
Topics for Discussion

気軽にはじめるハングル（初級）

相続講座（前期：相続入門）

TOEFL®総合対策講座

Fun and Adventure in Creative English
笑顔のステキなカーミット先生と楽しく英語を学びませんか？
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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」

■ 屋上緑化コーディネーター資格受験対策
■ 行政書士試験合格対策
■ Fun and Adventure in Creative English
 笑顔のステキなカーミット先生と楽しく英語を学びませんか？ 

■ Topics for Discussion　

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

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

駿河台キャンパス・アカデミーコモン11階

■ 宅地建物取引主任者直前答案練習
■ 食生活アドバイザー®

 検定（2級）合格対策
■ 図書館員のための
 ブラッシュアップ講座3・4　

https://academy.meiji.jp

https://academy.meiji.jp
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屋上緑化コーディネーター資格受験対策講座

宅地建物取引主任者　直前答案練習講座
社会保険労務士合格対策講座 

貿易実務合格対策講座（入門）
貿易実務合格対策講座（初級）
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
ビジネス能力検定（2級）合格対策講座
食生活アドバイザー®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
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【明治大学・和歌山県新宮市連携講座】第5回 熊野学フォーラム熊野の至宝との出会い
【明治大学・奈良県桜井市連携講座】第1回 纒向学フォーラム纒向遺跡・邪馬台国・古墳・ヤマト王権
【明治大学・和歌山県連携講座】南方熊楠シンポジウム～南方熊楠のエコロジー思想とは何か？～

【明治大学・福井県連携講座】CMや映画を使った地域ブランド戦略─ソフトバンクCMから越前和紙まで─
【明治大学・宮崎県連携講座】古事記編纂1300年記念～日向神話ゆかりの地 宮崎の魅力発見!～
【明治大学・鳥取県連携講座】あちら〉と〈こちら〉のあいだで─水木しげると谷口ジローの世界─
【PIC(太平洋諸島センター)連携講座】太平洋諸島と沖縄
世界の民族音楽を聴く─レクチャー&コンサート─
女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽 レクチャー&コンサート
オペラの愉しみ
オーケストラ ファン ヴァセナールの室内楽シリーズ「テレマン、って誰でしょう?」
東日本大震災から復興し首都圏・西日本の広域巨大地震に備える二元復興論
明治大学130年の星たち(芸能・文化の人脈)
【地域連携講座】ホームカミングデー フードフェア講座
【連合駿台会寄付講座】 日米両国IT産業界において信念を貫いた明大出身ビジネスマンにネットワーク社会の将来を聴く
3.11後の生と死を考える

輿水 　　肇 明治大学農学部教授　ほか
今村 　哲也 明治大学情報コミュニケーション学部准教授
金子 　敏哉 明治大学法学部専任講師　ほか
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　
米田 　龍玄 弁護士
葛原 　久美 株式会社ベリース代表
寺尾 　秀雄 国際コミュニティ代表取締役
寺尾 　秀雄 国際コミュニティ代表取締役
羽立 　教江
村岡 　清樹 東京シティ税理士事務所　ほか
伊藤 　京子 ビジネス能力検定専門委員
竹内 　弘光 ＦＬＡネットワーク協会会長　
保坂 美鶴子 早稲田ワーキングスクール講師

山折 　哲雄　宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授　ほか
吉村 　武彦　明治大学大学院長 明治大学文学部教授　ほか
荒俣 　　宏　作家　ほか
藤江 　昌嗣　明治大学経営学部教授　ほか
原 　秀三郎　静岡大学名誉教授　ほか
宮本　 大人　明治大学国際日本学部准教授
波照間 永子 明治大学情報コミュニケーション学部准教授　ほか
江波戸 　昭 明治大学名誉教授　ほか
白石 　隆生 尚美学園大学ピアノコース主任教授　ほか
須永 　恆雄 明治大学法学部教授　ほか
赤津 　眞言 バロックヴァイオリン奏者　ほか
中林 　一樹 明治大学政治経済学研究科特任教授　
吉田 　悦志 明治大学国際日本学部教授　

圷 　　昭二  TCI株式会社 代表取締役　
金山 　秋男 　明治大学法学部教授　ほか
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らくらく中国語実用会話（初級）
気軽にはじめるハングル（初級2）
Fun and Adventure in Creative English　　　　　　　　　
笑顔のステキなカーミット先生と楽しく英語を学びませんか？
TOEIC®スコアアップ強化講座（駿河台）
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® テスト ITP
マイクのひとくち英会話プラスα（初級）9月クラス　　　　　　
マイクのひとくち英会話プラスα（初級）12月クラス
マイクのらくらく英会話（中級）9月クラス　　　　　　　              
マイクのらくらく英会話（中級）12月クラス
Topics for Discussion（上級）9月クラス　　　　　　　　　
Topics for Discussion（上級）12月クラス
英語で学ぶ日本文化
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　火曜コース10月クラス　　           
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　火曜コース 1月クラス
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　木曜コース10月クラス                     
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　木曜コース 1月クラス
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
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
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）
English in the News：ニューズで英語を学ぶ
国際英語ニュースで学ぶ世界の今と英会話
すぐに役立つ実用英会話（初級クラス）　　　　　　　　　　　
すぐに役立つ実用英会話（中級クラス）
ビジネス英話 電話対応からプレゼン、ミーティングまで（初級クラス）         
ビジネス英話 電話対応からプレゼン、ミーティングまで（中級クラス）
【龍谷大学・明治大学連携講座】龍谷ミュージアム開設記念 釈尊をみつめて
キャンパスマップ・施設案内
入会と受講のご案内（入会規約） 入会・講座に関するＱ＆Ａ
入会・受講申込FAXフォーム（個人会員用）
明治大学カードのご案内
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11230016

色彩心理（入門編）
事例で学ぶ相続
図書館員のためのブラッシュアップ講座3 あらゆる情報をすべての人に
図書館員のためのブラッシュアップ講座4 専門職としての技能を磨き、知識を深めよう

南 　　涼子 日本ユニバーサルカラー協会理事長　
横須賀 啓子 税理士
阪田 　蓉子 明治大学文学部元教授　ほか
阪田 　蓉子 明治大学文学部元教授　ほか
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関　　 学峰　日中人材コラボ・センター　中国語専任講師　　　
バークレーハウス語学センター 韓国語専任講師

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

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
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
ロバート・ハミルトン 明治大学国際日本学部特任講師
サイマル・アカデミー法人事業部講師

マイク・マクサマック 明治大学法学部教授

カーミット・カーベル 明治大学文学部兼任講師

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

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

宮治 昭　龍谷大学ミュージアム館長・龍谷大学文学部教授　ほか
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行政書士試験合格対策講座

知的財産管理技能検定（3級）合格対策講座
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TOEFL®総合対策講座11240017 資格の学校TAC 専任講師
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【明治大学・和歌山県新宮市連携講座】第5回 熊野学フォーラム熊野の至宝との出会い
【明治大学・奈良県桜井市連携講座】第1回 纒向学フォーラム纒向遺跡・邪馬台国・古墳・ヤマト王権
【明治大学・和歌山県連携講座】南方熊楠シンポジウム～南方熊楠のエコロジー思想とは何か？～

【明治大学・福井県連携講座】CMや映画を使った地域ブランド戦略─ソフトバンクCMから越前和紙まで─
【明治大学・宮崎県連携講座】古事記編纂1300年記念～日向神話ゆかりの地 宮崎の魅力発見!～
【明治大学・鳥取県連携講座】あちら〉と〈こちら〉のあいだで─水木しげると谷口ジローの世界─
【PIC(太平洋諸島センター)連携講座】太平洋諸島と沖縄
世界の民族音楽を聴く─レクチャー&コンサート─
女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽 レクチャー&コンサート
オペラの愉しみ
オーケストラ ファン ヴァセナールの室内楽シリーズ「テレマン、って誰でしょう?」
東日本大震災から復興し首都圏・西日本の広域巨大地震に備える二元復興論
明治大学130年の星たち(芸能・文化の人脈)
【地域連携講座】ホームカミングデー フードフェア講座
【連合駿台会寄付講座】 日米両国IT産業界において信念を貫いた明大出身ビジネスマンにネットワーク社会の将来を聴く
3.11後の生と死を考える

戦略とマネジメント
30-31
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39
40

経営戦略セミナー(リスク・危機マネジメント編)
【社会保険労務士総合研究機構後援講座】ケーススタディ 実践 会社経営と人事労務
経営労務監査の理論と課題 Ⅱ ─労働時間管理─
ビジネスインテリジェンスとグローバル経営戦略
ケーススタディ 戦略的企業経営
人事分析入門
経営ゼミナールー ドラッカーに学ぶ

歌代 　　豊 明治大学経営学部教授
黒田 　兼一  明治大学経営学部教授
平沼 　　高  明治大学経営学部教授
篠原 　敏彦 明治大学商学部教授
吉村 　孝司 明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授　
林    　明文 株式会社トランストラクチャー代表取締役
風間 　信隆 明治大学商学部教授

山折 　哲雄　宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授　ほか
吉村 　武彦　明治大学大学院長 明治大学文学部教授　ほか
荒俣 　　宏　作家　ほか
藤江 　昌嗣　明治大学経営学部教授　ほか
原 　秀三郎　静岡大学名誉教授　ほか
宮本　 大人　明治大学国際日本学部准教授
波照間 永子 明治大学情報コミュニケーション学部准教授　ほか
江波戸 　昭 明治大学名誉教授　ほか
白石 　隆生 尚美学園大学ピアノコース主任教授　ほか
須永 　恆雄 明治大学法学部教授　ほか
赤津 　眞言 バロックヴァイオリン奏者　ほか
中林 　一樹 明治大学政治経済学研究科特任教授　
吉田 　悦志 明治大学国際日本学部教授　

圷 　　昭二  TCI株式会社 代表取締役　
金山 　秋男 　明治大学法学部教授　ほか
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マーケティング戦略
41

42-43
44
45
46
47

48-49
50-51
52-53

54

速習・マーケティング入門
実践・マーケティング戦略セミナー
サービス・マネジメントとサービス・イノベーション
マーケティング・ゼミナール─『俵屋の不思議』(村松友視著)を読む─
マーケティング研究ゼミナール─“市場志向”の戦略と組織を考える─
生き残る企業のコ・クリエーション戦略
ネットマーケティング実践講座
在庫を起点に利益を生み出すロジスティクス・SCM時代の経営の仕組みづくり
実践 植物工場基礎技術解説 植物工場運営に必要な知識と技術の習得
～「顧客『不』満足」を基盤に～ 真のサービスを追及し「顧客満足」を具現化する

大友    　純 明治大学商学部教授
大友    　純 明治大学商学部教授
近藤 　隆雄 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
大友    　純 明治大学商学部教授
首藤 　禎史 大東文化大学経営学部教授
井上 　崇通 明治大学商学部教授
今津 　美樹 WinDo’s 代表取締役
吉岡 　洋一 明治大学商学部兼任講師
宍戸 　良洋 明治大学植物工場基盤技術研究センター副センター長
武田 　哲男 株式会社武田マネジメントシステム 代表取締役

70
71
72
73
74
75
76
77
78

コミュニケーション
コーチング入門(火曜コース・金曜コース)
コーチング・アドバンス
ビジネスチャンスを掴む パブリック・スピーキング （Aコース・Ｂコース）
コミュニケーション広場で学ぶ三つの話力 真意を訊きだすインタビュー・共感を呼ぶスピーチ

人を動かすビジネスプレゼンテーション
行動心理コミュニケーション
WIN WINを築く「実践的・交渉術」
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─

論理的思考による問題解決・意思決定力強化講座

森山 　展行 日本コーチ連盟
森山 　展行 日本コーチ連盟
小沼 　俊男 元ＮＨＫアナウンサー
小沼 　俊男 元ＮＨＫアナウンサー
村松 かすみ プラネット（株）シニアインストラクター
宇井 美智子 元ＴＢＳアナウンサー
武田 　哲男 株式会社武田マネジメントシステム代表取締役
阪井 　和男 明治大学法学部教授
今井 　繁之 株式会社シンキングマネジメント研究所　代表取締役所長

財務・金融
55
56
57
58
59
60
61
62
63

財務諸表の見方・読み方(平日夜間コース・土曜集中コース)
財務分析入門編(平日夜間コース・土曜集中コース)
財務分析応用編
株式投資ゼミナール
知っておきたい外国為替の常識
新しい株式投資への第一歩
「売れて儲かる新商品開発の進め方」─スピードと品質・コストで勝つ！！─
米英巨大銀行の栄光と挫折─英国ゲストスピーカーと語る─
戦略のための会計の理論と実践―実例やケーススタディにより実践応用力のアップを!!―

﨑 　　章浩 明治大学経営学部教授
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
碓氷 　悟史 亜細亜大学名誉教授
恩田 　英治 国際社会貢献センター会員
坂本 　恒夫 明治大学副学長・経営学部教授
﨑 　　章浩 明治大学経営学部教授
坂本 　恒夫 明治大学副学長・経営学部教授
﨑 　　章浩 明治大学経営学部教授

中小企業・ベンチャー

64-65
66-67
68-69

【大同生命保健株式会社寄付講座】中小企業経営革新セミナー

大震災に備える企業の組織的対応の課題と展望
NPO法人の経営学─したたかで逞しく元気なNPOを紹介します!─

新規ビジネス・ベンチャー企業の成功法

大友 　　純 明治大学商学部教授
坂本 　恒夫 明治大学副学長・経営学部教授
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

ＭＯＴ

80-81

82-83

84-85

【米国ＵＬ寄付講座  明治大学安全学研究所後援】

製品と機械のリスクアセスメント
【一般財団法人化学物質評価研究機構（ＣＥＲI）寄付講座　明治大学安全学研究所後援】

化学物質のリスク評価
【一般社団法人団地再生支援協会後援講座】

団地再生実践講座③

向殿 　政男 明治大学理工学部教授

北野 　　大 明治大学理工学部教授

澤田 　誠二 明治大学理工学部教授

環　境
79 福島原発事故を乗り越えて─エネルギー問題の本質─ 松井 　賢一 龍谷大学名誉教授11210043

11210044

11210045

11210046

ビジネスプログラム

11210030
11210031

11210029
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資格講座

オープン講座

実務講座

語学講座

11230001

11230003
11230004

11230006
11230007
11230008
11230009
11230010
11230011
11230012

11230002

11230005

11240004-13

11240035
11240036

11240037
11240038

11240027
11240028

11240022
11240023

11240003

11240018
11240019

11240020
11240021

11240025
11240026

26

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42

屋上緑化コーディネーター資格受験対策講座

宅地建物取引主任者　直前答案練習講座
社会保険労務士合格対策講座 

貿易実務合格対策講座（入門）
貿易実務合格対策講座（初級）
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
ビジネス能力検定（2級）合格対策講座
食生活アドバイザー®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

11270001
11270002
11270003
11270004
11270005
11270006
11270007
11270008-10
11270011
11270012
11270013
11270014
11270015
11270016
11270017
11270018-20

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24-25

【明治大学・和歌山県新宮市連携講座】第5回 熊野学フォーラム熊野の至宝との出会い
【明治大学・奈良県桜井市連携講座】第1回 纒向学フォーラム纒向遺跡・邪馬台国・古墳・ヤマト王権
【明治大学・和歌山県連携講座】南方熊楠シンポジウム～南方熊楠のエコロジー思想とは何か？～

【明治大学・福井県連携講座】CMや映画を使った地域ブランド戦略─ソフトバンクCMから越前和紙まで─
【明治大学・宮崎県連携講座】古事記編纂1300年記念～日向神話ゆかりの地 宮崎の魅力発見!～
【明治大学・鳥取県連携講座】あちら〉と〈こちら〉のあいだで─水木しげると谷口ジローの世界─
【PIC(太平洋諸島センター)連携講座】太平洋諸島と沖縄
世界の民族音楽を聴く─レクチャー&コンサート─
女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽 レクチャー&コンサート
オペラの愉しみ
オーケストラ ファン ヴァセナールの室内楽シリーズ「テレマン、って誰でしょう?」
東日本大震災から復興し首都圏・西日本の広域巨大地震に備える二元復興論
明治大学130年の星たち(芸能・文化の人脈)
【地域連携講座】ホームカミングデー フードフェア講座
【連合駿台会寄付講座】 日米両国IT産業界において信念を貫いた明大出身ビジネスマンにネットワーク社会の将来を聴く
3.11後の生と死を考える

輿水 　　肇 明治大学農学部教授　ほか
今村 　哲也 明治大学情報コミュニケーション学部准教授
金子 　敏哉 明治大学法学部専任講師　ほか
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　
米田 　龍玄 弁護士
葛原 　久美 株式会社ベリース代表
寺尾 　秀雄 国際コミュニティ代表取締役
寺尾 　秀雄 国際コミュニティ代表取締役
羽立 　教江
村岡 　清樹 東京シティ税理士事務所　ほか
伊藤 　京子 ビジネス能力検定専門委員
竹内 　弘光 ＦＬＡネットワーク協会会長　
保坂 美鶴子 早稲田ワーキングスクール講師

山折 　哲雄　宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授　ほか
吉村 　武彦　明治大学大学院長 明治大学文学部教授　ほか
荒俣 　　宏　作家　ほか
藤江 　昌嗣　明治大学経営学部教授　ほか
原 　秀三郎　静岡大学名誉教授　ほか
宮本　 大人　明治大学国際日本学部准教授
波照間 永子 明治大学情報コミュニケーション学部准教授　ほか
江波戸 　昭 明治大学名誉教授　ほか
白石 　隆生 尚美学園大学ピアノコース主任教授　ほか
須永 　恆雄 明治大学法学部教授　ほか
赤津 　眞言 バロックヴァイオリン奏者　ほか
中林 　一樹 明治大学政治経済学研究科特任教授　
吉田 　悦志 明治大学国際日本学部教授　

圷 　　昭二  TCI株式会社 代表取締役　
金山 　秋男 　明治大学法学部教授　ほか

2
3

4-5
6-7

8

資格・実務・語学講座目次　
ビジネスプログラム目次
教養・文化講座目次
お申込方法のご案内
法人向けサービスのご案内

11240001
11240002

11240014
11240015
11240016

11243001

11240024

11240029
11240030
11240031
11240032
11240033
11240034

43
44

46
47
48
49
50

52
53
54

58

61
62
63
64
65
66

69
70-71
72-73

74
75

らくらく中国語実用会話（初級）
気軽にはじめるハングル（初級2）
Fun and Adventure in Creative English　　　　　　　　　
笑顔のステキなカーミット先生と楽しく英語を学びませんか？
TOEIC®スコアアップ強化講座（駿河台）
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® テスト ITP
マイクのひとくち英会話プラスα（初級）9月クラス　　　　　　
マイクのひとくち英会話プラスα（初級）12月クラス
マイクのらくらく英会話（中級）9月クラス　　　　　　　              
マイクのらくらく英会話（中級）12月クラス
Topics for Discussion（上級）9月クラス　　　　　　　　　
Topics for Discussion（上級）12月クラス
英語で学ぶ日本文化
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　火曜コース10月クラス　　           
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　火曜コース 1月クラス
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　木曜コース10月クラス                     
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法　木曜コース 1月クラス
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
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
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）
English in the News：ニューズで英語を学ぶ
国際英語ニュースで学ぶ世界の今と英会話
すぐに役立つ実用英会話（初級クラス）　　　　　　　　　　　
すぐに役立つ実用英会話（中級クラス）
ビジネス英話 電話対応からプレゼン、ミーティングまで（初級クラス）         
ビジネス英話 電話対応からプレゼン、ミーティングまで（中級クラス）
【龍谷大学・明治大学連携講座】龍谷ミュージアム開設記念 釈尊をみつめて
キャンパスマップ・施設案内
入会と受講のご案内（入会規約） 入会・講座に関するＱ＆Ａ
入会・受講申込FAXフォーム（個人会員用）
明治大学カードのご案内

11230013
11230014
11230015
11230016

色彩心理（入門編）
事例で学ぶ相続
図書館員のためのブラッシュアップ講座3 あらゆる情報をすべての人に
図書館員のためのブラッシュアップ講座4 専門職としての技能を磨き、知識を深めよう

南 　　涼子 日本ユニバーサルカラー協会理事長　
横須賀 啓子 税理士
阪田 　蓉子 明治大学文学部元教授　ほか
阪田 　蓉子 明治大学文学部元教授　ほか

56

57

60

関　　 学峰　日中人材コラボ・センター　中国語専任講師　　　
バークレーハウス語学センター 韓国語専任講師

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

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
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
ロバート・ハミルトン 明治大学国際日本学部特任講師
サイマル・アカデミー法人事業部講師

マイク・マクサマック 明治大学法学部教授

カーミット・カーベル 明治大学文学部兼任講師

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

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

宮治 昭　龍谷大学ミュージアム館長・龍谷大学文学部教授　ほか

67

68

59

55

45

27

行政書士試験合格対策講座

知的財産管理技能検定（3級）合格対策講座

TOEIC® IPテスト5111241001- 3
11242001-3

TOEFL®総合対策講座11240017 資格の学校TAC 専任講師

オープン講座

11210001
11210002
11210003
11210004
11210005
11210006
11210007

11270001
11270002
11270003
11270004
11270005
11270006
11270007
11270008-10
11270011
11270012
11270013
11270014
11270015
11270016
11270017
11270018-20

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28-29

【明治大学・和歌山県新宮市連携講座】第5回 熊野学フォーラム熊野の至宝との出会い
【明治大学・奈良県桜井市連携講座】第1回 纒向学フォーラム纒向遺跡・邪馬台国・古墳・ヤマト王権
【明治大学・和歌山県連携講座】南方熊楠シンポジウム～南方熊楠のエコロジー思想とは何か？～

【明治大学・福井県連携講座】CMや映画を使った地域ブランド戦略─ソフトバンクCMから越前和紙まで─
【明治大学・宮崎県連携講座】古事記編纂1300年記念～日向神話ゆかりの地 宮崎の魅力発見!～
【明治大学・鳥取県連携講座】あちら〉と〈こちら〉のあいだで─水木しげると谷口ジローの世界─
【PIC(太平洋諸島センター)連携講座】太平洋諸島と沖縄
世界の民族音楽を聴く─レクチャー&コンサート─
女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽 レクチャー&コンサート
オペラの愉しみ
オーケストラ ファン ヴァセナールの室内楽シリーズ「テレマン、って誰でしょう?」
東日本大震災から復興し首都圏・西日本の広域巨大地震に備える二元復興論
明治大学130年の星たち(芸能・文化の人脈)
【地域連携講座】ホームカミングデー フードフェア講座
【連合駿台会寄付講座】 日米両国IT産業界において信念を貫いた明大出身ビジネスマンにネットワーク社会の将来を聴く
3.11後の生と死を考える

戦略とマネジメント
30-31
32-33
34-35
36-37

38
39
40

経営戦略セミナー(リスク・危機マネジメント編)
【社会保険労務士総合研究機構後援講座】ケーススタディ 実践 会社経営と人事労務
経営労務監査の理論と課題 Ⅱ ─労働時間管理─
ビジネスインテリジェンスとグローバル経営戦略
ケーススタディ 戦略的企業経営
人事分析入門
経営ゼミナールー ドラッカーに学ぶ

歌代 　　豊 明治大学経営学部教授
黒田 　兼一  明治大学経営学部教授
平沼 　　高  明治大学経営学部教授
篠原 　敏彦 明治大学商学部教授
吉村 　孝司 明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授　
林    　明文 株式会社トランストラクチャー代表取締役
風間 　信隆 明治大学商学部教授

山折 　哲雄　宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授　ほか
吉村 　武彦　明治大学大学院長 明治大学文学部教授　ほか
荒俣 　　宏　作家　ほか
藤江 　昌嗣　明治大学経営学部教授　ほか
原 　秀三郎　静岡大学名誉教授　ほか
宮本　 大人　明治大学国際日本学部准教授
波照間 永子 明治大学情報コミュニケーション学部准教授　ほか
江波戸 　昭 明治大学名誉教授　ほか
白石 　隆生 尚美学園大学ピアノコース主任教授　ほか
須永 　恆雄 明治大学法学部教授　ほか
赤津 　眞言 バロックヴァイオリン奏者　ほか
中林 　一樹 明治大学政治経済学研究科特任教授　
吉田 　悦志 明治大学国際日本学部教授　

圷 　　昭二  TCI株式会社 代表取締役　
金山 　秋男 　明治大学法学部教授　ほか

11210018・19
11210020・21
11210022
11210023
11210024
11210025
11210026
11210027
11210028

11210008
11210009
11210010
11210011
11210012
11210013
11210014
11210015
11210016
11210017

11210032・33
11210034
11210035・36
11210037
11210038
11210039
11210040
11210041
11210042

マーケティング戦略
41

42-43
44
45
46
47

48-49
50-51
52-53

54

速習・マーケティング入門
実践・マーケティング戦略セミナー
サービス・マネジメントとサービス・イノベーション
マーケティング・ゼミナール─『俵屋の不思議』(村松友視著)を読む─
マーケティング研究ゼミナール─“市場志向”の戦略と組織を考える─
生き残る企業のコ・クリエーション戦略
ネットマーケティング実践講座
在庫を起点に利益を生み出すロジスティクス・SCM時代の経営の仕組みづくり
実践 植物工場基礎技術解説 植物工場運営に必要な知識と技術の習得
～「顧客『不』満足」を基盤に～ 真のサービスを追及し「顧客満足」を具現化する

大友    　純 明治大学商学部教授
大友    　純 明治大学商学部教授
近藤 　隆雄 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
大友    　純 明治大学商学部教授
首藤 　禎史 大東文化大学経営学部教授
井上 　崇通 明治大学商学部教授
今津 　美樹 WinDo’s 代表取締役
吉岡 　洋一 明治大学商学部兼任講師
宍戸 　良洋 明治大学植物工場基盤技術研究センター副センター長
武田 　哲男 株式会社武田マネジメントシステム 代表取締役

70
71
72
73
74
75
76
77
78

コミュニケーション
コーチング入門(火曜コース・金曜コース)
コーチング・アドバンス
ビジネスチャンスを掴む パブリック・スピーキング （Aコース・Ｂコース）
コミュニケーション広場で学ぶ三つの話力 真意を訊きだすインタビュー・共感を呼ぶスピーチ

人を動かすビジネスプレゼンテーション
行動心理コミュニケーション
WIN WINを築く「実践的・交渉術」
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─

論理的思考による問題解決・意思決定力強化講座

森山 　展行 日本コーチ連盟
森山 　展行 日本コーチ連盟
小沼 　俊男 元ＮＨＫアナウンサー
小沼 　俊男 元ＮＨＫアナウンサー
村松 かすみ プラネット（株）シニアインストラクター
宇井 美智子 元ＴＢＳアナウンサー
武田 　哲男 株式会社武田マネジメントシステム代表取締役
阪井 　和男 明治大学法学部教授
今井 　繁之 株式会社シンキングマネジメント研究所　代表取締役所長

財務・金融
55
56
57
58
59
60
61
62
63

財務諸表の見方・読み方(平日夜間コース・土曜集中コース)
財務分析入門編(平日夜間コース・土曜集中コース)
財務分析応用編
株式投資ゼミナール
知っておきたい外国為替の常識
新しい株式投資への第一歩
「売れて儲かる新商品開発の進め方」─スピードと品質・コストで勝つ！！─
米英巨大銀行の栄光と挫折─英国ゲストスピーカーと語る─
戦略のための会計の理論と実践―実例やケーススタディにより実践応用力のアップを!!―

﨑 　　章浩 明治大学経営学部教授
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
碓氷 　悟史 亜細亜大学名誉教授
恩田 　英治 国際社会貢献センター会員
坂本 　恒夫 明治大学副学長・経営学部教授
﨑 　　章浩 明治大学経営学部教授
坂本 　恒夫 明治大学副学長・経営学部教授
﨑 　　章浩 明治大学経営学部教授

中小企業・ベンチャー

64-65
66-67
68-69

【大同生命保健株式会社寄付講座】中小企業経営革新セミナー

大震災に備える企業の組織的対応の課題と展望
NPO法人の経営学─したたかで逞しく元気なNPOを紹介します!─

新規ビジネス・ベンチャー企業の成功法

大友 　　純 明治大学商学部教授
坂本 　恒夫 明治大学副学長・経営学部教授
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

ＭＯＴ

80-81

82-83

84-85

【米国ＵＬ寄付講座  明治大学安全学研究所後援】

製品と機械のリスクアセスメント
【一般財団法人化学物質評価研究機構（ＣＥＲI）寄付講座　明治大学安全学研究所後援】

化学物質のリスク評価
【一般社団法人団地再生支援協会後援講座】

団地再生実践講座③

向殿 　政男 明治大学理工学部教授

北野 　　大 明治大学理工学部教授

澤田 　誠二 明治大学理工学部教授

環　境
79 福島原発事故を乗り越えて─エネルギー問題の本質─ 松井 　賢一 龍谷大学名誉教授11210043

11210044

11210045

11210046

ビジネスプログラム

11210030
11210031

11210029
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浅沼 ゆりあ　演出家　ほか

新田 功　明治大学政治経済学部教授　ほか

夏井 高人　明治大学法学部教授　ほか

伊能 秀明　明治大学中央図書館事務長　ほか

阪田 蓉子　元明治大学文学部教授

阪田 蓉子　元明治大学文学部教授

江川 ひかり　明治大学文学部教授　ほか

印南 博之　西洋紋章研究家

立野 正裕　明治大学文学部教授

鳥居 高　明治大学商学部教授

山田 恒人　元明治大学文学部教授

山田 恒人　元明治大学文学部教授

岩野 卓司　明治大学法学部教授

小川 和佑　文芸評論家

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

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

牧野 健太郎　NHKプロモーション執行役員　ほか

伊能 秀明　明治大学中央図書館事務長　ほか

宮腰 哲雄　明治大学理工学部応用化学科教授　ほか

宮腰 哲雄　明治大学理工学部応用化学科教授　ほか

渡辺 友亮　明治大学理工学部准教授　ほか

浜口 稔　明治大学理工学部教授　ほか

重森 千靑　作庭家・京都工芸繊維大学非常勤講師

重森 千靑　作庭家・京都工芸繊維大学非常勤講師

二又 淳　明治大学法学部兼任講師

居駒 永幸　明治大学経営学部教授　ほか

日向 一雅　明治大学文学部教授　ほか

山口 佳紀　聖心女子大学名誉教授

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 淳司　明治大学文学部准教授　ほか

永藤 靖　明治大学文学部教授　ほか

合田 正人　明治大学文学部教授

神鷹 徳治　明治大学文学部教授

佐藤 義雄　明治大学文学部教授　ほか

吉田 悦志　明治大学国際日本学部教授　ほか

圭室 文雄　明治大学名誉教授　ほか

水谷 類　明治大学文学部兼任講師

須田 努　明治大学情報コミュニケーション学部教授

須田 努　明治大学情報コミュニケーション学部教授

渡 浩一　明治大学国際日本学部教授

宮治 昭　龍谷大学ミュージアム館長・龍谷大学文学部教授　ほか

コミュニケーションは朗読から

日本の伝統芸能(講談・落語・浪曲)を学ぶ・楽しむ

ランの世界

ア・ミュージアム―「知」の玄関への招待―パート10

図書の文化史Ⅱ

図書の文化史Ⅲ

国際都市イスタンブルの社会と文化─明大アジア史講座（No.14）─

親子か兄弟か国旗と国章のきずな

世界の「聖地」を旅する 第二の旅

映像に描かれたアジアの歴史

ギリシャ神話と芸術

シェイクスピアを読む　

小説家プルーストの世界へのいざない─フランス文化を楽しみながら─

いま、甦る近代抒情歌・唱歌と童謡をたずねて

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(駿河台夜間クラス)

【和泉キャンパス】俳句大学(和泉夜間クラス)

浮世絵で旅するお江戸

新版・ゆっくり学ぶ江戸の古文書 パート2

漆アカデミー

香りを楽しむ　

陶器アカデミー

アイヌ文化の伝承と理解─多文化共生の未来を見据えながら

作庭家と行く・庭巡りの旅

和の空間 ─庭─ より一層の楽しみ方

江戸の戯作文学に親しむ パート4

万葉集の世界─巻五雑歌を読む─

源氏物語を読みなおす（4）光源氏、不遇の時代を迎える─葵巻から須磨巻まで─

『伊勢物語』を楽しむ

平家物語・その光と影　十四　

芭蕉をたづねて

もう一度学ぶ平家物語とその時代

地域から見た古代文学Ⅱ

日本の哲学者たち （11）

日本の古典─『論語』の世界

都市空間を歩く─近代日本文学と東京

明治大学130年の星たち─人物で語る明治大学史─

全国古寺社めぐり

日本の祭りと異形の神々─シリーズ5

江戸時代の異文化コミュニケーションを探る

じっくり学ぶ 幕末から明治期の政治と社会（2）

『長宝寺よみがへりの草子』を読む

【龍谷大学・明治大学連携講座】龍谷ミュージアム開設記念 釈尊をみつめて

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

■
■
■
■
■
■
■
■
■
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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■
■
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■
■
■
■
■

11220011

11220012

11220013

11220014

11220015

11220016

11220017

11220018

11220019

11220020

11220021

11220022

11220023

11220024

11220025

11220026

11220027

11220028

11220029

11220030

11220031

11220032

11220033

11220034

11220035

11220036

11220037

11220038

11220039

11220040

11220041

11220042

11220043

11220044

11220045

11220046

11220047

11220048

11220049

11220050

11220051

11220052

11220053

11220054

アメリカン・ミュージックの巨人たち

コンサートホールで歌おう! 日本と世界の名曲

鈴木 カツ　音楽評論家　ほか

井戸田 総一郎　明治大学文学部教授　ほか

46
47

■
■

11220009

11220010山折 哲雄　宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授　ほか

金吉村 武彦　明治大学大学院長 明治大学文学部教授　ほか

荒俣 宏　作家　ほか

藤江 昌嗣　明治大学経営学部教授　ほか

原 秀三郎　静岡大学名誉教授　ほか

宮本 大人　明治大学国際日本学部准教授

波照間 永子　明治大学情報コミュニケーション学部准教授　ほか

江波戸 昭　明治大学名誉教授　ほか

白石 隆生　尚美学園大学ピアノコース主任教授　ほか

須永 恆雄　明治大学法学部教授　ほか

赤津 眞言　バロックヴァイオリン奏者　ほか

中林 一樹　明治大学政治経済学研究科特任教授

吉田 悦志　明治大学国際日本学部教授

圷 昭二 　TCI株式会社 代表取締役

金山 秋男 　明治大学法学部教授　ほか

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

■
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 11270001

 11270002

 11270003

 11270004

 11270005

 11270006

 11270007

 11270008-10

 11270011

 11270012

 11270013

 11270014

 11270015

 11270016

 11270017

 11270018-20

杉原 重夫　明治大学博物館館長 明治大学文学部教授

林 雅彦　明治大学法学部教授

落合 弘樹　明治大学文学部教授

大塚 初重　明治大学名誉教授　ほか

松下 浩幸　明治大学農学部准教授　ほか

水谷 類　明治大学文学部兼任講師

島田 和高　明治大学博物館学芸員

忽那 敬三　明治大学博物館学芸員

小野 昭　明治大学研究・知財戦略機構特任教授　ほか

吉村 武彦　明治大学大学院長 明治大学文学部教授　ほか

土屋 恵一郎　明治大学法学部教授、同教務担当常勤理事　ほか

【明治大学・鳥取県連携講座】地域の自然の再発見と再活用～一般も専門家もおもしろい山陰海岸ジオパークの魅力～

【明治大学・東紀州観光まちづくり公社連携講座】五感で感じる熊野

熊野紀行講座

【明治大学・福井県連携講座】地域ブランドの源泉‐福井の歴史と伝統

【明治大学・宮崎県連携講座】古事記編纂1300年記念～日向神話ゆかりの地 宮崎の魅力発見!～

和泉キャンパス文学と映画-原作との比較を通して

和泉キャンパス地獄と極楽の日本史シリーズ1 地獄はいったいどこにある?

黒曜石原産地開発の画期と日本列島旧石器時代史

明治大学博物館入門講座　「常陸の埴輪をさぐる」

黒曜石をめぐるヒトと資源利用 PART 2

触れて知る瓦の世界─前場幸治瓦コレクションをさぐる1─

本の一生 ─本の街・神保町で考える─

26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37

伊藤 千尋　国際ジャーナリスト、朝日新聞記者

井田 正道　明治大学政治経済学部教授　ほか

星野 茂　明治大学法学部准教授　ほか

阪井 和男　明治大学法学部教授　ほか

林 雅彦　明治大学法学部教授　ほか

白石 隆生　尚美学園大学ピアノコース主任教授　ほか

須永 恆雄　明治大学法学部教授　ほか

江波戸 昭　明治大学名誉教授

原発も基地もない世界を創るには

日本政治を考える

おひとりさまの終活

医療の仕組みを学ぼう

民衆の図像ー生と死をめぐる真摯な祈り─

女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽

オペラの愉しみ

民族音楽紀行

38
39
40
41
42
43
44
45
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 11220001

 11220002

 11220003

 11220004

 11220005

 11220006

 11220007

 11220008

【明治大学・和歌山県新宮市連携講座】第5回 熊野学フォーラム 
熊野の至宝との出会い～美術史と宗教観から聖性を説く～

【明治大学・奈良県桜井市連携講座】第1回 纒向学フォーラム
纒向遺跡・邪馬台国・古墳・ヤマト王権
【明治大学・和歌山県連携講座】
南方熊楠シンポジウム～南方熊楠のエコロジー思想とは何か？～

【明治大学・福井県連携講座】 
CMや映画を使った地域ブランド戦略─ソフトバンクCMから越前和紙まで─
【明治大学・宮崎県連携講座】古事記編纂1300年記念
～日向神話ゆかりの地 宮崎の魅力発見!～
【明治大学・鳥取県連携講座】  
〈あちら〉と〈こちら〉のあいだで─水木しげると谷口ジローの世界─

【連合駿台会寄付講座】  
日米両国IT業界において信念を貫いた明大出身ビジネスマンにネットワーク社会の将来を聴く

【地域連携講座】  
ホームカミングデー フードフェア講座

【PIC(太平洋諸島センター)連携講座】 
太平洋諸島と沖縄

世界の民族音楽を聴く─レクチャー&コンサート─

オペラの愉しみ

明治大学130年の星たち(芸能・文化の人脈)

3.11後の生と死を考える

オーケストラ ファン ヴァセナールの室内楽シリーズ
「テレマン、って誰でしょう?」
東日本大震災から復興し首都圏・西日本の
広域巨大地震に備える二元復興論

女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽 レクチャー&コンサート

オープン講座

教養･文化講座

特別企画講座

教養・文化講座、ビジネスプログラムの詳細は、パンフレット「2011年後期 教養・文化講座」
「2011年後期 ビジネスプログラム」(無料)をご請求ください。

https://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
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浅沼 ゆりあ　演出家　ほか

新田 功　明治大学政治経済学部教授　ほか

夏井 高人　明治大学法学部教授　ほか

伊能 秀明　明治大学中央図書館事務長　ほか

阪田 蓉子　元明治大学文学部教授

阪田 蓉子　元明治大学文学部教授

江川 ひかり　明治大学文学部教授　ほか

印南 博之　西洋紋章研究家

立野 正裕　明治大学文学部教授

鳥居 高　明治大学商学部教授

山田 恒人　元明治大学文学部教授

山田 恒人　元明治大学文学部教授

岩野 卓司　明治大学法学部教授

小川 和佑　文芸評論家

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

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

牧野 健太郎　NHKプロモーション執行役員　ほか

伊能 秀明　明治大学中央図書館事務長　ほか

宮腰 哲雄　明治大学理工学部応用化学科教授　ほか

宮腰 哲雄　明治大学理工学部応用化学科教授　ほか

渡辺 友亮　明治大学理工学部准教授　ほか

浜口 稔　明治大学理工学部教授　ほか

重森 千靑　作庭家・京都工芸繊維大学非常勤講師

重森 千靑　作庭家・京都工芸繊維大学非常勤講師

二又 淳　明治大学法学部兼任講師

居駒 永幸　明治大学経営学部教授　ほか

日向 一雅　明治大学文学部教授　ほか

山口 佳紀　聖心女子大学名誉教授

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 淳司　明治大学文学部准教授　ほか

永藤 靖　明治大学文学部教授　ほか

合田 正人　明治大学文学部教授

神鷹 徳治　明治大学文学部教授

佐藤 義雄　明治大学文学部教授　ほか

吉田 悦志　明治大学国際日本学部教授　ほか

圭室 文雄　明治大学名誉教授　ほか

水谷 類　明治大学文学部兼任講師

須田 努　明治大学情報コミュニケーション学部教授

須田 努　明治大学情報コミュニケーション学部教授

渡 浩一　明治大学国際日本学部教授

宮治 昭　龍谷大学ミュージアム館長・龍谷大学文学部教授　ほか

コミュニケーションは朗読から

日本の伝統芸能(講談・落語・浪曲)を学ぶ・楽しむ

ランの世界

ア・ミュージアム―「知」の玄関への招待―パート10

図書の文化史Ⅱ

図書の文化史Ⅲ

国際都市イスタンブルの社会と文化─明大アジア史講座（No.14）─

親子か兄弟か国旗と国章のきずな

世界の「聖地」を旅する 第二の旅

映像に描かれたアジアの歴史

ギリシャ神話と芸術

シェイクスピアを読む　

小説家プルーストの世界へのいざない─フランス文化を楽しみながら─

いま、甦る近代抒情歌・唱歌と童謡をたずねて

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(駿河台夜間クラス)

【和泉キャンパス】俳句大学(和泉夜間クラス)

浮世絵で旅するお江戸

新版・ゆっくり学ぶ江戸の古文書 パート2

漆アカデミー

香りを楽しむ　

陶器アカデミー

アイヌ文化の伝承と理解─多文化共生の未来を見据えながら

作庭家と行く・庭巡りの旅

和の空間 ─庭─ より一層の楽しみ方

江戸の戯作文学に親しむ パート4

万葉集の世界─巻五雑歌を読む─

源氏物語を読みなおす（4）光源氏、不遇の時代を迎える─葵巻から須磨巻まで─

『伊勢物語』を楽しむ

平家物語・その光と影　十四　

芭蕉をたづねて

もう一度学ぶ平家物語とその時代

地域から見た古代文学Ⅱ

日本の哲学者たち （11）

日本の古典─『論語』の世界

都市空間を歩く─近代日本文学と東京

明治大学130年の星たち─人物で語る明治大学史─

全国古寺社めぐり

日本の祭りと異形の神々─シリーズ5

江戸時代の異文化コミュニケーションを探る

じっくり学ぶ 幕末から明治期の政治と社会（2）

『長宝寺よみがへりの草子』を読む

【龍谷大学・明治大学連携講座】龍谷ミュージアム開設記念 釈尊をみつめて
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11220023

11220024

11220025

11220026

11220027

11220028

11220029

11220030

11220031

11220032

11220033

11220034

11220035

11220036

11220037

11220038

11220039

11220040

11220041

11220042

11220043

11220044

11220045

11220046

11220047

11220048

11220049

11220050

11220051

11220052

11220053

11220054

アメリカン・ミュージックの巨人たち

コンサートホールで歌おう! 日本と世界の名曲

鈴木 カツ　音楽評論家　ほか

井戸田 総一郎　明治大学文学部教授　ほか

46
47

■
■

11220009

11220010山折 哲雄　宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授　ほか

金吉村 武彦　明治大学大学院長 明治大学文学部教授　ほか

荒俣 宏　作家　ほか

藤江 昌嗣　明治大学経営学部教授　ほか

原 秀三郎　静岡大学名誉教授　ほか

宮本 大人　明治大学国際日本学部准教授

波照間 永子　明治大学情報コミュニケーション学部准教授　ほか

江波戸 昭　明治大学名誉教授　ほか

白石 隆生　尚美学園大学ピアノコース主任教授　ほか

須永 恆雄　明治大学法学部教授　ほか

赤津 眞言　バロックヴァイオリン奏者　ほか

中林 一樹　明治大学政治経済学研究科特任教授

吉田 悦志　明治大学国際日本学部教授

圷 昭二 　TCI株式会社 代表取締役

金山 秋男 　明治大学法学部教授　ほか
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16
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20

21

22
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 11270002
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 11270004

 11270005

 11270006

 11270007

 11270008-10

 11270011

 11270012

 11270013

 11270014

 11270015

 11270016

 11270017

 11270018-20

杉原 重夫　明治大学博物館館長 明治大学文学部教授

林 雅彦　明治大学法学部教授

落合 弘樹　明治大学文学部教授

大塚 初重　明治大学名誉教授　ほか

松下 浩幸　明治大学農学部准教授　ほか

水谷 類　明治大学文学部兼任講師

島田 和高　明治大学博物館学芸員

忽那 敬三　明治大学博物館学芸員

小野 昭　明治大学研究・知財戦略機構特任教授　ほか

吉村 武彦　明治大学大学院長 明治大学文学部教授　ほか

土屋 恵一郎　明治大学法学部教授、同教務担当常勤理事　ほか

【明治大学・鳥取県連携講座】地域の自然の再発見と再活用～一般も専門家もおもしろい山陰海岸ジオパークの魅力～

【明治大学・東紀州観光まちづくり公社連携講座】五感で感じる熊野

熊野紀行講座

【明治大学・福井県連携講座】地域ブランドの源泉‐福井の歴史と伝統

【明治大学・宮崎県連携講座】古事記編纂1300年記念～日向神話ゆかりの地 宮崎の魅力発見!～

和泉キャンパス文学と映画-原作との比較を通して

和泉キャンパス地獄と極楽の日本史シリーズ1 地獄はいったいどこにある?

黒曜石原産地開発の画期と日本列島旧石器時代史

明治大学博物館入門講座　「常陸の埴輪をさぐる」

黒曜石をめぐるヒトと資源利用 PART 2

触れて知る瓦の世界─前場幸治瓦コレクションをさぐる1─

本の一生 ─本の街・神保町で考える─

26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37

伊藤 千尋　国際ジャーナリスト、朝日新聞記者

井田 正道　明治大学政治経済学部教授　ほか

星野 茂　明治大学法学部准教授　ほか

阪井 和男　明治大学法学部教授　ほか

林 雅彦　明治大学法学部教授　ほか

白石 隆生　尚美学園大学ピアノコース主任教授　ほか

須永 恆雄　明治大学法学部教授　ほか

江波戸 昭　明治大学名誉教授

原発も基地もない世界を創るには

日本政治を考える

おひとりさまの終活

医療の仕組みを学ぼう

民衆の図像ー生と死をめぐる真摯な祈り─

女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽

オペラの愉しみ

民族音楽紀行

38
39
40
41
42
43
44
45
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 11260004
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 11260008

 11260009

 11260010

 11260011

 11260012
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 11220001

 11220002

 11220003

 11220004

 11220005

 11220006

 11220007

 11220008

【明治大学・和歌山県新宮市連携講座】第5回 熊野学フォーラム 
熊野の至宝との出会い～美術史と宗教観から聖性を説く～

【明治大学・奈良県桜井市連携講座】第1回 纒向学フォーラム
纒向遺跡・邪馬台国・古墳・ヤマト王権
【明治大学・和歌山県連携講座】
南方熊楠シンポジウム～南方熊楠のエコロジー思想とは何か？～

【明治大学・福井県連携講座】 
CMや映画を使った地域ブランド戦略─ソフトバンクCMから越前和紙まで─
【明治大学・宮崎県連携講座】古事記編纂1300年記念
～日向神話ゆかりの地 宮崎の魅力発見!～
【明治大学・鳥取県連携講座】  
〈あちら〉と〈こちら〉のあいだで─水木しげると谷口ジローの世界─

【連合駿台会寄付講座】  
日米両国IT業界において信念を貫いた明大出身ビジネスマンにネットワーク社会の将来を聴く

【地域連携講座】  
ホームカミングデー フードフェア講座

【PIC(太平洋諸島センター)連携講座】 
太平洋諸島と沖縄

世界の民族音楽を聴く─レクチャー&コンサート─

オペラの愉しみ

明治大学130年の星たち(芸能・文化の人脈)

3.11後の生と死を考える

オーケストラ ファン ヴァセナールの室内楽シリーズ
「テレマン、って誰でしょう?」
東日本大震災から復興し首都圏・西日本の
広域巨大地震に備える二元復興論

女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽 レクチャー&コンサート

オープン講座

教養･文化講座

特別企画講座

教養・文化講座、ビジネスプログラムの詳細は、パンフレット「2011年後期 教養・文化講座」
「2011年後期 ビジネスプログラム」(無料)をご請求ください。

https://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
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お申込方法のご案内
会員受付▶9月1日（木）10：30～
一般受付▶9月3日（土）10：30～

お申込は
3方法

WEB

TEL
FAX

https://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)」（p74）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】https://academy.meiji.jp

【はじめてお申込みの方のみ】
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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)」（p74）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】https://academy.meiji.jp

【はじめてお申込みの方のみ】
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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

私の「マーケティングって何？」は、2003年に製品設計部門から商品企画部門に異動することから始まった。それまでは半導
体集積回路（IC）の開発部門であったので、設計に関わる技術知識については良く勉強した。特に私の大学時代は、日本には
まだICの教科書はほとんど無く、当然日本の大学でもICについて教えるところはほとんど無かったと思います。したがって入
社した頃は、会社の先輩もそれほど詳しくなく、米国バークレー大学の教科書を用い、会社で上司・同僚交えて勉強をしまし
た。このころ「わからなければ、勉強しよう」が当たり前の文化となっていました。
　2003年に商品企画部に異動したときの会社の目標に「顧客満足」がキーワードとして入っていました。「マーケティング」
や「顧客満足」って何をすればいいんだろう、どういうマネジメントをすればいいんだろうと悩んでいたところ、電車の中でふ
と見つけたリバティ・アカデミーの広告でした。そうだ、わからなきゃ勉強しようの精神で、直ぐに受講を申し込みました。実は
当時、私は部長として、もう一人は課長の立場で一緒に異動になっていて、二人とも同じことで悩んでいましたので、二人で受講
しました。現在リバティ・アカデミーで定番講座となっています「実践・マーケティング戦略セミナー」です。学んだことを日々
二人で実践し、特に部下に対する指導時でも積極的に使いました。しかし、そう簡単には部下に伝わらないことも沢山ありまし
た。翌年からは、この講座の受講をほかの課長、主任クラスへ展開しました。ボトムからアップするのではなくトップ自ら学
ぶ、最初は半信半疑で躊躇する部下も上司もやったのだから仕方ないと半ばあきらめがつき、順番に受講してくれました。
　その結果は、思いのほか効果的でした。それぞれが学んだ知識、共感したフレーズが職場で実践で使えるようになったこと
です。若者同士では、「これってあの時勉強したケースだよね、じゃ試してみようよ。」マネジメントのシーンでは「おい○○君、あそこで習った手法を
使ってみないかと」・・・と言うように、職場内で知識やフレーズに共通の価値観をもたらすことができるようになったことです。
　部下だけが教育の対象ではなく、上司も新しいことを自ら学び、それを部下と言葉ごと共有する。
　2004年は十数名、他の部門にも広がった2006年以降は毎年数十名が受講しています。毎年、多くの弊社の仲間達が自己啓発でリバティ・アカデ
ミーを受講し、思いを共有する他社の受講生とも親交を厚くしています。

わからなければ、勉強すれば良いじゃん！人材育成＆自己啓発とその効果的手法を求めて

主な法人会員

詳しくはホームページにて https://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
●キッコーマンビジネスサービス 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
●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　
●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
●神奈川県住宅供給公社
●株式会社 損保ジャパン人財開発
●フォーデイズ株式会社
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1月21日（土）開場12:00  開講13:00
(～17:00)

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

講座コード 11270001

明治大学・和歌山県新宮市連携 第5回 熊野学フォーラム

熊野の至宝との出合い

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

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み

2012年

　熊野の宗教的な主題が垂迹画の世界でも見事に表されて
いる。日本人の感性は山中浄土観とともに、海（川・滝）をも
モチーフとして、世界的に名高い名品を生み出した。
　芸術と自然と信仰の交響、照応。美術史的、宗教的に説き、
その宇宙観に迫ります。　　　　　　　 Presented by Shingu

美術史と宗教観から聖性を説く～ 後援:和歌山県・熊野学研究委員会
　　 国際熊野学会

■基調講演　　山折 哲雄
 （宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授）

■特別講演①　日本有数の美術館から講師招聘（予定）

■特別講演②　日本を代表する美術史学者（予定）

■パネルディスカッション（予定）
 山折 哲雄
 美術史学者
 美術館の代表と学芸員
 林 雅彦（明治大学法学部教授）

■交流の夕べ（軽食付き）
　17：20～19：00　会場：アカデミーコモン2階
 会費：3,000円（当日、会場受付にてお支払いください）
 定員：先着150名（事前予約制）
 ※申込みの際に「交流の夕べ」への参加の有無をお伝えください。

■パネル展「植物の霊場 熊野」（仮題）
　会場：アカデミーコモン1階エントランスホール
　期間：2012年1月11日（水）～1月21日（土）

那智大滝
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明治大学駿河台キャンパス
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講座コード 11270003講座コード 11270002

10月1日（土）開場12:30  開講13:00
(～17:00)

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

　初期ヤマト王権発祥の地であり、邪馬台国の候補地である纒向遺跡。飛鳥以前、古代ヤマトの都があった桜井には、記紀万葉の時代から語り継
がれた悠久の時の流れと、古代からの信仰の山、三輪山の山裾を縫うように続く山の辺の道、歴史の重みを感じさせる遺跡や古社寺には、心のふ
るさとの趣があります。今回、纒向学フォーラムとして、纒向遺跡を多様な側面からの講演とシンポジウムで解明を進めます。

1969年奈良県生まれ。奈良大学文学部卒。 専攻は日本考古
学。1994年より桜井市教育委員会に勤務。現在、文化財課係
長。研究テーマは、弥生時代から古墳時代にかけての土器・墳
墓の研究。近年は、纏向遺跡の調査を担当する。主な共著に、
『ホケノ山古墳発掘調査概報』（学生社）、「纏向古墳群の出土
土器とその年代」（『古墳出土の土師器と実年代』大阪府文化
財センター）、「纏向遺跡の初期古墳」（『古代「おおやまと」を
探る』、学生社）他多数。 

はし もと  てる  ひこ

橋本 輝彦 桜井市教育委員会文化財課係長

1926年東京都生まれ。明治大学文学部卒。同大学院博士課
程中退。文学博士。日本学術会議会員。山梨県立考古学博物
館館長、日本考古学協会会長等歴任。現在、静岡県文化財保
護審議会委員、静岡県登呂遺跡再整備検討委員長。2005年
春「瑞宝中綬章」受章。専門は弥生時代と古墳時代全般。編
著書は『日本考古学を学ぶ1～3』(有斐閣選書)、『日本古墳大
辞典』（東京堂出版）、『日本古代遺跡事典』（吉川弘文館）、
『最新日本考古学用語辞典』（柏書房）、『東国の古墳と大和政
権』（吉川弘文館）、『「古墳時代」の時間』（学生社）、『「弥生時
代」の時間』（学生社）、『東アジアの装飾古墳を探る』（雄山
閣）、『古墳時代の日本列島』（青木書店）など。 

おお つか はつ しげ

大塚 初重 明治大学名誉教授

1946年大分県生まれ。映画助監督を経て1971年に映画俳優
としてデビュー。NHK大河ドラマや映画・テレビなど俳優とし
て活躍する傍ら、考古学研究を続けており、とりわけ纒向遺
跡の発掘には深いかかわりを持っている。「考古見聞会」を主
宰。「まほろばの歌がきこえる～現れた邪馬台国の都」（Ｈ＆Ｉ
出版）他多数。
（公式HP）http://www.tutibutai.com/

かり   や しゅん すけ

苅谷 俊介 俳優 日本考古学協会会員

1945年朝鮮生まれ。京都・大阪育ち。東京大学大学院人文科
学研究科博士課程中退。博士（文学）。専攻は、日本古代史。
主な著書に、『日本の歴史3 古代王権の展開』（集英社）、『日
本古代の社会と国家』（岩波書店）、『古代天皇の誕生』（角川
選書）、『日本社会の誕生』（岩波ジュニア新書）、『聖徳太子』
（岩波新書）、『ヤマト王権』（岩波新書）他多数。 

11月19日（土）・20日（日）に、奈良県桜井市において、纏向学講演会と纏向遺跡
の現地説明会を開きます。詳細・申込については、10月１日にご案内いたします。
19日（土）午後  講演会：橋本輝彦「纏向遺跡の今日」・佐々木憲一「箸墓古墳」・
　　　　　　　　　　  吉村武彦「古代の纏向」・小笠原好彦「古墳から寺院へ」
20日（日）　　　纏向遺跡のフィールド調査

よし むら  たけ ひこ

吉村 武彦 明治大学大学院長 明治大学文学部教授

明治大学・奈良県桜井市連携講座  第1回 纒向学フォーラム

纒向遺跡・邪馬台国・古墳・ヤマト王権

■ 講　演
①纒向遺跡研究の現状―40年の調査成果から―橋本 輝彦 
②3世紀の倭の国都「纒向遺跡」―苅谷 俊介 

③纒向地域の弥生墳丘墓と前方後円墳―大塚 初重 
④ヤマト王権と纒向―吉村 武彦

■ シンポジウム「纒向から古代日本を展望する」

■受 講 料 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し込み下さい。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み

10月2日（日）開場12:30  開講13:30
(～17:00)

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

　南方熊楠（1867-1941）は、民俗学の分野における近代日本の先駆者的存在であり、博物学、宗教学の研究や、植物学、特に「隠
花植物」と呼ばれていた菌類・変形菌類・地衣類・蘚苔類・藻類の日本における初期の代表的な研究者です。今からちょうど100年前
に生物どうしのつながりの重要性、つまり現代の生物多様性の考え方に通じるエコロジーの思想で神社合祀令に反対し、自然保護
運動を展開しました。その熊楠の視点は生命のつながりの大切さでした。現在、東日本大震災は私たちの生活に計り知れない影響
を与えています。自然への畏敬、命の尊さを改めて考え直さなければなりません。「生きる」ことは一人ではありません。人と人がつ
ながり、自然との共生のなかで生きています。このシンポジウムを通して、熊楠のエコロジー思想を現代社会に問いかけます。

1947年東京都生まれ。慶応大学卒業後、10年間のサラリーマン
生活ののち独立。百科事典の編集助手をしながら書いた小説
『帝都物語』がベストセラーになり日本SF大賞受賞。『世界大博
物図鑑』で、サントリー学芸賞受賞。神秘学、博物学、風水等多
分野にわたり精力的に執筆活動を続け、その著書、訳書は350
冊あまり。南方熊楠に関しては、「南方熊楠-奇想天外の巨人」な
どがある。武蔵野美術大学客員教授・サイバー大学客員教授。 

あら また ひろし

荒俣 宏 作家

1939年三重県熊野市生まれ、少年期南方熊楠の話をよく聞かされる。
元明治大学農学部教授。農学博士。専門は、食品、モノつくりの物理
化学と環境倫理学。モノつくりはヒトの感性も重要と、感性工学を発
案。日本感性工学会設立に参加。現、日本感性工学感性商品研究部会
副会長、日本景観学会理事、NPO・グリーンサイエンス21運営委員。 

い   かわ のり あき

井川 憲明 元明治大学農学部教授

1936年東京都生まれ。東京大学理学部化学科卒業、同大学院生
物化学専攻博士課程修了。1993年に自ら提唱する「生命誌」の
理念を実現する「JT生命誌研究館」を設立し、2002年には館長に
就任。生命の普遍性と多様性を総合的に捉え、関係と時間の中
で解明しようとしている。南方熊楠全集(平凡社)との出会いが、自
身の生命誌研究に影響を与えた。日本のこころ〈地の巻〉「私の好
きな日本人」(講談社)で南方熊楠についての執筆を担当。 

なか むら けい   こ

中村 桂子 JT生命誌研究館館長

1952年東京都生まれ。1975年環境庁(当時)入庁。1975年10月か
ら1978年3月まで吉野熊野国立公園管理事務所（当時:和歌山県
新宮市）に勤務したほか、大雪山、雲仙天草の国立公園レン
ジャーを勤める。2008年自然環境局長。2009年から現職。特に、
昨年10月愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約COP10
に関しては誘致、準備、会議開催に取り組み、現在は、本年から始
まった「国連・生物多様性の10年」国内委員会に参画している。 

くろ   だ  だい ざぶ ろう

黒田 大三郎 環境省参与

1950年和歌山県生まれ。桐蔭高校・東京大学経済学部卒業後、通商
産業省入省。生活産業局総務課長、経済企画庁長官官房企画課長、
経済産業省製造産業局次長、ブルネイ国大使、社団法人日本貿易会
専務理事を経て、2006年12月から現職。国際森林年国内委員会委員
も務める。少年の頃からの趣味である昆虫採集は現在も継続中。 

に   さか よし のぶ

仁坂 吉伸 和歌山県知事

明治大学・和歌山県連携講座

南方熊楠シンポジウム
～南方熊楠のエコロジー思想とは何か?～

同時開催  「熊楠と熊野」紹介展示
明治大学アカデミーコモン2階 10時～18時
熊楠の遺品・標本展示/熊楠ゆかりの地の紹介
南方熊楠の未完成映画「熊楠KUMAGUSU」（パイロット版）上映

南方 熊楠
〔画像提供：南方 熊楠顕彰館（田辺市）〕

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

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み

記念行事：
COP10一周年
国連生物多様性の10年
国際森林年

○プロローグ
 スライドショー
 「南方熊楠へのいざない」写真：鈴木 理策
○主催者挨拶/和歌山県知事
○基調講演
 「エコロジーの先駆者南方熊楠」 荒俣 宏

○講演
 「生命誌の世界と熊楠」中村 桂子
 「熊楠のエコロジー思想」井川 憲明 
 「熊楠の愛した
 “生物多様性の宝庫─熊野”」黒田 大三郎       

○座談会
 荒俣宏・中村桂子・井川憲明・
　黒田大三郎・仁坂吉伸

みな　　　  かた くま               ぐす

まき　むく　 がく

日本古代学研究所共催
読売新聞社後援 共催：環境省
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10月1日（土）開場12:30  開講13:00
(～17:00)

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

　初期ヤマト王権発祥の地であり、邪馬台国の候補地である纒向遺跡。飛鳥以前、古代ヤマトの都があった桜井には、記紀万葉の時代から語り継
がれた悠久の時の流れと、古代からの信仰の山、三輪山の山裾を縫うように続く山の辺の道、歴史の重みを感じさせる遺跡や古社寺には、心のふ
るさとの趣があります。今回、纒向学フォーラムとして、纒向遺跡を多様な側面からの講演とシンポジウムで解明を進めます。

1969年奈良県生まれ。奈良大学文学部卒。 専攻は日本考古
学。1994年より桜井市教育委員会に勤務。現在、文化財課係
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探る』、学生社）他多数。 

はし もと  てる  ひこ

橋本 輝彦 桜井市教育委員会文化財課係長

1926年東京都生まれ。明治大学文学部卒。同大学院博士課
程中退。文学博士。日本学術会議会員。山梨県立考古学博物
館館長、日本考古学協会会長等歴任。現在、静岡県文化財保
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春「瑞宝中綬章」受章。専門は弥生時代と古墳時代全般。編
著書は『日本考古学を学ぶ1～3』(有斐閣選書)、『日本古墳大
辞典』（東京堂出版）、『日本古代遺跡事典』（吉川弘文館）、
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おお つか はつ しげ

大塚 初重 明治大学名誉教授

1946年大分県生まれ。映画助監督を経て1971年に映画俳優
としてデビュー。NHK大河ドラマや映画・テレビなど俳優とし
て活躍する傍ら、考古学研究を続けており、とりわけ纒向遺
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（公式HP）http://www.tutibutai.com/

かり   や しゅん すけ

苅谷 俊介 俳優 日本考古学協会会員
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南方 熊楠
〔画像提供：南方 熊楠顕彰館（田辺市）〕

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

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み

記念行事：
COP10一周年
国連生物多様性の10年
国際森林年

○プロローグ
 スライドショー
 「南方熊楠へのいざない」写真：鈴木 理策
○主催者挨拶/和歌山県知事
○基調講演
 「エコロジーの先駆者南方熊楠」 荒俣 宏

○講演
 「生命誌の世界と熊楠」中村 桂子
 「熊楠のエコロジー思想」井川 憲明 
 「熊楠の愛した
 “生物多様性の宝庫─熊野”」黒田 大三郎       

○座談会
 荒俣宏・中村桂子・井川憲明・
　黒田大三郎・仁坂吉伸

みな　　　  かた くま               ぐす

まき　むく　 がく

日本古代学研究所共催
読売新聞社後援 共催：環境省
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11月13日（日）開場12:30  開講13:00
(～16:15)

会　場／駿河台キャンパス
　　　　リバティタワー1階リバティホール

講座コード 11270005講座コード 11270004

　神話のふるさと宮崎。宮崎県内各地には、古事記・日本書紀に記された「国産み」から「神武東征」までのよく知られ
た話に、ゆかりのある地が数多く登場します。今回の明治大学との連携講座は、古事記が編纂され1300年目を迎
えることを記念して行うもので、九州では宮崎県が初めての取組みとなります。日向神話を歴史学や考古学などの観
点からひもとき、神話のふるさと宮崎の魅力をお伝えしてまいります。

昭和9年、伊豆・下田市に生る。77歳。静岡大学文理学部史学
専攻卒業。京都大学院文学研究科博士課程国史学専攻修
了。奈良国立文化財研究所員、静岡大学人文学部教授、千葉
大学文学部史学科教授を歴任。静岡県史古代部会長、沼津
市史原始古代部会長・編集委員長を務め、現在下田市史・大
仁町史編纂委員長。著書『日本古代国家史研究』東大出版
会、『地域と王権の古代史学』塙書房、『日本古代国家の起源
と邪馬台国』國民会館。 

はら ひで さぶ  ろう

原 秀三郎 静岡大学名誉教授 京都大学文学博士

宮崎県埋蔵文化財センター副所長・南九州大学非常勤講師。
1953（昭和28）年、宮崎県都城市生まれ。宮崎大宮高校卒
業、立正大学文学部史学科考古学専攻卒業。埋蔵文化財係
長、西都原対策班主幹として西都原古墳群の整備・活用事業
及び西都原考古博物館建設事業を総括。2004年度から、宮
崎県立西都原考古博物館、宮崎公立大学非常勤講師、放送
大学非常勤講師。2010年度から、現職。主要著書は、『海にひ
らく古代日向―玉璧・諸県君・アジアの架け橋』（鉱脈社、
2010年）など。

ほん ごう ひろ みち

北郷 泰道
宮崎県埋蔵文化財センター副所長・
南九州大学非常勤講師

│第一部│
「日向神話と神武伝承に史実をさぐる」
 紀・記神話や神武伝承が歴史学の対象から見捨て
られて久しい。しかし、崇神・垂仁天皇の没年確定を基
礎に信託・伝承を読み解くと、そこには豊かな史実が
浮かび上がってくる。この講演では、その試みの大筋
を示したい。

講師／原 秀三郎

│第二部│
「考古学から読み解く日向神話」
 景行天皇から雄略天皇まで、日向出身の妃が迎え
られている。親密な婚姻関係とその破綻は、古墳群の
盛衰と整合的である。この史実から、瓊瓊杵尊と木花
開耶姫から神武天皇までの日向神話の謎が読み解か
れていく。

講師／北郷 泰道

│第三部│
対談：「日向神話の魅力を語る」

対談者：原 秀三郎　北郷 泰道

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着300名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み

明治大学・宮崎県連携講座 古事記編纂1300年記念講座

日向神話ゆかりの地 宮崎の魅力発見!

岸田 清
（きしだ きよし）

社団法人朝倉氏遺跡
保存協会会長

1947年 歴史の里 朝倉で生
まれ育つ。1967年（昭和42
年）以来の発掘に伴い自ら
住む朝倉の地に興味を持ち

協会に入会。1980年当協会理事に就任、4年後の
1984年から12期24年間に渡り副会長を務め
2008年会長に就任し、中世唯一最大の歴史の里 
朝倉の地を主とした観光PRに専念し、協会の発
展、更なる訪客増に尽力。 

木村 昭宏
（きむら あきひろ）

映画[HESOMORI～
へそもり]プロデューサー

11月12日（土）開場12:30  開講13:00
(～15:30)

会　場／駿河台キャンパス
　　　　リバティタワー1階リバティホール

　明治大学・福井県連携講座は今年で3年目を迎えます。これまで、幕末の福井、大河ドラマ「江」をテーマとしてきました。今年
のテーマは地域ブランド戦略。現在、テレビで流れているソフトバンクCMの舞台は福井県一乗谷。そして、2011年秋に公開
の映画[ＨＥＳＯＭＯＲＩ～へそもり]の舞台も福井県の越前和紙職人。映像を使って地域資産を発信し、それをどのように地
域活性につなげていくかを話します。朝倉氏遺跡保存協会会長の岸田さんより、CMの裏話や今の一乗谷についてお話いただ
きます。映画[ＨＥＳＯＭＯＲＩ～へそもり]総合プロデューサーの木村さんより、[ＨＥＳＯＭＯＲＩ～へそもり]の制作秘話
や地域伝統産業の魅力についてお話いただきます。そして第二部では、地域ブランド研究者、明治大学藤江教授も加わり、今後
の地域ブランドづくりについてディスカッションを行います。

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着300名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み

CMや映画を使った地域ブランド戦略
─ソフトバンクCMから越前和紙まで─

映画[ＨＥＳＯＭＯＲＩ～へそも
り]プロデューサーのチーフプロ
デューサー。1954生まれ。日本大
学芸術学部放送学科卒。在学中

に劇団ＧＡＹＡを結成。石井聡互監督と映画[狂い咲きサ
ンダーロード]に役者として参加。劇団の仲間である山田
辰夫が日本アカデミー賞、など数々の映画賞を受賞。劇
団も注目され、テレビ、映画など出演する。テレビドラマ
[さよなら三角またきて四角][コップ]映画[横浜ＢＪブルー
ス]他。10年前から映画のプロデュースを始める。

藤江 昌嗣
（ふじえ まさつぐ）

明治大学経営学部教授･
経済学博士

1978年京都大学経済学部卒
業、民間企業勤務後、神戸大
学大学院を経て、1984年岩
手大学人文社会学部専任講

師、東京農工大学を経て、1992年明治大学助教
授、93年同教授に就任、現在に至る。IBIM明治大
学ビジネス・イノベーション研究所所長、戦略研
究学会副会長、共著『スロースタイル』『地域ブラ
ンドのコンテクストデザイン』『格差社会と統計
分析』『地域再生と戦略的協同』他。 

│第一部│■講演
「1本のCMが生み出す経済効果」
 1573年 織田軍によって三日三晩焼え続け灰燼し
た戦国城下町跡。山々に囲まれた谷間に存在し、国の
指定を受けた歴史の里で訪客はあるが、白い犬でお馴
染みのCMによって全国に広く知れ渡り、想像以上の
経済効果を生んでいる。

社団法人 朝倉氏遺跡保存協会会長 岸田 清

「映画による地域振興の効果と今後」
 映画[HESOMORI ～へそもり]は最近流行してい
るご当地映画とは違った仕掛けが施されています。こ
の映画はあくまで地域振興のフックであり、題材と
なった越前和紙の普及がその最終目標であります。映
画による地域振興とは？映画の役割とは？この視点
でご当地映画を見つめ直します。

映画[ＨＥＳＯＭＯＲＩ～へそもり]
プロデューサー　木村 昭宏

│第二部│■フリーデイスカッション
 ご講演頂いた2名の先生に、明治大学経営学部藤江
教授も加わり、映像を使った地域活性についてお話し
ます。

明治大学・福井県連携講座
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11月13日（日）開場12:30  開講13:00
(～16:15)

会　場／駿河台キャンパス
　　　　リバティタワー1階リバティホール

講座コード 11270005講座コード 11270004

　神話のふるさと宮崎。宮崎県内各地には、古事記・日本書紀に記された「国産み」から「神武東征」までのよく知られ
た話に、ゆかりのある地が数多く登場します。今回の明治大学との連携講座は、古事記が編纂され1300年目を迎
えることを記念して行うもので、九州では宮崎県が初めての取組みとなります。日向神話を歴史学や考古学などの観
点からひもとき、神話のふるさと宮崎の魅力をお伝えしてまいります。

昭和9年、伊豆・下田市に生る。77歳。静岡大学文理学部史学
専攻卒業。京都大学院文学研究科博士課程国史学専攻修
了。奈良国立文化財研究所員、静岡大学人文学部教授、千葉
大学文学部史学科教授を歴任。静岡県史古代部会長、沼津
市史原始古代部会長・編集委員長を務め、現在下田市史・大
仁町史編纂委員長。著書『日本古代国家史研究』東大出版
会、『地域と王権の古代史学』塙書房、『日本古代国家の起源
と邪馬台国』國民会館。 

はら ひで さぶ  ろう

原 秀三郎 静岡大学名誉教授 京都大学文学博士

宮崎県埋蔵文化財センター副所長・南九州大学非常勤講師。
1953（昭和28）年、宮崎県都城市生まれ。宮崎大宮高校卒
業、立正大学文学部史学科考古学専攻卒業。埋蔵文化財係
長、西都原対策班主幹として西都原古墳群の整備・活用事業
及び西都原考古博物館建設事業を総括。2004年度から、宮
崎県立西都原考古博物館、宮崎公立大学非常勤講師、放送
大学非常勤講師。2010年度から、現職。主要著書は、『海にひ
らく古代日向―玉璧・諸県君・アジアの架け橋』（鉱脈社、
2010年）など。

ほん ごう ひろ みち

北郷 泰道
宮崎県埋蔵文化財センター副所長・
南九州大学非常勤講師

│第一部│
「日向神話と神武伝承に史実をさぐる」
 紀・記神話や神武伝承が歴史学の対象から見捨て
られて久しい。しかし、崇神・垂仁天皇の没年確定を基
礎に信託・伝承を読み解くと、そこには豊かな史実が
浮かび上がってくる。この講演では、その試みの大筋
を示したい。

講師／原 秀三郎

│第二部│
「考古学から読み解く日向神話」
 景行天皇から雄略天皇まで、日向出身の妃が迎え
られている。親密な婚姻関係とその破綻は、古墳群の
盛衰と整合的である。この史実から、瓊瓊杵尊と木花
開耶姫から神武天皇までの日向神話の謎が読み解か
れていく。

講師／北郷 泰道

│第三部│
対談：「日向神話の魅力を語る」

対談者：原 秀三郎　北郷 泰道

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着300名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み

明治大学・宮崎県連携講座 古事記編纂1300年記念講座

日向神話ゆかりの地 宮崎の魅力発見!

岸田 清
（きしだ きよし）

社団法人朝倉氏遺跡
保存協会会長

1947年 歴史の里 朝倉で生
まれ育つ。1967年（昭和42
年）以来の発掘に伴い自ら
住む朝倉の地に興味を持ち

協会に入会。1980年当協会理事に就任、4年後の
1984年から12期24年間に渡り副会長を務め
2008年会長に就任し、中世唯一最大の歴史の里 
朝倉の地を主とした観光PRに専念し、協会の発
展、更なる訪客増に尽力。 

木村 昭宏
（きむら あきひろ）

映画[HESOMORI～
へそもり]プロデューサー

11月12日（土）開場12:30  開講13:00
(～15:30)

会　場／駿河台キャンパス
　　　　リバティタワー1階リバティホール

　明治大学・福井県連携講座は今年で3年目を迎えます。これまで、幕末の福井、大河ドラマ「江」をテーマとしてきました。今年
のテーマは地域ブランド戦略。現在、テレビで流れているソフトバンクCMの舞台は福井県一乗谷。そして、2011年秋に公開
の映画[ＨＥＳＯＭＯＲＩ～へそもり]の舞台も福井県の越前和紙職人。映像を使って地域資産を発信し、それをどのように地
域活性につなげていくかを話します。朝倉氏遺跡保存協会会長の岸田さんより、CMの裏話や今の一乗谷についてお話いただ
きます。映画[ＨＥＳＯＭＯＲＩ～へそもり]総合プロデューサーの木村さんより、[ＨＥＳＯＭＯＲＩ～へそもり]の制作秘話
や地域伝統産業の魅力についてお話いただきます。そして第二部では、地域ブランド研究者、明治大学藤江教授も加わり、今後
の地域ブランドづくりについてディスカッションを行います。

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着300名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み

CMや映画を使った地域ブランド戦略
─ソフトバンクCMから越前和紙まで─

映画[ＨＥＳＯＭＯＲＩ～へそも
り]プロデューサーのチーフプロ
デューサー。1954生まれ。日本大
学芸術学部放送学科卒。在学中

に劇団ＧＡＹＡを結成。石井聡互監督と映画[狂い咲きサ
ンダーロード]に役者として参加。劇団の仲間である山田
辰夫が日本アカデミー賞、など数々の映画賞を受賞。劇
団も注目され、テレビ、映画など出演する。テレビドラマ
[さよなら三角またきて四角][コップ]映画[横浜ＢＪブルー
ス]他。10年前から映画のプロデュースを始める。

藤江 昌嗣
（ふじえ まさつぐ）

明治大学経営学部教授･
経済学博士

1978年京都大学経済学部卒
業、民間企業勤務後、神戸大
学大学院を経て、1984年岩
手大学人文社会学部専任講

師、東京農工大学を経て、1992年明治大学助教
授、93年同教授に就任、現在に至る。IBIM明治大
学ビジネス・イノベーション研究所所長、戦略研
究学会副会長、共著『スロースタイル』『地域ブラ
ンドのコンテクストデザイン』『格差社会と統計
分析』『地域再生と戦略的協同』他。 

│第一部│■講演
「1本のCMが生み出す経済効果」
 1573年 織田軍によって三日三晩焼え続け灰燼し
た戦国城下町跡。山々に囲まれた谷間に存在し、国の
指定を受けた歴史の里で訪客はあるが、白い犬でお馴
染みのCMによって全国に広く知れ渡り、想像以上の
経済効果を生んでいる。

社団法人 朝倉氏遺跡保存協会会長 岸田 清

「映画による地域振興の効果と今後」
 映画[HESOMORI ～へそもり]は最近流行してい
るご当地映画とは違った仕掛けが施されています。こ
の映画はあくまで地域振興のフックであり、題材と
なった越前和紙の普及がその最終目標であります。映
画による地域振興とは？映画の役割とは？この視点
でご当地映画を見つめ直します。

映画[ＨＥＳＯＭＯＲＩ～へそもり]
プロデューサー　木村 昭宏

│第二部│■フリーデイスカッション
 ご講演頂いた2名の先生に、明治大学経営学部藤江
教授も加わり、映像を使った地域活性についてお話し
ます。

明治大学・福井県連携講座
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「南洋浜千鳥」節にのせた
創作舞踊「千鳥有情」

│第2部│ 沖縄の歌と踊りにみるミクロネシア

今泉 裕美子
いまいずみ ゆ  み  こ 

法政大学 国際文化学部教授

開講
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

PIC（太平洋諸島センター）連携講座

太平洋諸島と沖縄
～沖縄芸能におけるミクロネシア・南洋群島～

開場 13:30 
 14:00（～16:00）2月25日（土）

　「南洋帰り」たちが戦前から歌い継ぎ、あるいは戦後新たに作ったうたを理解するために、南洋での沖縄の人々の仕事やく
らし、現在に続くミクロネシアの人々との関わりあいについてお話します。

　南洋群島とは、戦前、大日本帝国が国際連盟の委託を受けて統治していた
ミクロネシアの島々の総称です。現在の北マリアナ諸島・パラオ共和国・
マーシャル諸島共和国・ミクロネシア連邦に相当し、第二次世界大戦では激
戦地となったことで知られています。戦前の南洋群島には、沖縄から多くの
人々が移り住み、島々の風土や文化に触発された芸術文化を創出しました。
本講座では、まず前半で、ミクロネシア・沖縄関係史研究の第一人者である
今泉裕美子さんに「南洋群島と沖縄の関わり」についてお話いただきます。
後半では、南洋に渡った芸能人によって伝えられたうたや、そのうたにイン
スピレーションを得て生まれた創作舞踊を、仲村逸夫さん(歌三線)と志田房
子さん(舞踊)の実演とともに紹介します。

┃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。 

　南洋に渡った沖縄の人々の娯楽に供すべく、沖縄芝居の役者らもそこに巡業の地を求めました。海を越え移動した人々の、
南洋、そして故郷に対する「想い」を、沖縄三線の響きとともに味わいましょう。

2012年

│第1部│ 「憧りぬ南洋」から「メリケンの牧場」へ
 　　　―沖縄にとってのミクロネシア  

実演 : 仲村 逸夫(歌三線)・志田 房子(舞踊)
解説 : 波照間 永子

し　だ ふさ こなかむら いつ お

講師：今泉 裕美子

歌三線：仲村 逸夫 舞踊：志田 房子

は てる  ま なが こ
コーディネータ

波照間 永子 　
明治大学情報コミュニ
ケーション学部准教授、
琉球舞踊 重踊流 師範

宮本 大人（みやもと ひろひと）

明治大学国際日本学部准教授

1970年、和歌山県生まれ。東京大学大学院
総合文化研究科博士後期課程単位取得退
学。北九州市立大学文学部准教授を経て、現
職。日本マンガ学会理事。専門はマンガ史。

Profi le

11月26日（土）開場12:30  開講13:00
(～14:30)

会　場／駿河台キャンパス
　　　　リバティタワー2階1021教室

　鳥取県が生んだ二人のマンガ家、水木しげる
と谷口ジロー。海外でも高い評価を受けている
二人の作風は一見、大きく異なりますが、共通点
もあります。二人の作品世界に、みなさんと一緒
に分け入ってみたいと思います。

明治大学・鳥取県連携講座
〈あちら〉と〈こちら〉のあいだで─

水木しげると谷口ジローの世界

■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。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み

　鳥取県は、水木しげる先生、谷口ジロー先生、青山剛昌先生等の著名な漫画家を輩出しています。近年、境港市が、水
木しげる先生が描かれたマンガ「ゲゲゲの鬼太郎」をモチーフにした妖怪の町として知られるようになり、年間370
万人を超える観光客で賑わうようになるなど、「まんが王国とっとり」として展開しつつあります。この鳥取県におい
て、来年11月に、「国際マンガサミット鳥取大会」が開かれ、世界中の漫画家が鳥取県に集まることになりました。こ
れに併せて国際的な漫画コンテストや「まんが王国とっとり」の各種イベントなどを実施します。

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着100名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み
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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年以上
にわたって講座を進めていますが、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。

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス

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

石川 修次 原 さとし 青木 研
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10月15日（土）開場13:30  

開講14:00～16:30

なか   た しゅういち

講座コード 11270008
第
1
講

11月19日（土）開場13:30  

開講14:00～16:30

バンジョーの響きーその誕生から現在まで
演奏：石川 修次・原 さとし・青木 研
奴隷貿易のさなかにあって、西アフリカからもたらされた民族楽器が、北アメ
リカにおいてどのようにしてバンジョーとして生まれるに至ったのか、そして
21世紀を迎えた現在も身近な楽器として人々に愛され続けているのか、と
いったことについてご紹介します。

いし  かわ しゅう じ はら けんあお   き

講座コード 1127009
第
2
講

12月17日（土）開場13:30  

開講14:00～16:30

フラメンコのドゥエンデをさぐる
演奏：片桐 勝彦  歌 : 森 薫里  踊り : 宮本 亜都子
ドゥエンデ(duende)とは、フラメンコの中に存在する神秘的で言葉に表せな
い魔力のことです。それは演者と受け手の中に神がかったような瞬間として
訪れます。フラメンコの施法・リズム(コンパス)の説明や、ギター・歌・踊りの
実演を通して、ドゥエンデをさぐっていきます。

かた ぎり かつ ひこ もり   かお   り みや もと あ    つ     こ

講座コード 11270010
第
3
講

講座コード 11270011

生きているフォルクローレを聞こう
演奏：中田 秀一とコリカンチャ 
南アメリカ、ペルー、エクアドル、ボリビアにはさまざまな民俗楽器による音
楽が伝承されています。白雪をいただく山岳は民衆の敬虔な信仰の鏡であり、
谷間や高原は生活の糧を与えてくれる神聖な大地でもあります。プレインカ時
代～インカ時代～コロニアル時代、そして現代へと多彩な音楽文化が生まれ伝
えられてきました。私は日本のアンデス、信濃の地でアンデスの魂、ケーナ、
サンポーニャ、チャランゴ、ギターラ、アルパ・アンディーナといった楽器を
製作して音楽活動を続けています。

世界の民族音楽を聴く
レクチャー＆コンサート

■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し込み下さい。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み
■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。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み

12月3日（土）開場15:30  開講16:00
(～17:30)

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

北條 陽子（ほうじょう ようこ）

ピアノ レクチャーコンサート

尚美学園大学ピアノコース主任教授・大学
院教授・音楽表現専攻長。桐朋学園大・
ウィーン国立音大卒業。オーストリア政府
給費留学生。ピアニスト・指揮者として国
際的に広く活躍。ウィーン・フォルクスオー
パー副指揮者。ウィーン・フィルの首席奏者
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を歴任。東京音
大大学院講師。湘南室内合奏団代表。藤
沢市みらい創造財団理事。全日本ピアノ指
導者協会委員。ウィーン名誉金賞を受賞。
リバティアカデミーの開講時から担当。

武蔵野音楽大学卒業。同専攻科修了。多
くのリサイタルや日本シューマン協会主催
のジョイントリサイタルを始め、ドヴォル
ジャーク弦楽四重奏団や東京シティ・フィ

ル（大野和士指揮）と共演するなど、国内のみならず英国やドイ
ツでも幅広い演奏活動を行っている。2006年にはラトヴィアで
リサイタルと日本音楽のレクチャー・コンサートで好評を博し
た。深い洞察力と豊かな表現には定評がある。今春、東京シ
ティ・フィル（紀尾井ホール）とシューマンとペレーツィスのピアノ
協奏曲で好評を得る。昭和音楽短大を経て現在、聖徳大学講師
として教鞭をとる。

　クラシック音楽の女流作曲家は演奏家に比べて少なく、創作活
動が社会的に認められるようになったのは19世紀以降で、啓蒙
思想のベートーヴェンでさえも、女性に作曲は向かないと信じて
いました。この講座では、優れたピアニスト・作曲家として活躍
をしたクララ・シューマン、秀作を残したメンデルスゾーンの姉
ファニー、ウィーン芸術界の華アルマ・マーラー、《乙女の祈り》
で知られるバダルゼフスカ、フランス音楽界の輝くシャミナード
やタイユフェール、ブーランジェ姉妹、ロシアのグバイドゥーリ
ナ、それに邦人作曲家などを取り上げて、その魅力に迫ります。恒
例のレクチャー&コンサートでは、彼女たちの珠玉の作品を、魅
力あふれる生演奏でご鑑賞頂きます。

プログラム（予定）

クララ・シューマン : ロマンス、「音楽夜会」よりトッカティーナ

ファニー・メンデルスゾーン : 「ピアノのための4つの歌」より

ア ル マ・マ ー ラ ー : 歌曲「賛歌」「私は花の下をさまよう」

セシル・シャミナード : フルート小協奏曲、駕篭、秋のセレナード

バ ダ ル ゼ フ ス カ : 乙女の祈り 

ソフィア・グバイドゥーリナ : 「音楽おもちゃ箱」より

ジェルメーヌ・タイユフェール : 野外遊戯他

中 島  は る : 黒髪幻想曲

大和田 葉子（おおわだ ようこ） フルート レクチャーコンサート
2011年度後期オープン講座レクチャー&コンサート『女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽』出演者。
桐朋女子高等学校、同大学を経て、パリ国立音楽院とフライブルク国立音大を首席で卒業。ニューヨークで多く
の賞を受賞。名手ランパルやニコレに師事。内外でのリサイタルやモーツァルトの協奏曲等で活躍。現代音楽に
も力を注ぎ、CD「フルート・メッセージ・フロム・ヨーコ」を発表。国内の主要ホールのみならずヨーロッパ各国で
演奏活動を行い、ルーマニアとスペインの現代音楽祭に招聘。古典から現代まで幅広いレパートリーを誇る。 

野宮 淳子（のみや あつこ）

ソプラノ レクチャーコンサート
2011年度後期オープン講座レクチャー&
コンサート『女流作曲家たちと魅力あふ
れる珠玉の音楽』出演者。東京音楽大学
研究科修了。二期会オペラ・ストゥーディ

オ優秀賞。東京音大コンクール優勝。全日本学生音楽コンクー
ル東京大会第3位。フランス音楽コンクール第2位。日本チャイ
コフスキーコンクール第1位。日仏声楽コンクール奨励賞。藤
沢オペラコンクール奨励賞。国際ベルヴェデーレコンクール日
本代表。奏楽堂日本歌曲コンクール入選。《フィガロの結婚》
や《第九》に出演。東京音楽大学と尚美学園大学の演奏助
手、二期会会員。 

女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽
レクチャー＆コンサート
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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年以上
にわたって講座を進めていますが、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。
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江波戸 昭　明治大学名誉教授
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10月15日（土）開場13:30  
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第
1
講

11月19日（土）開場13:30  

開講14:00～16:30

バンジョーの響きーその誕生から現在まで
演奏：石川 修次・原 さとし・青木 研
奴隷貿易のさなかにあって、西アフリカからもたらされた民族楽器が、北アメ
リカにおいてどのようにしてバンジョーとして生まれるに至ったのか、そして
21世紀を迎えた現在も身近な楽器として人々に愛され続けているのか、と
いったことについてご紹介します。

いし  かわ しゅう じ はら けんあお   き

講座コード 1127009
第
2
講

12月17日（土）開場13:30  

開講14:00～16:30

フラメンコのドゥエンデをさぐる
演奏：片桐 勝彦  歌 : 森 薫里  踊り : 宮本 亜都子
ドゥエンデ(duende)とは、フラメンコの中に存在する神秘的で言葉に表せな
い魔力のことです。それは演者と受け手の中に神がかったような瞬間として
訪れます。フラメンコの施法・リズム(コンパス)の説明や、ギター・歌・踊りの
実演を通して、ドゥエンデをさぐっていきます。

かた ぎり かつ ひこ もり   かお   り みや もと あ    つ     こ
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講
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生きているフォルクローレを聞こう
演奏：中田 秀一とコリカンチャ 
南アメリカ、ペルー、エクアドル、ボリビアにはさまざまな民俗楽器による音
楽が伝承されています。白雪をいただく山岳は民衆の敬虔な信仰の鏡であり、
谷間や高原は生活の糧を与えてくれる神聖な大地でもあります。プレインカ時
代～インカ時代～コロニアル時代、そして現代へと多彩な音楽文化が生まれ伝
えられてきました。私は日本のアンデス、信濃の地でアンデスの魂、ケーナ、
サンポーニャ、チャランゴ、ギターラ、アルパ・アンディーナといった楽器を
製作して音楽活動を続けています。

世界の民族音楽を聴く
レクチャー＆コンサート

■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し込み下さい。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み
■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。

●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
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●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
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12月3日（土）開場15:30  開講16:00
(～17:30)

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

北條 陽子（ほうじょう ようこ）

ピアノ レクチャーコンサート

尚美学園大学ピアノコース主任教授・大学
院教授・音楽表現専攻長。桐朋学園大・
ウィーン国立音大卒業。オーストリア政府
給費留学生。ピアニスト・指揮者として国
際的に広く活躍。ウィーン・フォルクスオー
パー副指揮者。ウィーン・フィルの首席奏者
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を歴任。東京音
大大学院講師。湘南室内合奏団代表。藤
沢市みらい創造財団理事。全日本ピアノ指
導者協会委員。ウィーン名誉金賞を受賞。
リバティアカデミーの開講時から担当。

武蔵野音楽大学卒業。同専攻科修了。多
くのリサイタルや日本シューマン協会主催
のジョイントリサイタルを始め、ドヴォル
ジャーク弦楽四重奏団や東京シティ・フィ

ル（大野和士指揮）と共演するなど、国内のみならず英国やドイ
ツでも幅広い演奏活動を行っている。2006年にはラトヴィアで
リサイタルと日本音楽のレクチャー・コンサートで好評を博し
た。深い洞察力と豊かな表現には定評がある。今春、東京シ
ティ・フィル（紀尾井ホール）とシューマンとペレーツィスのピアノ
協奏曲で好評を得る。昭和音楽短大を経て現在、聖徳大学講師
として教鞭をとる。

　クラシック音楽の女流作曲家は演奏家に比べて少なく、創作活
動が社会的に認められるようになったのは19世紀以降で、啓蒙
思想のベートーヴェンでさえも、女性に作曲は向かないと信じて
いました。この講座では、優れたピアニスト・作曲家として活躍
をしたクララ・シューマン、秀作を残したメンデルスゾーンの姉
ファニー、ウィーン芸術界の華アルマ・マーラー、《乙女の祈り》
で知られるバダルゼフスカ、フランス音楽界の輝くシャミナード
やタイユフェール、ブーランジェ姉妹、ロシアのグバイドゥーリ
ナ、それに邦人作曲家などを取り上げて、その魅力に迫ります。恒
例のレクチャー&コンサートでは、彼女たちの珠玉の作品を、魅
力あふれる生演奏でご鑑賞頂きます。

プログラム（予定）

クララ・シューマン : ロマンス、「音楽夜会」よりトッカティーナ

ファニー・メンデルスゾーン : 「ピアノのための4つの歌」より

ア ル マ・マ ー ラ ー : 歌曲「賛歌」「私は花の下をさまよう」

セシル・シャミナード : フルート小協奏曲、駕篭、秋のセレナード

バ ダ ル ゼ フ ス カ : 乙女の祈り 

ソフィア・グバイドゥーリナ : 「音楽おもちゃ箱」より

ジェルメーヌ・タイユフェール : 野外遊戯他

中 島  は る : 黒髪幻想曲

大和田 葉子（おおわだ ようこ） フルート レクチャーコンサート
2011年度後期オープン講座レクチャー&コンサート『女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽』出演者。
桐朋女子高等学校、同大学を経て、パリ国立音楽院とフライブルク国立音大を首席で卒業。ニューヨークで多く
の賞を受賞。名手ランパルやニコレに師事。内外でのリサイタルやモーツァルトの協奏曲等で活躍。現代音楽に
も力を注ぎ、CD「フルート・メッセージ・フロム・ヨーコ」を発表。国内の主要ホールのみならずヨーロッパ各国で
演奏活動を行い、ルーマニアとスペインの現代音楽祭に招聘。古典から現代まで幅広いレパートリーを誇る。 

野宮 淳子（のみや あつこ）

ソプラノ レクチャーコンサート
2011年度後期オープン講座レクチャー&
コンサート『女流作曲家たちと魅力あふ
れる珠玉の音楽』出演者。東京音楽大学
研究科修了。二期会オペラ・ストゥーディ

オ優秀賞。東京音大コンクール優勝。全日本学生音楽コンクー
ル東京大会第3位。フランス音楽コンクール第2位。日本チャイ
コフスキーコンクール第1位。日仏声楽コンクール奨励賞。藤
沢オペラコンクール奨励賞。国際ベルヴェデーレコンクール日
本代表。奏楽堂日本歌曲コンクール入選。《フィガロの結婚》
や《第九》に出演。東京音楽大学と尚美学園大学の演奏助
手、二期会会員。 

女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽
レクチャー＆コンサート
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講座コード 11270013講座コード 11270012

オペラの愉しみ
ひとつのアリアができるまで

大学会館

アカデミーコモン

リバティタワー

明治大学駿河台キャンパス

須永 恆雄
明治大学法学部教授

恒川 隆男
元明治大学文学部教授

三ッ石 潤司
武蔵野音楽大学教授

　ひとつのアリアがどのように成立するか、その過程を、歌とピアノによって、つぶさに観察します。すなわちオペ
ラのアリアの演奏が、歌手とコレペティートアとの共同作業によって出来上がってゆくその一部始終を、実演し、分
析し、解説します。すでに出来上がった歌唱を鑑賞するだけでは見えない聞こえない演奏成立の過程に、逐一立ち会
うことができます。すると、いままで知らなかった、意識しなかった、さまざまの側面が、そこから浮かび上がって
きます。単なる正面のみならず、舞台裏の芸術の生成過程をも、手に取るように実感できる絶好の機会となることで
しょう。
　とりあえずは楽譜として後世に遺された曲には、またしかし、その上演の伝統の歴史、歴史的背景をともなう成立
過程などなど、音譜に記されない、いわば行間の、言外の、さまざまの含蓄がつまっています。そのような氷山の、
水面下の部分にも目を配りながら、あらためて曲を眺めるとき、すでに耳になじみの音楽もまた、あるいはいままで
見たこともない新しい顔をあらわすかもしれません。
本講は、「オペラの愉しみ」のいわばワークショップ篇として企画致しました。現場で活躍する音楽家とともに、通
常講座の講師もパネラーとして参加して、聴衆ともども質疑応答に加わります。

東京藝術大学作曲家卒。同学大学院博士課程単位修得。アンリエット・ピュイグ=ロジェ女史にコンペティツィオン、伴奏を学ぶ。1988
年よりウィーン国立音楽大学に学び、89年より同学声楽科などで教鞭を執るかたわら、ウィーン、パリを始めヨーロッパ各地の劇場や
音楽祭でコレペティートアとして活躍。2008年より武蔵野音楽大学教授。2009年4月より東京藝術大学非常勤講師。2009年12月オー
ストリア共和国功労金賞受賞。 

当講座コーディネータ。東京都立大学人文学部修士
課程修了後、信州大学を経て、現職。訳書に『モー
ツァルトのベースレ書簡を読む』（シンフォニア）、
『指揮者とオーケストラの間』（同）、『ウィーンの内
部への旅』（彩流社）、『マーラー書簡集』（法政大学出
版）など。 

東京大学文学部修士課程修了後、東京大学、津田塾
大学を経て、明治大学文学部教授。著書に『二つの世
界のオイディプス』(白水社)など。

■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300名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み
■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300名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み

11月10日（木）開場19:00  開講19:30
(～21:00)

会　場／駿河台キャンパス
　　　　リバティタワー1階リバティホール

「テレマン、って誰でしょう?」

隠された真実と魅力 どこに彼の本当の姿はあるのか?
オーケストラ ファン•ヴァセナールによる室内楽シリーズ

赤津 眞言 　

バロックヴァイオリン奏者、
ベルギー・レーメンス音楽研究所客員演教授

武澤 秀平　

桐朋学園大学音楽学部バロックチェロ科講師、 
チェロ、ガンバ奏者、
新日本フィルフォアシュピーラー

岡田 龍之介　

チェンバロ奏者、洗足学園音楽大学講師

Peter van Heyhgen 　

コーダー奏者、オランダ・ハーグ王立音楽院、
ベルギー・ブリュッセル王立音楽院教授

　18世紀ドイツに音楽史上最大の作曲家が3人、殆ど同じ場所で生を受けました。一人はご存知のJ.S.バッハ
(1685生)、そしてG.F.ヘンデル。しかしその二人より4年前、後に全ヨーロッパにその名を轟かせる事になるG.P.
テレマンが産声を上げたのです。彼の生涯における作品数は1000曲以上。死後長らく忘れ去られその価値は低く見
られてきました。近年の古楽復興運動でバッハ、ヘンデルに並ぶ音楽家と評価され始め、その作品も多数演奏される
ようになりました。今回はその人、作品の魅力を掘り下げてみたいと思います。

国立音楽大学で守岡輝氏に師事。
バロックヴァイオリン、室内楽を小野萬里、千成千徳各
氏に、1987年よりハーグ王立音楽院にてS.クイケン氏
に師事。91年、国際古楽室内楽コンクールで2位。93年、
ソロイストデュプロマを得て同校卒業。現在、多くの
ヨーロッパの団体、日本国内での室内楽演奏活動を中
心に、アントワープ音楽院でのマスターコース等の教
育活動も行っている。 

慶應義塾大学経済学部、東京芸術大学楽理科、同大学院
卒業。音楽学を角倉一朗、チェンバロを有田千代子各氏
に師事。93年にデヴュー以来、数多くの演奏会に出演。
国内外の古楽奏者と共演を重ね、その通奏低音演奏に
は定評がある。近年は韓国やドイツ等での演奏、教育活
動、執筆活動にも力を入れている。都留音楽祭講師。 

ベルギーを中心に多方面で活躍する古楽演奏家。リ
コーダー奏者として活動する傍ら、指揮活動も積極的
に行っている。研究者としてもリコーダー奏法、歴史に
ついて草分け的な論文を発表している。バロックオペ
ラにも興味を持ち2003年よりカールスルーエのヘン
デルアカデミーに於いてオペラを手がけ、その公演は
大きな成功をおさめている。 

東京芸術大学音楽学部器楽科チェロ専攻卒業。同声会
賞受賞。チェロを崎野敏明、山崎伸子、ガンバを福沢宏
各氏に師事。卒業後古楽演奏に力を入れ、これまでに
ザ・バロックバンド、オーケストラ・シンポシオン、バッ
ハ・コレギウムジャパン、ロゴス・アポカルプスィス等
に参加し、演奏活動をしている。

ピーター　　 ファン              ヘイヒェン

Trio in a-minor TWV42:a1 - Recorder, Violin and Basso continuo
Sonata in B-flat-major TWV40:111 - Recorder and Violin(piccolo)
Trio in E-major TWV42:D9 - Violin, Viola da Gamba and Basso continuo / ESSERCIZII MUSICIより
Fantasie in E flat-major TWV40:Es21 - Violin solo 他

曲 目／

DIC161 スミ

進行
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常講座の講師もパネラーとして参加して、聴衆ともども質疑応答に加わります。
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課程修了後、信州大学を経て、現職。訳書に『モー
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大学を経て、明治大学文学部教授。著書に『二つの世
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隠された真実と魅力 どこに彼の本当の姿はあるのか?
オーケストラ ファン•ヴァセナールによる室内楽シリーズ
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岡田 龍之介　

チェンバロ奏者、洗足学園音楽大学講師

Peter van Heyhgen 　

コーダー奏者、オランダ・ハーグ王立音楽院、
ベルギー・ブリュッセル王立音楽院教授

　18世紀ドイツに音楽史上最大の作曲家が3人、殆ど同じ場所で生を受けました。一人はご存知のJ.S.バッハ
(1685生)、そしてG.F.ヘンデル。しかしその二人より4年前、後に全ヨーロッパにその名を轟かせる事になるG.P.
テレマンが産声を上げたのです。彼の生涯における作品数は1000曲以上。死後長らく忘れ去られその価値は低く見
られてきました。近年の古楽復興運動でバッハ、ヘンデルに並ぶ音楽家と評価され始め、その作品も多数演奏される
ようになりました。今回はその人、作品の魅力を掘り下げてみたいと思います。

国立音楽大学で守岡輝氏に師事。
バロックヴァイオリン、室内楽を小野萬里、千成千徳各
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卒業。音楽学を角倉一朗、チェンバロを有田千代子各氏
に師事。93年にデヴュー以来、数多くの演奏会に出演。
国内外の古楽奏者と共演を重ね、その通奏低音演奏に
は定評がある。近年は韓国やドイツ等での演奏、教育活
動、執筆活動にも力を入れている。都留音楽祭講師。 

ベルギーを中心に多方面で活躍する古楽演奏家。リ
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■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です
 (全席自由、先着200名)
 リバティアカデミー事務局まで
 お申込ください。

お申し込み

大学会館

アカデミーコモン

リバティタワー

明治大学駿河台キャンパス
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ン
講
座

オ
ー
プ
ン
講
座

21MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

講座コード 11270015講座コード 11270014

協力:明治大学震災復興支援センター・東北再生支援プラットフォーム 協力:明治大学史資料センター

10月16日（日）開場12:30  開講13:00
　　　　　　　　　　 ）14:30～（ 

会　場／ 駿河台キャンパス 
リバティタワー１階1011教室 10月16日（日）開場14:30  開講15:00

　　　　　　　　　　 ）16:30～（ 
会　場／ 駿河台キャンパス 

リバティタワー１階1011教室

明治大学130年の星たち（芸能・文化の人脈）
人物で語る明治大学史

　　明治大学は1881(明治14)年,明治法律学校とし
て有楽町に誕生しました。本年は創立130年にあたり,
様々な記念事業がおこなわれます。その一環として本
講座を企画しました。明治大学の創立と発展に寄与し
た人びと,各分野で活躍した卒業生たちを中心にして,
明治大学130年の歴史をふりかえります。
　明治大学の芸能・文化の人材は、星のように輝いてい
ます。作詞作曲家には,古賀政男,阿久悠。映画監督には、
岡本喜八、俳優には、東野英治郎。また演劇には唐十郎、
作家に、伊藤左千夫。アナウンサーも落語家もいます。
現在につらなる芸能・文化の人脈を、「大衆との共鳴」の
視点から眺望します。

吉田 悦志 
明治大学 国際日本学部 教授

よし だ えつ し

1949年生まれ。明治大学博士課程単位取得満期退学。専門分野は日本近代近世の文芸。現在の研究課題は、明治
大学と文学者（夏目漱石・樋口一葉・笹川臨風・伊藤左千夫・子母澤寛・尾佐竹猛・上田敏・菊池寛・五味康祐他）を研
究発表。2008年埼玉大学にて博士（学術）取得。著書論文『きみに語る-近代日本の作家と作品―』（DTP出版2008
年）、『上司小剣論̶人と作品』（翰林書房2008年）、『事件「大逆」の思想と文学』（明治書院2009年）など単著刊行。
2010年『太宰治研究18』に論文掲載。

第14回ホームカミ ングデー公開講座

中林 一樹
明治大学 政治経済学研究科 特任教授
1947年福井県生まれ。東京都立大学工学研究科建築学専攻博士課程単位取得。工学博士。東京都立大学助手・助教
授・教授を経て、2011年より現職。中央防災会議・東京都防災会議の専門委員など実践的研究に取り組み2009年度
防災功労者表彰。主な編著書に『大震災に備える』（2009共著）、『世界と日本の災害復興ガイド』（2009共著）、『路地
からのまちづくり』（2007共著）、『自治と参加・協働』（2007）、『巨大都市と変貌する災害』（2006監訳）、『図説 東京直
下大震災』（2005）など。

なかばやし いつ  き

東日本大震災から復興し首都圏・西日本の
広域巨大地震に備える二元復興論

　2011年3月11日14時46分、東北地方太平洋沖地震が東日本を大きく揺すり、その揺れは5分も続きました。こ
のマグニチュード9.0の巨大地震は、揺れのみならず、犬吠埼から下北半島に及ぶ東日本の太平洋岸を巨大津波と
なって襲い、沿岸の6県62市町村を中心に全壊・流出・焼失した家屋11万棟、死者不明者2万人にも達しました。さら
に、津波は福島の原子力発電所を破壊し、東北の原発も停止させて、東北地方・首都圏に電力不足を引き起こし、経済
活動にも大きな影響を及ぼしています。さらに電力不足は全国に及んでいます。東京でも300万人もが自宅に帰れな
かったと推計されています。
　想定外の大地震、未曾有の巨大津波、全国に及ぶ国難としての東日本大震災。しかし、歴史的には日本は更なる国難
を何度も乗り越えてきたのです。我々はこの東日本大震災を乗り越えることができるはずです。さらに我々が直面す
る課題とは、切迫してきている首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震への備えを急がねばならないことです。そ
れは、東日本大震災からの「災害復興」にとどまることなく、同時に進める首都圏・西日本での「事前復興」の取り組み
なのです。私たちの日々の備えがその日を乗り越える鍵になることを、皆さんと考えたいと思います。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
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た人びと,各分野で活躍した卒業生たちを中心にして,
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現在につらなる芸能・文化の人脈を、「大衆との共鳴」の
視点から眺望します。

吉田 悦志 
明治大学 国際日本学部 教授
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1949年生まれ。明治大学博士課程単位取得満期退学。専門分野は日本近代近世の文芸。現在の研究課題は、明治
大学と文学者（夏目漱石・樋口一葉・笹川臨風・伊藤左千夫・子母澤寛・尾佐竹猛・上田敏・菊池寛・五味康祐他）を研
究発表。2008年埼玉大学にて博士（学術）取得。著書論文『きみに語る-近代日本の作家と作品―』（DTP出版2008
年）、『上司小剣論̶人と作品』（翰林書房2008年）、『事件「大逆」の思想と文学』（明治書院2009年）など単著刊行。
2010年『太宰治研究18』に論文掲載。

第14回ホームカミ ングデー公開講座

中林 一樹
明治大学 政治経済学研究科 特任教授
1947年福井県生まれ。東京都立大学工学研究科建築学専攻博士課程単位取得。工学博士。東京都立大学助手・助教
授・教授を経て、2011年より現職。中央防災会議・東京都防災会議の専門委員など実践的研究に取り組み2009年度
防災功労者表彰。主な編著書に『大震災に備える』（2009共著）、『世界と日本の災害復興ガイド』（2009共著）、『路地
からのまちづくり』（2007共著）、『自治と参加・協働』（2007）、『巨大都市と変貌する災害』（2006監訳）、『図説 東京直
下大震災』（2005）など。

なかばやし いつ  き

東日本大震災から復興し首都圏・西日本の
広域巨大地震に備える二元復興論

　2011年3月11日14時46分、東北地方太平洋沖地震が東日本を大きく揺すり、その揺れは5分も続きました。こ
のマグニチュード9.0の巨大地震は、揺れのみならず、犬吠埼から下北半島に及ぶ東日本の太平洋岸を巨大津波と
なって襲い、沿岸の6県62市町村を中心に全壊・流出・焼失した家屋11万棟、死者不明者2万人にも達しました。さら
に、津波は福島の原子力発電所を破壊し、東北の原発も停止させて、東北地方・首都圏に電力不足を引き起こし、経済
活動にも大きな影響を及ぼしています。さらに電力不足は全国に及んでいます。東京でも300万人もが自宅に帰れな
かったと推計されています。
　想定外の大地震、未曾有の巨大津波、全国に及ぶ国難としての東日本大震災。しかし、歴史的には日本は更なる国難
を何度も乗り越えてきたのです。我々はこの東日本大震災を乗り越えることができるはずです。さらに我々が直面す
る課題とは、切迫してきている首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震への備えを急がねばならないことです。そ
れは、東日本大震災からの「災害復興」にとどまることなく、同時に進める首都圏・西日本での「事前復興」の取り組み
なのです。私たちの日々の備えがその日を乗り越える鍵になることを、皆さんと考えたいと思います。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
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10月16日（日）開場10:00  開講10:30
(～12:00)

会　場／駿河台キャンパス
　　　　リバティタワー2階1021教室

大学会館

アカデミーコモン

リバティタワー

明治大学駿河台キャンパス
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ン
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座

オ
ー
プ
ン
講
座

23MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

講座コード 11270017講座コード 11270016

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス

地域連携フードフェア講座 開催！

■うまいもん紹介講座

10月16日（日）10:00～16:00
会　場／駿河台キャンパス
リバティタワー２階 陽だまり広場（物産展会場）

■地域連携フードフェア

　明治大学では、昨年，新たな社会連携を目指し，社会連携機構が発足いたしました。また，同時に全国レベルでの地域
連携活動を充実させるべく「地域連携推進センター」が設立されました。
　このたび，下記日程で開催される「ホームカミングデー」に合わせて地域連携推進センター主催による「フードフェ
ア」を開催します。

11月11日（金）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

圷 昭二 （あくつ しょうじ）

TCI株式会社 代表取締役　米国O2Micro International社（ナスダック上場企業）社外取締役など

　明治大学商学部卒業。電子機器商社、株式会社理経を経て、1969年米国Motorola社半導体事業部門(米国及び日本法人)に勤務、日立製作所とのマイクロプ
ロセッサ設計ライセンスなどに関わった。1975年半導体マーケティング・コンサルティングを目的とした日本テクセル株式会社(後にテクセル株式会社に
改称)を設立。富士通株式会社電子デバイス事業部、TDK-Fairchild社などのマーケティング戦略などを担当した。その後、海外の最先端電子デバイスの輸入
商社に変更、米国、欧州など20社前後の先端技術製品を日本のコンピュータ、大手電機企業を対象に販売。その間、中国Central Semiconductor 
Manufacturing Corp(CSMC)の役員に就任、また、日米の半導体戦争、通産省(当時)の輸入半導体促進プログラムなどに関わった。2005年テクセル株式を三
井物産に譲渡、代表を退任。現在に至る。
明治大学評議員。連合駿台会専務理事。ロータリークラブ会員。柔道六段。

　半導体の技術革新は急速に産業構造を変化させ、生じた隙間に新しい
企業、起業家(ベンチャー企業)の参入を促してきました。通信の高速化
とネットワーク化がクラウドコンピューティングの世界を生み出し、IT
とネットワークの融合が加速度的に進んだ結果、今後、様々な機器の高
速化、高機能化が進むことが予測されます。コンピューター時代の革命
児とも呼ばれる「クラウド」が、これまでの「所有の概念」を、「利用の概
念」に変えようとしています。世界の半導体の技術革新が限界の領域に
近づくなか、講師は黎明期の海外半導体企業のマーケティングに従事、
通産省(当時)の国内半導体企業育成プログラムに参加、日本の対応策を
当時の三木首相にも提言した経緯を持ちます。ビル・ゲイツやスティー
ブ・ジョブスを誕生させた産業がどう変わるのか? “ウィンテル”はどう
なるのか? また、もし日本ではベンチャー企業が育ち難い環境があると
すれば、それはいったい何なのか? IT産業の歴史を検証し、今後の産業
がどう変わっていくのかを、多くの映像を交えながら解説します。

IT産業の技術革新はいつまで続くのか?

明治大学連合駿台会寄付講座
  日米両国IT産業界において信念を貫いた明大出身ビジネスマンに
　 ネットワーク社会の将来を聴く

■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。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み

第14回ホームカミングデー公開講座

　本学が協力協定や連携講座等を実施している各地方
自治体などより各地の特産品をご紹介いただきます。
当日は個別ブースにて、試食や販売なども行います。

山形県天童市、福井県鯖江市、群馬県嬬恋村、
千葉県成田市、宮崎県など他多数出展 

出展予定

※写真はイメージです。

　ホームカミングデーとは、母校明治大学が校友の皆様をあたたかくお迎えする日です。 
また、運営ボランティア及び各音楽団体等出演者で500名を超える学生が参加しており、校友
と学生（準校友）との貴重な交流の場でもあります。 
　ご学友同士、ご家族とともに母校の「今」に触れていただき、母校での秋の一日を心ゆくまで
ご満喫ください。 

申込不要
参加自由

※招待校友以外の方やリバティアカデミー会員の方、一般の方もご参加頂けます。

特別招待
校友

開催日 ２０１１年１０月１６日（日）　
１０:００～１７:００

招待校友 卒業後50年目 1961年（昭和36年）卒 
卒業後40年目 1971年（昭和46年）卒 
卒業後30年目 1981年（昭和56年）卒 
卒業後20年目 1991年（平成  3年）卒 
卒業後10年目 2001年（平成13年）卒

卒業後 1 年目 2011年（平成23年）卒
※「卒業記念セレモニー」を開催します！

会　場 駿河台キャンパス 
リバティタワー、
アカデミーコモン、紫紺館

第１４回ホームカミングデー
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講座コード 11270017講座コード 11270016

大学会館

アカデミーコモン

明治大学駿河台キャンパス

地域連携フードフェア講座 開催！

■うまいもん紹介講座

10月16日（日）10:00～16:00
会　場／駿河台キャンパス
リバティタワー２階 陽だまり広場（物産展会場）

■地域連携フードフェア

　明治大学では、昨年，新たな社会連携を目指し，社会連携機構が発足いたしました。また，同時に全国レベルでの地域
連携活動を充実させるべく「地域連携推進センター」が設立されました。
　このたび，下記日程で開催される「ホームカミングデー」に合わせて地域連携推進センター主催による「フードフェ
ア」を開催します。

11月11日（金）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

圷 昭二 （あくつ しょうじ）

TCI株式会社 代表取締役　米国O2Micro International社（ナスダック上場企業）社外取締役など

　明治大学商学部卒業。電子機器商社、株式会社理経を経て、1969年米国Motorola社半導体事業部門(米国及び日本法人)に勤務、日立製作所とのマイクロプ
ロセッサ設計ライセンスなどに関わった。1975年半導体マーケティング・コンサルティングを目的とした日本テクセル株式会社(後にテクセル株式会社に
改称)を設立。富士通株式会社電子デバイス事業部、TDK-Fairchild社などのマーケティング戦略などを担当した。その後、海外の最先端電子デバイスの輸入
商社に変更、米国、欧州など20社前後の先端技術製品を日本のコンピュータ、大手電機企業を対象に販売。その間、中国Central Semiconductor 
Manufacturing Corp(CSMC)の役員に就任、また、日米の半導体戦争、通産省(当時)の輸入半導体促進プログラムなどに関わった。2005年テクセル株式を三
井物産に譲渡、代表を退任。現在に至る。
明治大学評議員。連合駿台会専務理事。ロータリークラブ会員。柔道六段。

　半導体の技術革新は急速に産業構造を変化させ、生じた隙間に新しい
企業、起業家(ベンチャー企業)の参入を促してきました。通信の高速化
とネットワーク化がクラウドコンピューティングの世界を生み出し、IT
とネットワークの融合が加速度的に進んだ結果、今後、様々な機器の高
速化、高機能化が進むことが予測されます。コンピューター時代の革命
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IT産業の技術革新はいつまで続くのか?

明治大学連合駿台会寄付講座
  日米両国IT産業界において信念を貫いた明大出身ビジネスマンに
　 ネットワーク社会の将来を聴く

■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。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み
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会　場／駿河台キャンパス リバティタワー 6階1063教室  

3.11後の生と死を考える

　3.11は、かつての9.11同様、本来潜在していたヒズミが顕在化したにすぎません。真の問題は、今回の震災や原
発事故の根底にある、私たちの「生と死の現在」が露呈されたということ。東電や政界や官僚を批判しても、所詮それ
は一過性にすぎず、本当に私たちが新生の道を模索するなら、これまで専門家や役人たちが生み出してきたシステ
ムへの盲目的といっていい過剰依存こそ問われねばなりません。
　それは加速度的に複雑化するグローバル社会の中で、益々かつての共同性を喪失し、その空洞化の中で激増しつ
つある自殺、孤独死、高齢者所在不明、直葬や幼児虐待などを、現在の震災や原発騒ぎの中に埋没させてはならない
ということでもあります。
　今、私たちに突きつけられているのは思想的大転換。世界資本主義が崩壊しつつあるいま、日本がもとの経済大国
の道への復旧を目指すのか、それとも根本的に新しい光を世界に投げかけるのか。
　世界のパラダイムの変換の現場、すなわち広島、長崎、そして福島を抱える私たちこそ、宇宙のすべてのものが不
断につながっているというコスモロジーに生きとし生けるものを解き放つ使命があると思います。
　この講座は、以上のようなコンセプトのもとに、中沢新一教授を中心に設立された「明治大学野生の科学研究所」
とリバティアカデミーの共同企画であります。

3.11後のいのちとこころ

金山 秋男（かねやま あきお）

明治大学法学部教授、明治大学野生の科学研究所副所長

東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。専攻は死生学、宗教民俗学。著書に『「生と死」の図像学』、『巡礼－
その世界』、『人はなぜ旅にでるのか』、『生と死の東西文化史』（いずれも共著）など。道元の『正法眼蔵』に関するものを中
心に、仏教思想関係論文多数。現在、明治大学死生学研究所代表、国際熊野学会副代表、日本臨床美術協会理事。

柳田 邦男（やなぎだ くにお）

ノンフィクション作家

1936年栃木県生まれ。医療、災害、事故などを対象とした著作を発表する一方、その底にある現代の生命、死の問題に関する関
心を深めている。主な著書に『ガン回廊の朝』（講談社、講談社ノンフィクション賞）『犠牲』（文藝春秋、菊池寛賞）、『砂漠でみつ
けた一冊の絵本』（岩波書店）など多数。近著に『大震災と原発』（文藝春秋）がある。2011年5月、日本政府の東京電力福島原子
力発電所事故調査・検証委員会の委員に就任。

樋口 良澄（ひぐち よしずみ）

編集者

1955年東京生まれ。「現代詩手帖」、「文藝」などの雑誌を編集した後、文学、芸術、人文学関連の編集やイベントの企画に一貫し
て携わる一方、現代文化に関する評論活動を展開している。主な著書に『木浦通信』（矢立出版）、『東京情報コレクション』（講談
社、いずれも共著）など。

11月18日（金）

講座コード 11270019

3.11後の老いと病と死

越川 芳明（こしかわ よしあき）

明治大学文学部教授

1952年千葉県生まれ。筑波大学博士課程中退。現在、明治大学教授（アメリカ文学）。雑誌に先進国主導のグローバリズムを批
判する映画論や評論を寄稿する。主な著著は『ギターを抱いた渡り鳥　チカーノ詩礼賛』（思潮社）、『トウガラシのちいさな旅　
ボーダー文化論』（白水社）、『アメリカの彼方へ　ピンチョン以降の現代アメリカ文学』（自由国民社）など。訳書は、F.カストロ
『カストロは語る』（青土社）、S・エリクソン『エクスタシーの湖』（筑摩書房）、J・ハスケル『僕はジャクソン・ポロックじゃない。』
（白水社）、R・クーヴァー『ジェラルドのパーティ』（講談社）、T・ピンチョン『重力の虹』（共訳、国書刊行会）ほか多数。

伊藤 比呂美（いとう ひろみ）

詩人

80年代女性詩ブームの火付け役にして牽引役。その詩は、性や身体、生殖に関する言葉にみちみちている。一時期、現代詩から遠
ざかっていたが、小説家としての活動を経て、詩に戻り、語りものをベースにした超現代詩を展開している。『河原荒草』で高見順
賞、『とげ抜き　新巣鴨地蔵縁起』で荻原朔太郎賞、紫式部文学賞をダブル受賞。近年はお経の日本語訳に取り組んでいる。カ
リフォルニア在住。

10月29日（土）

講座コード 11270018

3.11後の生と死

中沢 新一（なかざわ しんいち）

人類学者、明治大学野生の科学研究所所長

1950年山梨県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。チベット仏教を学び、帰国後、人類の思考全域を視野にいれ
た研究分野（精神の考古学）を構想・開拓。著書に『チベットのモーツァルト』（サントリー学芸賞）、『森のバロック』（読売文学賞）、『哲
学の東北』（斎藤緑雨賞）、『フィロソフィア・ヤポニカ』（伊藤整文学賞）『カイエ・ソバージュ』全5巻（『対称性人類学』で小林秀雄賞）、
『精霊の王』、『アースダイバー』（桑原武夫学芸賞）、『鳥の仏教』など多数。最新刊に『日本の大転換』（集英社新書）がある。

赤坂 憲雄（あかさか のりお）

民俗学者、学習院大学教授、福島県立博物館館長

1953年東京都生まれ。専攻は民俗学・日本思想史。1999年『東北学』を創刊。2011年4月、東日本大震災復興構想会議委員就
任。5月、福島県復興ビジョン検討委員会委員就任。6月、南相馬市の復興ビジョン会議員就任。著書に、『異人論序説』『王と天
皇』『遠野／物語考』（いずれもちくま学芸文庫）『岡本太郎の見た日本（ドゥマゴ文学賞、芸術選奨文部科学大臣賞受賞、岩波書
店）『東西／南北考』（岩波新書）『境界の発生』『東北学／忘れられた東北』（いずれも講談社学術文庫）ほか多数。最新刊に『「東
北」再生』（小熊英二、山内明美との共著、イースト・プレス）。

12月17日（土）
講座コード 11270020

開場14:30  
開講15:00～17:00

開場18:00  
開講18:30～21:00

開場14:30  
開講15:00～17:00

■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200名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み
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けた一冊の絵本』（岩波書店）など多数。近著に『大震災と原発』（文藝春秋）がある。2011年5月、日本政府の東京電力福島原子
力発電所事故調査・検証委員会の委員に就任。

樋口 良澄（ひぐち よしずみ）

編集者

1955年東京生まれ。「現代詩手帖」、「文藝」などの雑誌を編集した後、文学、芸術、人文学関連の編集やイベントの企画に一貫し
て携わる一方、現代文化に関する評論活動を展開している。主な著書に『木浦通信』（矢立出版）、『東京情報コレクション』（講談
社、いずれも共著）など。

11月18日（金）

講座コード 11270019

3.11後の老いと病と死

越川 芳明（こしかわ よしあき）

明治大学文学部教授

1952年千葉県生まれ。筑波大学博士課程中退。現在、明治大学教授（アメリカ文学）。雑誌に先進国主導のグローバリズムを批
判する映画論や評論を寄稿する。主な著著は『ギターを抱いた渡り鳥　チカーノ詩礼賛』（思潮社）、『トウガラシのちいさな旅　
ボーダー文化論』（白水社）、『アメリカの彼方へ　ピンチョン以降の現代アメリカ文学』（自由国民社）など。訳書は、F.カストロ
『カストロは語る』（青土社）、S・エリクソン『エクスタシーの湖』（筑摩書房）、J・ハスケル『僕はジャクソン・ポロックじゃない。』
（白水社）、R・クーヴァー『ジェラルドのパーティ』（講談社）、T・ピンチョン『重力の虹』（共訳、国書刊行会）ほか多数。

伊藤 比呂美（いとう ひろみ）

詩人

80年代女性詩ブームの火付け役にして牽引役。その詩は、性や身体、生殖に関する言葉にみちみちている。一時期、現代詩から遠
ざかっていたが、小説家としての活動を経て、詩に戻り、語りものをベースにした超現代詩を展開している。『河原荒草』で高見順
賞、『とげ抜き　新巣鴨地蔵縁起』で荻原朔太郎賞、紫式部文学賞をダブル受賞。近年はお経の日本語訳に取り組んでいる。カ
リフォルニア在住。

10月29日（土）

講座コード 11270018

3.11後の生と死

中沢 新一（なかざわ しんいち）

人類学者、明治大学野生の科学研究所所長

1950年山梨県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。チベット仏教を学び、帰国後、人類の思考全域を視野にいれ
た研究分野（精神の考古学）を構想・開拓。著書に『チベットのモーツァルト』（サントリー学芸賞）、『森のバロック』（読売文学賞）、『哲
学の東北』（斎藤緑雨賞）、『フィロソフィア・ヤポニカ』（伊藤整文学賞）『カイエ・ソバージュ』全5巻（『対称性人類学』で小林秀雄賞）、
『精霊の王』、『アースダイバー』（桑原武夫学芸賞）、『鳥の仏教』など多数。最新刊に『日本の大転換』（集英社新書）がある。

赤坂 憲雄（あかさか のりお）

民俗学者、学習院大学教授、福島県立博物館館長

1953年東京都生まれ。専攻は民俗学・日本思想史。1999年『東北学』を創刊。2011年4月、東日本大震災復興構想会議委員就
任。5月、福島県復興ビジョン検討委員会委員就任。6月、南相馬市の復興ビジョン会議員就任。著書に、『異人論序説』『王と天
皇』『遠野／物語考』（いずれもちくま学芸文庫）『岡本太郎の見た日本（ドゥマゴ文学賞、芸術選奨文部科学大臣賞受賞、岩波書
店）『東西／南北考』（岩波新書）『境界の発生』『東北学／忘れられた東北』（いずれも講談社学術文庫）ほか多数。最新刊に『「東
北」再生』（小熊英二、山内明美との共著、イースト・プレス）。

12月17日（土）
講座コード 11270020

開場14:30  
開講15:00～17:00

開場18:00  
開講18:30～21:00

開場14:30  
開講15:00～17:00

■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200名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

●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。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。

お申し込み
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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。
2012年11月
10,500円（消費税込）
東京、名古屋、大阪、福岡
2012年12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

11/26
（土）

12/  3
（土）

12/10
（土）

12/17
（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

11230001

資　格

　屋上の緑は、夏には太陽からの建物への熱貫入を防ぎ、部屋の温度上昇を緩和し、空調負荷を減ら
します。冷房の電力消費量を少なくすることが可能です。冬は寒い外気から建物を保湿してくれるの
で、室内の暖かい空気が無駄に使われるのを防ぎます。また屋上を有効に利用しようとすれば、美しく
潤いがあり、感じが良く癒される雰囲気を醸し出してくれるのは緑以外ありません。建築と植物の両方
の知識を持ち、屋上緑化をコーディネートできる人が求められています。屋上緑化コーディネータは緑
化の計画から設計まで、そして施工から管理までの間で発生するさまざまな問題を指導し助言するこ
とができると、役所やビルのオーナー、緑化資材の開発者や施工者から注目され期待されています。
　今年の試験問題を解説し、来年の受験に向けて傾向と対策を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

11月12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

11月～12月

土曜日

10:00～12:00

50名

8回（4日）

一 般 ： 13,000円
学 生 ： 10,000円

屋上緑化コーディネーター
平成23年度試験問題

資

　格

資

　格

 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。

申込締切日
11月18日（金）

※教材費は受講料に含まれています。

講座コード

11230002

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

10月～11月

火・金曜日

18:30～21:00

50名

9回

一 般 ： 27,000円
学 生 ： 21,600円

ガイダンス

9月24日（土） 13：00～14：00

9月27日（火） 18：30～19：30
※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。

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、7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、11月13日(日)に実施される試験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3
級合格を目指します。

内 容 講 師日 程

金子 敏哉10/  7（金）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

金子 敏哉10/11（火）2 著作権法2
著作者の権利･契約の基礎

荒木 佳幸10/14（金）3 特許法1
技術の保護法制･職務発明

荒木 佳幸10/18（火）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10/21（金）5 特許法3
特許権の行使･種苗法

荒木 佳幸10/25（火）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10/28（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11/ 4（金）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11/ 8（火）9 模擬試験
本試験を想定した模擬試験

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

今村 哲也　
コーディネータ
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。

金子 敏哉　明治大学法学部専任講師

荒木 佳幸　
弁理士（松岡国際特許事務所）
アイピーシー講師

講師紹介

申込締切日 9月29日（木）

かね  こ とし  や

東京大学法学部卒業、大学院法学政治学研究科修了（博士（法学））の後、現
職。専攻は知的財産法。著作として、「特許権の侵害者に対する独占的通常
実施権者の損害賠償請求権」知的財産法政策学研究ほか。 

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。

※締切後に申込みを希望される
　場合は、電話にてお問い合わせ
　ください。

※締切後に申込みを希望される
　場合は、電話にてお問い合わせ
　ください。

教　材

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　

※11月試験の受験申請受付期間は、郵送が9月27日まで、
　WEBが10月6日までですのでご注意ください。
  （お問合せ先：知的財産教育協会　http://www.kentei-info-ip-edu.org/）
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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。
2012年11月
10,500円（消費税込）
東京、名古屋、大阪、福岡
2012年12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

11/26
（土）

12/  3
（土）

12/10
（土）

12/17
（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

11230001

資　格

　屋上の緑は、夏には太陽からの建物への熱貫入を防ぎ、部屋の温度上昇を緩和し、空調負荷を減ら
します。冷房の電力消費量を少なくすることが可能です。冬は寒い外気から建物を保湿してくれるの
で、室内の暖かい空気が無駄に使われるのを防ぎます。また屋上を有効に利用しようとすれば、美しく
潤いがあり、感じが良く癒される雰囲気を醸し出してくれるのは緑以外ありません。建築と植物の両方
の知識を持ち、屋上緑化をコーディネートできる人が求められています。屋上緑化コーディネータは緑
化の計画から設計まで、そして施工から管理までの間で発生するさまざまな問題を指導し助言するこ
とができると、役所やビルのオーナー、緑化資材の開発者や施工者から注目され期待されています。
　今年の試験問題を解説し、来年の受験に向けて傾向と対策を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

11月12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

11月～12月

土曜日

10:00～12:00

50名

8回（4日）

一 般 ： 13,000円
学 生 ： 10,000円

屋上緑化コーディネーター
平成23年度試験問題

資

　格

資

　格

 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。

申込締切日
11月18日（金）

※教材費は受講料に含まれています。

講座コード

11230002

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

10月～11月

火・金曜日

18:30～21:00

50名

9回

一 般 ： 27,000円
学 生 ： 21,600円

ガイダンス

9月24日（土） 13：00～14：00

9月27日（火） 18：30～19：30
※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。

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、7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、11月13日(日)に実施される試験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3
級合格を目指します。

内 容 講 師日 程

金子 敏哉10/  7（金）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

金子 敏哉10/11（火）2 著作権法2
著作者の権利･契約の基礎

荒木 佳幸10/14（金）3 特許法1
技術の保護法制･職務発明

荒木 佳幸10/18（火）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10/21（金）5 特許法3
特許権の行使･種苗法

荒木 佳幸10/25（火）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10/28（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11/ 4（金）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11/ 8（火）9 模擬試験
本試験を想定した模擬試験

※講義の途中に、適宣休憩が入る
　場合があります。

今村 哲也　
コーディネータ
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。

金子 敏哉　明治大学法学部専任講師

荒木 佳幸　
弁理士（松岡国際特許事務所）
アイピーシー講師

講師紹介

申込締切日 9月29日（木）

かね  こ とし  や

東京大学法学部卒業、大学院法学政治学研究科修了（博士（法学））の後、現
職。専攻は知的財産法。著作として、「特許権の侵害者に対する独占的通常
実施権者の損害賠償請求権」知的財産法政策学研究ほか。 

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。

※締切後に申込みを希望される
　場合は、電話にてお問い合わせ
　ください。

※締切後に申込みを希望される
　場合は、電話にてお問い合わせ
　ください。

教　材

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　

※11月試験の受験申請受付期間は、郵送が9月27日まで、
　WEBが10月6日までですのでご注意ください。
  （お問合せ先：知的財産教育協会　http://www.kentei-info-ip-edu.org/）
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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

9月20日（火） 19：0O～20：00

9月27日（火） 19：0O～20：00

宅地建物取引主任者 直前答案練習講座
本番前のアウトプットの総仕上げ!全国公開模試つき 

講座コード

11230003

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

9月～10月

火・金曜日

18:45～21:15

20名
4回＋全国公開模試

一 般 ： 13,000円
学 生 ： 10,000円

直前答練・全国公開模試

 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 講 義 項 目

講座趣旨
　学習経験者を対象とした問題演習講座です。試験会場の雰囲気に
のまれず、時間配分に十分気を配る予行演習と良問揃いの答案練習
で今年の予想論点をおさえ、合格を勝ち取ってください。総合答練は
本試験で出題が予想される所を重点的にピックアップし、1回50問を
2時間で解く本試験と同一形式の講義です。
※本講座は、現在開講している「宅地建物取引主任者合格対策講座」の
　カリキュラムの一部です。

講座趣旨
　社会保険労務士は、企業が発展するための重要なパートナー。
企業経営上の4大要素「人・物・お金・情報」の中で一番重要な『人』に関す
るエキスパートとして、経営効率化に向けて、人事・労務管理全般に関する
問題点を指摘し、改善策を助言していきます。さらには、少子・高齢化社会
の到来で変革する個人の医療保険や年金制度などの相談にも応じていき
ます。まさにこれからの時代は、労働・社会保険に関する諸問題を中心に
取り扱う本資格の重要性や需要は増すばかりです。
　本講座は規則正しい学習ペースで、合格に必要な知識、重要ポイントを
効果的に学んでいきます。直前期には問題演習や最重要ポイントの整理や
全科目の出題を予想した直前対策講義、そしてTACが全国レベルで行う模
試を2回受験できます。
　試験傾向を徹底的に分析し、受験ポイントを絞った分かり易い講義です。
教材は、毎年改訂を行い、長年蓄積された合格ノウハウと最新の受験情報
の集大成。インプットとアウトプットを組み合わせた効果的なカリキュラム。
欠席時のDVD貸し出しサービスなど、フォロー体制も充実しています。
　「必ず合格する」という強い気持ちをもった方、社労士の勉強が初めて
の方、独立開業を目指し、労務管理アドバイザー、年金コンサルタントとし
て、スペシャリストを目指している方などにご受講をお薦めします。また、
学部２年から学習をスタートし、３年生での資格取得は就職に大変有利で
す。大学在学中でも受験できます。

直前答練　1   ※自己採点1 9/30（金）

全国公開模試　 ※120分※ 10/  4（火）

直前答練　2　 ※自己採点2 10/  7（金）

直前答練　3　 ※自己採点3 10/11（火）

直前答練　4　 ※自己採点4 10/14（金）

〈配布教材について〉

・直前答練(全4回)

・全国公開模試

〈講義の流れ〉
①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)
②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。

9月29日（木）
※締切後に申込みを希望される
　場合は、電話にてお問い合わせ
　ください。

申込締切日

資　格

講座コード 社会保険労務士合格対策講座
社会保険と労務のスペシャリスト資格

講師紹介

講 座 概 要
期　間 11月～8月
曜　日 火・金曜日

時　間
18:45～21:15

る入が憩休宜適、に中途の義講 ※
　場合があります。

定　員 50名
回　数 42回＋模試2回

受 講 料 一般：96,000円
学生： 82,000円   

教　材
基本テキスト（全8冊）・ミニテスト
冊子・実力テスト（全4回）暗記カー
ド・過去問題集・法改正テキスト・
完成答練・総合答錬・全国中間模試・
全国公開模試・直前対策テキスト

※教材費は受講料に含まれています。

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。

試 験 概 要（2011年度・参考）
受験資格： 
（主なもの）　 

　　　　　

申込期間： 
試験日程： 

受 験 料：
試験科目：

資格の学校TAC 社会保険労務士講座講師
試験傾向を分析し、重要ポイントに的を絞ったわかりやすい受験指導で受講生を合格へと導きます。

日　程 内　容 日　程 内　容

1 11/25（金）

編
係
関
働
労

労働基準法/労働者災害補償保険法　１ 23 3/16（金）

編
係
関
険
保
会
社

国民年金法　２

2 11/29（火） 労働基準法/労働者災害補償保険法　２ 24 3/23（金） 国民年金法　３

3 12/ 2（金） 労働基準法/労働者災害補償保険法　３ 25 3/27（火） 国民年金法　４

4 12/ 6（火） 労働基準法/労働者災害補償保険法　４ 26 3/30（金） 健康保険法・国民年金法　まとめ講義

5 12/ 9（金） 労働基準法/労働者災害補償保険法　５ 27 4/10（火） 厚生年金保険法　１

6 12/16（金） 労働基準法/労働者災害補償保険法　６ 28 4/13（金） 厚生年金保険法　２

7  1/13（金） 労働基準法/労働者災害補償保険法　７ 29 4/17（火） 厚生年金保険法　３

8  1/20（金） 労働基準法/労働者災害補償保険法　８ 30 4/20（金） 厚生年金保険法　４

9  1/27（金） 労働基準法/労働者災害補償保険法　まとめ講義 31 4/24（火） 厚生年金保険法　５

10 1/31（火） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　１ 32 5/ 8（火） 労務管理その他の労働に関する一般常識　１

11 2/ 3（金） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　２ 33 5/11（金） 労務管理その他の労働に関する一般常識　２

12 2/ 7（火） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　3 34 5/15（火） 社会保険に関する一般常識　１

13 2/10（金） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　4 35 5/18（金） 社会保険に関する一般常識　２

14 2/14（火） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　5 36 5/25（金） 厚生年金保険法　他　まとめ講義

15 2/17（金） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　6 37 6/26（火） 法改正セミナー

16 2/21（火） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　7 38 6/29（金） 総合答練　１

17 2/24（金） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　まとめ講義 39 7/10（火） 総合答練　２

18 2/28（火） 健康保険法　１ 40 7/17（火） 総合答練　３

19 3/ 2（金） 健康保険法　２ 41 7/24（火） 総合答練　４

20 3/ 6（火） 健康保険法　３ 42 8/ 7（火） 直前対策講義

21 3/ 9（金） 健康保険法　４

22 3/13（火） 国民年金法　１
　　6月中旬　　  全国中間模試（TAC校舎）

　　7月中旬　　  全国公開模試（TAC校舎）

ガイダンス
 
 
 

＊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）階11ンモコーミデカア（舎校台河駿は場会 ＊

講義時間　18：45～21：15　1回　150分

11230004

実
力
完
成
編

一
般
常
識
編

社
会
保
険
関
係
編

申込締切日
11月17日（木）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

①学校教育法（昭和22年法律第26号）によ
　る大学において学士の学位を得るのに必
　要な一般教養科目の学習を終えた者又は
　同法による短期大学もしくは高等専門学
　校を卒業した者　 
②上記の大学（短期大学を除く）において　
　62単位以上を修得した者
2011年4月11日（月）～5月31日（火）
2011年8月28日（日）　　　　　
選択式　10：30～11：50（80分）　　
択一式　13：10～16：40（210分）
9,000円

合格発表：2011年11月11日（金）
お問い合わせ先：
　全国社会保険労務士連合会　試験センター
　TEL 03-6225-4880
　試験センターホームページ
　http://www.sharosi-siken.or.jp/

9月27日（火） 19：0O～20：00

10月18日（火） 19：0O～20：00

11月15日（火） 19：0O～20：00
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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

9月20日（火） 19：0O～20：00

9月27日（火） 19：0O～20：00

宅地建物取引主任者 直前答案練習講座
本番前のアウトプットの総仕上げ!全国公開模試つき 

講座コード

11230003

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

9月～10月

火・金曜日

18:45～21:15

20名
4回＋全国公開模試

一 般 ： 13,000円
学 生 ： 10,000円

直前答練・全国公開模試

 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 講 義 項 目

講座趣旨
　学習経験者を対象とした問題演習講座です。試験会場の雰囲気に
のまれず、時間配分に十分気を配る予行演習と良問揃いの答案練習
で今年の予想論点をおさえ、合格を勝ち取ってください。総合答練は
本試験で出題が予想される所を重点的にピックアップし、1回50問を
2時間で解く本試験と同一形式の講義です。
※本講座は、現在開講している「宅地建物取引主任者合格対策講座」の
　カリキュラムの一部です。

講座趣旨
　社会保険労務士は、企業が発展するための重要なパートナー。
企業経営上の4大要素「人・物・お金・情報」の中で一番重要な『人』に関す
るエキスパートとして、経営効率化に向けて、人事・労務管理全般に関する
問題点を指摘し、改善策を助言していきます。さらには、少子・高齢化社会
の到来で変革する個人の医療保険や年金制度などの相談にも応じていき
ます。まさにこれからの時代は、労働・社会保険に関する諸問題を中心に
取り扱う本資格の重要性や需要は増すばかりです。
　本講座は規則正しい学習ペースで、合格に必要な知識、重要ポイントを
効果的に学んでいきます。直前期には問題演習や最重要ポイントの整理や
全科目の出題を予想した直前対策講義、そしてTACが全国レベルで行う模
試を2回受験できます。
　試験傾向を徹底的に分析し、受験ポイントを絞った分かり易い講義です。
教材は、毎年改訂を行い、長年蓄積された合格ノウハウと最新の受験情報
の集大成。インプットとアウトプットを組み合わせた効果的なカリキュラム。
欠席時のDVD貸し出しサービスなど、フォロー体制も充実しています。
　「必ず合格する」という強い気持ちをもった方、社労士の勉強が初めて
の方、独立開業を目指し、労務管理アドバイザー、年金コンサルタントとし
て、スペシャリストを目指している方などにご受講をお薦めします。また、
学部２年から学習をスタートし、３年生での資格取得は就職に大変有利で
す。大学在学中でも受験できます。

直前答練　1   ※自己採点1 9/30（金）

全国公開模試　 ※120分※ 10/  4（火）

直前答練　2　 ※自己採点2 10/  7（金）

直前答練　3　 ※自己採点3 10/11（火）

直前答練　4　 ※自己採点4 10/14（金）

〈配布教材について〉

・直前答練(全4回)

・全国公開模試

〈講義の流れ〉
①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)
②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。

9月29日（木）
※締切後に申込みを希望される
　場合は、電話にてお問い合わせ
　ください。

申込締切日

資　格

講座コード 社会保険労務士合格対策講座
社会保険と労務のスペシャリスト資格

講師紹介

講 座 概 要
期　間 11月～8月
曜　日 火・金曜日

時　間
18:45～21:15

る入が憩休宜適、に中途の義講 ※
　場合があります。

定　員 50名
回　数 42回＋模試2回

受 講 料 一般：96,000円
学生： 82,000円   

教　材
基本テキスト（全8冊）・ミニテスト
冊子・実力テスト（全4回）暗記カー
ド・過去問題集・法改正テキスト・
完成答練・総合答錬・全国中間模試・
全国公開模試・直前対策テキスト

※教材費は受講料に含まれています。

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。

試 験 概 要（2011年度・参考）
受験資格： 
（主なもの）　 

　　　　　

申込期間： 
試験日程： 

受 験 料：
試験科目：

資格の学校TAC 社会保険労務士講座講師
試験傾向を分析し、重要ポイントに的を絞ったわかりやすい受験指導で受講生を合格へと導きます。

日　程 内　容 日　程 内　容

1 11/25（金）

編
係
関
働
労

労働基準法/労働者災害補償保険法　１ 23 3/16（金）

編
係
関
険
保
会
社

国民年金法　２

2 11/29（火） 労働基準法/労働者災害補償保険法　２ 24 3/23（金） 国民年金法　３

3 12/ 2（金） 労働基準法/労働者災害補償保険法　３ 25 3/27（火） 国民年金法　４

4 12/ 6（火） 労働基準法/労働者災害補償保険法　４ 26 3/30（金） 健康保険法・国民年金法　まとめ講義

5 12/ 9（金） 労働基準法/労働者災害補償保険法　５ 27 4/10（火） 厚生年金保険法　１

6 12/16（金） 労働基準法/労働者災害補償保険法　６ 28 4/13（金） 厚生年金保険法　２

7  1/13（金） 労働基準法/労働者災害補償保険法　７ 29 4/17（火） 厚生年金保険法　３

8  1/20（金） 労働基準法/労働者災害補償保険法　８ 30 4/20（金） 厚生年金保険法　４

9  1/27（金） 労働基準法/労働者災害補償保険法　まとめ講義 31 4/24（火） 厚生年金保険法　５

10 1/31（火） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　１ 32 5/ 8（火） 労務管理その他の労働に関する一般常識　１

11 2/ 3（金） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　２ 33 5/11（金） 労務管理その他の労働に関する一般常識　２

12 2/ 7（火） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　3 34 5/15（火） 社会保険に関する一般常識　１

13 2/10（金） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　4 35 5/18（金） 社会保険に関する一般常識　２

14 2/14（火） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　5 36 5/25（金） 厚生年金保険法　他　まとめ講義

15 2/17（金） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　6 37 6/26（火） 法改正セミナー

16 2/21（火） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　7 38 6/29（金） 総合答練　１

17 2/24（金） 雇用保険法/労働保険料徴収法/労働安全衛生法　まとめ講義 39 7/10（火） 総合答練　２

18 2/28（火） 健康保険法　１ 40 7/17（火） 総合答練　３

19 3/ 2（金） 健康保険法　２ 41 7/24（火） 総合答練　４

20 3/ 6（火） 健康保険法　３ 42 8/ 7（火） 直前対策講義

21 3/ 9（金） 健康保険法　４

22 3/13（火） 国民年金法　１
　　6月中旬　　  全国中間模試（TAC校舎）

　　7月中旬　　  全国公開模試（TAC校舎）

ガイダンス
 
 
 

＊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）階11ンモコーミデカア（舎校台河駿は場会 ＊

講義時間　18：45～21：15　1回　150分

11230004

実
力
完
成
編

一
般
常
識
編

社
会
保
険
関
係
編

申込締切日
11月17日（木）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

①学校教育法（昭和22年法律第26号）によ
　る大学において学士の学位を得るのに必
　要な一般教養科目の学習を終えた者又は
　同法による短期大学もしくは高等専門学
　校を卒業した者　 
②上記の大学（短期大学を除く）において　
　62単位以上を修得した者
2011年4月11日（月）～5月31日（火）
2011年8月28日（日）　　　　　
選択式　10：30～11：50（80分）　　
択一式　13：10～16：40（210分）
9,000円

合格発表：2011年11月11日（金）
お問い合わせ先：
　全国社会保険労務士連合会　試験センター
　TEL 03-6225-4880
　試験センターホームページ
　http://www.sharosi-siken.or.jp/

9月27日（火） 19：0O～20：00

10月18日（火） 19：0O～20：00

11月15日（火） 19：0O～20：00
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講座コード

11230005

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

12月6日（火）   19：00～20：00（駿河台）

12月13日（火） 18：00～19：00（和　泉）

1月12日（木）   19：00～20：00（駿河台）  

1月19日（木）   18：00～19：00（和　泉）  

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
2012年11月11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) 
2010年度　6.60％

：
：
：

：

：

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
欠席フォロー＆無料ゼミ付

─就職・転職、公務員。予備試験やロースクール入試にも役立つ万能の資格─ 

講 座 概 要

期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

2月～10月
（ｅラーニングはお申込次第、
先行して学習できます）

火曜日(講義)

18:30～21:00

50名＋再履修者30名

講義20回＋eラーニング
（標準学習時間450時間）

一　　般：128,000円
学　　生： 98,000円
再履修者： 75,000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。

【バックアップフォロー】
◎会員限定サイトに講義音声をアップ
◎Webによる質問制度あり

eラーニング教材
オリジナルレジュメ

資格の魅力

講座趣旨

スケジュール

　行政書士試験を受けようと決めた私ですが、大学の専攻も法律とは無関係でしたし、専門的な知
識など全くありませんでした。行政書士試験には色々な科目があることを知り、独学で勉強を進め
るよりも試験合格を目指す講座を受講したほうが効率的に学べると感じたので、明治大学の「行政
書士合格対策講座」を受講することに決めました。

　全体講義では各科目でどういった知識が必要になるかという大枠をとらえ、細かい知識の習得に
ついては、空いている時間を使っていつでも学べるeラーニングと週に一度のゼミを利用しました。
　私の場合、全体講義を聞いた後にeラーニングでその科目の「基本説明」と「演習」の部分を進め
ていきました。平日は仕事をしている関係で、勉強は週末にかけて集中的に行いました。土曜日に
開催されるゼミも可能な限り出席し、ゼミの後は自習室を利用してｅラーニングを進める、といった
具合です。特に【民法】についてはただ覚えるというだけでは通用せず、条文や判例と絡めてどのよ
うな考え方をするかが大切になりますが、その部分はゼミでじっくり時間をかけて教えていただい
たので、毎週出席していくうちに何となく問題を解くポイントが掴めていったような気がします。

　試験の2ヶ月前頃には一通り各科目の基礎部分を終了し、「確認テスト」で知識が定着しているか
を振り返り、間違えた部分は基礎に戻って繰り返し学んでいくことと、実際の試験に向けて、ｅラー
ニングの「直前予習問題」と葛原先生に教えていただいた直前予想問題集も同時に進めていきまし
た。記述式問題は配点が大きく、解答に求められるキーワードが全て書けなくても部分点がもらえ
ることから記述式対策が非常に大事であることは以前から先生に教えていただいていたし、ゼミに
参加することで記述式に対応できる考え方が少しずつ芽生えていたので、予想問題を繰り返し解い
ていくうちに条文のどのキーワードが解答に求められているかという点が徐々にわかるようになっ
てきました。私が二度目にして無事試験に合格できたことは、記述式問題に対する苦手意識がなく
なり、模範解答通りでなくても何か書けば部分点がもらえるはず、と諦めずに回答をひねり出したこ
とが大いに関係したと思います。

　試験に向けての知識と問題を解くコツを先生方に教えていただいたおかげで、空いている時間を
有効に使い効率良く勉強を進めることができたと実感しています。親切に丁寧に教えてくださり、
本当にありがとうございました。

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。

● ● ● 行政書士の主な業務 ● ● ●

司法書士、社会保険労務士などと並び、高度な専門性を要求される士業の１つです。

国によって守られた職域は極めて広範。キャリアを生かした自在なビジネス展開が可能です。

難関の国家試験を制覇した、その努力が就職活動で高く評価されます。

3年生までに合格できれば法律科目は万全。自信と余裕を持って公務員を目指せます。

●学習効率を図る 5つのポイント
■合格ラインは60％
　そこで70％得点するのに必要な情報だけに厳選

■DoubleCheck機能など、ｅラーニングならではの多彩な機能

■演習問題中心の実践的な内容

■情報の一元的な集約
■弱点を明確化して徹底的にトレーニングするシステム

新司法試験の基礎固めと資格を一石二鳥で手に入れられます。

生講義

生講義・ｅラーニング・フォローアップゼミで
効率的に合格まで導きます。

平成22年度合格者　Ｙ．Ｋさん(30代・女性)

ｅラーニング

新進気鋭の弁護士と教材制作のプロが、抽象的な法
律を具体例を豊富に交えてわかりやすく指南。弁護士
による本格的な講義は明治大学リバティアカデミー
だけです。

いつでもどこでも自分のペースで学習できます。隙間時
間を利用して効率的に学べるので忙しい方に最適です。

＊学習時はネット接続不要。お申込み、教材ダウンロー
ドにはネット接続が必要

フォローアップ
ゼミ(無料)

アウトプットを中心にきめ細かく指導します。
やり取りをしながら自然に法的思考力が身につきます。

※土曜日10時～12時。詳細はベリースのサイトをご覧
ください。なお、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。

会社関連業務
会社設立、定款・議事録の作成、会計記帳、補助
金の手続など

国際関連業務
外国人登録、在留資格の取得、帰化申請、永住許可
申請など

親族・相続関連業務
離婚協議書・遺言書・遺産分割協議書の作成、
相続財産の調査、相続人の確定調査など
介護保険や成年後見制度などの分野も注目株

生活関連業務
内容証明書、各種契約書、示談書、協議書など
の作成。書類作成を通じて悪徳商法などから
市民生活を守る。

著作権業務
著作権登録、プログラム登録、著作権契約。

各種申請業務
建設業許可申請、入札資格申請、風俗営業許
可申請・営業開始届、飲食店営業許可申請、
古物商・質屋等営業許可申請、旅行業登録申
請、産業廃棄物処理業許可申請、農地法関連
許可申請・届出など

運輸関連業務
自動車登録申請、一般貨物自動車運送事業、特
定貨物自動車運送事業許可申請、タクシー営
業許可申請、交通事故示談書、保険金（後遺障
害、損害賠償金）の請求など

●試用版は、ガイダンスまたはリバ
　ティアカデミー事務局で配布して
　います。

●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。

●ソフトから会員登録すると、教材をダ
　ウンロードできるようになり、365日
　間ｅラーニングが利用可能になります。

※講義の途中に、適宜休憩が入る
　場合があります。

まずは試用版ＣＤを入手ください

詳細は　　

http://www.bellies.jp/

ベリース 検 索

2.5H×20回

標準学習時間
450時間

2H×30回以上

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。これは何事にも変え難い財産です。

　(大学２年)

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おさえ
ながら学習を進めていくことができました。

(40代、女性)
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憲法1 総論

憲法3 統治機構

憲法2 基本的人権

憲法 記述式対策

民法1 総則1

民法2 総則2・物権

民法3 担保物権・債権総論

民法4 債権総論

民法5 債権各論

民法6 親族相続

民法 記述式対策

記述式対策

行政法一般的な法理論等1

行政法一般的な法理論等2

行政法 行政手続法

行政法 行政不服審査法

行政法 行政事件訴訟法・国家賠償法

行政法 地方自治法

商法 総則商行為

会社法１

会社法2

一般知識等 個人情報保護・情報通信

一般知識等 政治・経済・社会

記述式対策

予想問題

基礎法学
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 4/10（火）
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 6/ 5（火）
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 6/26（火）

 7/10（火）
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担当 配信日eラーニング標準学習時間

申込締切日
1月30日（月）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　お電話にてお問い合わせください。

資

　格
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講座コード

11230005

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

12月6日（火）   19：00～20：00（駿河台）

12月13日（火） 18：00～19：00（和　泉）

1月12日（木）   19：00～20：00（駿河台）  

1月19日（木）   18：00～19：00（和　泉）  

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
2012年11月11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) 
2010年度　6.60％

：
：
：

：

：

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
欠席フォロー＆無料ゼミ付

─就職・転職、公務員。予備試験やロースクール入試にも役立つ万能の資格─ 

講 座 概 要
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定　員
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　行政書士試験を受けようと決めた私ですが、大学の専攻も法律とは無関係でしたし、専門的な知
識など全くありませんでした。行政書士試験には色々な科目があることを知り、独学で勉強を進め
るよりも試験合格を目指す講座を受講したほうが効率的に学べると感じたので、明治大学の「行政
書士合格対策講座」を受講することに決めました。

　全体講義では各科目でどういった知識が必要になるかという大枠をとらえ、細かい知識の習得に
ついては、空いている時間を使っていつでも学べるeラーニングと週に一度のゼミを利用しました。
　私の場合、全体講義を聞いた後にeラーニングでその科目の「基本説明」と「演習」の部分を進め
ていきました。平日は仕事をしている関係で、勉強は週末にかけて集中的に行いました。土曜日に
開催されるゼミも可能な限り出席し、ゼミの後は自習室を利用してｅラーニングを進める、といった
具合です。特に【民法】についてはただ覚えるというだけでは通用せず、条文や判例と絡めてどのよ
うな考え方をするかが大切になりますが、その部分はゼミでじっくり時間をかけて教えていただい
たので、毎週出席していくうちに何となく問題を解くポイントが掴めていったような気がします。

　試験の2ヶ月前頃には一通り各科目の基礎部分を終了し、「確認テスト」で知識が定着しているか
を振り返り、間違えた部分は基礎に戻って繰り返し学んでいくことと、実際の試験に向けて、ｅラー
ニングの「直前予習問題」と葛原先生に教えていただいた直前予想問題集も同時に進めていきまし
た。記述式問題は配点が大きく、解答に求められるキーワードが全て書けなくても部分点がもらえ
ることから記述式対策が非常に大事であることは以前から先生に教えていただいていたし、ゼミに
参加することで記述式に対応できる考え方が少しずつ芽生えていたので、予想問題を繰り返し解い
ていくうちに条文のどのキーワードが解答に求められているかという点が徐々にわかるようになっ
てきました。私が二度目にして無事試験に合格できたことは、記述式問題に対する苦手意識がなく
なり、模範解答通りでなくても何か書けば部分点がもらえるはず、と諦めずに回答をひねり出したこ
とが大いに関係したと思います。

　試験に向けての知識と問題を解くコツを先生方に教えていただいたおかげで、空いている時間を
有効に使い効率良く勉強を進めることができたと実感しています。親切に丁寧に教えてくださり、
本当にありがとうございました。

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。

● ● ● 行政書士の主な業務 ● ● ●

司法書士、社会保険労務士などと並び、高度な専門性を要求される士業の１つです。

国によって守られた職域は極めて広範。キャリアを生かした自在なビジネス展開が可能です。

難関の国家試験を制覇した、その努力が就職活動で高く評価されます。

3年生までに合格できれば法律科目は万全。自信と余裕を持って公務員を目指せます。

●学習効率を図る 5つのポイント
■合格ラインは60％
　そこで70％得点するのに必要な情報だけに厳選

■DoubleCheck機能など、ｅラーニングならではの多彩な機能

■演習問題中心の実践的な内容

■情報の一元的な集約
■弱点を明確化して徹底的にトレーニングするシステム

新司法試験の基礎固めと資格を一石二鳥で手に入れられます。

生講義

生講義・ｅラーニング・フォローアップゼミで
効率的に合格まで導きます。

平成22年度合格者　Ｙ．Ｋさん(30代・女性)

ｅラーニング

新進気鋭の弁護士と教材制作のプロが、抽象的な法
律を具体例を豊富に交えてわかりやすく指南。弁護士
による本格的な講義は明治大学リバティアカデミー
だけです。

いつでもどこでも自分のペースで学習できます。隙間時
間を利用して効率的に学べるので忙しい方に最適です。

＊学習時はネット接続不要。お申込み、教材ダウンロー
ドにはネット接続が必要

フォローアップ
ゼミ(無料)

アウトプットを中心にきめ細かく指導します。
やり取りをしながら自然に法的思考力が身につきます。

※土曜日10時～12時。詳細はベリースのサイトをご覧
ください。なお、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。

会社関連業務
会社設立、定款・議事録の作成、会計記帳、補助
金の手続など

国際関連業務
外国人登録、在留資格の取得、帰化申請、永住許可
申請など

親族・相続関連業務
離婚協議書・遺言書・遺産分割協議書の作成、
相続財産の調査、相続人の確定調査など
介護保険や成年後見制度などの分野も注目株

生活関連業務
内容証明書、各種契約書、示談書、協議書など
の作成。書類作成を通じて悪徳商法などから
市民生活を守る。

著作権業務
著作権登録、プログラム登録、著作権契約。

各種申請業務
建設業許可申請、入札資格申請、風俗営業許
可申請・営業開始届、飲食店営業許可申請、
古物商・質屋等営業許可申請、旅行業登録申
請、産業廃棄物処理業許可申請、農地法関連
許可申請・届出など

運輸関連業務
自動車登録申請、一般貨物自動車運送事業、特
定貨物自動車運送事業許可申請、タクシー営
業許可申請、交通事故示談書、保険金（後遺障
害、損害賠償金）の請求など

●試用版は、ガイダンスまたはリバ
　ティアカデミー事務局で配布して
　います。

●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。

●ソフトから会員登録すると、教材をダ
　ウンロードできるようになり、365日
　間ｅラーニングが利用可能になります。

※講義の途中に、適宜休憩が入る
　場合があります。

まずは試用版ＣＤを入手ください

詳細は　　

http://www.bellies.jp/

ベリース 検 索

2.5H×20回

標準学習時間
450時間

2H×30回以上

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。これは何事にも変え難い財産です。

　(大学２年)

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おさえ
ながら学習を進めていくことができました。

(40代、女性)

1

3
2

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18

19
20

憲法1 総論

憲法3 統治機構

憲法2 基本的人権

憲法 記述式対策

民法1 総則1

民法2 総則2・物権

民法3 担保物権・債権総論

民法4 債権総論

民法5 債権各論

民法6 親族相続

民法 記述式対策

記述式対策

行政法一般的な法理論等1

行政法一般的な法理論等2

行政法 行政手続法

行政法 行政不服審査法

行政法 行政事件訴訟法・国家賠償法

行政法 地方自治法

商法 総則商行為

会社法１

会社法2

一般知識等 個人情報保護・情報通信

一般知識等 政治・経済・社会

記述式対策

予想問題

基礎法学

※国賠法を含む 6/15

※国賠法を除く

12/16
 1/13

 2/17

 1/27

 3/2

 3/30

 4/13

 4/27

 5/25

 7/6

 7/27

 8/17
 8/31

 9/21

10/ 5

10h

30h

50h

15h

20h

22h

9h

21h

21h

15h

20h

33h

13h

12h

18h

36h

10h

5h

15h

33h

12h

9h

15h

6h

講義 内容

 2/ 7（火）

 2/21（火）

 3/ 6（火）

 3/13（火）

 3/27（火）

 4/10（火）

 4/24（火）

 5/ 8（火）

 5/22（火）

 6/ 5（火）

 6/12（火）

 6/26（火）

 7/10（火）

 7/24（火）

 8/ 7（火）

 8/21（火）

 8/28（火）

 9/11（火）

 9/25（火）

10/ 2（火）

━

━

━

━

━

━

講義日程

葛原

葛原

葛原

米田

米田

米田

米田

米田

葛原

葛原

葛原

葛原

葛原

葛原

葛原

葛原

米田

米田

葛原

葛原

担当 配信日eラーニング標準学習時間

申込締切日
1月30日（月）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　お電話にてお問い合わせください。

資

　格

資

　格
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講座コード

11230006

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

12月～2月

木曜日

19:00～21:10

40名

8回（全8日16H）

受 講 料
一 般 ： 22,000円
学 生 ： 17,000円

※教材費は受講料に含まれています。

教　材 「ゼロからの貿易実務」

試 験 概 要

受験資格
試 験 日
試験科目
試験会場
合格発表
合格基準
合 格 率

本講座受講者
2012年2月9日（木）
短答式のみ
試験会場:協会指定会場
試験日から40日以内
約70%以上
60%台(全国平均)

資

　格

資

　格

：
：
：
：
：
：
：

貿易実務合格対策講座(入門) 
実務経験のない初めての方でも短期間で学べます。 

講座趣旨

　貿易関連企業において、貿易の知識を高め、仕事の能力向上を計るために新入社
員を対象として貿易に関する企業内研修に力を入れているとよく耳にします。貿易関
連業界に貿易の基本をしっかりと理解をした後で就職、転職をされる方は、そう多く
はおりません。このことは、特に貿易実務の経験のない初心者の方にとって、貿易の
書類等を片手に独学されてもその内容を理解することが難しく、また周囲の方に聞
いてみてもほとんどその答えは返ってこない等ということに起因しているように思え
ます。
　本講座においては、貿易実務未経験の全くの初心者を対象に貿易の仕事において
特に大切な分野(契約、運送、保険、決済、クレーム)を中心に短期間(2H×8回)のう
ちに貿易のポイントをわかり易く学習していきます。また、希望者の方には一般社団
法人国際貿易マネジメント協会主催の3級貿易スペシャリスト認定試験の合格をめ
ざすこともできるようになっています。(目標を定めて学習することは、学習効率が上
がるように思われます。)
　さあ、ご一緒に“貿易丸”に乗船し、“貿易島”に向けて貿易の波に暫しの間揺られ
てみませんか。きっと良い経験となることでしょう!

内 容 日 程

12/ 1（木）

12/ 8（木）

12/15（木）

12/22（木）

1/12（木）

1/19（木）

1/26（木）

2/ 2（木）

1

2

3

4

5

6

7

8

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、東京都雇用対策講座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。 

てら   お     ひで   お

寺尾 秀雄

講師紹介

TEL：03-5767-9200
http://www1.cts.ne.jp̃bbk/

お問い合わせ：

  国際コミュニティ代表取締役

※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

11月 10日（木） 19：00～20：00

11月 17日（木） 19：00～20：00
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 てら   お     ひで   お

寺尾 秀雄  国際コミュニティ代表取締役
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、東京都雇用対策講座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

10月～11月

土曜日

13:00～17:40（4.5H）
13:00～17:55
（5H・11月19日、11月26日のみ）

定　員 45名

回　数 14回（全7日32H）

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)
貿易実務の必修知識を体系的に習得できます。 

※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50%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12月3日（土）（予定）
主に短答式
協会指定会場
試験日から40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：60%前後（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

9月22日（木） 19：00～20：00

10月1日（土） 13：30～14：30

11230007

受講生の声受講生の声

講座趣旨
　この度の大震災等の影響もあり日本経済はしばらくの間は、踊場的状況が続くように言われ
ておりますが、中期的に観ればますます国際社会におけるシームレス化が進み、状況が整えば
内需拡大とあわせてさらなるグローバル化が望まれています。
　このことは、我が国にとって、今後ともに付加価値の高い物造り、あわせて、“優秀な貿易パー
ソン”を育成することが不可欠であることを物語っています。“優秀な貿易パーソン”になる第
一歩として、貿易の四本柱である「契約・運送・保険・決済」に関する国際ルールとそれらの書
類を通して貿易の全体構造をしっかりと理解することが大切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、希望者にはC級レベルの検定試験及び2級
レベルの認定試験(貿易取引主任者)に合格することをも目指すことができます。本講座を通じ
て就職・転職等に役立てて頂きたいと存じます。

■ 　　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

■ 　私は大学で勉強する流通について理解を深めるため本講座を受講しました。今
日の流通業界は例外なく国外からの影響を受けており、貿易を知らずに流通を学ん
でいては井の中の蛙になりかねないと考えたからです。
　受講内容は、本を読むだけでは難しい部分もありましたが、先生の解説があった
ために理解しやすかったです。例えば書類や通関については普段関わることがあり
ませんでしたが、数々の現場を見てこられた先生の話からイメージをしながら覚え
ていくことができました。受講後は以前よりも経済や国際関係のニュースに対する
理解度が向上したと実感しています。
　今後は学び得た知識を土台として、より豊かな研究内容にできるものと確信しています。

貿易実務合格対策講座(初級)受講生　相原美咲

内 容 日 程

9

10

11

12

13

14

内 容 日 程

1

10/15
（土）

2

3

4

10/22
（土）

5

6

10/29
（土）

11/12
（土）

11/19
（土）

11/26
（土）

11/5
（土）

7

8

※出席率80％以上の方には、
　当講座の履修証書を付与します。

※出席率80%以上の方に履修証書を付与いたします。
※当講座受講生は、明治大学で受験出来ます。

受 講 料
一般 : 38,000円
学生 : 28,000円

申込締切日
10月7日（金）
締切後に申込みを希望される場合は、
電話にてお問い合わせください。

申込締切日
11月22日（火）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　お電話にてお問い合わせください。

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12月4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回（2
時間×5回＝10時間）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。

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4回（2時間
10分×4回＝8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。

初級コース〔Ｃ級及び2級貿易スペシャリスト対応〕

取引交渉と契約までの流れ
確定申込み、反対申込みそして契約に至る
流れ及び契約書の表面と裏面のポイントを
学習します(ウィーン売買契約をも含む)。

インコタームズ等
インコタームズ13種類とインコターム
ズ2010の内容を体系的に理解します。

国際複合輸送
ヘーグ・ウィズビー・ルール、ワルソー条約等を運
送人の責任等を中心に学習し、在来船やコンテナ
船そして航空輸送についてもふれていきます。

貨物海上保険等
貨物海上保険のみならず輸出手形保険
やPL保険をも解説します。

船積書類
10種類程の船積書類を読みながら貿
易の書類の役割を理解します。

為替手形と信用状
実際の信用状を見て手形、B/L、保険証
券との関係及びUCP600の骨子を学
習します。

船積と荷卸
船積時及び荷卸時の書類及びその流れ
を習得します。

決済と外国為替
貿易代金決済、為替相場、先物予約、輸
入金融等を学習します。

クレームと貿易全体
クレーム時の解決方法及び貿易に関する
条約・協定・貿易形態等を解説します。

貿易英語
英文契約書及び場面設定での英文表現
等を学びます。

まとめ(1)
これまで学習してきた内容を問題を解き
ながら復習をかねて理解を深めます。

まとめ(2)
これまで学習してきた内容を問題を解き
ながら復習をかねて理解を深めます。

外為法、関税法
輸出入時の取引規制としての外為法等
及び関税の仕組を学びます。

通関手続等
関税三法の実務における重要ポイント
をわかり易く解説します。

〈一般社団法人 国際貿易マネジメント協会〉
　（3級スペシャリスト/貿易取引者認定試験）

売買契約とインコタームズ
契約に至るまでの申込みや承諾等の重要ポイント及び契約書表
面の解説とインコタームズ2010の主な内容を理解します。

運送と貨物海上保険
海上輸送、航空輸送そして複合一貫輸送のポイント及び貨物海上
保険の保険期間、種類、免責事由等を学習します。

船積書類と荷為替手形
インボイス、B/L、I/P等を読解し、B/Lや荷為替手形を作成する。
貿易の書類の流れもあわせて習得したい。

信用状を読む
信用状を読みながら船積書類との関係及びUCP600の主な規
定を解説します。

輸出入通関と関税
税関に対する輸出入手続きと関税等の規定をわかり易く体系的
に学習します。

決済とクレーム
貿易における代金の支払い方法の種類及び為替相場等と貨物損
傷時等のクレーム方法について学びます。

貿易英語とまとめ(1)
場面設定による英文表現と貿易英語の重要単語を習得します。
また、問題を解きながら今までの復習を致します。

まとめ(2)
認定試験問題等を解きながら効率よく総復習します。

入門コース【3級貿易スペシャリスト対応】
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講座コード

11230006

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

12月～2月

木曜日

19:00～21:10

40名

8回（全8日16H）

受 講 料
一 般 ： 22,000円
学 生 ： 17,000円

※教材費は受講料に含まれています。

教　材 「ゼロからの貿易実務」

試 験 概 要

受験資格
試 験 日
試験科目
試験会場
合格発表
合格基準
合 格 率

本講座受講者
2012年2月9日（木）
短答式のみ
試験会場:協会指定会場
試験日から40日以内
約70%以上
60%台(全国平均)

資

　格

資

　格

：
：
：
：
：
：
：

貿易実務合格対策講座(入門) 
実務経験のない初めての方でも短期間で学べます。 

講座趣旨

　貿易関連企業において、貿易の知識を高め、仕事の能力向上を計るために新入社
員を対象として貿易に関する企業内研修に力を入れているとよく耳にします。貿易関
連業界に貿易の基本をしっかりと理解をした後で就職、転職をされる方は、そう多く
はおりません。このことは、特に貿易実務の経験のない初心者の方にとって、貿易の
書類等を片手に独学されてもその内容を理解することが難しく、また周囲の方に聞
いてみてもほとんどその答えは返ってこない等ということに起因しているように思え
ます。
　本講座においては、貿易実務未経験の全くの初心者を対象に貿易の仕事において
特に大切な分野(契約、運送、保険、決済、クレーム)を中心に短期間(2H×8回)のう
ちに貿易のポイントをわかり易く学習していきます。また、希望者の方には一般社団
法人国際貿易マネジメント協会主催の3級貿易スペシャリスト認定試験の合格をめ
ざすこともできるようになっています。(目標を定めて学習することは、学習効率が上
がるように思われます。)
　さあ、ご一緒に“貿易丸”に乗船し、“貿易島”に向けて貿易の波に暫しの間揺られ
てみませんか。きっと良い経験となることでしょう!

内 容 日 程

12/ 1（木）

12/ 8（木）

12/15（木）

12/22（木）

1/12（木）

1/19（木）

1/26（木）

2/ 2（木）

1

2

3

4

5

6

7

8

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、東京都雇用対策講座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。 

てら   お     ひで   お

寺尾 秀雄

講師紹介

TEL：03-5767-9200
http://www1.cts.ne.jp̃bbk/

お問い合わせ：

  国際コミュニティ代表取締役

※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

11月 10日（木） 19：00～20：00

11月 17日（木） 19：00～20：00

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 33

 てら   お     ひで   お

寺尾 秀雄  国際コミュニティ代表取締役
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、東京都雇用対策講座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

10月～11月

土曜日

13:00～17:40（4.5H）
13:00～17:55
（5H・11月19日、11月26日のみ）

定　員 45名

回　数 14回（全7日32H）

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)
貿易実務の必修知識を体系的に習得できます。 

※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50%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12月3日（土）（予定）
主に短答式
協会指定会場
試験日から40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：60%前後（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

9月22日（木） 19：00～20：00

10月1日（土） 13：30～14：30

11230007

受講生の声受講生の声

講座趣旨
　この度の大震災等の影響もあり日本経済はしばらくの間は、踊場的状況が続くように言われ
ておりますが、中期的に観ればますます国際社会におけるシームレス化が進み、状況が整えば
内需拡大とあわせてさらなるグローバル化が望まれています。
　このことは、我が国にとって、今後ともに付加価値の高い物造り、あわせて、“優秀な貿易パー
ソン”を育成することが不可欠であることを物語っています。“優秀な貿易パーソン”になる第
一歩として、貿易の四本柱である「契約・運送・保険・決済」に関する国際ルールとそれらの書
類を通して貿易の全体構造をしっかりと理解することが大切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、希望者にはC級レベルの検定試験及び2級
レベルの認定試験(貿易取引主任者)に合格することをも目指すことができます。本講座を通じ
て就職・転職等に役立てて頂きたいと存じます。

■ 　　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

■ 　私は大学で勉強する流通について理解を深めるため本講座を受講しました。今
日の流通業界は例外なく国外からの影響を受けており、貿易を知らずに流通を学ん
でいては井の中の蛙になりかねないと考えたからです。
　受講内容は、本を読むだけでは難しい部分もありましたが、先生の解説があった
ために理解しやすかったです。例えば書類や通関については普段関わることがあり
ませんでしたが、数々の現場を見てこられた先生の話からイメージをしながら覚え
ていくことができました。受講後は以前よりも経済や国際関係のニュースに対する
理解度が向上したと実感しています。
　今後は学び得た知識を土台として、より豊かな研究内容にできるものと確信しています。

貿易実務合格対策講座(初級)受講生　相原美咲

内 容 日 程

9

10

11

12

13

14

内 容 日 程

1

10/15
（土）

2

3

4

10/22
（土）

5

6

10/29
（土）

11/12
（土）

11/19
（土）

11/26
（土）

11/5
（土）

7

8

※出席率80％以上の方には、
　当講座の履修証書を付与します。

※出席率80%以上の方に履修証書を付与いたします。
※当講座受講生は、明治大学で受験出来ます。

受 講 料
一般 : 38,000円
学生 : 28,000円

申込締切日
10月7日（金）
締切後に申込みを希望される場合は、
電話にてお問い合わせください。

申込締切日
11月22日（火）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　お電話にてお問い合わせください。

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12月4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回（2
時間×5回＝10時間）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。

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4回（2時間
10分×4回＝8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。

初級コース〔Ｃ級及び2級貿易スペシャリスト対応〕

取引交渉と契約までの流れ
確定申込み、反対申込みそして契約に至る
流れ及び契約書の表面と裏面のポイントを
学習します(ウィーン売買契約をも含む)。

インコタームズ等
インコタームズ13種類とインコターム
ズ2010の内容を体系的に理解します。

国際複合輸送
ヘーグ・ウィズビー・ルール、ワルソー条約等を運
送人の責任等を中心に学習し、在来船やコンテナ
船そして航空輸送についてもふれていきます。

貨物海上保険等
貨物海上保険のみならず輸出手形保険
やPL保険をも解説します。

船積書類
10種類程の船積書類を読みながら貿
易の書類の役割を理解します。

為替手形と信用状
実際の信用状を見て手形、B/L、保険証
券との関係及びUCP600の骨子を学
習します。

船積と荷卸
船積時及び荷卸時の書類及びその流れ
を習得します。

決済と外国為替
貿易代金決済、為替相場、先物予約、輸
入金融等を学習します。

クレームと貿易全体
クレーム時の解決方法及び貿易に関する
条約・協定・貿易形態等を解説します。

貿易英語
英文契約書及び場面設定での英文表現
等を学びます。

まとめ(1)
これまで学習してきた内容を問題を解き
ながら復習をかねて理解を深めます。

まとめ(2)
これまで学習してきた内容を問題を解き
ながら復習をかねて理解を深めます。

外為法、関税法
輸出入時の取引規制としての外為法等
及び関税の仕組を学びます。

通関手続等
関税三法の実務における重要ポイント
をわかり易く解説します。

〈一般社団法人 国際貿易マネジメント協会〉
　（3級スペシャリスト/貿易取引者認定試験）

売買契約とインコタームズ
契約に至るまでの申込みや承諾等の重要ポイント及び契約書表
面の解説とインコタームズ2010の主な内容を理解します。

運送と貨物海上保険
海上輸送、航空輸送そして複合一貫輸送のポイント及び貨物海上
保険の保険期間、種類、免責事由等を学習します。

船積書類と荷為替手形
インボイス、B/L、I/P等を読解し、B/Lや荷為替手形を作成する。
貿易の書類の流れもあわせて習得したい。

信用状を読む
信用状を読みながら船積書類との関係及びUCP600の主な規
定を解説します。

輸出入通関と関税
税関に対する輸出入手続きと関税等の規定をわかり易く体系的
に学習します。

決済とクレーム
貿易における代金の支払い方法の種類及び為替相場等と貨物損
傷時等のクレーム方法について学びます。

貿易英語とまとめ(1)
場面設定による英文表現と貿易英語の重要単語を習得します。
また、問題を解きながら今までの復習を致します。

まとめ(2)
認定試験問題等を解きながら効率よく総復習します。

入門コース【3級貿易スペシャリスト対応】
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資

　格

資

　格

講座コード

11230008

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

10月～12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。

50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
　キャンパスで実施いたします。

ガイダンス

9月21日（水） 18：00～19：00（和泉）

9月26日（月） 19：00～20：00（駿河台）

9月28日（水） 18：00～19：00（和泉）

10月3日（月） 19：00～20：00（駿河台）

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
10/12（水）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
10/17（月）2

財務諸表と企業分析

10/26（水）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、売買の受渡代金計算)など

株式業務

12/ 7（水）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)
倫理コード、IOSCOの行為規範原則、金融サービス業におけるプリンシ
プルなど

証券市場の基礎知識

12/14（水）17

12/19（月）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

12/12（月）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10/19（水）3

10/24（月）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10/31（月）6

11/ 2（水）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

11/ 7（月）8

11/ 9（水）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

11/14（月）10

11/16（水）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

11/28（月）12

11/30（水）13

12/ 5（月）14

講座趣旨
　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。
　今、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。
　いろいろな種類が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。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。
　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
も、どうぞ。
　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。

　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。
　どなたでも受講できます。さあ、一緒に頑張りましょう!!

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 

申込締切日
10月4日（火）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。



MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

講座コード

11230009

資　格

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

10月～1月

火・土曜日

19:00～21:00（火曜日）
13:00～17:00(土曜日)
※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。

一発合格 FP技能士3級
　完全攻略テキスト(ナツメ社)
一発合格 FP技能士3級
　完全攻略実践問題集(ナツメ社)

※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

9月22日（木） 19：00～20：00

9月27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

8

村岡 清樹

1 ライフプランニングと資金計画

リスク管理

年金・社会保険

年金・社会保険

金融資産運用

金融資産運用

タックスプランニング

タックスプランニング

タックスプランニング

不動産

不動産

相続・事業承継

相続・事業承継

相続・事業承継

試験対策

試験対策

（火）

（火）

（火）

（火）

　

（火）

（火）

（火）

　

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

10/  4

10/11

10/18

10/25

 

11/  8

11/15

11/22

 

11/29

12/  6

12/13

12/20

1/10

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

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

18,803名

32,551名

18,941名

22,856名

17,810名

47,949名

31,194名

41,880名

51.7%

　62.1%

　57.5%

62.4%

64.7%

91.6%

76.9%

78.4%

実技

学科

実技

学科

実技

学科

実技

学科

53,039名
2011.1.23

33,384名

38,022名

11,826名

71.7%

35.4%

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・編著「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「アパート・マンション経営がぜん
ぶわかる本」あさ出版「相続の手続と節税がぜんぶわかる本」あさ出版「らくらく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 

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
司法書士の資格を取り企業の法務部で働いていたが、税理士へ。
実家がアパート経営で、大家さんを手助けできる税理士を目指して
います。

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） 税理士（東京シティ税理士事務所）

資

　格

70名

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY34 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 35

資

　格

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。

10/29

11/26

（土）

（土）

9月27日（火）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※教材費は受講料に含みます。



MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

資

　格

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY36 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 37

資

　格

資

　格

講座コード

11230010

資　格

内 容 日 程

11/29
（火）

8

1 10/18
（火）

2 10/25
（火）

3 11/  8
（火）

4 11/15
（火）

5 11/17
（木）

6 11/22
（火）

7 11/24
（木）

検定

検定試験は検定試験センターが指定する都内の会場で行います。
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。

12/  4
（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。
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。こ
れから就職活動を始める人にとって必要な、ビジネスマナー、ビジネスコミュニケー
ション、問題解決能力、仕事のマネジメント能力など様々なビジネススキルについて
学習を進めます。
B検2級合格はもちろんのこと、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、和泉キャンパスで実施いたします。

ガイダンス

受講生の声受講生の声

10月    6日（木） 18：00～19：00

9月27日（火） 18：00～19：00

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31回  2011年12月4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
2012年1月中旬
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4-2-25  私学会館別館
TEL：03-5275-6336  http://bken.sgec.or.jp/about/

グループワークを中心として、問題解決に向けた様々な
考え方や複数人での議論の進め方を学んだ後、実際の検
定に向けた知識を習得していくため、無理に暗記せずと
も自然に覚えることが出来ます。
また、講師の方からは、実際の社会人としての率直な御
意見も拝聴できるため、就職活動の大きな助けになるの
ではないでしょうか。(女、20代、学生)
ビジネス検定講座では、ビジネスマナーや会社の仕組み
等、これから就職活動を始める上で知っておきたい知識
を得ることができます。講座自体は、先生の実体験を交
えて、パワーポイントやプリントを使い、わかりやすく進
行していただけるので、2時間半の授業があっという間
に感じられるほど楽しいです。(女、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
就職活動のキックオフ支援講座

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

10月～11月、12月（検定）

火・木曜日

18:00～20:30

30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。

「ビジネス能力検定2級テキスト」
日本能率協会マネジメントセンター

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。

オリエンテーション  これからの就職活動を始めるにあたって
「時代を生き抜くキャリアマネジメント」

社会で求められるビジネスマナーの基本
「仕事の原点はお客様の声」「チームワークと人のネットワーク」

ことば遣いと話し方の基本
「場に応じたビジネス会話」「効果的なビジネスプレゼンテーション」

ビジネスコミュニケーションとは
「不満を信頼に変えるクレーム対応」「接客・営業の進め方」

ビジネス文書の書き方・報告書と議事録の書き方
「社内文書と社外文書」

仕事のマネジメントとは
「仕事のマネジメント」「計画・スケジュール管理」

答案演習 解答解説

問題解決の方法とは
「問題解決力と論理的思考」「ビジネスと法律知識」

場　所 和泉キャンパス

10月8日（土）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

内 容 日 程

10/19（水）1
①栄養と健康
栄養素の働き、病気と食事の関わり、運動と休養を学び、ココロと
カラダの健康づくりをサポート。

10/26（水）2
②食文化と食習慣
調理のコツや献立の工夫、行事と料理、テーブルマナーなどを心得
て、暮らしの中の「食」を演出。

11/  2（水）3
③食品学
食品の分類法を把握し、生鮮食品・加工食品の表示、アレルギー表
示、栄養表示を読み解く。

11/  9（水）4
④衛生管理
食中毒予防の決め手となる衛生管理、食生活の安全を守るため
に、具体的な対策をマスター。

11/16（水）5
⑤食マーケット
流通の役割や小売の形態が多様化する中で、商品をよりよい環境
のもと消費者に提供する。

11/22（火）6
⑥社会生活
「食」を取巻く消費生活における身近な経済や法律などを社会のし
くみとともに知る。

11/27（日）検定 検定申し込みは、第1回目の講座の中で受験手続きを行います。
検定試験は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）の教室で行います。

講座趣旨

講座コード

11230011

資　格

現代における「食」のテーマは、個人のみならず家族や社会にとって大きなテーマ
です。この問題を解決するには断片的な知識ではなく、「食」を「生活」の視点で考え
る総合的な知識が必要です。全カリキュラムを学習することによって、検定2級の合
格はもちろんのこと、実践できる「食育」の担い手を目指します。
栄養や健康の情報、食材や食品情報など『食』に関する情報があふれているにも関

わらず、その一方では、生活習慣病などによる健康障害の問題、食品の不正表示や食
中毒などによる事件・事故が発生しているのが現実です。
検定3級のテーマはこれらの諸問題を踏まえ、「消費者として賢く生きるための、食

生活における知識」でした。検定2級では、これらに加え『食生活を提供する側』の知
識や視点がプラスされます。つまり、食品メーカーや食品流通、食品販売や飲食店、
福祉や介護などそれぞれの立場において食を通じ、いかに健康で豊かな生活を提供
できるかといった役割が求められます。
本講座は、2級検定の出題範囲の習得とともに、他の講座では行っていない「食の

トレンド」の最新情報を学習することによって、一消費者として、すぐに日常生活で役
立てることができる講座内容が大きな特徴です。
「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、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
人材を目指してがんばりましょう！

※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

10月  5日（水） 18：30～19：30

9月28日（水） 18：30～19：30

試 験 概 要

受験資格
試験日程
受 験 料
試験時間
試験科目

出題形式
試験問題
合格ライン

特になし
2011年11月27日（日）
2級 7,000円
13：30～15：00（90分）
①栄養と健康 ②食文化と食習慣
③食品学 ④衛生管理
⑤食マーケット ⑥社会生活　
選択問題（6肢択一） 記述問題（用語や単語）
55題前後
試験科目（①～⑥）の合計点数の70％を正解

：
：
：
：
：

：
：
：

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（2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

10月～11月、11月（検定）

火・水曜日

18:30～21:00
※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 ： 32,000円
学 生 ： 27,000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  2級
テキスト＋模擬問題集

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。

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も学習します。

“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ろんのこと、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。

「食生活アドバイザー   」は一般社団法人FLAネットワーク協会が使用権を有する登録商標です。

10月11日（火）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日
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講座コード

11230010

資　格

内 容 日 程

11/29
（火）

8

1 10/18
（火）

2 10/25
（火）

3 11/  8
（火）

4 11/15
（火）

5 11/17
（木）

6 11/22
（火）

7 11/24
（木）

検定

検定試験は検定試験センターが指定する都内の会場で行います。
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。

12/  4
（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。
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。こ
れから就職活動を始める人にとって必要な、ビジネスマナー、ビジネスコミュニケー
ション、問題解決能力、仕事のマネジメント能力など様々なビジネススキルについて
学習を進めます。
B検2級合格はもちろんのこと、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、和泉キャンパスで実施いたします。

ガイダンス

受講生の声受講生の声

10月    6日（木） 18：00～19：00

9月27日（火） 18：00～19：00

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31回  2011年12月4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
2012年1月中旬
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4-2-25  私学会館別館
TEL：03-5275-6336  http://bken.sgec.or.jp/about/

グループワークを中心として、問題解決に向けた様々な
考え方や複数人での議論の進め方を学んだ後、実際の検
定に向けた知識を習得していくため、無理に暗記せずと
も自然に覚えることが出来ます。
また、講師の方からは、実際の社会人としての率直な御
意見も拝聴できるため、就職活動の大きな助けになるの
ではないでしょうか。(女、20代、学生)
ビジネス検定講座では、ビジネスマナーや会社の仕組み
等、これから就職活動を始める上で知っておきたい知識
を得ることができます。講座自体は、先生の実体験を交
えて、パワーポイントやプリントを使い、わかりやすく進
行していただけるので、2時間半の授業があっという間
に感じられるほど楽しいです。(女、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
就職活動のキックオフ支援講座

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

10月～11月、12月（検定）

火・木曜日

18:00～20:30

30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。

「ビジネス能力検定2級テキスト」
日本能率協会マネジメントセンター

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。

オリエンテーション  これからの就職活動を始めるにあたって
「時代を生き抜くキャリアマネジメント」

社会で求められるビジネスマナーの基本
「仕事の原点はお客様の声」「チームワークと人のネットワーク」

ことば遣いと話し方の基本
「場に応じたビジネス会話」「効果的なビジネスプレゼンテーション」

ビジネスコミュニケーションとは
「不満を信頼に変えるクレーム対応」「接客・営業の進め方」

ビジネス文書の書き方・報告書と議事録の書き方
「社内文書と社外文書」

仕事のマネジメントとは
「仕事のマネジメント」「計画・スケジュール管理」

答案演習 解答解説

問題解決の方法とは
「問題解決力と論理的思考」「ビジネスと法律知識」

場　所 和泉キャンパス

10月8日（土）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

内 容 日 程

10/19（水）1
①栄養と健康
栄養素の働き、病気と食事の関わり、運動と休養を学び、ココロと
カラダの健康づくりをサポート。

10/26（水）2
②食文化と食習慣
調理のコツや献立の工夫、行事と料理、テーブルマナーなどを心得
て、暮らしの中の「食」を演出。

11/  2（水）3
③食品学
食品の分類法を把握し、生鮮食品・加工食品の表示、アレルギー表
示、栄養表示を読み解く。

11/  9（水）4
④衛生管理
食中毒予防の決め手となる衛生管理、食生活の安全を守るため
に、具体的な対策をマスター。

11/16（水）5
⑤食マーケット
流通の役割や小売の形態が多様化する中で、商品をよりよい環境
のもと消費者に提供する。

11/22（火）6
⑥社会生活
「食」を取巻く消費生活における身近な経済や法律などを社会のし
くみとともに知る。

11/27（日）検定 検定申し込みは、第1回目の講座の中で受験手続きを行います。
検定試験は、駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）の教室で行います。

講座趣旨

講座コード

11230011

資　格

現代における「食」のテーマは、個人のみならず家族や社会にとって大きなテーマ
です。この問題を解決するには断片的な知識ではなく、「食」を「生活」の視点で考え
る総合的な知識が必要です。全カリキュラムを学習することによって、検定2級の合
格はもちろんのこと、実践できる「食育」の担い手を目指します。
栄養や健康の情報、食材や食品情報など『食』に関する情報があふれているにも関

わらず、その一方では、生活習慣病などによる健康障害の問題、食品の不正表示や食
中毒などによる事件・事故が発生しているのが現実です。
検定3級のテーマはこれらの諸問題を踏まえ、「消費者として賢く生きるための、食

生活における知識」でした。検定2級では、これらに加え『食生活を提供する側』の知
識や視点がプラスされます。つまり、食品メーカーや食品流通、食品販売や飲食店、
福祉や介護などそれぞれの立場において食を通じ、いかに健康で豊かな生活を提供
できるかといった役割が求められます。
本講座は、2級検定の出題範囲の習得とともに、他の講座では行っていない「食の

トレンド」の最新情報を学習することによって、一消費者として、すぐに日常生活で役
立てることができる講座内容が大きな特徴です。
「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、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
人材を目指してがんばりましょう！

※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

10月  5日（水） 18：30～19：30

9月28日（水） 18：30～19：30

試 験 概 要

受験資格
試験日程
受 験 料
試験時間
試験科目

出題形式
試験問題
合格ライン

特になし
2011年11月27日（日）
2級 7,000円
13：30～15：00（90分）
①栄養と健康 ②食文化と食習慣
③食品学 ④衛生管理
⑤食マーケット ⑥社会生活　
選択問題（6肢択一） 記述問題（用語や単語）
55題前後
試験科目（①～⑥）の合計点数の70％を正解

：
：
：
：
：

：
：
：

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（2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

10月～11月、11月（検定）

火・水曜日

18:30～21:00
※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 ： 32,000円
学 生 ： 27,000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  2級
テキスト＋模擬問題集

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。

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も学習します。

“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ろんのこと、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。

「食生活アドバイザー   」は一般社団法人FLAネットワーク協会が使用権を有する登録商標です。

10月11日（火）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日
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講座コード

11230012

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

9月20日（火） 19：00～20：00

9月16日（金） 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95回  平成23年11月13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級合格率：59.9%（2011年6月）

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、11月12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

10月～11月

火・金曜日

19:00～21:00（1・10回）

19:00～21:30（2～9回）

50名

10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。

内 容 日 程

2011年6月 リバティアカデミー合格率

筆記試験 91.7％（合格者11名、受験者12名）

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。

1 オリエンテーション 必要とされる資質①

必要とされる資質② 職務知識① 一般知識①

職務知識② 一般知識②

技能① マナー・接遇① 一般知識③

技能② マナー・接遇② 一般知識④

技能③ マナー・接遇③ 一般知識⑤

技能④ マナー・接遇④ 一般知識⑥

技能⑤ マナー・接遇⑤ 一般知識⑦

技能⑥ マナー・接遇⑥ 一般知識⑧

模擬試験・解答解説

（火）

（金）

（火）

（金）

（火）

（金）

（火）

（金）

（金）

（火）

10/  4

10/  7

10/11

10/14

10/18

10/21

10/25

10/28

11/  4

11/  8

2
3
4
5
6
7
8
9
10

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11月に行われる第95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

受講生の声受講生の声
■今回初めて秘書検定講座に通わせていただきましたが、講師の方、そして事務局の方
がとても親切でとても学びやすい環境でした。講座自体もわかりやすく丁寧に、ポイン
トを踏まえて教えてくださったので、とてもためになりました。今回学んだことは今後
に生かすことが出来ると思います。ありがとうございました。

■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

講師紹介

保坂 美鶴子 早稲田ワーキングスクール講師

9月26日（月）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※講義の途中に、適宜休憩が
　入る場合があります。

ほ   さか み つ こ

(株)コナミスポーツ＆ライフ人材開発部を経て、企業内研修、接遇マナー教育、ビジネスマナー教育、秘書教育に携わる。企業ではマネジメント研修、
サービス接遇研修も担当。大学では秘書検定対策講座をはじめ、就職試験対策講座・面接対策講座、ビジネス文書講座を担当。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。
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講座趣旨

講座コード

11230013

実　務

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

11月～12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

色彩心理（入門編）
～色の心理学とカラーセラピーの世界～

内 容 日 程

11/ 7（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

11/14（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

11/21（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

11/28（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

12/ 5（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

10月24日（月） 19：00～20：00

10月   3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。
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実

　務

10月29日（土）
※締切後に申込みを希望される場合
　は、電話にてお問合せください。

申込締切日

【実務における色彩の活用場面】
商品の開発に関する色彩提案　接客、販売に関する色彩アドバイス
カラーセラピーをはじめとするカウンセリング全般
ファッションのカラーコーディネート
コスメ用品販売におけるアドバイス　建築・インテリア・環境設計の色彩デザイン
広告における色彩の有効活用　グラフィックデザイン、Webデザイン
企業の色彩に関するイメージ戦略　医療施設の色彩提案
福祉サービスの質を高める色彩提案　コミュニケーションスキルへの応用　など

『色によって変化するイメージ』
色は心や体の働きに大きく影響する
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講座趣旨

講座コード

11230013

実　務

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

教　材

11月～12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

色彩心理（入門編）
～色の心理学とカラーセラピーの世界～

内 容 日 程

11/ 7（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

11/14（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

11/21（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

11/28（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

12/ 5（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

10月24日（月） 19：00～20：00

10月   3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。
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10月29日（土）
※締切後に申込みを希望される場合
　は、電話にてお問合せください。

申込締切日

【実務における色彩の活用場面】
商品の開発に関する色彩提案　接客、販売に関する色彩アドバイス
カラーセラピーをはじめとするカウンセリング全般
ファッションのカラーコーディネート
コスメ用品販売におけるアドバイス　建築・インテリア・環境設計の色彩デザイン
広告における色彩の有効活用　グラフィックデザイン、Webデザイン
企業の色彩に関するイメージ戦略　医療施設の色彩提案
福祉サービスの質を高める色彩提案　コミュニケーションスキルへの応用　など

『色によって変化するイメージ』
色は心や体の働きに大きく影響する



講座趣旨

講座コード

11230014

実　務

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

定　員

回　数

受 講 料

10月～12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。

25名

7回

一 般 ： 19,000円
学 生 ： 13,000円

※教材費は受講料に含まれています。

　感謝されるべき筈の相続が、相続人間の争いを招き、相続を機に親
子間・兄弟姉妹間が疎遠になってしまっている場合が、多く見受けら
れます。
　当講座では、多くの事例を学ぶことにより、相続人間の紛争を未然
に防ぎ、家族や社会にとってより良い相続とは何かを、ディスカッショ
ン等を交えながら、考えていきます。
　『相続入門～相続・贈与の基礎知識～』を学ばれた方、相続に関心
があり、より深く学びたいと思っている方、実際に相続が起きている
方、起きそうな方、実務上の手続きを学びたい方、税理士、行政書士、
社会保険労務士、又は目指されている方などに受講をお薦めします。

教　材 オリジナルプリント

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。

■

■

■

■

受講生の声受講生の声

事例で学ぶ相続
遺産の行方は、遺言書が道標

内 容 日 程

10/20（木）1

ガイダンス
相続の基礎知識(法定相続人、法定相続分、養子等)

事例1 特定の相続人に財産を多く遺したい場合
遺言の必要性
財産評価:土地1

事例2 養子縁組の効果と注意
相続税法上の制限
財産評価:土地2

事例3 被相続人に婚外子が存在した場合
現在の戸籍では窺い知れない事実
財産評価:家屋(居住用・貸家)

事例4 遺言書が不十分
遺留分、遺留分の減殺請求
財産評価:動産

事例5 遺言書がない場合
分割協議書の作成(すべての法定相続人)
家庭裁判所の調停・審判
財産評価:小規模宅地の減額

事例6 特殊な相続
非居住者、所在不明、戸籍が消滅
相続税の計算

2 10/27（木）

11/10（木）3

11/17（木）4

12/ 1（木）6

12/ 8（木）7

11/24（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、会計参与の
資格を持つ。千葉県生涯大学、成田社会人大学、税理士会、法人会、商工会議所等で講師を務める。千葉県税理士会理事。

よこ　す　か けい   こ

横須賀 啓子

講師紹介
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※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

10月   6日（木） 13：00～14：00

10月12日（水）
※締切後に申込みを希望される場合
　は、電話にてお問合せください。

申込締切日

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前代表

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。編著『情報サービス論』(教育史料出版会)、DVD
監修「図書の文化史ー明治大学図書館所蔵資料」など。 

講座コード

11230015

実　務
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11230014

日程 内 容

1

3

2

4

5

6

7

8

10/ 4
（火）

10/18
（火）

10/25
（火）

11/ 8
（火）

11/22
（火）

11/29
（火）

12/ 6
（火）

12/13
（火）

講 師

山内

山内

常世田

常世田

常世田

柚木

柚木

阪田

 
高齢者サービス(1)高齢者サービスの理念と実際

本格的な高齢社会に突入しました。高齢者の図書館利用を考える時、サービス面や資料面で考慮しておかなければならないこ
とが山積しています。図書館は高齢者にどのようなアプローチが可能なのかを考えます。

健康医療の情報を読み解く

蔵書構築と選書、レファレンス・サービス、医学・健康情報の評価などは、図書館が健康情報の提供に取り組む際に欠かせな
い業務です。これらを適切に行うために必要な知識を受講生と一緒に検討します。

フィールドワーク 見学

東京都立中央図書館　健康医療情報サービスの実践

健康医療情報提供の一歩を踏み出すために

市民の関心が高い分野の情報を提供することは、図書館の重要な責務です。しかし、医学や健康に関連する分野は公共図書館では情報提供
が難しいと考える方も多いことでしょう。学び方や留意点など医学情報サービスに取り組む公共図書館にとって必要な事項を考察します。

国の行政と図書館
「光交付金」の大半が図書館へ交付され、また図書館が「過疎債」の対象になりましたが、諸外国の図書館政策に比してわが国の政策レベ
ルはどうであろうかという点を議論します。事前に海外の先進的な図書館政策とそれを実現したadvocacy(世論形成、ロビー活動など)の
重要性についてまとめてきてください。ユネスコの統計やNDLのカレントアウェアネスを参考にしてください。

図書館の経営
災害発生時の対応を図書館経営の視点で見直します。テーマは災害時の「危機管理」とし、前回の討議を継続します。事前に図書館現場の「管理職」として
災害発生時とその後の課題への対応を考えて、発表できるようにまとめてきてください。災害時の復興に関して図書館の役割も考察することが重要です。

危機管理
大震災の発生により、従来の図書館における危機管理は見直しを迫られています。授業は討論形式です。事前に、新聞・雑誌の報道やJLA
発信情報を参考に災害の発生時とその後ならびに放射能事故も含め図書館現場で発生する課題を3分程度で発表できるように、まとめてきてください。

高齢者サービス(2)高齢者サービスの実践

高齢施設入所者の介護度は年々上昇し、自力で読書可能な人は減少しており、紙芝居や歌などを楽しんでいただく意味は増していま
す。受講者はそうした施設での30分程度のプログラムを考え、事前に提出、その中から絵本か紙芝居を一つ上演してもらいます。

講師紹介

40年以上にわたって墨田区立図書館に勤務。子どもへの
サービスと、図書館利用に障害のある人へのサービスを担
当。この間『あなたにもできる拡大写本入門』(大活字 1998)
や『本と人をつなぐ図書館員』(読書工房 2008)などを刊行。
最近は読み書きに支援を求めている視覚障害者をはじめ、高
齢者、知的障害者などを対象とした「読み書き支援員」を養
成し制度化できればと活動している。 

やま うち かおる

山内 薫 墨田区立あずま図書館

浦安市採用、図書館へ配属、同図書館館長、同教育委員会
生涯学習部次長、2005(平成17)年4月より現職、文部科学省
「これからの図書館の在り方検討協力者会議」委員、文化庁
文化審議会著作権分科会委員、同「過去の著作物等の保護
と利用に関する小委員会」委員、茨城県図書館協議会委員、
ビジネス支援図書館推進協議会理事長など。 

1990年より浦安市立図書館に勤務する。 2004年より社団
法人日本図書館協会 健康情報研究委員会(現:健康情報委
員会)に参加し、現在は委員長を務める。
普段は分館に勤務し、「まちのとしょかん」の司書としてカウ
ンターに立ちながら、レファレンス・サービスや児童サービス
など図書館業務全般を担当している。 

とこ   よ    だ

さか   た よう   こ

りょう

常世田 良 社団法人日本図書館協会 常務理事・事務局次長
ゆの   き きよし

柚木 聖
浦安市立図書館 副主査 
社団法人日本図書館協会 健康情報委員会 委員長

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

※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

9月20日（火）19:00～20:00

講座趣旨
　「図書館は成長する有機体」です。図書館員はめまぐるしく変化する世の中の
動きを先取りし、人びとのニーズを掘り起こし、対応することが求められていま
す。本講座は現代社会のニーズに応える図書館サービスを展開するためのアイ
ディアとスキルを身につけることを目標に、積極的なサービスを展開する司書の
研修を目指します。
　今期は、今日の図書館が取り組むべき課題を、講義・演習・討論で進める企画で
す。図書館の現場での豊かな経験と指導力をもつ講師を交え、受講生同士で活発
な意見交換と演習がなされることを期待しています。
※図書館司書経験3年以上の現職者が対象です。公共図書館職員を対象としていま
　すが、大学図書館、専門図書館、学校図書館勤務者の参加も歓迎します。
※本講座は、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。
※出席率80%の方に、履修証書を付与いたします。

講 座 概 要
期　間 10月～12月
曜　日 火曜日

時　間 19:00～20:30
15:00～16:30予定（12/13のみ）

定　員 25名
回　数 8回
受 講 料 一般：17,000円

教　材 オリジナルプリント

9月26日（月）
※締切後に申込みを希望される場
　合は、電話にてお問合せください。

申込締切日

【課題について】※詳細は開講前にも再度ご連絡いたします。   
〈 第 2 講〉 高齢者施設での催し物のプログラム発表
[ テ ー マ  ] 任意の日を指定した自由テーマ  （例：7/7「たなばた」）
[提出内容] Ａ4 1枚程度　30～45分のプログラム　ＤＶＤや写真映写可
 ※上演する絵本又は紙芝居のタイトル、著者、出版社、出版年も記して下さい。
[ 提 出 日 ]　初回　10月4日(火）   
〈第3～5講〉 講義は討論形式で行います。実りある議論が出来る様、事前の準備をお願いします。
 テーマは各回内容の詳細をご参照ください。  



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前代表

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。編著『情報サービス論』(教育史料出版会)、DVD
監修「図書の文化史ー明治大学図書館所蔵資料」など。 

講座コード

11230015

実　務
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日程 内 容

1

3

2

4

5

6

7

8

10/ 4
（火）

10/18
（火）

10/25
（火）

11/ 8
（火）

11/22
（火）

11/29
（火）

12/ 6
（火）

12/13
（火）

講 師

山内

山内

常世田

常世田

常世田

柚木

柚木

阪田

 
高齢者サービス(1)高齢者サービスの理念と実際

本格的な高齢社会に突入しました。高齢者の図書館利用を考える時、サービス面や資料面で考慮しておかなければならないこ
とが山積しています。図書館は高齢者にどのようなアプローチが可能なのかを考えます。

健康医療の情報を読み解く

蔵書構築と選書、レファレンス・サービス、医学・健康情報の評価などは、図書館が健康情報の提供に取り組む際に欠かせな
い業務です。これらを適切に行うために必要な知識を受講生と一緒に検討します。

フィールドワーク 見学

東京都立中央図書館　健康医療情報サービスの実践

健康医療情報提供の一歩を踏み出すために

市民の関心が高い分野の情報を提供することは、図書館の重要な責務です。しかし、医学や健康に関連する分野は公共図書館では情報提供
が難しいと考える方も多いことでしょう。学び方や留意点など医学情報サービスに取り組む公共図書館にとって必要な事項を考察します。

国の行政と図書館
「光交付金」の大半が図書館へ交付され、また図書館が「過疎債」の対象になりましたが、諸外国の図書館政策に比してわが国の政策レベ
ルはどうであろうかという点を議論します。事前に海外の先進的な図書館政策とそれを実現したadvocacy(世論形成、ロビー活動など)の
重要性についてまとめてきてください。ユネスコの統計やNDLのカレントアウェアネスを参考にしてください。

図書館の経営
災害発生時の対応を図書館経営の視点で見直します。テーマは災害時の「危機管理」とし、前回の討議を継続します。事前に図書館現場の「管理職」として
災害発生時とその後の課題への対応を考えて、発表できるようにまとめてきてください。災害時の復興に関して図書館の役割も考察することが重要です。

危機管理
大震災の発生により、従来の図書館における危機管理は見直しを迫られています。授業は討論形式です。事前に、新聞・雑誌の報道やJLA
発信情報を参考に災害の発生時とその後ならびに放射能事故も含め図書館現場で発生する課題を3分程度で発表できるように、まとめてきてください。

高齢者サービス(2)高齢者サービスの実践

高齢施設入所者の介護度は年々上昇し、自力で読書可能な人は減少しており、紙芝居や歌などを楽しんでいただく意味は増していま
す。受講者はそうした施設での30分程度のプログラムを考え、事前に提出、その中から絵本か紙芝居を一つ上演してもらいます。

講師紹介

40年以上にわたって墨田区立図書館に勤務。子どもへの
サービスと、図書館利用に障害のある人へのサービスを担
当。この間『あなたにもできる拡大写本入門』(大活字 1998)
や『本と人をつなぐ図書館員』(読書工房 2008)などを刊行。
最近は読み書きに支援を求めている視覚障害者をはじめ、高
齢者、知的障害者などを対象とした「読み書き支援員」を養
成し制度化できればと活動している。 

やま うち かおる

山内 薫 墨田区立あずま図書館

浦安市採用、図書館へ配属、同図書館館長、同教育委員会
生涯学習部次長、2005(平成17)年4月より現職、文部科学省
「これからの図書館の在り方検討協力者会議」委員、文化庁
文化審議会著作権分科会委員、同「過去の著作物等の保護
と利用に関する小委員会」委員、茨城県図書館協議会委員、
ビジネス支援図書館推進協議会理事長など。 

1990年より浦安市立図書館に勤務する。 2004年より社団
法人日本図書館協会 健康情報研究委員会(現:健康情報委
員会)に参加し、現在は委員長を務める。
普段は分館に勤務し、「まちのとしょかん」の司書としてカウ
ンターに立ちながら、レファレンス・サービスや児童サービス
など図書館業務全般を担当している。 

とこ   よ    だ

さか   た よう   こ

りょう

常世田 良 社団法人日本図書館協会 常務理事・事務局次長
ゆの   き きよし

柚木 聖
浦安市立図書館 副主査 
社団法人日本図書館協会 健康情報委員会 委員長

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

※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

9月20日（火）19:00～20:00

講座趣旨
　「図書館は成長する有機体」です。図書館員はめまぐるしく変化する世の中の
動きを先取りし、人びとのニーズを掘り起こし、対応することが求められていま
す。本講座は現代社会のニーズに応える図書館サービスを展開するためのアイ
ディアとスキルを身につけることを目標に、積極的なサービスを展開する司書の
研修を目指します。
　今期は、今日の図書館が取り組むべき課題を、講義・演習・討論で進める企画で
す。図書館の現場での豊かな経験と指導力をもつ講師を交え、受講生同士で活発
な意見交換と演習がなされることを期待しています。
※図書館司書経験3年以上の現職者が対象です。公共図書館職員を対象としていま
　すが、大学図書館、専門図書館、学校図書館勤務者の参加も歓迎します。
※本講座は、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。
※出席率80%の方に、履修証書を付与いたします。

講 座 概 要
期　間 10月～12月
曜　日 火曜日

時　間 19:00～20:30
15:00～16:30予定（12/13のみ）

定　員 25名
回　数 8回
受 講 料 一般：17,000円

教　材 オリジナルプリント

9月26日（月）
※締切後に申込みを希望される場
　合は、電話にてお問合せください。

申込締切日

【課題について】※詳細は開講前にも再度ご連絡いたします。   
〈 第 2 講〉 高齢者施設での催し物のプログラム発表
[ テ ー マ  ] 任意の日を指定した自由テーマ  （例：7/7「たなばた」）
[提出内容] Ａ4 1枚程度　30～45分のプログラム　ＤＶＤや写真映写可
 ※上演する絵本又は紙芝居のタイトル、著者、出版社、出版年も記して下さい。
[ 提 出 日 ]　初回　10月4日(火）   
〈第3～5講〉 講義は討論形式で行います。実りある議論が出来る様、事前の準備をお願いします。
 テーマは各回内容の詳細をご参照ください。  



講座コード

11230016

実　務
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日本図書館協会 後援

専門職としての技能を磨き、知識を深めよう

講 座 概 要
期　間 1月～３月
曜　日 火・水曜日
時　間 19:00～20:30

15:00～16:30予定（3/21のみ）

定　員 30名
回　数 9回
受 講 料 一般：18,000円

教　材 オリジナルプリント

11230014

※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 1月10日（火）19:00～20:00

1月16日（月）
※締切後に申込みを希望される場合
　は、電話にてお問合せください。

申込締切日

講座趣旨
　「図書館は成長する有機体」です。図書館員はめまぐるしく変化する世の中の
動きを先取りし、人びとのニーズを掘り起こし、対応することが求められていま
す。本講座は現代社会のニーズに応える図書館サービスを展開するためのアイ
ディアとスキルを身につけることを目標に、積極的なサービスを展開する司書の
研修を目指します。
　今期は、今日の図書館が取り組むべき課題を、講義・演習・意見交換で進める企
画です。講師を交え、受講生同士で活発な意見交換と演習がなされることを期待
しています。

※図書館司書経験3年以上の現職者が対象です。公共図書館職員を対象としています　
　が、大学図書館、専門図書館、学校図書館勤務者の参加も歓迎します。
※本講座は、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。
※出席率80%の方に、履修証書を付与いたします。
※第1回～3回は、パソコンを用いた演習です。

講師紹介
阪田 蓉子

早稲田大学大学院修士課程（建築計画・穂積信夫研究室）卒、（株）岡田
新一設計事務所入社/一級建築士/96年～（社）日本図書館協会施設委
員会委員（断続的に図書館建築賞審査員）/特別講師:明治大学、筑波大
学、早稲田大学等/設計担当例：愛知県日進市立図、新潟市中央図、東
京都あきる野市中央+東部図、静岡県吉田町立図、千葉県我孫子市生涯
学習センター、茨城県取手市立ふじしろ図、麗澤大学校舎あすなろなど。 

やな   せ    ひろ   お

柳瀬 寛夫
株式会社 岡田新一設計事務所
取締役社長執行役員

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前代表

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。編
著『情報サービス論』(教育史料出版会)、DVD監修「図書の文化
史ー明治大学図書館所蔵資料」など。 

さか｠ た よう　こ

あお やぎ   えい　じ

筑波大学大学院図書館情報メディア研究科博士後期課程修了。博士（図書館情報学）。専
門図書館員の人的資源管理に関する考察で得た知見をもとに、対象を他館種に拡げ、図書
館専門職員の養成・教育訓練の現状とあり方に関心をもって取り組んでいる。 

青柳 英治 明治大学文学部准教授

1973年生まれ。1997年、国際基督教大学（ICU）卒業。編集者等を経
て、1999年から2009年までヤフー株式会社に勤務。ウェブプロデュ
ーサーとしてYahoo!知恵袋の企画・設計・運用や産学連携に従事。
2009年、同社を退職後、1998年に創刊したインターネットの学術利
用をテーマにしたメールマガジンACADEMIC RESOURCEGUIDE 
(ARG)を母体に起業。 

おか もと まこと

岡本 真
アカデミック・リソース・ガイド株式会社
代表取締役/プロデューサー

東京芸術大学美術学部デザイン科卒業、ソリューション・クリエーティ
ブ室 部長/世の中の急激な変化による多様化したマーケティング課題に
対して、マス広告～プロモーションまで領域にとらわれずに「最適な解」
を企画提案する40名のクリエーティブ集団をまとめています。朝日広告
賞、毎日広告デザイン賞、日本雑誌広告賞、読売広告大賞、広告電通賞、
ＡＣＣ賞、ニューヨークフェスティバル、ＩＢＡ賞、等受賞

やな   せ まこと

柳瀬 誠 広告代理店 クリエーティブ ディレクター

日本図書館協会障害者サービス委員会委員長。視覚障害者の図書
館司書。図書館職員の立場と利用者の立場という両方から障害者
サービスを考える。「図書館員選書・障害者サービス(日図協障害者
サービス委員会編)」「見えない・見えにくい人も「読める」図書館」公
共図書館で働く視覚障害職員の会（なごや会）編、等を協同執筆。

  さ   とう  せい いち

佐藤 聖一
埼玉県立久喜図書館
障害者サービス担当主任司書
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日程 内 容

1

3

2

4

5

6

7

8

1/24
（火）

1/31
（火）

2/7
（火）

2/14
（火）

2/21
（火）

2/28
（火）

3/6
（火）

3/13
（火）

講 師

岡本

岡本

岡本

柳瀬寛

柳瀬誠

青柳

佐藤

阪田

青柳

 図書館・ライブラリアンのためのウェブ活用（1）
図書館の業務やライブラリアンとしての活動において有用なウェブの活用法を扱います。
1回目では基本となる検索エンジンの仕組みを理解することを目指します。

図書館・ライブラリアンのためのウェブ活用（2）
図書館の業務やライブラリアンとしての活動において有用なウェブの活用法を扱います。
2回目では近年影響力を持っているソーシャルメディアを理解することを目指します。

図書館・ライブラリアンのためのウェブ活用（3）
図書館の業務やライブラリアンとしての活動において有用なウェブの活用法を扱います。
3回目では第2回目で理解を果たしたソーシャルメディアを活用することを目指します。

図書館の建築を使いこなすポイント
利用者のクレームが建築に起因するものであったら改善できます。要はそれに気づくかどうか。建築やインテリアをより魅力的に見せる工夫も含め、使
いこなす上での基礎知識や、建築空間をより有効に役立てるヒントを提供します。

美しく伝えるコミュニケーション制作物のポイント/最近の広告事情もふくめて
ポスターやチラシを制作する時におさえておきたいポイントを、広告制作者の立場でお話しします。また、震災1年後の広告・コミュニケーションが以
前とどのように変化しているかも概説します。

記事・論文の書き方（1）
図書館員が職務に関する記事や論文などを執筆する際、留意するべきこと、基本として押さえておくべきことなど、事例をもとに解説します。

障害者サービスの考え方とこれから、改正著作権法を生かして
2010年1月施行の改正著作権法により図書館の障害者サービスは大きく進展する可能性を持ちました。図書館ができるようになったことを明らかに
するとともに、サービス拡大への課題を明らかにしたいと思います。

記事・論文の書き方（2）

9 3/21
（水）

記事・論文の書き方（1）で解説した事項を踏まえ、記事や論文を執筆することを想定し、目次やアウトラインの作成を行います。最後に、発表や意見
交換をとおして、それらを検討します。

フィールドワーク 見学
渋谷区立中央図書館　リニューアルした新図書館での利用者サービスについて



MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY42 43MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

内 容 日 程

1 9/27（火）

2 10/  4（火）

3 10/11（火）

4 10/18（火）

5 10/25（火）

6 11/  8（火）

7 11/15（火）

8 11/22（火）

9 11/29（火）

10 12/  6（火）

11 12/13（火）

12 12/20（火）

らくらく中国語実用会話（初級）
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

9月～12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

11240001

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)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。
授業はネイティブ、かつ語学教育経験の豊富な中国人講師が担当し
ています。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。オリジナル教材もネイティブな人間が作成したもので魅力的
です。

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

空港での出迎え

郵便局にて

京劇について

レストランでの注文

ホテルに宿泊する

会う約束

天気について

病院での診察

ビジネス商談

お土産を買う

送別会

総復習

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

9月 6日（火）19:00～20:30

9月13日（火）19:00～20:30

申込締切日 9月17日（土）

※教材費は受講料に含まれています。

※締切後に申込みを希望される
　場合は、電話にてお問い合わせ
　ください。
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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

語

　学

気軽にはじめるハングル（入門2）
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

10月～12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。

※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。

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

11240002

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

　この講座は気軽にはじめるハングル入門(前期)の継続講座です。 
前期講座を受講された方、または入門レベルを終了した方や韓国語
の文字を勉強したことがある方を対象とした講座です。 正しい発音
とハングル文字を理解し、初級レベルの会話のやり取りができるよう
になることを到達目標とします。 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。

『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

前期講座の復習1 10/13（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

10/20（木）

10/27（木）

11/10（木）

11/ 17（木）

11/24（木）

12/  1（木）

12/  8（木）

12/15（木）

12/22（木）

・いる、ある (存在詞の表現)

・年齢の言い方 
・ものの数え方 (助数詞)

・です、ます(親しみを込めた終結語尾表現)

・～に、～から、～で (助詞の用法)

・過去形の作り方

・尊敬形の作り方 ・特殊な尊敬語

・～しましょうか ・～しましょう (勧誘の表現)

・意志、推量、婉曲、予告の表現 
・動作の目的を表す

総復習 仕上げ

申込締切日
10月5日（水）

今日学ぶ英語表現を
確認する

ロールプレイ
Speaking

ビデオクリップを観る
Listening

笑いもあり、和気藹々とした雰囲気の中でレッスンが進み、あっという間の90分です。

ビデオクリップで観た状況を
英語で表現する(書く) Writing

自分で状況設定して英作文
したものを発表する Speaking

自分で状況設定して
英作文する(書く) Writing

ビデオクリップについて英作文
したものを発表する Speaking

ある日のレッスンでは・・・

※締切後に申込みを希望される
　場合は、電話にてお問い合わせ
　ください。

Fun and Adventure in Creative English
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

10月～12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

11240003

内 容 日 程

1 10/17（月）

2 10/24（月）

3 10/31（月）

4 11/  7（月）

5 11/14（月）

6 11/21（月）

7 11/28（月）

8 12/  5（月）

9 12/12（月）

10 12/19（月）

講座趣旨

The purpose of this course is to help students improve 
their pronunciation and listening comprehension, to help 
students increase their vocabulary, and to help students 
place proper emphasis on words and phrases.
この講座を受講すると、発音に磨きがかかり、リスニング力が向上
し、語彙が増え、正しいアクセントや強弱の付け方が身に付きます！

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。

●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.

申込締切日
10月7日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

笑顔のステキなカーミット先生と楽しく英語を学びませんか?

授業はビデオやプリントを中心に行われ、会社帰り
に気軽に参加できるのが魅力です。英語で伝えよう
とすると、とかく文法的な正誤を意識しがちです
が、このクラスで習った英語のリズムや韻を意識す
ると、表現がより豊かになり、相手に伝わるのだと
感じました。Creative Englishというタイトルに相
応しい内容だと思います。(木戸順子さん)

受講生の声受講生の声
■

Rhythm: I’ve got Rhythm
In this class students will practice reading sentences in English with 
the proper stress on each syllable. For example, ToDAY is a BEAUtiful 
day. Then they will listen to a song and place the stress marks over the 
words of the lyrics.

Rhyme: Poetry in Motion
In this class students will practice listening to words that have the 
same or similar sounds. They will read a poem and underline the words 
that rhyme. Also they will complete rhyming exercises.

Giving Advice
In this class students will learn the appropriate vocabulary for giving
advice. They will learn to evaluate the situation and the problem before
they give advice.

Meeting New People
In this class students will learn vocabulary to describe people. They will 
complete exercises for choosing the appropriate adjectives and 
phrases to describe people physically and to evaluate their character.

Encountering New Situations
In this class students will learn vocabulary to describe situations such 
as earthquakes, illnesses, and other unusual circumstances.

Color and Spice in Writing
In this class students will learn how to make sentences interesting. 
This will include the study of adjectives and verbs that add color and 
power to sentences.

Reading and Vocabulary DevelopmentⅠ
In this class students will read a passage.Then they complete 
vocabulary exercises.

Reading and Vocabulary Development Ⅱ
This time in class students will read another passage. Then they will 
camplate vocabulary exercises.

Reading and Summarizing
In this class students will read a passage. Then they complete 
vocabulary exercises.

In this class students will review all of the lessons we have covered 
over the ten weeks.

※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

 

9月26日（月）19:00～19:30

10月 3日（月）19:00～19:30

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

9月29日（木）13:00～14:00
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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

語

　学

気軽にはじめるハングル（入門2）
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

10月～12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。

※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。

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

11240002

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

　この講座は気軽にはじめるハングル入門(前期)の継続講座です。 
前期講座を受講された方、または入門レベルを終了した方や韓国語
の文字を勉強したことがある方を対象とした講座です。 正しい発音
とハングル文字を理解し、初級レベルの会話のやり取りができるよう
になることを到達目標とします。 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。

『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

前期講座の復習1 10/13（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

10/20（木）

10/27（木）

11/10（木）

11/ 17（木）

11/24（木）

12/  1（木）

12/  8（木）

12/15（木）

12/22（木）

・いる、ある (存在詞の表現)

・年齢の言い方 
・ものの数え方 (助数詞)

・です、ます(親しみを込めた終結語尾表現)

・～に、～から、～で (助詞の用法)

・過去形の作り方

・尊敬形の作り方 ・特殊な尊敬語

・～しましょうか ・～しましょう (勧誘の表現)

・意志、推量、婉曲、予告の表現 
・動作の目的を表す

総復習 仕上げ

申込締切日
10月5日（水）

今日学ぶ英語表現を
確認する

ロールプレイ
Speaking

ビデオクリップを観る
Listening

笑いもあり、和気藹々とした雰囲気の中でレッスンが進み、あっという間の90分です。

ビデオクリップで観た状況を
英語で表現する(書く) Writing

自分で状況設定して英作文
したものを発表する Speaking

自分で状況設定して
英作文する(書く) Writing

ビデオクリップについて英作文
したものを発表する Speaking

ある日のレッスンでは・・・

※締切後に申込みを希望される
　場合は、電話にてお問い合わせ
　ください。

Fun and Adventure in Creative English
語　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

10月～12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

11240003

内 容 日 程

1 10/17（月）

2 10/24（月）

3 10/31（月）

4 11/  7（月）

5 11/14（月）

6 11/21（月）

7 11/28（月）

8 12/  5（月）

9 12/12（月）

10 12/19（月）

講座趣旨

The purpose of this course is to help students improve 
their pronunciation and listening comprehension, to help 
students increase their vocabulary, and to help students 
place proper emphasis on words and phrases.
この講座を受講すると、発音に磨きがかかり、リスニング力が向上
し、語彙が増え、正しいアクセントや強弱の付け方が身に付きます！

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。

●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.

申込締切日
10月7日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

笑顔のステキなカーミット先生と楽しく英語を学びませんか?

授業はビデオやプリントを中心に行われ、会社帰り
に気軽に参加できるのが魅力です。英語で伝えよう
とすると、とかく文法的な正誤を意識しがちです
が、このクラスで習った英語のリズムや韻を意識す
ると、表現がより豊かになり、相手に伝わるのだと
感じました。Creative Englishというタイトルに相
応しい内容だと思います。(木戸順子さん)

受講生の声受講生の声
■

Rhythm: I’ve got Rhythm
In this class students will practice reading sentences in English with 
the proper stress on each syllable. For example, ToDAY is a BEAUtiful 
day. Then they will listen to a song and place the stress marks over the 
words of the lyrics.

Rhyme: Poetry in Motion
In this class students will practice listening to words that have the 
same or similar sounds. They will read a poem and underline the words 
that rhyme. Also they will complete rhyming exercises.

Giving Advice
In this class students will learn the appropriate vocabulary for giving
advice. They will learn to evaluate the situation and the problem before
they give advice.

Meeting New People
In this class students will learn vocabulary to describe people. They will 
complete exercises for choosing the appropriate adjectives and 
phrases to describe people physically and to evaluate their character.

Encountering New Situations
In this class students will learn vocabulary to describe situations such 
as earthquakes, illnesses, and other unusual circumstances.

Color and Spice in Writing
In this class students will learn how to make sentences interesting. 
This will include the study of adjectives and verbs that add color and 
power to sentences.

Reading and Vocabulary DevelopmentⅠ
In this class students will read a passage.Then they complete 
vocabulary exercises.

Reading and Vocabulary Development Ⅱ
This time in class students will read another passage. Then they will 
camplate vocabulary exercises.

Reading and Summarizing
In this class students will read a passage. Then they complete 
vocabulary exercises.

In this class students will review all of the lessons we have covered 
over the ten weeks.

※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

 

9月26日（月）19:00～19:30

10月 3日（月）19:00～19:30

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

9月29日（木）13:00～14:00



講座コード

11240004～
11240013

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 10月～2月
曜　日 水・木・金曜日

時　間

14:40～16:10
16:20～17:50
18:00～19:30
19:40～21:10

定　員 各クラス25名
回　数 14回

受 講 料 一般：37,500円
学生：29,800円

教　材

 

※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 カリキュラム レベルC・Dクラス

「TOElC®レベルA」470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
 
 

 
 

※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 ※

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10クラス（駿河台キャンパス平日設定分）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

水 木曜日 金
10/12、19、26、
11/  2、 9、16、30
12/ 7、14、21、
  1/11、18、25、
 2/1

10/13、20、27、
11/10、17、24、
12/ 1、  8、15、22、
  1/12、19、26、
 2/2

10/14、21、28、
11/11、18、25、
12/ 2、 9、16、
  1/13、20、27、
 2/  3、10

14:40～
16:10

（学部4限）

講座コード ： 11240004
水曜-1クラス（レベルB）

講座コード ： 11240005
水曜-2クラス（レベルC）

講座コード ： 11240007
木曜-1クラス（レベルC）

講座コード ： 11240008
木曜-2クラス（レベルA）

講座コード ： 11240009
木曜-3クラス（レベルB）

講座コード ： 11240011
金曜-2クラス（レベルB）

講座コード ： 11240012
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）

講座コード ： 11240006
水曜-4クラス（レベルB）

講座コード ： 11240010
木曜-4クラス（レベルC）

講座コード ： 11240013
金曜-4クラス（レベルD）

19:40～
21:10

（学部7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。

語

　学

語

　学

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY46 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 47

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。
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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。

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）

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。

レベルA：
『ステップアップTOEIC』
（タイムライフ）
レベルB：
『TOEICテスト新公式問題集』
（財団法人ビジネスコミュニケーション協会）
レベルC：
『Target TOEIC』
（Compass）
レベルD：
『Oxford Preparation 
Course for the TOEIC TEST』
（Oxford）  

申込締切日

水曜クラス 10月4日（火）
木曜クラス 10月5日（水）
金曜クラス 10月6日（木）
※締切後に申込みを希望される
　場合は、電話にてお問い合わせ
　ください。

9月28日（水）18:00～19:00

9月29日（木）18:00～19:00

10月 8日（土）13:00～14:00

10月 1日（土）13:00～14:00



講座コード

11240004～
11240013

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 10月～2月
曜　日 水・木・金曜日

時　間

14:40～16:10
16:20～17:50
18:00～19:30
19:40～21:10

定　員 各クラス25名
回　数 14回

受 講 料 一般：37,500円
学生：29,800円

教　材

 

※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 カリキュラム レベルC・Dクラス

「TOElC®レベルA」470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
 
 

 
 

※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 ※

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10クラス（駿河台キャンパス平日設定分）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

水 木曜日 金
10/12、19、26、
11/  2、 9、16、30
12/ 7、14、21、
  1/11、18、25、
 2/1

10/13、20、27、
11/10、17、24、
12/ 1、  8、15、22、
  1/12、19、26、
 2/2

10/14、21、28、
11/11、18、25、
12/ 2、 9、16、
  1/13、20、27、
 2/  3、10

14:40～
16:10

（学部4限）

講座コード ： 11240004
水曜-1クラス（レベルB）

講座コード ： 11240005
水曜-2クラス（レベルC）

講座コード ： 11240007
木曜-1クラス（レベルC）

講座コード ： 11240008
木曜-2クラス（レベルA）

講座コード ： 11240009
木曜-3クラス（レベルB）

講座コード ： 11240011
金曜-2クラス（レベルB）

講座コード ： 11240012
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）

講座コード ： 11240006
水曜-4クラス（レベルB）

講座コード ： 11240010
木曜-4クラス（レベルC）

講座コード ： 11240013
金曜-4クラス（レベルD）

19:40～
21:10

（学部7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。
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　学

語

　学

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY46 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 47

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
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クラス
レベル
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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。

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）

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。

レベルA：
『ステップアップTOEIC』
（タイムライフ）
レベルB：
『TOEICテスト新公式問題集』
（財団法人ビジネスコミュニケーション協会）
レベルC：
『Target TOEIC』
（Compass）
レベルD：
『Oxford Preparation 
Course for the TOEIC TEST』
（Oxford）  

申込締切日

水曜クラス 10月4日（火）
木曜クラス 10月5日（水）
金曜クラス 10月6日（木）
※締切後に申込みを希望される
　場合は、電話にてお問い合わせ
　ください。

9月28日（水）18:00～19:00

9月29日（木）18:00～19:00

10月 8日（土）13:00～14:00

10月 1日（土）13:00～14:00



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

11240014

講 座 概 要
期　間 10月～12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）

※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

10/22
（土）

10/29
（土）

11/5
（土）

11/12
（土）

11/19
（土）

11/26
（土）

12/3
（土）

12/10
（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）

 
 

 
※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（駿河台）

　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。

 

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。

申込締切日
10月14日（金）
※締切後に申込みを希望される
　場合は、電話にてお問い合わせ
　ください。

9月28日（水）18:00～19:00

9月29日（木）18:00～19:00

10月 8日（土）13:00～14:00

10月 1日（土）13:00～14:00
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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

11240014

講 座 概 要
期　間 10月～12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）

※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

10/22
（土）

10/29
（土）

11/5
（土）

11/12
（土）

11/19
（土）

11/26
（土）

12/3
（土）

12/10
（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）

 
 

 
※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（駿河台）

　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。

 

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。

申込締切日
10月14日（金）
※締切後に申込みを希望される
　場合は、電話にてお問い合わせ
　ください。

9月28日（水）18:00～19:00

9月29日（木）18:00～19:00

10月 8日（土）13:00～14:00

10月 1日（土）13:00～14:00
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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

11240015

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.109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®News letter(2010年8月）より）

無回答26.3% 技術27.6%

営業8.2%

研究6.8%
SE6.4%

その他14.8%

事務4.4%
製造5.5%

講 座 概 要
期　間 10月～1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
10月5日（水）
※締切後に申込みを希望される場合は
　電話にてお問い合わせ下さい。

※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。
（受講者想定レベル450～600点前後）
※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。

※クラスレベルや内容についてはP47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

10/13
（木）

10/20
（木）

10/27
（木）

11/10
（木）

11/17
（木）

11/24
（木）

12/1
（木）

12/8
（木）

12/15
（木）

12/22
（木）

1/12
（木）

1/19
（木）

ガイダンス・デモレッスン（生田）
9月29日（木） 12:15～12:45

10月4日（火） 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。

650～820
520～760
495～715

692
539
471

　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ほぼ同様の英語力
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。



　TOEIC®スコアアップ強化講座(和泉)は、海外駐在に必要とされる730点以上取
得目標のクラスです。
　このクラスでは、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 概 要
期　間 10月～1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 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 『Target TOEIC』
（Compass）

申込締切
10月5日（水）
※締切後に申込みを希望される場合は
　電話にてお問い合わせ下さい。

※教材費は受講料に含まれています。

「TOElC®レベルCクラス」730点以上取得目標

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％）

ガイダンス・デモレッスン（和泉）

9月29日（木） 18:00～19:00
9月27日（火） 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

生田キャンパス

駿河台キャンパス

生田キャンパス

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

11241001～3
11242001～3

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https://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。

50,387
人

34.578
人

485点
L=255点
R=219点

20102009200820072006

【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）

851

180
142

808

41,635
人

52,861
人

55,375
人

466点
L=257点
R=208点 460点

L=253点
R=207点

456点
L=250点
R=206点

460点
L=253点
R=207点

183
188 187

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。

2010年度の実施企業数は808社、受験者数は34,578人と、いずれも昨年度より減

少しています。これは経済不況などを背景に、採用、研修等の経費削減や、採用人数を

絞り込む傾向が高まったことが要因として考えられます。一方で、平均スコアは昨年度か

ら25点アップして485点（リスニング265点、リーディング219点）と、過去最高を記

録しました。Ｃレベル以上の受験者数の全体比は46%（前年度40.3％）に達し、１０業

種でＣレベル以上の割合が50%を超えています。スコアを業種別に見ると、ほぼすべて

の業界で平均スコアが前年度を上回っています。長期的な推移を見ても（４ページ参照

）、新入社員の平均スコアは上昇しており、英語力が向上していることがうかがえます。

国際化の進展によって、英語力の重要性が高まる中、企業では内定者や新入社員にＴＯ

ＥICテストを実地するなどして、英語力の必要性に気づかせ、英語学習へと向かわせる

ような取り組みをしています。大学側でも英語カリキュラムの充実を図るとともに、学生

のスキルアップへの意識を高めるなど、グローバルに活躍できる人材の育成に取り組ん

でいます。来年度は採用に回復傾向が見られるとはいえ、グローバル人材へのニーズは

高まっており、今後も新入社員の人材の質と併せて英語力の向上が求められていくと考

えられます。

（2010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®Newsletter2010年度新入社員スコア特集』より）

2011年 10月15日（土）
9月1日（木）～9月22日（木）

ただし、定員になり次第〆切

9月24日（土）～11月4日（金）

ただし、定員になり次第〆切

11月21日（月）～2月17日（金）

ただし、定員になり次第〆切

11241001
11242001
11241002
11242002
11241003
11242003

2011年 11月26日（土）

2012年 3月10日（土）

語

　学

語

　学

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY50 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 51

講座趣旨

講座コード

11240016

クラスレベル

日程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/13
（木）

10/20
（木）

10/27
（木）

11/10
（木）

11/17
（木）

11/24
（木）

12/1
（木）

12/8
（木）

12/15
（木）

12/22
（木）

1/12
（木）

1/19
（木）

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。

※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。
※クラスレベルや内容についてはP.47の「クラスの選び方」を必ずご確認下さい。



　TOEIC®スコアアップ強化講座(和泉)は、海外駐在に必要とされる730点以上取
得目標のクラスです。
　このクラスでは、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 概 要
期　間 10月～1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 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 『Target TOEIC』
（Compass）

申込締切
10月5日（水）
※締切後に申込みを希望される場合は
　電話にてお問い合わせ下さい。

※教材費は受講料に含まれています。

「TOElC®レベルCクラス」730点以上取得目標

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％）

ガイダンス・デモレッスン（和泉）

9月29日（木） 18:00～19:00
9月27日（火） 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

生田キャンパス

駿河台キャンパス

生田キャンパス

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

11241001～3
11242001～3

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https://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。

50,387
人

34.578
人

485点
L=255点
R=219点

20102009200820072006

【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）

851

180
142

808

41,635
人

52,861
人

55,375
人

466点
L=257点
R=208点 460点

L=253点
R=207点

456点
L=250点
R=206点

460点
L=253点
R=207点

183
188 187

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。

2010年度の実施企業数は808社、受験者数は34,578人と、いずれも昨年度より減

少しています。これは経済不況などを背景に、採用、研修等の経費削減や、採用人数を

絞り込む傾向が高まったことが要因として考えられます。一方で、平均スコアは昨年度か

ら25点アップして485点（リスニング265点、リーディング219点）と、過去最高を記

録しました。Ｃレベル以上の受験者数の全体比は46%（前年度40.3％）に達し、１０業

種でＣレベル以上の割合が50%を超えています。スコアを業種別に見ると、ほぼすべて

の業界で平均スコアが前年度を上回っています。長期的な推移を見ても（４ページ参照

）、新入社員の平均スコアは上昇しており、英語力が向上していることがうかがえます。

国際化の進展によって、英語力の重要性が高まる中、企業では内定者や新入社員にＴＯ

ＥICテストを実地するなどして、英語力の必要性に気づかせ、英語学習へと向かわせる

ような取り組みをしています。大学側でも英語カリキュラムの充実を図るとともに、学生
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（2010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®Newsletter2010年度新入社員スコア特集』より）

2011年 10月15日（土）
9月1日（木）～9月22日（木）

ただし、定員になり次第〆切

9月24日（土）～11月4日（金）

ただし、定員になり次第〆切

11月21日（月）～2月17日（金）

ただし、定員になり次第〆切

11241001
11242001
11241002
11242002
11241003
11242003

2011年 11月26日（土）

2012年 3月10日（土）
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　学
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　学
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講座趣旨

講座コード

11240016

クラスレベル

日程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/13
（木）

10/20
（木）

10/27
（木）

11/10
（木）

11/17
（木）

11/24
（木）

12/1
（木）

12/8
（木）

12/15
（木）

12/22
（木）

1/12
（木）

1/19
（木）

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。

※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。
※クラスレベルや内容についてはP.47の「クラスの選び方」を必ずご確認下さい。



講座コード
TOEFLⓇ総合対策講座（通年クラスの後期分）
～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！11240017

語　学

講座趣旨

講座日程

講 座 概 要
期　間 9月～12月
曜　日 火・金曜日

時　間

18:00～20:30
（初回および最終回
 18:00～21:00）
※ 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 18名
回　数 17回

受 講 料 45,900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。

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）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

2.5

■

総まとめクラス

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。

※後期最終回（12月6日）には、後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_2011-12.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
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18：00～20：30
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5

1

14

15

16

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

318：00～21：0017

10/14（金）

9/30（金）

11/25（金）

11/29（火）

12/  2（金）

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。
　※本講座は、通年クラスの後期部分の講義となります。前期クラスで
実施した内容はすでに理解していることを前提にクラス運営を致しま
すことをご了承願います。
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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

11243001

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 https://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

語

　学

試 験 日 講座コード 試験会場 申込期間 結果発送日

11243001 和泉キャンパス 9月1日（木）～9月30日（金）
ただし、定員になり次第〆切

試験実施
約20日後

2011年10月29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130ヶ国
8,000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

講座コード

（9月クラス）
11240018

11240019
（12月クラス）

語　学

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  9/17（土）

11 /26
（土）

 11/19
（土）

 11/12
（土）

 11/ 5
（土）

10 /29
（土）

10 /22
（土）

10/15
（土）

10 / 8
（土）

 9/24
（土）

10 / 1
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Getting Acquainted

My Summer

Where I Go Shopping for What

Autumn Itinerary

If I Had a Million Dollars

Bad Habits

An Old Friend I’d Like to Meet

A Healthy Lifestyle

What We Can Do for the Environment

予備日

A Trip I Took

日 程 内 容

1 12 / 3（土）

 3 /17
（土）

 3 /10
（土）

 3 /3
（土）

 2/25
（土）

 2 / 4
（土）

 1 /21
（土）

  1/14
（土）

12 /24
（土）

12/10
（土）

12 /17
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A Little about Me

A Place I Escape to

My Favorite Restaurant

My English Learning Experience

What I REALLY Want for Christmas

My Winter Vacation

A Favorite Dish

This Is REALLY Helpful!

A Friend of Mine

予備日

How I Relax

11240018（9月クラス） 11240019（12月クラス）

講 座 概 要（9月クラス）
期　間 9月～11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（12月クラス）
期　間 12月～3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

※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。

ガイダンス・デモレッスン
  9月 3日（土）  12:15～12:45

11月12日（土）  16:30～17:00
※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。

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。 （瀧口 真代さん）

申込締切
11月25日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は
　電話にてお問い合わせ下さい。

申込締切
9月9日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は
　電話にてお問い合わせ下さい。
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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

11243001

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 https://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

語

　学

試 験 日 講座コード 試験会場 申込期間 結果発送日

11243001 和泉キャンパス 9月1日（木）～9月30日（金）
ただし、定員になり次第〆切

試験実施
約20日後

2011年10月29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130ヶ国
8,000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

講座コード

（9月クラス）
11240018

11240019
（12月クラス）

語　学

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  9/17（土）

11 /26
（土）

 11/19
（土）

 11/12
（土）

 11/ 5
（土）

10 /29
（土）

10 /22
（土）

10/15
（土）

10 / 8
（土）

 9/24
（土）

10 / 1
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Getting Acquainted

My Summer

Where I Go Shopping for What

Autumn Itinerary

If I Had a Million Dollars

Bad Habits

An Old Friend I’d Like to Meet

A Healthy Lifestyle

What We Can Do for the Environment

予備日

A Trip I Took

日 程 内 容

1 12 / 3（土）

 3 /17
（土）

 3 /10
（土）

 3 /3
（土）

 2/25
（土）

 2 / 4
（土）

 1 /21
（土）

  1/14
（土）

12 /24
（土）

12/10
（土）

12 /17
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A Little about Me

A Place I Escape to

My Favorite Restaurant

My English Learning Experience

What I REALLY Want for Christmas

My Winter Vacation

A Favorite Dish

This Is REALLY Helpful!

A Friend of Mine

予備日

How I Relax

11240018（9月クラス） 11240019（12月クラス）

講 座 概 要（9月クラス）
期　間 9月～11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（12月クラス）
期　間 12月～3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

※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。

ガイダンス・デモレッスン
  9月 3日（土）  12:15～12:45

11月12日（土）  16:30～17:00
※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。

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。 （瀧口 真代さん）

申込締切
11月25日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は
　電話にてお問い合わせ下さい。

申込締切
9月9日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は
　電話にてお問い合わせ下さい。
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※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。

　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。

講座コード

（9月クラス）
11240020

11240021
（12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 9/17
（土）

11/26
（土）

11/19
（土）

11/12
（土）

11/  5
（土）

10/29
（土）

10/22
（土）

10/15
（土）

10/  8
（土）

9/24
（土）

10/  1
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Getting Acquainted

My Summer

Where I Go Shopping
for What

Autumn Itinerary

If I Had a Million Dollars

Bad Habits

An Old Friend
I’d Like to Meet

A Healthy Lifestyle

What We Can Do
for the Environment

予備日

A Trip I Took

日 程 内 容

1 12/ 3
（土）

3/17
（土）

3/10
（土）

3/  3
（土）

2/25
（土）

2/  4
（土）

1/21
（土）

1/14
（土）

12/24
（土）

12/10
（土）

12/17
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A Little about Me

A Place I Escape to

My Favorite Restaurant

My English
Learning Experience

What I REALLY Want
for Christmas

My Winter Vacation

A Favorite Dish

This is REALLY Helpful!

A Friend of MIne

予備日

How I Relax

11240020（9月クラス） 11240021（12月クラス）

日 程 内 容

1 9/17
（土）

11/26
（土）

11/19
（土）

11/12
（土）

11/  5
（土）

10/29
（土）

10/22
（土）

10/15
（土）

10/  8
（土）

9/24
（土）

10/  1
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Getting Acquainted

My Summer

Where I Go Shopping
for What

Autumn Itinerary

If I Had a Million Dollars

Bad Habits

An Old Friend
I’d Like to Meet

A Healthy Lifestyle

What We Can Do
for the Environment

予備日

A Recent Historical Event

日 程 内 容

1 12/ 3
（土）

3/17
（土）

3/10
（土）

3/  3
（土）

2/25
（土）

2/  4
（土）

1/21
（土）

1/14
（土）

12/24
（土）

12/10
（土）

12/17
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Getting Acquainted

Music

Recent in the News

The Question 
I Would Most Like to Ask

Holiday

One YearVacation

Where I Would Love to
Go in Time

Art

What I Learned
in This Class

予備日

Something
I’d Like to Do Over 

11240022（9月クラス） 11240023（12月クラス）

講 座 概 要（9月クラス）
期　間 9月～11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（12月クラス）
期　間 12月～3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

ガイダンス・デモレッスン

※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。
「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

講座コード

（9月クラス）
11240022

11240023
（12月クラス）

語　学

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）

※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。

講 座 概 要（9月クラス）
期　間 9月～11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（12月クラス）
期　間 12月～3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

ガイダンス・デモレッスン

※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。 

）」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）

9月 3日（土）  12:15 ～12:45

11月12日（土）  16:30～17:00

9月 3日（土）  12:15 ～12:45

11月12日（土）  16:30～17:00

9月9日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日
9月9日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

11月25日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

11月25日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※教材購入については、初回講義にてご案内します。
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※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。

　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。

講座コード

（9月クラス）
11240020

11240021
（12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 9/17
（土）

11/26
（土）

11/19
（土）

11/12
（土）

11/  5
（土）

10/29
（土）

10/22
（土）

10/15
（土）

10/  8
（土）

9/24
（土）

10/  1
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Getting Acquainted

My Summer

Where I Go Shopping
for What

Autumn Itinerary

If I Had a Million Dollars

Bad Habits

An Old Friend
I’d Like to Meet

A Healthy Lifestyle

What We Can Do
for the Environment

予備日

A Trip I Took

日 程 内 容

1 12/ 3
（土）

3/17
（土）

3/10
（土）

3/  3
（土）

2/25
（土）

2/  4
（土）

1/21
（土）

1/14
（土）

12/24
（土）

12/10
（土）

12/17
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A Little about Me

A Place I Escape to

My Favorite Restaurant

My English
Learning Experience

What I REALLY Want
for Christmas

My Winter Vacation

A Favorite Dish

This is REALLY Helpful!

A Friend of MIne

予備日

How I Relax

11240020（9月クラス） 11240021（12月クラス）

日 程 内 容

1 9/17
（土）

11/26
（土）

11/19
（土）

11/12
（土）

11/  5
（土）

10/29
（土）

10/22
（土）

10/15
（土）

10/  8
（土）

9/24
（土）

10/  1
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Getting Acquainted

My Summer

Where I Go Shopping
for What

Autumn Itinerary

If I Had a Million Dollars

Bad Habits

An Old Friend
I’d Like to Meet

A Healthy Lifestyle

What We Can Do
for the Environment

予備日

A Recent Historical Event

日 程 内 容

1 12/ 3
（土）

3/17
（土）

3/10
（土）

3/  3
（土）

2/25
（土）

2/  4
（土）

1/21
（土）

1/14
（土）

12/24
（土）

12/10
（土）

12/17
（土）

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Getting Acquainted

Music

Recent in the News

The Question 
I Would Most Like to Ask

Holiday

One YearVacation

Where I Would Love to
Go in Time

Art

What I Learned
in This Class

予備日

Something
I’d Like to Do Over 

11240022（9月クラス） 11240023（12月クラス）

講 座 概 要（9月クラス）
期　間 9月～11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（12月クラス）
期　間 12月～3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

ガイダンス・デモレッスン

※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。
「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

講座コード

（9月クラス）
11240022

11240023
（12月クラス）

語　学

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）

※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。

講 座 概 要（9月クラス）
期　間 9月～11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（12月クラス）
期　間 12月～3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

ガイダンス・デモレッスン

※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。 

）」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）

9月 3日（土）  12:15 ～12:45

11月12日（土）  16:30～17:00

9月 3日（土）  12:15 ～12:45

11月12日（土）  16:30～17:00

9月9日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日
9月9日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

11月25日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

11月25日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※教材購入については、初回講義にてご案内します。
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講座趣旨
　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

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

語

　学

語

　学

講座コード

11240024

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）

10月～1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）
『日本文化を英語で紹介する事典』
ナツメ社　1,980円+税

英語で学ぶ日本文化

  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

  

日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10/20

10/27

11/10

11/17

11/24

12/  1

12/  8

12/15

12/22

  1/12

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

日本の秋の行事

日本の衣生活

日本の簡単歴史（1）

日本のスポーツ

日本の簡単歴史（2）

日本の簡単歴史（3）

日本の伝統芸能

日本の簡単歴史（4）

日本の文化・芸術

日本の正月行事

イントロダクション、お彼岸、七五三　など

十二単、着物、浴衣　など

日本の起源、縄文・弥生文化　など

相撲全般、四股、横綱　など

華麗な貴族文化、武士の登場　など

江戸の生活、江戸文化の発展　など

歌舞伎、文楽　など

開国、激動の時代へ　など

日本庭園、盆栽　など

正月全般、縁起物、おせち料理　など ガイダンス・デモレッスン
9月15日（木）15:00～16:00

9月22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。
　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。

  
   
 

  
   
 

  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

（10月クラス）
11240025

11240026
（1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（10月クラス）
期　間 10月～1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）

講 座 概 要（1月クラス）
期　間 1月～3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』
(Cambridge University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材

『Grammar in use～ intermedi-
ate～THIRD EDITION』
(Cambridge University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材
日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10/18

10/25

11/  8

11/15

11/22

11/29

12/  6

12/13

12/20

1/10

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

現在進行形

助動詞

複数と単数

前置詞

使役動詞

話法

比較構文

不定詞

関係代名詞

接続詞

目の前のアクションを、生き生きと表現しよう！

mayとmightの便利な用法をマスター！

ややこしい複数名詞と単数名詞に慣れる！

to doかof doingかin doingか…正しいのはどれ？

人に～してもらう、～させるときの独特な表現を学ぶ

間接話法を使って状況をリポートしてみよう！

as ~ as を使った比較表現に挑戦！

動詞＋人＋to~ の構文に慣れよう！

whose, whom, where をしっかり使い分ける

in case を使って先回りしよう！

11240025（10月クラス）

日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

1/24

1/31

2/  7

2/14

2/21

2/28

3/  6

3/13

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

助動詞

前置詞

完了形

形容詞と副詞

受動態

動名詞

関係代名詞

仮定法

could の効果的な使い方をマスター！

前置詞＋~ing の便利な用法を使いこなす！

現在完了形と現在完了進行形の違いとは？

形容詞と副詞を使って人を生き生きと描写してみよう！

会話に役立つ様々な受動態のパターンを学ぶ

~ingを使った様々な慣用表現にチャレンジ！

追加情報をスマートに表現する「非制限用法」とは？

I wish ~ would で願望を表現する

※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。
※定員に達した場合、火曜日の午後（13：00～14：30）にクラスを増設する可能性があります。

11240026（1月クラス）

ガイダンス・デモレッスン

 9月13日（火）
12:30～13:30  15:00～16:00

（木）9月15日

 15:00～16:00
（木）9月22日 12:30～13:30

9月20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。
※9月15日（木）・9月22日（木）は「英語で学ぶ日本文化」と合同のガイダンスです。

火曜コース・木曜コース共通

10月12日（水）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日 10月8日（土）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

1月16日（月）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

ウォームアップ英会話

今日のトピック紹介、説明

英文説明を参考に、自分の言葉に変換練習

ペアまたはグループで説明練習
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講座趣旨
　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

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

語

　学

語

　学

講座コード

11240024

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）

10月～1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）
『日本文化を英語で紹介する事典』
ナツメ社　1,980円+税

英語で学ぶ日本文化

  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

  

日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10/20

10/27

11/10

11/17

11/24

12/  1

12/  8

12/15

12/22

  1/12

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

日本の秋の行事

日本の衣生活

日本の簡単歴史（1）

日本のスポーツ

日本の簡単歴史（2）

日本の簡単歴史（3）

日本の伝統芸能

日本の簡単歴史（4）

日本の文化・芸術

日本の正月行事

イントロダクション、お彼岸、七五三　など

十二単、着物、浴衣　など

日本の起源、縄文・弥生文化　など

相撲全般、四股、横綱　など

華麗な貴族文化、武士の登場　など

江戸の生活、江戸文化の発展　など

歌舞伎、文楽　など

開国、激動の時代へ　など

日本庭園、盆栽　など

正月全般、縁起物、おせち料理　など ガイダンス・デモレッスン
9月15日（木）15:00～16:00

9月22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。
　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。

  
   
 

  
   
 

  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

（10月クラス）
11240025

11240026
（1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（10月クラス）
期　間 10月～1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）

講 座 概 要（1月クラス）
期　間 1月～3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』
(Cambridge University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材

『Grammar in use～ intermedi-
ate～THIRD EDITION』
(Cambridge University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材
日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10/18

10/25

11/  8

11/15

11/22

11/29

12/  6

12/13

12/20

1/10

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

現在進行形

助動詞

複数と単数

前置詞

使役動詞

話法

比較構文

不定詞

関係代名詞

接続詞

目の前のアクションを、生き生きと表現しよう！

mayとmightの便利な用法をマスター！

ややこしい複数名詞と単数名詞に慣れる！

to doかof doingかin doingか…正しいのはどれ？

人に～してもらう、～させるときの独特な表現を学ぶ

間接話法を使って状況をリポートしてみよう！

as ~ as を使った比較表現に挑戦！

動詞＋人＋to~ の構文に慣れよう！

whose, whom, where をしっかり使い分ける

in case を使って先回りしよう！

11240025（10月クラス）

日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

1/24

1/31

2/  7

2/14

2/21

2/28

3/  6

3/13

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

（火）

助動詞

前置詞

完了形

形容詞と副詞

受動態

動名詞

関係代名詞

仮定法

could の効果的な使い方をマスター！

前置詞＋~ing の便利な用法を使いこなす！

現在完了形と現在完了進行形の違いとは？

形容詞と副詞を使って人を生き生きと描写してみよう！

会話に役立つ様々な受動態のパターンを学ぶ

~ingを使った様々な慣用表現にチャレンジ！

追加情報をスマートに表現する「非制限用法」とは？

I wish ~ would で願望を表現する

※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。
※定員に達した場合、火曜日の午後（13：00～14：30）にクラスを増設する可能性があります。

11240026（1月クラス）

ガイダンス・デモレッスン

 9月13日（火）
12:30～13:30  15:00～16:00

（木）9月15日

 15:00～16:00
（木）9月22日 12:30～13:30

9月20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。
※9月15日（木）・9月22日（木）は「英語で学ぶ日本文化」と合同のガイダンスです。

火曜コース・木曜コース共通

10月12日（水）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日 10月8日（土）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

1月16日（月）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

ウォームアップ英会話

今日のトピック紹介、説明

英文説明を参考に、自分の言葉に変換練習

ペアまたはグループで説明練習



MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY60 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 61

語

　学

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

  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

講座趣旨 講 座 概 要
期　間 10月～12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）

『Grammar in use～ intermedi-
ate～THIRD EDITION』
(Cambridge University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材

10月7日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※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（10月クラス）
期　間 10月～1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）

講 座 概 要（1月クラス）
期　間 1月～3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）

『Grammar in use～ intermedi-
ate～THIRD EDITION』
(Cambridge University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材

『Grammar in use～ intermedi-
ate～THIRD EDITION』
(Cambridge University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材

10月12日（水）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

1月18日（水）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

講座コード

（10月クラス）
11240027

11240028
（1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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10/20

10/27

11/10

11/17

11/24

12/ 1

12/  8

12/15

12/22

1/12

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

現在進行形

助動詞

複数と単数

前置詞

使役動詞

話法

比較構文

不定詞

関係代名詞

接続詞

目の前のアクションを、生き生きと表現しよう！

mayとmightの便利な用法をマスター！

ややこしい複数名詞と単数名詞に慣れる！

to doかof doingかin doingか…正しいのはどれ？

人に～してもらう、～させるときの独特な表現を学ぶ

間接話法を使って状況をリポートしてみよう！

as ~ as を使った比較表現に挑戦！

動詞＋人＋to~ の構文に慣れよう！

whose, whom, where をしっかり使い分ける

in case を使って先回りしよう！

11240027（10月クラス）

 
  
 

日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

1/26

2/  2

2/  9

2/16

2/23

3/  1

3/  8

3/15

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

助動詞

前置詞

完了形

形容詞と副詞

受動態

動名詞

関係代名詞

仮定法

could の効果的な使い方をマスター！

前置詞＋~ing の便利な用法を使いこなす！

現在完了形と現在完了進行形の違いとは？

形容詞と副詞を使って人を生き生きと描写してみよう！

会話に役立つ様々な受動態のパターンを学ぶ

~ingを使った様々な慣用表現にチャレンジ！

追加情報をスマートに表現する「非制限用法」とは？

I wish ~ would で願望を表現する

※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。
※定員に達した場合、火曜日の午後（13：00～14：30）にクラスを増設する可能性があります。

11240028（1月クラス）

ガイダンス・デモレッスン P59参照

語　学

講座コード

11240029

　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

10/15

10/22

10/29

11/  5

11/12

11/19

11/26

12/  3

（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！

ガイダンス・デモレッスン
 9月17日
 10月 1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。

現在形・過去形

未来形

比較級・最上級

完了形

受動態

助動詞

関係詞

仮定法

時制の基本。日々の習慣や業務、過去の事実
や業績を、正しい動詞を使って正確に説明し
てみよう！

‘be going to’と‘will’だけじゃない！ 様々な未
来を表す用法を使い分け、将来の企画や目標
を語ろう！

比較・最上は形容詞で決まる！ 色々なものを
効果的に比較し、スマートなランク付けの表現
を学ぼう！

過去と現在が結びついた英語独特の用法。細
かいニュアンスをより正確に伝え、業務を生き
生きと表現してみよう！

様々な出来事や状況を客観的に説明できる、
便利でクール、ビジネスライクな用法

助動詞は動詞のベストパートナー。予測、提
案、可能性、後悔など、現在と過去にわたり幅
広く表現してみよう！

‘and’を使わず情報を追加でき、物事をより詳
しく説明できる超便利でスマートな用法

「もし今～なら・・」「もしあの時～だったら・・」。様々
な事象を自由に想像しコメントしながら、複雑な
仮定法を制覇しよう！
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語

　学

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

  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

講座趣旨 講 座 概 要
期　間 10月～12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）

『Grammar in use～ intermedi-
ate～THIRD EDITION』
(Cambridge University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材

10月7日（金）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※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（10月クラス）
期　間 10月～1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）

講 座 概 要（1月クラス）
期　間 1月～3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）

『Grammar in use～ intermedi-
ate～THIRD EDITION』
(Cambridge University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材

『Grammar in use～ intermedi-
ate～THIRD EDITION』
(Cambridge University Press)

  

3,591円（税込）他プリント教材

10月12日（水）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

1月18日（水）
※締切後に申込みを希望される場合は、
　電話にてお問い合わせください。

申込締切日

※教材購入については、初回講義にてご案内します。

講座コード

（10月クラス）
11240027

11240028
（1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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10/20

10/27

11/10

11/17

11/24

12/ 1

12/  8

12/15

12/22

1/12

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

現在進行形

助動詞

複数と単数

前置詞

使役動詞

話法

比較構文

不定詞

関係代名詞

接続詞

目の前のアクションを、生き生きと表現しよう！

mayとmightの便利な用法をマスター！

ややこしい複数名詞と単数名詞に慣れる！

to doかof doingかin doingか…正しいのはどれ？

人に～してもらう、～させるときの独特な表現を学ぶ

間接話法を使って状況をリポートしてみよう！

as ~ as を使った比較表現に挑戦！

動詞＋人＋to~ の構文に慣れよう！

whose, whom, where をしっかり使い分ける

in case を使って先回りしよう！

11240027（10月クラス）

 
  
 

日 程 項 目 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

1/26

2/  2

2/  9

2/16

2/23

3/  1

3/  8

3/15

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

助動詞

前置詞

完了形

形容詞と副詞

受動態

動名詞

関係代名詞

仮定法

could の効果的な使い方をマスター！

前置詞＋~ing の便利な用法を使いこなす！

現在完了形と現在完了進行形の違いとは？

形容詞と副詞を使って人を生き生きと描写してみよう！

会話に役立つ様々な受動態のパターンを学ぶ

~ingを使った様々な慣用表現にチャレンジ！

追加情報をスマートに表現する「非制限用法」とは？

I wish ~ would で願望を表現する

※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。
※定員に達した場合、火曜日の午後（13：00～14：30）にクラスを増設する可能性があります。

11240028（1月クラス）

ガイダンス・デモレッスン P59参照

語　学

講座コード

11240029

　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

10/15

10/22

10/29

11/  5

11/12

11/19

11/26

12/  3

（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！

ガイダンス・デモレッスン
 9月17日
 10月 1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。

現在形・過去形

未来形

比較級・最上級

完了形

受動態

助動詞

関係詞

仮定法

時制の基本。日々の習慣や業務、過去の事実
や業績を、正しい動詞を使って正確に説明し
てみよう！

‘be going to’と‘will’だけじゃない！ 様々な未
来を表す用法を使い分け、将来の企画や目標
を語ろう！

比較・最上は形容詞で決まる！ 色々なものを
効果的に比較し、スマートなランク付けの表現
を学ぼう！

過去と現在が結びついた英語独特の用法。細
かいニュアンスをより正確に伝え、業務を生き
生きと表現してみよう！

様々な出来事や状況を客観的に説明できる、
便利でクール、ビジネスライクな用法

助動詞は動詞のベストパートナー。予測、提
案、可能性、後悔など、現在と過去にわたり幅
広く表現してみよう！

‘and’を使わず情報を追加でき、物事をより詳
しく説明できる超便利でスマートな用法

「もし今～なら・・」「もしあの時～だったら・・」。様々
な事象を自由に想像しコメントしながら、複雑な
仮定法を制覇しよう！
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語

　学

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

10月～12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

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

11240030
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

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演習

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

10/15

10/22

10/29

11/ 5

11/12

11/19

11/26

12/ 3

（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！

WouldやMayだけでなく、相手
の立場をより尊重できる、ス
マートで粋な表現‘Hedge（か
きね言葉）’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（仕切り）スキルを習得！

「序論・本論・結論」のロジカル
な組み立て方、信頼される
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

  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

ガイダンス・デモレッスン

※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。

 9月17日（土）11:00～12:00
 10月 1日（土）11:00～12:00

10月7日（金）
※締切後に申込みを希望される場合
　は、電話にてお問合せください。

申込締切日



語

　学

語

　学

挫折なしのビジネス英語（入門）
語　学

講座コード

11240031

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

電話の応対：電話を受け取り、名前や用件を聞く。2

電話の応対：会話の確認や電話を終える表現を学ぶ。3

会議での表現：会議で賛成・反対してみる。4

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

会議での表現：会議で提案してみる。6

Ｅメール：日本語と英語の論理の相違を理解する。7

Ｅメール：Eメールでアポイントを取る。8

Ｅメール：Ｅメールで返信してみる。9

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

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

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

 10/14
（金）
10/21
（金）
10/28
（金）
11/11
（金）
11/18
（金）
11/25
（金）
12/ 2
（金）
12/ 9
（金）
12/16
（金）
1/13
（金）
1/20
（金）
1/27
（金）

講座趣旨

TOEIC®300レベルからでも学べます
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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。
　この講座ではロール・プレイ中心の臨場体験を通してビジネス英
語がきわめて効率的に学べます。

講 座 概 要
期　間

曜　日

時　間

10月～1月

金曜日

 19:00～20:30

※教材費は受講料に含まれています。
※適宜、効果的表現を学ぶためプリントを配布します。
※電子辞書をご用意ください。

飯田健雄「現場英語」
（桐原書店）
オリジナルプリント

定　員

回　数

受 講 料

教　材

15名

12回

一般：32,000円
学生：30,000円

10月6日（木）
※締切後に申込みを希望される場合
　は、電話にてお問合せください。

申込締切日

※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

 9月15日（木）1９:00～20:00

1９:00～20:00 9月22日（木）
1９:00～20:00 9月29日（木）

電話の応対 会議での表現 プレゼンテーションの英語Eメール



語

　学

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

2月～3月

火曜日・金曜日

 19:00～20:30

※教材費は受講料に含まれています。
※適宜、効果的表現を学ぶためプリントを配布します。
※電子辞書をご用意ください。

飯田健雄「現場英語」
（桐原書店）
オリジナルプリント

定　員

回　数

受 講 料

教　材

15名

10回

一般：30,000円
学生：26,000円

講座コード

11240032

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。失敗は許されません。
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きます。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。本講座では、ロール・プレイ中心の臨場体験を通
してビジネス英語がきわめて効率的に習得できます。

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
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日 程 内 容

1 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 論理的な表現を覚える（その2）─曖昧さがない議論を通して、
結論を導く表現を学びましょう。

3 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
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 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 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 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 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 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

 2/14（火）

 2/17（金）

 2/21（火）

 2/24（金）

 2/28（火）

 3/6 （火）

 3/9 （金）

 3/13（火）

 3/16（金）

 3/23（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

2月6日（月）
※締切後に申込みを希望される場合
　は、電話にてお問合せください。

申込締切日

 1月24日（火）1９:00～20:00

1９:00～20:00 1月27日（金）
1９:00～20:00 1月31日（火）

内 容 



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

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

10月～1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

9月26日（月）
※締切後に申込みを希望される場合
　は、電話にてお問合せください。

申込締切日

18名

12回

一般：36,000円
学生：32,000円

講座コード

11240033

内 容 日 程
News sources: choosing TV, newspaper or magazine news that is
suitable to your English level.1

10/11（火）

10/ 4（火）

Crime in the news: vocabulary and phrases from reports of crime.2

10/18（火）
Talking about crime: expressing our opinions about crime and
punishment.3

10/25（火） Students choose and discuss recent crime reports in the news.4

11/ 8（火）
Entertainment in the news: vocabulary and phrases from movie
reviews and celebrity news.5

11/15（火）
Talking about entertainment: expressing our opinions about
entertainment and celebrity news.6

11/22（火）
Students choose and discuss recent entertainment and
celebrity news.7

11/29（火）
Politics and world events in the news: vocabulary and phrases from
political news.8

12 / 6（火）
Talking about world events: expressing our opinions about
politics and world events.9

12/13（火） Students choose and discuss recent news about world events.10

1/10（火）
News sources: choosing TV, newspaper or magazine news that is
suitable to your English level.11

1/24（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
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※教材費は受講料に含まれています。

 9月20日（火）19:30～20:30
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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

11240034

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 10月～2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
 

※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、日本人英語学習者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

10/19

10/26

11/ 2

11/ 9

11/16

11/30

12/ 7

12/14

1 /11

1 /18

1 /25

2 / 1

2 / 8

2 /15

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

環境、健康、テクノロジー等、様々な分野の国際英語ニュ

ースを扱います。数回のレッスンに亘ってひとつのニュー

スに取り組み、リスニングに重点を置きながら、ペアワー

クやディスカッションを通して、自分の考えを表現する練

習もします。

10月11日（火）
※締切後に申込みを希望される場合
　は、電話にてお問合せください。

申込締切日

 9月14日（水）19:00～20:00

※実際に使用するニュースの分野やレッスンの進度は、上記と異なる場合があります。

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

10月～1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、日本人英語学習者の特
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）
11240035

（中級クラス）
11240036

※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。

日 程 内 容
初級クラス 11240035 中級クラス 11240036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10/17

10/24

10/31

11/ 7

11/14

11/21

11/28

12/ 5

12/12

1/16

1/23

1/ 30

（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

10月7日（金）
※締切後に申込みを希望される場合
　は、電話にてお問合せください。

申込締切日

語

　学
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※カリキュラム内容は、一例です。使用するテキストにより変更となる可能性があります。

ガイダンス・デモレッスン
初級 9月26日（月）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。

中級 10月3日（月）19:00～20:00 



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

10月～1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、日本人英語学習者の特
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）
11240035

（中級クラス）
11240036

※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。

日 程 内 容
初級クラス 11240035 中級クラス 11240036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10/17

10/24

10/31

11/ 7

11/14

11/21

11/28

12/ 5

12/12

1/16

1/23

1/ 30

（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

10月7日（金）
※締切後に申込みを希望される場合
　は、電話にてお問合せください。

申込締切日

語

　学

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 67

※カリキュラム内容は、一例です。使用するテキストにより変更となる可能性があります。

ガイダンス・デモレッスン
初級 9月26日（月）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。

中級 10月3日（月）19:00～20:00 



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、日本人英語学習者の
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）
11240037

（中級クラス）
11240038

日 程 内 容
初級クラス 11240037 中級クラス 11240038

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10/20

10/27

11/10

11/17

11/24

12/ 1

12/ 8

12/15

1 /12

1 /19

1 /26

 2/ 2

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

（木）

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

講 座 概 要
期　間 10月～2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。

10月12日（水）
※締切後に申込みを希望される場合
　は、電話にてお問合せください。

申込締切日

※カリキュラム内容は、一例です。使用するテキストにより変更となる可能性があります。

ガイダンス・デモレッスン
初級 9月22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。

中級 9月29日（木）19:00～20:00 
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語

　学
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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2012年3月の方は、2012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？
クレジットカードかコンビニでのお支払となります。
所定の振込用紙でお近くのコンビニ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2012年3月の方は、2012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？
クレジットカードかコンビニでのお支払となります。
所定の振込用紙でお近くのコンビニ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）
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1

2
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4
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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？
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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
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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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「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！

その他たくさんあります。

既リバティアカデミー会員の方

2
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Topics for Discussion

気軽にはじめるハングル（初級）

相続講座（前期：相続入門）

TOEFL®総合対策講座

Fun and Adventure in Creative English
笑顔のステキなカーミット先生と楽しく英語を学びませんか？

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」

■ 屋上緑化コーディネーター資格受験対策
■ 行政書士試験合格対策
■ Fun and Adventure in Creative English
 笑顔のステキなカーミット先生と楽しく英語を学びませんか？ 

■ Topics for Discussion　

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

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

駿河台キャンパス・アカデミーコモン11階

■ 宅地建物取引主任者直前答案練習
■ 食生活アドバイザー®

 検定（2級）合格対策
■ 図書館員のための
 ブラッシュアップ講座3・4　

https://academy.meiji.jp

https://academy.meiji.jp


