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

KYORITSU
ACADEMY
共立アカデミー

2022年度前期講座

2022年度前期講座 受付開始日

3月22日（火）
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（P32参照）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

住所

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。

〒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。
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（P32参照）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P35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

10:00～17:00

※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P34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、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＞
パンフレットまたは、ホームページの各講座ページにてご確認ください。

共立アカデミーでみつける

新しい『私』
共立アカデミーとは、正課外講座（生涯学習）の場です。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ます。
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。
時間と場所を選ばずに学習できる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。
また対面講座も多く復活しております。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

2022年度前期

■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

E0922a

変体仮名で読む百人一首

21

頁

E1022a

落語でわかる江戸の暮らし ～井戸の茶碗～

21

Q0122a

秘書検定講座（２級）

4

E1122a

「強み」の上手な活かし方

22

Q0222a

秘書検定講座（準１級）

4

E1222a

人生の最期を自分らしく生ききるために

22

Q0322a

医療事務検定講座

5

E1322a

介護する人、される人、それぞれの思いと支援について

23

Q0422a

宅地建物取引士資格対策講座

5

E1422a

いきいきと働き続けるために知っておきたい基礎知識

23

Q0522a

簿記検定講座（3級）

6

E1522a

女性が知っておきたい年金制度と育児介護休業制度

24

Q0622a

簿記検定講座（2級）

6

E1622a

初心者のためのNISA＆iDeCo講座

24

Q0722a

ファイナンシャルプランナー講座（3級）

7

E1722a

初心者のためのNISA＆iDeCo講座 実践編

25

Q0822a

ファイナンシャルプランナー講座（2級）

7

E1822a

身につけておきたい税金の知識と家計管理の基本

25

Q0922a

MOS試験対策講座

Excel2019

8

E1922a

普段着の経済学

26

Q1022a

MOS試験対策講座

Word2019

8

E2022a

普段着の経済学 PART Ⅱ

26

Q0122b

夏期講座 MOS試験対策講座

PowerPoint2019

9

E2122a

色彩学の魅力を学ぶ

27

Q0222b

夏期講座 MOS試験対策講座

Excel2019

9

E2222a

あなたを魅せるジュエリーコーディネート術

27

Q0322b

夏期講座 ITパスポート試験対策講座

10

■在学生限定講座・在学生無料講座ご案内

28

Q1122a

色彩検定講座（3級）

10

■公開講座2022のお知らせ

29

Q1222a

色彩検定講座（2級）

11

■受講のご案内

32

Q1322a

世界遺産検定講座（2級）

11

■受講料の支払い方法

34

■FAX申し込み用紙

35

■語学
講座№

講座名

頁

L0122a

毎日学べる英会話

12

L0222a

今日から変わる！英語の楽しみ方・学び方講座

13

L0322a

TOEIC🄬🄬L＆R：これだけは知っておきたい10のこと

13

L0422a

TOEIC🄬🄬L＆R 基礎講座

14

L0522a

TOEIC🄬🄬L＆R 目標500点講座

14

L0622a

TOEIC🄬🄬L＆R 目標650点講座

15

夏期集中・TOEIC🄬🄬L＆R 初級編・中上級編

15

L0722a

英語で日本文化を紹介しよう!

16

L0822a

英字新聞を読もう!

16

L0122b・L0222b

対

面

通学していただき対面で受講する講座です。

リアル
タイム

Zoom等を使用したリアルタイム配信型講座です。
決められた時間に受講します。

動画
■教養・文学
講座№

動画によるWeb配信講座です。

講座名

配信期間中、繰り返し視聴が可能です。

頁

E0122a

日本神話を読む

17

E0222a

万葉集を読む

17

E0322a

『源氏物語』を読む

18

E0422a

『更級日記』上洛の記を読む

18

E0522a

向田邦子文学講座～『父の詫び状』～

19

E0622a

『平家物語』を読み解く

19

E0722a

やきものの歴史と魅力

20

E0822a

「食品衛生」の最前線

20

(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。
・2022年度の櫻友会講座の開講はございません。
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共立アカデミー会員マイページのご案内
共立アカデミー会員の皆様は会員マイページのご利用が可能です。
Web講座はマイページより、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№
Q0122a

〔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6月19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

動画時間

●受講料（検定料4,100円、教材費を含む）

約16時間

4/26(火)～6/26(日)

【在学生】21,000円

【卒業生】23,000円

【一般】25,000円

※復習対面講座を実施
■理論編のまとめ 6/2(木)
■実技編のまとめ 6/16(木)
時間：17:30～19:30 2時間
持ち物：秘書検定2級テキスト、秘書検定2級実問題集

●申込締切日

●教材
『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2022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(火)

●試験について
筆記試験：6/19(日)
試験会場：【13B 東京Bブロック】

●ガイダンス

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4/26(火)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。

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

本講座は早稲田ワーキングスクールによる動画配信となります。
(動画閲覧はiPhone/iPadやスマートフォンでも可能です。)

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。

※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。

稲又

可奈 （いなまた

かな）

準 1 級合格で、就職面接を一歩リード！
講座№
Q0222a

〔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6/19(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

動画時間

●受講料（検定料5,300円、教材費を含む）

約18時間

4/26(火)～6/26(日)

【在学生】27,300円

【卒業生】29,300円

【一般】32,300円

※復習対面講座を実施
■理論編のまとめ 6/2(木)
■実技編のまとめ 6/16(木)
時間：17:30～19:30 2時間
持ち物：秘書検定準1級テキスト、秘書検定準1級実問題集

●申込締切日

●教材
『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2022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(火)

●試験について
筆記試験：6/19(日)
試験会場：【13B 東京Bブロック】

●ガイダンス

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4/26(火)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。

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

本講座は早稲田ワーキングスクールによる動画配信となります。
(動画閲覧はiPhone/iPadやスマートフォンでも可能です。)

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。

※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。
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稲又

可奈 （いなまた

かな）

結婚・出産後も働けると女性に人気の医療事務!!
講座№
Q0322a

定員なし(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(火曜・金
曜)動画をアップしていきます。さらに、共立アカデミー受講の皆様には学習の進め方をまとめたオリエンテーション動画や通常の医療
事務講座をわかりやすくまとめた動画を配信、質疑応答Formも開設し、皆様の学習をしっかりフォローします。無理なく資格取得を目
指しましょう♪
本講座は、2022年4月に行われた「診療報酬改定」に対応しています。最新の教材で医療事務を学習できます。
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（検定料7,700円、教材費を含む）

7/1(金)～8/27(土)

【在学生】55,500円

【卒業生】56,000円

【一般】57,000円

動画時間 約40分×全14回を予定

●申込締切日

●教材

6/23(木)

『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：8/27(土) 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。

●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

伊藤

佳美 （いとう

よしみ）

日本医療事務協会所属講師。
教材作成や、通信教育の添削、講義等、医療事務の発展に携わっている。わ
かりやすい講義にも定評がある。

徹底的な過去問解説で効率的に合格を目指そう！
講座№
Q0422a

〔Web講座〕宅地建物取引士資格対策講座

動画

国家
資格

宅地建物取引士資格（宅建）は、毎年 25 万人以上が受験する人気の高い国家資格です。とにかく忙しくて、なかなか学習時間が作れな
いという方、法律の学習経験がなく、初めて宅建士試験を受験される方、基礎・過去問演習・模試・直前対策まで漏れなく学習したい
方、書籍やYouTubeの独学で合格に及ばず体系的に学習したい方など、忙しい方に最適なコースです！
週1回2.5時間ペースの基礎力養成!コンプリート合格講座で合格に必要不可欠な知識を理解・習得します。知識の習得と演習を並行して
行うことで、実戦的な力を短期間で効率的に身につけることができます。続く実戦力養成!パワーアップ演習講座で問題解答力を養いま
す。最後に全日本宅建公開模試・ファイナル模試で本試験さながらの演習トレーニングを受け、その後の直前講座で総仕上げをします。
最適な学習方法で一発合格を目指しましょう！
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）

5/16(月)～10/16(日)

【在学生】65,000円

【卒業生】69,800円

【一般】69,800円

全58回 2時間30分/回(模試解説・直前講座は1～2時間/回)
講座開始後も下記締切日まで申込受付予定

●教材

●申込締切日

6/30(木)

●試験について

試験日

＜テキスト＞
宅建士合格のトリセツ 基本テキスト/宅建士合格のトリセツ 基本問題集
LECオリジナルテキスト など
＜模試＞
全日本公開模試(基礎編) 全2回/全日本公開模試(実戦編) 全3回
ファイナル模試 全1回
※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。
※検定申込(試験についてを参照)

10/16(日)

※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。
試験申込の際は「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」ホームページ記載のお
知らせ等をご確認くださいませ。

●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
本講座はLECによる動画配信となります。
<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

友次

正浩（ともつぐ

まさひろ）

LEC専任講師
大学生の頃から塾講師として教壇に立つ。小中学生を対象に主要科目を教える。受
講生の成績を急上昇させ、塾内のみならず、近隣の塾でも有名になる。
大学院修了後、大学受験国語科講師として複数の予備校で講義を行う。
受講生アンケートはトップクラス、講習会も締切続出となる。
また、ほぼ毎年、担当生徒から全国模試のトップを輩出する。

5

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№
Q0522a

〔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 2.5時間×全10回・影山講師

●申込締切日

●教材

3.0時間×全10回

『3級 光速マスターNEOテキスト・問題集(第6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。
※検定申込(試験についてを参照)

6/30(木)

●試験について
試験日

統一試験 6/12(日)・11/20(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。

●講師

髙井

薫（たかい

かおる）

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。金
融業界の経験が長く、特にアナリスト業務により培った「財務諸表を読みこなす
側」からの視点により、会計実務を常に意識した講義を行う。自らの多忙な社会人
生活において数々の資格取得をしてきた経験から、効率的かつ実践的な合格戦略を
伝授している。

●備考
本講座はLECによる動画配信となります。
<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。試験直
前のホームルームでは試験に出やすい箇所なども重点的にお知らせしますのでぜひ
ご参加ください!
※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

影山

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№
Q0622a

〔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。

●教材

動画時間：影山講師 3時間×全25回(商業簿記15回/工業簿記10回)
富田講師 3時間×全17回(商業簿記10回/工業簿記7回)

●申込締切日

『2級 光速マスターNEOテキスト・問題集(第6版)』【商業簿記】
『2級 光速マスターNEOテキスト・問題集(第4版)』【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。
※検定申込(試験についてを参照)

6/30(木)

●試験について
試験日

統一試験 6/12(日)・11/20(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。

●講師

影山

一人（かげやま

かずと）

LEC専任講師
簿記3級講座も担当。

●備考
本講座はLECによる動画配信となります。
※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>
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。試験直
前のホームルームでは試験に出やすい箇所なども重点的にお知らせしますのでぜひ
ご参加ください!
※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

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。
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初めてでも基礎から学べる国家試験対策講座です！
講座№
Q0722a

〔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】

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8,000円、教材費を含む）

6/1(水)～9/11(日)

【在学生】22,500円

動画時間 全12回 30時間

※2022年度9月試験より検定料金が上記記載金額に変更予定です。

●申込締切日

【卒業生】23,000円

【一般】23,000円

●教材

6/30(木)

テキスト(1冊)・問題集(1冊)・模擬試験(1回分)・過去問(3回分)
※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。

●試験について
試験日 9/11(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。
※申込期間に試験の申込ができなかった場合も検定料の返金はございません
ので必ず期間内にお申し込みください。

●用意するもの
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。

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。試験直
前のホームルームでは試験に出やすい箇所なども重点的にお知らせしますのでぜひ
ご参加ください!
詳細は講座開始後決定次第、お知らせします。

岩田

美貴（いわた

みき）

他

複数講師

■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。

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№
Q0822a

〔Web講座〕ファイナンシャルプランナー講座 (2級)【9月検定向け】

動画

国家
資格

※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)
就活、転職の際にもアピールポイントとなるファイナンシャルプランナー講座2級！
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、知識の整理をします。
アウットプットでは3回分の本試験の過去問を使用して学科対策(3回)、実技対策(3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11,700円、教材費を含む）

6/1(水)～9/11(日)

【在学生】39,000円

動画時間 全12回 30時間

※2022年度9月試験より検定料金が上記記載金額に変更予定です。

●申込締切日

【卒業生】40,000円

【一般】41,000円

●教材

6/30(木)

重点マスターテキスト(1冊)・模擬試験(1回分)・過去問(3回分)
※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。

●試験について
試験日 9/11(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。
※申込期間に試験の申込ができなかった場合も検定料の返金はございません
ので必ず期間内にお申し込みください。

●用意するもの
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。

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。試験直
前のホームルームでは試験に出やすい箇所なども重点的にお知らせしますのでぜひ
ご参加ください!
詳細は講座開始後決定次第、お知らせします。

岩田

美貴（いわた

みき）

他

複数講師

■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。
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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№
Q0922a

定員20名(最少催行人数10名)

〔Web講座〕MOS試験対策講座 Excel 2019

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、教材費を含む）

5/20(金)～6/18(土)

【在学生】18,000円

【卒業生】20,500円

【一般】22,500円

動画時間 約24時間 1ヵ月間視聴可能
※動画時間は変更となる場合があります。

●教材

●申込締切日

『MOS攻略問題集 Excel 365&2019』(日経BP社)
※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。

5/10(火)

●試験について
試験日：6/19(日)
試験会場：オデッセイテスティングセンター有楽町

●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。

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

●ガイダンス

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。
(動画閲覧はiPhone/iPadやスマートフォンでも可能です。)

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。

※MicrosoftExcel2019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。

●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№
Q1022a

定員20名(最少催行人数10名)

〔Web講座〕MOS試験対策講座 Word 2019

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、教材費を含む）

6/17(金)～7/16(土)

【在学生】18,000円

【卒業生】20,500円

【一般】22,500円

動画時間 約22時間 1ヵ月間視聴可能
※動画時間は変更となる場合があります。

●教材

●申込締切日

『MOS攻略問題集 Word 365&2019』(日経BP社)
※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。

6/7(火)

●試験について
試験日：7/17(日)
試験会場：オデッセイテスティングセンター有楽町

●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。

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

●ガイダンス

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。
(動画閲覧はiPhone/iPadやスマートフォンでも可能です。)

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。

※MicrosoftWord2019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。

●講師
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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№
Q0122b

定員20名(最少催行人数10名)

〔Web講座〕夏期講座 MOS試験対策講座 PowerPoint 2019

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、教材費を含む）

7/22(金)～8/20(土)

【在学生】18,200円

【卒業生】21,000円

【一般】23,000円

動画時間 約18時間 1ヵ月間視聴可能
※動画時間は変更となる場合があります。

●教材

●申込締切日

『MOS攻略問題集 PowerPoint 365&2019』(日経BP社)
※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。

7/12(火)

●試験について
試験日：8/21(日)
試験会場：オデッセイテスティングセンター有楽町

●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。

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

●ガイダンス

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。
(動画閲覧はiPhone/iPadやスマートフォンでも可能です。)

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。

※MicrosoftPowerPoint2019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。

●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№
Q0222b

定員20名(最少催行人数10名)

〔Web講座〕夏期講座 MOS試験対策講座 Excel 2019

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、教材費を含む）

8/19(金)～9/17(土)

【在学生】18,000円

【卒業生】20,500円

【一般】22,500円

動画時間 約24時間 1ヵ月間視聴可能
※動画時間は変更となる場合があります。

●教材

●申込締切日

『MOS攻略問題集 Excel 365&2019』(日経BP社)
※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。

8/9(火)

●試験について
試験日：9/18(日)
試験会場：オデッセイテスティングセンター有楽町

●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。

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

●ガイダンス

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。
(動画閲覧はiPhone/iPadやスマートフォンでも可能です。)

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。

※MicrosoftExcel2019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。

●講師
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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№
Q0322b

定員なし(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

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7,500円、教材費を含む）

7/22(金)～9/19(月)

【在学生】22,400円

【卒業生】22,800円

【一般】23,300円

動画時間 約14時間 60日間（2ヵ月間）視聴可能
※動画時間は変更となる場合があります。

●教材

●申込締切日

『改訂7版ゼロからはじめるITパスポートの教科書』(とりい書房)
※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。

7/14(木)

●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(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。)

●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

●ガイダンス

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。
(動画閲覧はiPhone/iPadやスマートフォンでも可能です。)

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。

●講師

ヒューマンアカデミー講師陣

楽しく色彩を学ぼう!合格率100%(※対面講座実施時)の実績!
講座№
Q1122a

〔Web講座〕色彩検定講座 (3級)

動画

「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
ファッションと色彩 インテリアと色彩

色の分類と三属性 PCCS 色彩心理
錯視と色彩効果
など詳しくはホームページをご覧ください。

配色の基本的な考え方

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

7/12(火)～11/13(日)

【在学生】15,100円

【卒業生】17,100円

【一般】19,100円

動画時間 約50分×全10回

●申込締切日
●試験について

●用意するもの

7/5(火)

試験日

※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』
ISBN:978-4-909928-03-0
・文部科学省後援『色彩検定 過去問題集 2021年度 2級・3級』
ISBN:978-4-909928-14-6
※検定申込(試験についてを参照)

11/13(日)

※試験は個人申込となります。
検定申込及びお支払いを8/8(月)～10/6(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。

●講師
●ガイダンス

國本

学史 （くにもと

のりふみ）

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、歴史上の服飾と色彩名称、近代日本における色彩
学の受容、色彩教育の歴史的展開等について研究。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。黄岡師範学院特聘教授。日本色彩学会学
会誌・論文誌編集委員、教育普及委員会委員、中国伝統色彩研究青年論壇組
織委員。

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
＜収録動画配信型＞講座となります。
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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！
講座№
Q1222a

〔Web講座〕色彩検定講座 (2級)

動画

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
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

7/12(火)～11/13(日)

【在学生】19,800円

【卒業生】21,800円

【一般】23,800円

動画時間 約30～60分×全15回（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

7/5(火)

●試験について

試験日

※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』
ISBN:978-4-909928-04-7
・文部科学省後援『色彩検定 過去問題集 2021年度 2級・3級』
ISBN:978-4-909928-14-6
※検定申込(試験についてを参照)

11/13(日)

※試験は個人申込となります。検定申込及びお支払いを
8/8(月)～10/6(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。

●講師
●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。

●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。

江副

好美（えぞえ

よしみ）

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。

●備考
＜収録動画配信型＞講座となります。

『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!
講座№
Q1322a

定員90名(最少催行人数10名)
リアル
タイム

〔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!
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

全6回

木曜日

17：30～19：30

●受講料

内容

（検定料5,500円を含む）

【在学生】15,500円

【卒業生】17,500円

【一般】18,500円

回

日程

1

5/19

世界遺産の基礎知識・日本の世界遺産①

2

5/26

日本の世界遺産②

●用意するもの

3

6/2

世界の文化遺産①

4

6/9

世界の文化遺産②

5

6/16

世界の文化遺産③・世界の自然遺産

6

6/23

模擬試験・解説

※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(2022年度版) 』
ISBN:978-4-8399-79553
※検定申込(試験についてを参照)

●申込締切日

5/11(水)

●備考

●ガイダンス

4/22(金)12:50～13:20 Zoomで実施

Zoomによる＜リアルタイム型講座＞になります。
最少催行人数の設定がありますので、共立アカデミーから開講決定の連絡が
あるまで、ご入金をお待ちいただいても差支えございません。
※本講座では、講座の最初と最後、他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。

●試験について

試験日

7/3(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。

●講師

山口

利光（やまぐち

としみつ）

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。
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毎日40分の留学体験♪
講座№
L0122a

定員180名

対

毎日学べる英会話

面

本講座は前期50回、後期50回、年間100回の通年講座です。講座は対面形式で実施します。
毎年大人気の英会話講座 !「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できるので、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!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。学部や学科の枠をこえて友達ができるのも魅力のひとつ。
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?
※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。

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。）

●講座のお申込みから受講開始まで

共立アカデミーに申込 ※先着180名

ガイダンス
4 / 1 （金）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。
≪オンラインライブ≫Zoomにて実施※予約不要
・4 / 5（火）12:50-13:20/17:30-18:00
・4 / 6（水）12:50-13:20/17:30-18:00
≪対面≫※要予約
・4 / 15（金）12:50-13:20/15:30-16:00/17:30-18:00
・4 / 18（月）12:50-13:20/15:30-16:00/17:30-18:00

■申込期間 ： 3 / 22（火）～4 /２0（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）

※初めて本講座にお申し込みされる方は、必ずいずれかの形式の
ガイダンスにご参加ください。

受講料払込
■払込締切：お申し込み日より 1 週間以内（最終期限：4 / ２1（木））にご入金ください。
受講料（教材費を含む）：【在学生】125,000円

※この講座は在学生限定です。

時間割登録・レベルチェックテスト
■共立アカデミーにてお申し込み後、４ / 1（金）０：００～ ４ / ２2（金）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 / 9（月）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 / １１（水）～ ７ / 20（水）（５０回）

レッスン時間割

大学時間割
1限
2限
昼休み
3限

4限
5限

●講師

■後期： ９ / ２7（火）～ １２ / １３（火）（５０回）

●講座形式について

1

10：00～10：40

2

11：00～11：40

3

11：50～12：30

4

12：45～13：25

5

13：30～14：10

6

14：30～15：10

●English Challenge

7

15：30～16：10

8

16：30～17：10

9

17：30～18：10

「レッスンだけでは、物足りない。もっと英語を話したい!」という方は、English
Challenge(EC)にご参加ください。ECとは、通常レッスンとは別に設定されてい
る自由参加のフリートークタイムです。海外のこと、趣味、レッスンでわからな
かったことなど、何でも気軽に講師と話せる時間です。
追加料金ナシで参加OK! 担任講師以外のECも参加可能です。

キャンパスでの対面レッスンを予定していますが、新型コロナウイルス感染防止等
のため、オンラインレッスン形式に変更する可能性があります。
お申込後、また受講開始後にオンラインレッスン形式に変更となる可能性があるこ
とをご了承ください。尚、レッスン形式に変更が生じた場合、返金のご対応は致し
かねますのでご留意ください。

ウエストゲイト専任講師

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）
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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№
L0222a

〔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

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!

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

5/1(日)～5/31(火)

【在学生】無料

【卒業生】1,000円

【一般】1,000円

動画時間 約50分×1回
●申込締切日

5/19(木)

●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。

●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

●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
●参考図書

富岡 恵 著

●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『ビギナーのためのTOEIC® L&R テスト全パートチャ
レンジ!』

『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)
『ビギナーのためのTOEIC® L&R テスト全パートチャレンジ!』

●備考
＜収録動画配信型講座＞となります。

TOEIC®リスニング&リーディングテストを受ける方、必見!
講座№
L0322a

〔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

※本講座は2021年度と同じ動画となります。
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

5/1(日)～５/31(火)

【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

5/19(木)

●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

●受講生の声
何から始めて良いのか検討がつかない段階だったため、見通しや
ペースを教わることができてありがたかった。

●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『ビギナーのためのTOEIC L&R®テスト全パートチャ
レンジ!』

●備考
＜収録動画配信型講座＞となります。
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基本英⽂法+テスト対策でTOEIC® L&R TEST400点突破レベルを目指す入門コース
講座№
L0422a

〔Web講座〕TOEIC®LISTENING AND READING TEST 基礎講座

動画

英語力をしっかり身につけながら、TOEIC®のスコアアップを目指したい方におすすめ！
基礎・初級レベルの学習者への指導経験豊富な日本人講師による講義とフルカラーでわかりやすい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。
基礎コースは、テストによく出る語彙や表現で基本英文法が学べるカリキュラムになっています。
■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）

5/30(月)～9/15(木)

【在学生】15,000円

【卒業生】17,000円

【一般】19,000円

動画時間 約90分×全12回+確認テスト2回

●教材
●申込締切日

5/11(水)

●試験について

試験日

『TOEIC® L&R TEST受験準備基本英⽂法+αコーステキスト』
『TOEIC® L&R TEST受験準備基本英⽂法+αコース単語集』
※教材が到着次第学習を開始していただけます。

9/9(金)～9/15(木)

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

英⽂法を基礎から復習したい⽅、
英語に苦⼿意識のある⽅、
TOEIC® L&R TESTスコアが400点未満の⽅

●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5/30(月)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!
講座№
L0522a

〔Web講座〕TOEIC®LISTENING AND READING TEST 目標500点講座

動画

英語力をしっかり身につけながら、TOEIC®のスコアアップを目指したい方におすすめ！
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）

5/30(月)～9/15(木)

【在学生】20,000円

【卒業生】22,000円

【一般】24,000円

動画時間 約60分×全25回+確認テスト3回

●教材
●申込締切日

5/11(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。

9/9(金)～9/15(木)

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5/30(月)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№
L0622a

〔Web講座〕TOEIC®LISTENING AND READING TEST 目標650点講座

動画

英語力をしっかり身につけながら、TOEIC®のスコアアップを目指したい方におすすめ！
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（IPテスト代4,000円、教材費を含む）

5/30(月)～9/15(木)

【在学生】22,000円

【卒業生】24,000円

【一般】26,000円

動画時間 約60分×全27回+確認テスト3回

●教材
●申込締切日

5/11(水)

●試験について

試験日

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

9/9(金)～9/15(木)

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5/30(月)ごろ到着見込みです。

6時間で学習できる直前得点アップゼミ
下表参照

〔Web講座〕夏期集中・TOEIC®LISTENING AND READING TEST

動画

緊急対策におすすめ！今すぐにTOEIC®L&Rのスコアが必要な方に
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。
初級編は、各PARTの基本的な攻略法の解説が中心となっております。
中上級編は、本番形式の問題演習を通じて、重要な解答テクニックを体得していただける内容となっています。
■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）

8/8(月)～9/15(木)

【在学生】11,000円

【卒業生】11,500円

【一般】12,000円

動画時間約3時間×全2回+確認テスト2回

●ガイダンス
●申込締切日

共立アカデミーホームページにて動画をご覧ください。

7/20(水)

●教材
＜初級編＞『TOEIC® L&R TEST 速効ゼミ＜初級編＞テキスト』

対象

クラス

講座№

初級編

L0122b TOEIC®L&R TESTスコア400点以上(目安)

＜中上級編＞『TOEIC® L&R TEST 速効ゼミ＜中上級編＞テキスト』
※教材が到着次第学習を開始していただけます。

TOEIC®L&R TESTスコア600点以上を
中上級編 L0222b
目標とされている方

●試験について

試験日

●講師

栗林

俊行 （くりばやし

としゆき）

TAC TOEIC®講座講師
米国オクラホマシティ大学大学院・英語教授法修士課程修了。
英語講師のほか、ラジオ番組の司会、DJ、来日アーティストの通訳などの
経験も持ち、その声質や語り口にも定評がある

9/9(金)～9/15(木)

TOEIC®IP試験はオンラインにて実施します。

●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８/8(月)ごろ到着見込みです。
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おもてなしの英語
講座№
L0722a

定員20名(最少催行人数10名)

対

英語で日本文化を紹介しよう！

面

自信を持って英語を話せるようになりたい、今まで不安だった文法を確認したい、日本の文化や慣習を簡潔に正確に伝えたい、状況に適
した大人の表現力を身につけたい、暗記するだけでなく自分らしい英語の表現を身につけたい、わからないところを質問できる場が欲し
い、このような思いに本講座がこたえます。毎回違ったテーマを扱い、基本的文法を使った会話も取り入れます。前期と後期の大きな
テーマは基本的には同じですが、前期の内容は夏・秋を中心に基礎的なものを、後期は冬・春を中心に発展的な内容を扱います。初心者
の方も、応用表現を身につけたい方も楽しく学べるコースです。教材は、毎回講師が作成した資料を使います。

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

全7回

土曜日

14：00～15：40
内容

日程

1

6/11 地理：街中の紹介・マナー

2

6/18 ギフト：日本独特のもの（夏・秋）

3

6/25 東京：おすすめスポット（夏・秋）

4
5

7/2

食べ物：おやつ・外食・素材

7/9

夏の行事：七夕・お盆・花火大会

6

7/16 衣服：浴衣と半被・マナー

7

7/23 娯楽と健康：相撲・高校野球・ラジオ体操

●申込締切日

●受講料
【在学生】10,500円【卒業生】11,200円【一般】12,250円

●教材
毎回、講師が作成した資料を配布します。
●用意するもの
（お持ちであれば）電子辞書を持参ください。

5/28(土)

●備考
感染拡大状況により日程変更または開講中止となる場合がござい
ます。ご入金は、共立アカデミーから開講決定の連絡があるま
で、お待ちいただいても差支えありません。

●講師 矢部 寿美子（やべ すみこ）
共立女子大学非常勤講師。
アメリカ合衆国ニューヨーク、コロンビア大学大学院卒業（応用
言語学）。現在、武蔵大学、文京学院大学、共立女子大学で教職
に就く。

英字新聞から日本を知り、英語を学ぼう
講座№
L0822a

定員20名(最少催行人数10名)

対

英字新聞を読もう！

面

新聞英語には、社会・文化・政治・スポーツ・医療・健康・人生相談など、様々なジャンルの話題が満載です。記事を通して、世界で注
目されている話題に触れると同時に、外側から日本を見て、違った価値観に出会うことができます。記事の内容によって文体や構成が異
なるので、どんな英語でも読みこなす読解力が身に付きます。また、論理の展開に慣れ、語彙力や表現力を身につけながら、発信力にも
つながります。文法を復習しながら読み方のコツを紹介します。教材は alpha (Japam Times) などから比較的平易な記事を提供しま
す。身近な話題から入りますので、初めての方も安心してご参加ください。

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

全5回

土曜日

14：00～15：30
内容

回

日程

1

8/20

2
3

8/27 記事の読み方、要点をすくい取るコツを第１回目に紹
介し、２回目以降は、短い記事、話題の人、健康、医
9/3 療、スポーツ、文化、生活、芸術、身の上相談、社

4

9/10 会、時事問題などから、最新の記事、ホットな話題を

5

9/17

●申込締切日

●受講料
【在学生】7,500円【卒業生】8,000円【一般】8,750円

英字新聞Japan Times alphaを使用し、見出し、三面

●教材
毎回記事を配布します。

毎回３－４種類取り上げます。

●用意するもの
（お持ちであれば）電子辞書を持参ください。

8/3(水)

●備考
感染拡大状況により日程変更または開講中止となる場合がござい
ます。ご入金は、共立アカデミーから開講決定の連絡があるま
で、お待ちいただいても差支えありません。

●講師 矢部 寿美子（やべ すみこ）
共立女子大学非常勤講師。
アメリカ合衆国ニューヨーク、コロンビア大学大学院卒業（応用
言語学）。現在、武蔵大学、文京学院大学、共立女子大学で教職
に就く。
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古代人の声に耳を傾けてみよう！
講座№
E0122a

定員30名(最少催行人数10名)

対

日本神話を読む

面

2019年後期は『古事記』下巻、允恭天皇の手前まで読んできました。その後、コロナ禍のなかで時間を限定して関東の山にまつわる神
話や伝説を扱ってきましたが、いよいよもとのように通読できそうな様子になりました。2019年後期の続きから読んでいくことになり
ますが、私を含めてもうほとんど忘れてしまっている状態です。最初の授業では下巻がどんな巻だったのかの復習から徐々に思い出して
いきたいと思います。今回は同母の兄妹の禁断の恋の物語が中心になります。
※今回からのご参加も可能ですので皆さまのお申し込みお待ちしております。
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
3
4
5

全5回

水曜日

11：00～12：30

●受講料

内容
日程
5/25 雁の卵の祥瑞、枯野という船、墨江中王の反乱

【在学生】5,000円 【卒業生】8,000円 【一般】8,750円

6/8 水歯別王と曾婆訶理、反正天皇
6/22 軽太子と衣通王１ 近親相姦する神と人

●用意するもの
なし。毎回プリントを配布します。

7/6

軽太子と衣通王２

7/20 軽太子と衣通王３

禁断の恋の成就と発覚

●参考図書
『古事記の起源』『古事記誕生』（工藤隆著

禁断の恋による流罪と心中

5/11(水)

●申込締切日

●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
にどのような思想があったのかを考えている。

●備考
感染拡大状況により日程変更または開講中止となる場合がございます。ご入
金は、共立アカデミーから開講決定の連絡があるまで、お待ちいただいても
差支えありません。

万葉人の心に触れる
講座№
E0222a

中公新書）

定員30名(最少催行人数10名)

対

万葉集を読む

面

『万葉集』は日本の詩歌の原点とも言える歌集です。ここには、古代の人々の神観念や自然観、国家意識、恋愛、死者への思いなど、あ
らゆる要素が入っています。『万葉集』の歌は4500首にもなりますが、この講座では有名な歌を選んで、時代順に読んでいこうと思い
ます。2019年度後期までに、巻一の雄略天皇や舒明天皇、天智天皇時代の大海人皇子や額田王の歌を読んできました。今回はその続き
からです。額田王や天智天皇、天武天皇の歌を中心に読んでいきます。
※今回からのご参加も可能ですので皆さまのお申し込みお待ちしております。
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

全5回

水曜日

●受講料

内容

日程
6/1

11：00～12：30

【在学生】5,000円 【卒業生】8,000円 【一般】8,750円

舒明・皇極朝の雑歌
中皇命（3・4・10～12）、軍王（5・6）、額田王
（7・8）

2

6/15 天智朝の雑歌
中大兄（13～15）、額田王（16～19）

3

6/29 吹黄刀自（22）、麻続王（23・24）、天武天皇

●用意するもの
なし。毎回、プリントを配布します。

天武朝の雑歌

●参考図書
『万葉集の起源
（遠藤耕太郎著

（25～27）

4

7/13 天智・天武朝の相聞
久米禅師・石川郎女（96～102・103～104）

5

7/27 大津皇子・石川郎女・日並皇子（105～110）

●申込締切日

東アジアに息づく抒情の系譜』
中公新書）

●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
にどのような思想があったのかを考えている。

持統朝の相聞１〔大津皇子物語〕

5/18(水)

●備考
感染拡大状況により日程変更または開講中止となる場合がございます。ご入
金は、共立アカデミーから開講決定の連絡があるまで、お待ちいただいても
差支えありません。
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玉鬘の恋と結婚
講座№
E0322a

定員30名(最少催行人数10名)

対

『源氏物語』を読む

面

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、前半に、玉鬘と結婚した髭黒大将の元北の方や娘・真木柱の物語を読みます。後半は、光源氏が娘・明石の姫君のためにおこな
う「薫物合せ」の場面がメインとなる予定です。光源氏の優雅な日常をお楽しみください。
※今回からのご参加も可能ですので皆さまのお申し込みお待ちしております。
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
3
4
5

全5回

土曜日

13：30～15：00
内容

日程
5/21 真木柱巻①
6/4

真木柱巻②

～家を離れる少女～

●テキスト
毎回資料を配布します。

梅枝巻②

～薫物合せの担当者～
～薫物判定～

7/16 藤裏葉巻①

●申込締切日

【在学生】5,000円【卒業生】8,000円【一般】8,750円

～『源氏物語』の物の怪～

6/18 梅枝巻①
7/2

●受講料

～夕霧の恨み～

●用意するもの
特にありません。

5/7(土)

●備考
感染拡大状況により日程変更または開講中止となる場合がござい
ます。ご入金は、共立アカデミーから開講決定の連絡があるま
で、お待ちいただいても差支えありません。

●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。

日程表に示した「内容」は、あくまで目安です。進行が遅れた場
合は、どうかお許しください。

菅原孝標女と東海道を歩こう
講座№
E0422a

定員30名(最少催行人数10名)

対

『更級日記』上洛の記を読む

面

『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。今回は、相模国から都
までの道程を辿ります。業平や足柄の遊女、富士川の伝説などに触れながらの日記叙述は読み応えがあります。
※今回からのご参加も可能ですので皆さまのお申し込みお待ちしております。
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
3
4

全4回

金曜日

11：00～12：30
内容

日程
6/3

●受講料
【在学生】4,000円【卒業生】6,400円【一般】7,000円

隅田川と足柄の遊女

6/17 富士山と富士川伝説
7/1

●テキスト
プリントを用意します。

遠江から三河、尾張へ

7/15 美濃から近江、都へ

●申込締切日

5/20(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
感染拡大状況により日程変更または開講中止となる場合がござい
ます。ご入金は、共立アカデミーから開講決定の連絡があるま
で、お待ちいただいても差支えありません。
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向田邦子の魅力を知らないなんて、あり？
講座№
E0522a

定員30名(最少催行人数10名)

対

向田邦子文学講座～『父の詫び状』～

面

２０２１年は向田邦子没後４０年ということで、いろいろな出版やイベントがあり盛況でした。これは、今もなお向田邦子が人気を根強
く保っている証拠です。その魅力がどういうものか、あらためて探ってみましょう。今回は、「向田邦子文学講座～『父の詫び状』～」
と称して、彼女のエッセイの中でも、とくに人気の高い、最初のエッセイ集『父の詫び状』を取り上げます。満を持しての講座開講で
す。現役学生も含め、大勢のご参加をお待ちしています。

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

全5回

土曜日

13：30～15：00

●受講料

内容

日程

【在学生】5,000円【卒業生】8,000円【一般】8,750円

1

5/28 向田邦子の人と生涯と作品

2

6/11 『父の詫び状』の内容１（食べ物）

●教材
向田邦子『父の詫び状』（文春文庫）

3

6/18 『父の詫び状』の内容２（家族）

お持ちの方はご持参ください。（文庫、単行本、全集どれでも可）

4

7/2

『父の詫び状』の表現

強制ではございませんのでお持ちでない場合もご参加いただけます。

5

7/9

『父の詫び状』のまとめ

●参考図書
半沢幹一『向田邦子 比喩トランプ』『向田邦子 思い込みトラ
ンプ』『向田邦子 末尾文トランプ』（どれも新典社新書）

5/14(土)

●申込締切日

●備考
感染拡大状況により日程変更または開講中止となる場合がござい
ます。ご入金は、共立アカデミーから開講決定の連絡があるま
で、お待ちいただいても差支えありません。

●講師 半沢 幹一（はんざわ かんいち）
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）。日本語表現学が専門で、ことば遊
びも扱う。

「なんとなく知っている」から「とっても好きな作品」へ
講座№
E0622a

定員30名(最少催行人数10名)

対

『平家物語』を読み解く

面

平家一門にとって都落以来7か月。もう少しで都に戻れるところまできての敗戦に、多くの公達が討たれます。無念の死を遂げた公達を
悼む章段をじっくり読み進めましょう。昨年度は前期後期3回ずつでしたが、今年度はまとめて読むことができそうです。コロナによっ
て不本意な生活を強いられる昨今が我々の運命なら、いよいよ追い詰められてゆく平家一門も運命。古典の世界に今を映してみましょう
か。この回からでも十分楽しめます。ご参加お待ちしています。

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

全8回

火曜日

13：30～15：10

●受講料

内容

日程

1

5/17 巻九

2

5/24 重衡生捕

3

5/31 敦盛最期

4

6/14 知章最期

5

6/21 小宰相身投

6

6/28 巻十

7

7/12 内裏女房

8

7/19 八島院宣

【在学生】8,000円 【卒業生】12,800円 【一般】14,000円

忠教最期
●用意するもの
『平家物語（三）』（岩波文庫）ISBN：9784003011331
『平家物語（四）』（岩波文庫）ISBN：9784003011348
※途中から(四)へ入る予定です。

落足

首渡
●受講生の声
 物語が成立した時代の人々の価値観を、現代に照らし合わせる
ことが出来たことは、有益であった。
 先生の解説は、おもしろく、興味がわいて、又受講したいと
思っています。

請文

今期より講座時間が90分から100分へ変更となりました。

●申込締切日

5/1(日)

●備考
感染拡大状況により日程変更または開講中止となる場合がござい
ます。ご入金は、共立アカデミーから開講決定の連絡があるま
で、お待ちいただいても差支えありません。

●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。
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やきもののある豊かな暮らし
講座№
E0722a

定員30名(最少催行人数10名)

対

やきものの歴史と魅力

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、使われ、今日に続いています。中世の焼締め陶から
桃山時代の茶陶、江戸時代に誕生した磁器まで、その時々の代表的な作品を取り上げながら、やきものの歴史と魅力を紹介する日本やき
もの史入門講座です。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

全5回

金曜日

11：00～12：30
内容

日程

1

5/13 古代のやきもの

土器から陶器へ

2

5/27 中世の焼締め陶

六古窯

3

6/10 花開く桃山陶

4

6/24 磁器の誕生と発展

5

7/8

●受講料

近世から近代

【在学生】5,000円【卒業生】10,500円【一般】11,250円
●教材
毎回資料を配布します。

美濃と唐津
伊万里

日本各地のやきもの

4/27（水）

●申込締切日

●備考
感染拡大状況により日程変更または開講中止となる場合がござい
ます。ご入金は、共立アカデミーから開講決定の連絡があるま
で、お待ちいただいても差支えありません。

●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。

正しく知ろう、食の安全
講座№
E0822a

定員30名(最少催行人数10名)

対

「食品衛生」の最前線

面

在学生
無料

ノロウィルス、カンピロバクター、O157、アニサキスなどによる食中毒事件は年間で 1,000 ～ 1,500 件ほど発生しています。しか
し、これは氷山の一角でしかないと言われています。食中毒の原因はごく身近に存在し、我々はその危険に常に晒されているのです。安
全な食生活を送るために、日頃から何に注意するべきなのか、そして正しい知識をどこで入手するべきなのか？最新の情報をもとにわか
りやすく解説していきたいと思います。

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

●受講料

内容

日程

【在学生】無料

【卒業生】1,500円

【一般】1,800円

6/24 ウィルスや細菌による食中毒
7/8

きのこの毒、植物の毒、魚介類の毒

●教材
毎回資料を配布します。

7/22 寄生虫による食中毒、カビの毒

●申込締切日

●用意するもの
筆記用具

6/10(金)

●備考
感染拡大状況により日程変更または開講中止となる場合がござい
ます。ご入金は、共立アカデミーから開講決定の連絡があるま
で、お待ちいただいても差支えありません。

●講師 伊藤 裕才（いとう ゆうさい）
共立女子大学家政学部食物栄養学科教授。東京大学農学部卒業、
同大学院修了（博士（農学））。カリフォルニア大学サンタバー
バラ校での博士研究員後、国立医薬品食品衛生研究所に入所。既
存添加物の分析研究を行う。
2018 年 4 月より現職。食品安全委員会添加物専門調査委員も
務める。

後期には「食品添加物」に関する内容を予定しています。

20

暗号解読?いいえ、日本語です!
講座№
E0922a

〔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

7/1(金)～７/31(日)

【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

7/12(火)

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№
E1022a

〔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

※本講座は2021年度と同じ動画となります。
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

6/1(水)～6/30(木)

【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

6/19(日)

●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＞となります。
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あなたの「当たり前」は、あなたの「強み」！自己分析のヒントにも。
講座№
E1122a

〔Web講座〕「強み」の上手な活かし方

在学生
無料

動画

～自分の「強み」を知って就活・転職に活かそう!

“弱みを改善するよりも「強み」を活かす方が能力を最大限に発揮できる“という考えに基づいて、「強み」のエキスパート”ストレン
グスコーチ“があなたの得意分野発見をサポート。講座内では、簡易テストを用いて、自分の「強み」を診断していきます。
自分にとっては、当たり前に、ごく自然にやっていることが、他の人から見るとうらやましい「才能」かもしれません。
自分の「強み」を活かすことで楽しく、効率的に欲しい成果が手に入ります。また、その「強み」を活かした自分らしいリーダシップを
発見することで、仲間や組織に貢献できるようになります。一部上場企業で管理職として活躍する卒業生が自身の知識・経験をもとにわ
かりやすくお伝えしていきます。素晴らしい才能を見つけ、自分らしく自信をもった生活・働き方をしていきましょう！
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

5/1(日)～5/31(火)

【在学生】無料

【卒業生】500円

【一般】500円

動画時間 約60分×1回
●参考図書
●申込締切日

『自分らしさを見つけて伸ばす公務員の「強み」の活かし方』
齋藤綾治 学陽書房
『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー
2.0』日本経済新聞出版社

5/19(木)

●学習内容
・就活・転職そして働き続けるために大切なこと
・強みとは ・強みを見つける
・強みを理解する ・強みの活かし方
・リーダーシップとは
・まとめ

●講師

本合

奈緒子（ほんごう

なおこ）

共立女子大学家政学部被服学科 1988年卒業 機械メーカー一般職
入社 92年総合職転換 14年管理職 16年女性管理職育成メン
ター、2010年 コーチングを学びはじめ、14年米国で研修を受け
GALLUP社認定ストレングスコーチ、21年国際コーチング連盟プロ
フェショナル認定コーチ。

●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

●講師

山田

勇造（やまだ

ゆうぞう）

早稲田大学教育学部社会科 1986年卒業。大手電機メーカー入社。営
業部門、マーケティング部門、ＳＥ部門を経て、現在 人材開発部門所
属。2017年 コーチングを学びはじめ、同年GALLUP社認定ストレ
ングスコーチ、2020年 コーチングプラットフォーム認定コーチ。

●備考
＜収録動画配信型講座＞となります。

人生の終い方について、考えてみましょう
講座№
E1222a

〔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

7/1(金)～7/31(日)

【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

7/19(火)

●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＞となります。
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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№
E1322a

〔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

※本講座は2021年度と同じ動画となります。
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

7/1(金)～7/31(日)

【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

7/19(火)

●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＞となります。

いきいきと働き続けるために知っておきたいこと
講座№
E1422a

〔Web講座〕いきいきと働き続けるために
知っておきたい基礎知識

動画

在学生
無料

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

6/1(水)～6/30(木)

【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

6/19(日)

●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＞となります。
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意外と知らない大切な制度について学んでみよう
講座№
E1522a

〔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

※本講座は2021年度と同じ動画となります。
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

6/1(水)～6/30(木)

【在学生】無料

【卒業生】1,000円

【一般】1,000円

動画時間 約70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

6/19(日)

●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＞となります。

将来の資産形成のために”今”始めたい！
講座№
E1622a

〔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！
3年前の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

5/1(日)～5/31(火)

【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

5/19(木)

●学習内容
・老後資金はどれくらい準備する必要がある?
・安定的にお金を増やす3つのキーワードは
「長期」「分散」「積立」
・iDeCoの特徴、メリット、デメリット
・つみたてNISAの特徴、メリット、デメリット
・iDeCoに向いている人、つみたてNISAに向いている人

●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＞となります。
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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№
E1722a

〔Web講座〕

初心者のためのNISA&iDeCo講座
実践編

動画

在学生
無料

※本講座は2021年度と同じ動画となります。
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

6/1(水)～6/30(木)

【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

6/19(日)

●学習内容
・iDeCoスタートまでの流れ
・iDeCoの金融機関選び
・つみたてNISAスタートまでの流れ
・つみたてNISAの金融機関選び
・自分に合った商品の見つけ方
・iDeCo・つみたてNISAのポートフォリオ例
・運用スタート後の不安を解決!

●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＞となります。

お金の知識を身につけて賢く生きよう！
講座№
E1822a

〔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

動画

在学生
無料

※本講座は2021年度と同じ動画となります。
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

7/1(金)～7/31(日)

【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

7/19(火)
●用意するもの
筆記用具、電卓

●学習内容
・現在の日本の状況とこれから
・給与明細の見方
・家計管理のポイント
・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＞となります。
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あなたの「経済学、食わず嫌い」を直してみませんか?
講座№
E1922a

〔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

5/1(日)～5/31(火)

【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

5/19(木)

●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

●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）
東洋大学経済学部国際経済学科専任講師
兼 共立女子大学国際学部非常勤講師
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＞となります。

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№
E2022a

〔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

※本講座は2021年度と同じ動画となります。
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

7/1(金)～7/31(日)

【在学生】無料

【卒業生】1,000円

【一般】1,000円

動画時間 約120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

7/19(火)

●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）
東洋大学経済学部国際経済学科専任講師
兼 共立女子大学国際学部非常勤講師
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＞となります。
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色について基礎から学びたい・資格取得を目指す方、デザインに活かす色彩学を身につけたい方へ
講座№
E2122a

〔Web講座〕色彩学の魅力を学ぶ

在学生
無料

動画

〜色彩センスを養うための基礎知識〜

◇「色彩」について基礎から学んでみたい方へ
色彩に関わる資格検定等を目指したい方、あるいは色彩学の基礎から学びたい方に向けた講座です。色彩は誰にとっても身近ですが、い
ざ「色彩学」という学問になると腰が引けてしまうかもしれません。それは色彩の学びにはきちんとした理論がありながら、日常では色
を感覚的に捉えているからです。色彩学の学びのコツは理論と感覚を一致させることです。
この講座では色のしくみを理解し、色彩調和やデザインに活かす配色の基礎、色彩心理など実践的に学びます。色彩学は理論をマスター
することが最終目的ではありません。みなさんの色彩センスをより高め、ファッションやインテリアのコーディネート、ビジネスドキュ
メントなどクリエイティブな分野へ活かす色彩学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

5/1(日)～5/31(火)

【在学生】無料

【卒業生】1,000円

【一般】1,000円

動画時間 約90分×2回
●申込締切日

●参考図書
「特集:色彩デザイン再考
デジタルカラーとこれからの色彩表現」
『アイデア』 No.396 2022年 1月号（誠文堂新光社）

5/19(木)

●学習内容
1.色彩学を基礎から学ぶコツ
色が見えるしくみ マンセルカラー

明度と彩度

2.配色デザインと色彩心理
色彩調和 配色デザイン 色の錯視

●講師

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。米国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、京都大学博士（人間・環境学）。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。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、造形理論に
ついて研究・指導。

●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
●備考
＜収録動画配信型講座＞となります。

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№
E2222a

〔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

※本講座は2021年度と同じ動画となります。
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

6/1(水)～6/30(木)

【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

6/19(日)
●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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在学生限定講座のご案内
在学生だけが受講できるお得な講座のご紹介です。
就職活動に役立つ講座が多数ありますのでぜひご受講ください。
詳しい講座内容、スケジュール、受講料につきましては各QRコードよりご確認ください。

講座№

公務員教養試験対策講座

講座名

J0122a 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!

J0222a

J0322a

J0422a

J0522a

J0622a

公務員保育士教養試験対策講座
公務員保育士の合格を目指す!

公務員保健師教養試験対策講座
公務員保健師の合格を目指す!

SPI計算対策

基礎計算力アップ講座

計算問題に強くなり、就職試験・公務員試験を楽に突破しよう

エントリーシートで差をつける文章力
気持ちを伝える文章・表現のテクニックを知ろう

就活試験で困らない『読解力』を身につける
『勘違い』はもうなくなる。正しく理解する技術を学ぼう

在学生無料講座ご案内
在学生なら無料で受講できる講座がたくさんあります！
Web講座が多数なので期間中ご自身の好きなタイミングで視聴することが可能です。
ぜひ在学中にご受講ください。
■今日から変わる！英語の楽しみ方・学び方講座
■TOEIC🄬🄬LISTENING AND READING TEST：これだけは知っておきたい10のこと
■落語でわかる江戸の暮らし ～井戸の茶碗～
■「強み」の上手な活かし方～自分の「強み」を知って就活・転職に活かそう!
■人生の最期を自分らしく生きるために
■介護する人、される人、それぞれの思いと支援について
■いきいきと働き続けるために知っておきたい基礎知識
■女性が知っておきたい年金制度と育児介護休業制度
■初心者のためのNISA＆iDeCo講座
■初心者のためのNISA＆iDeCo講座 実践編
■身につけておきたい税金の知識と家計管理の基本
■普段着の経済学
■普段着の経済学 PART Ⅱ
■色彩学の魅力を学ぶ 〜色彩センスを養うための基礎知識〜
■あなたを魅せるジュエリーコーディネート術
□〔対面講座〕「食品衛生」の最前線
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QRコード

共立女子大学・共立女子短期大学

公開講座2022のお知らせ

【受講料無料・会費不要】

※「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。
※詳細は公開講座HPをご確認ください。講座内容及び開講日、開講形態は変更する場合があります。

■<対面開講>研修センター杉並寮
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、動画配信型へ変更する場合がございます。

脳卒中の予防に役立つはなし
開講日：6月11日（土）13：00～15：00

菅原

峰子（すがわら

共立女子大学

看護学部

みねこ）

准教授

看護師免許取得後、脳血管疾患専門の病院に勤
務し、脳卒中患者への看護を経験する。教育、
研究における専門分野は老年看護学。特に脳梗
塞の急性期治療を受ける高齢者のせん妄（意識
障害の一種）に関する研究に携わる。
北海道大学医療技術短期大学部看護学科卒業、
北海道医療大学看護福祉学部卒業、同大学大学
院看護学研究科修士課程修了、慶應義塾大学大
学院健康マネジメント研究科後期博士課程単位
取得満期退学。博士（看護学）。

この講座では脳の病気のなかでも発症の多い脳卒中（脳梗塞、脳出血、くも
膜下出血）についてお話しします。
脳卒中は高齢期の人々において患者数が増え、かつてより減少しているもの
の未だ日本人の死因の上位にある病気です。また、人の活動は脳が判断し、
脳が出した指令によってなされています。死亡に至らなくとも、脳卒中の後
遺症によってこれまでと同じ生活を送ることができないこともあります。最
近、注目されている健康寿命（日常生活に制限のない期間）に大きく影響す
る病気なのです。
脳卒中はある日突然、脳の血管、血流に何らかの障害が起こることで発症し
ますが、実は血管や血流にとって好ましくない生活習慣と生活習慣病がジワ
ジワと脳卒中の危険性を高めます。戦後から高度経済成長期にかけ、日本人
の食生活の変化が脳出血の減少に影響したことは有名です。このような点も
ふまえ、脳卒中の予防につながる日々の生活について解説します。そして、
近年、脳卒中は検査と治療技術の向上によって、適切なタイミングでの治療
であれば症状の悪化を食い止められる病気になってきました。代表的な脳卒
中の症状と脳卒中を疑う症状をみつけた時に何をすることが大切かをお話し
します。

メロドラマのはるかなる故郷――徳冨蘆花『不如帰』から『愛染かつら』まで
開講日：6月18日（土）13：00～15：00
高橋

修（たかはし おさむ）

共立女子短期大学文科

教授

上智大大学院博士後期課程修了、博士（文
学）。研究領域は主に明治期の日本近代文学
。とくに翻訳文学をはじめ、文学をめぐる文化
的事象が関心の中心にある。2015年には明治
初期の冒険小説や探偵小説を論じた『明治の翻
訳ディスクール』（ひつじ書房）で、やまなし
文学賞（研究・評論部門）を受賞。最近はメロ
ドラマ研究会に属し、若い世代の研究者たちと
メロドラマ的想像力の可能性を考えている。
2021年10月には日本近代文学会秋季大会で
「若松賤子訳『小公子』――二つの物語」とい
うメロドラマの来し方についての論を発表。今
回はそれを踏まえての講演になる。

日本のメロドラマの起源はどこにあるのでしょうか。答えは容易ではあり
ません。
ここではメロドラマの歴史を簡単にさかのぼるとともに、具体的な作品を
取り上げながら考えてみます。最初に取りあげるのは、『金色夜叉』
（1897～1902年）とならぶ明治期の大ベストセラー徳富蘆花の『不如帰
(ほととぎす)』（1898～1999年）です。陸軍中将片岡毅の長女浪子は、
良縁あって海軍中尉川島武雄と人も羨む結婚をしますが、結核という病に罹
り離縁させられてしまいます。病と家の論理によって夫と引き裂かれる浪子
の悲劇は、申し分のないメロドラマとなっており、繰り返し演劇化、映画化
されてきました。
では、これ以前にメロドラマ的作品は存在しなかったのでしょうか。私は
明治の翻訳文学を研究しており、一見メロドラマと無縁な若松賤子訳の『小
公子』（1890～1892年）を、最近の映画批評的な関心を踏まえて論じて
みます。そこで語られるメロドラマの話型をもとに、最終的には「戦前期に
おける日本のメロドラマの映画の代表作」（河野真理江）とされる野村浩将
監督『愛染かつら』（松竹映画、1938年）とのつながりを考えていきたい
と思います。

研修センター杉並寮

会場アクセス
東京都杉並区成田西4-12-1
●東京メトロ丸の内線｢南阿佐ヶ谷｣駅
１ 出口より徒歩 約10分
●JR中央線｢阿佐ヶ谷｣駅
南口 徒歩 約20分
●JR中央線｢荻窪｣駅
｢シャレール荻窪｣行(乗車約10分)
南口 関東バスのりば１
終点「シャレール荻窪」下車、
停留所から徒歩約7分
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共立女子大学・共立女子短期大学

公開講座2022のお知らせ

【受講料無料・会費不要】

※「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。
※詳細は公開講座HPをご確認ください。講座内容及び配信日は変更する場合があります。

■＜動画配信＞神田一ツ橋キャンパス講座

江戸・東京の色彩

〜ファッション・カラーにみる時代の移り変わり〜

配信日：7月4日（月）～8月3日（水）
渡辺

明日香（わたなべ

あすか）

共立女子短期大学生活科学科

教授

専門は現代ファッション。1994年から現在ま
で、東京の原宿、渋谷、銀座の街頭でストリー
トファッションの定点観測を行い、調査に基づ
く若者文化、ファッション、色彩、生活デザイ
ンの研究に従事。
共立女子大学大学院家政学研究科修士課程修
了。首都大学東京（現・都立大学）大学院人文
科学研究科博士後期課程修了（社会学博士）。
著書に『ストリートファッションの時代』（明
現社）、『ストリートファッション論』（産業
能率大学出版部）、『東京ファッションクロニ
クル』（青幻舎）、『時代をまとうファッショ
ン』（NHK出版）などがある。

「歌は世につれ、世は歌につれ」ということわざがありますが、色もまた、
時代を反映したものが流行し、その時代のムードが色に影響を受けることが
あります。本講座では、人々の目を楽しませ、心を潤わせ、時には厳しい時
代を顕してきた、私たちに最も身近な装いの色（ファッション・カラー）に
着目し、時代ごとの変化を視覚的に考察します。
町人文化が花開き、いき色が好まれた江戸時代、開国により西洋化が進み女
学生の海老茶袴が流行した明治時代、モダンな色と地味色が混在した大正
期、色を失った戦時統制下を経て、洋装が一般化し、流行色が定着した昭
和、そして平成・令和・・・と、我々の装いは目まぐるしく変化しました。
人々の価値観、社会や経済状況、技術や流通、通信の変化は、そのまま、
ファッション・カラーの移り変わりにも反映されてきました。ファッショ
ン・カラーのこれまでを概観しながら、これからの時代の方向性について、
色を手掛かりに、みなさんと一緒に考えてみたいと思います。
この講座を受講してくださった方が、映画やドラマを視聴する際に、登場人
物の服装や色に着目することで、作品世界をより深く味わうことができた
り、街歩きをした時に、人々の装いを観察することの楽しさを見出してくだ
さることを願っています。

建築・デザイン学部開設記念（2023年4月開設予定）

江戸の文字と絵 〜グラフィックデザインの視点から読み解く浮世絵〜
配信日：9月12日（月）～10月11日（火）
田中

裕子（たなか

共立女子大学家政学部

ゆうこ）

准教授

米アイオワ大学大学院MFA(美術学修士)課程修
了。米国の大学出版・広報、国内の広告デザイ
ン制作会社勤務を経て、2012年より共立女子
大学 家政学部 建築・デザイン学科着任。専門
はグラフィックデザイン、タイポグラフィ。主
な作品に情報通信研究機構、新日鉄住金ソ
リューションズ、人間文化研究機構の特設サイ
トや、千代田区キャンパスコンソのロゴマーク
がある。日本デザイン学会、日本タイポグラ
フィ協会、日本家政学会所属。

「浮世絵」に対しては、風景画や人物画のイメージが強いかもしれません。
しかし、浮世絵の中には当時の広告としての役割を果たしていたものも多く
あることが知られています。商業活動が活発になった江戸時代、店の名前や
商品名、宣伝コピーなどを盛り込んだ浮世絵が作られました。旅行や話題の
お店、先端ファッション、イベントなど、情報伝達を目的に描かれたとされ
るものも多くあります。また、当時の人々は浮世絵を遊びの一つとして取り
入れていたとも考えられています。謎解き「判じ絵」や絵の中に文字を構成
した「文字絵」は、庶民の間で人気を集め大流行しました。この「文字絵」
は、現代のグラフィックデザインや広告の表現に繋がるものがあります。浮
世絵師は、動植物図鑑、お化けの本、お守り、キャラクター制作、包装紙、
千代紙を手がけるなど、マルチなデザイナーの役割を担っていたのです。本
講座では、浮世絵を当時の広告宣伝媒体として捉え、グラフィックデザイン
の視点によるアプローチでお話しします。江戸の人々の遊び心と暮らしを感
じ、当時にタイムスリップした気分で楽しんでいただければ幸いです。

建築・デザイン学部開設記念（2023年4月開設定）

まちの雰囲気を継承する建物探訪 ―神田周辺
配信日：9月26日（月）～10月25日（火）
堀

啓二（ほり

けいじ）

共立女子大学家政学部

教授

東京藝術大学美術学部建築科卒。同大学院修士
課程修了。現在共立女子大学家政学部建築・デ
ザイン学科教授。専門は建築設計。「居心地の
良い場をつくる」をテーマに1989年の事務所
設立から30年以上、設計を行っている。主な作
品に大東文化大学板橋キャンパス（大学キャン
パス・共同設計、日本建築学会作品選奨、東京
都建築賞東京都知事賞）、東雲キャナルコート
（集合住宅・グッドデザイン賞）、小高交流セ
ンター（震災復興）がある。建築の設計を行い
つつ大学で後進の指導にあたっている。

当大学がある神田地区は江戸・東京の中でも歴史ある地です。江戸初期に江
戸の街が整備されると、神田の東部は主に町人地、西部は主に武家地となり
ました。明治期に入ると、江戸期からの商業はさらに発展したほか、武家地
一帯には「東京大学」など、多くの大学・学校が誕生、文教の地となり、周
辺は学生の街として賑わうようになりました。路面電車や鉄道が開通する
と、須田町・万世橋周辺は交通の要衝となり、東京有数の繁華街となりまし
た。古くより、多くの人が集まる地であったことから「岩本町繊維問屋街」
「神田古書店街」「秋葉原電気街」など多様な専門店街も形成されました。
現在も飲食店で賑わうまち神田駅周辺、老舗が多く残るまち神田淡路町、古
書店、印刷・出版のまち神田神保町、大学・病院の集積するまち神田駿河
台、スポーツ用品のまち神田小川町、薬・金物・繊維等の問屋のまち岩本
町・東神田)などが神田の商業の特徴となっています。このような歴史のあ
る神田地区は開発が進み昔の面影は薄れています。しかしその中でも昔の面
影が残る建築、そして街に馴染みつつ新たな景観をつくる建築もまちの雰囲
気を継承しています。そんなまちに埋もれた建築を探訪します。
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■＜動画配信＞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。

グローバルをめざせ！～海外留学で個人と社会を変革する～
配信日：10月24日（月）～11月23日（水）
サラ

リネー

アサダ

共立女子大学国際学部

准教授

米国Antioch College卒業、早稲田大学大学院
アジア太平洋研究科修士課程・博士後期課程修
了。博士（学術）。留学プログラムコーディ
ネーターを経て現職に至る。国際学部GSE
（Global Studies in English）プログラムで
は、比較教育・グローバル課題・アメリカ社会
について英語による指導を行っている。専門は
比較国際教育学。特に高等教育の国際化・留
学・外交を研究テーマとしている。著書「50
Years of US Study Abroad Students:
Japan as the Gateway to Asia and
Beyond」は米国比較国際教育学会で2020年
度Best Book賞を受賞。

あなたはグローバルな世界を生き抜くことができますか？
「留学」という言葉を聞いてあなたは何を考えるでしょうか。「もっといい
仕事に就くためには留学が必要だ」、「留学したいけれど英語ができない」
などと考える人がいるかもしれません。グローバルな世界では、学校でも社
会でも、語学力や異文化対応能力、国際理解の必要性に直面します。この講
義では、留学が持つ意味とそれが社会や個人の活動に果たす役割を探ってい
きます。国際社会では、競争力だけでなく協調性も必要です。学ぶことに
よって理解し合い共に生きようというこの気運は、教育を通して「平和と非
暴力の文化、グローバル市民、および文化的多様性と文化が持続可能な開発
にもたらす貢献について理解を促進すること」をめざす、持続可能な開発目
標SDG 4.7にも反映されています。留学は参加者の知識を増やし、受入国
や受入地域、そして世界とのつながりを深めることを可能にします。さら
に、留学経験は、参加者の学術的、職業的、および個人的な成長に生涯にわ
たって影響を及ぼします。この講演を通して現在の留学事情を知るだけでな
く、グローバルな世界にどのように関わることができるのかを、皆さん一人
一人に考えていただきたいと思います。

お申し込みと受講について
2022年度の公開講座は、杉並寮講座は対面講座を、神田・八王子講座は、動画配信型講座を予定しております。
【杉並寮講座】
・開講日の前に受講票を発送いたします。
・新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、動画配信型へ変更する場合がございます。
動画配信型へ変更の場合は、【神田・八王子講座】と同様の視聴方法となります。
日程などは、決まり次第ご連絡いたします。
【神田・八王子講座】
・配信日の10:00～15：00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。
・動画及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、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
公開講座ホームページ（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）電話番号
（6）任意：年代 (例 20代) （7）任意：性別

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。
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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

性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、在学生限定や女
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。

・申込締切日は各講座ページをご確認ください。

（例） 2022年度ご入会の方は→ 2023年度講座分まで有効。

・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
いただく場合があります。

■会費について

・ 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

⑤本学以外の学生及び生徒
⑥一般（上記以外の方）

更、 講師代講とする場合があります。

会費

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

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
・ 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

無料

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
振込手数料は返金対象にはなりません。)

1,000円

・ 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。

2,000円

・ 台風、 大雪、 その他の影響で交通機関が不通になる等で、 大

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

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

聴講生、 単位互換履修生、千代田コンソ学生は「本学学生」に含

となります。

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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■図書館の利用について

・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。

対面講座の受講期間中は、以下手続きの上、図書館で閲覧ができま

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、開講日程を延期

す。 但し、貸出や視聴覚資料のご利用はできません。

（状況によっては中止）となります。

※開館状況は、図書館ホームページをご確認ください。
利用手続き

＜収録動画配信型講座＞・＜リアルタイム型講座＞

l ．下記図書館ウェブサイトより利用日10日前までに、ご自身で事

・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

前申請をお願いいたします。未申請で当日お越しいただいても利用

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

できません。

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

https:/ /www.kyorits u-wu.ac Jp /lib/ use/ contact.html

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

2. 図書館来館時に共立アカデミ ー受講票（対面講座のみ発行）を

す。

ご提示ください。確認後、図書館利用証をお渡しいたします 。

・受講の際は下記をご準備ください。

3. 図書館利用証は、講座最終回に講師にお渡しください。

●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

■火災・地震発生時の対応について

●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。

学内で「火災」や「地震」が発生した場合には、次の注意事項を

※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。

守って冷静に行動してください。

（各講座ページをご確認ください。）

・「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

・通信にかかる費用は、各自ご負担ください。

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

・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

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

ん。

きるだけ吸わないよう十分気をつけてください。

・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

・「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

トは承っておりません。

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

・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

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

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。

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

■ご自身の健康管理について

ベーターは絶対に使用しないでください。

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

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

ご留意ください。

ペース・3号館前庭)

・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
さい。また、新型コロナウイルスのワクチン接種が済んだ方も同様

■個人情報について

の対策をお願いいたします。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。

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

・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

は下記の目的以外に利用することはありません。

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

・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

のご協力をお願いいたします。

用紙・受講票・検定試験申込書等）の送付

・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

・講座案内パンフレット・チラシ等の送付

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

・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）

すようお願いいたします。

・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

・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。

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

・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

受講できません。

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

・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

供する場合があります。

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

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

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

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

い。

ん。)

・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

¥41000
2200000

Q0122a 〔Web講座〕秘書検定講座 (2級)
E0622a 『平家物語』を読み解く

〇

2,000
41,000

0８０－△△△△ー××××
101-8437

東京都千代田区一ツ橋2-2-1
共立 花子
03

25,000
14,000

3512

9981
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※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。

2

34

¥ 41 0 0 0
共立 花子

2022

TEL

E メール

35

36

10:00~17:00

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 10：00～17：00

