 9（土）

 6/25
（土）

 6/18
（土）

 6/11
（土）

 6/ 4
（土）

 5/28
（土）

 5/21
（土）

 5/14
（土）

 5/ 7
（土）

 4/16
（土）

 4/23
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Me. Myself & I

A Photo

This Is Really Japanese!

The Day I Was Born

If I Were a Bird

Show’n Tell

Something I Would Like to Change

This Person

Open

予備日

※いずれかの講義が休講となった場合、予備日に講義を行います。
※openの内容は受講生の希望で決定します。

Proverbs and Expressions

11140035（4月クラス）

日 程 内 容

1  7/ 2（土）

 7/30
（土）

 8/ 6
（土）

 7/23
（土）

 7/ 9
（土）

 7/16
（土）

2

3

4

5

What I Really Want

An Invention

Something I Feel Strongly About

Open

My Summer Vacation

予備日

11140036（7月クラス）

講 座 概 要（4月クラス）
期　間 4月～6月
曜　日 土曜日
時　間 15:00～16:20
定　員 16名
回　数 10回

受 講 料 一般：32,000円
学生：29,000円

教　材 プリント教材

講 座 概 要（7月クラス）
期　間 7月
曜　日 土曜日
時　間 15:00～16:20
定　員 16名
回　数 5回

受 講 料 一般：16,000円
学生：14,500円

教　材 プリント教材
※教材費は受講料に含まれています。

ガイダンス・デモレッスン
3月19日（土）  12:15 ～12:45

6月18日（土）  12:15 ～12:45
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。

）」と合同ガイダンスになります。級中（話会英くらくらのクイマ「  
※「マイクのひとくち英会話プラスα（初級）」

講師紹介

Mike Maksimuk　明治大学法学部教授
19世紀写真史の専門家。ＮＨＫラジオ第一放送「マイクのひとくち英会話」制作  
者兼講師を9年間務める。趣味は英語教授以外にネイチャー/ストリート・フォト  
グラフィー。

マ イ ク ・ マ ク サ マ ッ ク

 

レッスン進行例
レッスンは毎回次のようなしっかりした言語学的

教授法で行われます

Introduction to Next Lesson

Confirmation

Conversation
conversation

based on presentation

Student Presentations
introduction of vocabulary
then student presentation

Introduction
brief talk on purpose of lesson

Review
of previous lesson

　私は2年前の春からマイク先生の英会話講座
を受講しております。最初は「らくらく英会話」
でしたが、昨年ステップアップできました。と
申しますのも、マイク先生のだじゃれ交じりの
楽しい授業内容と、共に学ぶ素晴らしい受講生
の皆様との出会いがあったからです。英語脳に
切り替えて色々考える事は老化防止です。 （魚住 裕美枝さん）

※教材費は受講料に含まれています。



語

　学

語

　学

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス(アカデミーコモン11階)で実施いたし
　ます。教室は当日のリバティアカデミーインフォメーションボー
　ドでご確認下さい。

ガイダンス・デモレッスン

4月12日（火）19:30～20:30

4月19日（火）19:30～20:30

English in the News：ニューズで英語を学ぶ
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～7月

火曜日

 19:30～21:00

オリジナルプリント

定　員

回　数

受 講 料

教　材

18名

12回

一般：36,000円
学生：32,000円

講座コード

11140037

内 容 日 程
News sources: choosing TV, newspaper or magazine news that is
suitable to your English level.1

5/17（火）

5/10（火）

Crime in the news: vocabulary and phrases from reports of crime.2

5/24（火）
Talking about crime: expressing our opinions about crime and
punishment.3

5/31（火） Students choose and discuss recent crime reports in the news.4

6/  7（火）
Entertainment in the news: vocabulary and phrases from movie
reviews and celebrity news.5

6/14（火）
Talking about entertainment: expressing our opinions about
entertainment and celebrity news.6

6/21（火）
Students choose and discuss recent entertainment and
celebrity news.7

6/28（火）
Politics and world events in the news: vocabulary and phrases from
political news.8

7/  5（火）
Talking about world events: expressing our opinions about
politics and world events.9

7/12（火） Students choose and discuss recent news about world events.10

7/19（火）
News sources: choosing TV, newspaper or magazine news that is
suitable to your English level.11

7/26（火） Bringing it all together: a review of the vocabulary and ideas
discussed in the class.

12

講座趣旨
 Current events and news are important topics of 
conversation in any language. However, news always 
changes, so it is difficult to keep up with all of the 
vocabulary necessary to understand these topics.
 In this course, we will look at different news topics each 
week, learn the vocabulary needed to talk about them, 
and then discuss our opinions with each other. 
 In class, we will look at television news reports and listen 
to radio broadcasts. For homework, students will read 
newspaper or magazine articles. This may seem difficult 
at first, but with preparation, you will be able to 
understand and talk about the topics.

講師紹介

  ロ バ ー ト  ･  ハ ミ ル ト ン

Robert Hamilton
アイルランド系カナダ人。日本在住期間は12年。講義では、英語だけでなく文化も教えます。

明治大学国際日本学部特任講師

講座コード

（4月クラス）
11140035

11140036
（7月クラス）

語　学
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講座趣旨
　This class is for those who already can express them-
selves in English. Classes will be conducted in English in an 
active and lively environment. As such,openness and a 
willing to speak out are essential.Those wishing to improve 
their vocabulary and speaking ability are encouraged to 
take this class. Limited to 16 eager students. This is how I 
would like to re-study Japanese!

Topics for Discussion（上級）

日 程 内 容

1  4/ 9（土）

 6/25
（土）

 6/18
（土）

 6/11
（土）

 6/ 4
（土）

 5/28
（土）

 5/21
（土）

 5/14
（土）

 5/ 7
（土）

 4/16
（土）

 4/23
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Me. Myself & I

A Photo

This Is Really Japanese!

The Day I Was Born

If I Were a Bird

Show’n Tell

Something I Would Like to Change

This Person

Open

予備日

※いずれかの講義が休講となった場合、予備日に講義を行います。
※openの内容は受講生の希望で決定します。

Proverbs and Expressions

11140035（4月クラス）

日 程 内 容

1  7/ 2（土）

 7/30
（土）

 8/ 6
（土）

 7/23
（土）

 7/ 9
（土）

 7/16
（土）

2

3

4

5

What I Really Want

An Invention

Something I Feel Strongly About

Open

My Summer Vacation

予備日

11140036（7月クラス）

講 座 概 要（4月クラス）
期　間 4月～6月
曜　日 土曜日
時　間 15:00～16:20
定　員 16名
回　数 10回

受 講 料 一般：32,000円
学生：29,000円

教　材 プリント教材

講 座 概 要（7月クラス）
期　間 7月
曜　日 土曜日
時　間 15:00～16:20
定　員 16名
回　数 5回

受 講 料 一般：16,000円
学生：14,500円

教　材 プリント教材
※教材費は受講料に含まれています。

ガイダンス・デモレッスン
3月19日（土）  12:15 ～12:45

6月18日（土）  12:15 ～12:45
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。

）」と合同ガイダンスになります。級中（話会英くらくらのクイマ「  
※「マイクのひとくち英会話プラスα（初級）」

講師紹介

Mike Maksimuk　明治大学法学部教授
19世紀写真史の専門家。ＮＨＫラジオ第一放送「マイクのひとくち英会話」制作  
者兼講師を9年間務める。趣味は英語教授以外にネイチャー/ストリート・フォト  
グラフィー。

マ イ ク ・ マ ク サ マ ッ ク

 

レッスン進行例
レッスンは毎回次のようなしっかりした言語学的

教授法で行われます

Introduction to Next Lesson

Confirmation

Conversation
conversation

based on presentation

Student Presentations
introduction of vocabulary
then student presentation

Introduction
brief talk on purpose of lesson

Review
of previous lesson

　私は2年前の春からマイク先生の英会話講座
を受講しております。最初は「らくらく英会話」
でしたが、昨年ステップアップできました。と
申しますのも、マイク先生のだじゃれ交じりの
楽しい授業内容と、共に学ぶ素晴らしい受講生
の皆様との出会いがあったからです。英語脳に
切り替えて色々考える事は老化防止です。 （魚住 裕美枝さん）

※教材費は受講料に含まれています。



語

　学

語

　学

『挫折なしのビジネス英語』の講師が執筆し
た著書『現場英語』です。ビジネス英語は定型
文章で成り立っていますから、この一冊でビジ
ネス英語の基本は学べます。ビジネス英語習
得の最大のコツは、単語を次から次へと覚え
ていくことではなく、ある一定の数の定型文章
を暗記することなのです。

挫折なしのビジネス英語（入門）
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～7月

木曜日

 19:00～20:30

※教材購入については、初回講義にてご案内します。
※電子辞書をご用意ください。

飯田健雄「現場英語」
（桐原書店）定価1,500円

定　員

回　数

受 講 料

教　材
（別売）

15名

12回

一般：32,000円
学生：30,000円

講座コード

11140039

講師紹介

いい  だ    たけ お

飯田 健雄
大手外資系企業の日本人スタッフを対象に15年以上のビジネス英語研修の経験を持つ。特に、プレゼンテーションやＥメールのスキル向上には定
評がある。ビジネス英語に関する著作は多数ある。

多摩大学経営情報学部教授・明治大学国際日本学部兼任講師

内 容 日 程

電話の応対：電話をかけてつないでもらう。1  5/12（木）

電話の応対：電話を受け取り、名前や用件を聞く。2 5/19（木）

電話の応対：会話の確認や電話を終える表現を学ぶ。3 5/26（木）

会議での表現：会議で賛成・反対してみる。4 6/ 2（木）

会議での表現：会議で自分の意見を言ってみたり、
　　　　　　　その理由の説明をする。

5 6/  9（木）

会議での表現：会議で提案してみる。6 6/16（木）

Ｅメール：日本語と英語の論理の相違を理解する。7 6/23（木）

Ｅメール：Eメールでアポイントを取る。8 6/30（木）

Ｅメール：Ｅメールで返信してみる。9 7/ 7（木）

プレゼンテーションの英語：プレゼンテーションのコツを理解する。10 7/14（木）

プレゼンテーションの英語：序論・本論・結論・質問時間の
　　　　　　　　　　　　  流れを理解する。

11 7/21（木）

プレゼンテーションの英語：
基本的で簡単な短いプレゼンテーションを実際してみる。（持ち時間1分）

12 7/28（木）

講座趣旨

TOEIC®300レベルからでも学べます

著者　飯田健雄

『現場英語』

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス(アカデミーコモン11階)で実施いた
　します。教室は当日のリバティアカデミーインフォメーション
　ボードでご確認下さい。

ガイダンス・デモレッスン

4月14日（木）19:00～20:00

4月21日（木）19:00～20:00

4月28日（木）19:00～20:00

（テキスト代含まず）

Fun and Adventure in Creative English
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～7月

月曜日

 19:00～20:30

プリント教材

定　員

回　数

受 講 料

教　材

25名

10回

一般：30,000円
学生：27,000円

講座コード

11140038

レッスン形態
授業は英語で行います。ゆっくりと分かりやすく進め
ますので、リスニングが苦手な方でも安心してご参加
頂けます。

講師紹介

 カ ー ミ ッ ト ・ カ ー ベ ル

Kermit Carvell 
博報堂生活総合研究所ライターとして、現代日本社会の潮流など執筆多数。カルロス・ゴーン『ルネッサンス』他、リーヴァスミクー氏との共著な
どがある。

 ラストヒーロープロダクションズ代表・明治大学文学部兼任講師

内 容 日 程

Rhythm: I’ve got Rhythm1 5/16（月）

Rhyme: Poetry in Motion2 5/23（月）

Exploring New Situations3 5/30（月）

Meeting New People4 6/  6（月）

Encountering New Situations5 6/13（月）

Color and Spice in Writing6 6/20（月）

Writing Action and Dialog Part one7 6/27（月）

Writing Action and Dialog Part two8 7/  4（月）

The Final Product9 7/11（月）

Rhythm and Rhyme10 7/25（月）

講座趣旨

The purpose of this course is
   　to help students improve their pronunciation
  　 to help students improve their listening comprehension
      to help students increase their vocabulary
      to help students place proper emphasis on words and phrases

（1）
（2）
（3）
（4）

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス(アカデミーコモン11階)で実施いた
　します。教室は当日のリバティアカデミーインフォメーショ
　ンボードでご確認下さい。

ガイダンス・デモレッスン

4月25日（月）19:00～19:30

Students must have an English-English 
dictionary for this course. 

Students must be willing to take active 
participation in the class exercises. 

Keys to success in this course: determination 
and a good sense of humor.
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　ビジネス英語は英会話と違って難しくありません。ビジネス英語は
電話の応対、会議の表現、英文Ｅメール、プレゼンテーションの４
つから成り立っています。この4つの要素の定型パターンを覚えれば
すぐに職場で使えるからです。講座は演習方式ですから実践的で、講
師は日本人でベテランですので安心して学習できます。ビジネス英語を
学んでいくには、あなたの職場での仕事が基本であり、第2番目にビジ
ネス英語が位置します。あなたが仕事に自信があるならば、ビジネス
英語はきわめてやさしく習得できます。

※教材費は受講料に含まれています。
※英英辞書をご用意ください。



語

　学

語

　学

『挫折なしのビジネス英語』の講師が執筆し
た著書『現場英語』です。ビジネス英語は定型
文章で成り立っていますから、この一冊でビジ
ネス英語の基本は学べます。ビジネス英語習
得の最大のコツは、単語を次から次へと覚え
ていくことではなく、ある一定の数の定型文章
を暗記することなのです。

挫折なしのビジネス英語（入門）
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～7月

木曜日

 19:00～20:30

※教材購入については、初回講義にてご案内します。
※電子辞書をご用意ください。

飯田健雄「現場英語」
（桐原書店）定価1,500円

定　員

回　数

受 講 料

教　材
（別売）

15名

12回

一般：32,000円
学生：30,000円

講座コード

11140039

講師紹介

いい  だ    たけ お

飯田 健雄
大手外資系企業の日本人スタッフを対象に15年以上のビジネス英語研修の経験を持つ。特に、プレゼンテーションやＥメールのスキル向上には定
評がある。ビジネス英語に関する著作は多数ある。

多摩大学経営情報学部教授・明治大学国際日本学部兼任講師

内 容 日 程

電話の応対：電話をかけてつないでもらう。1  5/12（木）

電話の応対：電話を受け取り、名前や用件を聞く。2 5/19（木）

電話の応対：会話の確認や電話を終える表現を学ぶ。3 5/26（木）

会議での表現：会議で賛成・反対してみる。4 6/ 2（木）

会議での表現：会議で自分の意見を言ってみたり、
　　　　　　　その理由の説明をする。

5 6/  9（木）

会議での表現：会議で提案してみる。6 6/16（木）

Ｅメール：日本語と英語の論理の相違を理解する。7 6/23（木）

Ｅメール：Eメールでアポイントを取る。8 6/30（木）

Ｅメール：Ｅメールで返信してみる。9 7/ 7（木）

プレゼンテーションの英語：プレゼンテーションのコツを理解する。10 7/14（木）

プレゼンテーションの英語：序論・本論・結論・質問時間の
　　　　　　　　　　　　  流れを理解する。

11 7/21（木）

プレゼンテーションの英語：
基本的で簡単な短いプレゼンテーションを実際してみる。（持ち時間1分）

12 7/28（木）

講座趣旨

TOEIC®300レベルからでも学べます

著者　飯田健雄

『現場英語』

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス(アカデミーコモン11階)で実施いた
　します。教室は当日のリバティアカデミーインフォメーション
　ボードでご確認下さい。

ガイダンス・デモレッスン

4月14日（木）19:00～20:00

4月21日（木）19:00～20:00

4月28日（木）19:00～20:00

（テキスト代含まず）

Fun and Adventure in Creative English
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～7月

月曜日

 19:00～20:30

プリント教材

定　員

回　数

受 講 料

教　材

25名

10回

一般：30,000円
学生：27,000円

講座コード

11140038

レッスン形態
授業は英語で行います。ゆっくりと分かりやすく進め
ますので、リスニングが苦手な方でも安心してご参加
頂けます。

講師紹介

 カ ー ミ ッ ト ・ カ ー ベ ル

Kermit Carvell 
博報堂生活総合研究所ライターとして、現代日本社会の潮流など執筆多数。カルロス・ゴーン『ルネッサンス』他、リーヴァスミクー氏との共著な
どがある。

 ラストヒーロープロダクションズ代表・明治大学文学部兼任講師

内 容 日 程

Rhythm: I’ve got Rhythm1 5/16（月）

Rhyme: Poetry in Motion2 5/23（月）

Exploring New Situations3 5/30（月）

Meeting New People4 6/  6（月）

Encountering New Situations5 6/13（月）

Color and Spice in Writing6 6/20（月）

Writing Action and Dialog Part one7 6/27（月）

Writing Action and Dialog Part two8 7/  4（月）

The Final Product9 7/11（月）

Rhythm and Rhyme10 7/25（月）

講座趣旨

The purpose of this course is
   　to help students improve their pronunciation
  　 to help students improve their listening comprehension
      to help students increase their vocabulary
      to help students place proper emphasis on words and phrases

（1）
（2）
（3）
（4）

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス(アカデミーコモン11階)で実施いた
　します。教室は当日のリバティアカデミーインフォメーショ
　ンボードでご確認下さい。

ガイダンス・デモレッスン

4月25日（月）19:00～19:30

Students must have an English-English 
dictionary for this course. 

Students must be willing to take active 
participation in the class exercises. 

Keys to success in this course: determination 
and a good sense of humor.
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　ビジネス英語は英会話と違って難しくありません。ビジネス英語は
電話の応対、会議の表現、英文Ｅメール、プレゼンテーションの４
つから成り立っています。この4つの要素の定型パターンを覚えれば
すぐに職場で使えるからです。講座は演習方式ですから実践的で、講
師は日本人でベテランですので安心して学習できます。ビジネス英語を
学んでいくには、あなたの職場での仕事が基本であり、第2番目にビジ
ネス英語が位置します。あなたが仕事に自信があるならば、ビジネス
英語はきわめてやさしく習得できます。

※教材費は受講料に含まれています。
※英英辞書をご用意ください。



語

　学

挫折なしのビジネス英語（初級）
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

8月～9月

火曜日・金曜日

 19:00～20:30

※教材購入については、初回講義にてご案内します。
※電子辞書をご用意ください。
※適宜、効果的表現を学ぶためプリントを配布します。

※9/6・9/9はお休みとなります。

飯田健雄「現場英語」
（桐原書店）定価1,500円

定　員

回　数

受 講 料

教　材
（別売）

15名

10回

一般：30,000円
学生：26,000円

講座コード

11140040

講師紹介

いい  だ    たけ お

飯田 健雄
大手外資系企業の日本人スタッフを対象に15年以上のビジネス英語研修の経験を持つ。特に、プレゼンテーションやＥメールのスキル向上には定
評がある。ビジネス英語に関する著作は多数ある。

多摩大学経営情報学部教授・明治大学国際日本学部兼任講師

講座趣旨

　ビジネス英語は一発勝負の舞台台詞です。集中力を必要とするた
めに聞き流しのリスニングやリーディング一辺倒では絶対に習得で
きません。そのため本講座では、常にDVD撮影を行ない受講生の皆
さんの動作、発話をチェックしています。ビジネス英語は特定の状況
の中で発言していくことで効果的学習につながっていきます。

使えるビジネス英語を短時間で、効果的に学ぼう

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス（7/19,7/26：アカデミーコモン11階、
　8/2：未定）で実施いたします。教室は当日のリバティアカデ
　ミーインフォメーションボードでご確認ください。

ガイダンス・デモレッスン

7月19日（火）19:00～20:00

7月26日（火）19:00～20:00

8月  2日（火）19:00～20:00

（テキスト代含まず）

78 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

日 程 内 容

1  8/19（金） 論理的表現を覚える（その1）─国際ビジネスでは、以心伝心・
腹芸は全く通じません。

2  8/23（火） 論理的な表現を覚える（その2）─曖昧さなしの議論を通して、
結論を導く表現を学びましょう。

3  8/26（金） 人間関係を構築する表現を学ぶ─現在、多くの企業で導入さ
れているコーチング表現を英語で学びましょう。

4  8/30（火）
セールスの表現を学ぶ（その1）─引き合いの効果的応対表現を
学びましょう。きっと、このクラスで学んだ表現が売上高に
貢献します。

5  9/  2（金） セールスの表現を学ぶ（その2）─現在、営業で主流になってき
た提案型セールス表現を学びましょう。

6  9/13（火） 交渉を成功させる表現─ダメモトで交渉してくる外国人パー
トナーの対処の仕方を学びましょう。

7  9/16（金） 会議での効果的発言─メリハリをつける発言とよりよい決定
に至る表現を学びましょう。

8  9/20（火） クレーム処理の表現─誠意ある対処や迅速な解決に向かう表
現を学びましょう。

9  9/27（火） ロール・プレイで復習（その1）─講師と受講者との模擬的ガチ
ンコ勝負

10  9/30（金） ロール・プレイで復習（その2）─講師と受講者との模擬的ガチ
ンコ勝負



語

　学

挫折なしのビジネス英語（初級）
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

8月～9月

火曜日・金曜日

 19:00～20:30

※教材購入については、初回講義にてご案内します。
※電子辞書をご用意ください。
※適宜、効果的表現を学ぶためプリントを配布します。

※9/6・9/9はお休みとなります。

飯田健雄「現場英語」
（桐原書店）定価1,500円

定　員

回　数

受 講 料

教　材
（別売）

15名

10回

一般：30,000円
学生：26,000円

講座コード

11140040

講師紹介

いい  だ    たけ お

飯田 健雄
大手外資系企業の日本人スタッフを対象に15年以上のビジネス英語研修の経験を持つ。特に、プレゼンテーションやＥメールのスキル向上には定
評がある。ビジネス英語に関する著作は多数ある。

多摩大学経営情報学部教授・明治大学国際日本学部兼任講師

講座趣旨

　ビジネス英語は一発勝負の舞台台詞です。集中力を必要とするた
めに聞き流しのリスニングやリーディング一辺倒では絶対に習得で
きません。そのため本講座では、常にDVD撮影を行ない受講生の皆
さんの動作、発話をチェックしています。ビジネス英語は特定の状況
の中で発言していくことで効果的学習につながっていきます。

使えるビジネス英語を短時間で、効果的に学ぼう

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス（7/19,7/26：アカデミーコモン11階、
　8/2：未定）で実施いたします。教室は当日のリバティアカデ
　ミーインフォメーションボードでご確認ください。

ガイダンス・デモレッスン

7月19日（火）19:00～20:00

7月26日（火）19:00～20:00

8月  2日（火）19:00～20:00

（テキスト代含まず）
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日 程 内 容

1  8/19（金） 論理的表現を覚える（その1）─国際ビジネスでは、以心伝心・
腹芸は全く通じません。

2  8/23（火） 論理的な表現を覚える（その2）─曖昧さなしの議論を通して、
結論を導く表現を学びましょう。

3  8/26（金） 人間関係を構築する表現を学ぶ─現在、多くの企業で導入さ
れているコーチング表現を英語で学びましょう。

4  8/30（火）
セールスの表現を学ぶ（その1）─引き合いの効果的応対表現を
学びましょう。きっと、このクラスで学んだ表現が売上高に
貢献します。

5  9/  2（金） セールスの表現を学ぶ（その2）─現在、営業で主流になってき
た提案型セールス表現を学びましょう。

6  9/13（火） 交渉を成功させる表現─ダメモトで交渉してくる外国人パー
トナーの対処の仕方を学びましょう。

7  9/16（金） 会議での効果的発言─メリハリをつける発言とよりよい決定
に至る表現を学びましょう。

8  9/20（火） クレーム処理の表現─誠意ある対処や迅速な解決に向かう表
現を学びましょう。

9  9/27（火） ロール・プレイで復習（その1）─講師と受講者との模擬的ガチ
ンコ勝負

10  9/30（金） ロール・プレイで復習（その2）─講師と受講者との模擬的ガチ
ンコ勝負
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講座趣旨

講座コード

11140041

語　学

全員参加で学ぶ！話す！これであなたもジャパン通

英語で学ぶシリーズ

講 座 概 要
期　間

曜　日
時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材
 （別売）

5月～7月

木曜日

13:00～14:30
16名

10回
一 般 ： 27,500円
学 生 ： 25,000円
（テキスト代含まず）

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

『日本文化を英語で紹介する事典』
ナツメ社　1,980円+税

語

　学

英語で学ぶ日本文化（5月クラス）

ガイダンス・デモレッスン 下記参照

　本講座では、日本の習慣や文化、芸術、宗教に至るまで幅広く取り上げ、理解を深めるとともに、外国人に
接した際に適切な英語で、日本をバランスのとれた自分の言葉で語れるようにトレーニングしていきます。日
本文化に関する独特な語彙や表現を学びながら、難しい言い回しを自分自身の言葉で分かりやすく、ロジカ
ルに説明できるスキルを身につけます。授業は英語で行なうため、スピーキングとリスニングを同時にトレー
ニング。楽しみながら、英会話と日本文化を学び、リスニングを強化できる、一石三鳥の超お得な講座です！
英語レベル：英検2級程度

講座趣旨

講座コード

11140042

語　学

現代日本のクールな文化と時事を学び熱く語ろう！

英語で学ぶシリーズ

講 座 概 要
期　間

曜　日
時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

8月～10月

木曜日

13:00～14:30
16名

8回

一 般 ： 22,000円
学 生 ： 20,000円

※教材費は受講料に含まれています。

プリント教材

英語で学ぶ現代日本の文化と時事（8月クラス）

　英語で、現代日本の文化や時事を学びます。英字新聞やインターネ
ット等から、毎回ホットな話題を取り上げ、無理なく楽しく時事英語
を身につけていきます。記事をただ読むだけでなく、難しい語彙や表
現の言い換え、リーディングのポイント等も学びます。また、質疑応
答やグループワークを通し、自分の意見を分かりやすくロジカルに説
明する力を身につけます。授業は英語で行なうため、スピーキングと
リスニングを同時にトレーニング。楽しみながら、英会話、文化と時
事、そしてリスニングを強化できる、一石三鳥の超お得な講座です！ 
英語レベル：英検2級程度

日 程

内 容

8/18（木）8/25（木）9/  1（木）9/  8（木）9/15（木）9/22（木）9/29（木）10/6（木）
1 2 3 4 5 6 7 8

  て   づか　しゅ   う    こ

手塚 朱羽子  Effectcom（エフェクトコム）代表
青山学院大学大学院国際コミュニケーション修士課程修了。英国ロンドンにて、貿易、TV番組制作コーディネーション、通訳等の仕事に従事。帰国後は通訳ガイド、商談通
訳、留学事業、企業研修の企画・営業・運営等の仕事に携わる。現在、教育・研修コンサルティングを行う他、企業や教育機関にて、ビジネス英語関連の講座を担当。英語教
育だけでなく、英語によるビジネススキル研修やコミュニケーション研修も行う。 通訳案内士、日本英語検定協会面接委員、キャリア・ディベロプメント・アドバイザー。

講師紹介

社会、政治、文化、芸能、娯楽、スポーツなど現代日本の文化・時事全般

 
  

 

日 程 項 目 内 容
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5/12

5/19

5/26

6/  2

6/  9

6/16

6/23

6/30

7/  7

7/14

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

日本の春の行事

日本人の食生活

日本の象徴

日本の伝統芸能（１）

日本の伝統芸能（2）

日本の文化・芸術（１）

日本の文化・芸術（２）

日本の夏の行事

日本人の精神

日本人の宗教

イントロダクション、花見、ＧＷ　など

鍋料理、懐石料理　など

芸者、富士山、桜　など

落語、漫才、講談　など

雅楽、琴、三味線　など

生け花、茶の湯　など

日本人形、雛人形　など

七夕、お盆、花火　など

義理、人情、恩　など

神道全般、神社、お祓い　など

ガイダンス・デモレッスン
3月31日（木）12:30～13:30

4月  7日（木）12:30～13:30
※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　教室は当日のリバティアカデミーインフォメーションボードでご確認ください。
※「英語で学ぶ英会話に役立つ英文法」火曜コース・木曜コース
　と合同ガイダンスです。
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語

　学

  て   づか　しゅ   う    こ

手塚 朱羽子  Effectcom（エフェクトコム）代表
青山学院大学大学院国際コミュニケーション修士課程修了。英国ロンドンにて、貿易、TV番組制作コーディネーション、通訳等の仕事に従事。帰国
後は通訳ガイド、商談通訳、留学事業、企業研修の企画・営業・運営等の仕事に携わる。現在、教育・研修コンサルティングを行う他、企業や教育機
関にて、ビジネス英語関連の講座を担当。英語教育だけでなく、英語によるビジネススキル研修やコミュニケーション研修も行う。 通訳案内士、日本
英語検定協会面接委員、キャリア・ディベロプメント・アドバイザー。

講師紹介

　学生時代に、重箱の隅をつつくような英文法を学んだことが、英語
嫌いの原因になってはいないでしょうか。この講座では細かい文法の
規則を学ぶのではなく、英会話に役立つ基礎文法を学び、効率的に英
会話力をつけることが目標です。易しい例文をたくさん用い、無理な
く定着させていきます。役立つイディオムやフレーズも満載。授業は
英語で行なうため、スピーキングとリスニングを同時にトレーニング。
楽しみながら、英文法、英会話、そしてリスニングを強化できる、一石
三鳥の超お得な講座です！
英語レベル：英会話初級者（講座で主となるのは中学英語レベル）

講座コード

（5月クラス）
11140043

11140044
（8月クラス）

語　学

英語で学ぶ英会話に役立つ英文法 火曜コース
英語で学ぶシリーズ

脱ブロークン・イングリッシュ！基礎英文法を学び、効率よく英会話力アップ！

講座趣旨 講 座 概 要（5月クラス）
期　間 5月～7月
曜　日 火曜日
時　間 10:30～12:00
定　員 16名
回　数 10回

受 講 料
一般：27,500円
学生：25,000円
（テキスト代含まず）

教　材
（別売）

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

講 座 概 要（8月クラス）
期　間 8月～10月
曜　日 火曜日
時　間 10:30～12:00
定　員 16名
回　数 8回

受 講 料
一般：22,000円
学生：20,000円
（テキスト代含まず）

教　材
（別売）

『Grammar in use～ intermedi-
ate～THIRD EDITION』
(Cambrige University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材

『Grammar in use～ intermedi-
ate～THIRD EDITION』
(Cambrige University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5/10

5/17

5/24

5/31

6/  7

6/14

6/21

6/28

7/  5

7/12

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

未来時制

形容詞 + to ~

名詞

have to と must

現在完了進行形

形容詞と副詞

関係代名詞

enough と too

接続詞

仮定法過去完了

will　の便利でユニークな用法を学ぶ

It is ~ to … を使って表現力をアップする！

数えられる／数えられない名詞をマスター！

両者の微妙な違いを学び、使って覚える！

時間の経過と行動を、生き生きと表現しよう！

hard と hardly はどう違う？

who, which, that を省略できる用法

似ているようで違う、物事の程度を表す表現

as long as と unless を自在に使いこなす！

もっともややこしい仮定法の王道に挑戦！

11140043（5月クラス）

日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

8/  9

8/23

8/30

9/  6

9/13

9/20

9/27

10/4

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

助動詞

前置詞

過去完了

so と such 

not ~ anymore

期間を表す表現

分詞構文

受動態

must の便利な用法を完全マスター！

あなどれない前置詞を完全マスター！

現在完了と過去完了をしっかり区別する！

so ~ that, such ~ that 構文を使いこなす！

一歩上をいく、粋な否定の表現を学ぶ

for, during, while を上手に使いこなす！ 

意外にやさしい、会話に使える分詞構文をマスター！

色々なことを客観的に表現できる便利な用法

※カリキュラム内容は、都合により若干変更になる場合もあります。

11140044（8月クラス）

ガイダンス・デモレッスン

 

 3月29日（火） 12:30～13:30
 12:30～13:30
 12:30～13:30

（木） 12:30～13:30

（木） 3月31日

 4月 7日
 4月 5日（火）

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　教室は当日のリバティアカデミーインフォメーションボードでご確認ください。
※3月31日（木）・4月7日（木）は「英語で学ぶ日本文化」「英語で学ぶ現代
　の日本の文化と時事」と合同のガイダンスです。

火曜コース・木曜コース共通
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語

　学

  て   づか　しゅ   う    こ

手塚 朱羽子  Effectcom（エフェクトコム）代表
青山学院大学大学院国際コミュニケーション修士課程修了。英国ロンドンにて、貿易、TV番組制作コーディネーション、通訳等の仕事に従事。帰国
後は通訳ガイド、商談通訳、留学事業、企業研修の企画・営業・運営等の仕事に携わる。現在、教育・研修コンサルティングを行う他、企業や教育機
関にて、ビジネス英語関連の講座を担当。英語教育だけでなく、英語によるビジネススキル研修やコミュニケーション研修も行う。 通訳案内士、日本
英語検定協会面接委員、キャリア・ディベロプメント・アドバイザー。

講師紹介

講座コード

（5月クラス）
11140045

11140046
（8月クラス）

講座趣旨

語　学

英語で学ぶ英会話に役立つ英文法 木曜コース
英語で学ぶシリーズ

脱ブロークン・イングリッシュ！基礎英文法を学び、効率よく英会話力アップ！

　学生時代に、重箱の隅をつつくような英文法を学んだことが、英語
嫌いの原因になってはいないでしょうか。この講座では細かい文法の
規則を学ぶのではなく、英会話に役立つ基礎文法を学び、効率的に英
会話力をつけることが目標です。易しい例文をたくさん用い、無理な
く定着させていきます。役立つイディオムやフレーズも満載。授業は
英語で行なうため、スピーキングとリスニングを同時にトレーニング。
楽しみながら、英文法、英会話、そしてリスニングを強化できる、一石
三鳥の超お得な講座です！
英語レベル：英会話初級者（講座で主となるのは中学英語レベル）

 
  
 

 
  
 

日 程 項 目 内 容

日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5/12

5/19

5/26

6/  2

6/  9

6/16

6/23

6/30

7/  7

7/14

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

未来時制

形容詞 + to ~

名詞

have to と must

現在完了進行形

形容詞と副詞

関係代名詞

enough と too

接続詞

仮定法過去完了

will　の便利でユニークな用法を学ぶ

It is ~ to … を使って表現力をアップする！

数えられる／数えられない名詞をマスター！

両者の微妙な違いを学び、使って覚える！

時間の経過と行動を、生き生きと表現しよう！

hard と hardly はどう違う？

who, which, that を省略できる用法

似ているようで違う、物事の程度を表す表現

as long as と unless を自在に使いこなす！

もっともややこしい仮定法の王道に挑戦！

11140045（5月クラス）

1

2

3

4

5

6

7

8

8/18

8/25

9/  1

9/  8

9/15

9/22

9/29

10/6

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

助動詞

前置詞

過去完了

so と such 

not ~ anymore

期間を表す表現

分詞構文

受動態

must の便利な用法を完全マスター！

あなどれない前置詞を完全マスター！

現在完了と過去完了をしっかり区別する！

so ~ that, such ~ that 構文を使いこなす！

一歩上をいく、粋な否定の表現を学ぶ

for, during, while を上手に使いこなす！ 

意外にやさしい、会話に使える分詞構文をマスター！

色々なことを客観的に表現できる便利な用法

※カリキュラム内容は、都合により若干変更になる場合もあります。

11140046（8月クラス）

講 座 概 要（5月クラス）
期　間 5月～7月
曜　日 木曜日
時　間 10:30～12:00
定　員 16名
回　数 10回

受 講 料
一般：27,500円
学生：25,000円
（テキスト代含まず）

教　材
（別売）

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

講 座 概 要（8月クラス）
期　間 8月～10月
曜　日 木曜日
時　間 10:30～12:00
定　員 16名
回　数 8回

受 講 料
一般：22,000円
学生：20,000円
（テキスト代含まず）

教　材
（別売）

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

『Grammar in use～ intermedi-
ate～THIRD EDITION』
(Cambrige University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材

『Grammar in use～ intermedi-
ate～THIRD EDITION』
(Cambrige University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材

ガイダンス・デモレッスン P80参照
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レッスン形態
語

　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～7月

土曜日

13:00～15:00

定　員

回　数

受 講 料

教　材

16名

8回

プリント教材
※教材費は受講料に含まれています。

一般：32,000円
学生：30,000円

授業は英語で行います。ゆっくりと分かりやすく進めますので、
リスニングが苦手の方でも安心してご参加いただけます。また、
授業中の受講生による発話時間も多くとる予定です。

語　学

講座コード

11140047
英語で学ぶビジネスコミュニケーションとビジネス英会話
英語で学ぶシリーズ

ビジネス英会話のコツをつかみ、スマートなビジネスコミュニケーション力をつける！

講座趣旨
　仕事にすぐ使えるビジネス英会話とビジネスコミュニケーションス
キルを、アクティブな質疑応答や練習を通し楽しみながら習得します。
日本人学習者の弱点を意識しながら、ビジネス英会話に必要な論理
力、表現力、傾聴力等を身につけると共に、自分の意見をロジカルに
分かりやすく伝える訓練も行います。授業は英語で行なうため、スピー
キングとリスニングを同時にトレーニング。楽しみながら、ビジネス英
会話、コミュニケーション、そしてリスニングを強化できる、一石三鳥
の超お得な講座。忙しい方も参加しやすい、各回完結型の授業です。
英語レベル：TOEIC500点前後

ガイダンス・デモレッスン

4月  9日（土）   11：00～12：00

4月16日（土）   11：00～12：00

レッスン進行例

学習した事項を使い、ペアまたはグループで説明練習

今日のトピック紹介、説明（質疑応答形式）

ウォームアップ英会話

日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

5/21

5/28

6/4

6/11

6/18

6/25

7/ 2

7/ 9

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

※カリキュラム内容は、都合により若干変更になる場合もあります。
※講座途中に5分程の休憩が入ります。

発想力はコミュニケーション力
ビジネスシーンでの会話をスム
ーズに進めるため発想力、質問
力、傾聴力を鍛える！

役立つ表現、メッセージの書取
り、確認方法を学ぶ。かけ手を
上手にコントロールし、電話恐
怖症を克服しよう！

易しいトピックを使って、論理的
な話の組み立て方にトライ。
ロジカルに、分かりやすく、効果
的に話してみよう！

敬語とは、優れたコミュニケー
ターになるための武器。信頼を
勝ち取るための、スマートで粋
な敬語表現を習得！

速読スキルの「チャンク読み」
「スキミング」「スキャニング」等
をマスター。これでビジネス文
書もTOEICもスラスラ読める！

自分の要求をしっかり伝え、相
手の言い分もきちんと聴き合
意形成する方法、アサーティブ・
ネゴシエーションに挑戦！

会議への効果的な参加のため
のコミュニケーション＆ファシリ
テーションスキルを習得！

「序論・本論・結論」の分かりや
すい組み立て方、効果的なボデ
ィランゲージ、スマートな質疑
応答スキルを習得！

英語の電話応対スキルを磨く

ロジカルに話すとは？

英語の敬語を使いこなす！

速読力は仕事力

成功する交渉とは？

会議の英語を磨く

効果的にプレゼンする

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。

」法文英トンイポンピつ立役に話会英スネジビぶ学で語英「 ※
と合同のガイダンスです。

  て   づか　しゅ   う    こ

手塚 朱羽子  Effectcom（エフェクトコム）代表
青山学院大学大学院国際コミュニケーション修士課程修了。英国ロンドンにて、貿易、TV番組制作コーディネーション、通訳等の仕事に従事。帰国
後は通訳ガイド、商談通訳、留学事業、企業研修の企画・営業・運営等の仕事に携わる。現在、教育・研修コンサルティングを行う他、企業や教育機
関にて、ビジネス英語関連の講座を担当。英語教育だけでなく、英語によるビジネススキル研修やコミュニケーション研修も行う。 通訳案内士、日本
英語検定協会面接委員、キャリア・ディベロプメント・アドバイザー。

講師紹介
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語

　学

語　学

講座コード

11140048

講座趣旨
　英会話に役立つ基礎文法をピンポイントで学びながら、ビジネス英
会話のトレーニングをしていきます。ブロークンな英語から脱し、自分
の意思をきちんと伝える訓練をすると共に、ビジネス英会話力を効率
的に強化することが目標です。役立つイディオムやフレーズも満載。会
議や商談のシーンにも役立ちます。授業は英語で行なうため、スピー
キングとリスニングを同時にトレーニング。楽しみながら、英文法、ビ
ジネス英会話、そしてリスニングを強化できる、一石三鳥の超お得な
講座。忙しい方も参加しやすい、各回完結型の授業です。
英語レベル：英会話初級者

日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

5/21

5/28

6/ 4

6/11

6/18

6/25

7/ 2

7/ 9

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

※カリキュラム内容は、都合により若干変更になる場合もあります。

英語で学ぶシリーズ

英語で学ぶビジネス英会話に役立つピンポイント英文法
基礎英文法を学び、正確で分かりやすいビジネス英会話力をつける！

講 座 概 要
期　間 5月～7月
曜　日 土曜日
時　間 10:30～12:00
定　員 16名
回　数 8回

受 講 料
一般：24,000円
学生：22,000円
（テキスト代含まず）

教　材
（別売）

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

ガイダンス・デモレッスン
 4月  9日
 4月16日

（土） 11:00～12:00
（土） 11:00～12:00

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。

」話会英スネジビとンョシーケニュミコスネジビぶ学で語英「 ※
と合同のガイダンスです。

  て   づか　しゅ   う    こ

手塚 朱羽子  Effectcom（エフェクトコム）代表
青山学院大学大学院国際コミュニケーション修士課程修了。英国ロンドンにて、貿易、TV番組制作コーディネーション、通訳等の仕事に従事。帰国
後は通訳ガイド、商談通訳、留学事業、企業研修の企画・営業・運営等の仕事に携わる。現在、教育・研修コンサルティングを行う他、企業や教育機
関にて、ビジネス英語関連の講座を担当。英語教育だけでなく、英語によるビジネススキル研修やコミュニケーション研修も行う。 通訳案内士、日本
英語検定協会面接委員、キャリア・ディベロプメント・アドバイザー。

講師紹介

現在時制

過去時制

助動詞should

助動詞may

前置詞

比較構文

接続詞

受動態

意外と広い現在形の用法。気楽に使って、日々
の習慣や業務、出来事を説明してみよう

動詞の変化に注意。過去の業績や事実を、正し
い動詞を使って正確にレポートしてみよう

shouldを使って助言や提案をしたり、過去の
出来事について自分の意見を述べてみよう

mayとmightで色々な事象を予測。また、過去
の可能性について自分の意見を述べてみよう

場所や時を表す要注意の前置詞に注目。ややこ
しい前置詞を練習を通して完全マスター！

比較構文は形容詞で決まる！役立つ語彙と共
に色々なものを効果的に比較してみよう

文と文を効果的につなぐ大切な用法。andや
butのみの用法から脱し、スマートに文章をつ
なげてみよう

様々な出来事や状況を客観的に表現できる、
便利でクール、ビジネスライクな用法

『Grammar in use～ intermedi-
ate～THIRD EDITION』
(Cambrige University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材
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レッスン形態
語

　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

5月～7月

土曜日

13:00～15:00

定　員

回　数

受 講 料

教　材

16名

8回

プリント教材
※教材費は受講料に含まれています。

一般：32,000円
学生：30,000円

授業は英語で行います。ゆっくりと分かりやすく進めますので、
リスニングが苦手の方でも安心してご参加いただけます。また、
授業中の受講生による発話時間も多くとる予定です。

語　学

講座コード

11140047
英語で学ぶビジネスコミュニケーションとビジネス英会話
英語で学ぶシリーズ

ビジネス英会話のコツをつかみ、スマートなビジネスコミュニケーション力をつける！

講座趣旨
　仕事にすぐ使えるビジネス英会話とビジネスコミュニケーションス
キルを、アクティブな質疑応答や練習を通し楽しみながら習得します。
日本人学習者の弱点を意識しながら、ビジネス英会話に必要な論理
力、表現力、傾聴力等を身につけると共に、自分の意見をロジカルに
分かりやすく伝える訓練も行います。授業は英語で行なうため、スピー
キングとリスニングを同時にトレーニング。楽しみながら、ビジネス英
会話、コミュニケーション、そしてリスニングを強化できる、一石三鳥
の超お得な講座。忙しい方も参加しやすい、各回完結型の授業です。
英語レベル：TOEIC500点前後

ガイダンス・デモレッスン

4月  9日（土）   11：00～12：00

4月16日（土）   11：00～12：00

レッスン進行例

学習した事項を使い、ペアまたはグループで説明練習

今日のトピック紹介、説明（質疑応答形式）

ウォームアップ英会話

日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

5/21

5/28

6/4

6/11

6/18

6/25

7/ 2

7/ 9

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

※カリキュラム内容は、都合により若干変更になる場合もあります。
※講座途中に5分程の休憩が入ります。

発想力はコミュニケーション力
ビジネスシーンでの会話をスム
ーズに進めるため発想力、質問
力、傾聴力を鍛える！

役立つ表現、メッセージの書取
り、確認方法を学ぶ。かけ手を
上手にコントロールし、電話恐
怖症を克服しよう！

易しいトピックを使って、論理的
な話の組み立て方にトライ。
ロジカルに、分かりやすく、効果
的に話してみよう！

敬語とは、優れたコミュニケー
ターになるための武器。信頼を
勝ち取るための、スマートで粋
な敬語表現を習得！

速読スキルの「チャンク読み」
「スキミング」「スキャニング」等
をマスター。これでビジネス文
書もTOEICもスラスラ読める！

自分の要求をしっかり伝え、相
手の言い分もきちんと聴き合
意形成する方法、アサーティブ・
ネゴシエーションに挑戦！

会議への効果的な参加のため
のコミュニケーション＆ファシリ
テーションスキルを習得！

「序論・本論・結論」の分かりや
すい組み立て方、効果的なボデ
ィランゲージ、スマートな質疑
応答スキルを習得！

英語の電話応対スキルを磨く

ロジカルに話すとは？

英語の敬語を使いこなす！

速読力は仕事力

成功する交渉とは？

会議の英語を磨く

効果的にプレゼンする

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。

」法文英トンイポンピつ立役に話会英スネジビぶ学で語英「 ※
と合同のガイダンスです。

  て   づか　しゅ   う    こ

手塚 朱羽子  Effectcom（エフェクトコム）代表
青山学院大学大学院国際コミュニケーション修士課程修了。英国ロンドンにて、貿易、TV番組制作コーディネーション、通訳等の仕事に従事。帰国
後は通訳ガイド、商談通訳、留学事業、企業研修の企画・営業・運営等の仕事に携わる。現在、教育・研修コンサルティングを行う他、企業や教育機
関にて、ビジネス英語関連の講座を担当。英語教育だけでなく、英語によるビジネススキル研修やコミュニケーション研修も行う。 通訳案内士、日本
英語検定協会面接委員、キャリア・ディベロプメント・アドバイザー。

講師紹介
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語

　学

語　学

講座コード

11140048

講座趣旨
　英会話に役立つ基礎文法をピンポイントで学びながら、ビジネス英
会話のトレーニングをしていきます。ブロークンな英語から脱し、自分
の意思をきちんと伝える訓練をすると共に、ビジネス英会話力を効率
的に強化することが目標です。役立つイディオムやフレーズも満載。会
議や商談のシーンにも役立ちます。授業は英語で行なうため、スピー
キングとリスニングを同時にトレーニング。楽しみながら、英文法、ビ
ジネス英会話、そしてリスニングを強化できる、一石三鳥の超お得な
講座。忙しい方も参加しやすい、各回完結型の授業です。
英語レベル：英会話初級者

日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

5/21

5/28

6/ 4

6/11

6/18

6/25

7/ 2

7/ 9

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

（土）

※カリキュラム内容は、都合により若干変更になる場合もあります。

英語で学ぶシリーズ

英語で学ぶビジネス英会話に役立つピンポイント英文法
基礎英文法を学び、正確で分かりやすいビジネス英会話力をつける！

講 座 概 要
期　間 5月～7月
曜　日 土曜日
時　間 10:30～12:00
定　員 16名
回　数 8回

受 講 料
一般：24,000円
学生：22,000円
（テキスト代含まず）

教　材
（別売）

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

ガイダンス・デモレッスン
 4月  9日
 4月16日

（土） 11:00～12:00
（土） 11:00～12:00

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。

」話会英スネジビとンョシーケニュミコスネジビぶ学で語英「 ※
と合同のガイダンスです。

  て   づか　しゅ   う    こ

手塚 朱羽子  Effectcom（エフェクトコム）代表
青山学院大学大学院国際コミュニケーション修士課程修了。英国ロンドンにて、貿易、TV番組制作コーディネーション、通訳等の仕事に従事。帰国
後は通訳ガイド、商談通訳、留学事業、企業研修の企画・営業・運営等の仕事に携わる。現在、教育・研修コンサルティングを行う他、企業や教育機
関にて、ビジネス英語関連の講座を担当。英語教育だけでなく、英語によるビジネススキル研修やコミュニケーション研修も行う。 通訳案内士、日本
英語検定協会面接委員、キャリア・ディベロプメント・アドバイザー。

講師紹介

現在時制

過去時制

助動詞should

助動詞may

前置詞

比較構文

接続詞

受動態

意外と広い現在形の用法。気楽に使って、日々
の習慣や業務、出来事を説明してみよう

動詞の変化に注意。過去の業績や事実を、正し
い動詞を使って正確にレポートしてみよう

shouldを使って助言や提案をしたり、過去の
出来事について自分の意見を述べてみよう

mayとmightで色々な事象を予測。また、過去
の可能性について自分の意見を述べてみよう

場所や時を表す要注意の前置詞に注目。ややこ
しい前置詞を練習を通して完全マスター！

比較構文は形容詞で決まる！役立つ語彙と共
に色々なものを効果的に比較してみよう

文と文を効果的につなぐ大切な用法。andや
butのみの用法から脱し、スマートに文章をつ
なげてみよう

様々な出来事や状況を客観的に表現できる、
便利でクール、ビジネスライクな用法

『Grammar in use～ intermedi-
ate～THIRD EDITION』
(Cambrige University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材
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講座趣旨

　買い物や旅行など、日常生活の様々なシーンで役立つ英語力を身
につけます。リスニング演習やロールプレイ等をとおして、語彙や文
法事項を確実に身につけながら、無理なく楽しく英語が学べます。
講師は日本人の特徴をよく知るネイティブ・スピーカーです。コース終
了後、一定の出席率をクリアされた方に、アドバイスシートをお渡し
します。初級クラスは英検準2級またはTOEIC450～600点程度、
中級クラスは英検2級またはTOEIC600～750点程度の方を対象
としています（英検やTOEIC未受験の方でも受講できます）。

すぐに役立つ実用英会話
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

4月～7月

月曜日

 19:00～20:30

テキスト教材

定　員

回　数

受 講 料

教　材

各クラス12名

12回

一般：35,000円
学生：28,000円

講師紹介
サイマル･アカデミー法人事業部講師
英語教授法のトレーニングを受け日本で3年以上のティーチング経験を持ち、日本人の特性を理解しているベテラン講師が担当いたします。

週1回、夜間開講で無理なく継続的に学習を続けられます

レビューとホームワーク
自己紹介について要領や表現の確認と宿題の

指示(テキストの問題や自己紹介の練習ほか)をします。

レッスン進行例

フィードバック
議師がペアワークなどで気づいた点･課題などについて、
全員にコメントします。受講者から質間も受け付けます。

ペアワーク・ロールプレイ
ペアやグループで自己紹介を練習し、

互いにコメントを共有します。
講師がグループを回り適宜コーチングをします。

教材に沿った練習
リスニングやその理解度チェック、語彙や文法問題をこなします。

必要に応じてペアで取り組みます。

イントロダクション
その日のトピック(たとえぱ「自己紹介」)について、
講師が簡単な質問をし、必要な語彙を紹介します。

レビュー
前回のポイントの復習、宿題のチェックをします。

ウォームアップ
身近な話題で会話を始め、

リラックスした雰囲気を作ります。

講座コード

（初級クラス）
11140049

（中級クラス）
11140050

※教材費は受講料に含まれています。
※教材は、3～4回目の講義にて配布する予定です。

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　教室は当日のリバティアカデミーインフォメーションボードで
　ご確認下さい。

ガイダンス・デモレッスン

3月14日（月）19:00～20:00

語

　学

日 程 内 容
初級クラス 11140049 中級クラス 11140050

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4/11

4/18

4/25

5/  9

5/16

5/23

5/30

6/  6

6/13

6/20

6/27

7/  4

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

Can you speak English?
スキルに関する表現

Just asking
尋ねる

Time to learn
時間、日程の表現

It's black and white
形容する

Day to day
毎日のルーティーン

Would you mind
依頼の表現

Put it here
場所と移動

Turn it clockwise
やり方の説明

It's that way
方向、方角の表現

Go right ahead
許可を求める

That's personal
パーソナルな情報

Excuses
理由を説明する

※カリキュラム内容は、都合により変更する場合があります。ご了承ください。
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講座趣旨

　ビジネス・パーソンにとって英語は不可欠な時代になりました。こ
の講座では、自己紹介や電話応対、プレゼンテーション、ミーティン
グなど、様々なビジネス・シーンにおける効果的な英語コミュニケー
ションの方法をロールプレイ等をとおして身につけます。コース終了
後、一定の出席率をクリアされた方に、アドバイスシートをお渡しし
ます。初級クラスは英検準2級またはTOEIC450～600点程度、中
級クラスは英検2級またはTOEIC600～750点程度の方を対象と
しています（英検やTOEIC未受験の方でも受講できます）。

講師紹介
サイマル･アカデミー法人事業部講師
英語教授法のトレーニングを受け日本で3年以上のティーチング経験を持ち、日本人の特性を理解しているベテラン講師が担当いたします。

語　学

講座コード

（初級クラス）
11140051

（中級クラス）
11140052

語

　学

日 程 内 容
初級クラス 11140051 中級クラス 11140052

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4/14

4/21

4/28

5/12

5/19

5/26

6/  2

6/  9

6/16

6/23

6/30

7/  7

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

※カリキュラム内容は、都合により変更する場合があります。ご了承ください。

ビジネス英会話 電話対応からプレゼン、ミーティングまで
週1回、夜間開講で無理なく継続して効果的な学習を

Talking about your company
自社の説明

Selling your company
会社概要の説明

Making conversation
初対面の相手との簡単な会話

Women in business
業務内容の説明

Arranging meetings and schedules
ミーティングの日程を決める

Telephone talk
電話の表現

Getting ahead
職務経歴やスキルの説明

Networking
情報交換

Turning a company around
問題解決

Company histories
過去の表現

Describing processes
プロセスの説明

Correspondence
メール、電話、ファックス

ガイダンス・デモレッスン
3月24日（木） 19:00～20:00

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。

講 座 概 要
期　間 4月～7月
曜　日 木曜日
時　間 19:00～20:30
定　員 各クラス12名
回　数 12回

受 講 料 一般：35,000円
学生：28,000円

教　材 テキスト教材
※教材費は受講料に含まれています。
※教材は、3～4回目の講義にて配布する予定です。



MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY84

講座趣旨

　買い物や旅行など、日常生活の様々なシーンで役立つ英語力を身
につけます。リスニング演習やロールプレイ等をとおして、語彙や文
法事項を確実に身につけながら、無理なく楽しく英語が学べます。
講師は日本人の特徴をよく知るネイティブ・スピーカーです。コース終
了後、一定の出席率をクリアされた方に、アドバイスシートをお渡し
します。初級クラスは英検準2級またはTOEIC450～600点程度、
中級クラスは英検2級またはTOEIC600～750点程度の方を対象
としています（英検やTOEIC未受験の方でも受講できます）。

すぐに役立つ実用英会話
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

4月～7月

月曜日

 19:00～20:30

テキスト教材

定　員

回　数

受 講 料

教　材

各クラス12名

12回

一般：35,000円
学生：28,000円

講師紹介
サイマル･アカデミー法人事業部講師
英語教授法のトレーニングを受け日本で3年以上のティーチング経験を持ち、日本人の特性を理解しているベテラン講師が担当いたします。

週1回、夜間開講で無理なく継続的に学習を続けられます

レビューとホームワーク
自己紹介について要領や表現の確認と宿題の

指示(テキストの問題や自己紹介の練習ほか)をします。

レッスン進行例

フィードバック
議師がペアワークなどで気づいた点･課題などについて、
全員にコメントします。受講者から質間も受け付けます。

ペアワーク・ロールプレイ
ペアやグループで自己紹介を練習し、

互いにコメントを共有します。
講師がグループを回り適宜コーチングをします。

教材に沿った練習
リスニングやその理解度チェック、語彙や文法問題をこなします。

必要に応じてペアで取り組みます。

イントロダクション
その日のトピック(たとえぱ「自己紹介」)について、
講師が簡単な質問をし、必要な語彙を紹介します。

レビュー
前回のポイントの復習、宿題のチェックをします。

ウォームアップ
身近な話題で会話を始め、

リラックスした雰囲気を作ります。

講座コード

（初級クラス）
11140049

（中級クラス）
11140050

※教材費は受講料に含まれています。
※教材は、3～4回目の講義にて配布する予定です。

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　教室は当日のリバティアカデミーインフォメーションボードで
　ご確認下さい。

ガイダンス・デモレッスン

3月14日（月）19:00～20:00

語

　学

日 程 内 容
初級クラス 11140049 中級クラス 11140050

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4/11

4/18

4/25

5/  9

5/16

5/23

5/30

6/  6

6/13

6/20

6/27

7/  4

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

Can you speak English?
スキルに関する表現

Just asking
尋ねる

Time to learn
時間、日程の表現

It's black and white
形容する

Day to day
毎日のルーティーン

Would you mind
依頼の表現

Put it here
場所と移動

Turn it clockwise
やり方の説明

It's that way
方向、方角の表現

Go right ahead
許可を求める

That's personal
パーソナルな情報

Excuses
理由を説明する

※カリキュラム内容は、都合により変更する場合があります。ご了承ください。
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講座趣旨

　ビジネス・パーソンにとって英語は不可欠な時代になりました。こ
の講座では、自己紹介や電話応対、プレゼンテーション、ミーティン
グなど、様々なビジネス・シーンにおける効果的な英語コミュニケー
ションの方法をロールプレイ等をとおして身につけます。コース終了
後、一定の出席率をクリアされた方に、アドバイスシートをお渡しし
ます。初級クラスは英検準2級またはTOEIC450～600点程度、中
級クラスは英検2級またはTOEIC600～750点程度の方を対象と
しています（英検やTOEIC未受験の方でも受講できます）。

講師紹介
サイマル･アカデミー法人事業部講師
英語教授法のトレーニングを受け日本で3年以上のティーチング経験を持ち、日本人の特性を理解しているベテラン講師が担当いたします。

語　学

講座コード

（初級クラス）
11140051

（中級クラス）
11140052

語

　学

日 程 内 容
初級クラス 11140051 中級クラス 11140052

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4/14

4/21

4/28

5/12

5/19

5/26

6/  2

6/  9

6/16

6/23

6/30

7/  7

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

※カリキュラム内容は、都合により変更する場合があります。ご了承ください。

ビジネス英会話 電話対応からプレゼン、ミーティングまで
週1回、夜間開講で無理なく継続して効果的な学習を

Talking about your company
自社の説明

Selling your company
会社概要の説明

Making conversation
初対面の相手との簡単な会話

Women in business
業務内容の説明

Arranging meetings and schedules
ミーティングの日程を決める

Telephone talk
電話の表現

Getting ahead
職務経歴やスキルの説明

Networking
情報交換

Turning a company around
問題解決

Company histories
過去の表現

Describing processes
プロセスの説明

Correspondence
メール、電話、ファックス

ガイダンス・デモレッスン
3月24日（木） 19:00～20:00

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。

講 座 概 要
期　間 4月～7月
曜　日 木曜日
時　間 19:00～20:30
定　員 各クラス12名
回　数 12回

受 講 料 一般：35,000円
学生：28,000円

教　材 テキスト教材
※教材費は受講料に含まれています。
※教材は、3～4回目の講義にて配布する予定です。
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講座趣旨

　アメリカやイギリスなど英語圏のニュース番組が身近になりまし
た。この講座では、実際に放送された英語ニュース番組を教材として
使い、生きた英語を学びます。サイマル・アカデミー独自開発の教材
を用いて、語彙を学び、リスニング力を高めるとともに、時事問題に
関するディスカッションも行います。毎回リピーターの多い人気の講
座です。コース終了後、一定の出席率をクリアされた方にはアドバイ
スシートをお渡しします。英語中級レベル以上（目安は英検2級もし
くはTOEIC600～750点程度）の方を対象としております。

語　学

講座コード

11140053

語

　学

国際英語ニュースで学ぶ世界の今と英会話

講 座 概 要
期　間 4月～7月
曜　日 水曜日

時　間
19:00～21:00
※ 講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。

定　員 12名
回　数 14回

受 講 料 一般：49,000円
学生：36,000円

教　材 サイマル・アカデミー
オリジナルワークシート

※教材費は受講料に含まれています。

ガイダンス・デモレッスン
 3月9日（水）  19:00～20:00

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。

日 程 内 容

講師紹介
サイマル・アカデミー法人事業部講師
英語教授法のトレーニングを受け日本で3年以上のティーチング経験を持ち、日本人の特性を理解しているベテラン講師が担当致します。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4/13

4/20

4/27

5/11

5/18

5/25

6/  1

6/  8

6/15

6/22

6/29

7/  6

7/13

7/20

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

国際ニュースのトピックは環境問題、健康、テクノロジー、

論争など様々な分野のものを扱っていきます。1つのニュ

ースを1～2回のレッスンで時間をかけて学んでいきます

ので、ニュースの内容を詳細までしっかり理解できるよう

になります。
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講座趣旨

　アメリカやイギリスなど英語圏のニュース番組が身近になりまし
た。この講座では、実際に放送された英語ニュース番組を教材として
使い、生きた英語を学びます。サイマル・アカデミー独自開発の教材
を用いて、語彙を学び、リスニング力を高めるとともに、時事問題に
関するディスカッションも行います。毎回リピーターの多い人気の講
座です。コース終了後、一定の出席率をクリアされた方にはアドバイ
スシートをお渡しします。英語中級レベル以上（目安は英検2級もし
くはTOEIC600～750点程度）の方を対象としております。

語　学

講座コード

11140053

語

　学

国際英語ニュースで学ぶ世界の今と英会話

講 座 概 要
期　間 4月～7月
曜　日 水曜日

時　間
19:00～21:00
※ 講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。

定　員 12名
回　数 14回

受 講 料 一般：49,000円
学生：36,000円

教　材 サイマル・アカデミー
オリジナルワークシート

※教材費は受講料に含まれています。

ガイダンス・デモレッスン
 3月9日（水）  19:00～20:00

※ガイダンスはどなたでも参加できます。（無料・予約不要）
※ 会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。
　 でドーボンョシーメォフンイーミデカアィテバリの日当は室教  
ご確認下さい。

日 程 内 容

講師紹介
サイマル・アカデミー法人事業部講師
英語教授法のトレーニングを受け日本で3年以上のティーチング経験を持ち、日本人の特性を理解しているベテラン講師が担当致します。
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国際ニュースのトピックは環境問題、健康、テクノロジー、

論争など様々な分野のものを扱っていきます。1つのニュ

ースを1～2回のレッスンで時間をかけて学んでいきます

ので、ニュースの内容を詳細までしっかり理解できるよう

になります。

講 義 形 式

レクチャー 実　習

ロールプレインググループワーク

セミナーの
目的

セミナーの
目的

　本講座では、グローバルなビジネス環境で成功
するために世界的に通用する思考法とリーダー
シップ・スキルを体験的に身に着けます。思考
法として創造的発想法、クリティカル・シン

キングなど、リーダーシップ・スキルとしてグローバル・ファシリ
テーションと多国籍チーム・リーダーシップを演習します。本講座を
通じて、グローバルなチームや職場で自信を持ちながら、効果的な
貢献ができるようになります。講義は日本語で実施します。参考資
料は日本語と英語のものが配布されます。
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講 座 概 要

曜　日

講　師

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

ポ イ ン ト

木曜日

19:00～20:30

30名

8回

28,000円（一般）
25,200円（法人＊）

オリジナルレジュメ

★

講座コード

11110030

受講をお薦めする方
・日本の企業で国際的に活躍されている方、多国籍チームなどに参加される方、又は
　海外赴任前の方。
・外資系の企業で外国人と一緒に仕事をされる方。
・将来的に上記を目指す方。

グローバル発想とリーダーシップ
―世界の土俵で成功するためのビジネス・スキル―

法人会員制度  →19頁

＊法人会員料金とは、「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。

ヘンリー アンダーセン

おすすめ講座

お
す
す
め
講
座

明治大学専門職大学院
グローバル・ビジネス
研究科准教授

5/12（木）

5/19（木）

5/26（木）

6/  2（木）

6/  9（木）

6/30（木）

6/23（木）

6/16（木）

1

2

3

4

5

6

7

8

日 程 内 容

思考スタイルとグローバル・ファシリテーション
　自己アセスメントツールによる思考スタイル分析とグループ・インタラクション。ファシリテート型リーダー
シップの概念とグローバル・ファシリテーションの基礎。

創造的思考法
　困難な問題解決・機会探索に、ブレークスルー思考が必要で、様々な発想法などを含むシネクティクス創造
的問題解決のプロセスを、生徒達が実際に抱えている課題を活用して演習。

ロジカル・クリティカル思考
　課題の原因追求、問題解決に、MECEの概念、ロジックツリーなどを演習。

他思考ツールとコンフリクト解消・コンセンサス達成
　PMI、SCAMPER、シックスハットなどの手法を演習。コンフリクト解消技法とItemized Responseなど
のコンセンサス達成法。

多国籍チーム・リーダーシップと異文化コミュニケーション
　Hosfstedeなどの文化的次元の各国調査結果と自己アセスメント。グローバル・チーム・リーダーシップと
異文化コミュニケーションへの応用。

特定な異国文化との問題解決（１）
　欧米州の主要国に個別に焦点を当て、様々な問題解決を演習。

特定な異国文化との問題解決（２）
　BRICSの国に個別に焦点を当て、様々な問題解決を演習。

グローバル・プレゼンテーション・スキル
　グローバルに通用するプレゼンテーション構成からプレゼン技法まで演習。

講 師

ヘンリー

アンダーセン

プレゼンテーション

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科准教授

講師紹介
  ヘ    ン   リ  ー　 ア   ン  ダ  ー  セ  ン

Henry Andersen

米国ハーバード大学において日本文学を専攻した後、米国コロンビア大学においてジャーナリズム修士、フランスINSEADにて MBAの学位を
取得。現職に至るまでは、アメリカ、ヨーロッパ、南米において、三菱重工や三菱商事、ソニーピクチャーズ、Scott　Paper のような企業でマー
ケティングと企業戦略の管理職として駐在勤務後、グローバル・ビジネス・イノベーションのコンサルタントとして活躍。ビジネスイノベーション
に関する彼の業績は、Financial Times等で特集された。
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リバティアカデミーの様 な々取り組み

明治大学･成田社会人大学
　1997年度に成田市からの「市民の自由時間の増大や生活水準の向上等に伴う生涯を通じた学
習意欲の高まりに応えるため、市民がより専門的な学問を学ぶ場を提供し、国際化時代に対応で
きる人材を育成したい」との「市民カレッジ」の企画についての委託を受けて開設したもので、地
方自治体と大学が直接提携する希少な社会人教育の新しい試みとして注目されています。開設
初年度は国際社会課程（定員55名）、地域社会課程（定員55名）の2課程でスタートしましたが、
1999年度から現在までは緑地環境課程（定員40名）を加えた3課程を開講しています。毎年5月か
ら11月まで、各課程共10講座（他に合同フィールドワーク1講座）を設け、ひとつのテーマを深く学
ぶことができるカリキュラムとなっています。また、学校教育法によらない生涯学習分野での講座
ですが、受講者には学習の深度による（法律に差し支えのないこの講座ならではの）称号が用意
されていることも、さらに受講者の学習意欲の向上に繋がっています。

飯田産業技術大学
　長野県飯田市では、2001年度から、明治大学、信州大学、名古屋大学、豊橋科学技術大学等と
連携した「市民大学」を開講しています。明治大学はこの市民大学に参加･協力し、「出張講義」の
他、TV会議システムを応用した“ノンストレス双方向リアルタイム”による「遠隔講義」を提供してい
ます。講師は、出張講義にあわせて、飯田市の企業･工業を訪問して、視察指導も実施するなど、よ
り地域産業の発展に貢献できるような教育を展開しています。また、2007年3月には飯田市と連携
協力に関する協定を締結しました。今後、産業振興及び人材育成をはじめ多様な分野で相互に協力
を図り、発展することを目指します。2008年度は「商品のパッケージデザイン・ネーミング」（全４
回　講師：木谷光宏政経学部教授）、2009年度は「非鉄と鉄鋼について」（全４回　講師：当舎
勝次理工学部教授）を（財）飯伊地域地場産業振興センターで開講しました。

三鷹ネットワーク大学で講座開設
　民学産公の協働による"新しい形の地域の大学"を目指す「三鷹ネットワーク大学」が2005年10
月1日に開設されました。三鷹ネットワーク大学は三鷹市と明大をはじめ14の大学や研究機関等
が提携し、「教育･学習機能」「研究･開発機能」「窓口･ネットワーク事業」の3つの機能で、参加
大学による公開講座や民学産公協働研究事業、まちづくり総合研究所事業、eラーニング支援事
業などを展開しています。リバティアカデミーでは、「サテライトキャンパス講座」として、2005年度
は「太宰治考」（コーディネータ:吉田悦志国際日本学部教授ほか）、2006年度は「社会人のため
の会計の新潮流･入門」（コーディネータ:大倉学経営学部教授ほか）、2007年度は「経済ニュース
を読み解く」（コーディネータ:大倉学経営学部教授ほか）、2008年度は「東欧の歴史と文化一
ヨーロッパ東部に広がる多彩な世界」（講師＝薩摩秀登経営学部教授ほか）を開講しました。

千代田区講座講習会
バウチャー制度
〔生涯学習個人補助金〕

■お問い合わせ■
〔バウチャー制度の利用について〕干代田区立九段生涯学習館

TEL.03-3234-2841
〔講座内容について〕明治大学リバティアカデミー事務局

TEL.03-3296-4423

市民大学きたもと学苑オープン講座
　埼玉県北本市では、高度化する市民の学習ニーズに応えるため、2007年度から北本市文化セ
ンターにおいて市民大学きたもと学苑オープン講座「明治大学公開講座」を開設しています。4年
目となった2010年度は、柳田国男の夢と近代日本─『遠野物語』刊行100周年（講師：水谷類明
治大学兼任講師）を4回の講座を開講し、延べ400人を超える市民が受講されました。　

干代田区では、区民の方が大学などの公開講座を受講した場合
に、受講料の一部を補助する制度「講座講習会バウチャー制
度」を実施しています。明治大学では制度開始と同時にこの取り
組みに参加し、区民の皆様の学習活動を支援しています。

リバティアカデミー
公式WEBサイト
http://academy.meiji.jp

講座情報やリバティアカデミーのタイムリーなトピックスなど、多
彩なメニューバリエーションであなたのお越しをお待ちしていま
す。ご入会や会員更新、講座のお申込み、住所変更などの事務手
続きも承ります。クレジットカード決済でのお支払いも可能です。

大学等委託訓練
　2001年、政府産業構造改革･雇用対策本部の策定した「総合雇用対策─雇用の安定確保と新産業創出
に向けて」に基づき、「大学における中高年ホワイトカラー離職者に対する職業能力訓練」実施が決定さ
れ、明治大学は厚生労働省より委託を受けました。この訓練は週４日間３ヶ月間にわたるカリキュラムで、
再就職に必要な知識・技能を学習するものです。2008年度まで41コースを実施しましたが2009年度に廃
止となり、新たに2009年は東京都から委託を受け、1科目を開講しました。2010年度も「貿易実務・マーケ
ティング科目」など年間4コースを開講しました。

リバティアカデミーブックレットを発行
　リバティアカデミーでは，これまでの講座等の実施により蓄積されてきた知の成果を公開して，設置の理
念を推進するとともに，今後の講座の遂行や運営に資するべく，2004年より「リバティアカデミーブック
レット」を発行しています。
〈2009年度発行一覧〉
・企業受託研修講座「産業財マーケティング論－企業間取引戦略の基本論理とその実践例に学ぶ－」
 （大友純商学部教授、共著）
・知っておきたい外国為替の常識－あなたも為替に強くなれる－
 （増田政靖，恩田英治ＮＰＯ法人国際社会貢献センター，共著）
・歩いて学ぶキャンパス今昔物語（山泉進法学部教授，共著）
なお、ブックレットは講座の教材として使用するほか，駿河台校舎12号館地下2階の三省堂書店明大駿河台店で販売しています。

長和町民大学開講
　2006年6月に締結した長野県長和町との社会連携事業の推進に関する協定書に基づき、2007年度から
長和町で長和町教育委員会と連携して「長和町民大学」を開講しています。黒曜石原産地をはじめとする
地域文化財の共同調査・研究をとおして学術交流を深めるとともに、関連する地方自治体等との社会連
携及び地域活性化を理念とした事業を共同で推進することを目的としています。2010年度は8月から翌年3
月まで5回の講座を開講しました。

明治大学・天童市連携講座
　明治大学・天童市連携講座は2009年度より開設され、2010年度においても「天童笑顔塾」と言うテー
マのもと、6月8日から12月18日までの全7回、受講生50名で開講されました。また，天童市は明治大学の
創設者の一人である宮城浩蔵の生誕の地でもあることから、2010年12月16日には、天童市と相互の交流
を図るために連携協力協定を締結しました。

鯖江市・明治大学連携講座
　2010年度に鯖江市・明治大学連携講座が開設されました。福井県鯖江市は明治大学の創立者のひとり
である矢代操の生誕の地です。講座は、間部学講座「幕末維新期の鯖江藩と矢代操」として9月に2回の
講座を開設しました。

府中市・明治大学連携講座
　2010年度に府中市・明治大学連携講座が開設されました。東京都府中市と明治大学は文化・教育・学
術およびスポーツの振興・発展、人材育成、地域活性化について進めるために、相互友好協定を結んでお
り、教養セミナー「世界の民族音楽紀行　アメリカ編」や「生涯学習ファシリテーター・サポーター養成講
座」など3講座を開講しました。

会員の皆さまと明治大学を結ぶコミュニケー
ション誌「アカデミープレッソ」。たくさんの情報
をギュッ!と濃縮させてお届けします。ご希望の方
は事務局までお申し付けください。

ACADEMY
PRESSO

新宮市民大学開講
　2006年6月に締結した和歌山県新宮市との連携協力に関する協定書に基づき、2006年度から新宮市で
新宮市教育委員会と連携して「新宮市民大学」を開講しています。生涯を通じて学び続ける「学びの場」と
して、自然、歴史、文化などの専門的な学問を身に付けるための学習機会を市民に提供し、時代に調和す
る人材を育成することを目的としています。2010年度は、人文講座「大逆事件と文学」（講師：佐藤嗣男商
学部教授）、経済講座「ビジネスに役立つモノの見方と考え方」（講師：大友純商学部教授）を開設し、大
逆事件から100年を迎えたことから、基調講演「大逆事件100年を考える」（（講師：山泉進法学部教授）と
シンポジウムも同時開催しました。
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リバティアカデミーの様 な々取り組み

明治大学･成田社会人大学
　1997年度に成田市からの「市民の自由時間の増大や生活水準の向上等に伴う生涯を通じた学
習意欲の高まりに応えるため、市民がより専門的な学問を学ぶ場を提供し、国際化時代に対応で
きる人材を育成したい」との「市民カレッジ」の企画についての委託を受けて開設したもので、地
方自治体と大学が直接提携する希少な社会人教育の新しい試みとして注目されています。開設
初年度は国際社会課程（定員55名）、地域社会課程（定員55名）の2課程でスタートしましたが、
1999年度から現在までは緑地環境課程（定員40名）を加えた3課程を開講しています。毎年5月か
ら11月まで、各課程共10講座（他に合同フィールドワーク1講座）を設け、ひとつのテーマを深く学
ぶことができるカリキュラムとなっています。また、学校教育法によらない生涯学習分野での講座
ですが、受講者には学習の深度による（法律に差し支えのないこの講座ならではの）称号が用意
されていることも、さらに受講者の学習意欲の向上に繋がっています。

飯田産業技術大学
　長野県飯田市では、2001年度から、明治大学、信州大学、名古屋大学、豊橋科学技術大学等と
連携した「市民大学」を開講しています。明治大学はこの市民大学に参加･協力し、「出張講義」の
他、TV会議システムを応用した“ノンストレス双方向リアルタイム”による「遠隔講義」を提供してい
ます。講師は、出張講義にあわせて、飯田市の企業･工業を訪問して、視察指導も実施するなど、よ
り地域産業の発展に貢献できるような教育を展開しています。また、2007年3月には飯田市と連携
協力に関する協定を締結しました。今後、産業振興及び人材育成をはじめ多様な分野で相互に協力
を図り、発展することを目指します。2008年度は「商品のパッケージデザイン・ネーミング」（全４
回　講師：木谷光宏政経学部教授）、2009年度は「非鉄と鉄鋼について」（全４回　講師：当舎
勝次理工学部教授）を（財）飯伊地域地場産業振興センターで開講しました。

三鷹ネットワーク大学で講座開設
　民学産公の協働による"新しい形の地域の大学"を目指す「三鷹ネットワーク大学」が2005年10
月1日に開設されました。三鷹ネットワーク大学は三鷹市と明大をはじめ14の大学や研究機関等
が提携し、「教育･学習機能」「研究･開発機能」「窓口･ネットワーク事業」の3つの機能で、参加
大学による公開講座や民学産公協働研究事業、まちづくり総合研究所事業、eラーニング支援事
業などを展開しています。リバティアカデミーでは、「サテライトキャンパス講座」として、2005年度
は「太宰治考」（コーディネータ:吉田悦志国際日本学部教授ほか）、2006年度は「社会人のため
の会計の新潮流･入門」（コーディネータ:大倉学経営学部教授ほか）、2007年度は「経済ニュース
を読み解く」（コーディネータ:大倉学経営学部教授ほか）、2008年度は「東欧の歴史と文化一
ヨーロッパ東部に広がる多彩な世界」（講師＝薩摩秀登経営学部教授ほか）を開講しました。

千代田区講座講習会
バウチャー制度
〔生涯学習個人補助金〕

■お問い合わせ■
〔バウチャー制度の利用について〕干代田区立九段生涯学習館

TEL.03-3234-2841
〔講座内容について〕明治大学リバティアカデミー事務局

TEL.03-3296-4423

市民大学きたもと学苑オープン講座
　埼玉県北本市では、高度化する市民の学習ニーズに応えるため、2007年度から北本市文化セ
ンターにおいて市民大学きたもと学苑オープン講座「明治大学公開講座」を開設しています。4年
目となった2010年度は、柳田国男の夢と近代日本─『遠野物語』刊行100周年（講師：水谷類明
治大学兼任講師）を4回の講座を開講し、延べ400人を超える市民が受講されました。　

干代田区では、区民の方が大学などの公開講座を受講した場合
に、受講料の一部を補助する制度「講座講習会バウチャー制
度」を実施しています。明治大学では制度開始と同時にこの取り
組みに参加し、区民の皆様の学習活動を支援しています。

リバティアカデミー
公式WEBサイト
http://academy.meiji.jp

講座情報やリバティアカデミーのタイムリーなトピックスなど、多
彩なメニューバリエーションであなたのお越しをお待ちしていま
す。ご入会や会員更新、講座のお申込み、住所変更などの事務手
続きも承ります。クレジットカード決済でのお支払いも可能です。

大学等委託訓練
　2001年、政府産業構造改革･雇用対策本部の策定した「総合雇用対策─雇用の安定確保と新産業創出
に向けて」に基づき、「大学における中高年ホワイトカラー離職者に対する職業能力訓練」実施が決定さ
れ、明治大学は厚生労働省より委託を受けました。この訓練は週４日間３ヶ月間にわたるカリキュラムで、
再就職に必要な知識・技能を学習するものです。2008年度まで41コースを実施しましたが2009年度に廃
止となり、新たに2009年は東京都から委託を受け、1科目を開講しました。2010年度も「貿易実務・マーケ
ティング科目」など年間4コースを開講しました。

リバティアカデミーブックレットを発行
　リバティアカデミーでは，これまでの講座等の実施により蓄積されてきた知の成果を公開して，設置の理
念を推進するとともに，今後の講座の遂行や運営に資するべく，2004年より「リバティアカデミーブック
レット」を発行しています。
〈2009年度発行一覧〉
・企業受託研修講座「産業財マーケティング論－企業間取引戦略の基本論理とその実践例に学ぶ－」
 （大友純商学部教授、共著）
・知っておきたい外国為替の常識－あなたも為替に強くなれる－
 （増田政靖，恩田英治ＮＰＯ法人国際社会貢献センター，共著）
・歩いて学ぶキャンパス今昔物語（山泉進法学部教授，共著）
なお、ブックレットは講座の教材として使用するほか，駿河台校舎12号館地下2階の三省堂書店明大駿河台店で販売しています。

長和町民大学開講
　2006年6月に締結した長野県長和町との社会連携事業の推進に関する協定書に基づき、2007年度から
長和町で長和町教育委員会と連携して「長和町民大学」を開講しています。黒曜石原産地をはじめとする
地域文化財の共同調査・研究をとおして学術交流を深めるとともに、関連する地方自治体等との社会連
携及び地域活性化を理念とした事業を共同で推進することを目的としています。2010年度は8月から翌年3
月まで5回の講座を開講しました。

明治大学・天童市連携講座
　明治大学・天童市連携講座は2009年度より開設され、2010年度においても「天童笑顔塾」と言うテー
マのもと、6月8日から12月18日までの全7回、受講生50名で開講されました。また，天童市は明治大学の
創設者の一人である宮城浩蔵の生誕の地でもあることから、2010年12月16日には、天童市と相互の交流
を図るために連携協力協定を締結しました。

鯖江市・明治大学連携講座
　2010年度に鯖江市・明治大学連携講座が開設されました。福井県鯖江市は明治大学の創立者のひとり
である矢代操の生誕の地です。講座は、間部学講座「幕末維新期の鯖江藩と矢代操」として9月に2回の
講座を開設しました。

府中市・明治大学連携講座
　2010年度に府中市・明治大学連携講座が開設されました。東京都府中市と明治大学は文化・教育・学
術およびスポーツの振興・発展、人材育成、地域活性化について進めるために、相互友好協定を結んでお
り、教養セミナー「世界の民族音楽紀行　アメリカ編」や「生涯学習ファシリテーター・サポーター養成講
座」など3講座を開講しました。

会員の皆さまと明治大学を結ぶコミュニケー
ション誌「アカデミープレッソ」。たくさんの情報
をギュッ!と濃縮させてお届けします。ご希望の方
は事務局までお申し付けください。

ACADEMY
PRESSO

新宮市民大学開講
　2006年6月に締結した和歌山県新宮市との連携協力に関する協定書に基づき、2006年度から新宮市で
新宮市教育委員会と連携して「新宮市民大学」を開講しています。生涯を通じて学び続ける「学びの場」と
して、自然、歴史、文化などの専門的な学問を身に付けるための学習機会を市民に提供し、時代に調和す
る人材を育成することを目的としています。2010年度は、人文講座「大逆事件と文学」（講師：佐藤嗣男商
学部教授）、経済講座「ビジネスに役立つモノの見方と考え方」（講師：大友純商学部教授）を開設し、大
逆事件から100年を迎えたことから、基調講演「大逆事件100年を考える」（（講師：山泉進法学部教授）と
シンポジウムも同時開催しました。
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入会と受講のご案内
リバティアカデミーは会員制です。ご入会･ご受講の際には必ずお読みください。

■会員制度･入会

（入会規約）

リバティアカデミーは会員制です。会員の登録にあたっては、年齢、
性別、学歴などを問わず、どなたでもご入会いただけます。会員登録
は受講申込とあわせてお申し込みください。
会員資格は入会年度を含め、3年度間有効です（2011年度入会の方
は2014年3月末日まで）。
会員には個人会員と法人会員があります。法人会員は会社（全社･部
門）･団体名で登録し、社員の方は、割引料金（一部講座除く）にて受
講できます。詳細については法人案内資料をご請求ください。

1

2

3

■入会金
新規入会の方は、入会金3,000円が必要です。
以下の方々には入会金割引の特典があります。特典を受けるために
は、自己申告が必要です。お申し込みの際に自己申告がない場合は、
割引特典は適用されません。
入会金割引を適用された方は講座初回時にご本人確認をさせていた
だきますので、お忘れなくご持参ください。忘失等により確認できな
い場合は、割引特典は受けられません。

1
2

3

■会員更新
リバティアカデミーでは3年度毎に会員資格の更新をおこなっており
ます。
会員有効期限2011年3月の方は、2011年3月より会員更新の受付
を開始いたします。更新の手続きは、会員期限内（3月末日）に完了
してください。4月1日以降は再入会となります。
更新料は2,000円（明治大学力一ド会員は1,000円）です（3年度
間有効）。

1

2

3

■再入会
過去に会員であった方が、再び受講される場合、「再入会」の手続き
が必要です。
再入会の場合、入会金は3,000円(3年度間有効)です。
再入会の手続きでご入会された場合に限り、過去の受講データなど
を参照いただけます。

1

2
3

■アカデミー･ポイント制度
『アカデミー･ポイント制度』は、会員の継続的な学習を支援し･受講
成果を認証することを目的として、リバティアカデミーが独自に認め
るポイント制度で、2005年度講座より適用になります。
この制度の対象となる講座は、原則として「教養･文化講座」、「特別
企画講座」、「ビジネスプログラム」です。
アカデミー･ポイント（以下、APという）は、「AP（リベラルアーツ）」
と「AP（ビジネス･アドミニストレーション）」の2種類があり、学習内
容により分類され、種類毎に集計･累積されます。

1

2

3

■講座中止
受講生が一定数に満たない場合、講座を中止、または延期すること
があります。
講座が中止された場合、開講1週間前までにお知らせし、受講料及び入会
金（新規入会の方のみ）を返金します。返金は銀行振込になります。

1

2

■休講･補講･代講
講師の都合および事故、台風、ストライキ等により、やむを得ず休講
する場合があります。その際に、当初の日時を変更、あるいは講師を
変更し実施する場合があります。
休講および補講の連絡は、事前に判明した場合には、会員個人に直接ご
連絡いたします。また、事前に判断しかねる場合や、当日、判明した場合
は、リバティアカデミーホームページおよびアカデミーコモン1階・11階
インフォメーションボードにてお知らせし、補講等の対応をいたします。

1

2

■教室案内･テキスト
講座はリバティアカデミー専用教室（アカデミーコモン11階）にて行い
ます（一部、アカデミーコモン以外の施設を利用することがあります）。
教室は講座当日、アカデミーコモン1階･11階インフォメーションボー
ドに案内掲示をいたします。
教材･テキスト、資料のみの販売はいたしません。
教材･テキスト、文房具などの貸し出しはいたしません。
受講料には特に明示した場合を除き、教材費･テキスト代は含まれて
おります。
欠席された分のテキストは、後日事務局窓口にてお渡しします。

1

2

3
4
5

6
1

2
3■その他

入会･受講申込FAX 03-3296-4542

住所等を変更された場合は、速やかに事務局までご連絡ください。
教室内での喫煙･飲食はご遠慮ください。
他の受講生の迷惑となるような行為、講義の進行を妨げるような行
為を行った場合、会員資格の取り消しや受講をお断りする場合があ
ります。
リバティアカデミー講座受講以外での教室利用はできません。
貴重品は必ず手元に置き、盗難･紛失にはご注意ください。
自動車で来校される際はリバティタワー地下駐車場をご利用ください（有料）。

1
2
3

4
5
6

講座初回に以下の証明書をご持参ください。忘失などにより確認でき
ない場合には、割引特典は受けられません。この場合、正規の受講料
をお支払いいただくまでの間、受講することはできません。
割引の併用はできません。

初めて申し込みたいのですが？
入会･会員登録が必要です。
新規入会の方は、入会登録が必要です。講座と併せてお申込
ください。※

※入会のみのお申し込みはできません。
※オープン講座のみ受講される場合は入会の必要はありま
　せん。

友人の分の申込はできますか？
受講されるご本人様が直接お申し込みください。

受講料の支払いはどうすればいいですか？
銀行振込かクレジットカードでのお支払となります。
所定の振込用紙でお近くの銀行でお支払いただく方法と、イ
ンターネットからクレジットカードでのお支払の2種類があり
ます。現金の窓口取扱はできませんのでご了承ください。

受講料を支払い忘れた場合どうすればいいですか？
事務局で入金を確認次第、受講参加ができます。
原則、受講申込後1週間以内にご入金ください。開講直前にご
入金された場合は、講座初回に必ず振込控をご持参ください。
入金が確認できないと、開講していても受講が認められませ
んのでご注意ください。

会員証はいつもらえますか
通常1ヶ月程度で発行いたします。

通年講座の半期だけ受講できますか？
原則として半期のみの受講は認めておりません。

受講のキャンセルはできますか？
キャンセル規定に基づき所定のキャンセル料が発生します。

申込講座の振替はできますか？
できません。
申込済みの講座は一度キャンセルいただき、別の講座を新規
でお申込いただくことになります。

資格･実務･語学講座のみ割引率が異なります。詳細は「資格･実務･語学講座パンフレット」
をご確認ください。
文部科学大臣の所管する小･中学校、高等学校、高専、短大、大学･大学院の正規学生（専修学
校･各種学校を除く）並びに本学の聴講生及び科目等履修生。
本学教職員（専任教職員、兼任講師、嘱託職員を含む）の方は、学生料金です。講座初回に教
職員証をご持参ください。

※1

※2

※3
　

2

3

■修了制度
規定のAPを修得された方にリバティアカデミー独自の称号を授与し、
修了を認証する制度です。
修得したポイントは、AP（リベラルアーツ）、AP（ビジネス･アドミニ
ストレーション）の種類毎に集計され、いずれかの合計が、規定のポ
イント数に達した場合（50APは指定する学習成果の提出が必要で
す。）、以下の称号が授与され、修了が認証されます。

■講座申込･お支払い
各講座とも定員になり次第、受付を締め切ります。
講座の性質上、受講に一定の資格･条件を要する場合があります。
受講料･入会金等はお申込後1週間以内にお支払いください。またお申
し込み日から開講日までが1週間に満たない場合は、開講前日までに
お支払いください。
期日までに受講料のお支払いが完了しない場合は、講座の受講をお
断りする場合があります。

1

2

■履修証書
一部講座では、全授業回数の5分の4以上出席された方には、各講座
終了日に「履修証書」を発行します（希望される方のみになります）。

1

ポイント修得には、全授業回数の5分の4以上出席することが基礎と
なります。この他、講師による評価が加味されることがあります。
この制度の対象講座では毎回、出欠席を確認します。遅刻の場合は、
出席になりません。
年2回（9月、3月）、「講座履修表」を送付し、講座のポイントの修得
結果についてお知らせします。
APは、7.5時間（90分授業で5回分）で1APです。7.5時間未満の講
座はAPの対象講座になりません。なお、ポイント数は講座案内に記
載します。

4

5

6

7

称号の授与は、認証の基準に達した翌年度のリバティアカデミー開
講式で行います。
対象の方には「修了証書」および「記念品」を授与します。

3

4

1
2
3

4

■受講料の割引
以下のとおり、受講料の割引特典があります。特典を受けるためには、
自己申告が必要です。お申し込みの際に自己申告がない場合は、割引
特典は適用されません。

1

APには、有効期限はありません。会員期間が途切れた場合にも、再
入会の手続きを行うことで、過去に修得したAPは有効になります。

8

■会員証
明記されている本人のみ有効です。他人に譲渡することはできません。
会員証は受講･特典利用の際には携行し、係員から特に要請のあった

1
2

場合、提示してください。
紛失した場合には事務局にお申し出ください。再発行いたします（再
発行手数料1,000円を申し受けます）。

3

■入会の特典
明治大学図書館の館内閲覧･館外貸出が利用できます。なお、貸出
（冊数6冊、期間15日）を希望される場合は、ライブラリー･力一ド
の発行手続きが必要です。
ライブラリー･力一ドの発行に必要なもの
　リバティアカデミー会員証
　住所を確認できるもの（運転免許証または健康保険証）
　発行手数料1,000円（リバティアカデミー会員証の有効期限内の
　更新手続･手数料は不要）
ライブラリー･力一ド発行場所
駿河台キャンパス中央図書館B2貸出カウンター、和泉キャンパス
和泉図書館、生田キャンパス生田図書館
図書館入館ゲートについて
ライブラリー･力一ドをお持ちの方は、リバティアカデミー会員証
では図書館入館ゲートが通れません。必ず、ライブラリー･力一ド
をご利用ください。
オープン講座へのご招待、ご優待。
優先受付期間での受講申込。
レストラン「サロン燦」、カフェ「パンセ」が飲食代10%割引。
博物館が主催する特別企画展へのご招待。
リバティアカデミー講座パンフレットの送付〔年2回〕の他、各種お
知らせの送付。
学内の書店で、図書･雑誌が10%割引。

1

2
3
4
5
6

7

一度納入された入会金はお返しできません。4

※本学教職員（専任教職員、兼任講師、嘱託職員を含む）の方は無料です。
　講座初回時に教職員証をお持ちください。

（1）

（2）

（3）

割　引 対　　　象

名　称

〔ポイントの種類〕

〔ポイント数の基準〕

〔修了規定ポイント数及び称号の名称〕

ポイント数の基準
7.5時間未満

7.5時間以上15.0時間未満
15.O時間以上22.5時間未満
22.5時間以上30.0時間未満

ポイント数

以下、同基準にて算出

ポイントなし
1AP

アカデミー･マスター★
シングル（リベラルアーツ）

アカデミー･マスター★シングル
（ビジネス･アドミニストレーション）10AP

学生証

特別会員証

明治大学力一ド
各福利厚生会員証または
携帯ホームページのロゴ
マークなど

リバティアカデミー特別会員

明治大学力一ド会員
福利厚生会員（福利厚生倶楽部、CLUB
CCl、ふろむな倶楽部、Club Off
Alliance、ベネフィット･ステーション）

この他、リバティアカデミー法人会員割引制度があります。案内資料をご請求ください。

50％（※1） 学生･生徒（※2）（※3）

割引率 割引区分 ご持参証明書

20％

10％

AP（リベラルアーツ）の方

割引対象講座
オ一プン講座と特別企画講座を除く講座  ※一部対象外となる講座があります。

AP（ビジネス・アドミニストレーション）の方修了ポイント数

アカデミー･マスター★★
ダブル（リベラルアーツ）

アカデミー･マスター★★ダブル
（ビジネス･アドミニストレーション）20AP

アカデミー･マスター★★★
トリプル（リベラルアーツ）

アカデミー･マスター★★★トリプル
（ビジネス･アドミニストレーション）30AP

アカデミー･ドクター
（リベラルアーツ）

アカデミー･ドクター
（ビジネス･アドミニストレーション）

50AP
（※）

（※）指定する学習成果の提出

2AP
3AP

アカデミー･ポイント（リベラルアーツ）

アカデミー･ポイント
（ビジネス･アドミニストレーション）

ポイント対象となる講座

教養・文化講座及び特別企画講座

ビジネスプログラム

ご持参証明書

半　額
明治大学力一ド会員
福利厚生会員（福利厚生倶楽部、
CLUB CCl、ふろむな倶楽部、Club 0ff
Alliance、ベネフィット･ステーション）
学生・生徒

リバティアカデミー特別会員
（明治大学120周年募金に協力し、
特別会員証を授与された方）

明治大学力一ド
各福利厚生会員証また
は携帯ホームページの
ロゴマークなど

学生証

特別会員証無　料

■受講キャンセル･講座変更
お申込み後にキャンセルする場合、至急リバティアカデミー事務局に
お電話にてご連絡ください。
キャンセルする場合には、所定のキャンセル手続きを経た上で、下記
のキャンセル手数料を差し引いた受講料を返金いたします。

1

2

一度申し込んだ講座を変更することはできません。所定のキャンセル手
続きを行い、再度ご希望の講座にお申し込みください。
講座開講日以降のキャンセル･講座変更の取り扱い及び受講料等の
返金はできません。

3

4

※TOEIC   lP、TOEFL   lTPについては、入金後のキャンセルはお受
　けできませんので、あらかじめご了承ください。

◆講座開講日から起算して8日前まで
◆講座開講日から起算して7日前から前日まで

1,000円
3,000円

入会・講座に関する

講座申込について

開講初日はどうすればいいですか？
事務局よりお送りする「受講のご案内」に記載されている場所
へお越しください。
講座初回は、出欠および、配布資料をお渡しいたします。事務
局よりお送りした「受講のご案内」をご持参ください。

講義の見学や開講後の途中からの参加はできますか？
事務局へお問合せください。
講義の見学はできません。開講後の途中参加は、定員に余裕
があるものについて、申込みを受付けることがあります。但し、
受講料は途中からでも同額となります。

講義を欠席した際、事務局に連絡は必要ですか？
特に必要はございません。
欠席された場合、後日事務局カウンターでその日に配布され
た資料をお渡ししますので申し出てください。

講座受講について

講師･受講生の連絡先を教えてもらえますか？
お教えできません。
個人のプライバシーを保護するために、事務局でお教えする
ことはありません。

受講生への連絡及び受講資料（受講料振込用紙、受講案内、
会員証、教材、アンケート等）の送付
講座関連情報のご案内（パンフレット、チラシ、会報等）
受講生に関する資料の作成（名簿、出欠表、講座履修表、統
計資料等）

なお、会員の情報を会員の同意なしに第三者に開示･提供する
ことはありません（法令等に基づき提供する場合を除く）。た
だし、講座申込・運営上必要不可欠な場合に限り、講座委託先
業者または講師に受講生氏名等を通知する場合があります。
会員の個人情報は、明治大学にて厳重に管理いたします。

その他

個人情報の利用目的について

Q&A
Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

次の目的以外に利用することはありません。
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入会と受講のご案内
リバティアカデミーは会員制です。ご入会･ご受講の際には必ずお読みください。

■会員制度･入会

（入会規約）

リバティアカデミーは会員制です。会員の登録にあたっては、年齢、
性別、学歴などを問わず、どなたでもご入会いただけます。会員登録
は受講申込とあわせてお申し込みください。
会員資格は入会年度を含め、3年度間有効です（2011年度入会の方
は2014年3月末日まで）。
会員には個人会員と法人会員があります。法人会員は会社（全社･部
門）･団体名で登録し、社員の方は、割引料金（一部講座除く）にて受
講できます。詳細については法人案内資料をご請求ください。

1

2

3

■入会金
新規入会の方は、入会金3,000円が必要です。
以下の方々には入会金割引の特典があります。特典を受けるために
は、自己申告が必要です。お申し込みの際に自己申告がない場合は、
割引特典は適用されません。
入会金割引を適用された方は講座初回時にご本人確認をさせていた
だきますので、お忘れなくご持参ください。忘失等により確認できな
い場合は、割引特典は受けられません。

1
2

3

■会員更新
リバティアカデミーでは3年度毎に会員資格の更新をおこなっており
ます。
会員有効期限2011年3月の方は、2011年3月より会員更新の受付
を開始いたします。更新の手続きは、会員期限内（3月末日）に完了
してください。4月1日以降は再入会となります。
更新料は2,000円（明治大学力一ド会員は1,000円）です（3年度
間有効）。

1

2

3

■再入会
過去に会員であった方が、再び受講される場合、「再入会」の手続き
が必要です。
再入会の場合、入会金は3,000円(3年度間有効)です。
再入会の手続きでご入会された場合に限り、過去の受講データなど
を参照いただけます。

1

2
3

■アカデミー･ポイント制度
『アカデミー･ポイント制度』は、会員の継続的な学習を支援し･受講
成果を認証することを目的として、リバティアカデミーが独自に認め
るポイント制度で、2005年度講座より適用になります。
この制度の対象となる講座は、原則として「教養･文化講座」、「特別
企画講座」、「ビジネスプログラム」です。
アカデミー･ポイント（以下、APという）は、「AP（リベラルアーツ）」
と「AP（ビジネス･アドミニストレーション）」の2種類があり、学習内
容により分類され、種類毎に集計･累積されます。

1

2

3

■講座中止
受講生が一定数に満たない場合、講座を中止、または延期すること
があります。
講座が中止された場合、開講1週間前までにお知らせし、受講料及び入会
金（新規入会の方のみ）を返金します。返金は銀行振込になります。

1

2

■休講･補講･代講
講師の都合および事故、台風、ストライキ等により、やむを得ず休講
する場合があります。その際に、当初の日時を変更、あるいは講師を
変更し実施する場合があります。
休講および補講の連絡は、事前に判明した場合には、会員個人に直接ご
連絡いたします。また、事前に判断しかねる場合や、当日、判明した場合
は、リバティアカデミーホームページおよびアカデミーコモン1階・11階
インフォメーションボードにてお知らせし、補講等の対応をいたします。

1

2

■教室案内･テキスト
講座はリバティアカデミー専用教室（アカデミーコモン11階）にて行い
ます（一部、アカデミーコモン以外の施設を利用することがあります）。
教室は講座当日、アカデミーコモン1階･11階インフォメーションボー
ドに案内掲示をいたします。
教材･テキスト、資料のみの販売はいたしません。
教材･テキスト、文房具などの貸し出しはいたしません。
受講料には特に明示した場合を除き、教材費･テキスト代は含まれて
おります。
欠席された分のテキストは、後日事務局窓口にてお渡しします。

1

2

3
4
5

6
1

2
3■その他

入会･受講申込FAX 03-3296-4542

住所等を変更された場合は、速やかに事務局までご連絡ください。
教室内での喫煙･飲食はご遠慮ください。
他の受講生の迷惑となるような行為、講義の進行を妨げるような行
為を行った場合、会員資格の取り消しや受講をお断りする場合があ
ります。
リバティアカデミー講座受講以外での教室利用はできません。
貴重品は必ず手元に置き、盗難･紛失にはご注意ください。
自動車で来校される際はリバティタワー地下駐車場をご利用ください（有料）。

1
2
3

4
5
6

講座初回に以下の証明書をご持参ください。忘失などにより確認でき
ない場合には、割引特典は受けられません。この場合、正規の受講料
をお支払いいただくまでの間、受講することはできません。
割引の併用はできません。

初めて申し込みたいのですが？
入会･会員登録が必要です。
新規入会の方は、入会登録が必要です。講座と併せてお申込
ください。※

※入会のみのお申し込みはできません。
※オープン講座のみ受講される場合は入会の必要はありま
　せん。

友人の分の申込はできますか？
受講されるご本人様が直接お申し込みください。

受講料の支払いはどうすればいいですか？
銀行振込かクレジットカードでのお支払となります。
所定の振込用紙でお近くの銀行でお支払いただく方法と、イ
ンターネットからクレジットカードでのお支払の2種類があり
ます。現金の窓口取扱はできませんのでご了承ください。

受講料を支払い忘れた場合どうすればいいですか？
事務局で入金を確認次第、受講参加ができます。
原則、受講申込後1週間以内にご入金ください。開講直前にご
入金された場合は、講座初回に必ず振込控をご持参ください。
入金が確認できないと、開講していても受講が認められませ
んのでご注意ください。

会員証はいつもらえますか
通常1ヶ月程度で発行いたします。

通年講座の半期だけ受講できますか？
原則として半期のみの受講は認めておりません。

受講のキャンセルはできますか？
キャンセル規定に基づき所定のキャンセル料が発生します。

申込講座の振替はできますか？
できません。
申込済みの講座は一度キャンセルいただき、別の講座を新規
でお申込いただくことになります。

資格･実務･語学講座のみ割引率が異なります。詳細は「資格･実務･語学講座パンフレット」
をご確認ください。
文部科学大臣の所管する小･中学校、高等学校、高専、短大、大学･大学院の正規学生（専修学
校･各種学校を除く）並びに本学の聴講生及び科目等履修生。
本学教職員（専任教職員、兼任講師、嘱託職員を含む）の方は、学生料金です。講座初回に教
職員証をご持参ください。

※1

※2

※3
　

2

3

■修了制度
規定のAPを修得された方にリバティアカデミー独自の称号を授与し、
修了を認証する制度です。
修得したポイントは、AP（リベラルアーツ）、AP（ビジネス･アドミニ
ストレーション）の種類毎に集計され、いずれかの合計が、規定のポ
イント数に達した場合（50APは指定する学習成果の提出が必要で
す。）、以下の称号が授与され、修了が認証されます。

■講座申込･お支払い
各講座とも定員になり次第、受付を締め切ります。
講座の性質上、受講に一定の資格･条件を要する場合があります。
受講料･入会金等はお申込後1週間以内にお支払いください。またお申
し込み日から開講日までが1週間に満たない場合は、開講前日までに
お支払いください。
期日までに受講料のお支払いが完了しない場合は、講座の受講をお
断りする場合があります。

1

2

■履修証書
一部講座では、全授業回数の5分の4以上出席された方には、各講座
終了日に「履修証書」を発行します（希望される方のみになります）。

1

ポイント修得には、全授業回数の5分の4以上出席することが基礎と
なります。この他、講師による評価が加味されることがあります。
この制度の対象講座では毎回、出欠席を確認します。遅刻の場合は、
出席になりません。
年2回（9月、3月）、「講座履修表」を送付し、講座のポイントの修得
結果についてお知らせします。
APは、7.5時間（90分授業で5回分）で1APです。7.5時間未満の講
座はAPの対象講座になりません。なお、ポイント数は講座案内に記
載します。

4

5

6

7

称号の授与は、認証の基準に達した翌年度のリバティアカデミー開
講式で行います。
対象の方には「修了証書」および「記念品」を授与します。

3

4

1
2
3

4

■受講料の割引
以下のとおり、受講料の割引特典があります。特典を受けるためには、
自己申告が必要です。お申し込みの際に自己申告がない場合は、割引
特典は適用されません。

1

APには、有効期限はありません。会員期間が途切れた場合にも、再
入会の手続きを行うことで、過去に修得したAPは有効になります。

8

■会員証
明記されている本人のみ有効です。他人に譲渡することはできません。
会員証は受講･特典利用の際には携行し、係員から特に要請のあった

1
2

場合、提示してください。
紛失した場合には事務局にお申し出ください。再発行いたします（再
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3

■入会の特典
明治大学図書館の館内閲覧･館外貸出が利用できます。なお、貸出
（冊数6冊、期間15日）を希望される場合は、ライブラリー･力一ド
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　住所を確認できるもの（運転免許証または健康保険証）
　発行手数料1,000円（リバティアカデミー会員証の有効期限内の
　更新手続･手数料は不要）
ライブラリー･力一ド発行場所
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ライブラリー･力一ドをお持ちの方は、リバティアカデミー会員証
では図書館入館ゲートが通れません。必ず、ライブラリー･力一ド
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学内の書店で、図書･雑誌が10%割引。

1

2
3
4
5
6

7

一度納入された入会金はお返しできません。4

※本学教職員（専任教職員、兼任講師、嘱託職員を含む）の方は無料です。
　講座初回時に教職員証をお持ちください。

（1）

（2）

（3）

割　引 対　　　象

名　称

〔ポイントの種類〕

〔ポイント数の基準〕

〔修了規定ポイント数及び称号の名称〕

ポイント数の基準
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15.O時間以上22.5時間未満
22.5時間以上30.0時間未満

ポイント数

以下、同基準にて算出

ポイントなし
1AP

アカデミー･マスター★
シングル（リベラルアーツ）

アカデミー･マスター★シングル
（ビジネス･アドミニストレーション）10AP

学生証

特別会員証

明治大学力一ド
各福利厚生会員証または
携帯ホームページのロゴ
マークなど

リバティアカデミー特別会員

明治大学力一ド会員
福利厚生会員（福利厚生倶楽部、CLUB
CCl、ふろむな倶楽部、Club Off
Alliance、ベネフィット･ステーション）

この他、リバティアカデミー法人会員割引制度があります。案内資料をご請求ください。

50％（※1） 学生･生徒（※2）（※3）

割引率 割引区分 ご持参証明書

20％

10％

AP（リベラルアーツ）の方

割引対象講座
オ一プン講座と特別企画講座を除く講座  ※一部対象外となる講座があります。

AP（ビジネス・アドミニストレーション）の方修了ポイント数
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（リベラルアーツ）

アカデミー･ドクター
（ビジネス･アドミニストレーション）

50AP
（※）

（※）指定する学習成果の提出

2AP
3AP

アカデミー･ポイント（リベラルアーツ）

アカデミー･ポイント
（ビジネス･アドミニストレーション）

ポイント対象となる講座

教養・文化講座及び特別企画講座

ビジネスプログラム

ご持参証明書

半　額
明治大学力一ド会員
福利厚生会員（福利厚生倶楽部、
CLUB CCl、ふろむな倶楽部、Club 0ff
Alliance、ベネフィット･ステーション）
学生・生徒

リバティアカデミー特別会員
（明治大学120周年募金に協力し、
特別会員証を授与された方）

明治大学力一ド
各福利厚生会員証また
は携帯ホームページの
ロゴマークなど

学生証

特別会員証無　料

■受講キャンセル･講座変更
お申込み後にキャンセルする場合、至急リバティアカデミー事務局に
お電話にてご連絡ください。
キャンセルする場合には、所定のキャンセル手続きを経た上で、下記
のキャンセル手数料を差し引いた受講料を返金いたします。

1

2

一度申し込んだ講座を変更することはできません。所定のキャンセル手
続きを行い、再度ご希望の講座にお申し込みください。
講座開講日以降のキャンセル･講座変更の取り扱い及び受講料等の
返金はできません。

3

4

※TOEIC   lP、TOEFL   lTPについては、入金後のキャンセルはお受
　けできませんので、あらかじめご了承ください。

◆講座開講日から起算して8日前まで
◆講座開講日から起算して7日前から前日まで

1,000円
3,000円

入会・講座に関する

講座申込について

開講初日はどうすればいいですか？
事務局よりお送りする「受講のご案内」に記載されている場所
へお越しください。
講座初回は、出欠および、配布資料をお渡しいたします。事務
局よりお送りした「受講のご案内」をご持参ください。

講義の見学や開講後の途中からの参加はできますか？
事務局へお問合せください。
講義の見学はできません。開講後の途中参加は、定員に余裕
があるものについて、申込みを受付けることがあります。但し、
受講料は途中からでも同額となります。

講義を欠席した際、事務局に連絡は必要ですか？
特に必要はございません。
欠席された場合、後日事務局カウンターでその日に配布され
た資料をお渡ししますので申し出てください。

講座受講について

講師･受講生の連絡先を教えてもらえますか？
お教えできません。
個人のプライバシーを保護するために、事務局でお教えする
ことはありません。

受講生への連絡及び受講資料（受講料振込用紙、受講案内、
会員証、教材、アンケート等）の送付
講座関連情報のご案内（パンフレット、チラシ、会報等）
受講生に関する資料の作成（名簿、出欠表、講座履修表、統
計資料等）

なお、会員の情報を会員の同意なしに第三者に開示･提供する
ことはありません（法令等に基づき提供する場合を除く）。た
だし、講座申込・運営上必要不可欠な場合に限り、講座委託先
業者または講師に受講生氏名等を通知する場合があります。
会員の個人情報は、明治大学にて厳重に管理いたします。

その他

個人情報の利用目的について

Q&A
Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

次の目的以外に利用することはありません。



92、93

94 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 95

「明治大学力一ド」のご案内
明治大学力一ドは、大手力一ド会社と提携し発行するクレジットカードです。
在学生の奨学基金の拡充を目的に1994年に発足し、現在20,000名の会員を有しています。

明治大学力一ド　　  に入会するとリバティアカデミー会員の皆様が （　　）クレジット
カード

〔受講料割引についての注意点〕
力一ドがお手元に届いてから割引対象となります。
尚、力一ド発行には、最短でも約3週間かかりますので
お早めにお申込下さい。
（講座の初回受付の際にカードをご提示下さい。）

カード会員カード会員

カード会社カード会社

明治大学明治大学

加盟店加盟店

大学独自の各種サービスの提供

※クレジットカード年会費（一般カードで1,312円）がかかります。

※上記「受講料割引についての注意点」をご確認のうえ、お間い合わせ･お申込ください。

お申し込み・お問い合わせ  明治大学リバティアカデミー事務局 〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
　　　　　　  駿河台キャンパス アカデミーコモン11階

明治大学力一ドの資料請求･お問い合わせ
〒101-8301 東京都干代田区神田駿河台1-1
TEL 03-3296-4077 FAX03-3296-4366
E-mail  mcard@mics.meiji.ac.jp

URL http://www.meiji.ac.jp/mcard/

明治大学 カード事務局
（大学会館6階）

会報を通じてのコミュニケーション

会員の利用額に応じて、カード
会社から大学へ支払われます

ポイントサ一ビス

明治大学カード会報誌
「LINK TOGETHER」

■リバティアカデミー会員（※新規申込時は除く）
■本学卒業生
■本学在学生･卒業生父母
■本学大学院生

●リバティアカデミー各種講座の受講料が1割引になります。
（オープン講座、特別企画講座ほか一部講座を除く）

●大学の最新情報満載の明大力一ド会報「LlNK TOGETH
ER」を年に2回お届けします。

●リバティタワー23階サロン「燦」、アカデミーコモン1階
「カフェ･パンセ」での飲食料金が割引になります。

カード発行対象 特　典

明大カードのしくみ

カード発行対象 特　典

明大カードのしくみ

明治大学創立者記念奨学基金明治大学創立者記念奨学基金

1割引
受講料が

1割引に
なります！

2009

2008

その他たくさんあります。
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らくらく中国語実用会話（初級）

TOEFL®総合対策講座

マイクのひとくち英会話プラスα

Talking about Britain

気軽にはじめるハングル（初級2）

資
格
点
灯
、自
由
自
在
、

わ
た
し
の
明
日
が
こ
こ
に
あ
る
。

資
格
点
灯
、自
由
自
在
、

わ
た
し
の
明
日
が
こ
こ
に
あ
る
。

生涯マナビト宣言！
知の広場で新しい自分を創り出しませんか。

明治大学キャラクター
「めいじろう」

■ VE（価値分析・価値工学）入門講座
■ 屋上緑化コーディネーター
　資格受験対策講座
■ 実用フランス語技能検定3級　
　100％合格講座

■ 基礎英会話講座
■ TOEFL®総合対策講座（通年クラス）
■ Fun and Adventure 　
　in Creative English

公務員試験合格対策講座！

資格・実務・語学講座
LICENCE AND LANGUAGE PROGRAM2011 前期

駿河台キャンパス・アカデミーコモン11階

表紙絵画  右上：原 武 作  右下：川村 省吾 作  左下：斎藤 平四郎 作


