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2021年度前期講座 受付開始日

4月1日（木）

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/

②Eメール

ka-info@kyoritsu-wu.ac.jp

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（P22参照）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講座名受講申し込み

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。 ③ハガキ・FAX

住所　〒101-8437　東京都千代田区一ツ橋2-2-1　共立アカデミー
FAX　03-3237-2858

官製ハガキに下記項目を記入し、お送りください。(申込締切日必着）
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（P22参照）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P25の申し込み用紙に必要事項を記入し、お送りください。

④共立アカデミー
窓口

共立女子学園　4号館1階
受付時間　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。

受付確認
上記①　 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。

受講料の払込み

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24ページをご覧ください。）
払込期限：受付確認連絡後、原則1週間以内(受講受付メールをご確認ください)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。

受講・開講

＜対面講座＞
講座開講の1週間前を目処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。
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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■共立アカデミーでみつける新しい『私』 1 ■公開講座2021のお知らせ 19

■受講のご案内 22

■資格・検定 ■受講料の支払方法 24

講座№ 講座名 頁 ■FAX申し込み用紙 25

Q0121a 秘書検定講座（2級） 3

Q0221a 秘書検定講座（準1級） 3

Q0321a 簿記検定講座（3級） 4

Q0421a 宅地建物取引士資格対策講座■ 4

Q0521a ファイナンシャルプランナー講座（3級）■ 5

Q0621a 医療事務検定講座 5

Q0721a MOS試験対策講座 Excel2016 6

Q0821a MOS試験対策講座 Word2016 6

Q0921a ●MOS試験対策講座 PowerPoint2016 7

Q0121b ●夏期講座 ITパスポート試験対策講座■ 7

Q0221b 夏期講座 MOS試験対策講座 Excel2016 8

Q0321b 夏期講座 MOS試験対策講座 Word2016 8

Q1021a 色彩検定講座（3級） 9

Q1121a 色彩検定講座（2級） 9

Q1221a 世界遺産検定講座（2級） 10

■語学
講座№ 講座名 頁

L0121a・L0121b 今日から変わる!英語の楽しみ方・学び方講座★ 10

L0221a 毎日学べる英会話 11

L0321a TOEIC(R)Listening&ReadingTest 目標500点 12

L0421a TOEIC(R)Listening&ReadingTest 目標650点 12

L0521a TOEIC(R)Listening&ReadingTest 目標750点 13

L0621a・L0721a 世界のことばで話してみよう!★ 13

■教養・文学
講座№ 講座名 頁

E0121a 日本神話を読む 14

E0221a 『源氏物語』を読む 14

E0321a ●『更級日記』上洛の記を読む 15

E0421a 小粋なことば遊び塾 15

E0521a 『平家物語』を読み解く 16

E0621a 変体仮名で読む百人一首 16

E0721a 人生の最期を自分らしく生ききるために★ 17

E0821a 女性が働き続けるために知っておきたい基礎知識★ 17

E0921a 初心者のためのNISA&iDeCo講座★ 18

E1021a ●普段着の経済学★ 18

目次＆講座一覧　2021年度前期

通学していただき対面で受講する講座です。

Zoomを使用したリアルタイム配信講座です。
決められた時間に受講します。

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。

在学生は受講料無料で受講できます。

今期よりはじめて開講する講座です。

在学生

無料

動画

リアル

タイム

対 面

国家

資格

国家資格の取得を目指す講座です。

・講座形態（対面講座・動画配信講座・
リアルタイム配信講座）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。

・2021年度の櫻友会講座は開講いたしません。

★

●

■
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講座№
Q0121a

●講座配信期間 ●受講料（検定料4,100円、教材費、発送料を含む）

●教材

●申込締切日

●試験について ●用意するもの

●ガイダンス

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。 ●講師 稲又 可奈 （いなまた かな）

講座№
Q0221a

●講座配信期間 ●受講料（検定料5,300円、教材費、発送料を含む）

●教材

●申込締切日

●試験について ●用意するもの

●ガイダンス

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。 ●講師 稲又 可奈 （いなまた かな）

動画時間　約18時間

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。

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。

動画によるWeb配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。

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)

・『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。

4/19(月)　17：00まで

筆記試験：6/13(日)
面接試験：準1級:7/11(日)または7/17(土)または7/18(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5/5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。

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。

準 1 級合格で、就職面接を一歩リード！

〔Web講座〕秘書検定講座 (準1級)

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6/13(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。
各項目ごとに確認テストを行い,準1級からは必須となる,記述の解答の仕方なども分かりやすく解説します。講座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。

4/26(月)～6/20(日) 【在学生】26,300円　【卒業生】28,300円　【一般】31,300円

筆記試験：6/13(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5/5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。

動画によるWeb配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。

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。

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。

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。

・『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。

4/19(月)　17：00まで

動画時間　約16時間

〔Web講座〕秘書検定講座 (2級)

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6/13(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。

【在学生】20,000円　【卒業生】22,000円　【一般】24,000円4/26(月)～6/20(日)

社会人にとってのスタンダードライセンス！

動画

動画
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講座№
Q0321a

●講座配信期間 ●受講料（教材費を含む）

●教材

●申込締切日 7/1(木)　17：00まで

●試験について

●用意するもの

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。 ●講師 髙井 薫（たかい　かおる）

●講師 影山 一人（かげやま　かずと）

講座№
Q0421a

●講座配信期間 ●受講料（教材費、発送料を含む）

●教材

●用意するもの

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。 ●ガイダンス

●講師

スキマ時間で宅建合格Webコース！

動画によるWeb配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。

<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)を講座前期、中間、直前期の3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。

〔Web講座〕宅地建物取引士資格対策講座

講義の視聴がスマホ完結!スキマ時間でいつでもどこでも学習可能!
本講座は、LECが36年間の宅建士受験指導の中で培ってきたノウハウと、宅建士試験合格に必要な知識を凝縮し、宅建士試験において頻出かつ、重要なポイ
ントだけに絞って講義をしていきます。講義の聴講がすべてスマートフォンで完結するという最新のシステムを搭載。スキマ時間に繰り返し学習し、確実にイ
ンプットをすることで、あとは過去問、スマホアプリによる一問一答問題集を通じた問題演習をつめば合格に必要な知識が身につきます。
また、データ通信及びデータダウンロードによる講義の形式を採用することで、通勤時、外出先、自宅などいつでもどこでも学習できます。さらに、従来の講
座に比べて破格な価格の実現と、革命的な内容を実現しました。

【在学生】65,000円　【卒業生】69,800円　【一般】69,800円

※試験は個人申込となります。（検定料：7,000円）
※受験会場は学外(公開会場)となります。

・LECオリジナルテキスト『出る順宅建士合格テキスト』3冊
・LECオリジナル過去問集『出る順宅建士ウォーク問過去問題集』3冊
・模試4回付帯

有山 茜 （ありやま あかね）

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。

5/17(月)～10/17(日)

動画時間 約30分×120回+模試4回

講座開始後も下記締切日まで申込受付予定 

●申込締切日 7/30(金)

●試験について 試験日　10/17(日)予定

LEC 専任講師。不動産会社勤務経験を経て宅地建物取引士資格を取得。初学者の
方、法律関係の言葉に馴染みがない方にも、分かりやすくイメージしやすい講義
に定評がある。宅建業実務経験のエピソードを交え、宅建や不動産が好きにな
る、学習を楽しめる時間を提供し、合格への最短ルートへ導きます。

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。

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！！

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。

動画によるWeb配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。

<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。

試験日　統一試験６/13(日)・11/21(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。

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。

平成21年、公認会計士試験合格。LEC専任講師として、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。

『3級 光速マスターNEOテキスト・問題集(第4版)』
テキストがご自宅に届いてから (講座開始日等に関係なく)ご自分のペースで始め
ることができます。

動画時間 髙井講師　2.5時間×10回・影山講師　3.0時間×10回

〔Web講座〕簿記検定講座 (3級)

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!!

【在学生】15,300円　【卒業生】15,800円　【一般】16,000円4/1(木)～8/31(火)　

講座開始後も下記締切日まで申込受付予定

動画

国家
資格動画
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講座№
Q0521a

●講座配信期間 ●受講料（検定料6,000円、教材費を含む）

●教材

●申込締切日

●試験について ●用意するもの

電卓

●ガイダンス

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。 ●講師 岩田 美貴（いわた　みき）　他　複数講師

講座№
Q0621a

●講座配信期間 ●受講料（検定料7,700円、教材費を含む）

6/1(火)～7/23(金)

●申込締切日 ●教材

●試験について

●用意するもの

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

●ガイダンス

●講師

動画によるWeb配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。

動画時間 約40分×14回を予定

日本医療事務協会　

・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。

5/25(火)

試験日：7/23(金)　講座最終日
試験会場：自宅受検

検定はご自宅にて実施となります。

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。

初めてでも基礎から学べる国家試験対策講座です！

・電卓(メモリー機能付き)
・蛍光ペン(3色程度)

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

動画によるWeb配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。

＜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。

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。

■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。

【在学生】55,000円　【卒業生】55,500円　【一般】55,500円

結婚・出産後も働けると女性に人気の医療事務!! 最少催行人数6名

〔Web講座〕医療事務検定講座

動画時間 全12回 30時間

【在学生】20,500円　【卒業生】21,000円　【一般】21,000円

〔Web講座〕ファイナンシャルプランナー講座 (3級)【9月検定向け】

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。

【学習内容】
<インプット講義>全12回 30時間
<公開模試>全1回（学科試験・実技試験）

6/1(火)～9/12(日)

5/10(月) LECオリジナルテキスト・問題集
※テキストはご入金確認後、5月下旬ごろ到着予定です。

到着次第学習を開始していただけます。

試験日　9/12(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。

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。

動画

動画

国家
資格
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講座№
Q0721a

●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）

動画時間 約24時間　1ヵ月間視聴可能 ●用意するもの

●申込締切日

●試験について

●推奨環境

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

●ガイダンス

●講師 ヒューマンアカデミー講師陣

講座№
Q0821a

●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）

動画時間 約22時間　1ヵ月間視聴可能 ●用意するもの

●申込締切日

●試験について

●推奨環境

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

●ガイダンス

●講師 ヒューマンアカデミー講師陣

動画によるWeb配信になります。
(動画閲覧はiPhone/iPadやスマートフォンでも可能です。)
22ページ「■受講について」をお読みください。
※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。

6/10(木)　17：00まで

試験日：7/25(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。

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)

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。

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。

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♪ 最少催行人数10名

〔Web講座〕MOS試験対策講座 Word2016

◇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。
◇E-learningでの受講
・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
・経験豊富な講師による講義でクオリティの高い映像教材
【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。

6/20(日)～7/19(月)　　 【在学生】15,500円　【卒業生】18,000円　【一般】18,000円

5/10(月)　17：00まで

試験日：6/27(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。

動画によるWeb配信になります。
(動画閲覧はiPhone/iPadやスマートフォンでも可能です。)
22ページ「■受講について」をお読みください。
※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)

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。

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。

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♪ 最少催行人数10名

〔Web講座〕MOS試験対策講座 Excel2016

◇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。
◇E-learningでの受講
・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
・経験豊富な講師による講義でクオリティの高い映像教材
【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。

5/20(木)～6/19(土)　　 【在学生】15,500円　【卒業生】18,000円　【一般】18,000円

動画

動画
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講座№
Q0921a

●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）

動画時間 約18時間　1ヵ月間視聴可能 ●用意するもの

●申込締切日

●試験について

●推奨環境

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。 ●ガイダンス

●講師 ヒューマンアカデミー講師陣

講座№
Q0121b

●講座配信期間 ●受講料（検定料 5,700円を含む）

動画時間 約14時間　1ヵ月間視聴可能

●用意するもの

●申込締切日

●試験について

●推奨環境

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

●ガイダンス

●講師 ヒューマンアカデミー講師陣

動画によるWeb配信になります。
(動画閲覧はiPhone/iPadやスマートフォンでも可能です。)
22ページ「■受講について」をお読みください。
※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。

8/6(金)　17：00まで

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(発行から1年間有効)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。)

教材は講座に含まれておりませんが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。

『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)

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。

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。

ITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験！ 最少催行人数10名

〔Web講座〕夏期講座 ITパスポート試験対策講座

◇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。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。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。
◇E-learningでの受講
・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
・経験豊富な講師による講義でクオリティの高い映像教材
【学習内容】◇試験対策のみで構成されています。

8/20(金)～9/19(日)　　 【在学生】12,600円　【卒業生】13,000円　【一般】13,000円

7/10(土)　17：00まで

試験日：8/22(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。

動画によるWeb配信になります。
(動画閲覧はiPhone/iPadやスマートフォンでも可能です。)
22ページ「■受講について」をお読みください。
※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 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)

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。

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。

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♪ 最少催行人数10名

〔Web講座〕MOS試験対策講座 PowerPoint2016

◇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。
◇E-learningでの受講
・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
・経験豊富な講師による講義でクオリティの高い映像教材
【学習内容】◇基礎・応用・試験対策の3つで構成されています。

7/20(火)～8/19(木)　　 【在学生】15,500円　【卒業生】18,000円　【一般】18,000円

動画

動画

国家
資格
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講座№
Q0221b

●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）

動画時間 約24時間　1ヵ月間視聴可能 ●用意するもの

●申込締切日

●試験について

●推奨環境

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

●ガイダンス

●講師 ヒューマンアカデミー講師陣

講座№
Q0321b

●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）

動画時間 約22時間　1ヵ月間視聴可能 ●用意するもの

●申込締切日

●試験について

●推奨環境

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

●ガイダンス

●講師 ヒューマンアカデミー講師陣

8/6(金)　17：00まで

試験日：9/26(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。

動画によるWeb配信になります。
(動画閲覧はiPhone/iPadやスマートフォンでも可能です。)
22ページ「■受講について」をお読みください。
※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 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)

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。

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。

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♪ 最少催行人数10名

〔Web講座〕夏期講座 MOS試験対策講座 Word2016

◇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。
◇E-learningでの受講
・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
・経験豊富な講師による講義でクオリティの高い映像教材
【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。

8/20(金)～9/19(日)　　 【在学生】15,500円　【卒業生】18,000円　【一般】18,000円

8/6(金)　17：00まで

試験日：9/26(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。

動画によるWeb配信になります。
(動画閲覧はiPhone/iPadやスマートフォンでも可能です。)
22ページ「■受講について」をお読みください。
※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)

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。

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。

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♪ 最少催行人数10名

〔Web講座〕夏期講座 MOS試験対策講座 Excel2016

◇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。
◇E-learningでの受講
・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
・経験豊富な講師による講義でクオリティの高い映像教材
【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。

8/20(金)～9/19(日)　　 【在学生】15,500円　【卒業生】18,000円　【一般】18,000円

動画

動画
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講座№
Q1021a

●講座配信期間 ●受講料

●用意するもの

●試験について

●講師 國本 学史 （くにもと　のりふみ）

共立アカデミーホームページにて動画をご覧ください。

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

講座№
Q1121a

●講座配信期間 ●受講料

動画時間 約60分×15回を予定（学習項目により動画時間は異なります）

●申込締切日 ●用意するもの

●試験について

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 江副　好美（えぞえ　よしみ）

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

●ガイダンス

●対象 色彩検定３級合格者、または同等の勉強をされた方。
『色彩検定公式テキスト３級編』 を理解されている方のご
受講をお勧めします。

一般社団法人日本色彩学会正会員。一般財団法人日本色彩研究所認定色彩指導
者。東京商工会議所認定色彩講師。文部科学省後援色彩検定1 級色彩コーディ
ネーター。公益社団法人インテリア産業協会認定インテリアコーディネーター。
一般社団法人照明学会認定照明コンサルタント。特定非営利活動法人カラーユニ
バーサルデザイン機構賛助会員。色彩文化研究会会員。著書に『配色の教科
書』、『色で巡る日本と世界』(共著)などがある。

動画によるWeb配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。
視聴に必要な情報・資料は、開講日の10:00～13:00の間に、
メールにてお知らせします。

楽しく色彩を学ぼう!合格率100%(※対面講座実施時)の実績!

〔Web講座〕色彩検定講座 (2級)

文部科学省後援「色彩検定2級」合格を目指す講座です。色彩の基礎をすでに学習されている方を対象としています。3級の知識をレベルアップして、実務で使
える応用力を身につけます。資格取得をはじめ、色彩の知識をビジネスに役立てたい方、色彩を勉強し直したい方、色彩の学びを深めたい方におすすめの講座
です。
本講座は、合格に必要な知識と出題範囲を集約して効率よく学べるようにカリキュラムが組まれています。公式テキストの重要なポイントを丁寧に解説し、出
題率の高い問題、間違いやすい問題をわかりやすくお伝えしていきます。併せて、カラートレーニングで実際に色に触れながら楽しく学習を進めることができ
ます。講義を視聴後、項目ごとに演習テストを行い弱点の克服と知識の定着をはかります。また、本試験を想定した模擬試験で合格につながる得点力を養成し
ていくことができます。
【学習内容】色のUD、照明、マンセル表色系、色彩調和、配色イメージ、ビジュアル、ファッション、インテリア、景観色彩など

7/15(木)～11/14(日)　 【在学生】19,800円　【卒業生】21,800円　【一般】23,800円

7/8(木)

※教材はご自身で購入をお願いします。
・新配色カード199a
・文部科学省後援『色彩検定公式テキスト ２級編』（2020年改訂版）

ISBN:978-4-909928-04-7
・文部科学省後援『色彩検定 過去問題集 2020年度 2級・3級』

ISBN:978-4-909928-10-8
・検定申込(試験についてを参照)

試験日　11/14(日)

※試験は個人申込となります。
検定申込及びお支払いを8/2(月)～10/7(木)の間にご自身で行ってください。
色彩検定HPトップ「受験案内」＞「個人受験について」から登録
検定料：10,000円
※受験会場は学外(公開会場)となります。

色の知識でスキルアップ！ビジネスに役立つ色彩を学ぼう！

●ガイダンス 慶應義塾大学大学院文学研究科美学美術史学専攻博士課程単位取得満期退学。専
攻は日本美術史、日本色彩文化史。美術における色彩の歴史、絵具・染料・色名
の歴史的展開、近代日本における色彩学の受容等について研究。慶應義塾大学文
学部、慶應義塾大学通信教育部非常勤講師。埼玉大学教養学部非常勤講師。日本
経済大学非常勤講師。黄岡師範学院特聘副教授。

動画によるWeb配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。
視聴に必要な情報・資料は、開講日の10:00～13:00の間に、
メールにてお知らせします。

〔Web講座〕色彩検定講座 (3級)

「色彩」には様々な機能的・心理的効果があることが科学的に裏付けられています。そしてそれがインテリアやファッションはもちろん、流通や印刷、建築、
グラフィック、工業デザインなど幅広い分野で実際に役立てられています。この講座では、文部科学省後援のA・F・T 色彩検定3 級合格を目標とし、「感
性」だけによるものと見られがちな色彩を、公式テキストとカラーカード等を使用しながら理論的・実践的に楽しみながら学んでいきます。またミニテストや
模擬テストを行い実力を養成します。色彩検定1・2 級の取得にも役立つ色彩の基礎知識を楽しく学べます。

【学習内容】
色のはらたき　　光と色　光の成り立ち　色の分類と三属性　PCCS　色彩心理　　錯視と色彩効果　配色の基本的な考え方
ファッションと色彩　インテリアと色彩　など詳しくはホームページをご覧ください。

【在学生】15,100円　【卒業生】17,100円　【一般】19,100円7/15(木)～11/14(日)　

動画時間 約50～60分×10回を予定 

●申込締切日 7/8(木)

※教材はご自身で購入をお願いします。
・新配色カード199a
・文部科学省後援『色彩検定公式テキスト 3級編』（2020年改訂版）

ISBN:978-4-909928-03-0
・文部科学省後援『色彩検定 過去問題集 2020年度 2級・3級』

ISBN:978-4-909928-10-8
・検定申込(試験についてを参照)

試験日　11/14(日)

※試験は個人申込となります。
検定申込及びお支払いを8/2(月)～10/7(木)の間にご自身で行ってください。
色彩検定HPトップ「受験案内」＞「個人受験について」から登録
検定料：7,000円
※受験会場は学外(公開会場)となります。

動画

動画
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講座№
Q1221a

●日程 全 6 回 　木曜日　17：30～19：30 ●受講料　（検定料5,500円含む）

回 日程

1 5/20

2 5/27 ●用意するもの

3 6/3

4 6/10

5 6/17

6 6/24

●申込締切日 ●ガイダンス

●試験について

●講師 山口 利光（やまぐち　としみつ）

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

講座№
下記参照

●講座配信期間

※同じ内容のため、ご都合の良い方をお申し込みください。

講座№

L0121a ●教材

L0121b

●用意するもの

●申込締切日 4月日程：4/21(水)　8月日程：7/27(火)

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

●講師 富岡 恵（とみおか　めぐみ）動画によるWeb配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。
視聴に必要な情報・教材は、開講日の10:00～13:00の間に、
メールにてお知らせします。
【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)

4/28(水)～5/27(木)

8月日程 8/3(火)～9/2(木) 共立アカデミーよりメールにてお知らせいたします。

動画時間 約65分

・筆記用具、ノート

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)

※教材はご自身で購入をお願いします。
・『くわしく学ぶ世界遺産300 世界遺産検定2級公式テキスト』

ISBN:978-4-8399-7564-7
・『世界遺産検定公式過去問題集1・2級(2021年度版) 』

ISBN:978-4-8399-7578-4
・検定申込(試験についてを参照)

模擬試験・解説

5/12(水) 4/22(木)12:50～13:20 Zoomで実施

試験日　7/4(日)

・講座初回までに必ずご自身で検定申込を行ってください。
世界遺産検定HPトップ右上「マイページ」から登録
(検定料は受講料に含まれています。)
試験選択画面で必ず【公開会場試験・準会場試験】を選択

・申込コードは講座申込受付後に共立アカデミーよりお知らせ

※受験会場は学外(公開会場)となります。

〔Web講座〕今日から変わる!英語の楽しみ方・学び方講座 

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

【在学生】無料　【卒業生】1,000円　【一般】1,000円

●受講料

回 配信期間

4月日程

世界遺産検定マイスター、世界遺産アカデミー認定講師として多くの世界遺産検
定のガイダンス講師に従事。米国外資系化学会社で欧米・アジアを舞台に幅広く
業務に携わり異文化交流を経験。趣味で、国家資格の総合旅行業務取扱管理者試
験にも合格している。

Zoomによるリアルタイム配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。
参加に必要な情報・教材は、開講日の13：00までにメールでお知らせします。

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?

世界遺産の基礎知識・日本の世界遺産①

日本の世界遺産②

世界の文化遺産①

世界の文化遺産②

世界の文化遺産③・世界の自然遺産

『せかけん』へのチャレンジは世界へ羽ばたく窓!就職活動に活かせます! 定員90名（最少催行人数10名）

〔Web講座〕世界遺産検定講座 (2級)

世界遺産の基礎知識と『国際人になるための300の世界遺産』を学び、2 級合格を目指す対策講座です。3 級と比べてもより詳しく日本の遺産を、より多くの
世界の遺産を学ぶことができます。合格すると旅行・観光業、エアライン業界はもちろん、商社、国際金融、海外拠点を持つメーカー、マスコミや文化・教育
機関、国際機関などへの就職活動で「エントリーシート記入」や「面接の自己PR」または「入社後のキャリアアップ」に活用できます。「世界遺産が好き」だ
けでない、 一歩踏み込んだ国際人としての教養を身につけましょう!
実際の出題傾向に合わせて講座を進めていくので、初学者の方でも問題なく受講いただけます!

内容 【在学生】15,500円　【卒業生】17,500円　【一般】18,500円

リアル

タイム

動画
在学生

無料
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講座№
L0221a

●講座のお申込みから受講開始まで

●後期講座について

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

●講師
講師は主にアメリカ、イギリス、カナダなど、世界の英語圏から来る、英語教授資格（TESL/TEFL）や教育経験を持つネイティブスピーカーです。
英語だけで楽しくレッスンできることを実感してください !
（TESL/TEFL：Teaching English as a Second/Foreign Language →英語を母国語としない人への英語教授資格）

通年オンライン形式でレッスンを実施予定ですが、新型コロナウィルスの収束状
況に応じて、後期講座についてはキャンパスで対面レッスンを実施する可能性が
ございます。(後期対面レッスン実施の場合、開講時間帯は10:00～18:10に変更
になります)受講開始後にレッスン形式及び実施時間が変更となる可能性があるこ
とをご了承の上、お申し込みをお願い致します。

本講座はZoomによるリアルタイム配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。
■Zoomアプリ(無料)
※パソコンを利用する場合はZoomアプリがなくても受講可能です。タブレット、
スマートフォンを利用する場合アプリのダウンロードが必要となります。

毎日40分の留学体験♪ 定員　180名

〔Web講座〕毎日学べる英会話

「英語でコミュニケーションが取れるようになりたい」「英語を活かせる仕事に就きたい」という方におすすめです♪
レッスンは毎日 40 分×年間 100 回!授業の空き時間を使って学内で受講や、大学の授業終わりにキャンパスや外出先、またはご自宅で受講が可能なので時間
を有効に使えます。また、講座を担当するのは、専門資格を有した質の高いネイティブ講師陣!レッスンは全て英語で行いますのでオンラインで留学気分が味わ
えますよ♪実践的な内容や異文化交流を通じて、旅行や留学だけでなく、アルバイトや就職にも活かせる力が身につきます。英会話が初めての方もぜひこの機
会に、毎日英語に触れ、自信とスキルを身につけてみませんか?
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、2021年度はオンライン形式で実施します。 (開講時間帯:12:45‐20:50)
※申込受付締切前に定員に達する場合がございます。早めの受講申込をお薦めいたします。

ウエストゲイト専任講師

リアル

タイム

ガイダンス 共立アカデミーに申込 ※先着180名

受講料払込

時間割登録・レベルチェックテスト

■申込期間 ： ４ / 1（木）～4 /２１（水）17：00まで

※申込締切前に定員に達する場合がございます。

■申込方法 ： 下記いずれかの方法でお申し込みください。

・共立アカデミー HP

https：//www.kyoritsu-wu.ac.jp/academy/

・共立アカデミー窓口（４号館１階）

4 / 1 (木)より共立アカデミーHPにて

ガイダンス動画を配信予定です。

※新型コロナウイルス感染予防対策のため、入学式やオリエンテー

ション期間での対面実施は中止となりました。

初めて本講座にお申し込みされる方は、

必ずガイダンス動画をご視聴ください。

■払込締切：お申し込み日より 1 週間以内（最終期限：4 /２２（木））にご入金ください。

受講料（教材費を含む）：【在学生】125,000円 【卒業生】145,000円

※この講座は在学生、卒業生限定です。

■共立アカデミーにてお申し込み後、４/８（木）０：００～４/２５（日）２３：５９までにご登録ください。

「毎日学べる英会話」共立専用サイト https：//www.campus-english.jp/kyoritsu ［所要時間約20分］ ※ PC のみ対応

時間割公開

公開日： ５/７（金）１２：００～「毎日学べる英会話」共立専用サイトよりご自身でご確認ください。

レッスン期間・回数

■前期： ５月 １１日（火）～ ７月１９日（月）（５０回） ■後期： ９月２８日（火）～１２月１３日（月）（５０回）

大学時間割

昼休み 1 12：45～13：25

2 13：30～14：10

3 14：30～15：10

4 15：30～16：10

5 16：30～17：10

6 17：30～18：10

7 18：30～19：10

8 19：20～20：00

9 20：10～20：50

レッスン時間割

3限

4限

5限

放課後
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講座№
L0321a

●講座配信期間 ●受講料　（IPテスト代4,000円、教材費含む）

●教材

●申込締切日

●試験について 試験日　9/11(土)～ 9/17(金)

TOEIC🄬🄬IP試験はオンラインにて実施します。

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 谷口 翔太 （たにぐち　しょうた）

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

講座№
L0421a

●講座配信期間 ●受講料　（IPテスト代4,000円、教材費含む）

●教材

●申込締切日

●試験について 試験日　9/11(土)～ 9/17(金)

TOEIC🄬🄬IP試験はオンラインにて実施します。

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 岩井 知佳子（いわい　ちかこ）

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

5/12(水) ・『TOEIC® L&R TEST対策 650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 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』

※教材が到着次第学習を開始していただけます。

●ガイダンス

●対象 TOEIC® L&R500点以上をお持ちで、
650点～700点取得を目指す方

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。

動画によるWeb配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。
視聴に必要な情報・教材は、郵送にて6/1(火)ごろ到着見込みです。

初めての方も安心。テストの全体像を知る初級コース!

●対象 TOEIC® L&R TEST 初受験者、
TOEIC® L&R500～550点取得を目指す方

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。

動画によるWeb配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。
視聴に必要な情報・教材は、郵送にて6/1(火)ごろ到着見込みです。

〔Web講座〕TOEIC🄬🄬Listening&ReadingTest 目標650点

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。

6/1(火)～9/17(金) 【在学生】22,000円　【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

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

●ガイダンス

〔Web講座〕TOEIC🄬🄬Listening&ReadingTest 目標500点

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。

【在学生】20,000円　【卒業生】22,000円　【一般】24,000円6/1(火)～9/17(金)

動画時間 約60分×25回+確認テスト3回

5/12(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』

※教材が到着次第学習を開始していただけます。

動画

動画
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講座№
L0521a

●講座配信期間 ●受講料　（IPテスト代4,000円、教材費含む）

●教材

●申込締切日

●試験について 試験日　9/11(土)～ 9/17(金)

TOEIC🄬🄬IP試験はオンラインにて実施します。

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 鶴田 京子 （つるた　きょうこ）

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

下表参照

●日程 各全 １ 回 　木曜日　18：30～20：00 ●受講料(各言語)

回 日程 講座№

●教材

●受講生の声 ※対面講座にて実施した際の感想

●申込締切日

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。 ●講師 バークレーハウス語学センター講師

フランス語：5/27(木) ・資料が詳しく書かれていて良かったです。基礎情報から文化、食など、
幅広く丁寧に紹介してくださり面白かったです。興味はあってもとっつき
にくかったのですが、聞きながら楽しめてすっと知識が入ってきました。中　国　語：6/17(木)

Zoomによるリアルタイム配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。

参加に必要な情報・教材は、
開講日の２日前（火曜日）の13：00までにメールでお知らせします。

1973 年設立、東京・市ヶ谷にて40 年以上続く語学教育機関。世界40 言語の
語学教育を提供、企業・官公庁での研修や大学等教育機関との提携も実施。
本講座は、その国に造詣が深い日本人講師か、日本語が堪能な中国語のネイティ
ブスピーカーがたのしく、わかりやすく、各国の魅力を紹介します。

〔Web講座〕世界のことばで話してみよう!

名前は知っているけど、意外と知らない世界の国のことばと文化を楽しく紹介・体験する講座です。今回は、フランス語と中国語(普通語)を取り上げ、フラン
ス文化とフランス語、中国文化と中国語での簡単なあいさつを学習します。英語以外の言語を習ってみたいけれど迷っているという方へのお試し講座として、
また海外旅行を計画している方への準備としてもおすすめです。観光スポットや、旅行で現地を訪れた時に使えるお役立ちフレーズもご紹介しますので、お気
軽にご参加ください!

※各言語ごとにお申し込みください。

内容 【在学生】無料　【卒業生】2,000円　【一般】2,000円

フランス語 6/3 L0621a
・フランスの文化基礎知識(約30分)
・フランス語でのあいさつ

自己紹介 お役立ちフレーズ(約60分)

中国語 6/24 L0721a
・中国の文化基礎知識(約30分)
・中国語でのあいさつ

自己紹介 お役立ちフレーズ(約60分)

参加に必要な情報と併せてメールでお知らせします。

旅先で困らないための超基本表現と文化知識 定員30名（最少催行人数10名）

5/12(水) ・『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。

●ガイダンス

●対象 TOEIC® L&R650点以上をお持ちで、
700点～800点取得を目指す方

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。動画によるWeb配信になります。

22ページ「■受講について」をお読みください。
視聴に必要な情報・教材は、郵送にて6/1(火)ごろ到着見込みです。

〔Web講座〕TOEIC🄬🄬Listening&ReadingTest 目標750点

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。

6/1(火)～9/17(金)

動画時間 約60分×29回+確認テスト3回

【在学生】24,000円　【卒業生】26,000円　【一般】28,000円

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

リアル

タイム
在学生

無料

動画
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講座№
E0121a

●日程 全３回 　水曜日　11：00～12：30 ●受講料

回 日程

●用意するもの

●参考図書

●申込締切日

●講師 遠藤　耕太郎（えんどう　こうたろう）

●備考

講座№
E0221a

●日程 全３回　金曜日　13：30～15：00 ●受講料

回 日程

1 6/25

2 7/2 ●教材

3 7/9

●用意するもの

●申込締切日

●備考 ●講師 咲本　英恵（さきもと　はなえ）

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。

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。

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。

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。

内容 【在学生】4,500円 【卒業生】6,000円 【一般】6,000円

行幸巻 ～冷泉帝を見る玉鬘～

真木柱巻①　～髭黒大将と北の方～

真木柱巻②　～『源氏物語』の物の怪～ 毎回資料を配布します。

6/11(金) 特にありません。

『源氏物語』を読む

なし。毎回プリントを配布します。

6/16(水)

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。

玉鬘の恋と結婚 定員20名(最少催行人数10名）

・『古事記の起源』･『古事記誕生』（工藤隆著　中公新書）
・『万葉集の起源』（遠藤耕太郎著　中公新書）

7/7 筑波山の神話と伝説

3 7/14
晡時臥（くれふし）山（茨城県朝房山）の神話
と伝説

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。

定員20名(最少催行人数10名）

日本神話を読む―東国の山の神話と伝説―

この講座では、もう長いこと『古事記』を読んできました。2019年は下巻、允恭天皇の手前で終わりました。しかし、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年前期講座は全3回で、私たちにもなじみ深い関東の山にまつわる神話伝説を取り上げてみたいと思います。
富士山には人が集まらないのに、筑波山にはたくさん人が集まってくるのはなぜか。有名な山部赤人の「田子の浦」から見た富士山は、
どんな姿だったのか。そんなことを考えながら、古代日本人のものの考え方に迫ってみたいと思います。

内容 【在学生】4,500円 【卒業生】6,000円 【一般】6,000円

1 6/30 富士山の神話と伝説

2

古代人の声に耳を傾けてみよう！

対 面

対 面

対 面

対 面
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講座№
E0321a

●日程　　　全３回 　金曜日　11：00～12：30 ●受講料

回 日程

●教材

●申込締切日

●講師 岡田　ひろみ（おかだ　ひろみ）

●備考

講座№
E0421a

●日程　　　全３回　土曜日　13：30～15：00 ●受講料

回 日程

1 6/26

2 7/3 ●用意するもの

3 7/10

●申込締切日

●参考図書

●テキスト

●講師 半沢　幹一（はんざわ　かんいち）

●備考

3

共立女子大学文芸学部教授。1954年生まれ。東北大学大学院文
学研究科修了。博士（文学）。近年の著書に、『向田邦子　末尾
文トランプ』『藤沢周平　とどめの一文』（ともに新典社）、
『最後の一文』（笠間書院）など、文章とともに人生の終末を考
えたものばかりです。

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。

6/11(金)

駿河国をゆく
―足柄山・富士山・富士川伝説―

6/11(金)

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。

筆記用具（鉛筆かシャープペンシルと消しゴム）、国語辞典（電
子辞書も可）、その他（飲み物、薬、お守りなど、各自の生存に
必須な物）

・半沢幹一監修『あそんで身につく日本語表現力』（全4巻、偕
成社）
・半沢幹一他著『ことば遊びの日本語表現』（おうふう）

講座では使用しませんが、各自の予習・復習のために、参考図書
に挙げた本を、ご自宅近くの地域図書館に、きっとリクエストし
てください。

漢字を莞爾の感じで勘じよう！

小粋なことば遊び塾

コロナときにもかかわらず、対面で講座を開きます。もちろん、感染対策はバッチリ、のはずですが、遊ぶには心に余裕が必要ですか
ら、心配で夜も眠れず昼寝するような方は、無理をなさならいでください。今回は自粛中でも一人で楽しめる漢字遊びを取り上げること
にします。世界の言語の文字において、漢字はきわめて特殊な文字です。それは、形・音・義（意味）の３つがセットになっていること
にあり、それぞれで遊ぶことができます。たった３回の講座ですが、漢字の形・音・義のそれぞれに関する遊びに取り組んでみましょ
う。

【在学生】4,500円 【卒業生】6,000円 【一般】6,000円内容

プリントを用意します。

1 6/25
『更級日記』冒頭を読む
―物語への思いと旅立ちー

2 7/2
武蔵野国をゆく
―竹芝伝説と乳母との別れ―

菅原孝標女と東海道を歩こう 定員20名(最少催行人数10名）

『更級日記』上洛の記を読む

『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。

内容 【在学生】4,500円 【卒業生】6,000円 【一般】6,000円

7/9

音で遊ぶ当て字

意味で遊ぶ四字熟語

定員20名(最少催行人数10名）

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。

例によって、漢字アクロスティック

対 面

対 面

対 面

対 面
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講座№
E0521a

●日程　　　全３回 　火曜日　13：30～15：00 ●受講料

回 日程

1 5/25

2 6/1 ●用意するもの

3 6/8

今期は、2020年度以前の開講曜日及び時間から変更になっています。

●受講生の声

●申込締切日

●備考 ●講師 菅野　扶美（すがの　ふみ）

講座№
E0621a

●講座配信期間

動画時間 約60分～90分×3回

●教材

●申込締切日

●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

●受講生の声 ※対面講座にて実施した際の感想

●講師 白戸　満喜子（しろと　まきこ）

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。

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。

 古文書の知識が増え、博物館、美術館の鑑賞の際に役立っています。毎回楽しい
です。先生もテキパキとお元気なのが良いです。

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）

動画によるWeb配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。
視聴に必要な情報・教材は、開講日の10:00～13:00の間に、
メールにてお知らせします。
ご質問がある場合はアンケートにご記入ください。
配信後に共立アカデミーのHPにて回答予定です。

●受講料

5/13(木)～6/12(土)  【在学生】3,000円　【卒業生】4,500円　【一般】4,500円

5/6(木) 共立アカデミーよりメールにてお知らせいたします。

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。

【第一回】百人一首とは？　変体仮名の基本　文字絵を読む　
【第二回】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。
【第三回】版本で読む百人一首　浮世絵と百人一首　歌かるた

巻九　河原合戦　木曽最期

木曽最期(続き)　樋口被討罰

六ヶ度軍　三草勢揃

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。

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。

〔Web講座〕変体仮名で読む百人一首

『平家物語（三）』（岩波文庫） ISBN：9784003011331

・『平家物語』の作者の知識が豊富で中国・日本の古典に精通 
    している。学べば学ぶ程、深みに入る感じです。70代に 
    なってこれ程よろこびを感じさせてくださる菅野先生に
    深く感謝しています。
・先生の明るくハッキリした解説が、平家の世界を生き生きと
   再現！平家物語がこんなに面白いとは思わなかった。

5/11(火)

暗号解読?いいえ、日本語です!

「なんとなく知っている」から「とっても好きな作品」へ 定員20名(最少催行人数10名）

『平家物語』を読み解く

コロナ禍による1年間の中断を経ての対面講義です。全3回という限られた回数ですが、ちょうど「木曽最期」という、『平家物語』屈
指の名文になります。木曽義仲と巴、今井四郎兼平三者三様の結末を読み、続いて義経の活躍と平家の滅亡を、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今の私たちと何ら変わらない日常がそこにあります。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。

内容 【在学生】4,500円 【卒業生】6,000円 【一般】6,000円

対 面

動画

対 面
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講座№
E0721a

●講座配信期間

●教材

●申込締切日

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。 ●講師 荒木　亜紀（あらき　あき）

講座№
E0821a

●講座配信期間

●教材

●申込締切日

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。 ●講師 櫻井　三樹子（さくらい　みきこ）

人生の終い方について、考えてみましょう

動画による配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。
視聴に必要な情報・教材は、開講日の10:00～13:00の間に、
メールにてお知らせします。

櫻井三樹子社会保険労務士事務所代表、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!

〔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 

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。

【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

●受講料

6/29(火)～7/28(水) 【在学生】無料　【卒業生】1,000円　【一般】1,000円

動画時間 約60分

共立アカデミーよりメールにてお知らせいたします。

6/22(火)

いきいきと働き続けるために知っておきたいこと

動画による配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。
視聴に必要な情報・教材は、開講日の10:00～13:00の間に、
メールにてお知らせします。

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。

〔Web講座〕人生の最期を自分らしく生ききるために

「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。

【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

●受講料

6/16(水)～7/15(木)

※但し、在学生以外の方は別途会費が必要です。動画時間 約60分

6/9(水)

【在学生】無料　【卒業生】無料　【一般】無料

共立アカデミーよりメールにてお知らせいたします。

動画
在学生

無料

動画
在学生

無料

17



講座№
E0921a

●講座配信期間 ●受講料

●教材

●申込締切日

●用意するもの

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。 ●講師 高山 一惠 （たかやま かずえ）

講座№
E1021a

●講座配信期間 ●受講料

●教材

●申込締切日

●用意するもの

●備考 共立アカデミーホームページもご確認の上、お申込みください。 ●講師 西村 めぐみ （にしむら めぐみ）

動画時間約90分

7/2(金)

動画によるWeb配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。

視聴に必要な情報・教材は、開講日の10:00～13:00の間に、
メールにてお知らせします。

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。

共立アカデミーよりメールにてお知らせいたします。

特に不要です。
(講義に参加して頂ける元気だけ必要です)

将来の資産形成のために”今”始めたい！

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。
【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

7/9(金)～8/8(日) 【在学生】無料　【卒業生】1,000円　【一般】1,000円

あなたの「経済学、食わず嫌い」を直してみませんか?

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。

動画によるWeb配信になります。
22ページ「■受講について」をお読みください。

視聴に必要な情報・教材は、開講日の10:00～13:00の間に、
メールにてお知らせします。

〔Web講座〕初心者のためのNISA&iDeCo講座

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!

7/1(木)～7/31(土) 【在学生】無料　【卒業生】1,000円　【一般】1,000円

動画時間約90分

共立アカデミーよりメールにてお知らせいたします。

6/24(木)

筆記用具、電卓

在学生

無料

動画

動画
〔Web講座〕普段着の経済学
-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
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あなたの心臓は大丈夫ですか？～自分で治す！ 自分で防ぐ！～

配信日：7月7日(水)～8月6日(金)

山田　緑（やまだ　みどり）

共立女子大学看護学部　教授

聖路加看護大学（現・聖路加国際大学）看護学部卒
業、同大学大学院看護学研究科修士課程・博士後期
課程修了。博士（看護学）。聖路加国際病院看護
師、他大学での教育・研究活動を経て現職に至る。
専門は成人看護学で、特に循環器看護分野（心臓病
と共に生きる人への看護）に関心をもつ。心臓リハ
ビリテーションに取り組む人を支える看護や、心臓
病をもつ人の自己管理行動に関する研究をライフ
ワークとしている。日本心臓リハビリテーション学
会評議員、NPO法人Japan Heart Club評議員な
どもつとめる。

「あなたの心臓は大丈夫ですか？」
このようなことを聞かれたら、少しドキッとするかもしれません。日本人の死亡原因の
第2位は心臓の病気です。本講座では、大切な人のために、そしてあなたらしく生きる
ために、心臓の働きを知り、心臓を守るために知っておきたい生活のしかたや、身近な
病気でもある心臓病とその予防法について、看護の視点から取り上げます。また、心臓
の病気をもつ多くの患者さんが、すこやかな人生を取り戻すために取り組んでいる心臓
リハビリテーションについてご紹介いたします。

※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。

■研修センター杉並寮講座
医療や健康をテーマとした講演を行います。

生活習慣病にならないために〜自分の体質を知ろう！〜

配信日：7月7日(水)～8月6日(金)

深津　佳世子（ふかつ　かよこ）

共立女子大学家政学部　教授

筑波大学大学院博士課程医学研究科生化学専攻修
了。博士（医学）。
武田薬品工業（株）研究所勤務、日本学術振興会特
別研究員、東京慈恵会医科大学医学部助手・PI、山
形大学客員准教授、茨城キリスト教大学准教授等を
経て、2018年度より現職。
「栄養学」「基礎栄養学」「生化学実験」「栄養学
実験」等の授業を担当。
血管障害、糖尿病、がん、代謝栄養学分野におい
て、科学研究費を代表者として5度、その他競争資
金も含めて10度取得。現在は、①糖尿病性血管障
害の新規発症機構の解明、②がん病態における新規
栄養学的検討、をテーマに研究活動を行っている。

　生活習慣病とは、毎日のよくない生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気の
ことで、がん・脳血管障害・心血管障害・糖尿病などが含まれます。いまわが国におい
て、生活習慣病は死亡者数の6割余りを占めており、その予防は大変重要です。生活習
慣病は、自ら学んで気を付けて生活していくことで防ぐことができます。
　今回の講演では、健康長寿を目指して、生活習慣病にならないためにどうしたら良い
のか、皆様と一緒に楽しみながら考えていきたいと思います。
　じつは生活習慣病のほとんどは多因子疾患であり、様々な遺伝因子のうえに様々な生
活習慣つまり環境因子が積み重なって発症することが知られています。本講演では、ア
ルコールパッチテストなど小さな実験も取り入れて、皆様一人一人がご自身の遺伝因子
（体質）についての理解を深め、生活習慣病とその予防について真剣に考えていくきっ
かけを提供したいと思っております。
　生活習慣の中でも、食生活は非常に重要なウエイトを占めるといわれています。
　栄養学を専門とする講演者が、生活習慣病と食生活や運動、体質との関係について、
分かりやすく紐解きます。皆様の健康に役立つ時間となれば幸いです。

共立女子大学・共立女子短期大学
公開講座2021のお知らせ①

公開

講座
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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。

※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。

千代田城大奥と武家女性の衣生活

配信日：6月30日(水)～7月29日(木)

長崎　巌（ながさき　いわお）

共立女子大学家政学部　教授
共立女子大学博物館館長

専門は日本染織・服飾史。世界の美術館が所蔵する
日本染織品の調査・研究をライフワークとしてい
る。東京藝術大学大学院美術研究科博士課程芸術学
専攻単位取得修了。東京国立博物館学芸部工芸課染
織室長を経て、2002年より現職。2005年、きも
の文化賞受賞。日本染織に関する著書多数。

　「きもの」の原形である小袖は、平安時代までは日々肉体的活動を求められた庶民が
これを着用していたが、それは筒袖で、模様を付けることもなく非常に簡単なもので
あった。しかし武家が世の支配者となった鎌倉時代以降、武家の小袖においては公家の
大袖に似せた袂が付けられるようになり、さらに室町時代を経て桃山時代に武家の支配
者としての地位が盤石なものになると、武家の小袖は、男女ともに華やかな加飾を伴う
ものとなった。
　江戸時代には男女の衣服に大きな違いが表れる。「表」の世界にいる男性の小袖は、
この時代に確立された厳格な身分制度を反映して、色や意匠に自由な選択が許されず、
様式の変遷や流行現象をほとんど生じなかった。これに対して「奥」の世界にいた女性
は、社会秩序を乱さない限り比較的自由が許されたため、小袖様式の選択においても多
様な選択肢を持つことができた。
　千代田区は千代田城（旧江戸城）の外堀にほぼ囲まれた区域で、「千代田区」という
地名は、江戸城がかつて「千代田城」と呼ばれていたことから付けられている。この講
演では、千代田城の大奥に代表される上流武家女性の衣生活について、その特徴や時代
的変化について述べるが、またその底流となっている武家としての価値観や美意識につ
いても述べる。さらに武家女性の衣服が実際にどのように発注され、どのように制作さ
れ、納品されたのか、支払いはどのようにされていたのかなどにも触れる。

共立女子大学・共立女子短期大学
公開講座2021のお知らせ②

公開

講座
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お申し込みと受講について
・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。
・著作権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、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/）
※4月よりサイトオープン予定

ハガキ・FAX・E-mailからのお申し込み
以下の（1）～（7）を明記の上、お申し込みください。
（1） 受講希望講座名　（2）郵便番号・ 住所 　（3） 氏名 (フリガナ)　（4） メールアドレス　（5）年齢 
（6）性別 　 （7）電話番号　

お申し込み先
 〒101-8437
東京都千代田区一ツ橋2-2-1　共立女子大学・共立女子短期大学
共立アカデミー　公開講座　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。

■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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会費は受講票の発行、 通信費等の諸経費に充当します。

⑥一般（上記以外の方） 2,000円

■受講について
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
をお断りすることがあります。
・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
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、
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。
対面講座
・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
て＞もよくお読みのうえ、ご受講ください。
・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
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。
・教室内での飲食はご遠慮ください。
・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
に設定してください。
・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。

■ 受講票について
・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。
受講票は該当講座開講の1週間前を目処にご本人宛に郵送します。
・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。
・ 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
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
票をご提示ください。
・ 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
することはできません。
・ 受講票は講座最終回に講師にお渡しください。

■受講キャンセル・返金について
・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
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
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。

■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

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
い。 受講料をご返金いたします。 
・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
きません。
・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
望の場合は、振込手数料をご負担ください。
・ 会費の返金はできません。
・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
いたします。

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
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
案内をご覧ください。

■会員制について
共立アカデミーは会員制となっております。
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
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
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
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
講座ご案内時にご連絡しております。）
（例） 2021年度ご入会の方は→ 2022年度講座分まで有効。

■受講受付・開講中止・変更について
・申込締切日は各講座ページをご確認ください。
・お申し込みは原則、 先着順となりますが、 一部の講座は抽選と
させて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
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。
・ 開講中止の際は、 開講の約1週間前にご連絡し、 払込みいただ
いた受講料を返金いたします。
・ 講師の都合等により休講になる場合があります。 
　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
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
となります。 （対面講座の場合）
　その際は原則として補講を行います。
・ 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、
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
カデミ ーヘお問い合わせください。

■会費について

会員区分 会費

①本学学生•生徒②本学教職負 無料

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

1,000円

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
聴講生、 単位互換履修生は「本学学生」に含まれません。
③ は、 共立女子学園の卒業生、 修了生とします。
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
母とします。
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。
会員区分③④⑤の方の受講料は、「卒業生」欄の金額となります。
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■個人情報について
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
は下記の目的以外に利用することはありません。
・会員および受講者への連絡、または講座に関する資料（受講料払
込用紙・受講票・検定試験申込書等）の送付
・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
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。
・テキストの発送およびオンライン講座をご利用いただくために、
講座担当講師・企業へ会員番号、住所、氏名、メールアドレス、電
話番号を提供する場合があります。
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
す。(本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
ん。)

■ご自身の健康管理について
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
ご留意ください。
・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場合があ
ります。
・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。

動画配信型講座・リアルタイム型配信講座
・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。
・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
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
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。
・受講の際は下記をご準備ください。
　●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
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
　●メールアドレス
　　※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
登録ください。
　　※Web講座の参加はスマートフォン・タブレットでも可能で
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
ん。
・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
トは承っておりません。

■火災・地震発生時の対応について
学内で「火災」や「地震」が発生した場合には、次の注意事項を
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
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
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
きるだけ吸わないよう十分気をつけてください。
・「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
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
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
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
さい。
・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
ベーターは絶対に使用しないでください。
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
ペース・3号館前庭)
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2100000

共立 花子

〔Web講座〕秘書検定講座 (2級) 24,000Q0121a

『平家物語』を読み解くE0521a 6,000

2,000

記入見本

32,000

03 00 2¥

03 99813512

0８０－△△△△ー××××
101-8437

東京都千代田区一ツ橋2-2-1
共立　花子

0 0 03  2¥

１

22

〇

※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。
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3月10日（火）

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/

63

（初めてお申し込みの方は会員区分（P60参照）をお知らせください。）
②Eメール

③ハガキ・FAX

④共立アカデミー
窓口

上記①　 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。

（ハガキ）をお送りいたします。

前期講座

4
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。

（7桁）

62

終了
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。

ジ
講座会場一覧よりご確認ください。

、



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
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