共立女子大学・共立女子短期大学

スキルアッププログラム
2021年度 後期講座

共立アカデミー

2021年度後期講座 受付開始日

9月1日（水）
受講手続きのご案内
①ホームページ

右記QRコードもしくは、下記URLよりお申し込みください。
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/academy/
ka-info@kyoritsu-wu.ac.jp

②Eメール

下記項目を入力し、上記メールアドレスへお送りください。
① 在学生は学籍番号、学外の方は会員番号
（初めてお申し込みの方は会員区分（P28参照）をお知らせください。）
② 氏名・フリガナ ③性別 ④生年月日 ⑤郵便番号・住所 ⑥電話番号

受講申し込み

⑦Eメール ⑧講座番号 ⑨講座名

右記の方法より
お選びください。
※お電話での
お申し込みは
承っておりません。

住所

〒101-8437

FAX

03-3237-2858

東京都千代田区一ツ橋2-2-1

共立アカデミー

官製ハガキに下記項目を記入し、お送りください。
③ハガキ・FAX

① 在学生は学籍番号、学外の方は会員番号
（初めてお申し込みの方は会員区分（P28参照）をお知らせください。）
② 氏名・フリガナ ③性別 ④生年月日 ⑤郵便番号・住所 ⑥電話番号
⑦Eメール ⑧講座番号 ⑨講座名
※FAXの場合はP31の申し込み用紙に必要事項を記入し、お送りください。
共立女子学園

④共立アカデミー
窓口

受付時間

4号館1階

月曜日～金曜日

10:00～18:00

※在宅勤務を基本とした交代制勤務のため、
ホームページまたはEメールでのお申し込みを推奨いたします。

上記①

受付確認

即時配信の自動返信メールにてご確認ください。

上記②③ 共立アカデミーより、受講受付及び受講料のお支払いについてご連絡いたします。
受講料の払込みは、共立アカデミーからの受講受付連絡後にお願い申し上げます。
上記④

その場でお知らせいたします。

初めてのお申し込みの方・会費更新年の方は会費を含んだ合計金額を郵便局よりご入金ください。
（払込取扱票の記入方法はP30をご覧ください。）

受講料の払込み

払込期限：受付確認連絡後、原則1週間以内(講座によって異なる場合があります)にお願いいたします。
※払込手数料は各自でご負担ください。
「払込金受領証」は、講座初回まで大切に保管してください。
領収書をご希望の方は、「払込金受領証」と交換にて発行いたします。
講座終了日までにお申し出ください。

＜対面講座＞
講座開講の1週間前を目途に受講票兼会場のご案内（ハガキ）をお送りいたします。
講座当日は、受講票を必ずご持参の上、指定の会場へ直接お越しください。

受講・開講

なお、在学生・教職員の方は学生証・教職員証をもって受講票とします。
講座会場は、共立アカデミー掲示板（本館・3号館・4号館の各1階）、またはホームページにてご確認く
ださい。
＜動画配信型講座・リアルタイム配信型講座＞
各講座ページ・ホームページをご確認ください。

共立アカデミーでみつける

新しい『私』
共立アカデミーは資格取得から趣味・教養まで、皆様の「学びた
い！身につけたい！」というニーズに応えるため「資格・検定」「語
学」「教養・文学」などの分野から内容を厳選し、安価で質の高い講
座を提供している生涯学習の場です。
在学生のみならず、ご家族の皆様や一般の方もご受講いただけます。
外部で同等の習い事やスクールに通うよりも費用が抑えられるため、
複数の講座でも受講しやすい点が特徴です。
仕事終わりや休日に習い事感覚で学んだり、キャリアアップのため
に資格講座を受講される方が多くいらっしゃいます。
2021年度は昨年に引き続き、動画配信型講座を多く取り揃えており、
ご自分のご都合に合わせた受講が可能です。
また昨年度は開講を見送りました対面講座も前期に引き続き、一部
実施予定です。あわせてリアルタイム配信型の講座もございますので
生活スタイルに合わせた講座をお選びいただけます。
自分自身の興味関心や必要性を考え、学びたいものを自由に組み合
わせて選択し、受講してみませんか。そして、ぜひ新しい自分に出
会ってください！

※状況により変更や開講中止となる場合がございます。
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目次＆講座一覧

2021年度後期

■共立アカデミーでみつける新しい『私』

1

■教養・文学

■マイページ新機能の紹介＆注意事項

3

講座№

■資格・検定
講座№

講座名

講座名

頁

E0221a

『源氏物語』を読む

17

頁

E0321a

『更級日記』上洛の記を読む

18

Q0121c

秘書検定講座（２級）

4

E0121c

万葉集を読む

18

Q0221c

秘書検定講座（準１級）

4

E0221c

『平家物語』を読み解く

19

Q0321c

秘書検定講座（１級）

5

E0321c

やきものの歴史と魅力

19

Q0421c

医療事務検定講座

5

E0421c

変体仮名で読む百人一首

20

Q0521c

簿記検定講座（3級）

6

E0521c

落語でわかる江戸の暮らし ～井戸の茶碗～

20

Q0621c

簿記検定講座（2級）

6

E0621c

人生の最期を自分らしく生ききるために

21

Q0721c

ファイナンシャルプランナー講座（3級）

7

E0721c

介護する人、される人、それぞれの思いと支援について

21

Q0821c

ファイナンシャルプランナー講座（2級）

7

E0821c

女性が働き続けるために知っておきたい基礎知識

22

Q0921c

MOS試験対策講座

Excel2016

8

E0921c

女性が知っておきたい年金制度と育児介護休業制度

22

Q1021c

MOS試験対策講座

Word2016

8

E1021c

初心者のためのNISA＆iDeCo講座

23

Q1121c

MOS試験対策講座

PowerPoint2016

9

E1121c

初心者のためのNISA＆iDeCo講座 実践編

23

Q0121d

春期講座

MOS試験対策講座

9

E1221c

身につけておきたい税金の知識と家計管理の基本

24

Q0221d

春期講座

ITパスポート試験対策講座

10

E1321c

普段着の経済学

24

E1421c

普段着の経済学 PART Ⅱ

25

E1521c

あなたを魅せるジュエリーコーディネート術

25

Excel2016

■就活対策
講座№

講座名

頁

■公開講座2021のお知らせ

26

J0121a

公務員教養試験対策講座

11

■受講のご案内

28

J0221a

公務員保育士教養試験対策講座

11

■受講料の支払い方法

30

J0121c

就活に欠かせない時事講座

12

■FAX申し込み用紙

31

J0221c

就活に勝つキャリア支援講座

12

J0321c

就活にも役立つビジネスマナー講座

13

J0421c

就活に勝つための文章力つけます

13

J0521c

あなたの面接つくります

14

対

通学していただき対面で受講する講座です。

■語学
講座№

講座名

面

リアル
タイム

頁

L0121c

今日から変わる！英語の楽しみ方・学び方講座

14

Zoom等を使用したリアルタイム配信型講座です。

L0221c

TOEIC(R)L＆R：これだけは知っておきたい10のこと

15

決められた時間に受講します。

L0321c

TOEIC(R)L＆R 目標500点

15

L0421c

TOEIC(R)L＆R 目標650点

16

L0521c

TOEIC(R)L＆R 目標750点

16

L0121d

春期集中・TOEIC(R)L＆R 目標500点

17

動画
動画によるWeb配信講座です。
配信期間中、繰り返し視聴が可能です。
(講座によっては、講座担当企業のHPから視聴いただく場合がございます。)

・講座形態（対面講座・動画配信型講座・リアルタイム配信型講
座）につきましては各講座ページに掲載しておりますので、よくご
確認のうえ、お申し込みをお願いします。
・ガイダンスを実施する講座につきましては各講座ページに案内が
掲載されております。
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共立アカデミー会員マイページ新機能のお知らせ
マイページに、Web受講用の新しい機能が搭載されました。
これまで、一部のWeb講座においては、ご受講に必要なURL等をメールにてお送りしておりましたが、今後は
マイページより、ご視聴・ご参加いただけます。
(※講座によっては、講座担当企業の専用サイトから受講いただく場合もございます。)
詳しくは共立アカデミーHPのトップ画面右上「Web講座受講について」
（https://ssl.smart-academy.net/kyoritsu/guide/index.html）をご確認いただくか
右記QRコードよりご確認ください。

■Web講座受講にあたって
共立アカデミーの「Web講座」には、＜収録動画配信型講座＞と＜リアルタイム型講座＞の2種類があります。
＜収録動画配信型講座＞ 配信期間中お好きな時間に講座を視聴でき、繰り返し見ることが可能です。
＜リアルタイム型講座＞ パソコンなどを通じて、受講生と講師が同時双方向でやりとりを行います。
いずれも共立アカデミーマイページより、クリックするだけで簡単に参加ができます。

■Web講座の受講方法
STEP 1

マイページへのログイン

STEP 2

マイページメニューへ進む

共立アカデミーホームページ トップ画面右上「マイページログイン」を押します。

「マイページログイン」画面が表示されます。
会員番号（学籍番号）/パスワードを入力して「マイページメニュー」画面へ進みます。

STEP 3

Web講座受講アクセス画面へ進む

マイページメニューの「Web講座受講アクセス」を押します。

STEP 4

Web講座の視聴方法と資料の受け取り方

【講座の視聴方法】
「Web講座受講アクセス」画面にて、「リアルタイム」または「動画配信」列の「受講」ボタンを押すと、講
座をご受講いただけます。(外部サイトにリンクします。)
【資料の受け取り方】
「Web講座受講アクセス」画面にて、「配布資料」列の「DL」ボタンを押して、資料（PDFファイル 等）をダ
ウンロードしてください。
※注意：「受講」ボタンまたは「DL」ボタンが表示されていない場合は、講座の配信が無いか、配布の資料 が
無い状態となります。
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社会人にとってのスタンダードライセンス！
講座№
Q0121c

〔Web講座〕秘書検定講座 (2級)

動画

秘書検定とは、秘書を目指すためだけの資格ではなく、社会人としてのマナーの基本が身に付いていることを証明する資格です。どんな
職種にも応用できると、就職活動を控えた大学生に安定した高い人気があります。企業知識や敬語の使い方、美しい立ち居振る舞いなど
が含まれており、就職してからも必ず役に立つ知識と技能が身に付きます。本講座は11月14日(日)に実施される秘書検定2級合格に向
けて、オンデマンド形式で行い、受講期間中自由に自分のスケジュールで受講することができます。
PCやスマートフォンなど、マルチデバイスで受講が可能です。各項目ごとに確認テストを行い、授業の終盤では模擬試験も実施しま
す。また、就活に役立つマナー講座も収録。資格取得だけでなく、社会に出ても役に立つ実践的な内容になっています。
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（検定料4,100円、教材費を含む）

9/14(火)～11/21(日)

【在学生】20,000円

【卒業生】22,000円

【一般】24,000円

動画時間 約16時間

●教材

※復習「対面講座」を実施

『秘書検定2 級テキスト』(早稲田ワーキングスクール)
『秘書検定2 級 実問題集2021年度版』(早稲田教育出版)
※テキストの到着までは申込締切後、7日ほどお時間をいただきます。

■理論編のまとめ 10月28日(木)
■実技編のまとめ 11月11日(木)
時間は17:30から19:30の2時間です。

●備考
本講座は早稲田ワーキングスクールによる動画配信となります。

※対面講座はアーカイブ動画の配信はありません。
※新型コロナウイルス感染状況により、対面講座中止の可能性もございます
ことを予めご了承ください。

●申込締切日

●ガイダンス
共立アカデミーホームページにて動画をご確認ください。

9/6(月)

●試験について
筆記試験：11/14(日)
試験会場：【13B 東京Bブロック】

●講師

稲又

可奈 （いなまた

かな）

早稲田ワーキングスクール講師
公証人役場勤務、国家公務員を経てビジネスマナー教育、秘書検定指導に携
わる。大学では秘書検定対策講座をはじめ、就職試験対策講座・面接対策講
座を担当。企業ではマネジメント研修、ビジネスマナー研修も担当。秘書検
定準1級面接試験では(財)実務技能検定協会・秘書検定部より面接試験委員
を委託されている。

大学内受験ではなく、検定協会主催会場での受験となります。
別ブロックでの受験希望の方は必ず9/19(日)までにご連絡ください。
※実務技能検定協会規定によりブロック内特定の試験会場は希望できません。

準 1 級合格で、就職面接を一歩リード！
講座№
Q0221c

〔Web講座〕秘書検定講座 (準1級)

動画

準1級は筆記試験に合格すると面接試験があります。社会的評価も高く、学生では2級までの取得者が多いため、2級との差別化が図れ
ます。働くうえで、また、秘書業務に携わるうえで言葉遣いやマナー・接遇について、どうしたらよいのかわからず、必要に迫られて受
験するという方が少なくないようです。それだけに学生のうちに合格しておくことは就職活動で有利になるだけでなく、就職してからも
知識と技能は大いに役立ちます。本講座は11/14(日)に実施される秘書検定準1級筆記試験の合格に向けて、オンデマンド形式で行い、
受講期間中自由に自分のスケジュールで受講することができます。PCやスマートフォンなど、マルチデバイスで受講が可能です。ま
た、就活に役立つマナー講座や筆記試験合格後に行われる面接対策の概要とポイントも収録。資格取得だけでなく、社会に出ても役に立
つ実践的な内容になっています。
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（検定料5,300円、教材費を含む）

9/14(火)～11/21(日)

【在学生】26,300円

【卒業生】28,300円

【一般】31,300円

動画時間 約18時間

●教材

※復習「対面講座」を実施

『秘書検定準1級テキスト』(早稲田ワーキングスクール)
『秘書検定準1級 実問題集2021年度版』(早稲田教育出版)
※テキストの到着までは申込締切後、7日ほどお時間をいただきます。

■理論編のまとめ 10月28日(木)
■実技編のまとめ 11月11日(木)
時間は17:30から19:30の2時間です。

●備考
本講座は早稲田ワーキングスクールによる動画配信となります。

※対面講座はアーカイブ動画の配信はありません。
※新型コロナウイルス感染状況により、対面講座中止の可能性もございます
ことを予めご了承ください。

●申込締切日

●ガイダンス
共立アカデミーホームページにて動画をご確認ください。

9/6(月)

●試験について
筆記試験：11/14(日)
試験会場：【13B 東京Bブロック】
大学内受験ではなく、検定協会主催会場での受験となります。
別ブロックでの受験希望の方は必ず9/19(日)までにご連絡ください。
※実務技能検定協会規定によりブロック内特定の試験会場は希望できません。

●講師
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稲又

可奈 （いなまた

かな）

早稲田ワーキングスクール講師
公証人役場勤務、国家公務員を経てビジネスマナー教育、秘書検定指導に携
わる。大学では秘書検定対策講座をはじめ、就職試験対策講座・面接対策講
座を担当。企業ではマネジメント研修、ビジネスマナー研修も担当。秘書検
定準1級面接試験では(財)実務技能検定協会・秘書検定部より面接試験委員
を委託されている。

学生時の1級合格は、就職活動で圧倒的に有利！
講座№
Q0321c

定員35名

対

〔学外通学講座〕秘書検定講座 (1級)

面

1級は学生が合格するのは難しいと言われています。社会人として仕事をするうえでの臨機応変さが求められるからです。
また、試験はすべて記述式で行われ、解答を文章にまとめる工夫も必要です。学生のうちに合格しておくと、就職活動でのアピールや就
職後の気配り、判断力は高く評価されるでしょう。
この1 級講座を、本学では2003年から実施しています。準1 級に合格している人は積極的にチャレンジしてください。本講座ではまず
筆記試験合格を目指します。授業の終盤では模擬試験を行い、合格を確実にします。
※本講座は【早稲田ワーキングスクール】への通学受講となります。
巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。（共立アカデミーホームページにも講座紹介の掲載がございます。）

●日程
回
1
2

全7回

土曜日

13：00～17：00
内容

日程
10/9 一般知識

【一般】37,000円

●教材

10/16 理論編総復習(必要とされる資質・職務知識・一般知識)

4

10/23 マナー・接遇①

5

10/30 マナー・接遇②

7

【卒業生】34,000円

10/2 必要とされる資質 職務知識

3

6

●受講料（検定料6,500円、教材費を含む）
【在学生】31,000円

『秘書検定1級 実問題集2021年度版』(早稲田教育出版)
※講座初回日にお渡しいたします。

●試験について
筆記試験：11/14(日)
試験会場：【13B 東京Bブロック】

11/6 技能①
11/13 技能②・模擬試験・解答解説 総復習

●申込締切日

大学内受験ではなく、検定協会主催会場での受験となります。
別ブロックでの受験希望の方は必ず9/19(日)までにご連絡ください。
※実務技能検定協会規定によりブロック内特定の試験会場は希望できません。

9/18(土)

●備考
・対面講座で開講予定ですが、状況により変更または開講中止となる場合が
ございます。
・2次面接試験対策については、講座内で早稲田ワーキングスクール主催の
講座のご案内があります。(有料講座)

●講師

藤井

充子 (ふじい

みつこ)

早稲田ワーキングスクール講師
航空会社客室乗務員勤務を経て大学広報、企業内研修、接遇マナー教育、ビ
ジネスマナー教育、秘書教育に携わる。企業ではマネジメント研修も担当。
大学では秘書検定対策講座をはじめ、就職試験対策講座・面接対策講座を担
当。秘書検定準1級面接試験では面接試験委員を歴任。
【著書】ハローキティと秘書検定2・3級 テキスト&問題集(新星出版社)

結婚・出産後も働けると女性に人気の医療事務!!
講座№
Q0421c

（最少催行人数6名）

〔Web講座〕医療事務検定講座

動画

医療事務の資格は全国のクリニック、病院で使える資格になります。医療業界は景気の影響なども受けにくく、安定した職場で長く働き
続けたい女性にとって最適な業界です。医療事務は受付業務、会計業務、請求事務業務など多岐にわたり活躍の場も多くあります。患者
様からの感謝の声なども直接聞けるので、非常にやりがいのある仕事になります。学習のペースを作りやすいよう、週2回ずつ(月曜・木
曜)動画をアップしていきます。無理なく資格取得を目指しましょう♪
【学習内容】
①医療事務の基礎②医療保険制度、受付・会計・請求③基本診療料A④基本診療料B⑤投薬(外来・入院)⑥注射(外来・入院)
⑦医学管理等・在宅医療⑧点数表の読み方、処置A⑨処置B、リハビリテーション⑩手術・麻酔⑪検査A⑫検査B⑬画像診断⑭請求事務関連
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（検定料7,700円、教材費を含む）

10/25(月)～12/17(金)

【在学生】52,000円

【卒業生】53,500円

【一般】55,000円

動画時間 約40分×14回

●申込締切日

●教材

10/18(月)

『医療事務講座テキスト』
『医療事務講座基礎編』
『カルテ問題集(解答付き)』
『診療報酬点数表』
※テキストの到着までは申込締切後、7日ほどお時間をいただきます。

●試験について
試験日：12/17(金)
試験会場：自宅受検

講座最終日

検定はご自宅にて実施となります。

●用意するもの
・電卓(メモリー機能付き)
・蛍光ペン(3色程度)

●備考
本講座は日本教育クリエイトによる動画配信となります。

●ガイダンス
共立アカデミーホームページにて動画をご確認ください。

●講師
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日本教育クリエイト

講師

会計系資格のファーストステップ。知識ゼロから3級合格を目指す！！
講座№
Q0521c

〔Web講座〕簿記検定講座 (3級)

動画

合格に必要な「知識」と、問題を解く「解答力」を養成する講座をバランスよくセットした、初めて日商簿記を学ぶ方向けの充実のオンライン講座
です。2019年度からの出題範囲変更に合わせて、インプットの「完全マスター講座」の講義時間を1回30分、計5時間延長しています!「知識」の
定着と理解力を高めるために、二人の講師の講義を配信いたします。髙井薫講師の講義は1回2時間30分、影山一人講師は1回3時間の講義、もち
ろんどちらの講師も受講可能です。あなたの希望に合わせて受講してください。また「マスター演習講座」で問題の解き方を学び、「総まとめ講
座」で知識をブラッシュアップします。「総まとめ講座」の講義時間も30分延長して2時間30分にいたしました。さらに、より実戦的な力を修得
するために「合格答練」で演習を行い、「公開模擬試験」では本試験レベルの問題でリハーサルをします。
日商簿記3級検定試験の合格をめざし、わかりやすい講座&教材で簿記の基礎力を身につけましょう!!
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（教材費を含む）

視聴期間(配信期間)は入金確認後120日間となります。

【在学生】15,300円

【卒業生】15,800円

【一般】16,000円

申込日に関わらず、皆様同じ期間勉強が可能です。
動画時間：髙井講師

●申込締切日

2.5時間×10回・影山講師

●教材

3.0時間×10回

『3級 光速マスターNEOテキスト・問題集(第5版)』
※テキストの到着までは入金確認後、7日ほどお時間をいただきます。

11/30(火)

●試験について
試験日

統一試験 11/21(日)・2022/2/27(日)
ネット試験は随時（施行休止期間を除く）
※試験は個人申込となります。（検定料：2,850円）
※受験会場は学外(公開会場)となります。

●備考

●講師

本講座はLECによる動画配信となります。

LEC専任講師
簿記講座の他、会計ソフト講座、行政書士資格取得講座も担当し多岐に活躍中。

<ホームルーム>
講師によるホームルーム(Zoomによる自由参加のリアルタイム質問会/アー
カイブ配信あり)を講座期間中2回ほどの開催を計画しております。
※ホームルームは開催設定人数に満たない場合、実施しない場合がありま
す。予めご了承ください。

●講師

髙井

影山

薫（たかい

かおる）

一人（かげやま

かずと）

LEC専任講師
平成21年、公認会計士試験合格。公認会計士入門講座において全科目の講義を担
当。講義ごとのミニテストや手厚い質問フォローで、受講生から厚い信頼を得る。
公認会計士講座以外に、税理士講座のテキスト制作にも従事。

企業が社会人に求める№1資格を“選べる講義”で学ぶ！
講座№
Q0621c

〔Web講座〕簿記検定講座 (2級)

動画

本講座は選べる講義でそれぞれの方の合格への道を示します。2級初学者の方にも安心な全25回の「しっかり講義」と、既に2級を学習
された方を対象とした全17回の「さっくり講義」の2講義を用意しています。「さっくり講義」は、重要論点を中心に講義しています
ので、受験経験者の強い味方となります。ご自身にピッタリの講義を自由に選択できますし、時間に余裕のある方は、両方受講すること
もできます。合格に必要な「知識」と、問題を解く「解答力」を養成する講座を、180日間と余裕のある視聴期間で学習できます。
「完全マスター講座」で知識をインプット。その後は、二つの演習講座で問題を解く力を身につけていきます。
最後の仕上げの「公開模擬試験」では、「ペーパー試験」向けと新しく開始された「ネット試験」の練習ができるよう「Web模試」も
セットし、対策も万全です。
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（教材費を含む）

視聴期間(配信期間)は入金確認後180日間となります。

【在学生】49,000円

【卒業生】52,000円

【一般】55,000円

申込日に関わらず、皆様同じ期間勉強が可能です。
動画時間：影山講師
富田講師

●申込締切日

●教材

3時間×25回(商業簿記15回/工業簿記10回)
3時間×17回(商業簿記10回/工業簿記7回)

『2級光速マスターNEOテキスト第3版』【商業簿記】、【工業簿記】各1冊
『2級光速マスターNEO問題集第3版』【商業簿記】、【工業簿記】各1冊
※テキストの到着までは入金確認後、7日ほどお時間をいただきます。

11/30(火)

●試験について
試験日

統一試験 11/21(日)・2022/2/27(日)
ネット試験は随時（施行休止期間を除く）
※試験は個人申込となります。（検定料：4,720円）
※受験会場は学外(公開会場)となります。

●備考

●講師

本講座はLECによる動画配信となります。

LEC専任講師
簿記3級講座も担当。

影山

一人（かげやま

かずと）

※本講座は簿記3級合格者または3級学習経験者が対象です。
<ホームルーム>
講師によるホームルーム(Zoomによる自由参加のリアルタイム質問会/アー
カイブ配信あり)を講座期間中2回ほどの開催を計画しております。
※ホームルームは開催設定人数に満たない場合、実施しない場合がありま
す。予めご了承ください。

●講師
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富田

茂徳（とみた

しげのり）

LEC専任講師
大手専門学校において、日商簿記検定1級を主とした受験指導及び教材作成メン
バーとして全国使用教材の作成・検討業務に約4年間従事。その後LECに移籍し、
日商簿記検定及び税理士会計科目の講座を10年以上担当。本質の理解に重点をお
いた講義に定評がある。

初めてでも基礎から学べる国家試験対策講座です！
講座№
Q0721c

〔Web講座〕ファイナンシャルプランナー講座 (3級)【1月検定向け】

動画

国家
資格

3級ファイナンシャル・プランニング技能検定（FP3級）合格を目指す講座です。ファイナンシャル・プランニング技能検定は2002
年より国家資格になりました。FP3級では、暮らしの中で役に立つお金の知識を学びます。初めてFP の学習をする方の導入としても最
適です。なくてはならない「お金」の知識!あなたもこれで経済記事がスラスラ読めるようになるかもしれません。就職活動に役立つの
はもちろん、日常生活のあらゆる場面で活用できる知識が身につきます。豊富な図表で分かりやすいテキストと、いつでも何度でも確認
できるWeb講義をご用意しています。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（検定料6,000円、教材費を含む）

9/1（水）～1/23（日）

【在学生】20,500円

【卒業生】21,000円

【一般】21,000円

動画時間 全12回 30時間

●教材

●申込締切日

LECオリジナルテキスト・問題集
※テキストはLECより発送、ご入金確認後2週間程度で到着予定です。
到着次第学習を開始していただけます。

11/3（水）

●試験について

●用意するもの

試験日 1/23（日） 学外会場で実施予定です。
団体申込となりますので申込の時期になりましたら講座提供企業LEC東京
リーガルマインドよりご案内させていただきます。

電卓

●ガイダンス
共立アカデミーホームページにて動画をご確認ください。

●備考

●講師

本講座はLECによる動画配信となります。(ホームルームはZoomを使用し
たリアルタイム配信型)

講義を担当するのは、コンサルティングをはじめ、実務の第一線で活躍中のＬＥ
Ｃ 東京リーガルマインド専任講師陣。試験対策はもちろんFPとしての実務にも
活きると評判です。

岩田

美貴（いわた

みき）

他

複数講師

＜ホームルーム＞
Zoomを使用したリアルタイム配信型のホームルームを2回行う予定です。
（参加自由）勉強の進め方や学習のポイント説明、受講生からの質問に答え
ます。
詳細は講座開始後決定次第、お知らせします。

■いつでも質問可能で安心受講！
ご受講中、分からないところがある場合、
LECフォロースタッフに質問することができます。
いつでも質問することができるので安心して学習を進めることができます。
※使用方法につきましては受講者の方には別途詳細をお知らせします。
※回答は状況により1週間から10日程お時間をいただくことがあります。

FP2級がついに登場！就活や転職時の強い味方になってくれること間違いなし！
講座№
Q0821c

〔Web講座〕ファイナンシャルプランナー講座 (2級)【1月検定向け】

国家
資格

動画

※本講座は3級FP技能検定の合格者が対象です。
(試験申込時に合格証書または結果通知に記載されている3級合格番号が必要です)
3級検定取得者の皆さま、お待たせしました！ついにファイナンシャルプランナー講座に2級が登場です！
この講座は2級FP試験を効率的に学習したい方に向けた講座です。「重点マスターテキスト」は2級FP試験の合格に必要なエッセンス
を凝縮しています。このテキストを使ってLECベテラン講師がインプットで各科目2回の講義を行い、知識に整理をします。
アウットプットでは2回分の本試験の過去問を使用して学科対策(2回)、実技対策(2回)で本試験対策を万全にします。
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（検定料8,700円、教材費を含む）

9/1（水）～1/23（日）

【在学生】38,000円

【卒業生】40,000円

【一般】42,000円

動画時間 全16回 36時間

●教材

●申込締切日

LECオリジナルテキスト・問題集
※テキストはLECより発送、ご入金確認後2週間程度で到着予定です。
到着次第学習を開始していただけます。

11/3（水）

●試験について

●用意するもの

試験日 1/23（日） 学外会場で実施予定です。
団体申込となりますので申込の時期になりましたら講座提供企業LEC東京
リーガルマインドよりご案内させていただきます。

電卓

●ガイダンス
共立アカデミーホームページにて動画をご確認ください。

●備考

●講師

本講座はLECによる動画配信となります。(ホームルームはZoomを使用し
たリアルタイム配信型)

講義を担当するのは、コンサルティングをはじめ、実務の第一線で活躍中のＬＥ
Ｃ 東京リーガルマインド専任講師陣。試験対策はもちろんFPとしての実務にも
活きると評判です。

＜ホームルーム＞
Zoomを使用したリアルタイム配信型のホームルームを2回行う予定です。
（参加自由）勉強の進め方や学習のポイント説明、受講生からの質問に答え
ます。
詳細は講座開始後決定次第、お知らせします。

■いつでも質問可能で安心受講！
ご受講中、分からないところがある場合、
LECフォロースタッフに質問することができます。
いつでも質問することができるので安心して学習を進めることができます。
※使用方法につきましては受講者の方には別途詳細をお知らせします。
※回答は状況により1週間から10日程お時間をいただくことがあります。

7

岩田

美貴（いわた

みき）

他

複数講師

パソコンスキルを客観的に証明！就活時の実力アピールに効果的♪
講座№
Q0921ｃ

定員20名（最少催行人数10名）

〔Web講座〕MOS試験対策講座 Excel2016

動画

Microsoft Excelとはマイクロソフト社が提供している「表計算ソフト」で表を作成したり、作成した表の集計や分析を行えます。Excelを使用すると、見栄え
のよい表を簡単に作成することができます。作成した表を元に計算式を使用したデータの集計や各種グラフの作成など様々な便利機能が用意されています。 表
の作成だけでなく、他のソフトで得られたデータの表示機能もあるのでデータベースとして使用することも出来ます。
◇いつでも好きな場所で学び放題!
どんな仕事にも必要な、事実や考えを「正しく、わかりやすく伝える」 手間のかかることを「効率的に、素早くこなす」この2つのことができると仕事の幅が
広がる。だから、業界・職種関係なく市場価値が上がって、選ばれる人材になれる。それを証明できる資格取得を目指す講座です。インターネット環境があれ
ば、PC・スマホどちらでも、いつでも視聴可能です。
【学習内容】◇基礎・応用・実践・試験対策の4つで構成されています。
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（検定料 学生8,580円 一般10,780円を含む）

10/22(金)～11/20(土)

【在学生】15,500円

動画時間 約24時間
●申込締切日

【卒業生】18,000円

●参考図書

10/12(火)

●試験について
試験日：11/21(日)
試験会場：オデッセイテスティングセンター有楽町
講座開始後2週間程を目安に受験票を配布いたします。
日程・時間・会場の変更は理由のいかんにかかわらず受付できません。
予め日程を空けてお申込みくださいませ。

●備考
本講座はヒューマンアカデミーによる動画配信となります。
※MicrosoftExcel2016の入ったものをご用意いただきますとよ
り効果的に学習が可能です。

教材は講座に含まれておりません。
必要な場合は各自で購入をお願いいたします。
購入は必須ではありませんが各講座の参考となります。
『Microsoft Excel 2016 基礎セミナーテキスト』(日経BP社)
『Microsoft Excel 2016 応用セミナーテキスト』(日経BP社)
『Excel ビジネス活用ドリル』(日経BP社)
『MOS攻略問題集 Excel2016』(日経BP社)

●推奨環境
事前に必ずHPの【推奨動作環境】をご確認いただき、
お使いのPC環境の確認・設定をお願いいたします。
※ご受講される方の通信トラブルによるご返金は承っておりません。
※PCやスマートフォン等の操作、環境設定等に関するサポートは承ってお
りません。

●ガイダンス
共立アカデミーホームページにて動画をご確認ください。
●講師

ヒューマンアカデミー講師陣

パソコンスキルを客観的に証明！就活時の実力アピールに効果的♪
講座№
Q1021ｃ

【一般】18,000円

定員20名（最少催行人数10名）

〔Web講座〕MOS試験対策講座 Word2016

動画

Microsoft Wordとはマイクロソフト社が提供している「文書作成ソフト」で文字入力やイラストや写真の追加などができます。
文字のフォントやサイズ、色を自由に変更した文書を作成することができます。作成した文章には校正機能が付いております。イラストや画像の挿入や、簡単
な表やグラフを作ることもできるのでデザイン性の高い文章を作成できます。また、文書テンプレートも数多く用意されてます。
◇いつでも好きな場所で学び放題!
どんな仕事にも必要な、事実や考えを「正しく、わかりやすく伝える」 手間のかかることを「効率的に、素早くこなす」この2つのことができると仕事の幅が
広がる。だから、業界・職種関係なく市場価値が上がって、選ばれる人材になれる。それを証明できる資格取得を目指す講座です。インターネット環境があれ
ば、PC・スマホどちらでも、いつでも視聴可能です。
【学習内容】◇基礎・応用・実践・試験対策の4つで構成されています。
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（検定料 学生8,580円 一般10,780円を含む）

11/19(金)～12/18(土)

【在学生】15,500円

動画時間 約22時間
●申込締切日

11/9(火)

●試験について
試験日：12/19(日)
試験会場：オデッセイテスティングセンター有楽町
講座開始後2週間程を目安に受験票を配布いたします。
日程・時間・会場の変更は理由のいかんにかかわらず受付できません。
予め日程を空けてお申込みくださいませ。

●備考
本講座はヒューマンアカデミーによる動画配信となります。
※MicrosoftWord2016の入ったものをご用意いただきますと
より効果的に学習が可能です。

【卒業生】18,000円

【一般】18,000円

●参考図書
教材は講座に含まれておりません。
必要な場合は各自で購入をお願いいたします。
購入は必須ではありませんが各講座の参考となります。
『Microsoft Word 2016 基礎セミナーテキスト』(日経BP社)
『Microsoft Word 2016 応用セミナーテキスト』(日経BP社)
『Word ビジネス活用ドリル』(日経BP社)
『MOS攻略問題集 Word2016』(日経BP社)

●推奨環境
事前に必ずHPの【推奨動作環境】をご確認いただき、
お使いのPC環境の確認・設定をお願いいたします。
※ご受講される方の通信トラブルによるご返金は承っておりません。
※PCやスマートフォン等の操作、環境設定等に関するサポートは承ってお
りません。

●ガイダンス
共立アカデミーホームページにて動画をご確認ください。

8 ●講師 ヒューマンアカデミー講師陣

パソコンスキルを客観的に証明！就活時の実力アピールに効果的♪
講座№
Q1121c

定員20名（最少催行人数10名）

〔Web講座〕MOS試験対策講座 PowerPoint2016

動画

Microsoft PowerPointとはマイクロソフト社が提供している「プレゼンテーションソフト」で授業の発表や企画のプレゼンで使用します。プレゼン資料や企
画書・報告書の作成など、細かいデータやグラフや表を使いながら分かりやすい資料を作成する事ができます。さらにフォトアルバムを作成する機能も備わっ
ており、自分で撮影した写真を挿入する事ができ、お気に入りの写真や思い出など好きな写真でスライドムービーを作成する事が可能です。
◇いつでも好きな場所で学び放題!
どんな仕事にも必要な、事実や考えを「正しく、わかりやすく伝える」 手間のかかることを「効率的に、素早くこなす」この2つのことができると仕事の幅が
広がる。だから、業界・職種関係なく市場価値が上がって、選ばれる人材になれる。それを証明できる資格取得を目指す講座です。インターネット環境があれ
ば、PC・スマホどちらでも、いつでも視聴可能です。
【学習内容】◇基礎・応用・試験対策の3つで構成されています。
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（検定料 学生8,580円 一般10,780円を含む）

12/23(木)～1/21(金)

【在学生】15,500円

動画時間 約18時間
●申込締切日

【一般】18,000円

●参考図書
教材は講座に含まれておりません。
必要な場合は各自で購入をお願いいたします。
購入は必須ではありませんが各講座の参考となります。
『Microsoft PowerPoint2016 基礎セミナーテキスト』(日経BP社)
『Microsoft PowerPoint2016 応用セミナーテキスト』(日経BP社)
『MOS攻略問題集 PowerPoint2016』(日経BP社)

12/13(月)

●試験について
試験日：1/22(土)午後以降
試験会場：オデッセイテスティングセンター有楽町
講座開始後2週間程を目安に受験票を配布いたします。
日程・時間・会場の変更は理由のいかんにかかわらず受付できません。
予め日程を空けてお申込みくださいませ。

●備考
本講座はヒューマンアカデミーによる動画配信となります。
※MicrosoftPowerPoint2016の入ったものをご用意いただき
ますとより効果的に学習が可能です。

●推奨環境
事前に必ずHPの【推奨動作環境】をご確認いただき、
お使いのPC環境の確認・設定をお願いいたします。
※ご受講される方の通信トラブルによるご返金は承っておりません。
※PCやスマートフォン等の操作、環境設定等に関するサポートは承ってお
りません。

●ガイダンス
共立アカデミーホームページにて動画をご確認ください。
●講師

ヒューマンアカデミー講師陣

パソコンスキルを客観的に証明！就活時の実力アピールに効果的♪
講座№
Q0121d

【卒業生】18,000円

定員20名（最少催行人数10名）

〔Web講座〕春期講座 MOS試験対策講座 Excel2016

動画

Microsoft Excelとはマイクロソフト社が提供している「表計算ソフト」で表を作成したり、作成した表の集計や分析を行えます。
Excelを使用すると、見栄えのよい表を簡単に作成することができます。作成した表を元に計算式を使用したデータの集計や各種グラフの作成など様々な便利
機能が用意されています。 表の作成だけでなく、他のソフトで得られたデータの表示機能もあるのでデータベースとして使用することも出来ます。
◇いつでも好きな場所で学び放題!
どんな仕事にも必要な、事実や考えを「正しく、わかりやすく伝える」 手間のかかることを「効率的に、素早くこなす」この2つのことができると仕事の幅が
広がる。だから、業界・職種関係なく市場価値が上がって、選ばれる人材になれる。それを証明できる資格取得を目指す講座です。インターネット環境があれ
ば、PC・スマホどちらでも、いつでも視聴可能です。
【学習内容】◇基礎・応用・実践・試験対策の4つで構成されています。
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（検定料 学生8,580円 一般10,780円を含む）

2/3(木)～3/4(金)

【在学生】15,500円

動画時間 約24時間
●申込締切日

1/24(月)

●試験について
試験日：3/5(土)
試験会場：オデッセイテスティングセンター有楽町
講座開始後2週間程を目安に受験票を配布いたします。
日程・時間・会場の変更は理由のいかんにかかわらず受付できません。
予め日程を空けてお申込みくださいませ。

●備考
本講座はヒューマンアカデミーによる動画配信となります。
※MicrosoftExcel2016の入ったものをご用意いただきますとよ
り効果的に学習が可能です。

【卒業生】18,000円

【一般】18,000円

●参考図書
教材は講座に含まれておりません。
必要な場合は各自で購入をお願いいたします。
購入は必須ではありませんが各講座の参考となります。
『Microsoft Excel 2016 基礎セミナーテキスト』(日経BP社)
『Microsoft Excel 2016 応用セミナーテキスト』(日経BP社)
『Excel ビジネス活用ドリル』(日経BP社)
『MOS攻略問題集 Excel2016』(日経BP社)

●推奨環境
事前に必ずHPの【推奨動作環境】をご確認いただき、
お使いのPC環境の確認・設定をお願いいたします。
※ご受講される方の通信トラブルによるご返金は承っておりません。
※PCやスマートフォン等の操作、環境設定等に関するサポートは承ってお
りません。

●ガイダンス
共立アカデミーホームページにて動画をご確認ください。

9 ●講師 ヒューマンアカデミー講師陣

ITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験！
講座№
Q0221ｄ

（最少催行人数10名）

〔Web講座〕春期講座 ITパスポート試験対策講座

動画

国家
資格

ITパスポート試験とは経営戦略、マーケティング、財務、法務など、経営全般に関する知識をはじめ、セキュリティ、ネットワークなどのITの知識、プロジェ
クトマネジメントの知識を問う試験です。今後ITを利用する学生が身に付けたい知識であり、社会で活躍するための「パスポート」です。ITを正しく理解し、
効果的にITを活用することができる「IT力」が身につきます。また、IT以外に経営や財務など幅広い知識を学ぶことが出来ます。
◇いつでも好きな場所で学び放題!
ITパスポートは、IT系の【国家資格】ですが、難易度はそれほど高くなく挑戦しやすい資格です。ITを使わない職種は希少であり、社会人の常識とされている
からこそ学生の内から取得しておくことをおすすめします。インターネット環境があれば、PC・スマホどちらでも、いつでも視聴可能です。
【学習内容】◇試験対策のみで構成されています。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（検定料 5,700円を含む）

1/19(水)～3/19(土)

【在学生】18,100円

【卒業生】18,500円

【一般】19,000円

動画時間 約14時間 60日間（2ヵ月間）視聴可能

●用意するもの
●申込締切日

※受講の際に必ず必要となります。
講座開始までに各自ご準備をお願いいたします。

1/9(日)

『改訂6版ゼロからはじめるITパスポートの教科書』(とりい書房)
ISBN：978-4-863341-17-3 定価1,650円(税抜)

●試験について
バウチャーチケットを使用しての受験となります。
※成績情報等がバウチャー購入者である共立アカデミーへ提供されます。
講座開始後2週間程を目安に受験チケットを配布いたしますので各自お好
きな日程でご自身でご予約の上、受験ください。
(有効期限内に使用されなかったチケットは無効となり、再発行はできま
せん。)

●推奨環境
事前に必ずHPの【推奨動作環境】をご確認いただき、
お使いのPC環境の確認・設定をお願いいたします。
※ご受講される方の通信トラブルによるご返金は承っておりません。
※PCやスマートフォン等の操作、環境設定等に関するサポートは承ってお
りません。

●備考
本講座はヒューマンアカデミーによる動画配信となります。

●ガイダンス
共立アカデミーホームページにて動画をご確認ください。

●講師

ヒューマンアカデミー講師陣

2021後期は新規講座が多数開講予定！
ぜひチェックしてみてください♪
＜資格・検定＞ 簿記とFP講座に待望の2級講座が登場！
Q0621c
Q0821c

〔Web講座〕簿記検定講座（2級） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
〔Web講座〕ファイナンシャルプランナー講座（2級） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7

＜就活対策＞ 充実の講座内容で就活を乗り切ろう！
J0121c
J0221c
J0321c
J0421c
J0521c

★在学生限定★〔Web講座〕就活に欠かせない時事講座 ・・・・・・・・・・・・・・・・ P12
★在学生限定★〔Web講座〕就活に勝つキャリア支援講座 ・・・・・・・・・・・・・・・・P12
★在学生限定★〔Web講座〕就活にも役立つビジネスマナー講座 ・・・・・・・・・・・・・P13
★在学生限定★〔Web講座+添削〕就活に勝つための文章力つけます ・・・・・・・・・・・P13
★在学生限定★〔Web講座+対面講座〕あなたの面接つくります ・・・・・・・・・・・・・P14

＜語学＞ TOEIC(R)LISTENING AND READING TESTの得点アップを目指す！
L0221c
L0121d

〔Web講座〕TOEIC(R)L＆R：これだけは知っておきたい10のこと ・・・・・・・・・・・P15
〔Web講座〕春期集中・TOEIC(R)L&R 目標500点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17

＜教養・文学＞ 知的好奇心を刺激するラインナップ！
E0521c
E0721c
E0921c
E1121c
E1221c
E1421c
E1521c

〔Web講座〕落語でわかる江戸の暮らし ～井戸の茶碗～ ・・・・・・・・・・・・・・・・P20
〔Web講座〕介護する人、される人、それぞれの思いと支援について ・・・・・・・・・・・P21
〔Web講座〕女性が知っておきたい年金制度と育児介護休業制度 ・・・・・・・・・・・・・P22
〔Web講座〕初心者のためのNISA＆iDeCo講座実践編 ・・・・・・・・・・・・・・・・・P23
〔Web講座〕身につけておきたい税金の知識と家計管理の基本 ・・・・・・・・・・・・・・P24
〔Web講座〕普段着の経済学 PART Ⅱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25
〔Web講座〕あなたを魅せるジュエリーコーディネート術 ・・・・・・・・・・・・・・・・P25
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市役所(教養試験のみを課す自治体)、保健師、栄養士・管理栄養士(教養試験対策)、警察官、消防官の合格を目指す!
講座№
J0121a

定員30名

〔Web講座〕公務員教養試験対策講座

動画

※本講座は在学生限定です。
教養試験のみで受験できる自治体を受験される方(保健師、栄養士、管理栄養士は専門科目試験部分を除く)向けの講座です。
基礎から合格までをしっかりサポートするテキストと過去問集がついています。また定期的にホームルーム(回数はお申込人数による)を
行い最新の受験情報をお伝えし受講生の方々の志望先に合わせた、きめ細かいサポートをいたします。受験予備校のプロ講師のWeb講
義を移動することなく、予備校に通塾するよりも低価格で受講いただけるお得な講座です。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（教材費を含む）

～2022/10/31(月)まで視聴可能

【在学生】70,200円

動画時間 2.5時間×75回
●教材
●申込締切日

『Kマスター』 テキスト
『過去問ときまくり』 過去問集
※テキスト到着までは入金確認後、約2週間ほどお時間をいただきます。

2021/10/31(日)

●学習内容
・数的処理
・社会科学
・文章理解
・人文科学

2.5時間×15回
2.5時間×10回
2.5時間×4回
2.5時間×16回

・自然科学 2.5時間×20回
・論文対策講座 2.5時間×4回
・面接対策講座 2.5時間×2回
・時事 2.5時間×4回

●用意するもの
受講にあたっては、各自のデバイス(パソコン・スマホ・タブレットなど)と
メールアドレス、通信容量を気にせずアクセスできるインターネット環境が
必要です。

●備考
本講座はLECによる動画配信となります。

●ガイダンス
共立アカデミーホームページにて動画をご確認ください。

●講師

ＬＥＣ（東京リーガルマインド）講師

公務員保育士の合格を目指す！
講座№
J0221a

定員30名

〔Web講座〕公務員保育士教養試験対策講座

動画

※本講座は在学生限定です。
公立の保育士になる為に必要な公務員教養試験の基礎力を身につけます。中学、高校で学んだ、国語、算数、理科、社会の中で公務員教
養試験に直結する配点の高い分野を基礎から学び直し、必要な知識を無理なくインプットし問題が解ける力を養成するオンデマンド型の
Web講座です。また定期的にホームルーム(回数はお申込人数による)を行い最新の受験情報をお伝えし受講生の方々の志望先に合わせ
た、きめ細かいサポートをいたします。受験予備校のプロ講師のWeb講義を移動することなく、予備校に通塾するよりも低価格で受講
いただけるお得な講座です。
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（教材費を含む）

～2022/10/31(月)まで視聴可能

【在学生】46,000円

動画時間 2.5時間×48回
●教材
●申込締切日

『ゼロからはじめるクイックマスター』テキスト
『ゼロからはじめるクイックマスター演習編』 過去問レジュメ
※テキスト到着までは入金確認後、約2週間ほどお時間をいただきます。

2/28(月)

●学習内容
・数的処理
・社会科学
・文章理解
・人文科学

2.5時間×13回
2.5時間× 8回
2.5時間× 4回
2.5時間×10回

・自然科学 2.5時間× 8回
・論文対策講座 2.5時間×2回
・面接対策講座 2.5時間×1回
・時事 2.5時間×2回

●用意するもの
受講にあたっては、各自のデバイス(パソコン・スマホ・タブレットなど)と
メールアドレス、通信容量を気にせずアクセスできるインターネット環境が
必要です。

●備考
本講座はLECによる動画配信となります。

●ガイダンス
共立アカデミーホームページにて動画をご確認ください。

●講師
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ＬＥＣ（東京リーガルマインド）講師

就活に欠かせない時事の知識で最新のニュースがわかる!読める!就活に勝つ!
講座№
J0121c

〔Web講座〕就活に欠かせない時事講座

動画

在学生
無料

※本講座は在学生限定です。
2021年に起こった出来事を取り上げて解説し、それに関連する重要な事柄をリンクさせます。
ある現象が起きた背景と、それによって起きている政策の問題点につながる流れまでを理解できるように、わかりやすく解説します。本
講座は情報収集の方法、最新の時事用語の理解、ニュースとそれに伴う現象を把握していただき、様々な分野への興味を広げ、今までと
はちょっと違う視点で時事にに関心を持っていただける内容となっています。
時事の知識は就活において重要な論作文、面接、グループディスカッションなどの根幹となります。
時事は就職試験においても必須の知識となりますので、この機会に是非ご参加ください!
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（教材費を含む）

9/1（水）～3/6（日）

【在学生】無料

動画時間 約90分×2回
●教材
LECオリジナル教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード

●申込締切日
2/28（月）

●備考
＜収録動画配信型講座＞となります。

●講師

ＬＥＣ（東京リーガルマインド）講師

自分自身の棚卸しからはじめて、就活に勝つ!
講座№
J0221c

〔Web講座〕就活に勝つキャリア支援講座

動画

※本講座は在学生限定です。
様々な就活に必要な知識をインプットし、不安なく就活を乗り切って目標を叶えましょう!
・就活の現状と3年生の就活の流れ ・自己分析、就活マナー
・就職活動講座:「応募書類」を書くには?
・「選ばれる」履歴書の書き方 ・就職活動講座:「面接」で話すには?
・「面接官の納得を得る」伝え方
・面接の種類と対策
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（教材費を含む）

9/1（水）～3/6（日）

【在学生】無料

動画時間 約90分×2回
●教材
LECオリジナル教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード

●申込締切日
2/28（月）

●備考
＜収録動画配信型講座＞となります。

●講師
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ＬＥＣ（東京リーガルマインド）講師

在学生
無料

知らないと損!就活に役立つ一生モノの教養を身につける!
講座№
J0321c

〔Web講座〕就活にも役立つビジネスマナー講座

在学生
無料

動画

※本講座は在学生限定です。
知らないと恥ずかしいビジネスマナーのアレコレを就活に的を絞りわかりやすくレクチャーします。
電話のかけ方、お辞儀の仕方、メールの書き方、オンライン面接時のマナーなど知っているつもりでも
実はわかっていないことが多いものです。
この機会に就活に役立ち、更に社会人になっても役立つ一生モノの教養を身につけましょう!

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（教材費を含む）

9/1（水）～3/6（日）

【在学生】無料

動画時間 約90分×1回
●教材
LECオリジナル教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード

●申込締切日
2/28（月）

●備考
＜収録動画配信型講座＞となります。

●講師

ＬＥＣ（東京リーガルマインド）講師

人に伝わる文章・表現のしかたを知ろう
講座№
J0421c

定員30名（最少催行人数10名）

〔Web講座+添削〕就活に勝つための文章力つけます

動画

※本講座は在学生限定です。
就職活動では、履歴書・エントリーシート・自己紹介書から作文・論文まで、文章でアピールする作業が多くあります。すべて他人に読
んでもらうことを前提としています。自分の特徴や言いたいことを的確に相手に伝える技術を知らないと書類の時点で損をしてしまいま
す。この講座では、文章作法よりも、「相手に伝わる文章」とは何か、どう書けば「思いが伝わるか」に重点をおいて、実習を通じて訓
練していきます。(どの回も作成する項目があります)伝え方を知ることは、言葉で伝える会話(面接)でも効果を発揮します。就職活動全
般で必須となる技術をここで身につけてください。
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（教材費を含む）

11/22(月)～1/21(金)

【在学生】12,800円

動画時間 約80分×10回
●申込締切日

●教材
プリント冊子と実習用シートを郵送します。

11/15(月)

●ガイダンス

●学習内容
※毎回文章を作成し、添削を行います。メールに添付してお送りください。
・投稿文でわかりやすい文章のコツを知る
・自分を紹介しよう(履歴書・自己紹介書をつくる)
・自分の思いの伝え方(作文を書く)
・材料から論文をつくる
・面接につながる文章を書く(面接シートをつくる)
・自分を表現する(プレゼンの手順を知る) など

共立アカデミーホームページにて動画をご覧ください。

●講師 山岸 美穂 （やまぎし みほ）
上野法律セミナー
公務員試験対策 文章理解、法律学の専門講師
語学に精通し、4カ国語に堪能。

●備考
本講座は、上野法律セミナーによる動画配信となります。
受講に必要な教材は、ご入金確認後、2週間以内にお手元に届くよう準備を
いたします。
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採用される面接はこれだ!
講座№
J0521c

定員30名（最少催行人数10名）

〔Web講座+対面講座〕あなたの面接つくります

動画

対

面

※本講座は在学生限定です。
面接で成功するための準備ノウハウを知ります。
自分に有利になる書類の書き方や、質問の答え方を実践していきます。
面接の成否は「準備」がすべでです。話す材料集めの方法、まとめ方、伝え方など採用されるために知っておかなければならないことを
解説していきます。
後半は実践。実際に試験に使えるシートの作成、面接の実践練習を行います。
個別によりよい対処法をアドバイスしていきます。
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料（教材費を含む）

11/29(月)～1/15(土)

【在学生】7,100円

動画時間 約80分×２回 ・対面講座 約90分×2回
●申込締切日

●教材
プリント冊子を郵送します。

11/22(月)

●学習内容

●ガイダンス

共立アカデミーホームページにて動画をご覧ください。

※1回目・2回目はWeb講座、3回目・4回目は対面講座

①面接の傾向はこれだ!(最近の面接での人物評価のポイント)
②提出書類の書き方で質問は変わる
(エントリーシート、面接カードに何をどう書くか)
③実践:エントリーシート(民間企業)・面接カード(公務員)を完成させる
④実践:面接練習(グループに分けて個別面接を体験、返答のコツを知る)

●講師 澗田 雅之 （たにだ まさゆき）
上野法律セミナー
就職・公務員試験の専門機関 上野法律セミナー 代表取締役。

●備考
本講座の1回目・2回目は、上野法律セミナーによる動画配信講座となりま
す。3回目・4回目の面接練習は12/16(木)～1/31(月)の間に対面で行いま
す。
大学で実施できない場合、上野法律セミナー上野駅前教室で実施いたしま
す。日時場所は講師と相談の上決めることになります。
受講に必要な教材は、ご入金確認後、2週間以内にお手元に届くよう準備を
いたします。

自分に合う英語の楽しみ方と学び方を見つけてみませんか?
講座№
L0121c

〔Web講座〕今日から変わる!英語の楽しみ方・学び方講座

動画

在学生
無料

※本講座は2020年度後期・2021年度前期と同じ動画となります。
日本だけで勉強して英検1 級・TOEIC® L&R 満点などを取得した講師が、英語を楽しんで上達させるためのとっておきのコツを伝授します。この講座では、
講師がこれまでのレッスン経験から編み出した学び方診断「3 S 分析®」を実施して、「自分に合う学習法」を見つけます。英語資格「英検」「TOEIC® 」
「TOEFL® 」についても学習法をからめて解説します。「英語をもっと上達させたいけれど、どうしたらいいか分からない」「いろいろやってみたけれど、
うまく続かない」「せっかくやるなら楽しくやりたい」という方、必見です!
【学習内容】・講師の自己紹介 ・英語の楽しみ方紹介 ・学び方診断「3 S分析®」から Style(学習法)とSkills (強み)を各自分析&解説
・英語資格「英検」「TOEIC® L&R」「TOEFL iBT®」解説
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

10/1（金）～2/28（月）

【在学生】無料

【卒業生】1,000円

【一般】1,000円

動画時間 約65分×1回
●申込締切日

●教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード

1/31（月）

●受講生の声
・自分の経験や日常生活を客観的に見て、どのようなスタイルが
合っているかが分かりました。
ずっと英語ができないことがコンプレックスで、英語の学習方
法に悩んでは諦めてきたのですが、この講座を通してもう一度頑
張ろうと思いました。

●用意するもの
・筆記用具、ノート

●備考

●講師 富岡 恵（とみおか めぐみ）
東京外国語大学英語専攻卒業。
英検1 級・TOEIC®L&R満点、TOEFL iBT®101を取得。
英語パーソナルトレーナーとして個人レッスンを行い、都内大学
で講師、文筆家としても活動中。
著書は『TOEIC®テスト書きこみノート』シリーズなど多数。
最新作は『マンガと語呂で一発暗記！ゴロゴロ英単語』(共著・
ベレ出版)

本講座は<収録動画配信型講座>となります。
【参考図書】富岡 恵 著
『TOEIC®テスト書きこみノート』シリーズ
『高校英文法をひとつひとつわかりやすく。』
『TOEIC®テスト英文法をひとつひとつわかりやすく。』
『しゃべり「型」英文法』
『寝ながら学べる英文法』(共著)
『マンガと語呂で一発暗記！ゴロゴロ英単語』(共著)
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TOEIC🄬🄬リスニング&リーディングテストを受ける方、必見!
講座№
L0221c

〔Web講座〕TOEIC🄬🄬LISTENING AND READING TEST:
これだけは知っておきたい10のこと

動画

在学生
無料

TOEIC🄬🄬はなんぞや?受験する意義とは?紙の試験とオンラインテストの違いは?
おすすめの勉強方法や教材は?など、TOEIC🄬🄬リスニング&リーディング テストを受験するにあたって知っておきたいことを10項目に
凝縮してお伝えする単発講座です。
日本だけで勉強してTOEIC🄬🄬 L&R 満点取得経験のある講師が担当。知らずに受けると遠回りになってしまう、今知っておきたい情報満
載。
TOEIC🄬🄬 L&R テストをこれから初めて受験する方、再度受験したいけどどう勉強していいかわからない方必見の講座です。
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

9/1(水)～2/28(月)

【在学生】無料

【卒業生】1,000円

【一般】1,000円

動画時間 約60分×1回
●申込締切日

●教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード

1/31(月)

●学習内容
・講師紹介：満点を取るまでの経験談
・TOEIC🄬🄬を受ける意義
・TOEIC🄬🄬 L&Rテストの概要
・紙のテストとオンラインテストの違い
・おすすめの勉強法と教材
・受験当日の準備と心構え
・テスト本番で試したい集中力UP術

●講師 富岡 恵（とみおか めぐみ）
東京外国語大学英語専攻卒業。英検1 級・TOEIC®
Listening&ReadingTest満点、TOEFL iBT®101を取得。
英語パーソナルトレーナーとして個人レッスンを行い、都内大学
で講師、文筆家としても活動中。
著書は『TOEIC®テスト書きこみノート』シリーズなど多数。
最新作は『マンガと語呂で一発暗記!ゴロゴロ英単語』(共著・ベ
レ出版)

●備考
＜収録動画配信型講座＞となります。

初めての方も安心。テストの全体像を知る初級コース!
講座№
L0321c

〔Web講座〕TOEIC🄬🄬LISTENING AND READING TEST 目標500点

動画

TOEIC® L&R TESTに精通した日本人講師による講義と最新の出題形式を踏まえて毎年改定しているTACオリジナル教材を使用し、短時間で効率よくスコア
アップを目指します。
500点目標コースでは、スコアアップを狙いやすい短文Part(1・2・5)に重点を置いた講義と演習で500点突破を目指します。
■PC・タブレット・スマホでWeb講義動画を、いつでも・どこでも・何度でもご覧いただけます。
■質問メール機能で、疑問点を解消しながら学習を進められます。 ※質問は専用システム上で行います。
■確認テスト(Web上で受験)付きで、学習の習熟度が測れます。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

（IPテスト代4,000円、教材費を含む）

10/22(金)～2/14(月)

【在学生】20,000円

【卒業生】22,000円

【一般】24,000円

動画時間 約60分×25回+確認テスト3回

●教材
●申込締切日

10/6(水)

『TOEIC® L&R TEST対策 500点コース FOR BIZ テキスト』
『TOEIC® L&R TEST対策 FOR BIZ 問題集 Vol.1』
『TOEIC® L&R TEST対策 FOR BIZ 単語集・単語テスト Vol.1』

●試験について

試験日

※教材が到着次第学習を開始していただけます。

2/8(火)～2/14(月)

TOEIC🄬🄬IP試験はオンラインにて実施します。

●ガイダンス

共立アカデミーホームページにて動画をご覧ください。

●対象

TOEIC® L&R TEST 初受験者、
TOEIC® L&R 500～550点取得を目指す方

●講師

谷口

翔太 （たにぐち

しょうた）

TAC TOEIC®講座講師
甲南大学 文学部 英語英米文学科卒業。高校、大学で2度のアメリカ留学を
経験し、大学で英語学を学ぶ。
英語指導歴15年。特に英文法と英文解釈の指導には定評がある。
現在は企業、大学でのTOEIC®語学研修や講演活動を通して英語の指導を
している。
IIBC AWARD OF EXCELLENCE受賞。通訳案内士国家資格取得。

●備考
本講座は、TAC専用サイトからの動画配信となります。
受講に必要な情報・教材は、郵送にて10/22(金)ごろ到着見込みです。
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就活・転職にも役立つ600点突破を目指す!知識と解答力を高める中級コース
講座№
L0421c

〔Web講座〕TOEIC🄬🄬LISTENING AND READING TEST 目標650点

動画

TOEIC® L&R TESTに精通した日本人講師による講義と最新の出題形式を踏まえて毎年改定しているTACオリジナル教材を使用し、短時間で効率よくスコア
アップを目指します。
650点目標コースでは、難易度が高いPart 3・4・6・7の正答率を上げるための講義と豊富な演習量で、650点突破を目指します。
■PC・タブレット・スマホでWeb講義動画を、いつでも・どこでも・何度でもご覧いただけます。
■質問メール機能で、疑問点を解消しながら学習を進められます。 ※質問は専用システム上で行います。
■確認テスト(Web上で受験)付きで、学習の習熟度が測れます。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

10/22(金)～2/14(月)

【在学生】22,000円

（IPテスト代4,000円、教材費を含む）
【卒業生】24,000円

【一般】26,000円

動画時間 約60分×27回+確認テスト3回

●教材
●申込締切日

10/6(水)

●試験について

試験日

『TOEIC®
『TOEIC®
『TOEIC®
『TOEIC®
『TOEIC®

2/8(火)～2/14(月)

TOEIC🄬🄬IP試験はオンラインにて実施します。

●ガイダンス

共立アカデミーホームページにて動画をご覧ください。

●対象

TOEIC® L&R 500点以上をお持ちで、
650点～700点取得を目指す方

L&R
L&R
L&R
L&R
L&R

TEST対策
TEST対策
TEST対策
TEST対策
TEST対策

650点コース FOR BIZ テキスト』
FOR BIZ 問題集 Vol.1』
FOR BIZ 問題集 Vol.2』
FOR BIZ 単語集・単語テスト Vol.1』
FOR BIZ 単語集・単語テスト Vol.2』

※教材が到着次第学習を開始していただけます。

●講師

岩井

知佳子（いわい

ちかこ）

TAC TOEIC®講座講師
津田塾大学 学芸学部 国際関係学科卒業。小学生の3年間をアメリカで暮ら
す。
メーカーでの実務経験や起業経験を経て、フリーランスで通訳・翻訳に従
事。
現在は、企業や大学でTOEIC® L&R TEST、ビジネス英語、新入社員研修
などの指導にあたる。
受講者の目線を大切にした、楽しく実践的な講義を心がけている。

●備考
本講座は、TAC専用サイトからの動画配信となります。
受講に必要な情報・教材は、郵送にて10/22(金)ごろ到着見込みです。

重要論点を再確認し、全問解答できる力を身につける上級コース
講座№
L0521c

〔Web講座〕TOEIC🄬🄬LISTENING AND READING TEST 目標750点

動画

TOEIC® L&R TESTに精通した日本人講師による講義と最新の出題形式を踏まえて毎年改定しているTACオリジナル教材を使用し、短時間で効率よくスコア
アップを目指します。
750点目標コースでは、アウトプットに重点を置いたカリキュラムで、全問解答できるようになるためのタイムマネジメント力を身につけます。
■PC・タブレット・スマホでWeb講義動画を、いつでも・どこでも・何度でもご覧いただけます。
■質問メール機能で、疑問点を解消しながら学習を進められます。 ※質問は専用システム上で行います。
■確認テスト(Web上で受験)付きで、学習の習熟度が測れます。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

（IPテスト代4,000円、教材費を含む）

10/22(金)～2/14(月)

【在学生】24,000円

【卒業生】26,000円

【一般】28,000円

動画時間 約60分×29回+確認テスト3回

●教材
●申込締切日

10/6(水)

●試験について

試験日

『TOEIC® L&R TEST対策 750点コース FOR BIZ テキスト』
『TOEIC® L&R TEST対策 FOR BIZ 問題集 Vol.1』
『TOEIC® L&R TEST対策 FOR BIZ 問題集 Vol.2』
『TOEIC® L&R TEST対策 FOR BIZ 問題集 Vol.3』
『TOEIC® L&R TEST対策 FOR BIZ 単語集・単語テスト Vol.1』
『TOEIC® L&R TEST対策 FOR BIZ 単語集・単語テスト Vol.2』
『TOEIC® L&R TEST対策 FOR BIZ 単語集・単語テスト Vol.3』
※教材が到着次第学習を開始していただけます。

2/8(火)～2/14(月)

TOEIC🄬🄬IP試験はオンラインにて実施します。

●ガイダンス

共立アカデミーホームページにて動画をご覧ください。

●対象

TOEIC® L&R 650点以上をお持ちで、
700点～800点取得を目指す方

●講師

鶴田

京子 （つるた

きょうこ）

TAC TOEIC®講座講師
成蹊大学 英米文学部卒業。日系航空会社の国際線客室乗務員として、主に
北米、欧州へ乗務。
現在は大学、専門学校、大手英会話スクールでTOEIC®対策、英会話、英
文法、リーディング、リスニングの指導に従事する。
通算10年に及ぶ北米での滞在経験があり、また豊富な講師経験から様々な
レベルに対応可能。
特にTOEIC®に関しては、わかりやすく、丁寧な講義に定評がある。

●備考
本講座は、TAC専用サイトからの動画配信となります。
受講に必要な情報・教材は、郵送にて10/22(金)ごろ到着見込みです。
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新年度の前の集中講座で目標スコアをめざそう!
講座№
L0121d

定員30名（最少催行人数10名）

〔Web講座〕
春期集中・TOEIC🄬🄬 LISTENING AND READING TEST 目標500点

リアル
タイム

「TOEIC®テストを受けた事がなく何から勉強を始めたら良いかわからない」「英語が聞き取れない」「時間が足りなくて最後まで解
けきれない」とお悩みの方必見。TOEIC🄬🄬500点に到達していない人は、中学・高校レベルの文法が十分に理解できていなく、基本的
な単語力が不足し、発音の知識が乏しいため英語がうまく聞き取れない状態です。
TOEIC🄬🄬学習の最初の壁である、TOEIC500🄬🄬点を取得するために押さえるべき頻出単語・文法表現、解き方のコツなどをカバーし、
目標スコアに近づけるお手伝いをします。
TOEIC🄬🄬500点を習得していると、短い文章を聞き取ることができ、簡単な挨拶や自己紹介ができるようになります。就活にTOEIC🄬🄬
スコアを活かすのはもちろん、英語力中級に一歩踏み入れて英語でできることをどんどん増やしませんか?
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●日程
回

●受講料（IPテスト代4,230円を含む）

全5回 13：00～16：00(10～15分程度の休憩含む)

【在学生】19,100円

内容

日程

【卒業生】19,600円

【一般】20,100円

1

2/16(水) 講座概要、単語テスト、リスニング Part 1 、リーディング Part 5

2

2/17(木) 単語テスト、リスニング Part 2 、リーディング Part 5

●用意するもの

3

2/18(金) 単語テスト、リスニング Part 3 、リーディング Part 6

4

2/21(月) 単語テスト、リスニング Part 3 、リーディング Part 6

5

2/22(火) 単語テスト、リスニング Part 4 、リーディング Part 7 、まとめ

教材は受講料に含まれておりません。
ご自身で購入をお願いします。
『TOEIC(R) L&R テスト書き込みドリル【全パート入門編】』
(桐原書店) ISBN：978-4342001581
『TOEIC(R) L&R TEST 出る単特急 銀のフレーズ』
(朝日新聞出版) ISBN：978-4023316843

●申込締切日

1/27(木)

●試験について

試験日

2/24(木)～3/2(水)

TOEIC🄬🄬IP試験はオンラインにて実施します。

●講師

TOEIC® L&R TEST 初受験者、
TOEIC® L&R 500点取得を目指す方

●対象

松野

桂子（まつの

●備考
Zoomによる＜リアルタイム配信型講座＞となります。
参加に必要な情報は、開講日までにマイページに公開
講師の指示があった場合には、カメラや音声をオンにしていただく場合があ
ります。

玉鬘の恋と結婚
講座№
E0221a

けいこ）

東京都出身。国際基督教大学教養学部言語学科卒業。
アメリカ・ミシガン州立大学院言語学科修士号取得。
語学学校講師を経て、武蔵野大学・明星大学にて必須英語、薬学英語、文法
講座、TOEICクラスなど複数のクラスの非常勤講師として指導実績があ
る。
シンガポール、カナダ、アメリカでの留学経験を活かして、Active
Learningで学習者が主体となって楽しく英語を学習できるように心がけて
います。

定員20名（最少催行人数10名）

対

『源氏物語』を読む

面

緊急事態宣言の延長に伴い、前期予定しておりました内容を後期に変更しました。
（すでにお申し込みされている方は再度お申し込みの必要はございません。）
いまからおよそ千年も昔の平安時代に成立した『源氏物語』は、いまでも古典の教科書だけでなく、小説や映画、演劇や漫画などのメ
ディアをとおして多くのひとに親しまれています。この講座では、その『源氏物語』の名場面（と講師が思う場面）を古文で読みます。
今回は、玉鬘十帖のなかから行幸巻と真木柱巻を取り上げます。光源氏の養女として数多くの貴公子たちの心を恋に悩ませた玉鬘も、と
うとうひとりの男性のものになります。あっけないような玉鬘の恋物語の結末と、その舞台裏をどうぞお楽しみください。
巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。（共立アカデミーホームページにも講座紹介の掲載がございます。）

●日程
回
1

全3回

金曜日

13：30～15：00
内容

日程
11/5 行幸巻

【在学生】4,500円【卒業生】6,000円【一般】6,000円

～冷泉帝を見る玉鬘～

2

11/12 真木柱巻①

～髭黒大将と北の方～

3

11/19 真木柱巻②

～『源氏物語』の物の怪～

●申込締切日

●受講料

●テキスト
毎回資料を配布します。

10/22（金）

●用意するもの
特にありません。

●備考
対面講座で開講予定ですが、状況により変更または開講中止とな
る場合がございます。
緊急事態宣言期間中と開講日が重なった場合は、開講日程を延期
（状況によっては中止）させていただきます。予めご了承くださ
い。

●講師 咲本 英恵（さきもと はなえ）
共立女子短期大学文科嘱託専任講師。博士（文学）。
『源氏物語』やその受容について研究をしている。中世の物語や
和歌・連歌、また、仏教と物語やかかわりについて興味がある。

講師より
3回で完結させたいですが、あまり自信がありません。それでも
よろしければぜひおつきあいください。

17

菅原孝標女と東海道を歩こう
講座№
E0321a

定員20名（最少催行人数10名）

対

『更級日記』上洛の記を読む

面

緊急事態宣言の延長に伴い、前期予定しておりました内容を後期に変更しました。
（すでにお申し込みされている方は再度お申し込みの必要はございません。）
『更級日記』は菅原孝標女の１３歳から５２歳までの日記です。東国で育った菅原孝標女が、父の国司任期終了に伴い、京に帰る記事か
ら書き始められます。上総国を出てから、東海道を3ヶ月ほどかけて移動し、入京するまでの見聞・体験が、有名無名の地名とともに書
き綴られてゆきます。上洛の記を読むこと通して、孝標女の見た平安時代後期の東海道の風景を、みなさんと想像しながら読んでみたい
と思っています。当時は「歌枕」や「名所」と呼ばれる和歌的連想を担う地名に関心が高い時代でもありました。あわせて地名が日記に
記録された意図も考える予定です。
巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。（共立アカデミーホームページにも講座紹介の掲載がございます。）

●日程

全3回

金曜日

11：00～12：30
内容

回

日程

1

11/5

2

11/12

武蔵野国をゆく
―竹芝伝説と乳母との別れ―

3

11/19

駿河国をゆく
―足柄山・富士山・富士川伝説―

●申込締切日

●受講料
【在学生】4,500円【卒業生】6,000円【一般】6,000円

『更級日記』冒頭を読む
―物語への思いと旅立ちー

●テキスト
プリントを用意します。

10/22（金）
●講師 岡田 ひろみ（おかだ ひろみ）
共立女子大学文芸学部教授。『源氏物語』を中心に、物語文学全
般を専攻とする。近年は特に、平安、鎌倉、室町期の物語や日
記、歌集における「作中和歌」「音楽」「手紙」に関心がある。

●備考
対面講座で開講予定ですが、状況により変更または開講中止とな
る場合がございます。
緊急事態宣言期間中と開講日が重なった場合は、開講日程を延期
（状況によっては中止）させていただきます。予めご了承くださ
い。

万葉人の心に触れる
講座№
E0121c

定員20名（最少催行人数10名）

対

万葉集を読む―東国の山の歌と伝説―

面

この講座は、『万葉集』を読み始めたところで、初期万葉の雄略天皇や舒明天皇の雑歌や磐姫皇后や額田王の相聞歌、天智天皇や有間皇子の挽歌を読んできま
した。ところが、今回は、疫病でなかなかみなさんと集まって読み進めることが難しい状況です。
そこで、2021年後期講座は全3回で、私たちにもなじみ深い東国の山にまつわる歌と伝説を取り上げてみたいと思います。今年度前期に『日本神話を読む』
を受講しているみなさんと、「東国の山の神話と伝説」と題して、富士山と筑波山、朝坊山（晡時臥（くれふし）山）を読みました。その続編です。ヤマトタ
ケルが妻を偲んで「吾妻（あずま）はや」と叫び、防人（さきもり）が妻に別れを告げた足柄峠、都落ちした采女の機転を語る安積（あさか）山、東歌や土石
流で飲み込まれた首長で有名な伊香保山についてお話しします。
初めての方も大歓迎です。都から見た東国のイメージ、東国の人の郷土愛を感じてみましょう。

巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。（共立アカデミーホームページにも講座紹介の掲載がございます。）

●日程
回

全3回

水曜日

11：00～12：30
内容

日程

1

11/17 足柄峠の歌と伝説

2

11/24 安積（あさか）山の歌と伝説

3

●受講料
【在学生】4,500円【卒業生】6,000円【一般】6,000円
●用意するもの
なし。毎回、プリントを配布します。

12/1 伊香保山の歌と伝説

●申込締切日

11/3(水）

●参考図書
『万葉集の起源
（遠藤耕太郎著

●備考

●講師 遠藤 耕太郎（えんどう こうたろう）
共立女子大学文芸学部教授。博士（文学）。専攻は日本古代文
学、中国少数民族の文化。1997 年より中国雲南省の少数民族
地域で、実際に社会のなかで機能する神話や歌を調査している。
現在、古事記や万葉集など文字に記されて残っている文学の基層
にどのような思想あったのかを考えている。

対面講座で開講予定ですが、状況により変更または開講中止となる場合がご
ざいます。
緊急事態宣言期間中と開講日が重なった場合は、開講日程を延期（状況に
よっては中止）させていただきます。予めご了承ください。
※例年は「日本神話を読む」と「万葉集を読む」の2講座とも開講しており
ましたが、新型コロナウィルスの影響で今年度は前期と後期に各1講座ずつ
開講しております。そのため今期の「万葉集を読む」は前期の「日本神話を
読む」とも関連づいた内容となっております。

東アジアに息づく抒情の系譜』
中公新書）
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「なんとなく知っている」から「とっても好きな作品」へ
講座№
E0221c

定員20名（最少催行人数10名）

対

『平家物語』を読み解く

面

コロナ禍による1年間の中断を経ての、前期に引き続き後期対面講義です。全3回という限られた回数ですが、一の谷の合戦の端緒とな
る先陣争いという大変面白い部分です。続いて義経の活躍と平家の滅亡のさまを今後もじっくり読み進めましょう。古典文学に没頭する
のは現実逃避ではありません。『平家物語』でも都を焼き尽くす火事、災害、戦乱が絶え間なく人々を襲い、無能な為政者によって右往
左往させられることは、今の私たちと何ら変わらない日常です。生きるということの意味を、昔の人々と共有しましょう。この回からの
ご参加も大歓迎です。

巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。（共立アカデミーホームページにも講座紹介の掲載がございます。）

●日程
回
1

全3回

火曜日

13：30～15：00

●受講料

内容

日程

【在学生】4,500円 【卒業生】6,000円 【一般】6,000円

11/9 巻九 老馬

2

11/16 一二之懸

3

11/30 二度之懸 坂落

●用意するもの
『平家物語（三）』（岩波文庫） ISBN：9784003011331

※11/23(火)は祝日のため講座はありません。

●受講生の声
・初めて受講しましたが、とても分かりやすく内容もおもしろ
かったです。解説、臨場感があって聞き入っています。平家の
魅力を増す勢いのあるご講義でした。歴史上の人物が身近に感
じられたり、時代背景がわかり易かった。
・平安末から鎌倉にかけての社会状況は、現代と異なることがな
く現代を生き抜く智慧と勇気を授けてくれるものだと感じた。

10/26(火)

●申込締切日

●備考
対面講座で開講予定ですが、状況により変更または開講中止とな
る場合がございます。
緊急事態宣言期間中と開講日が重なった場合は、開講日程を延期
（状況によっては中止）させていただきます。予めご了承くださ
い。

●講師 菅野 扶美（すがの ふみ）
共立女子短期大学名誉教授。専攻は中世文学・芸能・宗教・特に
『梁塵秘抄』研究。社会人対象の講座では、もっぱら『平家物
語』を読んでいます。

やきもののある豊かな暮らし
講座№
E0321c

定員20名（最少催行人数10名）

やきものの歴史と魅力～日本やきもの史ダイジェスト～

対

面

日本各地に息づく伝統的なやきもの。それらはさまざまな歴史背景を持って生まれ、今日に続いています。中世の焼締め陶、桃山時代の
茶陶、江戸時代に誕生した磁器。その成り立ちと発展の流れは、そのまま日本のやきものの歴史です。その中から代表的な陶磁を取り上
げ、その魅力を紹介する日本やきもの史ダイジェスト。歴史を知ることで、現代の日本各地のやきものへの理解も深まります。合わせて
陶器と磁器、素地と釉薬など、身近にあるのに意外と知らない陶磁器の素材についても解説いたします。

巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。（共立アカデミーホームページにも講座紹介の掲載がございます。）

●日程
回
1
2
3

全3回

金曜日

11：00～12：30
内容

日程
2/25 中世の焼締陶
3/4

花開く桃山陶

【在学生】6,000円【卒業生】7,000円【一般】8,000円

六古窯
美濃と唐津

3/11 磁器の誕生と発展

●申込締切日

●受講料

●教材
毎回資料を配布します。

伊万里

2/11（金）

●備考
対面講座で開講予定ですが、状況により変更または開講中止とな
る場合がございます。
緊急事態宣言期間中と開講日が重なった場合は、開講日程を延期
（状況によっては中止）させていただきます。予めご了承くださ
い。

●講師 森 由美（もり ゆみ）
東京藝術大学大学院美術研究科修了(保存科学専攻)。戸栗美術館
学芸員、日本陶磁協会研究員を経て独立。執筆、講師、伝統文化
に関する企画制作などを行う。女子美術大学非常勤講師、戸栗美
術館学芸顧問。著書に『週刊やきものを楽しむ・全30巻(兼・監
修)』(小学館)『古伊万里』(角川文庫)等。
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暗号解読?いいえ、日本語です!
講座№
E0421c

〔Web講座〕変体仮名で読む百人一首(字幕あり)

動画

※本講座は2021年度前期と同じ動画となります。
最近では競技としても注目されている「百人一首」。短冊や掛軸に書かれた「百人一首」を読んでみたいと思ったことはありませんか?
本講座では、変体仮名(くずし字)で書かれた百人一首を解読しながら、成り立ちや歌の意味について解説します。大好きな歌がある方
も、百人一首をすべて暗記している方も、全く知らない方もOK です!初心者向けの変体仮名読解コースですので、少しでも興味のある
方はお気軽にご参加ください。百人一首というテキストを通じて、明治期以前の日本人がどのように和歌を鑑賞していたのか、タイムト
ラベルをするように追体験してみましょう。
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

9/1(水)～2/28(月)

【在学生】3,000円

【卒業生】4,500円

【一般】4,500円

動画時間 約60分×3回

●申込締切日

●教材

1/31(月)

共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード

●お試し視聴

共立アカデミーホームページ上の動画をご覧ください。

●参考図書
読解用の資料も配布しますが、自習したい方には
笠間影印叢刊刊行会『字典かな』（笠間書院）もしくは
松尾聰『変体平仮名演習』（笠間書院）をおすすめします。

●学習内容
1.百人一首とは？ 変体仮名の基本 文字絵を読む
2.写本で読む百人一首 古筆とは？ 鑑賞のポイント
※写本とは筆で書かれた作品、版本は江戸時代に出版された書物です。
3.版本で読む百人一首 浮世絵と百人一首 歌かるた

●講師

白戸

満喜子（しろと

まきこ）

博士(文学)。専門は江戸時代の文学や浮世絵などの出版史・書誌学。書物や
印刷物などに用いられた紙について研究している。変体仮名(くずし字)の識
字率を上げることが生き甲斐。
近著『書誌学入門ノベル! 書医あづさの手控（クロニクル）』（文学通
信）

●受講生の声
変体仮名や古文書の知識が増え、博物館、美術館、歌舞伎などの鑑賞の際に
役立っています。講師の熱意が伝わってきた講座でした。

●備考
＜収録動画配信型講座＞となります。
ご質問がある場合はアンケートにご記入ください。
後日共立アカデミーサイトにて回答予定です。

古典落語「井戸の茶碗」で分かる江戸の物売り、武士の暮らし
講座№
E0521c

〔Web講座〕落語でわかる江戸の暮らし
動画

～井戸の茶碗～

在学生
無料

古典落語の中でも大変人気のある演目である「井戸の茶碗」。この落語には屑や、浪人、武士が出てまいります。当講座では、前半にこ
の噺の背景となる江戸の物売りや武士の生活などを分かりやすく解説し、後半は実際に落語「井戸の茶碗」を生で披露します。落語と江
戸雑学の両方お楽しみ頂ける講座です。
落語を聴くのが初めての方、また寄席、落語会などによく行かれる方どなたでも楽しめる講座となっております。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

11/1(月)～2/28(月)

【在学生】無料

動画時間約90分×1回
実施期間中、ご自身のご都合に併せて学習可能です。
(落語が約30分、講義約60分)

●教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード

●申込締切日

【卒業生】1,000円

【一般】2,000円

1/31(月)

●学習内容
1.江戸の物売りについて
2.武士の生活
3.井戸の茶碗 実演

●講師 春風亭 柳若 (しゅんぷうてい りゅうじゃく)
公益社団法人落語芸術協会所属
サラリーマン生活 10 年を経て、2008 年 9 月瀧川鯉昇に入門
「鯉ちゃ」2012 年 9 月 21 日師匠の旧名である春風亭柳若を
継いで、二つ目昇進
出演:BS スカパー「らくらくゴーゴー!」、BS 日テレ「笑点特大
号」等、NHKラジオ深夜便、NHKNEXT名人寄席
著書:成金本(東京かわら版)

●備考
＜収録動画配信型講座＞なります。
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人生の終い方について、考えてみましょう
講座№
E0621c

〔Web講座〕人生の最期を自分らしく生ききるために

動画

在学生
無料

※本講座は2021年度前期と同じ動画となります。
「人生100年時代」と言われる時代を迎えて、長い人生をどのように過ごし最期をどのように迎えたいか、ということへの関心が高
まっています。自分の望むような人生の最期を実現させるためにはどのような準備をしたらよいのでしょうか。どのようなことを知って
おくとよいのでしょうか。この講座では、その人にとっての「よき死」を迎えるために必要な準備とそのための知識について、死にゆく
過程、死後のケアを中心にお話したいと思います。また看取りを支える資源、サービスについても知識を得ていただければと思います。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

9/1（水）～2/28（月）

【在学生】無料

動画時間 約60分×1回

※但し、在学生以外の方は別途会費が必要です。

●申込締切日

【卒業生】無料

【一般】無料

●教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード

1/31（月）

●学習内容
1.日本の死の状況
2.人が死にゆく過程
3.エンゼルケアについて
4.「よき死」のための準備
5.看取りを支える資源

●講師 荒木 亜紀（あらき あき）
共立女子大学看護学部准教授。茨城県立医療大学保健医療科学研
究科修士課程、同博士課程修了。総合病院、大学病院での臨床経
験を経て大学教育に携わる。茨城キリスト教大学、茨城県立医療
大学を経て2016年より本学での教育に従事。専門は老年看護
学。

●備考
＜収録動画配信型講座＞なります。

大切な家族と住み慣れた場所で一緒に生活するために
講座№
E0721c

〔Web講座〕介護する人、される人、
それぞれの思いと支援について

動画

在学生
無料

日本人の平均寿命は男性は81.25歳、女性は87.32歳で、世界トップレベルとなりました。しかし、日常生活に制限のない期間、すな
わち「健康寿命」との差はなかなか縮まらず、多くの人が人生の最期の約10年ほどを、何らかの介護を受けて療養すると言われていま
す。このような状況の中、介護する人とされる人との間には、たとえ実の親子であってもなかなか理解しがたい「思い」があります。こ
の講座では、主にご自宅で介護する人と、される人のそれぞれの思いを知っていただき、長期戦となる介護を、持続可能にするための方
法についてみなさんと考えてみたいと思います。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

10/22（金）～2/28（月）

【在学生】無料

動画時間 約60～90分（予定）×1回

※但し、在学生以外の方は別途会費が必要です。

●申込締切日

【卒業生】無料

【一般】無料

●教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード

1/31（月）

●学習内容
1.介護とは？
2.日本の介護事情
3.介護する人の気持ち
4.介護される人の気持ち
5.最期まで住み慣れた場所で暮らすために

●講師 荒木 亜紀（あらき あき）
共立女子大学看護学部准教授。茨城県立医療大学保健医療科学研
究科修士課程、同博士課程修了。総合病院、大学病院での臨床経
験を経て大学教育に携わる。茨城キリスト教大学、茨城県立医療
大学を経て2016年より本学での教育に従事。専門は老年看護
学。

●備考
＜収録動画配信型講座＞なります。
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いきいきと働き続けるために知っておきたいこと
講座№
E0821c

〔Web講座〕女性が働き続けるために知っておきたい基礎知識

動画

在学生
無料

※本講座は2021年度前期と同じ動画となります。
新型コロナウィルスの影響で、日本の働き方改革が急速に進んでいます。今後の労働情勢の最新情報を知るとともに、働く人を取り巻く
基本的なルールを学ぶことで、自分らしく働くスタイルをみつけてください。結婚、出産、育児、介護などの他、様々なライフステージ
の中で働きにくいと感じてしまう状況に遭遇することがあるでしょう。そのような時にも知っておきたい基礎知識を学習します。将来の
家庭生活と就労生活に役立つ知識を身に付けましょう。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

9/1（水）～2/28（月）

【在学生】無料

【卒業生】1,000円

【一般】1,000円

動画時間 約60分×1回
●教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード
●申込締切日

1/31（月）

●学習内容
・新型コロナ後の働き方改革
・働き方のルール(解雇・内定取消ほか)
・働き方と年金制度 ・出産、育児休業のルール
・介護休業のルール(育児介護休業法) ・パワハラの法制化

●講師 櫻井 三樹子（さくらい みきこ）
櫻井三樹子社会保険労務士事務所、株式会社チェリーウェル代
表、特定社会保険労務士、年金アドバイザー。
中小企業の労務管理、行政調査、労使トラブル対応、働き方改革
などをサポートしています。
また、個人の労働相談、年金相談などにも対応しています。自身
の働き方改革を実践中。
すべての輝く女性を応援します!

●備考
＜収録動画配信型講座＞なります。

意外と知らない大切な制度について学んでみよう
講座№
E0921c

〔Web講座〕女性が知っておきたい
年金制度と育児介護休業制度

動画

在学生
無料

公的年金は国が運営する保険制度です。老齢年金だけでなく、遺族年金、障害年金と3つの種類の年金制度があります。人生100年時代
を迎えようとしている現在、長期化する老後について考えてみましょう。また、老後でなくても受給するかもしれない、遺族年金、障害
年金について知っておきましょう。育児休業、介護休業については、女性が働くうえで知っておいていただきたい制度です。休業制度の
使い方について解説いたします。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

10/22（金）～2/28（月）

【在学生】無料

【卒業生】1,000円

【一般】1,000円

動画時間 約60～90分（予定）×1回
●教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード
●申込締切日

1/31（月）

●学習内容
・国民年金、厚生年金
・老齢年金、遺族年金、障害年金
・育児介護休業制度

●講師 櫻井 三樹子（さくらい みきこ）
櫻井三樹子社会保険労務士事務所、株式会社チェリーウェル代
表、特定社会保険労務士、年金アドバイザー。
中小企業の労務管理、行政調査、労使トラブル対応、働き方改革
などをサポートしています。
また、個人の労働相談、年金相談などにも対応しています。自身
の働き方改革を実践中。
すべての輝く女性を応援します!

●備考
＜収録動画配信型講座＞なります。
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将来の資産形成のために”今”始めたい！
講座№
E1021c

〔Web講座〕初心者のためのNISA&iDeCo講座

動画

在学生
無料

※本講座は2021年度前期と同じ動画となります。
税制優遇を受けながら安定的にお金を増やそう！
一昨年の6月に金融庁のワーキンググループが出した報告書「老後2000万円問題」が話題になりましたが、その報告書によると、公的年金だけでは老後の生
活費は2000万円足りないとのこと。今回の講座では、老後2000万円の根拠となる数字を紹介するとともに、どれくらい老後のために今から準備しておくべ
きかを一緒に確認します。その上で、将来の資産形成をするために有効な制度として注目されている「iDeCo」と「つみたてNISA 」について解説します。そ
れぞれの制度の特徴やメリット・デメリット、それぞれの制度の活用の仕方などについてお話します。この講座を受講していただければ、iDeCoとつみたて
NISAの基本は抑えられると思います。これからの時代は、国も会社も余力がなくなり、自助努力が求められる時代です。ぜひ、この機会に一般の人が税制優
遇を受けながら安定的にお金を増やしていける可能性が高いiDeCoとつみたてNISAについて学びましょう!
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

9/1(水)～2/28(月)

【在学生】無料

【卒業生】1,000円

【一般】1,000円

動画時間 約60分×1回
●教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード
●申込締切日

1/31(月)
●用意するもの
筆記用具、電卓

●講師 高山 一惠 （たかやま かずえ）
株式会社Money&You取締役。ファイナンシャルプランナー。女
性向けお金の総合相談サイト「FP Cafe」を運営。全国で講演活
動、多くのメディアで執筆活動、相談業務を行い、女性の人生に
不可欠なお金の知識を伝えている。著書は「やってみたらこんな
におトク!税制優遇のおいしいいただき方」(きんざい)など多数。

●備考
＜収録動画配信型講座＞なります。

金融機関選びや自分に合った商品はどうやって選ぶ？
講座№
E1121c

〔Web講座〕

初心者のためのNISA&iDeCo講座
実践編

動画

在学生
無料

最近、iDeCo、つみたてNISAで資産形成を始める人が増えています。これからiDeCo、つみたてNISAを始めたいと思っている人も少
なくないことでしょう。とはいえ、いざ、iDeCo、つみたてNISAを始めようと思う時に迷ってしまうのが、金融機関選びです。数多あ
る金融機関の中から一体どこの金融機関を選べば良いのかわからないというケースは多いようです。また、合わせて迷ってしまうのが、
商品選びです。そこで、初心者の方でも迷わずに選べるように、金融機関や商品を選ぶ時のポイントを解説します。また、iDeCo、つみ
たてNISAは、基本的に中長期に亘って投資をする制度なので、運用後も色々と不安なことが出てくるでしょう。そこで、「運用状況は
どれくらいの頻度で確認したら良いのか」「値下がりしたら売るべきなのか」など、運用後の不安についても解説します。具体的に、
iDeCoやつみたてNISAを始めたいという方、ぜひ奮ってご参加くださいね。
共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

11/1(月)～2/28(月)

【在学生】無料

【卒業生】1,000円

【一般】1,000円

動画時間 約60～90分（予定）×1回
●教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード
●申込締切日

1/31(月)
●用意するもの
筆記用具、電卓

●講師 高山 一惠 （たかやま かずえ）
株式会社Money&You取締役。ファイナンシャルプランナー。女
性向けお金の総合相談サイト「FP Cafe」を運営。全国で講演活
動、多くのメディアで執筆活動、相談業務を行い、女性の人生に
不可欠なお金の知識を伝えている。著書は「やってみたらこんな
におトク!税制優遇のおいしいいただき方」(きんざい)など多数。

●備考
＜収録動画配信型講座＞なります。
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お金の知識を身につけて賢く生きよう！
講座№
E1221c

〔Web講座〕

身につけておきたい

税金の知識と家計管理の基本

在学生
無料

動画

昔の常識は今の非常識と言われるくらい昔と今を比べると経済・社会状況は大きく違います。1990年代前半のバブルが崩壊してから失
われた30年といわれるように、日本は低成長時代が続いています。このような時代を賢く生きるには、お金の知識は必須です。お金の
知識を身につけて、その知識を日常生活の中で活かすか活かさないかで人生の充実度は大きく変わります。そこで、今回は若いうちにす
ぐにでも身につけておいてほしい、家計管理と税金の知識を中心にお話します。ぜひ、ふるってご参加ください。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

11/1(月)～2/28(月)

【在学生】無料

【卒業生】1,000円

【一般】1,000円

動画時間 約60～90分（予定）×1回
●申込締切日

●教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード

1/31(月)

●用意するもの
筆記用具、電卓

●学習内容
1.現在の日本の状況とこれから
2.給与明細の見方
3.家計管理のポイント
4.源泉徴収票の見方

●講師 高山 一惠 （たかやま かずえ）
株式会社Money&You取締役。ファイナンシャルプランナー。女
性向けお金の総合相談サイト「FP Cafe」を運営。全国で講演活
動、多くのメディアで執筆活動、相談業務を行い、女性の人生に
不可欠なお金の知識を伝えている。著書は「やってみたらこんな
におトク!税制優遇のおいしいいただき方」(きんざい)など多数。

●備考
＜収録動画配信型講座＞なります。

あなたの「経済学、食わず嫌い」を直してみませんか?
講座№
E1321c

〔Web講座〕普段着の経済学

動画

-身近に隠れている経済学の理論を知り、身近な問題を経済学で分析するとどうなるか?を知る-

在学生
無料

※本講座は2021年度前期と同じ動画となります。
映画館の料金の背後には、「価格差別理論」という理論が、オークションには、勝つための「オークション理論」が、鰻丼の裏には「行
動経済学の理論」が隠れていることをご存知ですか? また、恋愛や結婚、家庭内の家事分担といった私たちの身近にあるトピックを経済
学で分析できることをご存知ですか?この講義は、私たちの身近に隠れている経済学の理論を知ることを通じて、経済学の楽しさを味
わって頂くための講義です。皆さまと一緒に学ぶことを楽しみにしております。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

9/1(水)～2/28(月)

【在学生】無料

【卒業生】1,000円

【一般】1,000円

動画時間 約90分×1回
●申込締切日

●教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード

1/31(月)

●学習内容
私たちの身近に隠れた経済学理論を学ぶ
●「価格差別論」
新幹線・航空機・映画館・テーマパーク・通信販売の
価格設定の裏に隠れた経済学理論を学ぶ
●「オークション理論」
世間に存在するオークションを知り、
オークションの勝ち方に関する理論を学ぶ
●「行動経済学の理論」
鰻丼・デパート・通信販売の販売戦略の裏にある
行動経済学の理論を学ぶ
●備考
＜収録動画配信型講座＞なります。

●用意するもの
特に不要です。
(講義に参加して頂ける元気だけ必要です)

●講師 西村 めぐみ （にしむら めぐみ）
国際学部准教授
共立女子大学国際学部准教授。国際基督教大学卒業、一橋大学大
学院経済学研究科修士課程を修了後、アメリカコロラド大学ボル
ダー校大学院博士課程を修了(経済学博士)。国際貿易の理論研究
とマイクロファイナンス等の開発経済学の実証研究を行う。大相
撲・ソフトバンクホークス好きな福岡出身の経済学者。
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あなたも、経済学でいろいろ分析してみる人生をはじめてみませんか？
講座№
E1421c

〔Web講座〕普段着の経済学 PART Ⅱ
-わたしたちの暮らしや人生を経済学で分析するとどうなるか?を知る-

動画

在学生
無料

この講義では、私たちの日常生活や人生のイベントを経済学の理論を使って分析するとどうなるか?を学びます。具体的に、美しさ・恋
愛(お見合い/合コン)・結婚・家事分担・コロナ禍の暮らしを経済学の理論を使って分析するとどうなるのか?を学びます。
この講義の学びを通じて、自分の日常を経済学で分析する楽しさと、経済学の楽しさの両方を味わうことを目的としています。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

12/10(金)～1/9(日)

【在学生】無料

【卒業生】1,000円

【一般】1,000円

動画時間 約90分（予定）×1回
●申込締切日

●教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード

12/3(金)

●学習内容
少しふざけた話題から、
真面目な話題まで以下のトピックを議論する予定です。

●用意するもの
講師作成の講義資料をお手元に置かれて受講されることをお勧め
します。

①外見の美しさが賃金に与える影響
②ノーベル経済学者が唱えた幸せな結婚のカタチ
③ノーベル経済学賞受賞理論を応用した
合コン/お見合いシステム
④家庭内分業(比較優位論)
⑤コロナ禍の暮らし(マスク/ワクチン、給付金)の経済学分析

●講師 西村 めぐみ （にしむら めぐみ）
国際学部准教授
共立女子大学国際学部准教授。国際基督教大学卒業、一橋大学大
学院経済学研究科修士課程を修了後、アメリカコロラド大学ボル
ダー校大学院博士課程を修了(経済学博士)。国際貿易の理論研究
とマイクロファイナンス等の開発経済学の実証研究を行う。大相
撲・ソフトバンクホークス好きな福岡出身の経済学者。

●備考
＜収録動画配信型講座＞なります。

あなたの魅力を引き出してくれるジュエリーの着け方
講座№
E1521c

〔Web講座〕あなたを魅せるジュエリーコーディネート術

動画

在学生
無料

リングやネックレスなど、ジュエリーは着け方によってそれぞれ見え方が違います。いかに自分を魅力的にそして美しく見せられるか、
ジュエリーの効果的な身に着け方を学びます。そこには、目の錯覚を利用した方法や、ちょっとしたテクニックが必要です。
より自分を華やかに生き生きと見せてくれて、お洒落をするときのアイテムとしてどのような役割を果たしてくれるのかを、色々なパ
ターンを見ながら学んでいきましょう。
また、ジュエリーにはTPOがあり、それを学ぶことで、公の場所でのジュエリーの身に着け方やマナーを知ることができます。

共立アカデミーホームページ及び巻末の「受講のご案内」もご確認の上、お申込みください。

●講座配信期間

●受講料

10/1（金）～2/28（月）

【在学生】無料

【卒業生】1,000円

【一般】1,000円

動画時間 約60分～90分予定×1回
●教材
共立アカデミー会員マイページより配布資料をダウンロード
●申込締切日

1/31（月）
●用意するもの
特になし（もしお持ちであれば『ジュエリーコーディネーター検
定テキスト3級』）

●学習内容
1.ジュエリーコーディネートの基礎知識
2.バランス・コーディネートについて
3.アイテム別コーディネート
4.ジュエリーを身に着ける時のポイント
5.ファッションとジュエリーのコーディネート
6.TPOについて

●講師 星野 壽江（ほしの ことえ）
ジュエリーコーディネーター検定1級、GIA G.G（米国宝石学
会 宝石学士）、Gem-A FGA（英国宝石学協会 宝石学士、
正規会員）等取得。海外有名ジュエリーブランドの営業、販売促
進を経て、テレビ番組のコメンテーター、商品の企画販売等、多
岐に渡って宝石業界に携わる、ジュエリーのプロフェッショナ
ル。

●備考
＜収録動画配信型＞となります。
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共立女子大学・共立女子短期大学

公開
講座

公開講座2021のお知らせ
受講料無料・会費不要

※2021年度の公開講座は新型コロナウイルス感染拡大防止のためすべて動画配信型講座を予定しております。
※「お申し込みと受講について」までご確認の上、お申込みください。
※講座内容及び配信日は変更する場合があります。
※詳細はHP（https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/collaboration/open_lecture/）でご確認ください。

■神田一ツ橋キャンパス講座
2021年度は感性や美をテーマに講演を行います。

美しいものには理由がある

〜構成学で考える形と色の世界〜

配信日：9月15日(水)～10月14日(木)
三井

直樹（みつい

なおき）

共立女子短期大学生活科学科

教授

筑波大学芸術専門学群卒業、アメリカ サヴァナカ
レッジオブアートアンドデザイン修士課程修了後、
京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修
了、博士（人間・環境学）。主な著書に「色彩デザ
イン学」、「構成学のデザイントレーニング」（と
もに六耀社）、文部科学省検定教科書「高校美術
1・2・3」「高校生の美術1・2」（日本文教出
版）など、他多数。長岡造形大学、東海大学等で非
常勤講師。構成学による色彩、デザイン教育に取り
組みながら、アナログ・デジタルの両面から造形理
論について研究・指導。

この講座では、みなさんが「美しい」と感じる理由をデザインから考えてみたいと思
います。自分の部屋にある服やインテリアグッズ、雑貨、日用品などを眺めてくださ
い。いろいろな形や色のものがあるでしょう。おそらく、お店では自分の好みにした
がって感覚的に選んで購入したはずです。もちろん、コスパや使い勝手なども買い物を
する時のポイントになりますが、同じものであれば、自分の好きな色や形を選択してい
ます。
デザインとは「かわいい」「素敵な」「カッコいい」「癒される」「おしゃれな」と
いった感覚を目に見える形や色のイメージとして表現する作業です。この感覚は「感
性」という言葉に置き換えてもいいでしょう。私たちは自分の感性によってモノを見て
いるのですが、この感性をコントロールしているのが構成学の造形理論です。
あまり馴染みがないかと思いますが、簡単に言えば「構成学」はデザインの原理で、
「このデザインがなぜ『よい』のか？」を理論的に考察する専門領域です。
本講座では、形や色といった造形的な要素が私たちにどのような心理効果や感覚を与
えるのか、ビジュアル資料を使ってわかりやすくお話ししていきます。構成学の理論を
知ることによって、デザインが身近に感じていただけるでしょう。そして、いままでな
んとなく見てきた形や色の世界をもっと楽しんでください。

■八王子キャンパス講座
八王子にある共立女子第二中学校高等学校と共立女子大学・共立女子短期大学が高大連携して実施する講座です。
一般の方もご受講いただけます。

ブランドの視点からマーケティングを学ぶ
配信日：10月27日(水)～11月26日(金)
野沢

誠治（のざわ

せいじ）

共立女子大学ビジネス学部

教授

キリンホールディングス㈱ブランド戦略部部長兼同
部マーケットインサイト室長（前身はリサーチ室
長）、京都大学経営管理大学院特別教授併任を経て
現職。早稲田大学大学院商学研究科修了（商学修
士）。MIT（マサチューセッツ工科大学）
スローン経営大学院修了（MS）。法政大学大学院
社会科学研究科経営学専攻博士課程単位取得満期退
学。専門は、マーケティング・リサーチ、ブラン
ド・マネジメント。ブランドに関わる様々な課題を
実証的に研究。直近は、SDGsなどの社会貢献活動
が企業ブランドにどのように影響を与えるのかを実
証的に研究している。

皆さんはマーケティングと聞いて何を思い浮かべるでしょうか。広告、市場調査（リ
サーチ）、商品開発など。間違いではありませんが、これらはその一部のことです。
JMA（日本マーケティング協会）の藤重貞慶会長によると、「顧客の欲求と満足を探
り、創造し、伝え、提供することにより、その成果として利益を得ること」としてお
り、マーケティングとは、企業が利益を得るために、顧客のニーズに基づき価値を創造
し提案していくという一連の仕組みとも言えるでしょう。このような活動は、企業の持
続的成長を支え、競争を勝ち抜くための力の源泉として不可欠のものとなっています。
しかし、近年、物質的には豊かな時代になったこと、価値観が多様化していることを受
けて、顧客の求めるものも変容し、さらにSNSなどの急速な普及によって顧客の情報
の受け取り方も大きく変わってきています。
そこで、本講義では、皆さんが身近に感じられ、マーケティングの中でも中心的に論
じられているブランドについて事例を用いながら概説し理解を深めることで、マーケ
ティングの本質に迫り、そのような変化に対応した新たな価値創造を提案するマーケ
ティング活動のあり方を一緒に考えていきたいと思っています。
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受講について
・2021年度の公開講座は新型コロナウイルス感染拡大防止のためすべて動画配信型講座を予定しております。
・配信日の10：00～13：00の間に、ご視聴に必要なURLや資料等をメールにてお送りいたします。
なお、配信期間は配信日から1か月間です。
・講座内容及び配信日は変更する場合があります。
・ご視聴には、パソコン・スマートフォン・タブレットなどのデバイス及び、
通信容量を気にせずアクセスできるインターネット環境が必要です。
通信にかかる費用は、各自ご負担ください。
・動画および資料の著作権は共立女子学園または講座担当講師に帰属します。
講座の視聴URL、パスワード、教材等を第三者と共有すること、
講座動画の撮影（スクリーンショット含む）、録画、録音、また教材の複製‧二次利用などは
禁止させていただきます。
・PCやスマートフォン等の操作、環境設定等に関するサポートは承っておりません。

公開講座お申し込み方法
WEBからのお申し込み
WEB（https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/collaboration/open_lecture/）

ハガキ・FAX・E-mailからのお申し込み
以下の（1）～（9）を明記の上、お申し込みください。
（1） 受講希望講座名
（2） 都道府県(※ハガキでお申し込みの方は住所をご記入ください。)
（3） 氏名 (フリガナ)
（4） 年代（例：20代）
（5） 性別
（6） 職業
（7） 電話番号
（8） メールアドレス
（9） 卒業生（卒業生の方は卒業年度を記載ください）

お申し込み先
〒101-8437
東京都千代田区一ツ橋2-2-1
共立アカデミー

公開講座

共立女子大学・共立女子短期大学
係

Eメール： ka-info@kyoritsu-wu.ac.jp
FAX： 03-3237-2858
TEL： 03-3512-9981
※ご記入いただいた個人情報は、講座の運営に関する事項以外には使用いたしません。
※お電話でのお申し込みは承っておりません。
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■受講のご案内
■受講資格について

・ 受講料納入後、 ご本人の都合によりキャンセルする場合、窓口

生限定などの条件がある場合がありますので、 詳しくは各講座の

い。 受講料をご返金いたします。

までお越しいただくか、 電話もしくはメールでお申し出くださ

基本的に年齢、 性別、学歴は問いません。 但し、 女性限定や在学
案内をご覧ください。

・土曜・日曜・祝日等のアカデミー閉室日はキャンセルの受付はで

■会員制について

・返金は共立アカデミー窓口または振込にて行います。振込をご希

きません。
望の場合は、振込手数料をご負担ください。

共立アカデミーは会員制となっております。

・ 会費の返金はできません。

初めて受講される方は、 会費納入をもってご入会とさせていただ

・返金は払込名【カ）ウィズ・ケイ】にてご指定の口座に振り込み

きます。 在学生・教職員の方は納入の必要はありません。 会員資

いたします。

格の有効期限は、 会費を納入した年度の翌年度未までです。 その

■受講受付・開講中止・変更について

後は、 再度、 会費の納入をもって更新となります。（2020年度開
講中止に伴い有効期限が延長された方につきましては2021年度前期

・申込締切日は各講座ページをご確認ください。

講座ご案内時にご連絡しております。）

・お申し込みは先着順となりますが、 一部の講座は抽選とさせて

（例） 2021年度ご入会の方は→ 2022年度講座分まで有効。

いただく場合があります。
・ 受講生の人数が一定に満たない場合、 講座を中止することがあ

■会費について

ります。また、やむを得ない理由により講座を開講中止、 日程変
更、 講師代講とする場合があります。

会費は受講票の発行、 通信費等の諸経費に充当します。
会員区分
①本学学生•生徒②本学教職負
③本学卒業生④在学生の家族
⑤本学以外の学生及び生徒
⑥一般（上記以外の方）

・ 開講中止の際は、 原則開講の1週間前までにご連絡し、 払込み

会費

いただいた受講料を返金いたします。(受講生にご負担いただいた

無料

振込手数料は返金対象にはなりません。)
・ 講師の都合等により休講になる場合があります。

1,000円

その際は 原則として補講を行います。
・ 台風、 大雪、 その他の影響で交通機関が不通になる等で、 大

2,000円

学・短期大学の授業が休講になった場合、 共立アカデミーも休講

①は、 共立女子学園の学生・生徒とします。 科目等履修生、 特別

となります。

聴講生、 単位互換履修生は「本学学生」に含まれません。

その際は原則として補講を行います。

③ は、 共立女子学園の卒業生、 修了生とします。

・ 講座によっては、既に開講中のものでも受講できます。但し、

④ は、 共立女子学園に在籍する者の両親・兄弟姉妹・同居の祖父

途中からの受講でも受講料の割引はありません。 詳しくは 共立ア

母とします。

カデミ ーヘお問い合わせください。

⑤ は、 共立女子学園以外の大学 ・短大 ・大学院・高等学校 ・専
門学校の在校生とします。

■受講について

会員区分③④⑤の方の受講料は、「卒業生」欄の金額となります。

全講座共通

・講師や他の受講生に迷惑のかかるような行為があった場合、受講

■ 受講票について

をお断りすることがあります。

・共立アカデミ ーの対面講座受講者には、受講票を発行します。

・講師および他の受講生の許可がある場合を除き、講座および講座

受講票は該当講座開講の1週間前を目途にご本人宛に郵送します。

映像の撮影、録画、録音はお断りします。また配布教材等の複製、

・在学生・教職員は学生証・教職員証をもって受講票とします。

他媒体で配布など、受講目的以外で利用することは禁じます。

・ 受講票は、 入館 ・受講の際に必要となります。受講中は常時携

<対面講座>

帯されますようお願いいたします。入館時は、 必ず警備員に受講

・感染対策にご協力ください。次ページ＜ご自身の健康管理につい

票をご提示ください。

て＞もよくお読みのうえ、ご受講ください。

・ 受講票はご本人に限り有効となりますので、 他人に貸与、譲渡

・駐輪・駐車はできません。来校の際は公共の交通機関をご利用く

することはできません。

ださい。

・ 受講票は講座最終回に講師にお渡しください。

・各教室は、正課授業等で使用している場合があります。授業が終
了するまで入室をお控えください。

■受講キャンセル・返金について

・受講中の講座会場以外の教室への立ち入りはご遠慮ください。
・キャンパス内は全面禁煙です。

・申込締切日を過ぎてのキャンセルはできません。（講座により異

・教室内での飲食は、各施設の指示に従ってください。

なる場合がございます。各講座ページをご確認ください。）

・受講中の携帯電話などは電源をお切りいただくか、マナーモード

・ 受講お申し込み後、やむを得ずキャンセルをする場合は必ず共

に設定してください。

立アカデミ ーまでご連絡ください。 受講料の払込みがないことを
もってキャンセルとは見なしませんのでご注意願います。
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■火災・地震発生時の対応について

・貴重品は必ず携帯し、各自で管理してください。盗難、その他の
事故については責任を負いかねます。

学内で「火災」や「地震」が発生した場合には、次の注意事項を

＜収録動画配信型講座＞・＜リアルタイム型講座＞

守って冷静に行動してください。
・「火災」が発生した場合は、まず非常サイレンが鳴り、非常放送

・動画および資料の著作権は共立女子学園または講座担当講師・企

がありますので、冷静にその指示に従ってください。避難する場合

業に帰属します。講座の視聴URL、パスワード、教材等を第三者と

には、各室の火気の安全を確認し、出口に殺到しないよう、煙はで

共有すること、講座動画の撮影（スクリーンショット含む）、録

きるだけ吸わないよう十分気をつけてください。

画、録音、また教材の複製・二次利用などは禁止させていただきま

・「地震」が発生した場合は、必ず火気を止めドアを開けて、机の

す。

下等に身を伏せ、放送の指示を待ってください。大地震の主震動は

・受講の際は下記をご準備ください。

1分ほどで終わるので、状況をみてその後に避難してください。落

●パソコン・スマートフォン・タブレットなどのデバイスおよ

下物に気をつけ、あわてて外に飛び出すことのないようにしてくだ

び、通信容量を気にせずアクセスできるインターネット環境

さい。

●メールアドレス

・避難するときは手荷物類を一切持たずに、階段を利用し、エレ

※携帯電話会社以外のメールアドレスを講座お申し込み時にご

ベーターは絶対に使用しないでください。

登録ください。

避難場所：神田一ツ橋キャンパス(本館裏グラウンド・2号館駐車ス

※Web講座の参加はスマートフォン・タブレットでも可能で

ペース・3号館前庭)

す。（各講座ページをご確認ください。）
・通信にかかる費用は、各自ご負担ください。
・ご受講される方の通信トラブルによるご返金は承っておりませ

■個人情報について

ん。

受講申し込みの際にご記入いただいた住所、電話番号等の個人情報

・パソコンやスマートフォン等の操作、環境設定等に関するサポー

は下記の目的以外に利用することはありません。

トは承っておりません。

・会員及び受講者への連絡、または講座に関する資料（受講料払込

・お使いのインターネット環境やデバイスによっては、一時的に動

用紙・受講票・検定試験申込書等）の送付

作が遅くなる、停止といった現象が起こる可能性があります。

・講座案内パンフレット・チラシ等の送付
・受講管理に関する資料の作成（受講者名簿・出欠表・座席表等）
・個人情報について訂正・削除を希望される場合は共立アカデミー

■ご自身の健康管理について

までお申し出ください。マイページからも修正いただけます。

講座を安全に受講いただくために、ご自身の健康状態の管理に十分

・教材の発送およびWeb講座をご利用いただくために、講座担当講

ご留意ください。

師・企業へ会員番号、住所、氏名、メールアドレス、電話番号を提

・マスク着用や手指消毒、咳エチケット等の感染予防にご協力くだ

供する場合があります。

さい。また、新型コロナウイルスワクチン接種の済んだ方も同様の

お申し込みいただいた時点で、上記に同意いただいたとみなしま

対策をお願いします。ご協力いただけない場合は受講をお断りする

す。(講座に関する情報発信や資料発送以外には使用いたしませ

場合があります。

ん。)

・発熱、咳などの症状がある場合、体調を最優先していただき、ご
受講をお控えください。ご来場前に、できるだけ検温等の体調管理
のご協力をお願いいたします。
・新型コロナウイルスに起因し、感染の疑いまたは濃厚接触者に該
当する場合、感染拡大防止の観点から、ご受講をお控えいただきま
すようお願いいたします。
・心臓病、高血圧症、感染症、その他に感染する恐れのある疾病、
または筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方は
受講できません。
・講座開講中、健康状態に変化があった場合には、速やかに担当講
師または共立アカデミーにお申し出ください。健康状態の変化に
よっては受講を控えていただく場合もありますのでご了承くださ
い。
・受講できなくなった場合でも受講料の返金はいたしませんのでご
了承ください。
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記入見本

¥32000
2100000

Q0121c 〔Web講座〕秘書検定講座 (2級)
E0221c 『平家物語』を読み解く

〇

2,000
32,000

0８０－△△△△ー××××
101-8437

東京都千代田区一ツ橋2-2-1
共立 花子
03

24,000
6,000

3512

9981

28
※郵便局備え付けの払込取扱票からのご入金の場合は下記をご記入ください。
口座番号 : 00180-6-410905
加入者名 : 共立アカデミー
通信欄に、会員番号・氏名・電話番号・受講講座名を必ずお書きください。

１

30

¥32000
共立 花子

2021

TEL

E メール

31

32

2号館

講座会場への行き方

入口から直進し、右手の階段を
上がってください。

２階まで上がり、
右へ曲がってください。

カフェ手前のエスカレーターで
会場階へお上がりください。

※エレベーターご利用を希望する方は、 2号館入口の警備室へお申し出ください。

共立女子大学・共立女子短期大学
共立アカデミー
〒101-8437
千代田区一ツ橋2-2-1
TEL：03-3512-9981
FAX：03-3237-2858
Email：ka-info@kyoritsu-wu.ac.jp
受付時間 : 月～金10:00～18:00

