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■表示の見方: 講座は分野別に表示しています。分野は､■地域■文学■歴史・社会■自然科学
 ■くらし■健康･スポーツ■中級■区民プロデュースです。

文京アカデミア講座のご案内

【会場案内】 大学等で行う講座については、開講の初日に大学の入口に会場を掲示します。

会場名 所在地 TEL 交通案内

1 アカデミー文京
（文京シビックセンター） 春日1-16-21 5803-1119

・バス「春日駅前」から徒歩0分
・東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅から徒歩1分
・都営地下鉄大江戸線「春日」駅から徒歩0分
・都営地下鉄三田線「春日」駅から徒歩3分

2 拓殖大学
文京キャンパス 小日向3-4-14 3947-7166 ・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩3分

3 日本中医食養学会
調理室 本郷2-6-10 3818-1090

・東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅から徒歩6分
・都営地下鉄三田線「水道橋」駅から徒歩4分
・都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅から徒歩6分 

4 放送大学
東京文京学習センター 大塚3-29-1 5395-8688 ・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩3分

曜日 時間 掲載頁 講座番号・講座名 回数 定員 受講料 教材費 会場

月 14:00～15:30 p4 8 アメリカはどこへ行く ―大統領選挙後の世界 3回 25名 2,700円 拓殖大学

火

14:00～15:30 p3 3 絵草紙を読む ―江戸の豆本を楽しもう― 4回 20名 2,400円 アカデミー文京

14:00～15:30 p3 4 よみはじめ『更科日記』 4回 20名 3,300円 200円 アカデミー文京

14:00～16:00 p6 13 基礎から学ぶクラシックギター ～《禁じられた遊び》を弾いてみよう！～ 6回 10名 2,000円 アカデミー文京

水

10:00～12:00 p3 2 『官府御沙汰略記』を読む 4回 20名 2,400円 アカデミー文京

10:30～12:00 p5 11 成人発達心理学 ―大人の成長と変化― 4回 30名 2,200円 放送大学

13:00～15:30 p5 10 「ふだんのご飯で薬膳入門」 体を温める薬膳編 3回 10名 4,500円 3,000円 日本中医食養学会

14:00～15:30 p4 7 Covid-19（新型コロナウイルス）と世界経済 3回 25名 2,700円 拓殖大学

14:00～16:00 p7 15 文京区で花のある暮らし ～簡単！枯れないフラワーアレンジメント～ 4回 10名 2,000円 6,000円 アカデミー文京

木

10:00～12:00 p7 14 はじめての刺繍 ～お花のブローチ作り～ 4回 10名 1,500円 2,000円 アカデミー文京

10:30～12:00 p4 5 モンゴルの歴史と文化 4回 20名 3,300円 100円 アカデミー文京

13:30～14:45 p5 12 ヨーガ初級 ～アーサナ（ポーズ）と呼吸法～ 7回 10名 5,600円 アカデミー文京

19:00～20:30 p5 M1 【オンライン講座】ディスカッション英会話 8回 12名 11,700円 600円 ー

土

10:30～12:00 p3 1 文の京十八の町物語を聞く ―初音町・指ヶ谷町・表町編― 3回 20名 1,500円 アカデミー文京

10:30～12:00 p4 9 総合研究大学院大学講師陣による「科学探究講座」 4回 20名 3,200円 アカデミー文京

14:00～15:30 p4 6 本と人の文化史(日本編） ～文化遺産 図書館のドラマ～ 4回 20名 3,300円 200円 アカデミー文京
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　「ディスカッション英会話」は開講初日から「Zoom」を使った講座です。
※オンライン講座は受講にEメールのやり取りが必須のため、Web申込みに限らせていただきます。
　のついている講座は、対面での実施が難しくなった場合にZoomを使ったオンライン講座に切り替えます。（2020年11月現在）
対面からZoomに変更になる場合は、必ず事前に文京アカデミーからご連絡し、受講されるかどうかを確認させていただきます。

文京アカデミア講座では様々なジャンルの講座を実施しています。
「1月からはじまる講座」では、生涯学習支援者・区内大学・区民・

民間教育機関が企画した、16講座を開講します。

「2021年1月からはじまる講座」

！

オンライン講座に
切替 手話通訳つき大学

キャンパス講座

●講　師／�Google認定フォトグラファー�
大根田�利夫　ほか

●日　程／1/30、2/13・27
●曜　日／土曜日
●時　間／10:30 ～12:00
●回　数／3回� ●定　員／20名
●受講料／1,500円� ●教材費／なし
●会　場／アカデミー文京�レクリエーションホール

文京区の町単位で、それぞれの地域に古くから
住む「生きた町の歴史や文化」を知る文京人に
「私の住む町」をお話ししていただく講座です。
いろいろなアプローチの仕方で「町」を楽しんで
みませんか。

文
ふ み

の京
み や こ

十八の町物語を聞く ―初音町・指ヶ谷町・表町編―

� 1/30� こんにゃく閻魔と商店街
� 2/13� 指ヶ谷地域の今昔
� 2/27� 傳通院の歴史

01

●講　師／�歴史学者�
氏家�幹人

●日　程／3/10・17・24・31
●曜　日／水曜日
●時　間／10:00 ～12:00
●回　数／4回� ●定　員／20名
●受講料／2,400円� ●教材費／なし
●会　場／アカデミー文京�レクリエーションホール�ほか

小石川三百坂に住む小野直方が綴った『官府御
沙汰略記』(かんぷごさたりゃっき)から、18世
紀江戸の幕臣たちのリアルな暮らしをたどりま
す。今回の講座のコンセプトは“江戸の練習問
題”

『官府御沙汰略記』を読む

3/10� 叔父さんは記録マニア
3/17� 江戸は離婚・再婚“天国”
3/24� 武士は金銭にこだわるのだ（賢い買物、細工とレンタル）
3/31� 病と医療、されど早すぎる死

02

●講　師／�東海大学非常勤講師�
加藤�康子

●日　程／1/26、2/2・9・16
●曜　日／火曜日
●時　間／14:00 ～15:30
●回　数／4回� ●定　員／20名
●受講料／2,400円� ●教材費／なし
●会　場／アカデミー文京�学習室

木版刷り、和綴じの絵草紙の中に江戸時代後期
に刊行された豆本があります。手のひらにのる
くらいの大きさで人気がありました。講座では
国立国会図書館所蔵の豆本の中から４作品を取
り上げて、読み解きます。絵と文からなる豆本の
世界を楽しんでみませんか。

絵草紙を読む ―江戸の豆本を楽しもう―

1/26� 『桃太郎宝蔵入』
2/� 2� 『源平盛衰記』
2/� 9� 『猫鼠合戦』
2/16� 『鬼乃四季遊』

03

●講　師／�國學院大学兼任講師�
岡田�誠

●日　程／3/2・9・16・23
●曜　日／火曜日
●時　間／14:00 ～15:30
●回　数／4回� ●定　員／20名
●受講料／3,300円� ●教材費／200円
●会　場／アカデミー文京�学習室

女流日記の代表作である『更級日記』は、当時の貴
族社会の慣習などが盛り込まれています。また、
夢の記述が多いことでも知られています。『更級
日記』を読みながら、古文に慣れ親しみ、現代と古
典の世界を比較していきたいと思います。

よみはじめ『更科日記』

3/� 2� 古文の読み方と音読論
3/� 9� 写本と古典文学
3/16� 夢の記述�
3/23� 仏教と神道

04
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オンライン講座に
切替 手話通訳つき大学

キャンパス講座

●講　師／�国際教養大学特任教授�
金岡�秀郎

●日　程／1/14・21、2/4・18
●曜　日／木曜日
●時　間／10:30 ～12:00
●回　数／4回� ●定　員／20名
●受講料／3,300円� ●教材費／100円
●会　場／�アカデミー文京�学習室�ほか

13世紀初頭、チンギス・ハーンにひきいられた
モンゴル民族は、またたくまにアジアからヨー
ロッパにまたがる大帝国を築き上げました。
歴史的に見ても日本とも関係の深いモンゴル
は、どのような国か。ここではその歴史と文化を
学びます。

モンゴルの歴史と文化

1/14� チンギス・ハーンの世界制覇
1/21� 蒙古襲来と鎌倉幕府
2/� 4� 大国にはさまれて－明・清代のモンゴル
2/18� 独立への道－モンゴル国と中国内蒙古
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●講　師／�聖学院大学名誉教授�
若松�昭子

●日　程／1/23、2/6・20、3/6
●曜　日／土曜日
●時　間／14:00 ～15:30
●回　数／4回� ●定　員／20名
●受講料／3,300円� ●教材費／200円
●会　場／アカデミー文京�学習室

図書館の歴史は「知の共有」を求める人々の長く
熱いドラマです。講座では、国内の歴史的図書館
や文化財を例にとり、映画や文学作品などを通
してそれらの時代背景や社会的状況を概観しつ
つ、本と人の関わりの物語を楽しく紐解きます。

本と人の文化史(日本編） ～文化遺産 図書館のドラマ～

1/23� 王朝時代の人気本
2/� 6� 中世武家社会の学びとふみくら
2/20� 江戸期の読書と浮世絵
3/� 6� 明治維新と図書館

06

●講　師／�拓殖大学教授・政治経済研究所長�
白石�浩介

●日　程／2/10・17・24
●曜　日／水曜日
●時　間／14:00 ～15:30
●回　数／3回� ●定　員／25名
●受講料／2,700円� ●教材費／なし
●会　場／拓殖大学�文京キャンパス

新型コロナウイルスの世界的な流行により、各
国の社会・経済は大きな影響を受けました。この
講座では、世界、国、家庭といった３つの経済の
動きから、いかにコロナが世界を変えていった
のか考察します。

Covid-19（新型コロナウイルス）と世界経済

2/10� �巨大IT企業のさらなる成長とグローバル経済の解体
2/17� 大きな政府の再出現と政府債務の膨張
2/24� 家計、雇用の二極化と逃げ場がなくなる経済社会

07

●講　師／�拓殖大学教授・海外事情研究所長�
川上�高司

●日　程／2/22、3/1・8
●曜　日／月曜日
●時　間／14:00 ～15:30
●回　数／3回� ●定　員／25名
●受講料／2,700円� ●教材費／なし
●会　場／拓殖大学�文京キャンパス

新大統領の外交政策、特に中国との覇権争いを
中心に解説します。コロナ被害、国内の分断と
いった問題だけでなく、危機迫る東アジアとの
関係、新しい戦争―宇宙・サイバー・ハイブリッ
ド戦など、今までとは異なる切り口からアメリ
カの課題を探ります。

アメリカはどこへ行く ―大統領選挙後の世界

2/22� 大統領選後のアメリカ
3/� 1��� アメリカはどこへ行く
3/� 8� 米中新冷戦の行方と日本

08
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●講　師／�総合研究大学院大学・高エネルギー�
加速器研究機構教授　千田�俊哉　ほか

●日　程／1/16、2/6・20、3/13
●曜　日／土曜日
●時　間／10:30 ～12:00
●回　数／4回� ●定　員／20名
●受講料／3,200円� ●教材費／なし
●会　場／アカデミー文京�学習室

国立大学法人総合研究大学院大学は、日本を代
表する研究機関で活躍する一流の研究者が、最
先端研究施設をもちいて次世代の若手研究者を
育成する大学院大学です。各分野の最前線で研
究する科学者が登壇し、研究内容や成果・課題等
をわかりやすく講義します。

総合研究大学院大学講師陣による「科学探究講座」

1/16� タンパク質の話　分子から“作られる”生命
2/� 6� ダーウィンと『種の起源』：ビーグル号の旅
2/20� 地球から見た生命・食
3/13� 地上の太陽を目指して－核融合研究の現状と課題－

09
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●講　師／�東洋大学英語講師�
Xyza

●日　程／1/14・21・28、2/4・18・25、3/4・11
●曜　日／木曜日
●時　間／19:00 ～20:30
●回　数／8回� ●定　員／12名
●受講料／11,700円� ●教材費／600円

毎回違ったトピックを通し、時事問題について英語
で考察します。このコースでのディスカッションを通
じ、自分の考えや意見を、英語で述べられることを目
指します。

※授業は全て英語で行いますが、日本人の講座担当者が同席し進行します。

【オンライン講座】ディスカッション英会話

1/14� The�World's�Invisible�Enemy
1/21� Catastrophic�Events�in�2020
1/28� �Asian�Countries:�Not�a�Rubbish�Dump�of�the�World
2/� 4� �Sustainable�Development�Goals�13:�Climate�Action
2/18� �Decline�in�International�Tourism
2/25� �Currency�Depreciation
3/� 4� �Being�an�Optimist�Amid�2020�Crisis
3/11� �The�Era�of�Rapid�Technological�Advancement

M1

文京アカデミア講座（中級）
入門レベルで開講しているアカデミア講座と比較して、

レベルの高い中級講座を開催します。ステップアップを目指している方向けの講座です。

●講　師／�日本中医食養学会理事・国際中医薬膳師�
阿久津�美也子　ほか

●日　程／1/20、2/10、3/10
●曜　日／水曜日
●時　間／13:00 ～15:30
●回　数／3回� ●定　員／10名
●受講料／4,500円� ●教材費／3,000円
●会　場／日本中医食養学会�調理室

食べることは健康の基本、薬膳の知識を利用し
て季節や体調にあった食養生をお伝えします。
身近な食材を使い、心と体に美味しいご飯を作
りましょう。

「ふだんのご飯で薬膳入門」 体を温める薬膳編

1/20�〈お正月の胃の疲れにも優しい薬膳〉
� 冬の薬膳粥、蓬の薬膳羊羹、薬膳茶
2/10�〈体の芯まで温める冬の定番鍋〉
� 薬膳おでん、黒米胡桃ご飯、薬膳茶
3/10�〈血の巡りを良くし軽やかに春を迎える〉
� �爽やかちらし寿司、白味噌汁粉、�

胡桃白玉（柚子風味）、薬膳茶
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●講　師／�放送大学客員准教授�
星�薫

●日　程／2/17・24、3/3・10
●曜　日／水曜日
●時　間／10:30 ～12:00
●回　数／4回� ●定　員／30名
●受講料／2,200円� ●教材費／なし
●会　場／放送大学�東京文京学習センター

青年期を過ぎてから、老いて死に至るまでの時期
を成人期と呼びます。その時期には「右肩下がり
の衰退」という名の変化しかないと思いがちです
が、そうとも言えません。成人期に起こる様々な
変化について考えてみましょう。

成人発達心理学 ―大人の成長と変化―

2/17� 成人期に起こる体の変化
2/24� 性格は変化するのか
3/� 3� 30歳から70歳まで
3/10� サクセスフルエイジング

11

●講　師／�ヨーガ講師�
森田�光春

●日　程／1/21・28、2/4・18・25、3/4・11
●曜　日／木曜日
●時　間／13:30 ～14:45
●回　数／7回� ●定　員／10名
●受講料／5,600円� ●教材費／なし
●会　場／アカデミー文京�レクリエーションホール

講師の持つヨーガに対する深い知識をもとに
した身体の使い方、骨格・筋肉・関節等の正しい�
動かし方を理論的にわかりやすく解説し、お手本
を示しながら進めます。アーサナ（ポーズ）と共
に呼吸法も重点的に学び、自分の身体と向き
合ってみましょう。身体の硬さは全く関係あり
ません。
他人と比べるのではなく、自分の身体をより理
解するための講座です。

ヨーガ初級 ～アーサナ（ポーズ）と呼吸法～12
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その他講座のご案内
文京アカデミーでは下記のような人気講座の開催を予定しています。

区民プロデュース講座
区民プロデュース講座は、地域に根ざした生涯学習の実現を目指して、
区民の皆さんに企画立案いただき、アカデミー文京が主催する講座です。

●講　師／�ギタリスト�
石井�弘

●日　程／1/26、2/2・9・16、3/9・16
●曜　日／火曜日
●時　間／14:00 ～16:00
●回　数／6回� ●定　員／10名
●受講料／2,000円� ●教材費／なし
●会　場／アカデミー文京�レクリエーションホール

勘を頼りにギターを弾いていませんか？からだの
バランスや指の動かし方を、1つずつ確認しましょ
う。初心者の方大歓迎です。ギターへの意識が変わ
りますよ。

基礎から学ぶクラシックギター ～《禁じられた遊び》を弾いてみよう！～

1/26� 右指の弾き方
2/� 2� 和音とアルペジオの練習
2/� 9� 簡単な練習曲～《ちょうちょ》など
2/16� おさらい
3/� 9� 《禁じられた遊び》の予備練習
3/16� 《禁じられた遊び》（前半のみ）

13

手話通訳つき

特別公開講座
明智光秀の国づくり

―その政治と「本能寺の変」―
大河ドラマに関連するブームの中で多くの明智光秀論が書店
を賑わせていますが、光秀の政治のあり方、特に領国支配の
実態を踏まえて立ち上げられた光秀論は、きわめて少ないで
す。永青文庫細川家に伝来した信長文書も含めて、光秀の近
江、丹波、丹後での国づくりを一次史料によって検討し、「本能
寺の変」へとつながる信長との対立のあり方を、基礎から捉え
直してみましょう。
協力：（公財）永青文庫�

日時� 12月12日（土）�14：00～15：30（予定）
会場� �文京シビックセンター�スカイホール�

（文京シビックセンター26階）
講師� �熊本大学永青文庫研究センター教授

稲葉�継陽
定員� 45名（抽選）
費用� 無料
締切� 11月30日（月）必着

パソコン講座
ワード実践・エクセル実践

時間帯によって内容の異なるパソコン講座を開催します。午
前は文書作成ソフト「ワード2013」を使って、連絡網や名刺、
イベントのチラシなどを作ります。午後は表計算ソフト「エク
セル2013」を使って、住所録や出席簿、収支管理表などを作り
ます。どちらも基礎からステップアップしたい方におすすめ
の講座です。（使用OS：Windows8.1）
※ キーボード入力とマウス操作ができ、ワード実践はワード

を、エクセル実践はエクセルを使用したことがある方向け

日時� 2021年1月20日（水）～22日（金）
� ワード実践　　10:30 ～12:30
� エクセル実践　14:30 ～16:30
会場� �アカデミー文京�学習室
講師� 富士通エフ・オー・エム講師
定員� 各コース20名（抽選）
費用� 受講料3,400円、教材費1,300円
締切� 11月30日（月）必着

対象�文京区内在住、在勤、在学者（15歳以上、中学生を除く）
往復はがきに①講座名（PC講座の場合は希望のコース）②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号⑥在勤者は勤務先名・
所在地・電話番号、在学者は学校名と、返信用にもあて先を明記し下記へ　

〒112-0003　文京区春日1-16-21　アカデミー文京 学習推進係
※往復はがき1枚につき1名でお申込みください。　※受講は当選者ご本人に限ります。
＊HPからも申込ができます。→https://www.b-academy.jp/

お問い合わせ：アカデミー文京 学習推進係　TEL 5803-1119(平日9時～17時)

申 込 方 法

稲葉継陽氏
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●受講の際のお願い●
・ ソーシャルディスタンスを確保してご受講いただきます。
・ 近距離での会話や大声での発声はお避けください。
・マスク着用の上でご受講ください。
・ 消毒液を準備しますので、手指の洗浄・消毒にご協力をお願いします。
・以下の方は、受講をご遠慮ください。
　①平熱より高い発熱がある方
　② 体調がすぐれない方（例：発熱・咳・咽頭痛・味覚障害等の症状）
　③ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる方
　④ 入国制限･観察期間等がある海外から2週間以内に帰国された方又は該当者と濃厚接触した方 
　⑤ 受付で非接触式体温計にて検温の結果、37.5℃以上の発熱があった方
　　（検温は職員が実施します。）
・ その他感染症予防に必要な対応が発生した場合には、ご協力をお願いしますので、予めご了承ください。

※ 今後の状況により、開講直前に中止になる可能性があります。予めご了承ください。
※ 緊急のご連絡を電話ですることがあります。申し込みの際は必ず連絡の取れる番号をお知らせください。

●講　師／�刺繍作家�
RURU

●日　程／1/28、2/4・18・25
●曜　日／木曜日
●時　間／10:00 ～12:00
●回　数／4回� ●定　員／10名
●受講料／1,500円� ●教材費／2,000円
●会　場／アカデミー文京�学習室

基礎的なステッチを学んだ後に、丸いお花のブ
ローチを作りましょう。学んだ技術を活かして、
オリジナル作品にチャレンジできます。絵のよ
うに繊細で温かみのある「アート刺繍」作品を
作ってみませんか。講師が現地で学んだ「中国刺
繡」についてもご紹介します。

はじめての刺繍 ～お花のブローチ作り～

1/28�� �「アート刺繍」と中国刺繍について、基礎ステッチ練習①
2/� 4� 基礎ステッチ練習②
2/18� ブローチ製作①
2/25� ブローチ製作②
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●講　師／�フラワーデザイナー�
佐藤�俊輔

●日　程／2/17・24、3/10・17
●曜　日／水曜日
●時　間／14:00 ～16:00
●回　数／4回� ●定　員／10名
●受講料／2,000円� ●教材費／6,000円
●会　場／アカデミー文京�レクリエーションホール

文京区と馴染みの深い花々をフラワーアレンジ
メントにします。生花にドライフラワー等をミック
スする、サトウシュンスケフラワーデザインオリジ
ナルのセミフレッシュアレンジメントを活用して、
“枯れない”アレンジメントを提案します。

文京区で花のある暮らし ～簡単！枯れないフラワーアレンジメント～

2/17� アートフラワーの基本
2/24� ドライフラワー・プリザーブドフラワーの基本
3/10� セミフレッシュアレンジメントに挑戦
3/17� シーズンイベントに合わせたスペシャルアレンジ
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パソコン講座（コース未定）
 日　　時 � 2021年3月10日（水) ～12日（金）
 会　　場 � �アカデミー文京�学習室
 詳　　細 � スクエア2月号／区報ぶんきょう1月25日号

特別公開講座 
NHKドラマのいま

 日　　時 � 2021年1月26日（火）14時～（予定）
 会　　場 � �文京シビックセンター�スカイホール�

（文京シビックセンター26階）
 詳　　細 � スクエア12月号／区報ぶんきょう12月25日号

特別公開講座 
人類と感染症の歴史

 日　　時 � 2021年3月17日（水）14時～（予定）
 会　　場 � �文京シビックセンター�小ホール�

（文京シビックセンター2階）
 詳　　細 � スクエア2月号／区報ぶんきょう2月10日号

最先端生命科学講座・第27回
 日　　時 � 2021年2月26日（金）19時～
 会　　場 � �文京シビックセンター�スカイホール�

（文京シビックセンター26階）
 詳　　細 � スクエア1月号／区報ぶんきょう1月25日号

今後の予定



文 京 アカデ ミア 講 座 の 申 込 方 法
お申込みの前に必ずご確認ください。

※休講等、緊急のご連絡を電話ですることがあります。必ず連絡のとれる番号をお知らせください。

インターネットで

公益財団法人文京アカデミーホームページ
https://www.b-academy.jp/

〒112-0003 文京区春日1-16-21
アカデミー文京 学習推進係

「文京アカデミー」トップページ／
画面上部「講座・催し物」 「講座」

アカデミア講座後期２
申込受付中講座一覧

電子メールで当選・落選をお知らせします 返信はがきで当選・落選をお知らせします

当選の場合は受講料・教材費を納入してください（振込先・納入期日は、当選通知に記載します）

往復はがきで

受 講 当 日
※受講料の振込領収証を持参してください

12月7日（月）までに通知が届かない場合はお問い合わせください！

定員を超えた場合は、抽選で当選・落選を決定します（受講は当選者ご本人に限ります）

申込期限　11月30日（月）必着　インターネットでは同日の23時59分まで受付！

！

往復はがきに
①講座番号と講座名②住所③氏名（ふりがな）④年齢
⑤電話番号⑥在勤者は勤務先名・所在地・電話番号、在学
者は学校名と、返信用にもあて先を明記し、下記へお送
りください。

各講座紹介ページから、申込フォーム　必要事項を入力

納入確認ができた時点で受講を確定し、受講名簿に登載します

●受講対象
文京区内在住・在勤・在学者（15歳以上、中学生を除く）

●受講料・教材費
各掲載ページ参照

●受講通知の送信・発送
12月4日（金）頃に通知

●お申込みの際のお願い
❶必ず講座日程、内容の確認をお願いします。
お申込みの際は、講座日程・内容・受講に必要な要件等を必ず本冊子または
公益財団法人文京アカデミーホームページでご確認の上、お申込みくださ
い。（講座の内容は、現在掲載できるものだけを掲載していますので、各回の
内容が入っていない講座もあります。）

❷講師の都合等により、日程・内容を変更する場合があります。
❸定員に満たない場合は開講しない講座もあります。
❹定員を超えて受け入れる場合があります。
各講座とも定員を設定していますが、お申込み多数の場合は、総合的な判断
のもと増員することがあります。

❺当選後の受講のキャンセルにはご注意ください。
申込者数の多い講座は、抽選で当選・落選を決定しています。当選が確定
した後はキャンセルされないようご協力ください。当選通知が届いた時
点で、やむを得ず受講を取消す場合は速やかに電話にてご連絡ください。
受講料の支払いがないことをもって受講キャンセルとはみなしません。

●受講料・教材費の納入
受講の当選通知が届きましたら受講料・教材費をお支払いください。お支払い
は、口座振込またはアカデミー文京窓口（文京シビックセンター地下１階）支
払いとさせていただきます。お振込の場合、お支払い金額に過不足がないよう
事前にご確認の上、期日までに指定の銀行口座へお振込をお願いいたします。
振込手数料は、ご負担をお願いいたします。アカデミー文京窓口でのお支払い
は当選通知に記載の期間中の平日19時まで（土曜日は17時まで）とさせてい
ただきます。現金のみのお取り扱いとなります。おつりの準備は十分ではあり
ません。おつりが出ないようご協力ください。指定の期日までに納入がない場
合は、受講いただけないことがありますので、ご注意ください。（振込先・納入
期日は当選通知に記載します。）なお、教材は講座の初回以降にお渡しいたし
ます。

●受講の取消
受講料・教材費は原則としてお返しいたしません。ただし、転居や病気等やむ
を得ない事由で、講座開始7日前までに受講の取消をされた方に限りお返し
いたします。それ以降の取消については、お返しできませんのでご了承くださ
い。（ご連絡は、平日9時から17時までの受付となります。）

●手話通訳つき講座について
「手話通訳つき」の講座について、手話通訳が必要な場合は、申込み時にアカデ
ミー文京へお問い合わせください。（手話通訳・無料）

●インターネットでお申込みの際の注意点
Gmail、Hotmailなどのフリーメールアドレス、もしくは携帯電話などのE
メールアドレスでは、迷惑メールに区分される等メールを受け取れない事象
が多く発生しています。フリーメールアドレスや携帯電話以外のEメールア
ドレスをご利用ください。
※ドメイン指定受信をしている方は下記のドメインを指定してください。
「b-academy.jp」

●往復はがきでお申込みの際の注意点
・往復はがき1枚につき1講座1名分でお申込みください。
・�お申込みの際、消せるボールペン（フリクションボールペン）は使用しないで
ください。摩擦により字が消えてしまう恐れがあります。

●受講の際のお願い
・�講座の会場への入室は、受講生ご本人に限ります。お子様連れでの受講はで
きません。（但し、介助が必要な方はアカデミー文京へお問い合わせくださ
い。）
・�会場が文京シビックセンター内の場合は講座開始の20分前から入室が可能
です。（会場が大学の場合は変更になることがあります。）
・�会場が大学の場合、駐輪スペースがないことがあります。受講時は公共交通
機関を利用してお越しください。�

●二次募集について
締切後、定員に余裕のある講座は二次募集を行います。詳しくは下記へお問い
合わせください。

■お問い合わせ
　公益財団法人文京アカデミー アカデミー文京 学習推進係
　TEL 5803-1119（平日9時～17時）
※�お申し込みいただいた皆様の個人情報は2020年度後期Ⅱアカデミア講座
の目的以外には使用いたしません。


