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お申し込み・お問い合せ　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

既リバティアカデミー会員の方

明治大学カードのしくみ明治大学カードのしくみ
●明治大学カードの協力店で優待サービスが受けられます。
※詳細は明治大学カードのHPをご確認ください。

URL https://www.meiji.ac.jp/mcard/
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込
／
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お
支
払

③ 受講案内の到着・確認／④ 受講開始

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。

【はじめてお申込みの方】

【会員の方】

【会員更新／再入会の方】

「講座受講申込」欄　＋　　「入会申込」欄

「講座受講申込」欄
のみ

会員番号
（再入会の方は旧会員番号）

「講座受講申込」欄
＋

＋

「入会申込」欄

 

 

お支払は、 クレジットカード 　コンビニでのお支払い　
が選べます。（下図）

■クレジットカード

■コンビニでのお支払

・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。

「入会申込」欄の記入
は不要です。

入会・受講申込FAXフォーム
（個人会員用）

・アナウンスに従い手続きをすすめてください。

⑦申込内容を確認していただき完了となります。

（1）明治大学カード（クレジットカード）
（2）各種クレジットカード
　　UC・VISA・マスター・JCB・ダイナース・DC・
　　MUFG・UFJ・NICOS・アメリカンエクスプレス

・FAXの場合は、「入会・受講申込FAXフォーム（個人会員用）」（101ペー
ジ）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。

・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、振込受領書等をご持参ください。
・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。

FAX・電話でのお申込・お支払

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）
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ジ）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。

・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、振込受領書等をご持参ください。
・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。

FAX・電話でのお申込・お支払
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オーダーメイド型社員研修を受託します
御社の社員教育・人材開発を支援します
開講中のプログラムをもとにオーダーメイド型の社員研修プログラムを企画します。
コーディネータに、企業コンサルティングや研修経験豊富な本学教授陣があたります。

［事例1］東日本旅客鉄道株式会社 様
顧客満足（CS）研修

研修カリキュラムの事例紹介
御社のご要望に応じてカリキュラムを企画します。会場は大学施設を利用できます

主な研修実施実績
●産業財メーカー向け「マーケティング研修」「営業/企画研修」
●食品メーカー向け「最強の営業マン養成研修」
●非営利団体向け「中堅職員ビジネススクール」「幹部職員マネジメントスクール」
●中央政府機関向け「経済専門研修」「会計専門研修」

●顧客とのコミュニケーションとマーケティングの基本
●サービス・マーケティング
●顧客「不満足」の考え方・CSの取り組み方

［研修時間］630分（90分×7回）

［研修時間］600分（120分×5回）

［事例2］東日本旅客鉄道株式会社 様
安全学概論研修

●消費者の欲望の発見方法と満足創造手法を知る
●サービス・マネジメントシステム
●実のあるCS 活動と実践的クレーム対応

［研修時間］540分（90分×6回）

［事例3］三幸製菓株式会社 様
最強の営業マン養成研修
●マーケティングとは何か
●売れる製品と売れる店の条件［ケース分析］
●消費者の欲望分析とプロモーションの重要性

●売れる商品づくりの基本視点
●ブランド化と製品計画
●マーケティング競争の理論と価格戦略

［事例4］株式会社メディアポート成田 様
効果的なプロモーション活動の理論を学ぶ
●マーケティングの基本認識とその重要性
●マーケティング・コミュニケーション思考の重要性

●製品の本質と製品コンセプトの重要性
●消費者の欲望とコンセプト表現の重要性

［研修時間］720分（90分×8回）
［事例5］東京都（大学等委託訓練事業）様

●戦略マネジメント実践科
●ビジネスマネジメント実践科

●貿易実務・マーケティング科
●ビジネス・マーケティング実践科

［研修時間］180～188時間

●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企画部

●春日電機株式会社

●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

●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

●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　

●ダイセル・エボニック株式会社

●特許業務法人ウィルフォート

　国際特許事務所

●株式会社ファルテック

●株式会社オリエンタルランド

●ピジョンハーツ株式会社

●ベンキュージャパン株式会社

●株式会社ルーツビジネスサポート

●朝日印刷工業株式会社

●富双合成株式会社

（順不同）

法人会員制度をご利用ください

法人会員制度は、法人（全社、事業所、部課）単位でご入会頂く制度です。
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。
　■入会金30,000円（3年度間有効）
　■受講料20％割引（人数制限はございません）
　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
　WEB：http://academy2.meiji.jp/information/houjin.html

法人向けサービス

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20％割引になります

主な法人会員

●安全を現場から考える
　「施設・設備の安全と防災」
　「生産現場における安全活動実践論1・2」

●安全を基礎から考える
　「安全学概論」
　「リスクアセスメントの考え方と手法」

詳しくはホームページにて http://academy2.meiji.jp/information/kensyu.html
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オーダーメイド型社員研修を受託します
御社の社員教育・人材開発を支援します
開講中のプログラムをもとにオーダーメイド型の社員研修プログラムを企画します。
コーディネータに、企業コンサルティングや研修経験豊富な本学教授陣があたります。

［事例1］東日本旅客鉄道株式会社 様
顧客満足（CS）研修

研修カリキュラムの事例紹介
御社のご要望に応じてカリキュラムを企画します。会場は大学施設を利用できます

主な研修実施実績
●産業財メーカー向け「マーケティング研修」「営業/企画研修」
●食品メーカー向け「最強の営業マン養成研修」
●非営利団体向け「中堅職員ビジネススクール」「幹部職員マネジメントスクール」
●中央政府機関向け「経済専門研修」「会計専門研修」

●顧客とのコミュニケーションとマーケティングの基本
●サービス・マーケティング
●顧客「不満足」の考え方・CSの取り組み方

［研修時間］630分（90分×7回）

［研修時間］600分（120分×5回）

［事例2］東日本旅客鉄道株式会社 様
安全学概論研修

●消費者の欲望の発見方法と満足創造手法を知る
●サービス・マネジメントシステム
●実のあるCS 活動と実践的クレーム対応

［研修時間］540分（90分×6回）

［事例3］三幸製菓株式会社 様
最強の営業マン養成研修
●マーケティングとは何か
●売れる製品と売れる店の条件［ケース分析］
●消費者の欲望分析とプロモーションの重要性

●売れる商品づくりの基本視点
●ブランド化と製品計画
●マーケティング競争の理論と価格戦略

［事例4］株式会社メディアポート成田 様
効果的なプロモーション活動の理論を学ぶ
●マーケティングの基本認識とその重要性
●マーケティング・コミュニケーション思考の重要性

●製品の本質と製品コンセプトの重要性
●消費者の欲望とコンセプト表現の重要性

［研修時間］720分（90分×8回）
［事例5］東京都（大学等委託訓練事業）様

●戦略マネジメント実践科
●ビジネスマネジメント実践科

●貿易実務・マーケティング科
●ビジネス・マーケティング実践科

［研修時間］180～188時間

●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企画部

●春日電機株式会社

●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

●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

●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　

●ダイセル・エボニック株式会社

●特許業務法人ウィルフォート

　国際特許事務所

●株式会社ファルテック

●株式会社オリエンタルランド

●ピジョンハーツ株式会社

●ベンキュージャパン株式会社

●株式会社ルーツビジネスサポート

●朝日印刷工業株式会社

●富双合成株式会社

（順不同）

法人会員制度をご利用ください

法人会員制度は、法人（全社、事業所、部課）単位でご入会頂く制度です。
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。
　■入会金30,000円（3年度間有効）
　■受講料20％割引（人数制限はございません）
　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
　WEB：http://academy2.meiji.jp/information/houjin.html

法人向けサービス

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20％割引になります

主な法人会員

●安全を現場から考える
　「施設・設備の安全と防災」
　「生産現場における安全活動実践論1・2」

●安全を基礎から考える
　「安全学概論」
　「リスクアセスメントの考え方と手法」

詳しくはホームページにて http://academy2.meiji.jp/information/kensyu.html
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●黒川農場は、小田急線「黒川」駅
　南口徒歩20分
●会場はキャンパスマップ（82ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■受 講 料 無料
■申込方法 講演会のみ事前予約制です
 （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。

お申し込み

●生田キャンパスは、小田急線「生田」駅南口 徒歩10分、会場は右図をご参照ください。●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み

講座概要

 11月10日（土）
   会　場／明治大学黒川農場 本館2階 大教室

開場13：00

開講13：30（～15：00）  11月23日（金）
   会　場／生田キャンパス 地域産学連携研究センター地階 多目的室

開場12：30

開講13：00（～16：00）

1955年愛媛県大洲市に生まれ、
1981年愛媛大学農学部農業工
学科卒業、1987年鳥取大学大学
院農学研究科修了、1995年米国
テキサスA&M大学大学院Ph.D.

課程修了（Ph.D.取得）。カナダ、アメリカでのポストドク、
岩手大学助教授を経て2007年4月より現職。専門は、土
壌物理学、環境物理学。研究テーマは、土壌・接地気層中に
おける物質とエネルギー輸送の測定とモデリング。2005
年度土壌物理学会学会賞（論文賞）受賞。

講師紹介

　私たちが日頃摂取する食物の多くは、農地で栽培さ
れた作物や牧草がもとになって作られます。我が国で
は、安全な食料を安定して供給するために、農地に対
して様々な取り組みがなされています。その一例とし
て、高度成長期に始まったほ場整備事業によって、安
全な食料を安定的に供給する基盤が整ってきていま
す。津波の被害に遭ったほ場整備された水田の一部
では、いち早く栽培が再開されています。本講義では、
安全な食料の安定供給に向けた取り組みを紹介しま
す。さらに、放射性降下物で広範囲に汚染された農地
での除染に向けた取り組みについても紹介します。

第1部講演
安全な食料を
安定供給するための農地

明治大学農学部教授 登尾 浩助

講座概要
　20世紀は安全を求めた世紀でした。21世紀は
「安全が確保され、人々が安心して心豊かに、質の高
い生活を営むことのできる国にすること」が望まれ
ています。     
　「安全とは科学技術に裏付けされた客観的なも
の、安心とは自らの理解と納得に基づく主観的なも
の」といえます。
　本講義では最近起きた種々の製品や施設の事故
を安全学の考え方から検証し、次に安全と安心を結
ぶ架け橋であるリスクコミュニケーションについて
講義します。

第2部講演

安全・安心な社会を目指して
明治大学理工学部教授 北野 大

1942年東京都に生まれ、1965
年明治大学工学部工業化学科卒
業、1972年東京都立大学大学院
工学研究科博士課程修了(工学博
士)。(財)化学物質評価研究機構企

画管理部長、淑徳大学教授を経て2006年4月より現職。経
済産業省化学物質審議会委員及び産業構造審議会委員、環
境省中央環境審議会委員。専門は、環境化学、リスクコミュ
ニケーション。2004年度日本分析化学会技術功績賞受
賞、2006年度環境科学会学会賞受賞。

秋田県生まれ。東京大学大学院修士課
程修了。学生時代から農村現場を歩
き、消費者団体勤務を経て90年からフ
リー。著書に『安ければ、それでいいの
か？！』（コモンズ・共著）など。日本農政
ジャーナリストの会幹事。日本農業賞特
別部門「食の架け橋賞」審査員。

講師紹介

榊田 みどり  
農業ジャーナリスト

さかき　だ　

　明治大学では教育と研究に並ぶ第三の柱として社会貢献を掲げ、大学が持つ様々な知的資産を社会に開放
し発信しています。
　この度生田キャンパスに「地域産学連携研究センター」が開設されました。これを記念して「安全・安心」を
テーマにしたオープン講座を開講します。これを機会に今後２０１３年４月から本センターで「教養・文化講座」や
「オープン講座」を開講したいと考えております。地域の皆様の積極的なご参加をお待ち申し上げております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／明治大学社会連携機構

　ふだん何気なく食べている食事。でも、その料理
は、どのように作られているのでしょうか？　食材と
なっている肉や野菜は、どこでどのように育てられた
のでしょうか？　
「食べる」ことは、とても個人的な行為と思いがちです
が、実は、食卓の向こう側では、日本や世界の農業・経
済・環境問題ともつながっている「社会的行為」でもあ
ります。
「食」の世界と「農」の世界の距離が遠くなり、その間
で何が起こっているのか、私たちには見えにくくなり
ました。食べ物が生産され、食卓に届くまでの世界の
一端をのぞきながら、私たちの食のあり方について、
一緒に考えてみませんか？

講座概要

　2012年4月、明治大学に環境・自然・地域との共生
をめざした新時代の農場が設立されました。これを記
念して「食」をテーマにしたオープン講座を開講しま
す。地域に開かれた農場を目指し、大学の知識を社会
に還元していくため、今後、リバティアカデミー講座を
展開してまいりますので、皆様の積極的なご参加をお
待ち申し上げております。

／明治大学社会連携機構

黒川農場OPEN記念講座

～食卓の向こう側にある日本と世界の食と農～

台所から世界が見える！

講座コード 12270001
生田キャンパス地域産学連携研究センターOPEN記念講座

安全・安心

講座コード 12270002

登尾 浩助 
明治大学農学部教授

のぼり  お      こう  すけ

北野 大 
明治大学理工学部教授

 きた   の　   まさる

黒川農場収穫祭同日開催! （１５：００～１６：００予定）
黒川農場で収穫された新鮮な野菜を販売いたします。
また、この機会に、黒川農場の施設・圃場をご案内いたします。
皆様のご来場を心からお待ちしております。
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●黒川農場は、小田急線「黒川」駅
　南口徒歩20分
●会場はキャンパスマップ（82ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■受 講 料 無料
■申込方法 講演会のみ事前予約制です
 （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。

お申し込み

●生田キャンパスは、小田急線「生田」駅南口 徒歩10分、会場は右図をご参照ください。●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み

講座概要

 11月10日（土）
   会　場／明治大学黒川農場 本館2階 大教室

開場13：00

開講13：30（～15：00）  11月23日（金）
   会　場／生田キャンパス 地域産学連携研究センター地階 多目的室

開場12：30

開講13：00（～16：00）

1955年愛媛県大洲市に生まれ、
1981年愛媛大学農学部農業工
学科卒業、1987年鳥取大学大学
院農学研究科修了、1995年米国
テキサスA&M大学大学院Ph.D.

課程修了（Ph.D.取得）。カナダ、アメリカでのポストドク、
岩手大学助教授を経て2007年4月より現職。専門は、土
壌物理学、環境物理学。研究テーマは、土壌・接地気層中に
おける物質とエネルギー輸送の測定とモデリング。2005
年度土壌物理学会学会賞（論文賞）受賞。

講師紹介

　私たちが日頃摂取する食物の多くは、農地で栽培さ
れた作物や牧草がもとになって作られます。我が国で
は、安全な食料を安定して供給するために、農地に対
して様々な取り組みがなされています。その一例とし
て、高度成長期に始まったほ場整備事業によって、安
全な食料を安定的に供給する基盤が整ってきていま
す。津波の被害に遭ったほ場整備された水田の一部
では、いち早く栽培が再開されています。本講義では、
安全な食料の安定供給に向けた取り組みを紹介しま
す。さらに、放射性降下物で広範囲に汚染された農地
での除染に向けた取り組みについても紹介します。

第1部講演
安全な食料を
安定供給するための農地

明治大学農学部教授 登尾 浩助

講座概要
　20世紀は安全を求めた世紀でした。21世紀は
「安全が確保され、人々が安心して心豊かに、質の高
い生活を営むことのできる国にすること」が望まれ
ています。     
　「安全とは科学技術に裏付けされた客観的なも
の、安心とは自らの理解と納得に基づく主観的なも
の」といえます。
　本講義では最近起きた種々の製品や施設の事故
を安全学の考え方から検証し、次に安全と安心を結
ぶ架け橋であるリスクコミュニケーションについて
講義します。

第2部講演

安全・安心な社会を目指して
明治大学理工学部教授 北野 大

1942年東京都に生まれ、1965
年明治大学工学部工業化学科卒
業、1972年東京都立大学大学院
工学研究科博士課程修了(工学博
士)。(財)化学物質評価研究機構企

画管理部長、淑徳大学教授を経て2006年4月より現職。経
済産業省化学物質審議会委員及び産業構造審議会委員、環
境省中央環境審議会委員。専門は、環境化学、リスクコミュ
ニケーション。2004年度日本分析化学会技術功績賞受
賞、2006年度環境科学会学会賞受賞。

秋田県生まれ。東京大学大学院修士課
程修了。学生時代から農村現場を歩
き、消費者団体勤務を経て90年からフ
リー。著書に『安ければ、それでいいの
か？！』（コモンズ・共著）など。日本農政
ジャーナリストの会幹事。日本農業賞特
別部門「食の架け橋賞」審査員。

講師紹介

榊田 みどり  
農業ジャーナリスト

さかき　だ　

　明治大学では教育と研究に並ぶ第三の柱として社会貢献を掲げ、大学が持つ様々な知的資産を社会に開放
し発信しています。
　この度生田キャンパスに「地域産学連携研究センター」が開設されました。これを記念して「安全・安心」を
テーマにしたオープン講座を開講します。これを機会に今後２０１３年４月から本センターで「教養・文化講座」や
「オープン講座」を開講したいと考えております。地域の皆様の積極的なご参加をお待ち申し上げております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／明治大学社会連携機構

　ふだん何気なく食べている食事。でも、その料理
は、どのように作られているのでしょうか？　食材と
なっている肉や野菜は、どこでどのように育てられた
のでしょうか？　
「食べる」ことは、とても個人的な行為と思いがちです
が、実は、食卓の向こう側では、日本や世界の農業・経
済・環境問題ともつながっている「社会的行為」でもあ
ります。
「食」の世界と「農」の世界の距離が遠くなり、その間
で何が起こっているのか、私たちには見えにくくなり
ました。食べ物が生産され、食卓に届くまでの世界の
一端をのぞきながら、私たちの食のあり方について、
一緒に考えてみませんか？

講座概要

　2012年4月、明治大学に環境・自然・地域との共生
をめざした新時代の農場が設立されました。これを記
念して「食」をテーマにしたオープン講座を開講しま
す。地域に開かれた農場を目指し、大学の知識を社会
に還元していくため、今後、リバティアカデミー講座を
展開してまいりますので、皆様の積極的なご参加をお
待ち申し上げております。

／明治大学社会連携機構

黒川農場OPEN記念講座

～食卓の向こう側にある日本と世界の食と農～

台所から世界が見える！

講座コード 12270001
生田キャンパス地域産学連携研究センターOPEN記念講座

安全・安心

講座コード 12270002

登尾 浩助 
明治大学農学部教授

のぼり  お      こう  すけ

北野 大 
明治大学理工学部教授

 きた   の　   まさる

黒川農場収穫祭同日開催! （１５：００～１６：００予定）
黒川農場で収穫された新鮮な野菜を販売いたします。
また、この機会に、黒川農場の施設・圃場をご案内いたします。
皆様のご来場を心からお待ちしております。
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  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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し込み下さい。

お申し込み
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み

 11月11日（日） 開場18：00

開講18：30（～20：00）  9月30日（日）
   会場／駿河台キャンパス リバティタワー1階 1011教室

開場14：30

開講15：00（～17：00予定）

   会場／中野セントラルパーク コングレスクエア地階 コンベンションホール

●会場は、JR「中野」徒歩5分　●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。

中野キャンパスOPEN（2013年4月）記念講座

マンガのデザイン

講座コード 12270003
明治大学・鳥取県連携講座

谷口ジローの味わい方

講座コード 12270004

講師紹介

「孤独のグルメ」 原画 ©久住昌之／谷口ジロー

　鳥取県は、水木しげる氏、谷口ジロー氏、青山剛昌氏ほか著
名なマンガ家を輩出していることから、今年度を、「まんが王国
とっとり」建国イヤーとし、アニメやマンガを切り口に国内外で
の鳥取県の知名度向上や観光客誘客に積極的に取り組んで
おります。８月４日（土）から１１月２５日（日）にかけて開催され
る「国際まんが博」をはじめ、県内でまんがやアニメに関する
様々なイベントを実施します。
　詳しくはこちらをご覧ください。http://manga-tottori.jp/

　鳥取県出身で国際的に高い評価を受けているマンガ家、谷口
ジロー氏の多面的な魅力を味わいつくす講座です。谷口氏は、
1971年のデビュー以来、ハードボイルドな探偵ものから、厳し
い自然の世界を描いた動物もの、明治日本の文芸の世界、さら

には「孤独のグルメ」のような、一見取るに足らない小さな日常のドラマまで、実に多彩な作品を手掛
けています。この講座では、マンガ研究の第一人者である夏目房之介氏と谷口氏自身の対談を通じ
て、その多面性と、どんなテーマも見事に作品化する一貫した表現のスタイルの特質に、迫ります。

講座概要

1947年鳥取県出身。1971年「嗄れた部屋」（『ヤングコミック』）にてマンガ家デビュー。代表作に
「犬を飼う」（小学館漫画賞特別賞受賞）。「『坊っちゃん』の時代」共作：関川夏央（漫画家協会賞優秀
賞、手塚治虫文化賞大賞受賞）。「遥かな町へ」、「神々の山嶺」原作：夢枕獏（いずれも文化庁メディア
芸術祭マンガ部門優秀賞受賞）。「孤独のグルメ」原作：久住昌之など。その作品は海外、とくにヨー
ロッパで高い評価を受け、フランスのアングレーム国際マンガ祭ほか海外での受賞歴も数多い。

谷口 ジロー  マンガ家
たに  ぐち

1950年、東京都生まれ。マンガ、
エッセイ、マンガ評論を手がけ
る。著書に『マンガはなぜ面白い
のか』『漱石の孫』他多数。1999
年、朝日新聞社手塚治虫文化賞特
別賞受賞。2008年から学習院大
学大学院教授。

夏目 房之介  
学習院大学大学院教授

なつ   め　    ふさ    の    すけ

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。

宮本 大人  
明治大学国際日本学部准教授

みや  もと　  ひろ  ひと

司会進行

　マンガ大国ニッポンでは、日々、膨大な
数のマンガ雑誌、マンガ本が出版され、書
店の一角を埋め尽くしています。そんな
中、ふらりと立ち寄った人の目も引く、個性
的で魅力的なデザインのマンガ本が増え
ていると感じることはないでしょうか。一
昔前までは画一的なデザインのものが大
半だったマンガ本に、工夫を凝らしたデザ
インを施すことは、マンガと読者の出会い
を演出する極めて重要な仕事です。マン
ガの装丁を専門とする代表的なデザイ
ナーの一人である関善之さんに、御自身の
膨大なお仕事を例に挙げていただきなが
ら、そのアイデアと実現のプロセスの秘密
を語っていただきます。

講座概要

講師紹介

1967年1月、熊本県生まれ。株式
会社ボラーレ所属。アニメーター、
イラストレーターを経てグラフィ
ックデザイナーに。「あたしンち」
「うさぎドロップ」「岳」「GANTZ」
「クレヨンしんちゃん」「鈴木先生」
他、主にコミックスの装丁を中心
に活躍。

関 善之  
グラフィックデザイナー

せき　   よし　ゆき

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。

宮本 大人  
コーディネータ
明治大学国際日本学部准教授

みや  もと　  ひろ  ひと

　２０１３年４月の中野キャンパスOPENを記念して、「マンガ」をテーマにしたオープン
講座を開講します。これを機会に、２０１３年度から、国際化・先端研究・社会連携をコンセ
プトにした中野キャンパスでリバティアカデミー講座を展開したいと考えております。皆
様の積極的なご参加をお待ち申し上げます。　　　　　　　／明治大学社会連携機構

コングレスクエア
→
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  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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し込み下さい。

お申し込み
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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。
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●会場は、JR「中野」徒歩5分　●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。
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●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着1,100名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込み

講座趣旨
　日本最古の歴史書である「古事記」。その編さんから今年で１３００年の節目を迎えます。今回、その節目の年
を記念し、古事記に最もゆかりの深い宮崎県・奈良県・島根県の三県の知事が集まり、古事記ゆかりの祭礼や古
事記に関連した地域の伝承など、古事記の三大聖地とも言える各県の魅力を皆様にお伝えしてまいります。

講座趣旨

 11月23日（金・祝）
   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

開場12：30

開講13：00（～15：30）  11月24日（土）
   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

開場12：00

開講13：00（～16：30）

　古来より天然の良港、またアジア・ヨーロッパと日本の各地域を結ぶ交通の拠点として栄えてきた福井県敦賀
市。今年は、東京・敦賀・ヨーロッパを鉄道と船で結ぶ「欧亜国際連絡列車」の運行から１００周年、敦賀・長浜間で
日本海側初の鉄道が開通して１３０周年、敦賀港・ウラジオストク港との間に定期航路が設けられて１１０周年な
ど、３つのアニバーサリーの年を迎えます。　また、平成26年度には北陸新幹線の金沢開業と舞鶴若狭自動車道
の全線開通が予定され、福井県を取り巻く高速交通ネットワークも変化の時を迎えます。
　田中完一先生には、敦賀の鉄道・港の整備の歴史について、当時の歴史的背景の中、どのような人々が尽力し
たのか、さらに当時の日本人が敦賀の向こうに見据えた世界観を織り交ぜながらお話しいただきます。坪田知広
先生には、鉄道ネットワークが敦賀や周辺地域の観光資源といかに結びつき、地域経済の振興に寄与しているの
かをご提示いただきます。フリーディスカッションでは、こうした福井の交通体系の整備が福井の観光と地域経
済にもたらしてきた意味や、これからの福井の魅力について語っていただきます。

│1部│■オープニングアトラクション

│2部│■古事記ゆかりの３県シンポジウム
各県の古事記ゆかりの祭礼や古事記に関連した地域の伝承などをご紹介。
コーディネータ  大塚 初重（明治大学名誉教授）

　古事記は、読む人によってさまざまな魅力を見い
だすことのできる書物です。しかし、読むためにはそ
れなりの手続きも必要です。古事記とはいかなる作
品か、そして、どのような問題があり、どのように読
めるか。いくつかの神話や伝承をとり上げながら、わ
たしなりの読み方についてお話ししたいと思ってい
ます。

│3部│■記念講演  
【講師】三浦 佑之（立正大学教授）
【テーマ】「古事記の魅力」
〈講義概要〉

明治大学・福井県連携講座～欧亜国際連絡列車運行100周年記念～

「交通と観光」の十字路・敦賀
 福井の魅力を探索する！

講座コード 12270005
明治大学・宮崎県・奈良県・島根県連携講座

～「古事記」三大聖地の魅力を探る～

古事記編さん1300年記念シンポジウム

講座コード 12270006

1943年生まれ。越前市出身。県立敦賀高校長、
藤島高校長を歴任。福井県史編纂にも携わり、
福井県内の条里制復原を行う。共著「角川・福井
県地名大辞典」、「式内社調査報告（若狭・越前）」
（皇學館大學）、「福井県史・資料編通史編（古代）」
他。「山川・福井県の歴史散歩」の編集委員長。
「幕末の福井」地図作成。地元敦賀の鉄道・山 ・々
郵便・版画等の小冊子執筆。鉄道は子どもの頃
からの趣味。現在鉄道友の会福井支部長。

田中 完一  
「敦賀・鉄道と港」
まちづくり
実行委員会会長・
敦賀市文化協会会長

た    なか　  かん  いち

1969年福井市で生まれ、高校まで過ごす。
1992年文部省（現文部科学省）入省。教育・学
術・文化・スポーツ行政に幅広く携わる傍ら、2
年間の愛知県（警察本部少年課長）、3年間の三
重県（教育委員会学校教育担当次長）なども経
験。北陸・東海地方に精通。2009年夏国土交通
省に出向、観光庁で観光地域づくりやスポーツ
による旅行活性化を担当。

つぼ   た       とも   ひろ

1966年生まれ。立教大学経済学部卒業。明治大
学大学院商学研究科博士後期課程修了。博士
（商学）。JTB勤務などを経て現職。JTBでは主
に地方自治体の地域振興を担当した。専門は交
通論、観光事業論。社会経済学の視点から交通
や観光事業を研究している。著書に『現代交通
論の系譜と構造』（税務経理協会）、『交通論の祖
型―関一研究―』（八朔社）などがある。

藤井 秀登  
コーディネータ　
明治大学商学部教授

ふじ    い　   ひで   と

坪田 知広  
観光庁観光地域振興課
地域競争力強化支援室長
（兼）スポーツ観光
推進室長
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Program
※内容は変更になる場合がございます。Program

■主催者挨拶／福井県　明治大学　　■研究発表／明治大学鉄道研究会

あし た

■講演① 
「敦賀・鉄道と港の
夜明けから明日へ」 田中 完一
敦賀には、日本海側最初の鉄道が敷設さ
れ、かつて欧亜国際連絡列車が走り、ヨー
ロッパや当時の満州への窓口ともなって、
「みなと敦賀は東洋の波止場」と謳われて
来た。そうした敦賀が鉄道と港とによって
発展してきた歴史を見直し、再来年、敦賀
の高速交通体系が大きく変貌する機会に、
敦賀の鉄道と港の交通遺産、さらに港周
辺の史跡を活かしたまちづくり「ノスタル
ジアム構想」（ノスタルジー＋ミュージア
ム）の実現を目指していきたい。

■講演② 
「鉄道の発達と観光振興」

坪田 知広
本格的な「環日本海時代」を迎え、歴史と
地の利のある交流拠点として、敦賀の発
展可能性は無限大である。今必要なこと
は（１）敦賀の観光資源を大きく掘り起こ
し、「途中下車」する意義を明確化するこ
と、（２）県内はもちろん長浜や舞鶴など県
境をも越えた広域観光連携で敦賀を起点
とした鉄道ネットワークを生かしきること、
などと考える。

■フリーデイスカッション  
田中 完一、坪田 知広、藤井 秀登

歴史の歩みとともに少しずつその姿を変
容してきた「交通と観光」の十字路・敦賀。
そこには観光対象となりうる、固有の文化
や観光資源がある。そこで明治時代の鉄
道・港湾整備から北陸新幹線・舞鶴若狭自
動車道の整備までを見据えて、敦賀の地
域振興を主に鉄道・港・観光資源の視点か
ら議論し、敦賀の魅力を探索していく。

講師紹介

1946年三重県生まれ。古代文学・伝承文
学専攻。著書に、『浦島太郎の文学史』（五柳

書院）、『口語訳古事記』『古事記講義』『古事記を旅する』（以
上、文藝春秋。いずれも文春文庫所収）、『日本古代文学入
門』（幻冬舎）、『日本霊異記の世界』（角川学芸出版）、『古事
記を読みなおす』（ちくま新書）など。第５回上代文学会賞
（1988年）、第１回角川財団学芸賞（2003年）を受賞。

三浦 佑之
コーディネータ　
立正大学文学部教授、千葉大学名誉教授

み    うら　   すけ  ゆき

講師紹介

│1部│ │2部│

宮崎県知事

河野 俊嗣
こう   の     しゅん じ

奈良県知事

荒井 正吾
あら    い     しょう ご

島根県知事

溝口 善兵衛
みぞ ぐち     ぜん   べ     え

明治大学名誉教授

大塚 初重
おお  つか     はつ  しげ

天逆鉾（宮崎県） 高千穂の夜神楽（宮崎県） 史跡 太安万侶墓（奈良県） 国栖奏（奈良県） 出雲大社（島根県） 神迎祭（島根県）
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●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着1,100名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込み

講座趣旨
　日本最古の歴史書である「古事記」。その編さんから今年で１３００年の節目を迎えます。今回、その節目の年
を記念し、古事記に最もゆかりの深い宮崎県・奈良県・島根県の三県の知事が集まり、古事記ゆかりの祭礼や古
事記に関連した地域の伝承など、古事記の三大聖地とも言える各県の魅力を皆様にお伝えしてまいります。

講座趣旨

 11月23日（金・祝）
   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

開場12：30

開講13：00（～15：30）  11月24日（土）
   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

開場12：00

開講13：00（～16：30）

　古来より天然の良港、またアジア・ヨーロッパと日本の各地域を結ぶ交通の拠点として栄えてきた福井県敦賀
市。今年は、東京・敦賀・ヨーロッパを鉄道と船で結ぶ「欧亜国際連絡列車」の運行から１００周年、敦賀・長浜間で
日本海側初の鉄道が開通して１３０周年、敦賀港・ウラジオストク港との間に定期航路が設けられて１１０周年な
ど、３つのアニバーサリーの年を迎えます。　また、平成26年度には北陸新幹線の金沢開業と舞鶴若狭自動車道
の全線開通が予定され、福井県を取り巻く高速交通ネットワークも変化の時を迎えます。
　田中完一先生には、敦賀の鉄道・港の整備の歴史について、当時の歴史的背景の中、どのような人々が尽力し
たのか、さらに当時の日本人が敦賀の向こうに見据えた世界観を織り交ぜながらお話しいただきます。坪田知広
先生には、鉄道ネットワークが敦賀や周辺地域の観光資源といかに結びつき、地域経済の振興に寄与しているの
かをご提示いただきます。フリーディスカッションでは、こうした福井の交通体系の整備が福井の観光と地域経
済にもたらしてきた意味や、これからの福井の魅力について語っていただきます。

│1部│■オープニングアトラクション

│2部│■古事記ゆかりの３県シンポジウム
各県の古事記ゆかりの祭礼や古事記に関連した地域の伝承などをご紹介。
コーディネータ  大塚 初重（明治大学名誉教授）

　古事記は、読む人によってさまざまな魅力を見い
だすことのできる書物です。しかし、読むためにはそ
れなりの手続きも必要です。古事記とはいかなる作
品か、そして、どのような問題があり、どのように読
めるか。いくつかの神話や伝承をとり上げながら、わ
たしなりの読み方についてお話ししたいと思ってい
ます。

│3部│■記念講演  
【講師】三浦 佑之（立正大学教授）
【テーマ】「古事記の魅力」
〈講義概要〉

明治大学・福井県連携講座～欧亜国際連絡列車運行100周年記念～

「交通と観光」の十字路・敦賀
 福井の魅力を探索する！
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藤島高校長を歴任。福井県史編纂にも携わり、
福井県内の条里制復原を行う。共著「角川・福井
県地名大辞典」、「式内社調査報告（若狭・越前）」
（皇學館大學）、「福井県史・資料編通史編（古代）」
他。「山川・福井県の歴史散歩」の編集委員長。
「幕末の福井」地図作成。地元敦賀の鉄道・山 ・々
郵便・版画等の小冊子執筆。鉄道は子どもの頃
からの趣味。現在鉄道友の会福井支部長。

田中 完一  
「敦賀・鉄道と港」
まちづくり
実行委員会会長・
敦賀市文化協会会長

た    なか　  かん  いち

1969年福井市で生まれ、高校まで過ごす。
1992年文部省（現文部科学省）入省。教育・学
術・文化・スポーツ行政に幅広く携わる傍ら、2
年間の愛知県（警察本部少年課長）、3年間の三
重県（教育委員会学校教育担当次長）なども経
験。北陸・東海地方に精通。2009年夏国土交通
省に出向、観光庁で観光地域づくりやスポーツ
による旅行活性化を担当。

つぼ   た       とも   ひろ

1966年生まれ。立教大学経済学部卒業。明治大
学大学院商学研究科博士後期課程修了。博士
（商学）。JTB勤務などを経て現職。JTBでは主
に地方自治体の地域振興を担当した。専門は交
通論、観光事業論。社会経済学の視点から交通
や観光事業を研究している。著書に『現代交通
論の系譜と構造』（税務経理協会）、『交通論の祖
型―関一研究―』（八朔社）などがある。

藤井 秀登  
コーディネータ　
明治大学商学部教授
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地域競争力強化支援室長
（兼）スポーツ観光
推進室長

オ
ー
プ
ン
講
座

オ
ー
プ
ン
講
座

Program
※内容は変更になる場合がございます。Program

■主催者挨拶／福井県　明治大学　　■研究発表／明治大学鉄道研究会

あし た

■講演① 
「敦賀・鉄道と港の
夜明けから明日へ」 田中 完一
敦賀には、日本海側最初の鉄道が敷設さ
れ、かつて欧亜国際連絡列車が走り、ヨー
ロッパや当時の満州への窓口ともなって、
「みなと敦賀は東洋の波止場」と謳われて
来た。そうした敦賀が鉄道と港とによって
発展してきた歴史を見直し、再来年、敦賀
の高速交通体系が大きく変貌する機会に、
敦賀の鉄道と港の交通遺産、さらに港周
辺の史跡を活かしたまちづくり「ノスタル
ジアム構想」（ノスタルジー＋ミュージア
ム）の実現を目指していきたい。

■講演② 
「鉄道の発達と観光振興」

坪田 知広
本格的な「環日本海時代」を迎え、歴史と
地の利のある交流拠点として、敦賀の発
展可能性は無限大である。今必要なこと
は（１）敦賀の観光資源を大きく掘り起こ
し、「途中下車」する意義を明確化するこ
と、（２）県内はもちろん長浜や舞鶴など県
境をも越えた広域観光連携で敦賀を起点
とした鉄道ネットワークを生かしきること、
などと考える。

■フリーデイスカッション  
田中 完一、坪田 知広、藤井 秀登

歴史の歩みとともに少しずつその姿を変
容してきた「交通と観光」の十字路・敦賀。
そこには観光対象となりうる、固有の文化
や観光資源がある。そこで明治時代の鉄
道・港湾整備から北陸新幹線・舞鶴若狭自
動車道の整備までを見据えて、敦賀の地
域振興を主に鉄道・港・観光資源の視点か
ら議論し、敦賀の魅力を探索していく。

講師紹介

1946年三重県生まれ。古代文学・伝承文
学専攻。著書に、『浦島太郎の文学史』（五柳

書院）、『口語訳古事記』『古事記講義』『古事記を旅する』（以
上、文藝春秋。いずれも文春文庫所収）、『日本古代文学入
門』（幻冬舎）、『日本霊異記の世界』（角川学芸出版）、『古事
記を読みなおす』（ちくま新書）など。第５回上代文学会賞
（1988年）、第１回角川財団学芸賞（2003年）を受賞。

三浦 佑之
コーディネータ　
立正大学文学部教授、千葉大学名誉教授
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●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

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

お申し込み
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み

　現在、我が国は尖閣諸島問題や北方領土問題、東日本大震災、原発
問題など未曾有の国難に直面しています。
　和歌山県出身である陸奥宗光の外務大臣就任120年を迎える節目
の年に、19世紀の欧米列強がひしめく国際社会において不平等条約
の撤廃に辣腕をふるい日本外交の礎を築いたこと、あるいは和歌山を
明治初期において最も開明的な地に導き明治維新そのものに影響を
与えたことなど、明治維新期における陸奥の果たした事績と意義を明
らかにし、国際社会、外交問題の将来について話し合います。

講座趣旨

 12月1日（土）
   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

開場13：00

開講14：00（～16：30）  1月13日（日）
   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

開場12：00

開講13：00（～17：00）

1951年生。1975年 東京大学法学部
卒、同年同助手。東京都立大学法学部
教授、ハーバード大学客員研究員、政
策研究大学院大学教授、東京大学先
端科学技術研究センター教授を経
て、現在東京大学先端科学技術研究
センター客員教授、放送大学教授。東
京大学博士（学術）。

御厨 貴 
明治大学専門職大学院
ガバナンス研究科
特別招聘教授

み  くりや　たかし

1944年生。1969年早稲田大学卒、  
NHK入社「19時ニュース」「ニュース
11」、NHKスペシャル等で活躍。
2007年NHK退職。その後も「その時
歴史が動いた」「藤沢周平作品朗読」
を担当する。現在早稲田大学大学院・
国学院大学、客員教授、「世界遺産
100シリーズ」でも活躍中。

まつ だいら　 さだ  とも

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。

仁坂 吉伸  
和歌山県知事

に   さか　  よし   のぶ

松平 定知
京都造形芸術大学教授

profile

1930年生/1952年 東京大学法学部在学
中に外交官試験合格、外務省入省/1984
年 外務省情報調査局長 在サウディ・アラ
ビア大使/1988年 在タイ大使/
1992年 外務省退官/2002年 現職

岡崎 久彦  
おか  ざき　  ひさ   ひこ NPO法人岡崎研究所

理事長・所長
1948年生/1971年 東京大学法学部卒
/1997年 東京大学大学院法学政治学研
究科教授/2004年 特命全権大使（国際連
合日本政府代表部次席代表）/
2012年より現職

北岡 伸一  政策研究大学院大学教授 
きた  おか　  しん  いち profile

1931年サンフランシスコ生まれ。国立歴
史民俗博物館教授、国際日本文化研究セ
ンター所長などを歴任。現在、同センター
名誉教授。著書に『道元』『こころの作法』
『山折哲雄セレクション生きる作法（１）
－無常の風に吹かれて』『近代日本人の宗
教意識』など多数。

山折 哲雄  
やま  おり　  てつ    お 宗教学者・国際日本文化

センター名誉教授
1947年東京生まれ。ニュースクール・
フォー・ソーシャルリサーチ（ニューヨー
ク）客員教授、関西大学教授、人間総合科
学大学教授などを歴任。著書に『男が女に
なる病気』『分裂病者のダンスパーティ』
『偶然のチカラ』『世界遺産 神々の 眠る
「熊野」を歩く』『聖地の想像力』など多数。

植島 啓司  宗教人類学者 
うえ   しま　  けい    じ

1962年東京生まれ。ソニーコンピュータ
サイエンス研究所シニアリサーチャー。
「クオリア」（感覚の持つ質感）をキーワー
ドとして脳と心の関係を研究するととも
に、文芸評論、美術評論にも取り組んでい
る。著書に『脳と仮想』『ひらめき脳』『脳と
クオリア』『生きて死ぬ私』など多数。

茂木 健一郎  脳科学者 
も     ぎ　    けん  いち   ろう

1935年神奈川県生まれ。2006年明治大
学定年退職、明治大学名誉教授。専門は日
本宗教史。著書に『江戸幕府の宗教統制』
『神仏分離』『總持寺祖院古文書を読み解
く』『日本仏教史 近世』『葬式と檀家』『江戸
時代の遊行聖』など。

圭室 文雄  日本史研究者 
たま  むろ　  ふみ   お

Program ○主催者挨拶
○基調講演 「陸奥宗光と日本外交」 岡崎 久彦
○パネルディスカッション
　岡崎 久彦、北岡 伸一、御厨 貴、松平 定知、
　外務省職員、仁坂 吉伸　

2013年

講座コード 12270007 講座コード 12270008
明治大学・和歌山県連携講座

～和歌山県（紀州藩）が生んだカミソリ大臣、陸奥宗光と日本外交～
外務大臣就任120周年記念 陸奥宗光シンポジウム

明治大学・和歌山県新宮市連携講座 熊野学フォーラム第6弾

祈りの科学～熱狂的情況熊野参詣～

（続） 大飛瀑は月光に浮かび、神々しさを増す。天と地の秘
めやかな対話、神と人との静かな対話が始まる。那智瀧図
は、われわれを宇宙に導いた。果たして、祈りは宇宙の先に
届いたのか･・･。（前回フォーラム「国宝那智瀧図の聖性」より）
宇宙と祈りの一体。揺らぎの世界に足を踏み入れよう。

Presented by Shingu

■並行開催
　「熊野を旅しませう
　 ～熊野時空飛行～」
　（仮題）パネル展
　会場：アカデミーコモン1階 
　　　  エントランスホール
　期間：2013年1月9日（水）～20日（日）

■開講スピーチ　山折 哲雄（宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授）
■講　　演 圭室 文雄（日本史研究者・明治大学名誉教授）
■特別講演 植島 啓司（宗教人類学者）
■特別講演 茂木 健一郎（脳科学者）

 くま のわろうだ

■パネルディスカッション『熊野円座』
 「熊野学実験室」（仮題）
 山折 哲雄/茂木 健一郎/植島 啓司/圭室 文雄

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

■交流の夕べ（17：20～19：00）
 会費：3,000円　
　定員：先着100名（事前予約制）

講座コード 12270026

【後援】：外務省 【後援】：文化庁（予定）・和歌山県・熊野学研究委員会・国際熊野学会

17MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY16 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

オ
ー
プ
ン
講
座

オ
ー
プ
ン
講
座

進行
チェック

担当
土

1校

7／9

2校

7／13

入稿

00／00

色校

00／00

校了

00／00
進行
チェック

担当
土

1校

7／4

2校

7／13

入稿

00／00

色校

00／00

校了

00／00

DIC 231s スミ DIC 231s スミ



●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

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

お申し込み
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み

　現在、我が国は尖閣諸島問題や北方領土問題、東日本大震災、原発
問題など未曾有の国難に直面しています。
　和歌山県出身である陸奥宗光の外務大臣就任120年を迎える節目
の年に、19世紀の欧米列強がひしめく国際社会において不平等条約
の撤廃に辣腕をふるい日本外交の礎を築いたこと、あるいは和歌山を
明治初期において最も開明的な地に導き明治維新そのものに影響を
与えたことなど、明治維新期における陸奥の果たした事績と意義を明
らかにし、国際社会、外交問題の将来について話し合います。

講座趣旨

 12月1日（土）
   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

開場13：00

開講14：00（～16：30）  1月13日（日）
   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

開場12：00

開講13：00（～17：00）

1951年生。1975年 東京大学法学部
卒、同年同助手。東京都立大学法学部
教授、ハーバード大学客員研究員、政
策研究大学院大学教授、東京大学先
端科学技術研究センター教授を経
て、現在東京大学先端科学技術研究
センター客員教授、放送大学教授。東
京大学博士（学術）。

御厨 貴 
明治大学専門職大学院
ガバナンス研究科
特別招聘教授

み  くりや　たかし

1944年生。1969年早稲田大学卒、  
NHK入社「19時ニュース」「ニュース
11」、NHKスペシャル等で活躍。
2007年NHK退職。その後も「その時
歴史が動いた」「藤沢周平作品朗読」
を担当する。現在早稲田大学大学院・
国学院大学、客員教授、「世界遺産
100シリーズ」でも活躍中。

まつ だいら　 さだ  とも

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。

仁坂 吉伸  
和歌山県知事

に   さか　  よし   のぶ

松平 定知
京都造形芸術大学教授

profile

1930年生/1952年 東京大学法学部在学
中に外交官試験合格、外務省入省/1984
年 外務省情報調査局長 在サウディ・アラ
ビア大使/1988年 在タイ大使/
1992年 外務省退官/2002年 現職

岡崎 久彦  
おか  ざき　  ひさ   ひこ NPO法人岡崎研究所

理事長・所長
1948年生/1971年 東京大学法学部卒
/1997年 東京大学大学院法学政治学研
究科教授/2004年 特命全権大使（国際連
合日本政府代表部次席代表）/
2012年より現職

北岡 伸一  政策研究大学院大学教授 
きた  おか　  しん  いち profile

1931年サンフランシスコ生まれ。国立歴
史民俗博物館教授、国際日本文化研究セ
ンター所長などを歴任。現在、同センター
名誉教授。著書に『道元』『こころの作法』
『山折哲雄セレクション生きる作法（１）
－無常の風に吹かれて』『近代日本人の宗
教意識』など多数。

山折 哲雄  
やま  おり　  てつ    お 宗教学者・国際日本文化

センター名誉教授
1947年東京生まれ。ニュースクール・
フォー・ソーシャルリサーチ（ニューヨー
ク）客員教授、関西大学教授、人間総合科
学大学教授などを歴任。著書に『男が女に
なる病気』『分裂病者のダンスパーティ』
『偶然のチカラ』『世界遺産 神々の 眠る
「熊野」を歩く』『聖地の想像力』など多数。

植島 啓司  宗教人類学者 
うえ   しま　  けい    じ

1962年東京生まれ。ソニーコンピュータ
サイエンス研究所シニアリサーチャー。
「クオリア」（感覚の持つ質感）をキーワー
ドとして脳と心の関係を研究するととも
に、文芸評論、美術評論にも取り組んでい
る。著書に『脳と仮想』『ひらめき脳』『脳と
クオリア』『生きて死ぬ私』など多数。

茂木 健一郎  脳科学者 
も     ぎ　    けん  いち   ろう

1935年神奈川県生まれ。2006年明治大
学定年退職、明治大学名誉教授。専門は日
本宗教史。著書に『江戸幕府の宗教統制』
『神仏分離』『總持寺祖院古文書を読み解
く』『日本仏教史 近世』『葬式と檀家』『江戸
時代の遊行聖』など。

圭室 文雄  日本史研究者 
たま  むろ　  ふみ   お

Program ○主催者挨拶
○基調講演 「陸奥宗光と日本外交」 岡崎 久彦
○パネルディスカッション
　岡崎 久彦、北岡 伸一、御厨 貴、松平 定知、
　外務省職員、仁坂 吉伸　

2013年

講座コード 12270007 講座コード 12270008
明治大学・和歌山県連携講座

～和歌山県（紀州藩）が生んだカミソリ大臣、陸奥宗光と日本外交～
外務大臣就任120周年記念 陸奥宗光シンポジウム

明治大学・和歌山県新宮市連携講座 熊野学フォーラム第6弾

祈りの科学～熱狂的情況熊野参詣～

（続） 大飛瀑は月光に浮かび、神々しさを増す。天と地の秘
めやかな対話、神と人との静かな対話が始まる。那智瀧図
は、われわれを宇宙に導いた。果たして、祈りは宇宙の先に
届いたのか･・･。（前回フォーラム「国宝那智瀧図の聖性」より）
宇宙と祈りの一体。揺らぎの世界に足を踏み入れよう。

Presented by Shingu

■並行開催
　「熊野を旅しませう
　 ～熊野時空飛行～」
　（仮題）パネル展
　会場：アカデミーコモン1階 
　　　  エントランスホール
　期間：2013年1月9日（水）～20日（日）

■開講スピーチ　山折 哲雄（宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授）
■講　　演 圭室 文雄（日本史研究者・明治大学名誉教授）
■特別講演 植島 啓司（宗教人類学者）
■特別講演 茂木 健一郎（脳科学者）

 くま のわろうだ

■パネルディスカッション『熊野円座』
 「熊野学実験室」（仮題）
 山折 哲雄/茂木 健一郎/植島 啓司/圭室 文雄

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

■交流の夕べ（17：20～19：00）
 会費：3,000円　
　定員：先着100名（事前予約制）

講座コード 12270026

【後援】：外務省 【後援】：文化庁（予定）・和歌山県・熊野学研究委員会・国際熊野学会
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●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み ●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み

　企業は解決すべき問題の集まりであると言われますが、
私たちは日頃、解決しなければならない色々な厄介な問題
を抱えて、どうしたらよいものかと頭を使っています。
　しかし、どのように頭を使ったら効率的に問題を解決でき
るかという思考の仕方を、学校で教わったかといえば、これ
があやしいものです。社会に出てからもまったく同様です。

　今回紹介する問題解決のノウハウは優れた経営者、管理者、研究者が難問の解決に当
たって、どのように取り組んでいるか、彼らが日頃たどっている論理性に富んだ思考過程
を分析し、整理し、効率的な手順に編成したものです。換言すれば優れた先達の知恵です。
　原因不明のトラブルが発生した時、どのような情報を取り、どのように考えて行ったら効
率的に真の原因を特定できるか、あるいはどれかに決めなければならないが、いくつかの
候補があってどれにしたらよいかと迷う時、どのように考えて行ったら最適なものを選択決
定できるか、あるいは、いくつかの不安・心配があるような場合、それらを上手く乗り切るに
はどのような考え方をしたらよいかといったことを具体的事例を織り込んで紹介していき
ます。
　実務に即役立つ実践的・実効的ノウハウが身につく講座です。

できる人、切れる人の
問題解決のノウハウ

講座概要

　「地球温暖化による海面上昇」という「問題」はひところ頻繁に報道され、
ほとんど人々の「常識」と見なされるようになっています。そのとき、もっと
も危機にさらされる土地として決まってとりあげられるのが太平洋の小さ
な島々でした。けれども私たちは、こうした島々のほんとうの姿を知ってい
るのでしょうか？ ほんとうの問題の在処を？ 今回の講座ではサンゴ礁学の
第一人者である茅根創先生をお招きし、徹底した現地調査に立つ地球シ
ステム学という非常に大きな見地から、島々の姿を論じていただきます。科
学により目をひらかれるひとときを、ぜひ体験してください。

講座趣旨

　環礁とは、サンゴ礁がリング状に連なった地形である。太平洋に400ほどの環礁が
分布し、マーシャル諸島共和国、キリバス、ツバルなど、国土のすべてが環礁だけから
なる国もある。環礁では、人が住める島は、サンゴ礁の上にサンゴや星砂のかけらが打
ち上げられてできた、標高１～２ｍの環礁州島である。環礁州島は、今世紀の海面上昇
によって水没の危機にあるとされ、マスメディアもさかんにそのように報道している。
しかし、私たちのこれまでの調査によって、海面上昇による水没という単純な問題で
はなく、人為的な地形改変と首都への人口集中によって、島を作るプロセスが阻害さ
れてしまったことが問題であることがわかった。本講義では、こうした問題を現地調査
の結果に基づいて説明し、海面上昇から環礁の島々を救うためには、護岸などの対症
療法だけではなく、島が本来持っていた島を作る力を取り戻す、生態工学的な取り組
みが必要であることを訴える。

講座概要

 10月10日（水）
   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

開場18：30

開講19：00（～20：30）

 12月22日（土）
   会場／駿河台キャンパス リバティタワー２階 1021教室

開場13：00

開講13：30（～15：00）

講座コード 12270009
PIC（太平洋諸島センター）共催

─星砂がツバルを救う─

海面上昇に対するツバル国の
生態工学的維持

講座コード 12270010

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
1965年、明治大学商学部卒業。リコー、ソニー（株）に勤務。ソニー在社中に論理的問題解決法で
あるKT法の社内研修講師を務め、ソニー退社後、同種の問題解決法であるEM法の研修講師を
務める。1990年に独立して、シンキングマネジメント研究所を設立、独自に開発した問題解決・
意思決定の手法であるTM法の研修講師として、大手企業及び全国の自治体の幹部・管理監督職
対象に研修を行っている。著書に「問題解決のための思考力を鍛える」(あさ出版)、「頭を使った
ホウレンソウ」(日本実業出版社)他多数ある。

講師紹介
いま    い　    しげ   ゆき

明治大学連合駿台会寄付講座

今、なぜ、論理的思考による
問題解決力が求められるかを聴く

地球温暖化、酸性化、海面上昇など、地球環境変動に
対するサンゴ礁の応答に関する研究を一貫して進
めている。主なフィールドは、琉球列島、沖ノ鳥島、
パラオ、マジュロ、ツバルなど。この１０年ほどは、
環礁の調査、研究を進めている。

茅根 創  
東京大学大学院理学系研究科
地球惑星科学専攻・教授
研究分野　サンゴ礁学、地球システム学

かや    ね　  はじめ

詩人、比較文学者。ワシントン大学（シアトル）博士論文提出資格 取得。現在、明治大
学理工学研究科新領域創造専攻ディジタルコンテンツ系主任（コンテンツ批評）、学
術振興会学術システム研究セ ンター専門研究員、読売新聞書評委員。主な著書に『コ
ロンブスの犬』『狼が連れだって走る月』『斜線の旅』（読売文学賞）『野生 哲学』『島の
水、島の火』など。翻訳にサン＝テグジュペリ『星の王子さま』ほか多数。

管 啓次郎  明治大学理工学部教授（総合文化）
すが　  けい    じ    ろう

コーディネータ

■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, FlCs）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。 

講師紹介

ツバル国フナフチ環礁フォンガファレ島

大潮高潮時の環礁ラグーン側海岸

大潮高潮時の内陸部の浸水
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●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み ●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み

　企業は解決すべき問題の集まりであると言われますが、
私たちは日頃、解決しなければならない色々な厄介な問題
を抱えて、どうしたらよいものかと頭を使っています。
　しかし、どのように頭を使ったら効率的に問題を解決でき
るかという思考の仕方を、学校で教わったかといえば、これ
があやしいものです。社会に出てからもまったく同様です。

　今回紹介する問題解決のノウハウは優れた経営者、管理者、研究者が難問の解決に当
たって、どのように取り組んでいるか、彼らが日頃たどっている論理性に富んだ思考過程
を分析し、整理し、効率的な手順に編成したものです。換言すれば優れた先達の知恵です。
　原因不明のトラブルが発生した時、どのような情報を取り、どのように考えて行ったら効
率的に真の原因を特定できるか、あるいはどれかに決めなければならないが、いくつかの
候補があってどれにしたらよいかと迷う時、どのように考えて行ったら最適なものを選択決
定できるか、あるいは、いくつかの不安・心配があるような場合、それらを上手く乗り切るに
はどのような考え方をしたらよいかといったことを具体的事例を織り込んで紹介していき
ます。
　実務に即役立つ実践的・実効的ノウハウが身につく講座です。

できる人、切れる人の
問題解決のノウハウ

講座概要

　「地球温暖化による海面上昇」という「問題」はひところ頻繁に報道され、
ほとんど人々の「常識」と見なされるようになっています。そのとき、もっと
も危機にさらされる土地として決まってとりあげられるのが太平洋の小さ
な島々でした。けれども私たちは、こうした島々のほんとうの姿を知ってい
るのでしょうか？ ほんとうの問題の在処を？ 今回の講座ではサンゴ礁学の
第一人者である茅根創先生をお招きし、徹底した現地調査に立つ地球シ
ステム学という非常に大きな見地から、島々の姿を論じていただきます。科
学により目をひらかれるひとときを、ぜひ体験してください。

講座趣旨

　環礁とは、サンゴ礁がリング状に連なった地形である。太平洋に400ほどの環礁が
分布し、マーシャル諸島共和国、キリバス、ツバルなど、国土のすべてが環礁だけから
なる国もある。環礁では、人が住める島は、サンゴ礁の上にサンゴや星砂のかけらが打
ち上げられてできた、標高１～２ｍの環礁州島である。環礁州島は、今世紀の海面上昇
によって水没の危機にあるとされ、マスメディアもさかんにそのように報道している。
しかし、私たちのこれまでの調査によって、海面上昇による水没という単純な問題で
はなく、人為的な地形改変と首都への人口集中によって、島を作るプロセスが阻害さ
れてしまったことが問題であることがわかった。本講義では、こうした問題を現地調査
の結果に基づいて説明し、海面上昇から環礁の島々を救うためには、護岸などの対症
療法だけではなく、島が本来持っていた島を作る力を取り戻す、生態工学的な取り組
みが必要であることを訴える。

講座概要

 10月10日（水）
   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

開場18：30

開講19：00（～20：30）

 12月22日（土）
   会場／駿河台キャンパス リバティタワー２階 1021教室

開場13：00

開講13：30（～15：00）

講座コード 12270009
PIC（太平洋諸島センター）共催

─星砂がツバルを救う─

海面上昇に対するツバル国の
生態工学的維持

講座コード 12270010

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
1965年、明治大学商学部卒業。リコー、ソニー（株）に勤務。ソニー在社中に論理的問題解決法で
あるKT法の社内研修講師を務め、ソニー退社後、同種の問題解決法であるEM法の研修講師を
務める。1990年に独立して、シンキングマネジメント研究所を設立、独自に開発した問題解決・
意思決定の手法であるTM法の研修講師として、大手企業及び全国の自治体の幹部・管理監督職
対象に研修を行っている。著書に「問題解決のための思考力を鍛える」(あさ出版)、「頭を使った
ホウレンソウ」(日本実業出版社)他多数ある。

講師紹介
いま    い　    しげ   ゆき

明治大学連合駿台会寄付講座

今、なぜ、論理的思考による
問題解決力が求められるかを聴く

地球温暖化、酸性化、海面上昇など、地球環境変動に
対するサンゴ礁の応答に関する研究を一貫して進
めている。主なフィールドは、琉球列島、沖ノ鳥島、
パラオ、マジュロ、ツバルなど。この１０年ほどは、
環礁の調査、研究を進めている。

茅根 創  
東京大学大学院理学系研究科
地球惑星科学専攻・教授
研究分野　サンゴ礁学、地球システム学

かや    ね　  はじめ

詩人、比較文学者。ワシントン大学（シアトル）博士論文提出資格 取得。現在、明治大
学理工学研究科新領域創造専攻ディジタルコンテンツ系主任（コンテンツ批評）、学
術振興会学術システム研究セ ンター専門研究員、読売新聞書評委員。主な著書に『コ
ロンブスの犬』『狼が連れだって走る月』『斜線の旅』（読売文学賞）『野生 哲学』『島の
水、島の火』など。翻訳にサン＝テグジュペリ『星の王子さま』ほか多数。

管 啓次郎  明治大学理工学部教授（総合文化）
すが　  けい    じ    ろう

コーディネータ

■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, FlCs）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。 

講師紹介

ツバル国フナフチ環礁フォンガファレ島

大潮高潮時の環礁ラグーン側海岸

大潮高潮時の内陸部の浸水
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●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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200名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込み ●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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500名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込み

　マネジメントの泰斗として知られるドラッカー（1909-2005年）にはいくつもの顔があります。その一つ一つ
が21世紀を生きる私たちの仕事や人生に大きなヒントを与えてくれます。小説『もしドラ』が社会現象になった
のは記憶に新しいところですが、まだまだ私たちはドラッカーから学ぶべきことがある、そんなところが多方面
で認識され始めています。本講座はドラッカーのいくつもの側面をそれぞれの立場から説き起こし、やさしく解
説することを目的としています。

講座概要
 11月9日（金）
   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

開場17：30

開講18：00（～20：00）

木下惠介監督

講座コード 12270016

｢ドラッカーの世界｣への誘い
ドラッカー学会 共催

生誕100年 
天才監督木下惠介を知る

松竹株式会社 共催

会　場／駿河台キャンパス リバティタワー 16階 1166教室

三浦 一郎 立命館大学経営学部教授
75年京都大学経済学部経済学科卒業、80
年博士課程退学。2012年4月よりドラッ
カー学会代表。大学での担当科目は、流通経
営論、マーケティング。ドラッカー学会年報
に、ドラッカーに対する年来の関心に基づ
く論文・エッセイ類を逐次発表。共著に『顧
客の創造と流通』等。

  み   うら    いち ろう

阪井 和男 明治大学法学部教授
1952年和歌山市生まれ。77年東京理科大
学理学部物理学科卒業、85年博士課程退
学。ソフトハウスに勤務し87年理学博士取
得。サイエンスライターを経て90年明治大
学法学部専任講師。98年から教授。明治大
学文明とマネジメント研究所所長。ドラッ
カー学会理事等。

 さか   い     かず  お

岩崎 夏海 作家
1968年生。東京都日野市出身。東京芸術大
学建築科卒後、作詞家の秋元康氏に師事。放
送作家として数多くのTV番組制作に参加。
AKB48のプロデュースなどにも携わり、現
在は作家として活動中。2009年12月『もし
ドラ』を著す。近著に「チャボとウサギの事
件」等がある。

いわ さき   なつ   み

佐々木 英明 
1980年東燃ゼネラル石油（株）入社、財務・総合企画、
マーケティング部門を歴任。キャリアを通して、プロ
ジェクトファイナンス、キャッシュフロー経営、経営計
画策定、企業統合・合併における業務プロセスの変革、国
際人事管理などに精通。ロンドン・シンガポール勤務時
代には、グローバルオペレーション・プロジェクトに参
画。MBA（慶応義塾大学　大学院経営管理研究科修士課
程修了）。ドラッカー学会理事。

   さ    さ    き     ひで あき 東燃ゼネラル石油（株）
執行役員人事部門担当

ドラッカーの人、思想、学問  講師：三浦 一郎

講座コード 

12270011 10月5日（金）

ドラッカーの考えたことは、彼が自らの人生をいかにして歩んだのかと表
裏一体の関係にあります。その相貌を人生のスタート地点から説き起こし、
いかにして独自の思想が育まれていったのかを明らかにします。

開場18:30  
開講19:00（～20:30）

ドラッカーの社会生態学  講師：阪井 和男

講座コード 

12270012 10月12日（金）

ドラッカーはマネジメントの父として著名ですが、他方で「社会生態学」の提唱者としても知る人には
知られています。社会生態学とはあまり耳慣れない学問です。社会生態学とは一体どのようなもので
しょうか。本講では社会生態学の概念内容を現代のさまざまな事例に則して見てみたいと思います。

開場18:30  
開講19:00（～20:30）

偉大なる言語の使い手  講師：岩崎 夏海

講座コード 

12270013 10月18日（木）

ドラッカーの自己規定は「書く人」というものでした。彼は言葉を武器に世
界を変え、多くの人生を変えました。彼は言語やレトリックをどのように巧み
に自らの武器にしえたのか、その秘密を探ります。

開場18:30  
開講19:00（～20:30）

ドラッカーの人事論  講師：佐々木 英明

講座コード 

12270014 10月25日（木）

ドラッカーの関心の中心は人と組織にありました。今や高度な組織社会を迎え、組織
は人の人生の質までをも左右する存在です。そのなかで人事ほどに組織の要諦を体
現するものはありません。人事のプロがドラッカーからいかに学ぶべきかを説きます。

開場18:30  
開講19:00（～20:30）

マーケティングの原点  講師：大木 英男

講座コード 

12270015 10月31日（水）

世界的なマーケティング学者のフィリップ・コトラーは、「私がマーケティングの父なら
ドラッカーはマーケティングの祖父」といっています。ドラッカーのマーケティング論は
その独自の構造からも今なお多くの人々が学んでいます。その初歩をお伝えします。

開場18:30  
開講19:00（～20:30） 大木 英男 

京都大学文学部哲学科卒業。日本最古の市
場調査会社である（株）市場調査社に入社。
当時経営者で、レビット、ポーターなどを翻
訳書で日本に紹介した土岐坤に師事。その
後、永年マーケティングにたずさわってい
る。ドラッカー学会理事。

 おお  き     ひで  お （株）CPP プロジェクト
アドバイザー

　今年が生誕100年にあたる木下
恵介監督は、小津安二郎、黒澤明と
共に日本映画の黄金期を支え、日
本初の長編カラー劇映画『カルメン
故郷に帰る』（1951）や『二十四の
瞳』(1954)、米アカデミー賞外国
語作品賞ノミネート『永遠の人』
（1961）、2012年度カンヌ映画祭
クラシック部門で上映された『楢山
節考』（1958）等、遺作となった
『父』（1988）まで、49作の多彩な
映画を手掛けました。また、1960年代から70年代には、「木下恵介アワー」、「木下恵介
劇場」でテレビドラマの礎を築いています。今回の講座には、『父』（1988）で助監督を
務めた、松竹の映画監督、本木克英氏と、日中の映画交流に詳しい映画研究者、劉文平
氏のお二人を迎え、制作現場の裏側、木下恵介監督作品の魅力、木下監督と中国の密接
な関係等、多岐にわたりお話頂きます。

講座概要

スザンネ・シェアマン  
明治大学法学部教授  映画研究者 

コーディネータ

講師紹介

1967年中国山東省生まれ。東京大学大学
院博士課程修了。博士（学術）。現在は映画専門大学院大学
客員准教授。早稲田大学ほか非常勤講師。著書に『映画のな
か の 上 海』（2004）『中 国10億 人 の 日 本 映 画 熱 愛
史』（2006）、『証言　日中映画人交流』（2011）がある。

劉 文兵
映画専門大学院大学客員准教授。
東京大学大学院学術研究員。早稲田大学、
専修大学、和光大学非常勤講師。

りゅう　 ぶん   ぺい

1963年富山市生まれ。木下惠介、勅使河原
宏などの監督に師事し、『てなもんや商社』
（1998）で監督デビュー、藤本賞新人賞を
受賞。「釣りバカ日誌11～13」、「ゲゲゲの
鬼太郎」、「鴨川ホルモー」等を手掛ける。最
新作は、『おかえり、はやぶさ』（2012）。

本木 克英  映画監督 
もと    き　    かつ   ひで
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●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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200名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込み ●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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500名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込み

　マネジメントの泰斗として知られるドラッカー（1909-2005年）にはいくつもの顔があります。その一つ一つ
が21世紀を生きる私たちの仕事や人生に大きなヒントを与えてくれます。小説『もしドラ』が社会現象になった
のは記憶に新しいところですが、まだまだ私たちはドラッカーから学ぶべきことがある、そんなところが多方面
で認識され始めています。本講座はドラッカーのいくつもの側面をそれぞれの立場から説き起こし、やさしく解
説することを目的としています。

講座概要
 11月9日（金）
   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

開場17：30

開講18：00（～20：00）

木下惠介監督

講座コード 12270016

｢ドラッカーの世界｣への誘い
ドラッカー学会 共催

生誕100年 
天才監督木下惠介を知る

松竹株式会社 共催

会　場／駿河台キャンパス リバティタワー 16階 1166教室

三浦 一郎 立命館大学経営学部教授
75年京都大学経済学部経済学科卒業、80
年博士課程退学。2012年4月よりドラッ
カー学会代表。大学での担当科目は、流通経
営論、マーケティング。ドラッカー学会年報
に、ドラッカーに対する年来の関心に基づ
く論文・エッセイ類を逐次発表。共著に『顧
客の創造と流通』等。

  み   うら    いち ろう

阪井 和男 明治大学法学部教授
1952年和歌山市生まれ。77年東京理科大
学理学部物理学科卒業、85年博士課程退
学。ソフトハウスに勤務し87年理学博士取
得。サイエンスライターを経て90年明治大
学法学部専任講師。98年から教授。明治大
学文明とマネジメント研究所所長。ドラッ
カー学会理事等。

 さか   い     かず  お

岩崎 夏海 作家
1968年生。東京都日野市出身。東京芸術大
学建築科卒後、作詞家の秋元康氏に師事。放
送作家として数多くのTV番組制作に参加。
AKB48のプロデュースなどにも携わり、現
在は作家として活動中。2009年12月『もし
ドラ』を著す。近著に「チャボとウサギの事
件」等がある。

いわ さき   なつ   み

佐々木 英明 
1980年東燃ゼネラル石油（株）入社、財務・総合企画、
マーケティング部門を歴任。キャリアを通して、プロ
ジェクトファイナンス、キャッシュフロー経営、経営計
画策定、企業統合・合併における業務プロセスの変革、国
際人事管理などに精通。ロンドン・シンガポール勤務時
代には、グローバルオペレーション・プロジェクトに参
画。MBA（慶応義塾大学　大学院経営管理研究科修士課
程修了）。ドラッカー学会理事。

   さ    さ    き     ひで あき 東燃ゼネラル石油（株）
執行役員人事部門担当

ドラッカーの人、思想、学問  講師：三浦 一郎

講座コード 

12270011 10月5日（金）

ドラッカーの考えたことは、彼が自らの人生をいかにして歩んだのかと表
裏一体の関係にあります。その相貌を人生のスタート地点から説き起こし、
いかにして独自の思想が育まれていったのかを明らかにします。

開場18:30  
開講19:00（～20:30）

ドラッカーの社会生態学  講師：阪井 和男

講座コード 

12270012 10月12日（金）

ドラッカーはマネジメントの父として著名ですが、他方で「社会生態学」の提唱者としても知る人には
知られています。社会生態学とはあまり耳慣れない学問です。社会生態学とは一体どのようなもので
しょうか。本講では社会生態学の概念内容を現代のさまざまな事例に則して見てみたいと思います。

開場18:30  
開講19:00（～20:30）

偉大なる言語の使い手  講師：岩崎 夏海

講座コード 

12270013 10月18日（木）

ドラッカーの自己規定は「書く人」というものでした。彼は言葉を武器に世
界を変え、多くの人生を変えました。彼は言語やレトリックをどのように巧み
に自らの武器にしえたのか、その秘密を探ります。

開場18:30  
開講19:00（～20:30）

ドラッカーの人事論  講師：佐々木 英明

講座コード 

12270014 10月25日（木）

ドラッカーの関心の中心は人と組織にありました。今や高度な組織社会を迎え、組織
は人の人生の質までをも左右する存在です。そのなかで人事ほどに組織の要諦を体
現するものはありません。人事のプロがドラッカーからいかに学ぶべきかを説きます。

開場18:30  
開講19:00（～20:30）

マーケティングの原点  講師：大木 英男

講座コード 

12270015 10月31日（水）

世界的なマーケティング学者のフィリップ・コトラーは、「私がマーケティングの父なら
ドラッカーはマーケティングの祖父」といっています。ドラッカーのマーケティング論は
その独自の構造からも今なお多くの人々が学んでいます。その初歩をお伝えします。

開場18:30  
開講19:00（～20:30） 大木 英男 

京都大学文学部哲学科卒業。日本最古の市
場調査会社である（株）市場調査社に入社。
当時経営者で、レビット、ポーターなどを翻
訳書で日本に紹介した土岐坤に師事。その
後、永年マーケティングにたずさわってい
る。ドラッカー学会理事。

 おお  き     ひで  お （株）CPP プロジェクト
アドバイザー

　今年が生誕100年にあたる木下
恵介監督は、小津安二郎、黒澤明と
共に日本映画の黄金期を支え、日
本初の長編カラー劇映画『カルメン
故郷に帰る』（1951）や『二十四の
瞳』(1954)、米アカデミー賞外国
語作品賞ノミネート『永遠の人』
（1961）、2012年度カンヌ映画祭
クラシック部門で上映された『楢山
節考』（1958）等、遺作となった
『父』（1988）まで、49作の多彩な
映画を手掛けました。また、1960年代から70年代には、「木下恵介アワー」、「木下恵介
劇場」でテレビドラマの礎を築いています。今回の講座には、『父』（1988）で助監督を
務めた、松竹の映画監督、本木克英氏と、日中の映画交流に詳しい映画研究者、劉文平
氏のお二人を迎え、制作現場の裏側、木下恵介監督作品の魅力、木下監督と中国の密接
な関係等、多岐にわたりお話頂きます。

講座概要

スザンネ・シェアマン  
明治大学法学部教授  映画研究者 

コーディネータ

講師紹介

1967年中国山東省生まれ。東京大学大学
院博士課程修了。博士（学術）。現在は映画専門大学院大学
客員准教授。早稲田大学ほか非常勤講師。著書に『映画のな
か の 上 海』（2004）『中 国10億 人 の 日 本 映 画 熱 愛
史』（2006）、『証言　日中映画人交流』（2011）がある。

劉 文兵
映画専門大学院大学客員准教授。
東京大学大学院学術研究員。早稲田大学、
専修大学、和光大学非常勤講師。

りゅう　 ぶん   ぺい

1963年富山市生まれ。木下惠介、勅使河原
宏などの監督に師事し、『てなもんや商社』
（1998）で監督デビュー、藤本賞新人賞を
受賞。「釣りバカ日誌11～13」、「ゲゲゲの
鬼太郎」、「鴨川ホルモー」等を手掛ける。最
新作は、『おかえり、はやぶさ』（2012）。

本木 克英  映画監督 
もと    き　    かつ   ひで
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●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み ●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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100名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込み

　漆は古くから用いられてきた天然塗料で、その塗膜は艶があり優雅で美しく、また、金粉や貝片を貼る接着剤と
して使われました。美しい蒔絵・螺鈿の漆器は日本の文化史においても一層の輝きを放つことになります。16世紀
の後半、鉄砲やキリスト教の伝来などヨーロッパ文化が極東に到達する一方、金蒔絵や螺鈿の装飾で光り輝く日
本漆器は海を越えて運ばれ、ヨーロッパ世界にまだ見ぬ未知の文化の存在を強く印象付けました。この講座では、
その輸出漆器を軸に、当時の東西文化交流のあり方について専門の研究者をお招きしてお話を伺います。

　琉球王朝時代、沖縄は、中国・日本・朝鮮をはじめ東南アジア地域と交流し、当地の文化を摂取融合した独
自の文化を築いたとされます。琉球舞踊はこれまで、中国や日本の影響が特に強いとされてきましたが、衣装
の構造や着付け技法、舞踊技法に着目すると、朝鮮（韓国）舞踊との類似性が示唆されます。
　本講座では、まず前半で琉球史、近世東アジア交流の歴史を専門とする真栄平房昭氏に交流の概要につ
いてお話いただきます。後半では、琉球・韓国の舞踊界で活躍する志田真木氏と金采嫄氏の実演協力をうけ、
「琉韓　伝統舞踊の比較研究」の成果と、それを踏まえ創作した「共同作品」を紹介します。
　本講座は平成24年度科研費基盤研究（C）「舞踊の特性と伝承法に関する琉韓身体文化の比較」および
平成24年度公益財団法人日韓文化交流基金助成事業〈芸術交流〉の成果を広く一般に公開したものです。

講座趣旨 講座趣旨

講座概要

 12月8日（土）
   会場／駿河台キャンパス 大学会館3階 会議室

開場12：30

開講13：00（～17：00）  3月30日（土）
   会場／駿河台キャンパス 大学会館8階 会議室

開場13：30

開講14：00（～16：00）

漆とは？─不可思議にして魅惑の物質
　酵素により重合が進む高分子化合物である「漆」。塗料とし
て、接着剤として、日本の文化史をさまざまに彩ってきた。その
類稀な性質について化学的な素顔を紹介する。また、漆器をめ
ぐる海外交流を研究する上で重要な示唆に富む、科学分析か
ら得られた知見の数々とその分析手法についても言及する。

漆器をめぐる文化交流
　16世紀後半以降、日本の特産品として世界各地に輸出され
た多様な漆器は、西洋人と日本人との交流の賜物であった。輸
出漆器の性格やその変化をたどり、日本の漆をグローバルな
視点で見直す。

バイオ資源化学研究所所長。専門は有機合成化学
であるが、最近天然物を利用した機能材料合成や
機能発現機構の解明を研究している。特に漆の科
学に興味を持ち、漆樹液の分析、漆の重合機構、合
成漆の開発、漆の工業的利用に関する応用研究、
古い漆の分析などを研究している。

みや   こし     てつ    お

宮腰 哲雄
コーディネータ
明治大学理工学部応用化学科教授

専門分野は蒔絵を中心とした漆工芸史。近年は、
交易品としての漆器をめぐる文化交流に関する研
究を主要なテーマとしている。現在、19世紀半ば
以前の西洋における日本美術の受容に関する共
同研究「シノワズリの中の日本　17～19世紀の西
洋における日本文化受容と中国」を主宰、ヨーロッ
パ各地で調査をおこなっている。

ひ   だか　 かおり

日高 薫
国立歴史民俗博物館研究部教授  

近世日欧交流の知られざる側面
―漆器・武具・着物がヨーロッパに及ぼした影響
　近世・江戸時代、日本の陶磁器（有田焼）がヨーロッパに流
出し、貴族文化に影響したことは日本でよく知られている。し
かし、すでに室町末期に日本の美術工芸品が西洋で大きな関
心を集め、江戸時代に入ってからはオランダ以外のルートで
も漆、鎧、刀、着物などが受け入れられていた。西洋における日
本文化の影響について取り上げたい。

ヨ ー ゼ フ ・ ク ラ イ ナ ー

オーストリア・ウィーン市生まれ。ウィーン大学・東
京大学東洋文化研究所で民族学・先史学・日本学
を専攻。ウィーン大学教授（1971～1977年）、ボ
ン大学教授・日本文化研究所所長（1977～
2008年）、ドイツ連邦政府ドイツ－日本研究所
初代所長（1988～1996年）を経て現職。昭和37
年（1962）以来、日本各地で民族学的フィールド・
ワークに従事。最近はヨーロッパの博物館等で保
管されている日本関係コレクションを研究。

Josef Kreiner
ボン大学名誉教授　
法政大学特別教授・
国際日本学研究所兼担所員

商品部門（旧商品博物館）の担当学芸員として伝
統的工芸品の製造技法、商品開発、流通・販売の
現状や産地自治体の行政施策などの調査・研究
に携わる。工芸品の文化を、過去の遺産ではな
く、生きた文化財―すなわち現代日本における文
化的所産として捉え、文化資源の活用による地域
社会の活性化策について研究を進めている。

と     やま　  とおる

外山 徹  
明治大学博物館学芸員  

コーディネータ・ディスカッション進行

2013年

講師紹介

専門は舞踊学。沖縄をはじめアジア太平洋地域の
舞踊を研究。お茶の水女子大学・同大学大学院修

士・博士課程、日本学術振興会特別研究員PD、群馬県立女子大学文
学部専任講師等を経て現職。博士（学術）。2002年比較舞踊学会研究
奨励賞、2006年沖縄文化協会賞(仲原善忠賞)受賞。近著：『日本人の
からだ・再考』明和出版、2012年（共著）。

波照間 永子
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・琉球舞踊 重踊流 師範

は   てる    ま      なが　 こ

3歳より、琉球舞踊家 志田房子に師事。沖縄県立芸術
大学大学院修了。2011年より、 国指定重要無形文化財「琉球舞踊」伝承者
研修に参加。現在、国内外での舞台で活躍するなか、古典舞踊を基調に音
楽家や舞踏家などとのコラボレーション等、他ジャンルと琉球舞踊の融
合にも意欲的に取り組んでいる。2009年度文化庁芸術祭賞優秀賞受賞。

志田 真木  
琉球舞踊 重踊流 二世宗家・
国指定重要無形文化財「琉球舞踊」
伝承者

し     だ        ま      き

専門は、琉球史・東アジア海域交流史。「海」を越え
たヒト、モノ、文化の視点から、主に琉球と東アジ

アの国際交流史を見る。琉球大学法文学部、九州大学大学院文学研
究科博士課程、日本学術振興会特別研究員等を経て現職。国際日本
文化研究センター共同研究員等を兼任。『アジアのなかの日本史Ⅲ
　海上の道』東京大学出版会、1992年(共著)。『シリーズ国際交流Ⅰ
「鎖国」を見直す』山川出版社、1999年(共著)。『琉球からみた世界史』
山川出版社、2011年(共著)。

真栄平 房昭  
神戸女学院大学文学部
総合文化学科教授 

ま     え    ひら     ふさ   あき

7歳より舞踊を始める。漢陽大学校舞踊学科卒業、
お茶の水女子大学大学院人文科学研究科修士課

程修了、同大学大学院人間文化研究科博士課程を経て立教大学アジ
ア地域研究所研究員歴任、現在、漢陽大学校舞踊学科などで非常勤講
師および韓国芸術文化振興院芸術講師。1999年KBS国楽コンクー
ル舞踊部門優秀賞受賞。著書に『崔承喜舞踊－継承と変容（民俗院
2008）、『ソウル公演芸術史』（ソウル市史編纂委員会2011）がある。

金 采嫄  
漢陽大学校 舞踊学科非常勤講師・
韓国芸術文化振興院芸術講師

キム     チュ   ウン

第2部 「琉球と朝鮮（韓国）の舞踊文化」
　　　  解説：波照間 永子、実演：志田 真木・金 采嫄
琉球と朝鮮（韓国）の舞踊文化を、歴史とジャンル・衣装・技法の観点
から比較考察し、その成果を踏まえた新作を披露します。双方の身体
表現の魅力を“比較”によって浮き彫りにできれば幸いです。

第1部 「海を越えたヒト、モノ、文化
　　　 ―琉球史の視点から」（仮題）
琉球王国とアジアとの交流史についてお話します。ヒトの移動、海上
交通、交易など残された文献資料をもとに解説しながら、琉球・沖縄
の対外関係を中心とした歴史像の一端をご紹介します。

韓国舞踊

琉球舞踊 創作

─日本文化のヨーロッパ伝播とその受容─

東西文化の邂逅と輸出漆器 海域アジアにおける
琉球・朝鮮の交流と舞踊文化

講座コード 12270017 講座コード 12270018

【企画】：明治大学バイオ資源化学研究所　明治大学博物館
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●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み ●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
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　会員の方以外も広く受講いただけます。
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お電話かHPからお申し込み下さい。

■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100名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込み

　漆は古くから用いられてきた天然塗料で、その塗膜は艶があり優雅で美しく、また、金粉や貝片を貼る接着剤と
して使われました。美しい蒔絵・螺鈿の漆器は日本の文化史においても一層の輝きを放つことになります。16世紀
の後半、鉄砲やキリスト教の伝来などヨーロッパ文化が極東に到達する一方、金蒔絵や螺鈿の装飾で光り輝く日
本漆器は海を越えて運ばれ、ヨーロッパ世界にまだ見ぬ未知の文化の存在を強く印象付けました。この講座では、
その輸出漆器を軸に、当時の東西文化交流のあり方について専門の研究者をお招きしてお話を伺います。

　琉球王朝時代、沖縄は、中国・日本・朝鮮をはじめ東南アジア地域と交流し、当地の文化を摂取融合した独
自の文化を築いたとされます。琉球舞踊はこれまで、中国や日本の影響が特に強いとされてきましたが、衣装
の構造や着付け技法、舞踊技法に着目すると、朝鮮（韓国）舞踊との類似性が示唆されます。
　本講座では、まず前半で琉球史、近世東アジア交流の歴史を専門とする真栄平房昭氏に交流の概要につ
いてお話いただきます。後半では、琉球・韓国の舞踊界で活躍する志田真木氏と金采嫄氏の実演協力をうけ、
「琉韓　伝統舞踊の比較研究」の成果と、それを踏まえ創作した「共同作品」を紹介します。
　本講座は平成24年度科研費基盤研究（C）「舞踊の特性と伝承法に関する琉韓身体文化の比較」および
平成24年度公益財団法人日韓文化交流基金助成事業〈芸術交流〉の成果を広く一般に公開したものです。
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講座概要

 12月8日（土）
   会場／駿河台キャンパス 大学会館3階 会議室

開場12：30

開講13：00（～17：00）  3月30日（土）
   会場／駿河台キャンパス 大学会館8階 会議室

開場13：30

開講14：00（～16：00）

漆とは？─不可思議にして魅惑の物質
　酵素により重合が進む高分子化合物である「漆」。塗料とし
て、接着剤として、日本の文化史をさまざまに彩ってきた。その
類稀な性質について化学的な素顔を紹介する。また、漆器をめ
ぐる海外交流を研究する上で重要な示唆に富む、科学分析か
ら得られた知見の数々とその分析手法についても言及する。

漆器をめぐる文化交流
　16世紀後半以降、日本の特産品として世界各地に輸出され
た多様な漆器は、西洋人と日本人との交流の賜物であった。輸
出漆器の性格やその変化をたどり、日本の漆をグローバルな
視点で見直す。

バイオ資源化学研究所所長。専門は有機合成化学
であるが、最近天然物を利用した機能材料合成や
機能発現機構の解明を研究している。特に漆の科
学に興味を持ち、漆樹液の分析、漆の重合機構、合
成漆の開発、漆の工業的利用に関する応用研究、
古い漆の分析などを研究している。

みや   こし     てつ    お

宮腰 哲雄
コーディネータ
明治大学理工学部応用化学科教授

専門分野は蒔絵を中心とした漆工芸史。近年は、
交易品としての漆器をめぐる文化交流に関する研
究を主要なテーマとしている。現在、19世紀半ば
以前の西洋における日本美術の受容に関する共
同研究「シノワズリの中の日本　17～19世紀の西
洋における日本文化受容と中国」を主宰、ヨーロッ
パ各地で調査をおこなっている。

ひ   だか　 かおり

日高 薫
国立歴史民俗博物館研究部教授  

近世日欧交流の知られざる側面
―漆器・武具・着物がヨーロッパに及ぼした影響
　近世・江戸時代、日本の陶磁器（有田焼）がヨーロッパに流
出し、貴族文化に影響したことは日本でよく知られている。し
かし、すでに室町末期に日本の美術工芸品が西洋で大きな関
心を集め、江戸時代に入ってからはオランダ以外のルートで
も漆、鎧、刀、着物などが受け入れられていた。西洋における日
本文化の影響について取り上げたい。

ヨ ー ゼ フ ・ ク ラ イ ナ ー

オーストリア・ウィーン市生まれ。ウィーン大学・東
京大学東洋文化研究所で民族学・先史学・日本学
を専攻。ウィーン大学教授（1971～1977年）、ボ
ン大学教授・日本文化研究所所長（1977～
2008年）、ドイツ連邦政府ドイツ－日本研究所
初代所長（1988～1996年）を経て現職。昭和37
年（1962）以来、日本各地で民族学的フィールド・
ワークに従事。最近はヨーロッパの博物館等で保
管されている日本関係コレクションを研究。

Josef Kreiner
ボン大学名誉教授　
法政大学特別教授・
国際日本学研究所兼担所員

商品部門（旧商品博物館）の担当学芸員として伝
統的工芸品の製造技法、商品開発、流通・販売の
現状や産地自治体の行政施策などの調査・研究
に携わる。工芸品の文化を、過去の遺産ではな
く、生きた文化財―すなわち現代日本における文
化的所産として捉え、文化資源の活用による地域
社会の活性化策について研究を進めている。

と     やま　  とおる

外山 徹  
明治大学博物館学芸員  

コーディネータ・ディスカッション進行

2013年

講師紹介

専門は舞踊学。沖縄をはじめアジア太平洋地域の
舞踊を研究。お茶の水女子大学・同大学大学院修

士・博士課程、日本学術振興会特別研究員PD、群馬県立女子大学文
学部専任講師等を経て現職。博士（学術）。2002年比較舞踊学会研究
奨励賞、2006年沖縄文化協会賞(仲原善忠賞)受賞。近著：『日本人の
からだ・再考』明和出版、2012年（共著）。

波照間 永子
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・琉球舞踊 重踊流 師範

は   てる    ま      なが　 こ

3歳より、琉球舞踊家 志田房子に師事。沖縄県立芸術
大学大学院修了。2011年より、 国指定重要無形文化財「琉球舞踊」伝承者
研修に参加。現在、国内外での舞台で活躍するなか、古典舞踊を基調に音
楽家や舞踏家などとのコラボレーション等、他ジャンルと琉球舞踊の融
合にも意欲的に取り組んでいる。2009年度文化庁芸術祭賞優秀賞受賞。

志田 真木  
琉球舞踊 重踊流 二世宗家・
国指定重要無形文化財「琉球舞踊」
伝承者

し     だ        ま      き

専門は、琉球史・東アジア海域交流史。「海」を越え
たヒト、モノ、文化の視点から、主に琉球と東アジ

アの国際交流史を見る。琉球大学法文学部、九州大学大学院文学研
究科博士課程、日本学術振興会特別研究員等を経て現職。国際日本
文化研究センター共同研究員等を兼任。『アジアのなかの日本史Ⅲ
　海上の道』東京大学出版会、1992年(共著)。『シリーズ国際交流Ⅰ
「鎖国」を見直す』山川出版社、1999年(共著)。『琉球からみた世界史』
山川出版社、2011年(共著)。

真栄平 房昭  
神戸女学院大学文学部
総合文化学科教授 

ま     え    ひら     ふさ   あき

7歳より舞踊を始める。漢陽大学校舞踊学科卒業、
お茶の水女子大学大学院人文科学研究科修士課

程修了、同大学大学院人間文化研究科博士課程を経て立教大学アジ
ア地域研究所研究員歴任、現在、漢陽大学校舞踊学科などで非常勤講
師および韓国芸術文化振興院芸術講師。1999年KBS国楽コンクー
ル舞踊部門優秀賞受賞。著書に『崔承喜舞踊－継承と変容（民俗院
2008）、『ソウル公演芸術史』（ソウル市史編纂委員会2011）がある。

金 采嫄  
漢陽大学校 舞踊学科非常勤講師・
韓国芸術文化振興院芸術講師

キム     チュ   ウン

第2部 「琉球と朝鮮（韓国）の舞踊文化」
　　　  解説：波照間 永子、実演：志田 真木・金 采嫄
琉球と朝鮮（韓国）の舞踊文化を、歴史とジャンル・衣装・技法の観点
から比較考察し、その成果を踏まえた新作を披露します。双方の身体
表現の魅力を“比較”によって浮き彫りにできれば幸いです。

第1部 「海を越えたヒト、モノ、文化
　　　 ―琉球史の視点から」（仮題）
琉球王国とアジアとの交流史についてお話します。ヒトの移動、海上
交通、交易など残された文献資料をもとに解説しながら、琉球・沖縄
の対外関係を中心とした歴史像の一端をご紹介します。

韓国舞踊

琉球舞踊 創作

─日本文化のヨーロッパ伝播とその受容─

東西文化の邂逅と輸出漆器 海域アジアにおける
琉球・朝鮮の交流と舞踊文化

講座コード 12270017 講座コード 12270018

【企画】：明治大学バイオ資源化学研究所　明治大学博物館
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●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み ●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み

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

 12月22日（土） 開場13：30
開講14:00（～15：30）

　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年を越え話を進めていますが、こちらでは引き
続き日本在住のトップクラスの演奏家を招き、それぞれの分野での音楽や楽器の話を聞
きながらの楽しいレクチャー＆コンサートを共遊していただきます。

講座概要
　リストのピアノ曲を出発点にして、その作風が次世代の作曲家たちにどのように受け
継がれていったかを鑑賞します。テーマは水です。リストは「エステ荘の噴水」で水のイ
メージ（透明性、波打つリズム、反復性など）を音楽化しようと試みました。この斬新な試
みは続く世代の作曲家たちに多大な影響を与え、ラヴェルは「水の戯れ」でそれをいっそ
う推し進め、印象主義的な作風を確立しました。ドビュッシーの「水の反映」もこの系譜に
数え入れることができるでしょう。たゆたう水の調べに耳を傾けながら、当時の文学思潮
にも思いをはせる、そんな魅力的なレクチャーコンサートにしたいと考えています。

講座概要

演奏曲目
リ ス ト ：「エステ荘の噴水」
ラ ヴ ェ ル ：「水の戯れ」
ドビュッシー ：「水の反映」「オンディーヌ」「喜びの島」
ラフマニノフ ：「舟歌」「前奏曲  ト長調」ほか

主催講師

大阪府生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、
同大学院修了。京都大学博士（文学）。ドイ
ツ・ゲッティンゲン大学留学。専門は近現
代ドイツ抒情詩、ドイツ・ユダヤ文学、比
較文学。主な著書に『評伝　パウル・ツェ
ラン』（小野十三郎賞特別賞）、『パウル・
ツェランとユダヤの傷』など。音楽と詩の
関係にも関心を持ち、シューマンのシン
ポジウムやコンサートを行っている。

関口 裕昭
明治大学情報コミュニケーション学部准教授

せき  ぐち　  ひろ   あき

出演者

東京芸術大学音楽学部付属音楽高校、同
大学音楽学部器楽科卒業。88年から4年
にわたりニューヨークにてバイロン・
ジャニス氏の下で研鑽を積む。92年マン
ハッタン音楽院修士課程修了。93年より
ウィーンにてパウル・バドゥラ＝スコダ、
今井顕両氏のもと1年半の指導を受ける。
95年より東京を中心にソロリサイタル多
数開催。02年にスクリャービン作曲ピア
ノソナタ全曲演奏会、03年～ 04年には
ラフマニノフ作曲ピアノ独奏作品及び2
台ピアノ作品全曲演奏会を開催。

掛谷 勇三  
ピアノ　愛知県立芸術大学准教授

かけ    や　     ゆう  ぞう

─水の調べをめぐって─
リストのピアノ曲とその後継者たち

─レクチャー＆コンサート─
世界の民族音楽を聴く

会　場／駿河台キャンパス 紫紺館及び大学会館会議室

コーディネータ  江波戸 昭 明治大学名誉教授
    え      ば     と      あきら

会　場／駿河台キャンパス 紫紺館3階 S3・S4会議室

講座コード 12270019 
10月20日（土）開場13:30  開講14:00（～16:30）

第
1
講

会　場／駿河台キャンパス 大学会館8階 会議室

講座コード 12270021
12月15日（土）開場13:30  開講14:00（～16:30）

第
3
講

会　場／駿河台キャンパス 大学会館8階 会議室

講座コード 12270020 
11月17日（土）開場13:30  開講14:00（～16:30）

第
2
講

常味裕司

守安功（左）・守安雅子（右）

中田秀一

講座コード 12270022

アラブ・マカームのきらめきの世界
演奏：常味裕司・和田 啓（レク） 
アラブでは楽器の王様と位置付けられ、人々に愛されるウード。アラブ音楽の一大拠点、エジプト
の古典曲と近代の名曲を中心にレク（タンバリンの祖であるアラブ打楽器）の伴奏共に演奏する。

アンデスの山脈にひそむ音
演奏：中田秀一（コリカンチャ） 
ペルー共和国のクスコ地方バーリェサグラド、聖なる谷間の自然と遺跡。アンデスに伝承
される民族音楽を自作の楽器で奏でるインカの風景。

ケルトを吹きわたる風
演奏：守安功・雅子
アイルランドでは、日々の生活の中に音楽が生きています。アイルランドでの、様々な体
験についてのお話も交えて、アイルランドの、いろんなタイプの民族音楽や、新しく作ら
れた曲、さらには、バロック音楽などを、実際の演奏で、お楽しみいただきます。
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●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み ●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み

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

 12月22日（土） 開場13：30
開講14:00（～15：30）

　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年を越え話を進めていますが、こちらでは引き
続き日本在住のトップクラスの演奏家を招き、それぞれの分野での音楽や楽器の話を聞
きながらの楽しいレクチャー＆コンサートを共遊していただきます。

講座概要
　リストのピアノ曲を出発点にして、その作風が次世代の作曲家たちにどのように受け
継がれていったかを鑑賞します。テーマは水です。リストは「エステ荘の噴水」で水のイ
メージ（透明性、波打つリズム、反復性など）を音楽化しようと試みました。この斬新な試
みは続く世代の作曲家たちに多大な影響を与え、ラヴェルは「水の戯れ」でそれをいっそ
う推し進め、印象主義的な作風を確立しました。ドビュッシーの「水の反映」もこの系譜に
数え入れることができるでしょう。たゆたう水の調べに耳を傾けながら、当時の文学思潮
にも思いをはせる、そんな魅力的なレクチャーコンサートにしたいと考えています。

講座概要

演奏曲目
リ ス ト ：「エステ荘の噴水」
ラ ヴ ェ ル ：「水の戯れ」
ドビュッシー ：「水の反映」「オンディーヌ」「喜びの島」
ラフマニノフ ：「舟歌」「前奏曲  ト長調」ほか

主催講師

大阪府生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、
同大学院修了。京都大学博士（文学）。ドイ
ツ・ゲッティンゲン大学留学。専門は近現
代ドイツ抒情詩、ドイツ・ユダヤ文学、比
較文学。主な著書に『評伝　パウル・ツェ
ラン』（小野十三郎賞特別賞）、『パウル・
ツェランとユダヤの傷』など。音楽と詩の
関係にも関心を持ち、シューマンのシン
ポジウムやコンサートを行っている。

関口 裕昭
明治大学情報コミュニケーション学部准教授

せき  ぐち　  ひろ   あき

出演者

東京芸術大学音楽学部付属音楽高校、同
大学音楽学部器楽科卒業。88年から4年
にわたりニューヨークにてバイロン・
ジャニス氏の下で研鑽を積む。92年マン
ハッタン音楽院修士課程修了。93年より
ウィーンにてパウル・バドゥラ＝スコダ、
今井顕両氏のもと1年半の指導を受ける。
95年より東京を中心にソロリサイタル多
数開催。02年にスクリャービン作曲ピア
ノソナタ全曲演奏会、03年～ 04年には
ラフマニノフ作曲ピアノ独奏作品及び2
台ピアノ作品全曲演奏会を開催。

掛谷 勇三  
ピアノ　愛知県立芸術大学准教授

かけ    や　     ゆう  ぞう

─水の調べをめぐって─
リストのピアノ曲とその後継者たち

─レクチャー＆コンサート─
世界の民族音楽を聴く

会　場／駿河台キャンパス 紫紺館及び大学会館会議室

コーディネータ  江波戸 昭 明治大学名誉教授
    え      ば     と      あきら

会　場／駿河台キャンパス 紫紺館3階 S3・S4会議室

講座コード 12270019 
10月20日（土）開場13:30  開講14:00（～16:30）

第
1
講

会　場／駿河台キャンパス 大学会館8階 会議室

講座コード 12270021
12月15日（土）開場13:30  開講14:00（～16:30）

第
3
講

会　場／駿河台キャンパス 大学会館8階 会議室

講座コード 12270020 
11月17日（土）開場13:30  開講14:00（～16:30）

第
2
講

常味裕司

守安功（左）・守安雅子（右）

中田秀一

講座コード 12270022

アラブ・マカームのきらめきの世界
演奏：常味裕司・和田 啓（レク） 
アラブでは楽器の王様と位置付けられ、人々に愛されるウード。アラブ音楽の一大拠点、エジプト
の古典曲と近代の名曲を中心にレク（タンバリンの祖であるアラブ打楽器）の伴奏共に演奏する。

アンデスの山脈にひそむ音
演奏：中田秀一（コリカンチャ） 
ペルー共和国のクスコ地方バーリェサグラド、聖なる谷間の自然と遺跡。アンデスに伝承
される民族音楽を自作の楽器で奏でるインカの風景。

ケルトを吹きわたる風
演奏：守安功・雅子
アイルランドでは、日々の生活の中に音楽が生きています。アイルランドでの、様々な体
験についてのお話も交えて、アイルランドの、いろんなタイプの民族音楽や、新しく作ら
れた曲、さらには、バロック音楽などを、実際の演奏で、お楽しみいただきます。
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●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み

　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。

講座概要
　一言もしゃべることな
くその身振り手振りだけ
で見る者を自分達の世
界に引き込むパントマイ
ム。そのパントマイムと
笑いを独自に組み合わ
せた「サイレントコメ
ディー」で世界的に高い
に評価と人気を誇るのがモヒカン頭の不思議な二人組「が～まる
ちょば（GAMARJOBAT）」です。グルジア語で「こんにちは」を意
味する「が～まるちょば」のパフォーマンスは、ライブ感爆発の「スト
リートショー」と一時間近くにおよぶ長編作品も上演する徹底して創
り込まれた「舞台公演」を二本の柱とします。大人から子どもまで爆
笑させる即興、笑わせながらも時に観客の涙を誘う計算された舞
台、この異なる両者を自由自在に行き来するその身の軽さと確かな
テクニックが彼らの最大の魅力です。これまで32ヶ国200以上の
フェスティバルなどから招待され、一年の約半分を海外公演にあて
るなど、文字通り“言葉と文化を超えたパフォーマンス”を体現する
存在だと呼べるでしょう。今回は第1部で「が～まるちょば」のパ
フォーマンス実演を、そして第2部では明治大学文学部の中野正昭
を交え、舞台では決して聞くことの出来ないお二人の“声”を通じて
サイレントコメディーの魅力と可能性について語っていただきます。
貴重な講座をお楽しみ下さい。

講座概要

 3月9日（土）
   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

開場13：30

開講14：00（～16：00）  9月27日（木）
   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

開場18：00

開講18：30（～20：00）

ひとつのアリアができるまで

オペラの愉しみ
講座コード 12270023

─が～まるちょばサイレントコメディーの世界─

GAMARJOBAT SILENT and TALK
講座コード 12270024

パネラー

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。

須永 恆雄  明治大学法学部教授
 す   なが     つね   お

講師紹介

東京藝術大学作曲科卒。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。

三ッ石 潤司  武蔵野音楽大学教授
 み     つ    いし    じゅん   じ

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。

恒川 隆男  元明治大学文学部教授
つね  かわ     たか   お

1999年、パントマイムのソリストとして
活躍していたケッチ！（左：赤いモヒカン）
とHIRO-PON（右：黄色いモヒカン）の運命
的出会いによって誕生したサイレントコ
メディー・デュオ。主な受賞にエジンバラ・
フェスティバル・フリンジで「ダブルアク
トアワード」（2004）、「タップウォーター
アワード」（2005）、ブライトン・フェス
ティバル・フリンジで「ベストインターナ
ショナルアクトアワード」（2006）、「アー
ガスエンジェルアワード」（2007）など、ま
たNewsweek日本版「世界が尊敬する日
本人100」にも選出され、日本のショー・パ
フォーマンスとして従来にない高い評価
を得る。近年は舞台の他にＴＶやＣＭへの
出演、また言葉を一切使わない役者集団
『が～まるちょばプロジェクト』を旗揚げ
するなど活動の幅をさらに拡げている。

が～まるちょば  
（GAMARJOBAT）

明治大学文学部 共催

講師紹介

明治大学大学院、早稲田大学演劇博物館助手を経て現在同博
物館招聘研究員。専門は喜劇やミュージカル・レヴューなど
を中心とした舞台娯楽論、日本近現代演劇史。明治大学では
劇場論、舞台芸術研究、演習を担当する。主な著書に『ムーラ
ン・ルージュ新宿座―軽演劇の昭和小史』、『村山知義 劇的尖
端』など。

中野 正昭  明治大学文学部兼任講師
なか    の       まさ   あき

井上 優  
コーディネータ  明治大学文学部准教授

いの   うえ　 まさる
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●受講料は、当日「会場受付」にて
　お支払いいただきます。
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み
●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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。

お申し込み

　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。

講座概要
　一言もしゃべることな
くその身振り手振りだけ
で見る者を自分達の世
界に引き込むパントマイ
ム。そのパントマイムと
笑いを独自に組み合わ
せた「サイレントコメ
ディー」で世界的に高い
に評価と人気を誇るのがモヒカン頭の不思議な二人組「が～まる
ちょば（GAMARJOBAT）」です。グルジア語で「こんにちは」を意
味する「が～まるちょば」のパフォーマンスは、ライブ感爆発の「スト
リートショー」と一時間近くにおよぶ長編作品も上演する徹底して創
り込まれた「舞台公演」を二本の柱とします。大人から子どもまで爆
笑させる即興、笑わせながらも時に観客の涙を誘う計算された舞
台、この異なる両者を自由自在に行き来するその身の軽さと確かな
テクニックが彼らの最大の魅力です。これまで32ヶ国200以上の
フェスティバルなどから招待され、一年の約半分を海外公演にあて
るなど、文字通り“言葉と文化を超えたパフォーマンス”を体現する
存在だと呼べるでしょう。今回は第1部で「が～まるちょば」のパ
フォーマンス実演を、そして第2部では明治大学文学部の中野正昭
を交え、舞台では決して聞くことの出来ないお二人の“声”を通じて
サイレントコメディーの魅力と可能性について語っていただきます。
貴重な講座をお楽しみ下さい。

講座概要

 3月9日（土）
   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

開場13：30

開講14：00（～16：00）  9月27日（木）
   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

開場18：00

開講18：30（～20：00）

ひとつのアリアができるまで

オペラの愉しみ
講座コード 12270023

─が～まるちょばサイレントコメディーの世界─

GAMARJOBAT SILENT and TALK
講座コード 12270024

パネラー

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。

須永 恆雄  明治大学法学部教授
 す   なが     つね   お

講師紹介

東京藝術大学作曲科卒。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。

三ッ石 潤司  武蔵野音楽大学教授
 み     つ    いし    じゅん   じ

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。

恒川 隆男  元明治大学文学部教授
つね  かわ     たか   お

1999年、パントマイムのソリストとして
活躍していたケッチ！（左：赤いモヒカン）
とHIRO-PON（右：黄色いモヒカン）の運命
的出会いによって誕生したサイレントコ
メディー・デュオ。主な受賞にエジンバラ・
フェスティバル・フリンジで「ダブルアク
トアワード」（2004）、「タップウォーター
アワード」（2005）、ブライトン・フェス
ティバル・フリンジで「ベストインターナ
ショナルアクトアワード」（2006）、「アー
ガスエンジェルアワード」（2007）など、ま
たNewsweek日本版「世界が尊敬する日
本人100」にも選出され、日本のショー・パ
フォーマンスとして従来にない高い評価
を得る。近年は舞台の他にＴＶやＣＭへの
出演、また言葉を一切使わない役者集団
『が～まるちょばプロジェクト』を旗揚げ
するなど活動の幅をさらに拡げている。

が～まるちょば  
（GAMARJOBAT）

明治大学文学部 共催

講師紹介

明治大学大学院、早稲田大学演劇博物館助手を経て現在同博
物館招聘研究員。専門は喜劇やミュージカル・レヴューなど
を中心とした舞台娯楽論、日本近現代演劇史。明治大学では
劇場論、舞台芸術研究、演習を担当する。主な著書に『ムーラ
ン・ルージュ新宿座―軽演劇の昭和小史』、『村山知義 劇的尖
端』など。

中野 正昭  明治大学文学部兼任講師
なか    の       まさ   あき

井上 優  
コーディネータ  明治大学文学部准教授

いの   うえ　 まさる
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●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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し込み下さい。

お申し込み

　平成19年８月１日、阿久悠が逝って既に5年に
なります。日本レコード大賞大賞５回、日本レコード
大賞作詩賞７回、日本作詩大賞８回、受賞。４０年
の間に、５千曲を超える作品を創出。驚異の健筆、
多作ぶりです。多作だけなら「驚異」ではありませ
ん。「ピンポンパン体操」「宇宙戦艦ヤマト」「北の
宿から」「居酒屋」「津軽海峡・冬景色」「時代おく
れ」「舟唄」「ＵＦＯ」。フィールドの広さが加わりま
す。さらに質が伴います。だから「驚異」なのです。
時代をしかとつかみ、時代に生きる日本人の求め
る思いを探し出し、気付かせ、共鳴させ、そして時
代を超えています。いま、さらに阿久悠は、燦とし
て輝き、毅として存しています。そんな阿久悠の人
と仕事を論じてみたいと思います。

講座概要

 10月21日（日）
   会場／駿河台キャンパス リバティタワー1階 1011教室

開場12：30

開講13：00（～14：30）

講座コード 12270025

吉田 悦志  明治大学国際日本学部 教授・博士（学術）
昭和46年明治大学卒、同大学院博士課程単位取得退学。2008年埼玉大学にて博士（学術）
取得。日本近世近代の文芸。『上司小剣（かみずかさしょうけん）論』『事件『大逆』の思想と文
学』『きみに語るー近代日本の作家と作品』などの著書がある。近年、「大学史の中の文化史̶
明治大学̶」をテーマに研究。2011年共著『明治大学小史̶人物編』を出版。古賀政男・阿久
悠など18名について執筆した。2012年4月学内に「昭和歌謡史研究会」を発足させて，古賀
政男や阿久悠の共同研究を開始した。

講師紹介
よし    だ        えつ    し

阿久 悠論─昭和歌謡の巨星─
第15回ホームカミングデー公開講座

   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）

 10月21日（日）11：00～16：00

　昨年度、地域連携推進センター発足記念として実施し好評であった「地域連携フード
フェア」を今年度も開催します。
　本学が地域連携講座等を実施している地域の物産を，個別ブースでの試食・販売を
行います。皆さま、是非ご参加下さい。

地域連携フードフェア
今年も開催！

第15回ホームカミングデー

出展予定

※昨年度の様子

地域連携紹介ページ

地域連携フードフェア（第１５回 明治大学ホームカミングデー物産展内）

山形県天童市、福井県鯖江市、千葉県成田市、宮崎県など 他 多数出展 
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●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。
●会場はキャンパスマップ（80ページ）を
　ご参照ください。
●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
お電話かHPからお申し込み下さい。

■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し込み下さい。

お申し込み

　平成19年８月１日、阿久悠が逝って既に5年に
なります。日本レコード大賞大賞５回、日本レコード
大賞作詩賞７回、日本作詩大賞８回、受賞。４０年
の間に、５千曲を超える作品を創出。驚異の健筆、
多作ぶりです。多作だけなら「驚異」ではありませ
ん。「ピンポンパン体操」「宇宙戦艦ヤマト」「北の
宿から」「居酒屋」「津軽海峡・冬景色」「時代おく
れ」「舟唄」「ＵＦＯ」。フィールドの広さが加わりま
す。さらに質が伴います。だから「驚異」なのです。
時代をしかとつかみ、時代に生きる日本人の求め
る思いを探し出し、気付かせ、共鳴させ、そして時
代を超えています。いま、さらに阿久悠は、燦とし
て輝き、毅として存しています。そんな阿久悠の人
と仕事を論じてみたいと思います。

講座概要

 10月21日（日）
   会場／駿河台キャンパス リバティタワー1階 1011教室

開場12：30

開講13：00（～14：30）

講座コード 12270025

吉田 悦志  明治大学国際日本学部 教授・博士（学術）
昭和46年明治大学卒、同大学院博士課程単位取得退学。2008年埼玉大学にて博士（学術）
取得。日本近世近代の文芸。『上司小剣（かみずかさしょうけん）論』『事件『大逆』の思想と文
学』『きみに語るー近代日本の作家と作品』などの著書がある。近年、「大学史の中の文化史̶
明治大学̶」をテーマに研究。2011年共著『明治大学小史̶人物編』を出版。古賀政男・阿久
悠など18名について執筆した。2012年4月学内に「昭和歌謡史研究会」を発足させて，古賀
政男や阿久悠の共同研究を開始した。

講師紹介
よし    だ        えつ    し

阿久 悠論─昭和歌謡の巨星─
第15回ホームカミングデー公開講座

   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）

 10月21日（日）11：00～16：00

　昨年度、地域連携推進センター発足記念として実施し好評であった「地域連携フード
フェア」を今年度も開催します。
　本学が地域連携講座等を実施している地域の物産を，個別ブースでの試食・販売を
行います。皆さま、是非ご参加下さい。

地域連携フードフェア
今年も開催！

第15回ホームカミングデー

出展予定

※昨年度の様子

地域連携紹介ページ

地域連携フードフェア（第１５回 明治大学ホームカミングデー物産展内）

山形県天童市、福井県鯖江市、千葉県成田市、宮崎県など 他 多数出展 
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　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。

講座趣旨

試験概要
試験日程
お問い合わせ

2013年1月27日（日）
社団法人金融財政事情研究会
TEL.03（3358）0771　http://www.kinzai.or.jp

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月20日（木）19：00～20：00　　　　●9月21日（金）19：00～20：00
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230001

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
いし  い    ちから

石井 力　　税理士（東京シティ税理士事務所）
おお はし   ゆう  た

大橋 勇太　税理士（東京シティ税理士事務所）
ふか  や     あや  こ

深谷 綾子　税理士（東京シティ税理士事務所）

◎録音サ－ビス　当講座は、欠席フォロ－として講座録音のダビングサ－ビスを行いま
す。ご希望の方は講師までお申し出下さい。なお、ライブ録音のため不備な場合があ
ります。予めご了承下さい。

講座概要
曜日・時間 火・土曜日　１９：００～２１：００（土曜日１３：００～１７：００）

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 90名 回　　　数 15回
受　講　料 一般：20,000円／学生：18,000円
教　　　材 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）
※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 9月24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。

　高齢社会の進展で年金不安がますます高まっています。多くの金融機関（銀行・信金・
生保・損保など）では、年金制度の仕組、年金額の計算、受給手続き等の相談を求められ
る機会が多くなり、年金アドバイザー資格の取得を奨励しているところが多く、今後さら
に注目される資格です。本講座は「１回で合格するために必要な知識と解答力が身につ
く講座」として、難解な年金独自の用語なども徹底的に分かりやすく解説します。紛らわ
しい用語の覚え方、頭にスッと入る図表、すぐ解ける計算方法などオリジナルの手法に
より合格に導きます。

講座趣旨

試験概要
試験日程
申込受付期間
お問い合わせ

2013年3月3日（日）　実施時間：10:00～12:30（午前）
2013年1月8日（火） 9:00～2013年 1月 21日（月） 23:30 まで
銀行業務検定試験運営センター
TEL.０３（３２６７）４８２１　http://www.kenteishiken.gr.jp/

ガイダンス（無料・予約不要）
●11月27日（火）18：30～19：30
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230002

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
おき くら    かつ よし

沖倉 功能　社会保険労務士　CFP®　

講座概要
曜日・時間 火・木曜日　18：30～20：00

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 90名 回　　　数 12回
受　講　料 一般：30,000円／学生：25,000円
教　　　材 「年金アドバイザー参考書　年金相談の実務」

（経済法令研究会）
※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 12月3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。

ＦＰ３級資格（国家資格）合格対策講座
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）

年金アドバイザー３級検定合格対策講座〈2013年3月向け〉
銀行業務検定試験

日 程 内 容 講 師
1 10/2（火） ライフプランニングと資金計画 石井
2 10/9（火） リスク管理 石井
3 10/16（火） 年金・社会保険 大橋
4 10/23（火） 年金・社会保険 大橋
5

10/27（土）
金融資産運用 大橋

6 金融資産運用
7 10/30（火） タックスプランニング 石井
8 11/6（火） タックスプランニング 石井
9 11/13（火） タックスプランニング 石井
10 11/20（火） 不動産 深谷
11 11/27（火） 不動産 深谷
12 12/4（火） 相続・事業承継 深谷
13 12/11（火） 相続・事業承継 深谷
14 12/18（火） 相続・事業承継 深谷
15 1/8（火） 試験対策 大橋

日 程 内 容
1 12/11（火） 一般関連知識
2 12/13（木） 国民年金
3 12/18（火） 厚生年金保険・各種共済組合
4 1/22（火） 老齢基礎年金
5 1/24（木） 老齢厚生年金
6 1/29（火） 老齢年金の年金額計算
7 1/31（木） 老齢年金の年金額計算
8 2/7（木） 障害年金の年金額計算
9 2/12（火） 遺族基礎年金、遺族厚生年金
10 2/14（木） 遺族年金の年金額計算
11 2/19（火） その他年金と企業年金
12 2/21（木） 公的年金、退職金の税金・まとめ
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　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。

講座趣旨

試験概要
試験日程
お問い合わせ

2013年1月27日（日）
社団法人金融財政事情研究会
TEL.03（3358）0771　http://www.kinzai.or.jp

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月20日（木）19：00～20：00　　　　●9月21日（金）19：00～20：00
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230001

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
いし  い    ちから

石井 力　　税理士（東京シティ税理士事務所）
おお はし   ゆう  た

大橋 勇太　税理士（東京シティ税理士事務所）
ふか  や     あや  こ

深谷 綾子　税理士（東京シティ税理士事務所）

◎録音サ－ビス　当講座は、欠席フォロ－として講座録音のダビングサ－ビスを行いま
す。ご希望の方は講師までお申し出下さい。なお、ライブ録音のため不備な場合があ
ります。予めご了承下さい。

講座概要
曜日・時間 火・土曜日　１９：００～２１：００（土曜日１３：００～１７：００）

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 90名 回　　　数 15回
受　講　料 一般：20,000円／学生：18,000円
教　　　材 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）
※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 9月24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。

　高齢社会の進展で年金不安がますます高まっています。多くの金融機関（銀行・信金・
生保・損保など）では、年金制度の仕組、年金額の計算、受給手続き等の相談を求められ
る機会が多くなり、年金アドバイザー資格の取得を奨励しているところが多く、今後さら
に注目される資格です。本講座は「１回で合格するために必要な知識と解答力が身につ
く講座」として、難解な年金独自の用語なども徹底的に分かりやすく解説します。紛らわ
しい用語の覚え方、頭にスッと入る図表、すぐ解ける計算方法などオリジナルの手法に
より合格に導きます。

講座趣旨

試験概要
試験日程
申込受付期間
お問い合わせ

2013年3月3日（日）　実施時間：10:00～12:30（午前）
2013年1月8日（火） 9:00～2013年 1月 21日（月） 23:30 まで
銀行業務検定試験運営センター
TEL.０３（３２６７）４８２１　http://www.kenteishiken.gr.jp/

ガイダンス（無料・予約不要）
●11月27日（火）18：30～19：30
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230002

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
おき くら    かつ よし

沖倉 功能　社会保険労務士　CFP®　

講座概要
曜日・時間 火・木曜日　18：30～20：00

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 90名 回　　　数 12回
受　講　料 一般：30,000円／学生：25,000円
教　　　材 「年金アドバイザー参考書　年金相談の実務」

（経済法令研究会）
※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 12月3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。

ＦＰ３級資格（国家資格）合格対策講座
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）

年金アドバイザー３級検定合格対策講座〈2013年3月向け〉
銀行業務検定試験

日 程 内 容 講 師
1 10/2（火） ライフプランニングと資金計画 石井
2 10/9（火） リスク管理 石井
3 10/16（火） 年金・社会保険 大橋
4 10/23（火） 年金・社会保険 大橋
5

10/27（土）
金融資産運用 大橋

6 金融資産運用
7 10/30（火） タックスプランニング 石井
8 11/6（火） タックスプランニング 石井
9 11/13（火） タックスプランニング 石井
10 11/20（火） 不動産 深谷
11 11/27（火） 不動産 深谷
12 12/4（火） 相続・事業承継 深谷
13 12/11（火） 相続・事業承継 深谷
14 12/18（火） 相続・事業承継 深谷
15 1/8（火） 試験対策 大橋

日 程 内 容
1 12/11（火） 一般関連知識
2 12/13（木） 国民年金
3 12/18（火） 厚生年金保険・各種共済組合
4 1/22（火） 老齢基礎年金
5 1/24（木） 老齢厚生年金
6 1/29（火） 老齢年金の年金額計算
7 1/31（木） 老齢年金の年金額計算
8 2/7（木） 障害年金の年金額計算
9 2/12（火） 遺族基礎年金、遺族厚生年金
10 2/14（木） 遺族年金の年金額計算
11 2/19（火） その他年金と企業年金
12 2/21（木） 公的年金、退職金の税金・まとめ
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　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、実際の問題を解きながら出題傾向の分析と知識整理を行い、最初のステップとし
て11月11日（日）に実施される３級試験の一発合格を目指します。

講座趣旨

日 程 内 容

1 10/10（水）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

2 10/12（金）著作権法２
著作者の権利・契約の基礎

3 10/17（水）特許法１
技術の保護法制・職務発明

4 10/19（金）特許法２
出願手続・外国特許権利化・実用新案法

5 10/24（水）特許法３
特許権の行使・種苗法

6 10/26（金）意匠法・商標法１
ブランドの保護法制・デザインの保護法制

7 10/31（水）意匠法・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

8 11/2（金） 総合
知的財産権侵害の判定・知的財産訴訟・関連法規など

講座概要
曜日・時間 水・金曜日　18：30～21：00

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 70名 回　　　数 8回
受　講　料 一般：24,000円／学生：19,200円

教　　　材
アイピーシー・新橋ゼミ監修「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
※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月2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
試験日程
お問い合わせ

2012年11月11日（日）予定
知的財産教育協会
http://www.kentei-info-ip-edu.org/

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月28日（金）18：30～19：30　　　　●10月2日（火）18：30～19：30
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230003
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―

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
いまむら   てつ  や

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
かね こ   とし や

金子 敏哉　明治大学法学部専任講師
あら き  よしゆき

荒木 佳幸　弁理士（松岡国際特許事務所）  アイピーシー・新橋ゼミ講師

　学習経験者を対象とした問題演習講座です。時間配分の感覚を養える予行演習とな
り、良問揃いの答案練習で、重要論点、予想論点を抑え、合格を勝ち取ってください。総
合答練は、1回50問を2時間で解く本試験と同一形式の講義です。

◎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。

◎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)

◎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。

講座趣旨

　※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。

日 程 内 容
1 9/25（火） 直前答練　１　※自己採点

2 9/28（金） 直前答練　２　※自己採点

3 10/2（火） 直前答練　３　※自己採点

※ 10/5（金） 全国公開模試　※120分

4 10/9（火） 直前答練　４　※自己採点

講座概要
曜日・時間 火・金曜日　18：45～21：15

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 20名 回　　　数 4回＋全国公開模試
受　講　料 一般：13,000円／学生：10,000円
教　　　材 直前答練・全国公開模試

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 9月17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。
※締切当日は、ホームページ・FAXのみのお申込みとなります。

試験概要
試験日程
お問い合わせ

例年10月 第3日曜日
(財)不動産適正取引推進機構
TEL.03-3435-8181　http://www.retio.or.jp

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月11日（火）19：00～20：00　　　　●9月14日（金）19：00～20：00
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン）

講座コード

12230004
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で総仕上げ! 全国公開模試1回付きです。

全国公開模試付・無料DVDフォロー付

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
よしざわ  せいいち

吉澤 政一　資格の学校TAC宅建講座講師
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　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、実際の問題を解きながら出題傾向の分析と知識整理を行い、最初のステップとし
て11月11日（日）に実施される３級試験の一発合格を目指します。
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日 程 内 容

1 10/10（水）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

2 10/12（金）著作権法２
著作者の権利・契約の基礎

3 10/17（水）特許法１
技術の保護法制・職務発明

4 10/19（金）特許法２
出願手続・外国特許権利化・実用新案法

5 10/24（水）特許法３
特許権の行使・種苗法

6 10/26（金）意匠法・商標法１
ブランドの保護法制・デザインの保護法制

7 10/31（水）意匠法・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

8 11/2（金） 総合
知的財産権侵害の判定・知的財産訴訟・関連法規など

講座概要
曜日・時間 水・金曜日　18：30～21：00

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 70名 回　　　数 8回
受　講　料 一般：24,000円／学生：19,200円
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※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月2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。
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試験日程
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知的財産教育協会
http://www.kentei-info-ip-edu.org/

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月28日（金）18：30～19：30　　　　●10月2日（火）18：30～19：30
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード
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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―

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
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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
かね こ   とし や

金子 敏哉　明治大学法学部専任講師
あら き  よしゆき

荒木 佳幸　弁理士（松岡国際特許事務所）  アイピーシー・新橋ゼミ講師

　学習経験者を対象とした問題演習講座です。時間配分の感覚を養える予行演習とな
り、良問揃いの答案練習で、重要論点、予想論点を抑え、合格を勝ち取ってください。総
合答練は、1回50問を2時間で解く本試験と同一形式の講義です。

◎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。

◎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)

◎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。
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※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。
※締切当日は、ホームページ・FAXのみのお申込みとなります。
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　社会保険労務士は、『人』に関して様々な助言、指導を行うエキスパートです。また、少
子・高齢化社会の流れの中で、医療保険や年金の相談も行うなど活躍の場はますます拡
大しています。
　本講座では、合格に必要な知識、重要ポイントをインプットとアウトプットを組み合わせ
たカリキュラムで、効果的に学びます。直前期には、問題演習や最重要ポイントの整理を
行うほか、TACが全国レベルで実施する模試を2回受験できます。社内スペシャリスト
や、独立開業を目指す方だけでなく、初学者の方や就職の武器にしたい方にもお勧めの
講座です。

講座趣旨

講座概要
曜日・時間 火・金曜日　18：45～21：15

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

講義時間　18：45～21：15　1回　150分

定　　　員 50名 回　　　数 45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・暗記カード・
過去問題集・法改正テキスト・総合答練・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。

申込締切日 11月19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。

試験概要
試験日程
お問い合わせ

平成24年8月26日（日）（平成24年度参考）
全国社会保険労務士連合会試験センター
TEL.03-6225-4880　http://www.sharosi-shiken.or.jp/

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月25日（火）19：00～20：00　　　　●10月16日（火）19：00～20：00
●11月13日（火）19：00～20：00　　　

講座コード

12230005
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

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
おお こ うち みつひろ

大河内 満博　資格の学校TAC社会保険労務士講座講師

全国公開模試付・無料DVDフォロー付
日 程 内 容

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

11/27（火）
11/30（金）
12/4（火）
12/7（金）
12/11（火）
12/14（金）
1/11（金）
1/15（火）
1/18（金）
1/22（火）
1/25（金）
1/29（火）
2/1（金）
2/5（火）
2/8（金）
2/12（火）
2/15（金）
2/19（火）
2/22（金）
2/26（火）
3/1（金）
3/5（火）
3/12（火）
3/15（金）
3/19（火）
3/22（金）
3/26（火）
4/9（火）
4/12（金）
4/16（火）
4/19（金）
4/23（火）
4/26（金）
5/7（火）
5/10（金）
5/14（火）
5/17（金）
5/21（火）
6/28（金）
7/2（火）
7/9（火）
7/16（火）
7/23（火）
7/30（火）
8/6（火）

労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　１
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　２
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　３
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　4
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　5
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　6
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　7
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　8
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　9
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　まとめ講義
雇用保険法/労働保険料徴収法　１
雇用保険法/労働保険料徴収法　2
雇用保険法/労働保険料徴収法　3
雇用保険法/労働保険料徴収法　4
雇用保険法/労働保険料徴収法　5
雇用保険法/労働保険料徴収法　6
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
健康保険法　１
健康保険法　2
健康保険法　3
健康保険法　4
国民年金法　１
国民年金法　2
国民年金法　3
国民年金法　4
健康保険法・国民年金法　まとめ講義
厚生年金保険法　１
厚生年金保険法　2
厚生年金保険法　3
厚生年金保険法　4
厚生年金保険法　5
労務管理その他の労働に関する一般常識　１
労務管理その他の労働に関する一般常識　2
労務管理その他の労働に関する一般常識　3
社会保険に関する一般常識　１
社会保険に関する一般常識　2
社会保険に関する一般常識　3
厚生年金保険法　他　まとめ講義
法改正・統計
法改正・統計
総合答練　１
総合答練　2
総合答練　3
総合答練　4
直前対策講義

労
働
関
係
編

社
会
保
険
関
係
編

一
般
常
識
編

実
力
完
成
編

全国中間模試（TAC校舎）
全国公開模試（TAC校舎）

6月中旬
7月中旬

◎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。
◎答練時は、前半が答案練習、後半が解説講義になります。
◎全国公開模試の日程は決定次第お知らせします。

※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン１１階）
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00／00
進行
チェック

担当 1校 2校

6／25

入稿

00／00

色校
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　社会保険労務士は、『人』に関して様々な助言、指導を行うエキスパートです。また、少
子・高齢化社会の流れの中で、医療保険や年金の相談も行うなど活躍の場はますます拡
大しています。
　本講座では、合格に必要な知識、重要ポイントをインプットとアウトプットを組み合わせ
たカリキュラムで、効果的に学びます。直前期には、問題演習や最重要ポイントの整理を
行うほか、TACが全国レベルで実施する模試を2回受験できます。社内スペシャリスト
や、独立開業を目指す方だけでなく、初学者の方や就職の武器にしたい方にもお勧めの
講座です。

講座趣旨

講座概要
曜日・時間 火・金曜日　18：45～21：15

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

講義時間　18：45～21：15　1回　150分

定　　　員 50名 回　　　数 45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・暗記カード・
過去問題集・法改正テキスト・総合答練・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。

申込締切日 11月19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。

試験概要
試験日程
お問い合わせ

平成24年8月26日（日）（平成24年度参考）
全国社会保険労務士連合会試験センター
TEL.03-6225-4880　http://www.sharosi-shiken.or.jp/

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月25日（火）19：00～20：00　　　　●10月16日（火）19：00～20：00
●11月13日（火）19：00～20：00　　　

講座コード

12230005
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

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
おお こ うち みつひろ

大河内 満博　資格の学校TAC社会保険労務士講座講師

全国公開模試付・無料DVDフォロー付
日 程 内 容

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

11/27（火）
11/30（金）
12/4（火）
12/7（金）
12/11（火）
12/14（金）
1/11（金）
1/15（火）
1/18（金）
1/22（火）
1/25（金）
1/29（火）
2/1（金）
2/5（火）
2/8（金）
2/12（火）
2/15（金）
2/19（火）
2/22（金）
2/26（火）
3/1（金）
3/5（火）
3/12（火）
3/15（金）
3/19（火）
3/22（金）
3/26（火）
4/9（火）
4/12（金）
4/16（火）
4/19（金）
4/23（火）
4/26（金）
5/7（火）
5/10（金）
5/14（火）
5/17（金）
5/21（火）
6/28（金）
7/2（火）
7/9（火）
7/16（火）
7/23（火）
7/30（火）
8/6（火）

労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　１
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　２
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　３
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　4
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　5
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　6
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　7
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　8
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　9
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法　まとめ講義
雇用保険法/労働保険料徴収法　１
雇用保険法/労働保険料徴収法　2
雇用保険法/労働保険料徴収法　3
雇用保険法/労働保険料徴収法　4
雇用保険法/労働保険料徴収法　5
雇用保険法/労働保険料徴収法　6
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
健康保険法　１
健康保険法　2
健康保険法　3
健康保険法　4
国民年金法　１
国民年金法　2
国民年金法　3
国民年金法　4
健康保険法・国民年金法　まとめ講義
厚生年金保険法　１
厚生年金保険法　2
厚生年金保険法　3
厚生年金保険法　4
厚生年金保険法　5
労務管理その他の労働に関する一般常識　１
労務管理その他の労働に関する一般常識　2
労務管理その他の労働に関する一般常識　3
社会保険に関する一般常識　１
社会保険に関する一般常識　2
社会保険に関する一般常識　3
厚生年金保険法　他　まとめ講義
法改正・統計
法改正・統計
総合答練　１
総合答練　2
総合答練　3
総合答練　4
直前対策講義
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全国中間模試（TAC校舎）
全国公開模試（TAC校舎）

6月中旬
7月中旬

◎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。
◎答練時は、前半が答案練習、後半が解説講義になります。
◎全国公開模試の日程は決定次第お知らせします。

※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン１１階）

34 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 35MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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◎弁護士と試験を知り尽くしたプロによる講義
実例を踏まえた分かりやすい講義。弁護士による講義は明治大学リバティアカデミー
だけです。

◎学習効率を加速するｅラーニング
学習効率を徹底的に追求したシステムは、他の教材の追随を許しません。学習した時
間をそのまま実力に変えていきます。

◎フォローアップゼミ（無料）
最後の決めては法的思考力。講師とのやりとりを通じてきめ細かく指導します。わか
らないところも、すぐに解決できるので安心です。

この講座だから合格できる！

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。
講座趣旨

大学在学中に法律の資格が取れたことは、大きな自信となりました。また卒業後の進路
決めにも大きくかかわり、自分が納得できる進路を選ぶことができました。
（詳細は→http://www.bellies.jp/room/index.html）

合格体験記 難波孔明さん　大学３年で合格し、公務員試験にも合格

講座コード

12230006
行政書士試験合格対策講座
採用担当者が思わず注目する国家資格。公務員試験対策としても最強！

欠席フォロー＆無料ゼミ付
日 程 内 容

◎早くお申込みいただいた方は、ｅラーニングを先行して学習していただけます。

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18

19
20

2/12(火)
2/26(火)
3/5(火)

3/12(火)
3/26(火)
4/9(火)
4/23(火)
5/7(火)
5/21(火)

6/4(火)
6/11(火)
6/25(火)
7/9(火)
7/23(火)
8/6(火)

8/20(火)
8/27(火)
9/10(火)

9/24(火)
10/8(火)

憲法１　総論
憲法２　基本的人権
憲法３　統治機構
憲法　記述対策
民法１　総則１
民法２　総則２・物権
民法３　担保物権
民法４　債権総論
民法５　債権各論
民法６　親族相続
民法　記述対策
行政法１　一般的な理論等１
行政法２　一般的な理論等２
行政法３　行政手続法・行政不服審査法
行政法４　行政事件訴訟法
行政法５　国家賠償法・地方自治法１
行政法６　地方自治法２
行政法　記述対策
商法　総則・商行為
会社法１
会社法２
商法・会社法　記述対策
基礎法学
一般知識等１　個人情報保護・情報通信
一般知識等２　政治・経済・社会
予想問題

土曜日10時～12時。３月一杯まで隔週。４月から毎週実施
試験対策の大ヤマとなる民法を中心に扱います。
※都合により休講する場合もありますので、予めご了承ください。

フォローアップ
ゼミ（無料）

２Ｈ×30回以上

いつでもどこでも自分のペースで学習できます。すき間
時間を有効に活用でき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

ｅラーニング
標準学習時間
450時間

まずは講義で各科目の全体像を掴みます。ｅラーニング
への導入をスムーズにします。
※各自、六法をご持参ください。

生講義
2.5Ｈ×20回

試験概要
試験日程
合 格 率
お問い合わせ

2013年11月10日(日)予定
2011年度　8.05％
財団法人行政書士試験研究センター
TEL.03-5251-5600　http://gyousei-shiken.or.jp/

まずは試用版ＣＤを入手ください
・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。

ガイダンス（無料・予約不要）
●駿河台 12月4日(火)19：00～20：00　　　●和泉 12月11日(火)18：00～19：00
●駿河台 1月10日(木)19：00～20：00　　　●和泉 1月15日(火)18：00～19：00
※会場：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（HP参照）

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

講座概要

定　　　員 50名＋再履修者30名

曜日・時間

受　講　料 一般：128,000円／学生：98,000円／再履修者：75,000円
回　　　数 講義２０回 ｅラーニング(標準学習時間450時間)

教　　　材 ｅラーニング教材 オリジナルレジュメ
※教材費は受講料に含まれています。

原則、隔週の火曜日（講義）　18：30～21：00
※講義の途中に休憩が入る場合があります。

申込締切日 2月4日（月）
※締切後にお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。
※パソコンは各自ご用意ください。
※再履修は、必ずお電話もしくは窓口にて再履修の旨をご申告の上、お申込みください。

詳細は http://www.bellies.jp/ベリース 検索

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
米田 龍玄　弁護士（東京弁護士会所属）
 よね  だ    りょうげん  くず はら     く    み

葛原 久美　株式会社ベリース代表

配信日
12/14
1/11

1/25

2/15

3/1

3/29

4/12

4/26

5/24

6/14

7/5

7/26

8/16
8/30

9/20

10/4

ｅラーニング
学習時間標準時間

10h
30h
50h
10h
20h
22h
9h
21h
21h
15h
20h

33h

25h
14h
20h
20h
15h
15h

33h

5h
12h
9h
15h
6h

講 師

―

葛原

米田

葛原

葛原

葛原

米田

葛原

̶

̶

̶

̶
̶
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◎弁護士と試験を知り尽くしたプロによる講義
実例を踏まえた分かりやすい講義。弁護士による講義は明治大学リバティアカデミー
だけです。

◎学習効率を加速するｅラーニング
学習効率を徹底的に追求したシステムは、他の教材の追随を許しません。学習した時
間をそのまま実力に変えていきます。

◎フォローアップゼミ（無料）
最後の決めては法的思考力。講師とのやりとりを通じてきめ細かく指導します。わか
らないところも、すぐに解決できるので安心です。

この講座だから合格できる！

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。
講座趣旨

大学在学中に法律の資格が取れたことは、大きな自信となりました。また卒業後の進路
決めにも大きくかかわり、自分が納得できる進路を選ぶことができました。
（詳細は→http://www.bellies.jp/room/index.html）

合格体験記 難波孔明さん　大学３年で合格し、公務員試験にも合格

講座コード

12230006
行政書士試験合格対策講座
採用担当者が思わず注目する国家資格。公務員試験対策としても最強！

欠席フォロー＆無料ゼミ付
日 程 内 容

◎早くお申込みいただいた方は、ｅラーニングを先行して学習していただけます。

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18

19
20

2/12(火)
2/26(火)
3/5(火)

3/12(火)
3/26(火)
4/9(火)
4/23(火)
5/7(火)
5/21(火)

6/4(火)
6/11(火)
6/25(火)
7/9(火)
7/23(火)
8/6(火)

8/20(火)
8/27(火)
9/10(火)

9/24(火)
10/8(火)

憲法１　総論
憲法２　基本的人権
憲法３　統治機構
憲法　記述対策
民法１　総則１
民法２　総則２・物権
民法３　担保物権
民法４　債権総論
民法５　債権各論
民法６　親族相続
民法　記述対策
行政法１　一般的な理論等１
行政法２　一般的な理論等２
行政法３　行政手続法・行政不服審査法
行政法４　行政事件訴訟法
行政法５　国家賠償法・地方自治法１
行政法６　地方自治法２
行政法　記述対策
商法　総則・商行為
会社法１
会社法２
商法・会社法　記述対策
基礎法学
一般知識等１　個人情報保護・情報通信
一般知識等２　政治・経済・社会
予想問題

土曜日10時～12時。３月一杯まで隔週。４月から毎週実施
試験対策の大ヤマとなる民法を中心に扱います。
※都合により休講する場合もありますので、予めご了承ください。

フォローアップ
ゼミ（無料）

２Ｈ×30回以上

いつでもどこでも自分のペースで学習できます。すき間
時間を有効に活用でき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

ｅラーニング
標準学習時間
450時間

まずは講義で各科目の全体像を掴みます。ｅラーニング
への導入をスムーズにします。
※各自、六法をご持参ください。

生講義
2.5Ｈ×20回

試験概要
試験日程
合 格 率
お問い合わせ

2013年11月10日(日)予定
2011年度　8.05％
財団法人行政書士試験研究センター
TEL.03-5251-5600　http://gyousei-shiken.or.jp/

まずは試用版ＣＤを入手ください
・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。

ガイダンス（無料・予約不要）
●駿河台 12月4日(火)19：00～20：00　　　●和泉 12月11日(火)18：00～19：00
●駿河台 1月10日(木)19：00～20：00　　　●和泉 1月15日(火)18：00～19：00
※会場：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（HP参照）

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

講座概要

定　　　員 50名＋再履修者30名

曜日・時間

受　講　料 一般：128,000円／学生：98,000円／再履修者：75,000円
回　　　数 講義２０回 ｅラーニング(標準学習時間450時間)

教　　　材 ｅラーニング教材 オリジナルレジュメ
※教材費は受講料に含まれています。

原則、隔週の火曜日（講義）　18：30～21：00
※講義の途中に休憩が入る場合があります。

申込締切日 2月4日（月）
※締切後にお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。
※パソコンは各自ご用意ください。
※再履修は、必ずお電話もしくは窓口にて再履修の旨をご申告の上、お申込みください。

詳細は http://www.bellies.jp/ベリース 検索

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
米田 龍玄　弁護士（東京弁護士会所属）
 よね  だ    りょうげん  くず はら     く    み

葛原 久美　株式会社ベリース代表

配信日
12/14
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1/25

2/15

3/1

3/29

4/12

4/26

5/24

6/14

7/5

7/26
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8/30

9/20

10/4

ｅラーニング
学習時間標準時間

10h
30h
50h
10h
20h
22h
9h
21h
21h
15h
20h

33h

25h
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20h
15h
15h

33h
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我が国にとって、今後ともに付加価値のある物を造ること、あわせて優秀な貿易パー
ソン（付加価値のある人材）を育成することが不可欠であります。
 優秀な貿易パーソンになるための第1歩として、貿易の4本柱としての“契約・運送・

保険・決済”に関する国際ルールや書類等を理解し、貿易の全体構造をしっかりと把握
することがとても重要なことであります。
10年以上ロングランで継続している本講座では、これら貿易に関する実力アップそ

して、貿易実務の知識・スキルを客観的に判定するC級レベルの検定試験や、2級レベル
の認定試験（貿易スペシャリスト）に合格することを目標としています。本講座を通じて、
多くの方々がその目標を達成し、転職・就職等に役立てていただきたいと存じます。

◎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30分×5回＝12時間30分）までを限度
とします。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。

講座趣旨

日 程 内 容

講座概要
曜日・時間 土曜日　13：00～18：00

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 35名 回　　　数 14回（35H）／ 7日
受　講　料 一般：38,000円／学生：28,000円
教　　　材 貿易実務ガイドライン　貿易実務問題集初級レベル

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 9月28日（金）
※締切後に申込みを希望する場合は、お電話にてお問い合わせください。

試験概要
試験日程

お問い合わせ

C級　2012年12月2日（日）予定
2級　2012年12月1日（土）予定
〈日本貿易実務検定協会〉C級
TEL.045-225-6307　http://www.boujitsu.com/
〈一般社団法人 国際貿易マネジメント協会〉2級
TEL.03-5767-9200　http://www1.cts.ne.jp/̃bbk/test.html

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月8日（土）11：30～12：30　　　　●9月21日（金）19：00～20：00
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230007
貿易実務合格対策講座（初級）
―全くの初心者でも大丈夫！―

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
てら   お    ひで  お

寺尾 秀雄　国際コミュニティ代表取締役

日 程 内 容

※内容は進行に応じて変更する場合があります。
※出席率80％以上の方には、当講座の履修証書を付与します。

1
10/6（土）

取引交渉と契約までの流れ

2 インコタームズ等

3
10/13（土）

船積書類と為替手形

4 信用状の実務

5
10/20（土）

貨物海上保険

6 貿易保険とPL保険等

7 10/27（土）国際複合一貫輸送

8 10/27（土）通関手続等

9
11/10（土）

外為法と関税

10 船積と荷卸と決済

11
11/17（土）

外国為替とクレーム

12 貿易形態等と貿易英語

13
11/24（土）

まとめ（1）

14 まとめ（2）

本講座は、大学生及び貿易経験2～3年以内位のいわゆる入門者のためのコースで
す。貿易取引は、英語のみの知識では通用しません。従って、貿易取引においては欠かせ
ない国際ルールをしっかりと理解し、そのあとで、場面設定（引合い、申込み、契約書、保
険、船積等）による、基本的かつ重要な英語の例文（約60余りの例文と専門用語150程）
をこなしていきます。また、インボイス、B/L、保険証券、為替手形、信用状等の貿易取引
の書類を学習することにより貿易取引全体の流れを実例とともにごく短期間のうちに習
得し、貿易実務のポイントを把握することができます。
本講座の最終回には、付加価値として「貿易英語スペシャリスト認定試験」の合格をも

あわせて目指します。

◎録音サービス　当講座は欠席フォローとして講座録音のダビングサービスを行いま
す。講座実施日より2週間以内かつ1日（4時間）分までを限度とします。なお、ライブ録
音のため不備な場合があります。予めご了承下さい。

講座趣旨

日 程 内 容

講座概要
曜日・時間 土曜日　13：00～17：10　（2/2 13：00～18：20、 2/23 13：00～15：10）

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：19,800円／学生：15,800円
教　　　材 「貿易取引の国際ルールと貿易英語入門」

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 1月25日（金）
※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
試験日程
お問い合わせ

初級　2013年2月23日（土）※講座最終日に行います。受験料は受講料に含まれています。

一般社団法人 国際マネジメント協会
TEL.03-5767-9200　http://www1.cts.ne.jp/bbk/test.html

ガイダンス（無料・予約不要）
●12月15日（土）14：00～15：00　　　　●1月19日（土）14：00～15：00
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230008
貿易取引の国際ルールと貿易英語入門
「貿易って、何？」貿易経験のない初心者でも歓迎します！

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
てら   お    ひで  お

寺尾 秀雄　国際コミュニティ代表取締役

日 程 内 容

1

2/9
（土）

2/2
（土）

2/16
（土）

2/23
（土）2

3

4

貿易取引の国際ルール
（日本語で／5H）
（1）他法令、（2）インコタームズ、
（3）貨物保険等、（4）国際複合輸送、
（5）AEO制度等、（6）UCP600
（信用状）、（7）外国為替、（8）仲
裁等、（9）全体構造

貿易の英文書類／船積書類等
（4H）
（1）インボイス、（2）パッキングリ
スト、（3）船荷証券、（4）AWB、
（5）保険証券、（6）原産地証明
書、（7）為替手形、（8）信用状、
（9）まとめ

貿易英語の基本表現（4H）
（1）Proposal, （2）Enquiry, （3）
Offer, （4）Counter Offer, （5）
Acceptance, （6）Contract（契
約書の内容）、（7）Insurance, （8）
Shipment, （9）L/C, （10）Settle-
ment, （11）Claim 等

（一般社団法人国際貿易マネジメント協会主催）
貿易英語スペシャリスト
初級認定試験（2H）
（1）正誤問題（国際ルール）、
（2）和文英訳、（3）英文和訳、
（4）簡単な文章作成、（5）英単語、
（6）書類の問題
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我が国にとって、今後ともに付加価値のある物を造ること、あわせて優秀な貿易パー
ソン（付加価値のある人材）を育成することが不可欠であります。
 優秀な貿易パーソンになるための第1歩として、貿易の4本柱としての“契約・運送・

保険・決済”に関する国際ルールや書類等を理解し、貿易の全体構造をしっかりと把握
することがとても重要なことであります。
10年以上ロングランで継続している本講座では、これら貿易に関する実力アップそ

して、貿易実務の知識・スキルを客観的に判定するC級レベルの検定試験や、2級レベル
の認定試験（貿易スペシャリスト）に合格することを目標としています。本講座を通じて、
多くの方々がその目標を達成し、転職・就職等に役立てていただきたいと存じます。

◎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30分×5回＝12時間30分）までを限度
とします。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。

講座趣旨

日 程 内 容

講座概要
曜日・時間 土曜日　13：00～18：00

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 35名 回　　　数 14回（35H）／ 7日
受　講　料 一般：38,000円／学生：28,000円
教　　　材 貿易実務ガイドライン　貿易実務問題集初級レベル

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 9月28日（金）
※締切後に申込みを希望する場合は、お電話にてお問い合わせください。

試験概要
試験日程

お問い合わせ

C級　2012年12月2日（日）予定
2級　2012年12月1日（土）予定
〈日本貿易実務検定協会〉C級
TEL.045-225-6307　http://www.boujitsu.com/
〈一般社団法人 国際貿易マネジメント協会〉2級
TEL.03-5767-9200　http://www1.cts.ne.jp/̃bbk/test.html

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月8日（土）11：30～12：30　　　　●9月21日（金）19：00～20：00
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230007
貿易実務合格対策講座（初級）
―全くの初心者でも大丈夫！―

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
てら   お    ひで  お

寺尾 秀雄　国際コミュニティ代表取締役

日 程 内 容

※内容は進行に応じて変更する場合があります。
※出席率80％以上の方には、当講座の履修証書を付与します。

1
10/6（土）

取引交渉と契約までの流れ

2 インコタームズ等

3
10/13（土）

船積書類と為替手形

4 信用状の実務

5
10/20（土）

貨物海上保険

6 貿易保険とPL保険等

7 10/27（土）国際複合一貫輸送

8 10/27（土）通関手続等

9
11/10（土）

外為法と関税

10 船積と荷卸と決済

11
11/17（土）

外国為替とクレーム

12 貿易形態等と貿易英語

13
11/24（土）

まとめ（1）

14 まとめ（2）

本講座は、大学生及び貿易経験2～3年以内位のいわゆる入門者のためのコースで
す。貿易取引は、英語のみの知識では通用しません。従って、貿易取引においては欠かせ
ない国際ルールをしっかりと理解し、そのあとで、場面設定（引合い、申込み、契約書、保
険、船積等）による、基本的かつ重要な英語の例文（約60余りの例文と専門用語150程）
をこなしていきます。また、インボイス、B/L、保険証券、為替手形、信用状等の貿易取引
の書類を学習することにより貿易取引全体の流れを実例とともにごく短期間のうちに習
得し、貿易実務のポイントを把握することができます。
本講座の最終回には、付加価値として「貿易英語スペシャリスト認定試験」の合格をも

あわせて目指します。

◎録音サービス　当講座は欠席フォローとして講座録音のダビングサービスを行いま
す。講座実施日より2週間以内かつ1日（4時間）分までを限度とします。なお、ライブ録
音のため不備な場合があります。予めご了承下さい。

講座趣旨

日 程 内 容

講座概要
曜日・時間 土曜日　13：00～17：10　（2/2 13：00～18：20、 2/23 13：00～15：10）

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：19,800円／学生：15,800円
教　　　材 「貿易取引の国際ルールと貿易英語入門」

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 1月25日（金）
※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
試験日程
お問い合わせ

初級　2013年2月23日（土）※講座最終日に行います。受験料は受講料に含まれています。

一般社団法人 国際マネジメント協会
TEL.03-5767-9200　http://www1.cts.ne.jp/bbk/test.html

ガイダンス（無料・予約不要）
●12月15日（土）14：00～15：00　　　　●1月19日（土）14：00～15：00
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230008
貿易取引の国際ルールと貿易英語入門
「貿易って、何？」貿易経験のない初心者でも歓迎します！

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
てら   お    ひで  お

寺尾 秀雄　国際コミュニティ代表取締役

日 程 内 容

1

2/9
（土）

2/2
（土）

2/16
（土）

2/23
（土）2

3

4

貿易取引の国際ルール
（日本語で／5H）
（1）他法令、（2）インコタームズ、
（3）貨物保険等、（4）国際複合輸送、
（5）AEO制度等、（6）UCP600
（信用状）、（7）外国為替、（8）仲
裁等、（9）全体構造

貿易の英文書類／船積書類等
（4H）
（1）インボイス、（2）パッキングリ
スト、（3）船荷証券、（4）AWB、
（5）保険証券、（6）原産地証明
書、（7）為替手形、（8）信用状、
（9）まとめ

貿易英語の基本表現（4H）
（1）Proposal, （2）Enquiry, （3）
Offer, （4）Counter Offer, （5）
Acceptance, （6）Contract（契
約書の内容）、（7）Insurance, （8）
Shipment, （9）L/C, （10）Settle-
ment, （11）Claim 等

（一般社団法人国際貿易マネジメント協会主催）
貿易英語スペシャリスト
初級認定試験（2H）
（1）正誤問題（国際ルール）、
（2）和文英訳、（3）英文和訳、
（4）簡単な文章作成、（5）英単語、
（6）書類の問題

38 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 39MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

資

　格

資

　格

進行
チェック

担当
横山

1校

6／12

3校

7／8

入稿

00／00

色校

00／00

校了

7／10
進行
チェック

担当
横山

1校

6／12

3校

7／8

入稿

00／00

色校

00／00

校了

7／10

DIC 231s スミ DIC 231s スミ



　屋上緑化コーディネーターは建築と植物の両方の知識を持ち、安心・安全な屋上緑化
をコーディネートする専門家です。この【直前対策講座】では、試験の過去問題を中心に
傾向と対策を専門家がわかりやすく解説します。無駄のない準備で11月3日の試験合
格を目指します。

講座趣旨

日 程
内 容

1 9/29（土）

2 10/6（土）

3 10/13（土）

4 10/20（土）

講座概要
曜日・時間 土曜日　10：00～12：00

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 50名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：13,000円／学生：10,000円
教　　　材 「過去問より選択した問題と解答・解説」（プリント）

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 9月20日（木）
※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
試験日程
お問い合わせ

2012年11月3日（土・祝）
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

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月15日（土）10：30～11：30
※会場：駿河台キャンパスアカデミーコモン（11階）

講座コード

12230009
屋上緑化コーディネーター資格試験【直前対策講座】

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
こし みず  はじめ

輿水 肇　　明治大学農学部教授
こん の    えい ざん

今野 英山　緑のコンサルタント「モリーユ」代表　
まつ もと  かおる

松本 薫　　アルザシーアンドディー代表
ふじ  た　 しげる　　

藤田 茂　　（有）緑花技研代表
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

　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。
　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。的確な食と生活の提案ができる人材を目指して頑張りましょう！！

講座趣旨

講座概要
曜日・時間 水曜日　18：30～21：00

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 6回＋検定1回
受　講　料 一般：32,000円／学生：27,000円
教　　　材 食生活アドバイザー®2級 テキスト＋模擬問題集

※教材費・受験料は受講料に含まれています。

申込締切日 10月9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
試験日程
受 験 料
お問い合わせ

2012年11月25日（日）
2級 7,000円（受講料に含まれています。）
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/

試験時間 13：30～15：00（90分）

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月26日（水）18：30～19：30　　　　●10月3日（水）18：30～19：30
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230010
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

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
たけうち  ひろみつ

竹内 弘光　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

屋上緑化の歴史・環境問題・壁面緑化
屋上緑化の歴史を最近の壁面緑化まで概観。
屋上緑化の環境に対する効果などを理解します。

講 師

輿水／今野

屋上緑化の構造・法規
屋上緑化は建物の構造を理解することから始まります。法的規
制や助成制度など最新情報の取得も重要です。

屋上緑化の植栽計画・植栽基盤
屋上という特殊な環境に適した植栽を選ぶことが最も重要。美
しく、しかも安全な仕上げを工夫することが大切です。

松本

藤田

屋上緑化の施工・維持管理
屋上緑化は施工時の不注意が後の大きな事故につながります。
その後の維持管理の仕方と併せて考える必要があります。

前田

日 程 内 容

内 容

1 10/17（水）

2 10/24（水）

3 10/31（水）

4 11/7（水）

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。

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。

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。

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。

5 11/14（水）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。

6 11/21（水）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。

検
定
日

11/25（日）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。

※本講座は受験資格に要する講習会に該当しません。

「食生活アドバイザー®」 はＦＬＡネットワーク協会が使用権を有する登録商標です。
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　屋上緑化コーディネーターは建築と植物の両方の知識を持ち、安心・安全な屋上緑化
をコーディネートする専門家です。この【直前対策講座】では、試験の過去問題を中心に
傾向と対策を専門家がわかりやすく解説します。無駄のない準備で11月3日の試験合
格を目指します。

講座趣旨

日 程
内 容

1 9/29（土）

2 10/6（土）

3 10/13（土）

4 10/20（土）

講座概要
曜日・時間 土曜日　10：00～12：00

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 50名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：13,000円／学生：10,000円
教　　　材 「過去問より選択した問題と解答・解説」（プリント）

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 9月20日（木）
※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
試験日程
お問い合わせ

2012年11月3日（土・祝）
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

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月15日（土）10：30～11：30
※会場：駿河台キャンパスアカデミーコモン（11階）

講座コード

12230009
屋上緑化コーディネーター資格試験【直前対策講座】

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
こし みず  はじめ

輿水 肇　　明治大学農学部教授
こん の    えい ざん

今野 英山　緑のコンサルタント「モリーユ」代表　
まつ もと  かおる

松本 薫　　アルザシーアンドディー代表
ふじ  た　 しげる　　

藤田 茂　　（有）緑花技研代表
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

　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。
　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。的確な食と生活の提案ができる人材を目指して頑張りましょう！！

講座趣旨

講座概要
曜日・時間 水曜日　18：30～21：00

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 6回＋検定1回
受　講　料 一般：32,000円／学生：27,000円
教　　　材 食生活アドバイザー®2級 テキスト＋模擬問題集

※教材費・受験料は受講料に含まれています。

申込締切日 10月9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
試験日程
受 験 料
お問い合わせ

2012年11月25日（日）
2級 7,000円（受講料に含まれています。）
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/

試験時間 13：30～15：00（90分）

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月26日（水）18：30～19：30　　　　●10月3日（水）18：30～19：30
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230010
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

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
たけうち  ひろみつ

竹内 弘光　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

屋上緑化の歴史・環境問題・壁面緑化
屋上緑化の歴史を最近の壁面緑化まで概観。
屋上緑化の環境に対する効果などを理解します。

講 師

輿水／今野

屋上緑化の構造・法規
屋上緑化は建物の構造を理解することから始まります。法的規
制や助成制度など最新情報の取得も重要です。

屋上緑化の植栽計画・植栽基盤
屋上という特殊な環境に適した植栽を選ぶことが最も重要。美
しく、しかも安全な仕上げを工夫することが大切です。

松本

藤田

屋上緑化の施工・維持管理
屋上緑化は施工時の不注意が後の大きな事故につながります。
その後の維持管理の仕方と併せて考える必要があります。

前田

日 程 内 容

内 容

1 10/17（水）

2 10/24（水）

3 10/31（水）

4 11/7（水）

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。

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。

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。

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。

5 11/14（水）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。

6 11/21（水）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。

検
定
日

11/25（日）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。

※本講座は受験資格に要する講習会に該当しません。

「食生活アドバイザー®」 はＦＬＡネットワーク協会が使用権を有する登録商標です。
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　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。
【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

講座趣旨

日 程
内 容1 11/5（月）

2 11/12（月）

3 11/19（月）

講座概要
曜日・時間 月曜日　19：00～21：00

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 5回
受　講　料 一般：18,000円／学生：12,000円
教　　　材 レジュメ資料

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月28日（日）
※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。
※締切当日は、ホームページ・FAXのみのお申込みとなります。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●10月1日（月）19：00～20：00　　　　●10月22日（月）19：00～20：00
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230011
色彩心理（入門編）

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
みなみ　りょう こ

南 涼子　　一般社団法人日本ユニバーサルカラー協会理事長　ＩＡＣＣ国際カラーコンサルタント

さか  た    よう  こ

阪田 蓉子　 コーディネータ　元明治大学文学部教授
くま がい   しんいち ろう

熊谷 慎一郎 宮城県図書館
みつ  お   あき ひろ

満尾 哲広 　フルライトスペース株式会社 代表取締役
やな  せ 　ひろ  お

柳瀬 寛夫 　（株）岡田新一設計事務所 取締役社長 執行役員
かま くら　さち　こ

鎌倉 幸子　 公益社団法人シャンティ国際ボランティア会広報課長兼
                     岩手事務所図書館事業スーパーバイザー

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
きよ　た　よう　じ

清田 陽司　株式会社ネクスト 技術基盤本部 リッテル研究所 所長
あお やぎ  えい  じ

青柳 英治　明治大学文学部准教授
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

　司書経験１年以上の方が対象の講座です。近年、我が国の図書館界は予算削減、業務
委託等、様々な問題を抱えています。しかしこの時代だからこそ図書館サービスの真価
が問われるのだという認識のもとに、存在意義を示す好機として積極的なサービスを展
開している図書館も見受けられます。
　今期は、演習の機会を多く設けました。手を動かす、頭を働かせる、口を動かす、耳をそ
ばだたせるなど、全神経をフルに使う学びの時とします。
※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。
※パソコンを用いた演習があります。

講座趣旨

講座概要
曜日・時間 月曜日　19：00～20：30

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 15回
受　講　料 一般：19,000円
教　　　材 レジュメ資料またはＰＣで提示

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 9月23日（日）
※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。
※締切当日は、ホームページ・FAXのみのお申込みとなります。

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月10日（月）18：30～19：30
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230012―色の心理学とカラーセラピーの世界―

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

色の不思議なチカラ
・心を動かす心理効果とは

心の色を表現するカラーワーク
・今日の心は何色?

色と形の心理学
・色が語る心の声を聴く

4 11/26（月）子供の色彩表現とカラーシンボル
・カラーコミュニケーション

5 12/3（月） カラーセラピーの基礎知識
・世界のカラーテスト＆セラピー

内 容

日 程
内 容1 10/1（月） 東日本大震災と図書館協力

※2・3回目は、色鉛筆(12色以上)をご持参ください。

講 師
熊谷

2 10/15（月）インターネット概論（1）̶ 検索エンジンの理解を中心に 岡本
3 10/29（月）インターネット概論（2）̶ ソーシャルメディアの理解を中心に 岡本
4 11/12（月）ソーシャルメディア実践（1）̶ Twitter活用 岡本
5 11/26（月）ソーシャルメディア実践（2）̶ Facebook活用 岡本
6 12/3（月） 行政から見た図書館 満尾
7 12/10（月）ソーシャルメディア実践（3）̶ 図書館×ソーシャルメディアの企画発表 岡本
8 12/17（月）記事・論文の書き方① 青柳
9 1/21（月） 図書館「インテリア」のブラッシュアップを共に考える90分 柳瀬寛
10 2/4（月） 図書館サービスの「企画」と「情報コミュニケーション」を共に考える90分／一般的な話題事例も含めて 柳瀬誠
11 2/18（月） 図書館は、国境をこえる～カンボジア難民キャンプから東日本大震災の現場まで 鎌倉
12 2/25（月） 情報推薦システムの実践 清田
13 3/4（月） 情報推薦システムの理解 清田
14 3/18（月） 記事・論文の書き方② 青柳
15 3/25（月） フィールドワーク 明治大学和泉図書館見学（午後予定） 阪田

内 容

図書館員のためのブラッシュアップ講座Ⅷ

専門職としての技能を磨き、知識を深めよう
日本図書館協会後援
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　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。
【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

講座趣旨

日 程
内 容1 11/5（月）

2 11/12（月）

3 11/19（月）

講座概要
曜日・時間 月曜日　19：00～21：00

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 5回
受　講　料 一般：18,000円／学生：12,000円
教　　　材 レジュメ資料

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月28日（日）
※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。
※締切当日は、ホームページ・FAXのみのお申込みとなります。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●10月1日（月）19：00～20：00　　　　●10月22日（月）19：00～20：00
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230011
色彩心理（入門編）

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
みなみ　りょう こ

南 涼子　　一般社団法人日本ユニバーサルカラー協会理事長　ＩＡＣＣ国際カラーコンサルタント

さか  た    よう  こ

阪田 蓉子　 コーディネータ　元明治大学文学部教授
くま がい   しんいち ろう

熊谷 慎一郎 宮城県図書館
みつ  お   あき ひろ

満尾 哲広 　フルライトスペース株式会社 代表取締役
やな  せ 　ひろ  お

柳瀬 寛夫 　（株）岡田新一設計事務所 取締役社長 執行役員
かま くら　さち　こ

鎌倉 幸子　 公益社団法人シャンティ国際ボランティア会広報課長兼
                     岩手事務所図書館事業スーパーバイザー

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
きよ　た　よう　じ

清田 陽司　株式会社ネクスト 技術基盤本部 リッテル研究所 所長
あお やぎ  えい  じ

青柳 英治　明治大学文学部准教授
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

　司書経験１年以上の方が対象の講座です。近年、我が国の図書館界は予算削減、業務
委託等、様々な問題を抱えています。しかしこの時代だからこそ図書館サービスの真価
が問われるのだという認識のもとに、存在意義を示す好機として積極的なサービスを展
開している図書館も見受けられます。
　今期は、演習の機会を多く設けました。手を動かす、頭を働かせる、口を動かす、耳をそ
ばだたせるなど、全神経をフルに使う学びの時とします。
※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。
※パソコンを用いた演習があります。

講座趣旨

講座概要
曜日・時間 月曜日　19：00～20：30

※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 15回
受　講　料 一般：19,000円
教　　　材 レジュメ資料またはＰＣで提示

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 9月23日（日）
※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。
※締切当日は、ホームページ・FAXのみのお申込みとなります。

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月10日（月）18：30～19：30
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）

講座コード

12230012―色の心理学とカラーセラピーの世界―

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

色の不思議なチカラ
・心を動かす心理効果とは

心の色を表現するカラーワーク
・今日の心は何色?

色と形の心理学
・色が語る心の声を聴く

4 11/26（月）子供の色彩表現とカラーシンボル
・カラーコミュニケーション

5 12/3（月） カラーセラピーの基礎知識
・世界のカラーテスト＆セラピー

内 容

日 程
内 容1 10/1（月） 東日本大震災と図書館協力

※2・3回目は、色鉛筆(12色以上)をご持参ください。

講 師
熊谷

2 10/15（月）インターネット概論（1）̶ 検索エンジンの理解を中心に 岡本
3 10/29（月）インターネット概論（2）̶ ソーシャルメディアの理解を中心に 岡本
4 11/12（月）ソーシャルメディア実践（1）̶ Twitter活用 岡本
5 11/26（月）ソーシャルメディア実践（2）̶ Facebook活用 岡本
6 12/3（月） 行政から見た図書館 満尾
7 12/10（月）ソーシャルメディア実践（3）̶ 図書館×ソーシャルメディアの企画発表 岡本
8 12/17（月）記事・論文の書き方① 青柳
9 1/21（月） 図書館「インテリア」のブラッシュアップを共に考える90分 柳瀬寛
10 2/4（月） 図書館サービスの「企画」と「情報コミュニケーション」を共に考える90分／一般的な話題事例も含めて 柳瀬誠
11 2/18（月） 図書館は、国境をこえる～カンボジア難民キャンプから東日本大震災の現場まで 鎌倉
12 2/25（月） 情報推薦システムの実践 清田
13 3/4（月） 情報推薦システムの理解 清田
14 3/18（月） 記事・論文の書き方② 青柳
15 3/25（月） フィールドワーク 明治大学和泉図書館見学（午後予定） 阪田

内 容

図書館員のためのブラッシュアップ講座Ⅷ

専門職としての技能を磨き、知識を深めよう
日本図書館協会後援
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　この講座は『気軽にはじめるハングル入門(前期)』からの継続講座です。　前期講座を
受講された方、入門レベルの学習を一通り終了した方、ハングル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。
受講対象者：前期講座を受講された方。入門レベルの学習を一通り終了した方。
 ハングル文字を勉強したことがある方。

講座趣旨

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月27日（木）13：00～14：00　
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240001 気軽にはじめるハングル（入門２）

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

日 程 内 容

1 10/11（木）前期講座の復習

・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

2 10/18（木）

3 10/25（木）

4 11/8（木）

5 11/15（木）

6 11/22（木）

7 11/29（木）

8 12/6（木）

9 12/13（木）

10 12/20（木）

日 程 内 容

1 10/9（火） Rhythm and Rhyme: Clap Hands and Move with the Rhythm

Where is the Teacher: Having fun with prepositions.2 10/16（火）

Detective Work: Describing your classmates and other things3 10/23（火）

What's it like?  Drills in the use of the five senses4 10/30（火）

Blind Man's Bluff: Learning to give directions5 11/6（火）

What did he say? Drills in reported speech6 11/13（火）

What if?  Exercises in the use of  'if' clauses in English7 11/20（火）

What's so funny?  Understanding humor in English8 11/27（火）

Writing a short story: Telling a story the teacher acts out9 12/4（火）

Party Time: How to circulate and entertain in English10 12/11（火）
講座概要

曜日・時間 木曜日　13：00～14：30
定　　　員 20名 回　　　数 10回
受　講　料 一般：21,000円／学生：18,000円（テキスト別売）
教　　　材 （別売）「韓国語レッスン初級Ⅰ」2,520円（税込）

（スリーエーネットワーク改訂版）
※教材購入については初回講義にてご案内します。

申込締切日 10月3日（水）
※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。

In this course, students will experience the enjoyment side of the Eng-
lish language.  They will listen to the rhythm and the rhyme of the 
language, take active part in speaking drills, and do short creative writ-
ing exercises. 
Requirements: Students must have a good English-English Dictionary, a 
willingness to participate actively, and a good sense of humor.
　このクラスは受講生に英語の楽しさを知ってもらえるように設定したクラスです。
英語特有のリズムに慣れ、スピーキングの練習やライティングの演習で表現力を身につ
けましょう。講座には英英辞典をお持ちください。積極的に参加してくださる方、ぜひご
受講ください。ユーモアセンスのある方、大歓迎いたします。

講座趣旨

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月18日（火）19：00～19：30　　　　●9月25日（火）19：00～19：30
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240002
Fun and Adventure in 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？

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
カ ー ミ ッ ト ・ カ ー ベ ル

Kermit Carvell　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　

講座概要
曜日・時間 火曜日　19：00～20：30
定　　　員 25名 回　　　数 10回
受　講　料 一般：30,000円／学生：27,000円
教　　　材 プリント教材

※教材費は受講料に含まれています。※英英辞書をご用意ください。

申込締切日 10月1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。

バークレーハウス語学センター 専任韓国語講師
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What's it like?  Drills in the use of the five senses4 10/30（火）
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What did he say? Drills in reported speech6 11/13（火）

What if?  Exercises in the use of  'if' clauses in English7 11/20（火）

What's so funny?  Understanding humor in English8 11/27（火）

Writing a short story: Telling a story the teacher acts out9 12/4（火）

Party Time: How to circulate and entertain in English10 12/11（火）
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受　講　料 一般：21,000円／学生：18,000円（テキスト別売）
教　　　材 （別売）「韓国語レッスン初級Ⅰ」2,520円（税込）
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※教材購入については初回講義にてご案内します。

申込締切日 10月3日（水）
※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。

In this course, students will experience the enjoyment side of the Eng-
lish language.  They will listen to the rhythm and the rhyme of the 
language, take active part in speaking drills, and do short creative writ-
ing exercises. 
Requirements: Students must have a good English-English Dictionary, a 
willingness to participate actively, and a good sense of humor.
　このクラスは受講生に英語の楽しさを知ってもらえるように設定したクラスです。
英語特有のリズムに慣れ、スピーキングの練習やライティングの演習で表現力を身につ
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※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。
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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？

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
カ ー ミ ッ ト ・ カ ー ベ ル

Kermit Carvell　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　

講座概要
曜日・時間 火曜日　19：00～20：30
定　　　員 25名 回　　　数 10回
受　講　料 一般：30,000円／学生：27,000円
教　　　材 プリント教材

※教材費は受講料に含まれています。※英英辞書をご用意ください。

申込締切日 10月1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。
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　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、リス
ニング強化、速読スキルの習得等を通して英語力の充実を図ります。また、TOEIC®解答
のコツを伝授して、飛躍的なスコアアップを狙います。曜日・時間帯ごとに全10クラスを
設置しています。クラスレベルの選び方については48ページの「クラスの選び方」をご
参照下さい。

　各クラスレベルによって異なるため、下記日程のガイダンスにご参加の上、ご確認下
さい。

講座趣旨

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月26日（水）18：00～19：00　　　　●9月27日（木）18：00～19：00
●9月29日（土）13：00～14：00　　　　●10月6日（土）13：00～14：00
（いずれも「土曜集中（駿河台）」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11 階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード
12240003
12240012

TOEIC®スコアアップ強化講座（駿河台）
キャリアアップ・就職活動に活かそう!

曜　　　日 月～金曜日
時　　　間 13：00～14：30

14：40～16：10
16：20～17：50
18：00～19：30
19：40～21：10
※講義の途中に、休憩が入る場合があります。

定　　　員 25名 回　　　数 14回
受　講　料 一般：37,500円／学生：29,800円
教　　　材 レベルB　TOEICテスト 新公式問題集 Vol. 5

 （国際ビジネスコミュニケーション協会）
レベルC　TOEICテスト 新公式問題集 Vol. 5
 （国際ビジネスコミュニケーション協会）
レベルD　Oxford Preparation Course 
  for the TOEIC Test (Oxford University Press)
※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 月曜クラス　10月5日（金）　　　
火曜クラス　10月1日（月）
水曜クラス　10月2日（火）　　　
木曜クラス　10月3日（水）
金曜クラス　10月4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。

日　程 13:00～14:30
学部3限

14:40～16:10
学部4限

16:20～17:50
学部5限

18:00～19:30
学部6限

19:40～21:10
学部7限

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜
日

10/15、10/22
10/29、11/5
11/12、11/19
11/26、12/3
12/10、12/17
1/21、1/28
2/4、2/18

講座コード
12240003

月曜-3
（レベルC）

10/9、10/16
10/23、10/30
11/6、11/13
11/20、11/27
12/4、12/11
12/18、1/8
1/15、1/22

講座コード
12240004

火曜-4
（レベルC）

講座コード
12240005

火曜-7
（レベルB）

10/10、10/17
10/24、10/31
11/7、11/14
11/21、11/28
12/5、12/12
12/19、1/9
1/16、1/23

講座コード
12240006

水曜-4
（レベルD）

講座コード
12240007

水曜-5
（レベルB）

講座コード
12240008

水曜-7
（レベルC）

10/11、10/18
10/25、11/8
11/15、11/22
11/29、12/6
12/13、12/20
1/10、1/24
1/31、2/7

講座コード
12240009

木曜-4
（レベルB）

講座コード
12240010

木曜-6
（レベルC）

講座コード
12240011

木曜-7
（レベルD）

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

講座コード
12240012
金曜-3

（レベルB）

～

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
リンゲージ株式会社 コーポレート事業部（旧タイムライフ事業部）日本人講師

講座概要
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　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、リス
ニング強化、速読スキルの習得等を通して英語力の充実を図ります。また、TOEIC®解答
のコツを伝授して、飛躍的なスコアアップを狙います。曜日・時間帯ごとに全10クラスを
設置しています。クラスレベルの選び方については48ページの「クラスの選び方」をご
参照下さい。

　各クラスレベルによって異なるため、下記日程のガイダンスにご参加の上、ご確認下
さい。

講座趣旨

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月26日（水）18：00～19：00　　　　●9月27日（木）18：00～19：00
●9月29日（土）13：00～14：00　　　　●10月6日（土）13：00～14：00
（いずれも「土曜集中（駿河台）」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11 階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード
12240003
12240012

TOEIC®スコアアップ強化講座（駿河台）
キャリアアップ・就職活動に活かそう!
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16：20～17：50
18：00～19：30
19：40～21：10
※講義の途中に、休憩が入る場合があります。

定　　　員 25名 回　　　数 14回
受　講　料 一般：37,500円／学生：29,800円
教　　　材 レベルB　TOEICテスト 新公式問題集 Vol. 5

 （国際ビジネスコミュニケーション協会）
レベルC　TOEICテスト 新公式問題集 Vol. 5
 （国際ビジネスコミュニケーション協会）
レベルD　Oxford Preparation Course 
  for the TOEIC Test (Oxford University Press)
※教材費は受講料に含まれています。
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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、実践演習のいずれもバランスよく行うクラスです。レッスンプランは最終的
にTOEIC®730点を目指すことができるように作成されており、駿河台キャンパス平日
に設置のクラスレベルBとレベルCの中間的な位置づけのクラスです。

講座趣旨

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月26日（水）18：00～19：00　　　　●9月27日（木）18：00～19：00
●9月29日（土）13：00～14：00　　　　●10月6日（土）13：00～14：00
（いずれも「強化講座（駿河台）」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240013
TOEIC®スコアアップ土曜集中講座（駿河台）
集中学習で短期間での飛躍的なスコアアップを図ろう！

10：30～12：30
13：15～16：15
※講義の途中に、休憩が入る場合があります。

講座概要
曜　　　日
時　　　間

土曜日

定　　　員 25名 回　　　数 8回
受　講　料 一般：56,000円／学生：47,600円
教　　　材 TOEICテスト 新公式問題集 Vol. 5

（国際ビジネスコミュニケーション協会）
※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月12日（金）
※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。

クラスの選び方
【各クラスが目標とするスコア・クラスの特徴】
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●Bレベルクラス
　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
成や速読スキルの修得、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。

●土曜集中クラス
　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。

●C・Dレベルクラス
　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。

Cレベルクラス
　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。実践の試験問題
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。

Dレベルクラス
　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。

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
リンゲージ株式会社 コーポレート事業部（旧タイムライフ事業部）日本人講師

回　数 1 2 3 4 5 6 7 8

日　程 10/20
（土）

10/27
（土）

11/10
（土）

11/17
（土）

11/24
（土）

12/1
（土）

12/8
（土）

12/15
（土）

　ペアワークや演習を組み入れながら授業が進行していきます。詳細は下記のガイダンス
にご参加の上、ご確認下さい。

レッスン進行例
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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、実践演習のいずれもバランスよく行うクラスです。レッスンプランは最終的
にTOEIC®730点を目指すことができるように作成されており、駿河台キャンパス平日
に設置のクラスレベルBとレベルCの中間的な位置づけのクラスです。

講座趣旨

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月26日（水）18：00～19：00　　　　●9月27日（木）18：00～19：00
●9月29日（土）13：00～14：00　　　　●10月6日（土）13：00～14：00
（いずれも「強化講座（駿河台）」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240013
TOEIC®スコアアップ土曜集中講座（駿河台）
集中学習で短期間での飛躍的なスコアアップを図ろう！

10：30～12：30
13：15～16：15
※講義の途中に、休憩が入る場合があります。

講座概要
曜　　　日
時　　　間

土曜日

定　　　員 25名 回　　　数 8回
受　講　料 一般：56,000円／学生：47,600円
教　　　材 TOEICテスト 新公式問題集 Vol. 5

（国際ビジネスコミュニケーション協会）
※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月12日（金）
※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。

クラスの選び方
【各クラスが目標とするスコア・クラスの特徴】
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●Bレベルクラス
　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
成や速読スキルの修得、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。

●土曜集中クラス
　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。

●C・Dレベルクラス
　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。

Cレベルクラス
　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。実践の試験問題
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。

Dレベルクラス
　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。

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
リンゲージ株式会社 コーポレート事業部（旧タイムライフ事業部）日本人講師
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（土）

11/17
（土）

11/24
（土）

12/1
（土）

12/8
（土）

12/15
（土）

　ペアワークや演習を組み入れながら授業が進行していきます。詳細は下記のガイダンス
にご参加の上、ご確認下さい。

レッスン進行例
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　本講座では600点の取得を目標として、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）の習得や長文読解における効果的なテクニックを学びながら、
TOEIC®で必要とされるコミュニケーション力を強化します。TOEIC®受験にあたり、必
須知識およびスキルを身につけたい方にお勧めの講座です。

　受講生参加型の授業となり、ペアワークを組み入れた授業を行います。詳細は下記の
ガイダンスにご参加の上、ご確認下さい。

講座趣旨

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月27日（木）12：15～12：45　　　　●10月2日（火）12：15～12：45
※会場： 生田キャンパス（HP参照）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

TOEIC®スコアアップ強化講座（生田）
進学・就職活動に活かそう！

自己紹介、趣味、買い物、旅行など、日常の様々なシーンで役立つ英語力を、リスニン
グやロールプレイなどの演習を通して学ぶ講座です。ユニット毎のテーマに沿って、語
彙・表現・文法等を学習し、身近なトピックについてより正確且つスムーズに話せるよう
になることを目指します。講師は日本人英語学習者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）。

講座趣旨

ガイダンス（無料・予約不要）
●9月24日（月）14：00～15：00　　　　●1月19日（土）14：00～15：00
（「すぐに役立つ実用英会話（中級クラス）と合同」）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240023
すぐに役立つ実用英会話（初級クラス）
日常生活の様々なシーンで役立つ英語を無理なく楽しく学びます！

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
てら   お    ひで  お

寺尾 秀雄　国際コミュニティ代表取締役

講座概要
曜　　　日
時　　　間

土曜日
19：00～20：30

定　　　員 12名 回　　　数 12回
受　講　料 一般：35,000円／学生：28,000円
教　　　材 American Headway 2

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月13日（土）
※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。

講座概要
曜　　　日
時　　　間

木曜日
18：00～20：00
※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 25名 回　　　数 12回
受　講　料 一般：37,500円／学生：29,800円
教　　　材 TOEICテスト 新公式問題集 Vol. 5

（国際ビジネスコミュニケーション協会）
※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月3日（水）
※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。

日 程 内 容

※レッスンの進度等により、上記内容は変更される場合があります。予めご了承ください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10/22（月）

10/29（月）

11/5（月）

11/12（月）

11/19（月）

11/26（月）

12/3（月）

12/10（月）

12/17（月）

1/21（月）

1/28（月）

2/4（月）

Getting to know you             

The way we live             

What happened next?             

The marketplace             

What do you want to do?             

Places and things             

Fame!             

Dos and don’ts             

Going places             

Things that changed the world             

What if…?             

Trying your best             

日　程 内容
1 10/11（木） 7

600点以上取得を
目標にしたプログラム

2 10/18（木） 8

3 10/25（木） 9

4 11/8（木） 10

5 11/15（木） 11

6 11/22（木）

11/29（木）

12/6（木）

12/13（木）

12/20（木）

1/10（木）

1/24（木）12

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
リンゲージ株式会社 コーポレート事業部（旧タイムライフ事業部）日本人講師

講座コード

12240014
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講座コード
12240017
（9月クラス）

12240018
（1月クラス）

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！

TOEIC®スコアアップ強化講座（和泉）
進学・就職活動に活かそう！

　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んです。

　前回の復習～その日のレッスンの紹介～ダイアローグの内容説明～発音練習～ダイア
ローグを演じる～学んだことのグループワーク

講座趣旨

日 程 内 容

講座概要（9月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 10：30～11：50

受　講　料
回　　　数
定　　　員 18名

10回

教　　　材

申込締切日

一般：32,000円
学生：29,000円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
9月21日（金）
※締切後に申込みを希望する場合は、
　電話にてお問い合わせください。

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月15日（土）12：15～12：45　　　　●12月15日（金）12：15～12：45
（いずれも「ひとくち英会話」「らくらく英会話」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11 階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
マ イ ク マ ク サ マ ッ ク

Mike Maksimuk　明治大学法学部教授

講座概要（1月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 15：00～16：20

受　講　料
回　　　数
定　　　員 12名

9回

教　　　材

申込締切日

一般：28,800円
学生：26,100円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
12月21日（金）
※締切後に申込みを希望する場合は、
　電話にてお問い合わせください。

9月クラス

1 9/29（土） About Me

2 My Favorite Teacher

3
10/6（土）

A BIG Surprise

4 A Natsukashii Song 

5

10/13（土）

My Favorite Dish

6 A Historical Person

7 11/17（土）

11/10（土）

8 In Five Years11/24（土）

9 Bucket List12/1（土）

10 My Winter Vacation12/8（土）

予備日12/15（土）

10/27（土）

10/20（土）

This Country

日 程 内 容
1月クラス

1 1/12（土） My Good & Bad Points

2 A High School Story

3
1/19（土）

A National Holiday

4 Something I Recently Bought

5

1/26（土）

A Good Friend of Mine

6 I Wish I Could

7 3/2（土）

2/23（土）

8 Questionnaire3/16（土）

9 A Childhood Memory3/23（土）

予備日3/30（土）

2/9（土）

2/2（土）

A Photograph

　本講座は730点の取得を目標としたクラスです。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。

　ペアワークや演習を組み入れながら授業が進行していきます（問題演習メイン）。詳細
は下記のガイダンスにご参加の上、ご確認下さい。

講座趣旨

講座概要
曜　　　日 木曜日
時　　　間 18：00～20：00 ※講義の途中に、休憩が入る場合があります。

受　講　料
回　　　数定　　　員 25名 12回

教　　　材

申込締切日

一般：37,500円／学生：29,800円
TOEICテスト新公式問題集 Vol. 5
（国際ビジネスコミュニケーション協会）
※教材費は受講料に含まれています。
10月3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。

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月25日（火）12：15～12：45　　　　●9月27日（木）12：15～12：45
※会場：和泉キャンパス（HP参照）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
リンゲージ株式会社　コーポレート事業部（旧タイムライフ事業部）日本人講師

日 程 内 容

1

730点以上取得を
目標にしたプログラム

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

11/29（木）

12/6（木）

12/13（木）

12/20（木）

1/10（木）

1/24（木）

10/11（木）

10/18（木）

10/25（木）

11/22（木）

11/15（木）

11/8（木）

講座コード

12240015
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講座コード
12240017
（9月クラス）

12240018
（1月クラス）

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！

TOEIC®スコアアップ強化講座（和泉）
進学・就職活動に活かそう！

　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んです。

　前回の復習～その日のレッスンの紹介～ダイアローグの内容説明～発音練習～ダイア
ローグを演じる～学んだことのグループワーク

講座趣旨

日 程 内 容

講座概要（9月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 10：30～11：50

受　講　料
回　　　数
定　　　員 18名

10回

教　　　材

申込締切日

一般：32,000円
学生：29,000円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
9月21日（金）
※締切後に申込みを希望する場合は、
　電話にてお問い合わせください。

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月15日（土）12：15～12：45　　　　●12月15日（金）12：15～12：45
（いずれも「ひとくち英会話」「らくらく英会話」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11 階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
マ イ ク マ ク サ マ ッ ク

Mike Maksimuk　明治大学法学部教授

講座概要（1月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 15：00～16：20

受　講　料
回　　　数
定　　　員 12名

9回

教　　　材

申込締切日

一般：28,800円
学生：26,100円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
12月21日（金）
※締切後に申込みを希望する場合は、
　電話にてお問い合わせください。

9月クラス

1 9/29（土） About Me

2 My Favorite Teacher

3
10/6（土）

A BIG Surprise

4 A Natsukashii Song 

5

10/13（土）

My Favorite Dish

6 A Historical Person

7 11/17（土）

11/10（土）

8 In Five Years11/24（土）

9 Bucket List12/1（土）

10 My Winter Vacation12/8（土）

予備日12/15（土）

10/27（土）

10/20（土）

This Country

日 程 内 容
1月クラス

1 1/12（土） My Good & Bad Points

2 A High School Story

3
1/19（土）

A National Holiday

4 Something I Recently Bought

5

1/26（土）

A Good Friend of Mine

6 I Wish I Could

7 3/2（土）

2/23（土）

8 Questionnaire3/16（土）

9 A Childhood Memory3/23（土）

予備日3/30（土）

2/9（土）

2/2（土）

A Photograph

　本講座は730点の取得を目標としたクラスです。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。

　ペアワークや演習を組み入れながら授業が進行していきます（問題演習メイン）。詳細
は下記のガイダンスにご参加の上、ご確認下さい。

講座趣旨

講座概要
曜　　　日 木曜日
時　　　間 18：00～20：00 ※講義の途中に、休憩が入る場合があります。

受　講　料
回　　　数定　　　員 25名 12回

教　　　材

申込締切日

一般：37,500円／学生：29,800円
TOEICテスト新公式問題集 Vol. 5
（国際ビジネスコミュニケーション協会）
※教材費は受講料に含まれています。
10月3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。

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月25日（火）12：15～12：45　　　　●9月27日（木）12：15～12：45
※会場：和泉キャンパス（HP参照）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
リンゲージ株式会社　コーポレート事業部（旧タイムライフ事業部）日本人講師

日 程 内 容

1

730点以上取得を
目標にしたプログラム

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

11/29（木）

12/6（木）

12/13（木）

12/20（木）

1/10（木）

1/24（木）

10/11（木）

10/18（木）

10/25（木）

11/22（木）

11/15（木）

11/8（木）

講座コード

12240015
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　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。

■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。
◉Step1　ETS公式サイトからInformation Bulletin（受験要綱）を入手しよう！
　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ページ近くある受講要綱を
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/PRAXIS/pdf/01361.pdf
◉Step2　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/extlSERLogonPrompt.do
◉Step3　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。
参考情報：https://toefl-registration.ets.org/TOEFLWeb/extlSERLogonPrompt.do

※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。

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！難関テストを後期でじっくり攻略しよう！

　TOEFL®は留学先の大学・大学院での講義に参加できる英語力があることを確認するテストです。Reading・
ListeningだけでなくSpeaking・Writingの力も問われ、高レベルでのトータルな英語力が求められます。本講座
では、「出題形式に慣れること」、「1点でも高い点を得るために必要な技術を習得すること」を念頭に、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。

　出題形式の確認　⇒　解法テクニックの伝授　⇒　実践問題演習　⇒　解説

講座趣旨

日 程 内 容

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月20日（木）18：00～19：00
※会場：和泉キャンパス（HP参照）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
資格の学校TAC専任講師

後期クラス

9/27（木）
10/1（月）

10/11（木）
10/4（木）

10/25（木）
10/22（月）

10/29（月）
11/8（木）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

11/12（月）
11/15（木）
11/19（月）
11/22（木）
11/26（月）
11/29（木）
12/3（月）

10/18（木）
10/15（月）

講座概要
曜　　　日 月曜・木曜
時　　　間 18：00～20：30（初回のみ18:00～21:00）

 ※講義の途中に、休憩が入る場合があります。

受　講　料
回　　　数定　　　員 21名 17回

教　　　材

申込締切日

45,900円（テキスト代含まず・割引対象外）
「The Official Guide to the TOEFL iBT with CD-ROM Third Edition」
「Sharpening Skills for the TOEFL iBT」
※教材は初日に販売いたします。（合計8,000円）
※すでに所有している場合は購入の必要はありません。
9月26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。

講座コード

12240016

■後期クラスでは全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科目を実施します。
前期に学習した内容を踏まえ、より高得点を取るためのテクニック習
得だけでなく、解答時間の管理も意識していきます。
Speaking, Writingクラスでは、integrate問題にも積極的に取り
組んでいきます。

※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。

レベルチェックテスト＆オリエンテーション

総まとめクラス
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　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。

■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。
◉Step1　ETS公式サイトからInformation Bulletin（受験要綱）を入手しよう！
　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ページ近くある受講要綱を
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/PRAXIS/pdf/01361.pdf
◉Step2　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/extlSERLogonPrompt.do
◉Step3　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。
参考情報：https://toefl-registration.ets.org/TOEFLWeb/extlSERLogonPrompt.do

※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。

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！難関テストを後期でじっくり攻略しよう！

　TOEFL®は留学先の大学・大学院での講義に参加できる英語力があることを確認するテストです。Reading・
ListeningだけでなくSpeaking・Writingの力も問われ、高レベルでのトータルな英語力が求められます。本講座
では、「出題形式に慣れること」、「1点でも高い点を得るために必要な技術を習得すること」を念頭に、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。

　出題形式の確認　⇒　解法テクニックの伝授　⇒　実践問題演習　⇒　解説

講座趣旨

日 程 内 容

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月20日（木）18：00～19：00
※会場：和泉キャンパス（HP参照）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
資格の学校TAC専任講師

後期クラス

9/27（木）
10/1（月）

10/11（木）
10/4（木）

10/25（木）
10/22（月）

10/29（月）
11/8（木）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

11/12（月）
11/15（木）
11/19（月）
11/22（木）
11/26（月）
11/29（木）
12/3（月）

10/18（木）
10/15（月）

講座概要
曜　　　日 月曜・木曜
時　　　間 18：00～20：30（初回のみ18:00～21:00）

 ※講義の途中に、休憩が入る場合があります。

受　講　料
回　　　数定　　　員 21名 17回

教　　　材

申込締切日

45,900円（テキスト代含まず・割引対象外）
「The Official Guide to the TOEFL iBT with CD-ROM Third Edition」
「Sharpening Skills for the TOEFL iBT」
※教材は初日に販売いたします。（合計8,000円）
※すでに所有している場合は購入の必要はありません。
9月26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。

講座コード

12240016

■後期クラスでは全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科目を実施します。
前期に学習した内容を踏まえ、より高得点を取るためのテクニック習
得だけでなく、解答時間の管理も意識していきます。
Speaking, Writingクラスでは、integrate問題にも積極的に取り
組んでいきます。

※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。

レベルチェックテスト＆オリエンテーション

総まとめクラス

52 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 53MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

語

　学

語

　学

松 6／27 松 6／12
進行
チェック

担当 3校 4校

7／9

入稿

00／00

色校

00／00

校了

00／00
進行
チェック

担当 1校 2校

6／20

入稿

00／00

色校

00／00

校了

00／00

DIC 231s スミ DIC 231s スミ



講座コード

12241001～3
12242001～2

2012年度リバティアカデミー主催TOEIC®IPテスト
TOEIC®公開テストよりもリーズナブルに受験できます！

2012年度リバティアカデミー主催TOEFL®テストITP
TOEFL®公開テストよりもリーズナブルに受験できます！

　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）は約2週間後に届きます。

　TOEIC®テストには公開テストと団体特別受験制度（IP:Institutional 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TOEIC®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、IP
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TOEIC®運営委員会発行「TOEIC®テスト
DATE＆ANALIYSIS　2007」より）
　TOEIC®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、TOEIC®IPテストではなく、TOEIC®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。

講座趣旨

日 程 講座コード 試験会場 申込期間 結果発表日

9/1（土）～9/21（金）
ただし、定員になり次第〆切

試験実施
約２週間後

9/22（土）～11/16（金）
ただし、定員になり次第〆切

11/17（土）～2/15（金）
ただし、定員になり次第〆切

12241001 駿河台キャンパス

生田キャンパス

駿河台キャンパス

駿河台キャンパス

生田キャンパス

12242001

12241002

12242002

12241003

10/13
（土）

12/8
（土）

3/9
（土）

講座コード

12243001

※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ください。
※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、あらかじめご了承ください。

　TOEFL®公開テストよりも割安な価格で受験でき、テストスコアは約20日後に届きます。

　TOEFL®テストITP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。問題は過去のペーパー版TOEFL®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ITP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。
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奨めいたします。

講座趣旨

日 程 講座コード 試験会場 申込期間 結果発表日

9/1（土）～9/29（土）
ただし、定員になり次第〆切

試験実施
約20日後12243001 和泉キャンパス10/27

（土）

※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ください。
※受験料ご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。

講座概要
試　験　日 上記参照
試験実施時間 14：00～16：30（予定）

※集合時間 13：45～13：55（時間厳守）
受　験　料 4,500円
申込み方法

受験対象者

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　窓口／TEL／ FAX申込み
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）

講座概要
試　験　日 上記参照
試験実施時間 14：00～16：30（予定）

※集合時間 13：45～13：55（時間厳守）
受　験　料 4,500円
申込み方法

受験対象者

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　窓口／TEL／ FAX申込み
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）
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講座コード

12241001～3
12242001～2

2012年度リバティアカデミー主催TOEIC®IPテスト
TOEIC®公開テストよりもリーズナブルに受験できます！

2012年度リバティアカデミー主催TOEFL®テストITP
TOEFL®公開テストよりもリーズナブルに受験できます！

　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）は約2週間後に届きます。

　TOEIC®テストには公開テストと団体特別受験制度（IP:Institutional 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TOEIC®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、IP
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TOEIC®運営委員会発行「TOEIC®テスト
DATE＆ANALIYSIS　2007」より）
　TOEIC®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、TOEIC®IPテストではなく、TOEIC®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。

講座趣旨

日 程 講座コード 試験会場 申込期間 結果発表日

9/1（土）～9/21（金）
ただし、定員になり次第〆切

試験実施
約２週間後

9/22（土）～11/16（金）
ただし、定員になり次第〆切

11/17（土）～2/15（金）
ただし、定員になり次第〆切

12241001 駿河台キャンパス

生田キャンパス

駿河台キャンパス

駿河台キャンパス

生田キャンパス

12242001

12241002

12242002

12241003

10/13
（土）

12/8
（土）

3/9
（土）

講座コード

12243001

※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ください。
※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、あらかじめご了承ください。

　TOEFL®公開テストよりも割安な価格で受験でき、テストスコアは約20日後に届きます。

　TOEFL®テストITP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。問題は過去のペーパー版TOEFL®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ITP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。
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奨めいたします。

講座趣旨

日 程 講座コード 試験会場 申込期間 結果発表日

9/1（土）～9/29（土）
ただし、定員になり次第〆切

試験実施
約20日後12243001 和泉キャンパス10/27

（土）

※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ください。
※受験料ご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。

講座概要
試　験　日 上記参照
試験実施時間 14：00～16：30（予定）

※集合時間 13：45～13：55（時間厳守）
受　験　料 4,500円
申込み方法

受験対象者

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　窓口／TEL／ FAX申込み
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）

講座概要
試　験　日 上記参照
試験実施時間 14：00～16：30（予定）

※集合時間 13：45～13：55（時間厳守）
受　験　料 4,500円
申込み方法

受験対象者

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　窓口／TEL／ FAX申込み
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）
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講座コード
12240017
（9月クラス）

12240018
（1月クラス）

講座コード
12240019
（9月クラス）

12240020
（1月クラス）

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！

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！

　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んです。

　前回の復習～その日のレッスンの紹介～ダイアローグの内容説明～発音練習～ダイア
ローグを演じる～学んだことのグループワーク

講座趣旨

日 程 内 容

講座概要（9月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 10：30～11：50

受　講　料
回　　　数
定　　　員 18名

10回

教　　　材

申込締切日

一般：32,000円
学生：29,000円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
9月21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。

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月15日（土）12：15～12：45　　　　●12月15日（土）12：15～12：45
（いずれも「らくらく英会話」「ひとつ上いく英会話」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11 階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
マ イ ク マ ク サ マ ッ ク

Mike Maksimuk　明治大学法学部教授

講座概要（1月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 10：30～11：50

受　講　料
回　　　数
定　　　員 18名

9回

教　　　材

申込締切日

一般：28,800円
学生：26,100円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
12月21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月クラス

1 9/29（土） About Me

2 My Favorite Teacher

3
10/6（土）

A BIG Surprise

4 A Natsukashii Song 

5

10/13（土）

My Favorite Dish

6 A Historical Person

7 11/17（土）

11/10（土）

8 In Five Years11/24（土）

9 Bucket List12/1（土）

10 My Winter Vacation12/8（土）

予備日12/15（土）

10/27（土）

10/20（土）

This Country

日 程 内 容
1月クラス

1 1/12（土） My Good & Bad Points

2 A High School Story

3
1/19（土）

A National Holiday

4 Something I Recently Bought

5

1/26（土）

A Good Friend of Mine

6 I Wish I Could

7 3/2（土）

2/23（土）

8 Questionnaire3/16（土）

9 A Childhood Memory3/23（土）

予備日3/30（土）

2/9（土）

2/2（土）

A Photograph

　NHKラジオの人気番組だった「マイクのひとくち英会話」の中から簡単で役立つフ
レーズを学びます。レッスンは講師の手作りで、毎回、挨拶、買物、日常といった場面を設
定し、そこで使う表現を学びます。リラックスした雰囲気の中、日本語と英語で行います。
人気のフリートーキングの時間もあり、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んです。

　前回の復習～その日のレッスンの紹介～ダイアローグの内容説明～発音練習～ダイア
ローグを演じる～学んだことのグループワーク

講座趣旨

日 程 内 容

講座概要（9月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 13：00～14：20

受　講　料
回　　　数
定　　　員 18名

10回

教　　　材

申込締切日

一般：32,000円
学生：29,000円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
9月21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。

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月15日（土）12：15～12：45　　　　●12月15日（土）12：15～12：45
（いずれも「ひとくち英会話」「ひとつ上いく英会話」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11 階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
マ イ ク マ ク サ マ ッ ク

Mike Maksimuk　明治大学法学部教授

講座概要（1月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 13：00～14：20

受　講　料
回　　　数
定　　　員 18名

9回

教　　　材

申込締切日

一般：28,800円
学生：26,100円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
12月21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月クラス

1 9/29（土） About Me

2 My Favorite Teacher

3
10/6（土）

A BIG Surprise

4 A Natsukashii Song 

5

10/13（土）

My Favorite Dish

6 A Historical Person

7 11/17（土）

11/10（土）

8 In Five Years11/24（土）

9 Bucket List12/1（土）

10 My Winter Vacation12/8（土）

予備日12/15（土）

10/27（土）

10/20（土）

This Country

日 程 内 容
1月クラス

1 1/12（土） My Good & Bad Points

2 A High School Story

3
1/19（土）

A National Holiday

4 Something I Recently Bought

5

1/26（土）

A Good Friend of Mine

6 I Wish I Could

7 3/2（土）

2/23（土）

8 Questionnaire3/16（土）

9 A Childhood Memory3/23（土）

予備日3/30（土）

2/9（土）

2/2（土）

A Photograph
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講座コード
12240017
（9月クラス）

12240018
（1月クラス）

講座コード
12240019
（9月クラス）

12240020
（1月クラス）

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！

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！

　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んです。

　前回の復習～その日のレッスンの紹介～ダイアローグの内容説明～発音練習～ダイア
ローグを演じる～学んだことのグループワーク

講座趣旨

日 程 内 容

講座概要（9月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 10：30～11：50

受　講　料
回　　　数
定　　　員 18名

10回

教　　　材

申込締切日

一般：32,000円
学生：29,000円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
9月21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。

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月15日（土）12：15～12：45　　　　●12月15日（土）12：15～12：45
（いずれも「らくらく英会話」「ひとつ上いく英会話」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11 階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
マ イ ク マ ク サ マ ッ ク

Mike Maksimuk　明治大学法学部教授

講座概要（1月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 10：30～11：50

受　講　料
回　　　数
定　　　員 18名

9回

教　　　材

申込締切日

一般：28,800円
学生：26,100円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
12月21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月クラス

1 9/29（土） About Me

2 My Favorite Teacher

3
10/6（土）

A BIG Surprise

4 A Natsukashii Song 

5

10/13（土）

My Favorite Dish

6 A Historical Person

7 11/17（土）

11/10（土）

8 In Five Years11/24（土）

9 Bucket List12/1（土）

10 My Winter Vacation12/8（土）

予備日12/15（土）

10/27（土）

10/20（土）

This Country

日 程 内 容
1月クラス

1 1/12（土） My Good & Bad Points

2 A High School Story

3
1/19（土）

A National Holiday

4 Something I Recently Bought

5

1/26（土）

A Good Friend of Mine

6 I Wish I Could

7 3/2（土）

2/23（土）

8 Questionnaire3/16（土）

9 A Childhood Memory3/23（土）

予備日3/30（土）

2/9（土）

2/2（土）

A Photograph

　NHKラジオの人気番組だった「マイクのひとくち英会話」の中から簡単で役立つフ
レーズを学びます。レッスンは講師の手作りで、毎回、挨拶、買物、日常といった場面を設
定し、そこで使う表現を学びます。リラックスした雰囲気の中、日本語と英語で行います。
人気のフリートーキングの時間もあり、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んです。

　前回の復習～その日のレッスンの紹介～ダイアローグの内容説明～発音練習～ダイア
ローグを演じる～学んだことのグループワーク

講座趣旨

日 程 内 容

講座概要（9月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 13：00～14：20

受　講　料
回　　　数
定　　　員 18名

10回

教　　　材

申込締切日

一般：32,000円
学生：29,000円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
9月21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。

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月15日（土）12：15～12：45　　　　●12月15日（土）12：15～12：45
（いずれも「ひとくち英会話」「ひとつ上いく英会話」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11 階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
マ イ ク マ ク サ マ ッ ク

Mike Maksimuk　明治大学法学部教授

講座概要（1月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 13：00～14：20

受　講　料
回　　　数
定　　　員 18名

9回

教　　　材

申込締切日

一般：28,800円
学生：26,100円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
12月21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月クラス

1 9/29（土） About Me

2 My Favorite Teacher

3
10/6（土）

A BIG Surprise

4 A Natsukashii Song 

5

10/13（土）

My Favorite Dish

6 A Historical Person

7 11/17（土）

11/10（土）

8 In Five Years11/24（土）

9 Bucket List12/1（土）

10 My Winter Vacation12/8（土）

予備日12/15（土）

10/27（土）

10/20（土）

This Country

日 程 内 容
1月クラス

1 1/12（土） My Good & Bad Points

2 A High School Story

3
1/19（土）

A National Holiday

4 Something I Recently Bought

5

1/26（土）

A Good Friend of Mine

6 I Wish I Could

7 3/2（土）

2/23（土）

8 Questionnaire3/16（土）

9 A Childhood Memory3/23（土）

予備日3/30（土）

2/9（土）

2/2（土）

A Photograph
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　このクラスは英語で言いたいことが表現できる人のために設けられました。クラスは
活発で生き生きとした雰囲気の中、英語で行われます。心を開いて間違いを気にしない
ことが肝心です。ボキャブラリーを増やしたい、もっと自然で英語らしい表現で話したい、
そんな意欲のある人、大歓迎です。12名限定で募集します。

　それぞれの受講生がテーマに関する3～5 語を挙げテーマに沿って2、3 分の話をした
後にフリートーキングで盛り上がります。

講座趣旨

日 程 内 容

講座概要（9月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 15：00～16：20

受　講　料
回　　　数
定　　　員 12名

10回

教　　　材

申込締切日

一般：32,000円
学生：29,000円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
9月21日（金）
※締切後に申込みを希望する場合は、
　電話にてお問い合わせください。

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月15日（土）12：15～12：45　　　　●12月15日（金）12：15～12：45
（いずれも「ひとくち英会話」「らくらく英会話」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11 階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード
12240021
（9月クラス）

12240022
（1月クラス）

マイクのひとつ上いく英会話（上級）
Guided Conversation

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
マ イ ク マ ク サ マ ッ ク

Mike Maksimuk　明治大学法学部教授

講座概要（1月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 15：00～16：20

受　講　料
回　　　数
定　　　員 12名

9回

教　　　材

申込締切日

一般：28,800円
学生：26,100円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
12月21日（金）
※締切後に申込みを希望する場合は、
　電話にてお問い合わせください。

9月クラス

1 9/29（土） About Me

2 My Favorite Teacher

3
10/6（土）

A BIG Surprise

4 A News Item

5

10/13（土）

My Favorite Dish

6 A Historical Person

7 11/17（土）

11/10（土）

8 A Historic Event11/24（土）

9 Bucket List12/1（土）

10 My Winter Vacation12/8（土）

予備日12/15（土）

10/27（土）

10/20（土）

This Country

自己紹介、趣味、買い物、旅行など、日常の様々なシーンで役立つ英語力を、リスニン
グやロールプレイなどの演習を通して学ぶ講座です。ユニット毎のテーマに沿って、語
彙・表現・文法等を学習し、身近なトピックについてより正確且つスムーズに話せるよう
になることを目指します。講師は日本人英語学習者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TOEIC®450～600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）。

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
時　　　間

月曜日
19：00～20：30

定　　　員 12名 回　　　数 12回
受　講　料 一般：35,000円／学生：28,000円
教　　　材 American Headway 2

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月13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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月24日（月）19：00～20：00
（「すぐに役立つ実用英会話（中級クラス）」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240023
すぐに役立つ実用英会話（初級クラス）
日常生活の様々なシーンで役立つ英語を無理なく楽しく学びます！

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
サイマル・アカデミー法人事業部講師　

日 程 内 容
1月クラス

1 1/12（土） My Good & Bad Points

2 A High School Story

3
1/19（土）

A National Holiday

4 Something I Recently Bought

5

1/26（土）

A Good Friend of Mine

6 I Wish I Could

7 3/2（土）

2/23（土）

8 Questionnaire3/16（土）

9 A Childhood Memory3/23（土）

予備日3/30（土）

2/9（土）

2/2（土）

A Photograph

日 程 内 容

※レッスンの進度等により、上記内容は変更される場合があります。予めご了承ください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10/22（月）

10/29（月）

11/5（月）

11/12（月）

11/19（月）

11/26（月）

12/3（月）

12/10（月）

12/17（月）

1/21（月）

1/28（月）

2/4（月）

Getting to know you

The way we live

What happened next?

The marketplace

What do you want to do?

Places and things

Fame!

Dos and don’ts

Going places

Things that changed the world

What if…?

Trying your best
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　このクラスは英語で言いたいことが表現できる人のために設けられました。クラスは
活発で生き生きとした雰囲気の中、英語で行われます。心を開いて間違いを気にしない
ことが肝心です。ボキャブラリーを増やしたい、もっと自然で英語らしい表現で話したい、
そんな意欲のある人、大歓迎です。12名限定で募集します。

　それぞれの受講生がテーマに関する3～5 語を挙げテーマに沿って2、3 分の話をした
後にフリートーキングで盛り上がります。

講座趣旨

日 程 内 容

講座概要（9月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 15：00～16：20

受　講　料
回　　　数
定　　　員 12名

10回

教　　　材

申込締切日

一般：32,000円
学生：29,000円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
9月21日（金）
※締切後に申込みを希望する場合は、
　電話にてお問い合わせください。

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月15日（土）12：15～12：45　　　　●12月15日（金）12：15～12：45
（いずれも「ひとくち英会話」「らくらく英会話」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11 階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード
12240021
（9月クラス）

12240022
（1月クラス）

マイクのひとつ上いく英会話（上級）
Guided Conversation

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
マ イ ク マ ク サ マ ッ ク

Mike Maksimuk　明治大学法学部教授

講座概要（1月）
曜　　　日 土曜日
時　　　間 15：00～16：20

受　講　料
回　　　数
定　　　員 12名

9回

教　　　材

申込締切日

一般：28,800円
学生：26,100円
レジュメ資料
※教材費は受講料に含まれています。
12月21日（金）
※締切後に申込みを希望する場合は、
　電話にてお問い合わせください。

9月クラス

1 9/29（土） About Me

2 My Favorite Teacher

3
10/6（土）

A BIG Surprise

4 A News Item

5

10/13（土）

My Favorite Dish

6 A Historical Person

7 11/17（土）

11/10（土）

8 A Historic Event11/24（土）

9 Bucket List12/1（土）

10 My Winter Vacation12/8（土）

予備日12/15（土）

10/27（土）

10/20（土）

This Country

自己紹介、趣味、買い物、旅行など、日常の様々なシーンで役立つ英語力を、リスニン
グやロールプレイなどの演習を通して学ぶ講座です。ユニット毎のテーマに沿って、語
彙・表現・文法等を学習し、身近なトピックについてより正確且つスムーズに話せるよう
になることを目指します。講師は日本人英語学習者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TOEIC®450～600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）。

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
時　　　間

月曜日
19：00～20：30

定　　　員 12名 回　　　数 12回
受　講　料 一般：35,000円／学生：28,000円
教　　　材 American Headway 2

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月13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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月24日（月）19：00～20：00
（「すぐに役立つ実用英会話（中級クラス）」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240023
すぐに役立つ実用英会話（初級クラス）
日常生活の様々なシーンで役立つ英語を無理なく楽しく学びます！

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
サイマル・アカデミー法人事業部講師　

日 程 内 容
1月クラス

1 1/12（土） My Good & Bad Points

2 A High School Story

3
1/19（土）

A National Holiday

4 Something I Recently Bought

5

1/26（土）

A Good Friend of Mine

6 I Wish I Could

7 3/2（土）

2/23（土）

8 Questionnaire3/16（土）

9 A Childhood Memory3/23（土）

予備日3/30（土）

2/9（土）

2/2（土）

A Photograph

日 程 内 容

※レッスンの進度等により、上記内容は変更される場合があります。予めご了承ください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10/22（月）

10/29（月）

11/5（月）

11/12（月）

11/19（月）

11/26（月）

12/3（月）

12/10（月）

12/17（月）

1/21（月）

1/28（月）

2/4（月）

Getting to know you

The way we live

What happened next?

The marketplace

What do you want to do?

Places and things

Fame!

Dos and don’ts

Going places

Things that changed the world

What if…?

Trying your best
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初対面の挨拶、自己紹介、会社や業務内容の説明、注文や依頼、来訪者のもてなしな
ど、様々なビジネス・シーンで役立つ英会話力の向上を目指す講座です。各ユニット、
テーマに沿って語彙と表現を学び、リスニングやロールプレイなど、豊富に演習を行いま
す。講師は日本人英語学習者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TOEIC®450～600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）。

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
時　　　間

木曜日
19：00～20：30

定　　　員 12名 回　　　数 12回
受　講　料 一般：35,000円／学生：28,000円
教　　　材 Business Venture 1

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月17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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月20日（木）19：00～20：00
（「ビジネス英会話 電話対応からミーティング&ディスカッションまで（中級クラス）」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240025
ビジネス英会話（初級クラス）
初対面の挨拶から簡単な意見交換まで

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
サイマル・アカデミー法人事業部講師　

日 程 内 容

※レッスンの進度等により、上記内容は変更される場合があります。予めご了承ください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10/25（木）

11/8（木）

11/15（木）

11/22（木）

11/29（木）

12/6（木）

12/13（木）

1/10（木）

1/24（木）

1/31（木）

2/7（木）

2/14（木）

First meetings

You and your company

Visiting a client

Business activities

Fixing an appointment

Requests and offers

Company and personal history

Making plans

Opinions and preferences

Directions and invitations

Entertaining

Saying goodbye

自己紹介、趣味、買い物、旅行など、身近で多彩なトピックについて、よりスムーズに自
然な英語で話せるようになることを目指す講座です。レッスンでは、ユニット毎のテーマ
に沿って、語彙、表現、ポイントとなる文法を学習した後、カンバセーション・モデルに倣っ
て自分のアイデアを表現できるよう、楽しく演習を重ねます。講師は日本人英語学習者
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。中級クラスは英検2級またはTOEIC®600～
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）。

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
時　　　間

月曜日
19：00～20：30

定　　　員 12名 回　　　数 12回
受　講　料 一般：35,000円／学生：28,000円
教　　　材 Impact Conversation 2

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月13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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月24日（月）19：00～20：00
（「すぐに役立つ実用英会話（初級クラス）」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240024
すぐに役立つ実用英会話（中級クラス）
日常生活の様々なシーンで役立つ英語を無理なく楽しく学びます！

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
サイマル・アカデミー法人事業部講師　

日 程 内 容

※レッスンの進度等により、上記内容は変更される場合があります。予めご了承ください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10/22（月）

10/29（月）

11/5（月）

11/12（月）

11/19（月）

11/26（月）

12/3（月）

12/10（月）

12/17（月）

1/21（月）

1/28（月）

2/4（月）

Something cool: Introductions

My humble abode: Living situations

Food cravings: Favorite food

Who we are: Fashion

Corporate Ladder: Work experience

Another world: Travel Advice

Unplugged: Dealing with stress

The remote: Family stories

No such thing: Strange stories

Hang in there: Learning a language

The time of my life: School memories

Role model: People we admire
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初対面の挨拶、自己紹介、会社や業務内容の説明、注文や依頼、来訪者のもてなしな
ど、様々なビジネス・シーンで役立つ英会話力の向上を目指す講座です。各ユニット、
テーマに沿って語彙と表現を学び、リスニングやロールプレイなど、豊富に演習を行いま
す。講師は日本人英語学習者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TOEIC®450～600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）。

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
時　　　間

木曜日
19：00～20：30

定　　　員 12名 回　　　数 12回
受　講　料 一般：35,000円／学生：28,000円
教　　　材 Business Venture 1

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月17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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月20日（木）19：00～20：00
（「ビジネス英会話 電話対応からミーティング&ディスカッションまで（中級クラス）」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240025
ビジネス英会話（初級クラス）
初対面の挨拶から簡単な意見交換まで

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
サイマル・アカデミー法人事業部講師　

日 程 内 容

※レッスンの進度等により、上記内容は変更される場合があります。予めご了承ください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10/25（木）

11/8（木）

11/15（木）

11/22（木）

11/29（木）

12/6（木）

12/13（木）

1/10（木）

1/24（木）

1/31（木）

2/7（木）

2/14（木）

First meetings

You and your company

Visiting a client

Business activities

Fixing an appointment

Requests and offers

Company and personal history

Making plans

Opinions and preferences

Directions and invitations

Entertaining

Saying goodbye

自己紹介、趣味、買い物、旅行など、身近で多彩なトピックについて、よりスムーズに自
然な英語で話せるようになることを目指す講座です。レッスンでは、ユニット毎のテーマ
に沿って、語彙、表現、ポイントとなる文法を学習した後、カンバセーション・モデルに倣っ
て自分のアイデアを表現できるよう、楽しく演習を重ねます。講師は日本人英語学習者
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。中級クラスは英検2級またはTOEIC®600～
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）。

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
時　　　間

月曜日
19：00～20：30

定　　　員 12名 回　　　数 12回
受　講　料 一般：35,000円／学生：28,000円
教　　　材 Impact Conversation 2

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月13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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月24日（月）19：00～20：00
（「すぐに役立つ実用英会話（初級クラス）」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240024
すぐに役立つ実用英会話（中級クラス）
日常生活の様々なシーンで役立つ英語を無理なく楽しく学びます！

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
サイマル・アカデミー法人事業部講師　

日 程 内 容

※レッスンの進度等により、上記内容は変更される場合があります。予めご了承ください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10/22（月）

10/29（月）

11/5（月）

11/12（月）

11/19（月）

11/26（月）

12/3（月）

12/10（月）

12/17（月）

1/21（月）

1/28（月）

2/4（月）

Something cool: Introductions

My humble abode: Living situations

Food cravings: Favorite food

Who we are: Fashion

Corporate Ladder: Work experience

Another world: Travel Advice

Unplugged: Dealing with stress

The remote: Family stories

No such thing: Strange stories

Hang in there: Learning a language

The time of my life: School memories

Role model: People we admire
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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を素材とし、サイマル・アカデミーが独自に開発した教材を
使用。ノート・テイキングのコツや語彙を学び、リスニングを繰り返しながら、概要から詳
細へと段階を踏んで情報を聞き取る練習をします。ニュース英語を通して、様々なトピッ
クに触れながら英語力を高めたい方におすすめします。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TOEIC®600～750点程度）の方を対象としています。

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
時　　　間

水曜日
19：00～21：00 ※講義の途中に、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。

申込締切日 10月16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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月26日（水）19：00～20：00
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240027
海外ニュースで英会話
英語を学びながら世界のトピックに触れよう！

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
サイマル・アカデミー法人事業部講師　

日 程 内 容

※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。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

10/24（水）

10/31（水）

11/7（水）

11/14（水）

11/21（水）

11/28（水）

12/5（水）

12/12（水）

1/9（水）

1/16（水）

1/23（水）

1/30（水）

2/6（水）

2/13（水）

初対面の挨拶から、電話対応、業績報告、トラブル対応、ミーティングやディスカッショ
ンまで、様々なビジネス・シーンで役立つ英会話力の向上を目指す講座です。各ユニッ
ト、テーマに沿って語彙と表現を学び、リスニングやロールプレイなど、豊富に演習を行
います。講師は日本人英語学習者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。中級クラス
は英検2級またはTOEIC®600～750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）。

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
時　　　間

木曜日
19：00～20：30

定　　　員 12名 回　　　数 12回
受　講　料 一般：35,000円／学生：28,000円
教　　　材 Business Venture 2

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月17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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月20日（木）19：00～20：00
（「ビジネス英会話 初対面の挨拶から簡単な意見交換まで（初級クラス）」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240026
ビジネス英会話（中級クラス）
電話対応からミーティング＆ディスカッションまで

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
サイマル・アカデミー法人事業部講師　

日 程 内 容

※レッスンの進度等により、上記内容は変更される場合があります。予めご了承ください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10/25（木）

11/8（木）

11/15（木）

11/22（木）

11/29（木）

12/6（木）

12/13（木）

1/10（木）

1/24（木）

1/31（木）

2/7（木）

2/14（木）

Meeting people

Telephoning

Schedules and appointments

Company performance

Products and services

Talking about decisions

Complaints and problems

Checking progress

Future prospects

Regulations and advice

Meetings and discussions

Speaking in public ※１～3回のレッスンで、ひとつのニューストピックに取り組みます。

〈ニュース・トピック例〉

Health -Obesity in Britain

Food and Culture -Food Festival in Peru

Crime and Punishment

Technology -Robot suit

Automobile Industry

Education -Chinese kids strive to learn

Development and evictions in Cambodia

Social Issues -Russiabirthrates　
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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を素材とし、サイマル・アカデミーが独自に開発した教材を
使用。ノート・テイキングのコツや語彙を学び、リスニングを繰り返しながら、概要から詳
細へと段階を踏んで情報を聞き取る練習をします。ニュース英語を通して、様々なトピッ
クに触れながら英語力を高めたい方におすすめします。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TOEIC®600～750点程度）の方を対象としています。

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
時　　　間

水曜日
19：00～21：00 ※講義の途中に、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。

申込締切日 10月16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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月26日（水）19：00～20：00
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240027
海外ニュースで英会話
英語を学びながら世界のトピックに触れよう！

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
サイマル・アカデミー法人事業部講師　

日 程 内 容

※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。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

10/24（水）

10/31（水）

11/7（水）

11/14（水）

11/21（水）

11/28（水）

12/5（水）

12/12（水）

1/9（水）

1/16（水）

1/23（水）

1/30（水）

2/6（水）

2/13（水）

初対面の挨拶から、電話対応、業績報告、トラブル対応、ミーティングやディスカッショ
ンまで、様々なビジネス・シーンで役立つ英会話力の向上を目指す講座です。各ユニッ
ト、テーマに沿って語彙と表現を学び、リスニングやロールプレイなど、豊富に演習を行
います。講師は日本人英語学習者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。中級クラス
は英検2級またはTOEIC®600～750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）。

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
時　　　間

木曜日
19：00～20：30

定　　　員 12名 回　　　数 12回
受　講　料 一般：35,000円／学生：28,000円
教　　　材 Business Venture 2

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 10月17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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月20日（木）19：00～20：00
（「ビジネス英会話 初対面の挨拶から簡単な意見交換まで（初級クラス）」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240026
ビジネス英会話（中級クラス）
電話対応からミーティング＆ディスカッションまで

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
サイマル・アカデミー法人事業部講師　

日 程 内 容

※レッスンの進度等により、上記内容は変更される場合があります。予めご了承ください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10/25（木）

11/8（木）

11/15（木）

11/22（木）

11/29（木）

12/6（木）

12/13（木）

1/10（木）

1/24（木）

1/31（木）

2/7（木）

2/14（木）

Meeting people

Telephoning

Schedules and appointments

Company performance

Products and services

Talking about decisions

Complaints and problems

Checking progress

Future prospects

Regulations and advice

Meetings and discussions

Speaking in public ※１～3回のレッスンで、ひとつのニューストピックに取り組みます。

〈ニュース・トピック例〉

Health -Obesity in Britain

Food and Culture -Food Festival in Peru

Crime and Punishment

Technology -Robot suit

Automobile Industry

Education -Chinese kids strive to learn

Development and evictions in Cambodia

Social Issues -Russiabirthrates　
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講座概要
曜　　　日
時　　　間

木曜日
19：00～20：30

定　　　員 15名 回　　　数 12回
受　講　料 一般：32,000円／学生：30,000円
教　　　材 飯田健雄「現場英語」（桐原書店）よりオリジナルプリント他

※教材費は受講料に含まれています。※電子辞書をご用意ください。

申込締切日 9月26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。

　ビジネス英語は難しいと思い込んでいませんか？
実は、４つの要素の定型パターン（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）を覚えればすぐに職場で使えるのです！！　ベテラン講師が実践的な演習方式で
講座を進めますので、初めてビジネス英語を学習する方も、基本を復習したい方も、安心
してご参加いただけます。
英語レベル：英会話初心者から

講座趣旨

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月13日（木）19：00～20：30　　　　●9月20日（木）19：00～20：30
●9月27日（木）19：00～20：30
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240028

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

日 程 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

電話の応対
電話をかけてつないでもらう。

電話の応対
電話を受け取り、名前や用件を聞く。

電話の応対
会話の確認や電話を終える表現を学ぶ。

会議での表現
会議で賛成・反対してみる。

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。

会議での表現
会議で提案してみる。

Eメール
日本語と英語の論理の相違を理解する。

Eメール
Eメールでアポイントを取る。

Eメール
Eメールで返信してみる。

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。

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）

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。

いい  だ     たけ  お

飯田 健雄　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

10/4（木）

10/11（木）

10/18（木）

10/25（木）

11/8（木）

11/15（木）

11/22（木）

11/29（木）

12/6（木）

12/13（木）

12/20（木）

1/10（木）

ベテラン日本人講師が不安や疑問をその場で解消します
あなたにもできる！ はじめてのビジネス英語（入門）

講座概要
曜　　　日
時　　　間

火曜日・金曜日
19：00～21：00 ※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 15名 回　　　数 10回
受　講　料 一般：30,000円／学生：26,000円
教　　　材 飯田健雄「現場英語」（桐原書店）よりオリジナルプリント他

※教材費は受講料に含まれています。※電子辞書をご用意ください。

申込締切日 2月18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。

　ビジネス英語は集中力を必要とするため、聞き流しのリスニングやリーディング一辺
倒の自己学習のみでは習得しづらいものです。そのため本講座では、ビジネスにおける
特定した状況を想定し授業を行い、皆さんの動作、発話を常にVTR撮影します。自分自
身を客観的にチェックすることで、効果的に学習できます。
英語レベル：TOEIC®300点から

講座趣旨

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●1月11日（金）19：00～20：30　　　　●1月18日（金）19：00～20：30
●1月25日（金）19：00～20：30
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240029

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

日 程 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

電話の応対（1）
キャンセル・クレーム対応・クレームの表現を学ぶ

電話の応対（2）
引き合い・受注・発注の表現を学ぶ

会議の表現（1）
会議を論理的に運ぶ副詞（句）を学ぶ

会議の表現（2）
発言の説得力を増す表現を学ぶ

会議の表現（3）
相手の発言を引き出し明快な論旨の展開をめざす表現を学ぶ

Eメール（1）
論理的で簡潔な表現を学ぶ

Eメール（2）
交渉で説得力がある表現を学ぶ

プレゼンテーション（1）
自ら作成したプレゼンをVTRを使って客観的に見てみる

プレゼンテーション（2）
身ぶり・手ぶりを効果的に訴求するプレゼンテーションをめざす

プレゼンテーション（3）
質疑応答に対処できる表現を学ぶ

いい  だ     たけ  お

飯田 健雄　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

2/26（火）

3/1（金）

3/5（火）

3/8（金）

3/12（火）

3/15（金）

3/19（火）

3/22（金）

3/26（火）

3/29（金）

日本人の知らない国際ビジネスの常識やコツを教えます
あなたにもできる！ やさしいビジネス英語（初級）
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講座概要
曜　　　日
時　　　間

木曜日
19：00～20：30

定　　　員 15名 回　　　数 12回
受　講　料 一般：32,000円／学生：30,000円
教　　　材 飯田健雄「現場英語」（桐原書店）よりオリジナルプリント他

※教材費は受講料に含まれています。※電子辞書をご用意ください。

申込締切日 9月26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。

　ビジネス英語は難しいと思い込んでいませんか？
実は、４つの要素の定型パターン（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）を覚えればすぐに職場で使えるのです！！　ベテラン講師が実践的な演習方式で
講座を進めますので、初めてビジネス英語を学習する方も、基本を復習したい方も、安心
してご参加いただけます。
英語レベル：英会話初心者から

講座趣旨

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月13日（木）19：00～20：30　　　　●9月20日（木）19：00～20：30
●9月27日（木）19：00～20：30
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240028

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

日 程 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

電話の応対
電話をかけてつないでもらう。

電話の応対
電話を受け取り、名前や用件を聞く。

電話の応対
会話の確認や電話を終える表現を学ぶ。

会議での表現
会議で賛成・反対してみる。

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。

会議での表現
会議で提案してみる。

Eメール
日本語と英語の論理の相違を理解する。

Eメール
Eメールでアポイントを取る。

Eメール
Eメールで返信してみる。

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。

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）

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。

いい  だ     たけ  お

飯田 健雄　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

10/4（木）

10/11（木）

10/18（木）

10/25（木）

11/8（木）

11/15（木）

11/22（木）

11/29（木）

12/6（木）

12/13（木）

12/20（木）

1/10（木）

ベテラン日本人講師が不安や疑問をその場で解消します
あなたにもできる！ はじめてのビジネス英語（入門）

講座概要
曜　　　日
時　　　間

火曜日・金曜日
19：00～21：00 ※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 15名 回　　　数 10回
受　講　料 一般：30,000円／学生：26,000円
教　　　材 飯田健雄「現場英語」（桐原書店）よりオリジナルプリント他

※教材費は受講料に含まれています。※電子辞書をご用意ください。

申込締切日 2月18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。

　ビジネス英語は集中力を必要とするため、聞き流しのリスニングやリーディング一辺
倒の自己学習のみでは習得しづらいものです。そのため本講座では、ビジネスにおける
特定した状況を想定し授業を行い、皆さんの動作、発話を常にVTR撮影します。自分自
身を客観的にチェックすることで、効果的に学習できます。
英語レベル：TOEIC®300点から

講座趣旨

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●1月11日（金）19：00～20：30　　　　●1月18日（金）19：00～20：30
●1月25日（金）19：00～20：30
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240029

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

日 程 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

電話の応対（1）
キャンセル・クレーム対応・クレームの表現を学ぶ

電話の応対（2）
引き合い・受注・発注の表現を学ぶ

会議の表現（1）
会議を論理的に運ぶ副詞（句）を学ぶ

会議の表現（2）
発言の説得力を増す表現を学ぶ

会議の表現（3）
相手の発言を引き出し明快な論旨の展開をめざす表現を学ぶ

Eメール（1）
論理的で簡潔な表現を学ぶ

Eメール（2）
交渉で説得力がある表現を学ぶ

プレゼンテーション（1）
自ら作成したプレゼンをVTRを使って客観的に見てみる

プレゼンテーション（2）
身ぶり・手ぶりを効果的に訴求するプレゼンテーションをめざす

プレゼンテーション（3）
質疑応答に対処できる表現を学ぶ

いい  だ     たけ  お

飯田 健雄　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

2/26（火）

3/1（金）

3/5（火）

3/8（金）

3/12（火）

3/15（金）

3/19（火）

3/22（金）

3/26（火）

3/29（金）

日本人の知らない国際ビジネスの常識やコツを教えます
あなたにもできる！ やさしいビジネス英語（初級）
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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
は英語で行うため、スピーキングとリスニングを同時にトレーニング。楽しみながら、英会
話と日本文化を学び、リスニングを強化できる、一石三鳥の超お得な講座です！
英語レベル：英検2級程度

講座趣旨

講座概要
曜　　　日 木曜日
定　　　員 16名 回　　　数 10回

時　　　間 13：00～14：30

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）：「日本文化を英語で紹介する事典」ナツメ社　1,980円+税

　　　 杉浦陽一、John K.Gillespie 共著
※教材購入については、初回講義にてご案内します。

申込締切日 10月3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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月20日（木）15：00～16：00　　　　●9月27日（木）11：00～12：00
（両日とも「英語で学ぶ英会話に役立つ英文法」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

レッスン進行例
ウォームアップ→レビュー→教材に沿った練習（質疑応答形式）→ペアワーク→まとめ

講座コード

12240030
英語で学ぶ日本文化

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

日 程 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

日本の祝祭日
イントロダクション、日本の祝祭日（下半期）

日本のことば
日本の文字、敬語、方言　など

日本の食生活
魚、寿司、酒類　など

日本の住生活
床の間、畳、障子とふすま　など

日本の地理・気候
地形、気候、海　など

日本の文化・芸術（1）
陶磁器、漆器　など

日本の文化・芸術（2）
書道、俳句、短歌　など

日本の伝統スポーツ
柔道、剣道、合気道　など

日本人の宗教
仏教全般、寺、禅　など

日本の年末行事
クリスマス、大晦日、年越しそば　など

 て   づか   しゅ   う    こ

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表

10/11（木）

10/18（木）

10/25（木）

11/8（木）

11/15（木）

11/22（木）

11/29（木）

12/6（木）

12/13（木）

12/20（木）
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英語で現代日本の文化や時事を学びます。英字新聞やインターネット等から毎回ホッ
トな話題を取り上げ、楽しく時事英語を身につけます。記事をただ読むだけでなく、難し
い語彙や表現の言い換え、リーディングのポイントも学びます。また、質疑応答やグルー
プワークを通し、自分の意見を分かりやすくロジカルに説明する力を身につけます。授業
は英語で行うため、スピーキングとリスニングを同時にトレーニング。楽しみながら、英会
話、文化と時事、そしてリスニングを強化できる、一石三鳥の超お得な講座です！
英語レベル：英検2級程度

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
定　　　員

木曜日
16名 回　　　数 8回

時　　　間 13：00～14：30

受　講　料 一般：22,000円／学生：20,000円
教　　　材 プリント教材

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 1月16日（水）
※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。

レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●12月13日（木）15：00～16：00　　　　●12月20日（木）15：00～16：00
（両日とも「英語で学ぶ英会話に役立つ英文法」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240031
英語で学ぶ現代日本の文化と時事

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
 て   づか   しゅ    う   こ

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表

◎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。講座実施日より2週間以内かつ1日（4時間）分までを限度とします。なお、ライブ録
音のため不備な場合があります。予めご了承下さい。

講座概要
曜日

時間
土曜日　13：30～17：30　（2/2　13：00～18：10、2/23　13：20～15：40）
※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：19,800円／学生：15,800円
教　　　材 「貿易取引の国際ルールと貿易英語入門」

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 1月25日（金）
※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。

日 程 内 容
1
2
3
4
5
6
7
8

1/24（木）

1/31（木）

2/7（木）

2/14（木）

2/21（木）

2/28（木）

3/7（木）

3/14（木）

コーチング概論：「コーチングって何？」
コミュニケーション技術としての構成要素をしっかりと学びます。

社会、政治、文化、芸能、娯楽、スポーツなど現代日本の文化・時事全般

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

　ウォームアップ→レビュー→教材に沿った練習（質疑応答形式）→ペア・グループワー
ク→まとめ
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　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。役立つイディオムやフレー
ズも満載。授業は英語で行うため、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）

　ウォームアップ→レビュー→教材に沿った練習（質疑応答形式）→ペアワーク→まとめ

講座趣旨

レッスン進行例

　ウォームアップ→レビュー→教材に沿った練習（質疑応答形式）→ペアワーク→まとめ
レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月18日（火）13：00～14：00　　　　●9月25日（火）11：00～12：00
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11 階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

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

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
 て   づか   しゅ    う   こ

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表
 て   づか   しゅ    う   こ

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表

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。役立つイディオムやフレー
ズも満載。授業は英語で行うため、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）

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
定　　　員

火曜日
16名

時　　　間 10：30～12：00
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 -Intermediate- 3rd Edition”

 by Raymond Murphy with William R. Smalzer
 （Cambridge University Press） 3,591円（税込）他プリント教材
※教材購入については、初回講義にてご案内します。

申込締切日 1月7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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月18日（火）13：00～14：00　　　　●9月25日（火）11：00～12：00
●12月13日（木）15：00～16：00
（12月13日（木）のみ「英語で学ぶ現代日本の文化と時事」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240033

講座コード

12240032

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

◎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。講座実施日より2週間以内かつ1日（4時間）分までを限度とします。なお、ライブ録
音のため不備な場合があります。予めご了承下さい。

講座概要
曜日

時間
土曜日　13：30～17：30　（2/2　13：00～18：10、2/23　13：20～15：40）
※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：19,800円／学生：15,800円
教　　　材 「貿易取引の国際ルールと貿易英語入門」

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 1月25日（金）
※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。

コーチング概論：「コーチングって何？」
コミュニケーション技術としての構成要素をしっかりと学びます。

講座概要
曜　　　日
定　　　員

火曜日
16名 回　　　数 10回

時　　　間 10：30～12：00

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）：“ Grammar In Use -Intermediate- 3rd Edition”

 by Raymond Murphy with William R. Smalzer
 （Cambridge University Press） 3,591円（税込）他プリント教材
※教材購入については、初回講義にてご案内します。

申込締切日 10月6日（土）
※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。

日 程

1 10/16（火）

2 10/23（火）

3 10/30（火）

現在時制
現在形を使って日々の習慣を生き生きと表現する

過去時制
過去の動詞を自在に操り過去時制を制覇！

未来時制
willとbe going toはどう違う？

4 11/6（火） 助動詞（1）
couldとwouldで丁寧表現をマスター！

5 11/13（火）助動詞（2）
shouldを使ってアドバイスをしてみよう！

6 11/20（火）

7 11/27（火）

8 12/4（火）

現在完了形
完了形は会話に深みをもたらす不思議な用法

比較級
色々なものを分かりやすく比較してみよう

最上級
「最高です！」の表現を使いこなそう！

9 12/11（火）接続詞
文と文を効果的につなぐ大切な用法

10 12/18（火）仮定法
会話に深みとスリルをもたらす魅力的な用法

内 容 日 程

1 1/15（火）

2 1/22（火）

3 1/29（火）

現在時制
現在形・現在進行形を使って日々の出来事を表現する

助動詞
mayとmightで色々なことを予測・想像してみよう

完了時制
現在完了形と過去形の違いとは？

4 2/5（火） あいづちの表現
様々なあいづちの仕方を学び、会話を盛り上げよう！

5 2/12（火） たくさんの～、少しの～
many, much, few, little等の使い方に慣れよう！

6 2/19（火）

7 2/26（火）

8 3/5（火）

enough と too
似ているようで違う、物事の程度を表す表現

分詞の使い方
-ed（過去分詞）と-ing（現在分詞）の便利な用法

仮定法
想像力を鍛えるユニークな仮定法の表現

内 容

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
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　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。役立つイディオムやフレー
ズも満載。授業は英語で行うため、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）

　ウォームアップ→レビュー→教材に沿った練習（質疑応答形式）→ペアワーク→まとめ

講座趣旨

レッスン進行例

　ウォームアップ→レビュー→教材に沿った練習（質疑応答形式）→ペアワーク→まとめ
レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月18日（火）13：00～14：00　　　　●9月25日（火）11：00～12：00
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11 階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

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

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
 て   づか   しゅ    う   こ

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表
 て   づか   しゅ    う   こ

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表

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。役立つイディオムやフレー
ズも満載。授業は英語で行うため、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）

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
定　　　員

火曜日
16名

時　　　間 10：30～12：00
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 -Intermediate- 3rd Edition”

 by Raymond Murphy with William R. Smalzer
 （Cambridge University Press） 3,591円（税込）他プリント教材
※教材購入については、初回講義にてご案内します。

申込締切日 1月7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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月18日（火）13：00～14：00　　　　●9月25日（火）11：00～12：00
●12月13日（木）15：00～16：00
（12月13日（木）のみ「英語で学ぶ現代日本の文化と時事」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240033

講座コード

12240032

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

◎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。講座実施日より2週間以内かつ1日（4時間）分までを限度とします。なお、ライブ録
音のため不備な場合があります。予めご了承下さい。

講座概要
曜日

時間
土曜日　13：30～17：30　（2/2　13：00～18：10、2/23　13：20～15：40）
※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：19,800円／学生：15,800円
教　　　材 「貿易取引の国際ルールと貿易英語入門」

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 1月25日（金）
※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。

コーチング概論：「コーチングって何？」
コミュニケーション技術としての構成要素をしっかりと学びます。

講座概要
曜　　　日
定　　　員

火曜日
16名 回　　　数 10回

時　　　間 10：30～12：00

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）：“ Grammar In Use -Intermediate- 3rd Edition”

 by Raymond Murphy with William R. Smalzer
 （Cambridge University Press） 3,591円（税込）他プリント教材
※教材購入については、初回講義にてご案内します。

申込締切日 10月6日（土）
※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。

日 程

1 10/16（火）

2 10/23（火）

3 10/30（火）

現在時制
現在形を使って日々の習慣を生き生きと表現する

過去時制
過去の動詞を自在に操り過去時制を制覇！

未来時制
willとbe going toはどう違う？

4 11/6（火） 助動詞（1）
couldとwouldで丁寧表現をマスター！

5 11/13（火）助動詞（2）
shouldを使ってアドバイスをしてみよう！

6 11/20（火）

7 11/27（火）

8 12/4（火）

現在完了形
完了形は会話に深みをもたらす不思議な用法

比較級
色々なものを分かりやすく比較してみよう

最上級
「最高です！」の表現を使いこなそう！

9 12/11（火）接続詞
文と文を効果的につなぐ大切な用法

10 12/18（火）仮定法
会話に深みとスリルをもたらす魅力的な用法

内 容 日 程

1 1/15（火）

2 1/22（火）

3 1/29（火）

現在時制
現在形・現在進行形を使って日々の出来事を表現する

助動詞
mayとmightで色々なことを予測・想像してみよう

完了時制
現在完了形と過去形の違いとは？

4 2/5（火） あいづちの表現
様々なあいづちの仕方を学び、会話を盛り上げよう！

5 2/12（火） たくさんの～、少しの～
many, much, few, little等の使い方に慣れよう！

6 2/19（火）

7 2/26（火）

8 3/5（火）

enough と too
似ているようで違う、物事の程度を表す表現

分詞の使い方
-ed（過去分詞）と-ing（現在分詞）の便利な用法

仮定法
想像力を鍛えるユニークな仮定法の表現

内 容

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
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　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。役立つイディオムやフレー
ズも満載。授業は英語で行うため、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）

　ウォームアップ→レビュー→教材に沿った練習（質疑応答形式）→ペアワーク→まとめ

講座趣旨

レッスン進行例

　ウォームアップ→レビュー→教材に沿った練習（質疑応答形式）→ペアワーク→まとめ
レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月20日（木）15：00～16：00　　　　●9月27日（木）11：00～12：00
（両日とも「英語で学ぶ日本文化」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11 階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

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

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
 て   づか   しゅ    う   こ

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表
 て   づか   しゅ    う   こ

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表

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。役立つイディオムやフレー
ズも満載。授業は英語で行うため、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）

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
定　　　員

木曜日
16名

時　　　間 10：30～12：00
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 -Intermediate- 3rd Edition”

 by Raymond Murphy with William R. Smalzer
 （Cambridge University Press） 3,591円（税込）他プリント教材
※教材購入については、初回講義にてご案内します。

申込締切日 1月16日（水）
※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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月20日（木）15：00～16：00　　　　●9月27日（木）11：00～12：00
（両日とも「英語で学ぶ日本文化」と合同）
●12月13日（木）15：00～16：00　　　　●12月20日（木）15：00～16：00
（両日とも「英語で学ぶ現代日本の文化と時事」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240035

講座コード

12240034

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

◎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。講座実施日より2週間以内かつ1日（4時間）分までを限度とします。なお、ライブ録
音のため不備な場合があります。予めご了承下さい。

講座概要
曜日

時間
土曜日　13：30～17：30　（2/2　13：00～18：10、2/23　13：20～15：40）
※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：19,800円／学生：15,800円
教　　　材 「貿易取引の国際ルールと貿易英語入門」

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 1月25日（金）
※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。

コーチング概論：「コーチングって何？」
コミュニケーション技術としての構成要素をしっかりと学びます。

講座概要
曜　　　日
定　　　員

木曜日
16名 回　　　数 10回

時　　　間 10：30～12：00

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）：“ Grammar In Use -Intermediate- 3rd Edition”

 by Raymond Murphy with William R. Smalzer
 （Cambridge University Press） 3,591円（税込）他プリント教材
※教材購入については、初回講義にてご案内します。

申込締切日 10月3日（水）
※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。

日 程

1 10/11（木）

2 10/18（木）

3 10/25（木）

現在時制
現在形を使って日々の習慣を生き生きと表現する

過去時制
過去の動詞を自在に操り過去時制を制覇！

未来時制
willとbe going toはどう違う？

4 11/8（木） 助動詞（1）
couldとwouldで丁寧表現をマスター！

5 11/15（木）助動詞（2）
shouldを使ってアドバイスをしてみよう！

6 11/22（木）

7 11/29（木）

8 12/6（木）

現在完了形
完了形は会話に深みをもたらす不思議な用法

比較級
色々なものを分かりやすく比較してみよう

最上級
「最高です！」の表現を使いこなそう！

9 12/13（木）接続詞
文と文を効果的につなぐ大切な用法

10 12/20（木）仮定法
会話に深みとスリルをもたらす魅力的な用法

内 容 日 程

1 1/24（木）

2 1/31（木）

3 2/7（木）

現在時制
現在形・現在進行形を使って日々の出来事を表現する

助動詞
mayとmightで色々なことを予測・想像してみよう

完了時制
現在完了形と過去形の違いとは？

4 2/14（木） あいづちの表現
様々なあいづちの仕方を学び、会話を盛り上げよう！

5 2/21（木） たくさんの～、少しの～
many, much, few, little等の使い方に慣れよう！

6 2/28（木）

7 3/7（木）

8 3/14（木）

enough と too
似ているようで違う、物事の程度を表す表現

分詞の使い方
-ed（過去分詞）と-ing（現在分詞）の便利な用法

仮定法
想像力を鍛えるユニークな仮定法の表現

内 容

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
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　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。役立つイディオムやフレー
ズも満載。授業は英語で行うため、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）

　ウォームアップ→レビュー→教材に沿った練習（質疑応答形式）→ペアワーク→まとめ

講座趣旨

レッスン進行例

　ウォームアップ→レビュー→教材に沿った練習（質疑応答形式）→ペアワーク→まとめ
レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月20日（木）15：00～16：00　　　　●9月27日（木）11：00～12：00
（両日とも「英語で学ぶ日本文化」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11 階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

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

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
 て   づか   しゅ    う   こ

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表
 て   づか   しゅ    う   こ

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表

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。役立つイディオムやフレー
ズも満載。授業は英語で行うため、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）

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
定　　　員

木曜日
16名

時　　　間 10：30～12：00
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 -Intermediate- 3rd Edition”

 by Raymond Murphy with William R. Smalzer
 （Cambridge University Press） 3,591円（税込）他プリント教材
※教材購入については、初回講義にてご案内します。

申込締切日 1月16日（水）
※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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月20日（木）15：00～16：00　　　　●9月27日（木）11：00～12：00
（両日とも「英語で学ぶ日本文化」と合同）
●12月13日（木）15：00～16：00　　　　●12月20日（木）15：00～16：00
（両日とも「英語で学ぶ現代日本の文化と時事」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240035

講座コード

12240034

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

◎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。講座実施日より2週間以内かつ1日（4時間）分までを限度とします。なお、ライブ録
音のため不備な場合があります。予めご了承下さい。

講座概要
曜日

時間
土曜日　13：30～17：30　（2/2　13：00～18：10、2/23　13：20～15：40）
※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：19,800円／学生：15,800円
教　　　材 「貿易取引の国際ルールと貿易英語入門」

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 1月25日（金）
※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。

コーチング概論：「コーチングって何？」
コミュニケーション技術としての構成要素をしっかりと学びます。

講座概要
曜　　　日
定　　　員

木曜日
16名 回　　　数 10回

時　　　間 10：30～12：00

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）：“ Grammar In Use -Intermediate- 3rd Edition”

 by Raymond Murphy with William R. Smalzer
 （Cambridge University Press） 3,591円（税込）他プリント教材
※教材購入については、初回講義にてご案内します。

申込締切日 10月3日（水）
※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。

日 程

1 10/11（木）

2 10/18（木）

3 10/25（木）

現在時制
現在形を使って日々の習慣を生き生きと表現する

過去時制
過去の動詞を自在に操り過去時制を制覇！

未来時制
willとbe going toはどう違う？

4 11/8（木） 助動詞（1）
couldとwouldで丁寧表現をマスター！

5 11/15（木）助動詞（2）
shouldを使ってアドバイスをしてみよう！

6 11/22（木）

7 11/29（木）

8 12/6（木）

現在完了形
完了形は会話に深みをもたらす不思議な用法

比較級
色々なものを分かりやすく比較してみよう

最上級
「最高です！」の表現を使いこなそう！

9 12/13（木）接続詞
文と文を効果的につなぐ大切な用法

10 12/20（木）仮定法
会話に深みとスリルをもたらす魅力的な用法

内 容 日 程

1 1/24（木）

2 1/31（木）

3 2/7（木）

現在時制
現在形・現在進行形を使って日々の出来事を表現する

助動詞
mayとmightで色々なことを予測・想像してみよう

完了時制
現在完了形と過去形の違いとは？

4 2/14（木） あいづちの表現
様々なあいづちの仕方を学び、会話を盛り上げよう！

5 2/21（木） たくさんの～、少しの～
many, much, few, little等の使い方に慣れよう！

6 2/28（木）

7 3/7（木）

8 3/14（木）

enough と too
似ているようで違う、物事の程度を表す表現

分詞の使い方
-ed（過去分詞）と-ing（現在分詞）の便利な用法

仮定法
想像力を鍛えるユニークな仮定法の表現

内 容

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
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　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ます。ブ
ロークンな英語から脱し、自分の意図を正確に伝える訓練をすると共に、会話力を効率
的に強化することが目標です。役立つ語彙やフレーズも満載。会議や商談にも役立ちま
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、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（講座で主となるのは中学英語レベル）

　ウォームアップ→レビュー→教材に沿った練習（質疑応答形式）→ペアワーク→まとめ

講座趣旨

レッスン進行例

　ウォームアップ→レビュー→教材に沿った練習（質疑応答形式）→ペア･グループ演習→まとめ
レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月8日（土）11：00～12：00　　　　●9月29日（土）11：00～12：00
（両日とも「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」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

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

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
 て   づか   しゅ    う   こ

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表
 て   づか   しゅ    う   こ

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表

　仕事に使えるビジネス英会話とコミュニケーションスキルを演習を通し習得します。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や表現力を身につ
け、自分の意見を分かりやすく伝える訓練も行います。役立つ語彙やフレーズも満載。授
業は英語で行うため、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、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：TOEIC®500点前後

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
定　　　員

土曜日
16名

時　　　間 13：00～14：30
回　　　数 8回

受　講　料 一般：24,000円／学生：22,000円
教　　　材 プリント教材 ※教材費は受講料に含まれています。
申込締切日 10月5日（金）

※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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月8日（土）11：00～12：00　　　　●9月29日（土）11：00～12：00
（両日とも「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」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240037

講座コード

12240036

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

◎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。講座実施日より2週間以内かつ1日（4時間）分までを限度とします。なお、ライブ録
音のため不備な場合があります。予めご了承下さい。

講座概要
曜日

時間
土曜日　13：30～17：30　（2/2　13：00～18：10、2/23　13：20～15：40）
※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：19,800円／学生：15,800円
教　　　材 「貿易取引の国際ルールと貿易英語入門」

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 1月25日（金）
※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。

コーチング概論：「コーチングって何？」
コミュニケーション技術としての構成要素をしっかりと学びます。

講座概要
曜　　　日
定　　　員

土曜日
16名 回　　　数 8回

時　　　間 10：30～12：00

受　講　料 一般：24,000円／学生：22,000円（テキスト代含まず）
教　　　材 プリント教材 ※教材費は受講料に含まれています。
申込締切日 10月5日（金）

※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。

日 程

1 10/13（土）

3 10/27（土）

現在形・過去形
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！

2 10/20（土）
未来形
‘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！

完了形
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！

4 11/10（土）
比較級・最上級
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！

5 11/17（土）
受動態
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

6 11/24（土）

7 12/1（土）

8 12/8（土）

助動詞
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、様々な気持
ちを幅広く表現してみよう！
関係詞
‘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

仮定法
「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！

内 容 日 程

1 10/13（土）

2 10/20（土）

3 10/27（土）

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の発想力、質問力、傾聴力を鍛える！
英語の電話応対スキルを磨く
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！
ロジカルに話すとは？
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！

4 11/10（土）
英語の敬語を使いこなす！
WouldやMayだけじゃない！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！

5 11/17（土）
e-mailライティングのコツをつかむ
読み手の立場に立った、分かりやすくロジカルなe-mailを書くコツとは？基本
文法も復習しながら実践練習！

6 11/24（土）

7 12/1（土）

8 12/8（土）

速読力は仕事力！
速読スキルの「チャンク読み」「スキミング」「スキャニング」等にトライ。ビジネ
ス文書やTOEICを読むのがラクになる！
交渉してみよう！
ちょっとした交渉事や顧客対応に役立つ表現をマスター！自分の要求を分かり
やすく伝えるコツを学ぼう！
効果的にプレゼンする
「序論・本論・結論」の分かりやすい組み立て方、効果的なボディランゲージ、
スマートな質疑応答スキルを習得！

内 容

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
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　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ます。ブ
ロークンな英語から脱し、自分の意図を正確に伝える訓練をすると共に、会話力を効率
的に強化することが目標です。役立つ語彙やフレーズも満載。会議や商談にも役立ちま
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、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（講座で主となるのは中学英語レベル）

　ウォームアップ→レビュー→教材に沿った練習（質疑応答形式）→ペアワーク→まとめ

講座趣旨

レッスン進行例

　ウォームアップ→レビュー→教材に沿った練習（質疑応答形式）→ペア･グループ演習→まとめ
レッスン進行例

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月8日（土）11：00～12：00　　　　●9月29日（土）11：00～12：00
（両日とも「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」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

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

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
 て   づか   しゅ    う   こ

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表
 て   づか   しゅ    う   こ

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表

　仕事に使えるビジネス英会話とコミュニケーションスキルを演習を通し習得します。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や表現力を身につ
け、自分の意見を分かりやすく伝える訓練も行います。役立つ語彙やフレーズも満載。授
業は英語で行うため、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、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：TOEIC®500点前後

講座趣旨

講座概要
曜　　　日
定　　　員

土曜日
16名

時　　　間 13：00～14：30
回　　　数 8回

受　講　料 一般：24,000円／学生：22,000円
教　　　材 プリント教材 ※教材費は受講料に含まれています。
申込締切日 10月5日（金）

※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。

ガイダンス・デモレッスン（無料・予約不要）
●9月8日（土）11：00～12：00　　　　●9月29日（土）11：00～12：00
（両日とも「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」と合同）
※会場：駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）
※受講後のレベルの不一致を避けるため、ぜひご参加ください。

講座コード

12240037

講座コード

12240036

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

◎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。講座実施日より2週間以内かつ1日（4時間）分までを限度とします。なお、ライブ録
音のため不備な場合があります。予めご了承下さい。

講座概要
曜日

時間
土曜日　13：30～17：30　（2/2　13：00～18：10、2/23　13：20～15：40）
※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：19,800円／学生：15,800円
教　　　材 「貿易取引の国際ルールと貿易英語入門」

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 1月25日（金）
※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。

コーチング概論：「コーチングって何？」
コミュニケーション技術としての構成要素をしっかりと学びます。

講座概要
曜　　　日
定　　　員

土曜日
16名 回　　　数 8回

時　　　間 10：30～12：00

受　講　料 一般：24,000円／学生：22,000円（テキスト代含まず）
教　　　材 プリント教材 ※教材費は受講料に含まれています。
申込締切日 10月5日（金）

※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。

日 程

1 10/13（土）

3 10/27（土）

現在形・過去形
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！

2 10/20（土）
未来形
‘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！

完了形
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！

4 11/10（土）
比較級・最上級
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！

5 11/17（土）
受動態
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

6 11/24（土）

7 12/1（土）

8 12/8（土）

助動詞
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、様々な気持
ちを幅広く表現してみよう！
関係詞
‘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

仮定法
「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！

内 容 日 程

1 10/13（土）

2 10/20（土）

3 10/27（土）

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の発想力、質問力、傾聴力を鍛える！
英語の電話応対スキルを磨く
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！
ロジカルに話すとは？
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！

4 11/10（土）
英語の敬語を使いこなす！
WouldやMayだけじゃない！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！

5 11/17（土）
e-mailライティングのコツをつかむ
読み手の立場に立った、分かりやすくロジカルなe-mailを書くコツとは？基本
文法も復習しながら実践練習！

6 11/24（土）

7 12/1（土）

8 12/8（土）

速読力は仕事力！
速読スキルの「チャンク読み」「スキミング」「スキャニング」等にトライ。ビジネ
ス文書やTOEICを読むのがラクになる！
交渉してみよう！
ちょっとした交渉事や顧客対応に役立つ表現をマスター！自分の要求を分かり
やすく伝えるコツを学ぼう！
効果的にプレゼンする
「序論・本論・結論」の分かりやすい組み立て方、効果的なボディランゲージ、
スマートな質疑応答スキルを習得！

内 容

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
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資格講座講師紹介

◎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。講座実施日より2週間以内かつ1日（4時間）分までを限度とします。なお、ライブ録
音のため不備な場合があります。予めご了承下さい。

講座概要
曜日

時間
土曜日　13：30～17：30　（2/2　13：00～18：10、2/23　13：20～15：40）
※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：19,800円／学生：15,800円
教　　　材 「貿易取引の国際ルールと貿易英語入門」

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 1月25日（金）
※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。

講師の肩書きは2012年6月現在
50音順に掲載

青柳 英治　明治大学文学部准教授
　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）。主な著作に『専門図書館の人的資源管理』（単著、勉誠
出版、2012年）、『図書館・図書館学の発展：21世紀初頭の図書館』（共
著、日本図書館研究会、2010年）などがある。

あおやぎ   えい  じ

荒木 佳幸　弁理士（松岡国際特許事務所） アイピーシー・新橋ゼミ講師
　メーカーでの開発・設計職を経て知的財産部に異動。知的財産部勤務中
に弁理士試験及び知的財産検定1級に合格。現在、特許事務所に勤務し、
電子・情報系を中心とした国内、外国特許の権利化業務に従事している。

あら  き    よし ゆき

いし  い    ちから

石井 力　税理士（東京シティ税理士事務所）
　税理士。著・編書「相続の節税と手続きがぜんぶわかる本」あさ出版他。

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
理論的諸層」（高林龍編）「知的財産法制の再構築」（日本評論社）ほか。

いま むら   てつ  や

大河内 満博　資格の学校TAC社会保険労務士講座講師
　早稲田大学教育学部卒。公教育ではできない理想の教育を目指して学
習塾運営、地域教育などに携わる。大手予備校講師を経て、社会保険労務
士の受験講師として活躍。法律と心理学の知識を応用した、判りやすく丁
寧な講義は、受講生から多大な信頼を得ている。

 おおこうち    みつひろ

大橋 勇太　税理士（東京シティ税理士事務所）
　税理士。著・編書「アパート・マンション経営がぜんぶわかる本」あさ出版他。

おお はし   ゆう  た

金子 敏哉　明治大学法学部専任講師
　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。

かね  こ    とし  や

沖倉 功能　有限会社ピージェイハーベスト代表取締役 株式会社経済法令研究会 講師 社会保険労務士・ＣＦＰ
　平成3年早稲田大学教育学部卒業後、千代田火災海上保険株式会社（現：あい
おいニッセイ同和損保）入社。その後、会計事務所を母体とした独立系ＦＰ会社に
勤務し、ＦＰ資格取得講座や企業向けライフプランセミナーの講師を担当する。
1999年に独立、2004年に事務所を法人化し現在に至る。ＦＰ会社時代から講師
を専門業務としており、現在では年間150回前後のセミナー・研修を行なっている。

おき くら　かつ よし

鎌倉 幸子　公益社団法人シャンティ国際ボランティア会広報課長兼岩手事務所図書館事業スーパーバイザー
　アメリカ・ヴァーモント州School for International Trainingで異文化経営学の修士号。
1999年、SVAに入職、カンボジア王国へ赴任、図書館事業課の調整員となる。2007年帰国、
東京事務所海外事業課、国内事業課、広報課を経て、2011年6月より広報課長兼岩手事務所
図書館事業スーパーバイザーとして津波で被害を受けた陸前高田市、大船渡市、大槌町、山
田町で移動図書館プロジェクトを開始。本の貸出しや人が集まるスペース作りを実施。

かま くら   さち  こ

清田 陽司　株式会社ネクスト 技術基盤本部 リッテル研究所 所長
　自然言語処理アプリケーションおよび情報検索技術の研究者。2007年産学
連携ベンチャー（株）リッテルの起業に関わり、国立国会図書館リサーチ・ナビな
どの開発に携わる。2011年（株）ネクストに設立されたリッテル研究所の所長
に着任。京都大学大学院情報学研究科博士課程修了。2004年から2011年ま
で東京大学情報基盤センター助手・助教・特任講師。博士（情報学）。

きよ　た　 よう  じ

葛原 久美　株式会社ベリース代表
　明治大学法学部卒業。長年、各種国家試験の教材制作に携わる。これま
で手がけた教材は、行政書士、社労士、司法書士、司法試験など。徹底的な
分析に基づく出題予測は、抜群の的中率を誇る。行政書士試験にも合格。

くず はら   く    み

熊谷 慎一郎　宮城県図書館
　東北大学国際文化研究科修了。平成17年4月，宮城県入庁（宮城県教
育委員会司書）。宮城県図書館調査班（新聞雑誌室、調査相談カウンター、
みやぎ資料室）を経て、平成21年4月から企画協力班に配属。主に市町村
図書館への支援を中心とした業務を担当。

くまがい   しんいち ろう

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。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、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。

こし みず  はじめ

今野 英山　緑のコンサルタント「モリーユ」代表
　千葉大学造園学科卒、竹中工務店技術研究所にて「自然と共存した開
発」に多数参画後、都市緑化と環境のプロとして独立。屋上開発研究会技
術開発部会長。技術士（都市及び地方計画）著書に室内緑化デザイン（共
著）など。

こん  の    えいざん

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
　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

資格・実務講座講師紹介
講師の肩書きは2012年7月現在
50音順に掲載
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資格講座講師紹介

◎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。講座実施日より2週間以内かつ1日（4時間）分までを限度とします。なお、ライブ録
音のため不備な場合があります。予めご了承下さい。

講座概要
曜日

時間
土曜日　13：30～17：30　（2/2　13：00～18：10、2/23　13：20～15：40）
※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：19,800円／学生：15,800円
教　　　材 「貿易取引の国際ルールと貿易英語入門」

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 1月25日（金）
※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。

講師の肩書きは2012年6月現在
50音順に掲載

青柳 英治　明治大学文学部准教授
　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）。主な著作に『専門図書館の人的資源管理』（単著、勉誠
出版、2012年）、『図書館・図書館学の発展：21世紀初頭の図書館』（共
著、日本図書館研究会、2010年）などがある。

あおやぎ   えい  じ

荒木 佳幸　弁理士（松岡国際特許事務所） アイピーシー・新橋ゼミ講師
　メーカーでの開発・設計職を経て知的財産部に異動。知的財産部勤務中
に弁理士試験及び知的財産検定1級に合格。現在、特許事務所に勤務し、
電子・情報系を中心とした国内、外国特許の権利化業務に従事している。

あら  き    よし ゆき

いし  い    ちから

石井 力　税理士（東京シティ税理士事務所）
　税理士。著・編書「相続の節税と手続きがぜんぶわかる本」あさ出版他。

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
理論的諸層」（高林龍編）「知的財産法制の再構築」（日本評論社）ほか。

いま むら   てつ  や

大河内 満博　資格の学校TAC社会保険労務士講座講師
　早稲田大学教育学部卒。公教育ではできない理想の教育を目指して学
習塾運営、地域教育などに携わる。大手予備校講師を経て、社会保険労務
士の受験講師として活躍。法律と心理学の知識を応用した、判りやすく丁
寧な講義は、受講生から多大な信頼を得ている。

 おおこうち    みつひろ

大橋 勇太　税理士（東京シティ税理士事務所）
　税理士。著・編書「アパート・マンション経営がぜんぶわかる本」あさ出版他。

おお はし   ゆう  た

金子 敏哉　明治大学法学部専任講師
　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。

かね  こ    とし  や

沖倉 功能　有限会社ピージェイハーベスト代表取締役 株式会社経済法令研究会 講師 社会保険労務士・ＣＦＰ
　平成3年早稲田大学教育学部卒業後、千代田火災海上保険株式会社（現：あい
おいニッセイ同和損保）入社。その後、会計事務所を母体とした独立系ＦＰ会社に
勤務し、ＦＰ資格取得講座や企業向けライフプランセミナーの講師を担当する。
1999年に独立、2004年に事務所を法人化し現在に至る。ＦＰ会社時代から講師
を専門業務としており、現在では年間150回前後のセミナー・研修を行なっている。

おき くら　かつ よし

鎌倉 幸子　公益社団法人シャンティ国際ボランティア会広報課長兼岩手事務所図書館事業スーパーバイザー
　アメリカ・ヴァーモント州School for International Trainingで異文化経営学の修士号。
1999年、SVAに入職、カンボジア王国へ赴任、図書館事業課の調整員となる。2007年帰国、
東京事務所海外事業課、国内事業課、広報課を経て、2011年6月より広報課長兼岩手事務所
図書館事業スーパーバイザーとして津波で被害を受けた陸前高田市、大船渡市、大槌町、山
田町で移動図書館プロジェクトを開始。本の貸出しや人が集まるスペース作りを実施。

かま くら   さち  こ

清田 陽司　株式会社ネクスト 技術基盤本部 リッテル研究所 所長
　自然言語処理アプリケーションおよび情報検索技術の研究者。2007年産学
連携ベンチャー（株）リッテルの起業に関わり、国立国会図書館リサーチ・ナビな
どの開発に携わる。2011年（株）ネクストに設立されたリッテル研究所の所長
に着任。京都大学大学院情報学研究科博士課程修了。2004年から2011年ま
で東京大学情報基盤センター助手・助教・特任講師。博士（情報学）。

きよ　た　 よう  じ

葛原 久美　株式会社ベリース代表
　明治大学法学部卒業。長年、各種国家試験の教材制作に携わる。これま
で手がけた教材は、行政書士、社労士、司法書士、司法試験など。徹底的な
分析に基づく出題予測は、抜群の的中率を誇る。行政書士試験にも合格。

くず はら   く    み

熊谷 慎一郎　宮城県図書館
　東北大学国際文化研究科修了。平成17年4月，宮城県入庁（宮城県教
育委員会司書）。宮城県図書館調査班（新聞雑誌室、調査相談カウンター、
みやぎ資料室）を経て、平成21年4月から企画協力班に配属。主に市町村
図書館への支援を中心とした業務を担当。

くまがい   しんいち ろう

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。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、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。

こし みず  はじめ

今野 英山　緑のコンサルタント「モリーユ」代表
　千葉大学造園学科卒、竹中工務店技術研究所にて「自然と共存した開
発」に多数参画後、都市緑化と環境のプロとして独立。屋上開発研究会技
術開発部会長。技術士（都市及び地方計画）著書に室内緑化デザイン（共
著）など。

こん  の    えいざん

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
　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

資格・実務講座講師紹介
講師の肩書きは2012年7月現在
50音順に掲載
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◎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。講座実施日より2週間以内かつ1日（4時間）分までを限度とします。なお、ライブ録
音のため不備な場合があります。予めご了承下さい。

講座概要
曜日

時間
土曜日　13：30～17：30　（2/2　13：00～18：10、2/23　13：20～15：40）
※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：19,800円／学生：15,800円
教　　　材 「貿易取引の国際ルールと貿易英語入門」

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 1月25日（金）
※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。

コーチング概論：「コーチングって何？」
コミュニケーション技術としての構成要素をしっかりと学びます。

南 涼子　一般社団法人日本ユニバーサルカラー協会理事長 IACC国際カラーコンサルタント
　健康検定協会理事、日本セルフアートケア研究学会監事。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

柳瀬 寛夫　（株）岡田新一設計事務所 取締役社長 執行役員
　早稲田大学大学院修士課程（建築計画・穂積信夫研究室）卒業／明治大学
文学部兼任講師、早稲田大学教育学部非常勤講師、日本図書館協会施設委
員会委員等を務める。／設計担当例：愛知県日進市立図、新潟市立中央図、東
京都あきる野市中央＋東部図エル、我孫子市生涯学習センター、静岡県吉田
町立図＋理科館、麗澤大学新校舎あすなろ、初台リハビリテーション病院など。

やな  せ    ひろ  お

柳瀬 誠　広告代理店 クリエーティブ ディレクター
　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る。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

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10期目となり、合格実績を
上げている。

よし ざわ  せい いち

米田 龍玄　弁護士（東京弁護士会所属）
　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。弁護士と
して第一線で活躍する一方、平成20年より本講座を担当。実務を交えた
分かりやすい講義に定評がある。
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

満尾 哲広　フルライトスペース株式会社代表取締役
　1974年生まれ。図書館および図書館を含む複合施設などの事業運営企
画事業を手掛ける。千代田区立千代田図書館にて、事業企画、開館準備を
含む運営業務を企画・システム・広報等の業務責任者を担当し、その後、日
比谷図書文化館の事業企画、開館準備等にも従事した。現在は、運営手法
に関わらず、公共とのつなぎ役として新たな図書館づくりを進めている。

みつ  お   あき ひろ

竹内 弘光　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
　高等教育、専門教育において教鞭を振るい、現在、明治大学をはじめと
した教育機関、地方自治体、食品メーカー、百貨店において講習会やセミ
ナー、講演会と幅広く活躍している。「なる本食生活アドバイザー®」「食生
活アドバイザー®テキスト」など多数の著作も手掛けている。

たけ うち  ひろ みつ

阪田 蓉子　元明治大学文学部教授、日本図書館文化史研究会前代表
　図書の文化史および地域情報サービスが研究課題。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。教材用DVD監
修「図書の文化史―明治大学図書館所蔵資料」。明治大学図書館情報学
研究会会長、日本図書館情報学会監事。

さか  た    よう  こ

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代表取締役及び国際コミュニティ学院学院長。（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。一般社団法人国際貿易マネジメント協
会試験委員。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

深谷 綾子　税理士（東京シティ税理士事務所）
　税理士。著・編書「個人事業と株式会社どっちがとく？がすべてわかる
本」あさ出版他。

ふか  や    あや  こ

藤田 茂　有限会社緑花技研代表
　東京農業大学造園学科卒、曽田香料株式会社農産部、日比谷アメニス
を経て、2002年緑花技研を設立し独立 （財）都市緑化機構特殊緑化共同
研究会委員長 「屋上・ベランダベからず集」ほか共著多数。

ふじ  た    しげる

前田 正明　屋上緑化マネージメントサービス代表
　東邦レオ緑化事業部を経て独立 屋上緑化の設計から施工、維持管理な
ど全般にわたって活躍　屋上開発研究会広報部会長。（財）都市緑化機構
特殊緑化共同研究会運営委員。

まえ   だ    まさ あき

松本 薫　アルザシーアンドディー代表
　武蔵工業大学（現東京都市大学）大学院工学部建築学科卒、１級建築
士事務所を設立し個人住宅、マンション、オフィスビルなど多数手掛ける。
屋上開発研究会事業企画部会長。「美しいまちをつくるための壁面緑化」
他を共同執筆。

まつ もと   かおる
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◎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。講座実施日より2週間以内かつ1日（4時間）分までを限度とします。なお、ライブ録
音のため不備な場合があります。予めご了承下さい。

講座概要
曜日

時間
土曜日　13：30～17：30　（2/2　13：00～18：10、2/23　13：20～15：40）
※講義の途中に休憩が入る場合があります。

定　　　員 30名 回　　　数 4回
受　講　料 一般：19,800円／学生：15,800円
教　　　材 「貿易取引の国際ルールと貿易英語入門」

※教材費は受講料に含まれています。

申込締切日 1月25日（金）
※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。

コーチング概論：「コーチングって何？」
コミュニケーション技術としての構成要素をしっかりと学びます。

南 涼子　一般社団法人日本ユニバーサルカラー協会理事長 IACC国際カラーコンサルタント
　健康検定協会理事、日本セルフアートケア研究学会監事。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
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みなみ  りょう こ
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員会委員等を務める。／設計担当例：愛知県日進市立図、新潟市立中央図、東
京都あきる野市中央＋東部図エル、我孫子市生涯学習センター、静岡県吉田
町立図＋理科館、麗澤大学新校舎あすなろ、初台リハビリテーション病院など。

やな  せ    ひろ  お

柳瀬 誠　広告代理店 クリエーティブ ディレクター
　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る。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

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る。丁寧にポイントを提示していく講義には、定評があ
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よし ざわ  せい いち
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　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。弁護士と
して第一線で活躍する一方、平成20年より本講座を担当。実務を交えた
分かりやすい講義に定評がある。
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。
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画事業を手掛ける。千代田区立千代田図書館にて、事業企画、開館準備を
含む運営業務を企画・システム・広報等の業務責任者を担当し、その後、日
比谷図書文化館の事業企画、開館準備等にも従事した。現在は、運営手法
に関わらず、公共とのつなぎ役として新たな図書館づくりを進めている。

みつ  お   あき ひろ

竹内 弘光　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
　高等教育、専門教育において教鞭を振るい、現在、明治大学をはじめと
した教育機関、地方自治体、食品メーカー、百貨店において講習会やセミ
ナー、講演会と幅広く活躍している。「なる本食生活アドバイザー®」「食生
活アドバイザー®テキスト」など多数の著作も手掛けている。
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　図書の文化史および地域情報サービスが研究課題。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。教材用DVD監
修「図書の文化史―明治大学図書館所蔵資料」。明治大学図書館情報学
研究会会長、日本図書館情報学会監事。

さか  た    よう  こ

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代表取締役及び国際コミュニティ学院学院長。（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。一般社団法人国際貿易マネジメント協
会試験委員。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

深谷 綾子　税理士（東京シティ税理士事務所）
　税理士。著・編書「個人事業と株式会社どっちがとく？がすべてわかる
本」あさ出版他。
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藤田 茂　有限会社緑花技研代表
　東京農業大学造園学科卒、曽田香料株式会社農産部、日比谷アメニス
を経て、2002年緑花技研を設立し独立 （財）都市緑化機構特殊緑化共同
研究会委員長 「屋上・ベランダベからず集」ほか共著多数。

ふじ  た    しげる

前田 正明　屋上緑化マネージメントサービス代表
　東邦レオ緑化事業部を経て独立 屋上緑化の設計から施工、維持管理な
ど全般にわたって活躍　屋上開発研究会広報部会長。（財）都市緑化機構
特殊緑化共同研究会運営委員。

まえ   だ    まさ あき

松本 薫　アルザシーアンドディー代表
　武蔵工業大学（現東京都市大学）大学院工学部建築学科卒、１級建築
士事務所を設立し個人住宅、マンション、オフィスビルなど多数手掛ける。
屋上開発研究会事業企画部会長。「美しいまちをつくるための壁面緑化」
他を共同執筆。
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語学講師紹介
講師の肩書きは2012年6月現在
50音順に掲載

飯田 健雄　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
　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。

いい  だ　 たけ お

Kermit Carvell　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
　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。

 カ ー ミ ッ ト ・ カ ー ベ ル

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し
ます。

TAC専任講師
　経験豊富なTAC 専任講師が担当します。

手塚 朱羽子　Effectcom（エフェクトコム）代表
　これまで貿易業務やTV番組制作（於英国）、通訳、留学事業、企業研修
企画等に従事。現在、英語教育コンサルの他、企業や教育機関にてビジネ
ス英語やコミュニケーション教育を行う。通訳案内士、英検面接委員、キャ
リア・ディベロプメント・アドバイザー。

 て　づか　しゅ  う   こ

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

バークレーハウス語学センター専任韓国語講師
　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教師が担当し
ます。

リンゲージ株式会社 コーポレート事業部（旧タイムライフ事業部）日本人講師
　大学や数多くの優良企業で語学研修の実績があるリンゲージ株式会社
から厳選されたベテラン日本人講師が担当致します。
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サイマル・アカデミー法人事業部講師
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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し
ます。
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　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

バークレーハウス語学センター専任韓国語講師
　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教師が担当し
ます。

リンゲージ株式会社 コーポレート事業部（旧タイムライフ事業部）日本人講師
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明治大学黒川農場
■小田急多摩線「黒川」駅から1.6ｋｍ
　徒歩約20分（公共バス等の運行はありません）
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1 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。

2 会員資格は入会年度を含め、3年度間有効です（2012年度入会の方は2015年3月
末日まで）。

3 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。

※本学教職員（専任教職員、兼任講師、嘱託職員等を含む）の方は無料です。
　講座初回時に教職員証等をお持ちください。

■会員制度・入会

1 新規入会の方は、入会金3,000 円が必要です。
2 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。

3 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。

4 一度納入された入会金はお返しできません。

■入会金

1 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・カードの発行手続きが必要です。

⑴ライブラリー・カードの発行に必要なもの
 ①リバティアカデミー会員証
 ②住所を確認できるもの（運転免許証または健康保険証）
 ③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）

⑵ライブラリー・カード発行場所
 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

⑶図書館入館ゲートについて
 ライブラリー・カードをお持ちの方は、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・カードをご利用ください。

2 オープン講座へのご招待、ご優待。
3 優先受付期間での受講申込。
4 レストラン「サロン燦」、カフェ「パンセ」が飲食代10%割引。
5 博物館が主催する特別企画展へのご招待。
6 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。
7 学内の書店で、図書・雑誌が10%割引。

■入会の特典

半　額

無　料

対　象割　引 ご持参証明書

入会と受講のご案内
（入会規約）
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。

明治大学カード会員
福利厚生会員（福利厚生倶楽部、CLUB 
CCI、ふろむな倶楽部、Club Off Alliance、
ベネフィット・ステーション）
学生・生徒

明治大学カード
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
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1 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。
2 会員資格は入会年度を含め、3年度間有効です（2012年度入会の方は2015年3月
末日まで）。
3 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。

※本学教職員（専任教職員、兼任講師、嘱託職員等を含む）の方は無料です。
　講座初回時に教職員証等をお持ちください。

■会員制度・入会

1 新規入会の方は、入会金3,000 円が必要です。
2 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。
3 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。

4 一度納入された入会金はお返しできません。

■入会金

1 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・カードの発行手続きが必要です。
⑴ライブラリー・カードの発行に必要なもの
 ①リバティアカデミー会員証
 ②住所を確認できるもの（運転免許証または健康保険証）
 ③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）
⑵ライブラリー・カード発行場所
 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
⑶図書館入館ゲートについて
 ライブラリー・カードをお持ちの方は、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・カードをご利用ください。
2 オープン講座へのご招待、ご優待。
3 優先受付期間での受講申込。
4 レストラン「サロン燦」、カフェ「パンセ」が飲食代10%割引。
5 博物館が主催する特別企画展へのご招待。
6 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。
7 学内の書店で、図書・雑誌が10%割引。

■入会の特典

半　額

無　料

対　象割　引 ご持参証明書

入会と受講のご案内
（入会規約）
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。

明治大学カード会員
福利厚生会員（福利厚生倶楽部、CLUB 
CCI、ふろむな倶楽部、Club Off Alliance、
ベネフィット・ステーション）
学生・生徒

明治大学カード
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
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1 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。
2 会員有効期限2013年3月の方は、2013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。

3 更新料は2,000円（明治大学カード会員は1,000円）です（3年度間有効）。

する制度です。
2 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。

■会員更新

1 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
■修了制度

1 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。
2 再入会の場合、入会金は3,000円（3年度間有効）です。
3 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。

■再入会

1 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。
2 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場合、提示し
てください。

3 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 対象の方には「修了証書」および「記念品」を授与します。

■会員証

1 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）。

■履修証書

1 各講座とも定員になり次第、受付を締め切ります。
2 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。
3 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。

4 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 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。

※2 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。

※3 本学教職員（専任教職員、兼任講師、嘱託職員等を含む）の方は、学生料金です。講座初回に教職員証等
をご持参ください。

■講座申込・お支払い

1 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。

2 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。

3 割引の併用はできません。

■受講料の割引

1 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。
2 講座が中止された場合、開講日から起算して7日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）を返金いたします。返金は銀行振込になります。なお、

■講座中止

1 『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。

2 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。

3 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。

4 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。

5 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。

6 年2回（9月、3月）、リバティアカデミーホームページ上の「会員のページ→マイペジ
メニュー→講座受講履歴（APの確認）」にて、講座のポイントの修得状況をご確認く
ださい。なお、希望者には郵送にて講座のポイントの修得状況をお知らせします。

7 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。

8 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。

■アカデミー・ポイント制度

〔ポイントの種類〕

〔ポイント数の基準〕

名　称
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

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
15.0時間以上22.5時間未満
22.5時間以上30.0時間未満

ポイント対象となる講座
ポイントなし

1AP
2AP
3AP

以下、同基準にて算出

〔ポイント数の基準〕

（※）指定する学習成果の提出

AP（リベラルアーツ）の方修了ポイント数
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★★ダブル

（リベラルアーツ）
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・ドクター
（リベラルアーツ）

10AP

20AP

30AP

50AP（※）

50%（※1）

20%

10%

AP（ビジネス・アドミニストレーション）の方

割引区分割引率 ご持参証明書

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）

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）
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）

アカデミー・ドクター
（ビジネス・アドミニストレーション）

割引対象外講座
オープン講座・特別企画講座・TOEIC®IP・TOEFL®ITP

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。

明治大学カード会員
福利厚生会員（福利厚生倶楽部、CLUB 
CCI、ふろむな倶楽部、Club Off Alliance、
ベネフィット・ステーション）

リバティアカデミー特別会員
法人会員

学生・生徒（※2）（※3）

明治大学カード
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

特別会員証（創立120周年記念特別会員証）
社員証またはそれに準ずるもの

学生証

※上記の他にも一部割引対象外となるものがあります。個別の講座概要をご確認ください。
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1 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。
2 会員有効期限2013年3月の方は、2013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。

3 更新料は2,000円（明治大学カード会員は1,000円）です（3年度間有効）。

する制度です。
2 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。

■会員更新

1 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
■修了制度

1 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。
2 再入会の場合、入会金は3,000円（3年度間有効）です。
3 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。

■再入会

1 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。
2 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場合、提示し
てください。

3 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 対象の方には「修了証書」および「記念品」を授与します。

■会員証

1 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）。

■履修証書

1 各講座とも定員になり次第、受付を締め切ります。
2 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。
3 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。
4 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 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。

※2 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。

※3 本学教職員（専任教職員、兼任講師、嘱託職員等を含む）の方は、学生料金です。講座初回に教職員証等
をご持参ください。

■講座申込・お支払い

1 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。
2 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。
3 割引の併用はできません。

■受講料の割引

1 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。
2 講座が中止された場合、開講日から起算して7日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）を返金いたします。返金は銀行振込になります。なお、

■講座中止

1 『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。

2 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。

3 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。

4 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。

5 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。

6 年2回（9月、3月）、リバティアカデミーホームページ上の「会員のページ→マイペジ
メニュー→講座受講履歴（APの確認）」にて、講座のポイントの修得状況をご確認く
ださい。なお、希望者には郵送にて講座のポイントの修得状況をお知らせします。

7 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。

8 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。

■アカデミー・ポイント制度

〔ポイントの種類〕

〔ポイント数の基準〕

名　称
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

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
15.0時間以上22.5時間未満
22.5時間以上30.0時間未満

ポイント対象となる講座
ポイントなし

1AP
2AP
3AP

以下、同基準にて算出

〔ポイント数の基準〕

（※）指定する学習成果の提出

AP（リベラルアーツ）の方修了ポイント数
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★★ダブル

（リベラルアーツ）
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・ドクター
（リベラルアーツ）

10AP

20AP

30AP

50AP（※）

50%（※1）

20%

10%

AP（ビジネス・アドミニストレーション）の方

割引区分割引率 ご持参証明書

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）

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）
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）

アカデミー・ドクター
（ビジネス・アドミニストレーション）

割引対象外講座
オープン講座・特別企画講座・TOEIC®IP・TOEFL®ITP

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。

明治大学カード会員
福利厚生会員（福利厚生倶楽部、CLUB 
CCI、ふろむな倶楽部、Club Off Alliance、
ベネフィット・ステーション）

リバティアカデミー特別会員
法人会員

学生・生徒（※2）（※3）

明治大学カード
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

特別会員証（創立120周年記念特別会員証）
社員証またはそれに準ずるもの

学生証

※上記の他にも一部割引対象外となるものがあります。個別の講座概要をご確認ください。
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 当該年度内に返金手続きに必要な書類をご提出いただけない場合は、返金の権利
を放棄したものとみなします。

1 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。

2 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、キャンセル1回（同
時に複数講座をキャンセルする場合、キャンセル料の高い方を適用）につき下記の
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。なお、当該年度内に返金
手続きに必要な書類をご提出いただけない場合は、返金の権利を放棄したものと
みなします。

■受講キャンセル・講座変更

3 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。

4 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。
 ※TOEIC® IP、TOEFL® ITP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。

1 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。

2 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。

■休講・補講・代講

1 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）。

2 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。

3 教材・テキスト、資料のみの販売はいたしません。
4 教材・テキスト、文房具などの貸し出しはいたしません。
5 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。
6 欠席された講義において配布資料がある場合は、後日事務局窓口にてお渡しします。

■教室案内・テキスト

1 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。
2 教室内での喫煙・飲食はご遠慮ください。
3 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、受講資格の取り消しや受講をお断りする場合があります。

4 貴重品は必ず手元に置き、盗難・紛失にはご注意ください。
5 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）。
6 教室内では許可なく録音・録画・撮影することはできません。

■その他

◆講座開講日から起算して8日前まで 1,000円
◆講座開講日から起算して7日前から前日まで 3,000円

2012年7月改定

Q 初めて申し込みたいのですが？
A 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。
Q 友人の分の申込はできますか？
A 受講されるご本人様が直接お申し込みください。
Q 受講料の支払いはどうすればいいですか？
A クレジットカードまたはコンビニでのお支払いとなります。
 インターネットからクレジットカードでお支払いいただく方法と、お近くのコンビニにてお
支払いいただく方法の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。

Q 受講料を支払い忘れた場合どうすればいいですか？
A 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
必ず払込金受領証等入金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。
Q 会員証はいつもらえますか？
A 通常入金後1ヶ月程度で発行いたします。
Q 通年講座の半期だけ受講できますか？
A 原則として半期のみの受講は認めておりません。
Q 受講のキャンセルはできますか？
A キャンセル規定に基づき講座開講日前日までのお申し出があれば、キャンセルすることが
できます。ただし、所定のキャンセル料が発生します。

Q 申込講座の振替はできますか？
A 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。

Q 開講初日はどうすればいいですか？
A 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。

Q 講義の見学や開講後の途中からの参加はできますか？
A 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。

Q 講義を欠席した際、事務局に連絡は必要ですか？
A 原則的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。一部、連絡を要する講座につきましては、講座初回にご案内します。

Q 講師・受講生の連絡先を教えてもらえますか？
A 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。

講座申込について

講座受講について

その他

入会・講座に関する Q＆A

次の目的以外に利用することはありません。
1 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
2 講座関連情報のご案内（パンフレット、チラシ、会報等）
3 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。

個人情報の利用目的について
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 当該年度内に返金手続きに必要な書類をご提出いただけない場合は、返金の権利
を放棄したものとみなします。

1 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。

2 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、キャンセル1回（同
時に複数講座をキャンセルする場合、キャンセル料の高い方を適用）につき下記の
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。なお、当該年度内に返金
手続きに必要な書類をご提出いただけない場合は、返金の権利を放棄したものと
みなします。

■受講キャンセル・講座変更

3 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。

4 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。
 ※TOEIC® IP、TOEFL® ITP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。

1 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。

2 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。

■休講・補講・代講

1 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）。

2 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。

3 教材・テキスト、資料のみの販売はいたしません。
4 教材・テキスト、文房具などの貸し出しはいたしません。
5 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。
6 欠席された講義において配布資料がある場合は、後日事務局窓口にてお渡しします。

■教室案内・テキスト

1 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。
2 教室内での喫煙・飲食はご遠慮ください。
3 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、受講資格の取り消しや受講をお断りする場合があります。

4 貴重品は必ず手元に置き、盗難・紛失にはご注意ください。
5 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）。
6 教室内では許可なく録音・録画・撮影することはできません。

■その他

◆講座開講日から起算して8日前まで 1,000円
◆講座開講日から起算して7日前から前日まで 3,000円

2012年7月改定

Q 初めて申し込みたいのですが？
A 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。
Q 友人の分の申込はできますか？
A 受講されるご本人様が直接お申し込みください。
Q 受講料の支払いはどうすればいいですか？
A クレジットカードまたはコンビニでのお支払いとなります。
 インターネットからクレジットカードでお支払いいただく方法と、お近くのコンビニにてお
支払いいただく方法の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。

Q 受講料を支払い忘れた場合どうすればいいですか？
A 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
必ず払込金受領証等入金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。
Q 会員証はいつもらえますか？
A 通常入金後1ヶ月程度で発行いたします。
Q 通年講座の半期だけ受講できますか？
A 原則として半期のみの受講は認めておりません。
Q 受講のキャンセルはできますか？
A キャンセル規定に基づき講座開講日前日までのお申し出があれば、キャンセルすることが
できます。ただし、所定のキャンセル料が発生します。

Q 申込講座の振替はできますか？
A 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。

Q 開講初日はどうすればいいですか？
A 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。

Q 講義の見学や開講後の途中からの参加はできますか？
A 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。

Q 講義を欠席した際、事務局に連絡は必要ですか？
A 原則的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。一部、連絡を要する講座につきましては、講座初回にご案内します。

Q 講師・受講生の連絡先を教えてもらえますか？
A 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。

講座申込について

講座受講について

その他

入会・講座に関する Q＆A

次の目的以外に利用することはありません。
1 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
2 講座関連情報のご案内（パンフレット、チラシ、会報等）
3 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。

個人情報の利用目的について
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●明治大学カードの協力店で優待サービスが受けられます。
※詳細は明治大学カードのHPをご確認ください。明治大学カードのしくみ明治大学カードのしくみ

URL https://www.meiji.ac.jp/mcard/

進行
チェック

担当
土

1校

6／14

2校

00／00

入稿

00／00

色校

00／00

校了

00／00
進行
チェック

担当
土

1校

6／14

2校

7／13

入稿

00／00

色校

00／00

校了

00／00

DIC 221s スミ DIC 221s スミ



駿河台キャンパス・アカデミーコモン11階

https://academy.meiji.jp
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会員受付／2012年9月3日（月） 10時30分～
一般受付／2012年9月5日（水） 10時30分～受付開始日

資格・実務・語学講座
LICENCE AND LANGUAGE PROGRAM2012 後期
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