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 歴史・社会
P4 自然科学

P4 芸術
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P5 語学
 健康・スポーツ

P6  区民プロデュース講座
P7 アカデミア講座（中級）
 オンライン講座について
P8 講座の申込方法

「冬からはじまる講座」のご案内

2021年度後期Ⅱ
文京アカデミア講座文京アカデミア講座

文学、歴史、フランス語、
水彩画やプログラミングなど
多彩な講座が揃いました

文学、歴史、フランス語、
水彩画やプログラミングなど
多彩な講座が揃いました

文学、歴史、フランス語、
水彩画やプログラミングなど
多彩な講座が揃いました
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文京アカデミア講座のご案内

　LINE 公式アカウントの運用を開始します！公式アカウントでは、アカデミア
講座に関する情報や緊急連絡（中止・延期・オンライン切替）などを中心に配
信していく予定です。この機会に、右の QRコードまたはID 検索「@713uvvgn」
から「友だち追加」をして、ご活用ください！
※「友だち追加」を行うには、事前に「LINE」アプリをインストールする必要があります。

■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
■芸術■くらし■語学■健康 ･ スポーツ■中級

■区民プロデュースです。

「アカデミー文京」LINE公式アカウントがスタート！

【会場案内】 大学等で行う講座については、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 

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 p3 2 渋沢栄一の実像と虚像 3回 20名 2,400円 アカデミー文京

14：00 ～15：30 p6 17 伝統のお座敷舞「地唄舞」～美しい所作を学ぶ～ 4回 10名 2,000円 1,000円 アカデミー文京

火

10：30 ～12：00 p3 3 『伊曾保物語』『絵入教訓近道』を読む―江戸時代のイソップ絵入り本を楽しもう― 4回 20名 2,400円 アカデミー文京

10：30 ～12：00 p5 12 ボン・ヴォヤージュ!  旅に役立つフランス語 6回 15名 7,200円 アカデミー文京

14：00 ～15：30 p3 4 【バベシュ・ボヨイ大学日本文化センター協力講座】ルーマニアの伝統と文化 5回 20名 3,000円 アカデミー文京

水

10：30 ～12：00 p5 13 言語学から見る英語・日本語 ―「なぜそう訳すのか」考えよう― 4回 20名 2,400円 アカデミー文京

13：00 ～15：30 p5 10 ふだんのご飯で薬膳入門 ―ハレの日のおうち薬膳― 3回 10名 4,500円 3,000円 日本中医食養学会

14：00 ～15：30 p4 5 「疫病」と「終末論」からみた中世ヨーロッパ 5回 20名 4,400円 アカデミー文京

14：00 ～16：00 p6 18 ガラス絵をつくろう 3回 15名 2,000円 1,700円 アカデミー文京

19：00 ～20：30 p7 M1 ステップアップ英会話 ～スピーキングスキルを伸ばそう～ 8回 12名 11,700円 600円 オンライン講座

木

10：30 ～12：00 p4 7 大人のためのロボットプログラミング体験講座 3回 15名 4,500円 拓殖大学

10：30 ～12：00 p5 11 美しいペン字 ～ワンランクUPの美文字を学ぶ～ 4回 10名 6,000円 1,100円 アカデミー文京

10：30 ～11：45 p6 16 楽しく学ぼう初級英会話 6回 12名 3,400円 300円 アカデミー文京

14：00 ～15：30 p5 14 疲労解消! 美姿勢エクササイズ 4回 10名 6,000円 アカデミー文京

14：00 ～16：30 p6 15 水彩風景画入門 ～自作ポケット絵具箱でスケッチ～ 6回 15名 2,000円 2,700円 アカデミー文京

金
10：30 ～12：00 p6 19 誰も教えてくれない 「教養としての株式」 4回 20名 2,000円 アカデミー文京

14：00 ～15：30 p4 9 西洋アンティークを紐解く 3回 20名 2,600円 アカデミー文京

土

10：30 ～12：00 p3 1 文の京十八の町物語を聞く ―白山上・町のとしつき・根津神社編― 3回 20名 1,500円 アカデミー文京 ほか

10：30 ～12：00 p4 6 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 8 メトロポリタン美術館で学ぶ西洋絵画史 5回 20名 4,200円 アカデミー文京



3

地
　
域

文
　
学

歴
史
・
社
会

自
然
科
学

芸
　
術

く
ら
し

語
　
学

健
康・ス
ポ
ー
ツ

　「ステップアップ英会話」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。（2021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ます。（ご受講できない方への返金はいたしません。）
オンライン講座については７ページをご覧ください。

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、20講座を開講します。

「2022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

●講　師／�白山上自治会会長�
寺澤�弘一郎　ほか

●日　程／2/19・26、3/5
●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�ほか

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 ―白山上・町のとしつき・根津神社編―

2/19� 白山上商店街の今昔物語
2/26� 町のとしつき
3/� 5� 根津神社�見学
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●講　師／�東京大学名誉教授�
武田�晴人

●日　程／1/17、2/21、3/14
●曜　日／月曜日
●時　間／14:00 ～15:30
●回　数／3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

NHK大河ドラマの主人公となり、2024年には
新紙幣の肖像に採用される渋沢栄一。その90年
を超える生涯のなかで、渋沢は実業家としてだ
けでなく、慈善活動による社会貢献、民間外交を
通した国際親善の実現などに努めました。その
足跡をたどりながら、渋沢の生きた時代を振り
返り、そこから学ぶべきものを探ります。

渋沢栄一の実像と虚像

1/17� ビジネスリーダーの実像
2/21� 頼れる相談相手―社会的弱者へのまなざし
3/14� 届かぬ善意―相互理解を求めた外交

02

●講　師／�東海大学非常勤講師�
加藤�康子

●日　程／2/1・8・15・22
●曜　日／火曜日
●時　間／10:30 ～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�学習室

江戸時代の『伊曾保物語』『絵入教訓近道』では、教
訓や絵に、元々のイソップ寓話や近現代のイソッ
プ物語とはひと味異なる現実的な考え方や擬人
化を見ることができます。明治時代の『伊曽保物
語』にもその影響は見られます。イソップ絵入り本
に見出せる江戸の文化を味わってみましょう。

『伊曾保物語』『絵入教訓近道』を読む ―江戸時代のイソップ絵入り本を楽しもう―

2/� 1� 日本のイソップ絵入り本の流れ
2/� 8� 江戸初期の『伊曾保物語』―教訓に注目する
2/15� 江戸後期の『絵入教訓近道』―絵に注目する
2/22� 明治中期の『伊曽保物語』―江戸の影響に注目する
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●講　師／�バベシュ・ボヨイ大学日本文化センター所長
神戸市外国語大学客員研究員　角�悠介

●日　程／1/25、2/1・8・22、3/8
●曜　日／火曜日
●時　間／14:00 ～15:30
●回　数／5回� ●定　員／20名
●受講料／3,000円� ●教材費／なし
●会　場／アカデミー文京�学習室

古の文化を色濃く残す東欧の国ルーマニアについて
学びます。トランシルバニア地方、クルージュ・ナポカ
市にある16世紀設立の国内トップの国立大学「バベ
シュ・ボヨイ大学」の「日本文化センター」で日本語を
学ぶ現地の学生達が毎回オンラインで登場します。現
地の生の声を聞いてみませんか。

【バベシュ・ボヨイ大学日本文化センター協力講座】 ルーマニアの伝統と文化

1/25� 概要（歴史、多民族性、トランシルバニア）
2/� 1� 音楽、踊り、民族衣装
2/� 8� 民間信仰（邪視、魔女、魔術）
2/22� 食（料理、酒、簡単レシピ）
3/� 8� ドラキュラ伯は何語で話したのか
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オンライン講座に
切替 手話通訳つき

●講　師／�早稲田大学教授�
甚野�尚志

●日　程／1/26、2/9、3/9・16・23
●曜　日／水曜日
●時　間／14:00 ～15:30
●回　数／5回� ●定　員／20名
●受講料／4,400円� ●教材費／なし
●会　場／�アカデミー文京�学習室

中世ヨーロッパ世界で疫病は人口を激減させ、社会
を根底から変化させる要因となりました。
疫病は原因がわからず、「神の怒り」と理解され、そ
の中に終末の予兆を読み取り、当時の民衆は贖罪の
ため様々な宗教運動を行いました。本講座では中世
ヨーロッパで疫病がもたらした社会変容と人々の
対応について取り上げます。

「疫病」と「終末論」からみた中世ヨーロッパ

1/26� 「ユスティニアヌスの疫病」と地中海世界の変容
2/� 9� カロリング時代の疫病・飢饉・救貧
3/� 9� 「紀元千年」―自然の災厄と終末意識
3/16� 14世紀のペスト大流行と社会の変容
3/23� ペスト後の鞭打苦行団の運動とユダヤ人虐殺

05

●講　師／�拓殖大学教授・理工学総合研究所長�
香川�美仁

●日　程／3/3・10・17
●曜　日／木曜日
●時　間／10:30 ～12:00
●回　数／3回� ●定　員／15名
●受講料／4,500円� ●教材費／なし
●会　場／拓殖大学�文京キャンパス

［対象：パソコンのキーボード入力ができる方］
小・中・高等学校でのプログラミング教育の必修化
が進み、メディア等でもよく話題を耳にするように
なりました。「どのようなものか興味があるけれど、
何から始めてよいかわからない」という方向けの、
予備知識不要の講座です。初めてでも楽しめる、本
格的なロボットプログラミングを体験しましょう。

大人のためのロボットプログラミング体験講座

3/� 3� マイコンプログラム「いろは」の「い」
3/10� マイコンでセンサやモーターを使ってみましょう
3/17� 迷路走破ロボットのプログラミング
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●講　師／�総合研究大学院大学�教育開発センター�
助教�小松�睦美　ほか

●日　程／1/22、2/5、3/5・12
●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」

1/22� �小惑星を目指す理由� �
～はやぶさ２探査からわかること

2/� 5� 現代人に残る進化史の痕跡
3/� 5� 地球レベルで捉える生命と化学
3/12� エネルギー問題について考える
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●講　師／�美術史家�
塚本�博

●日　程／1/15・29、2/12、3/5・12
●曜　日／土曜日
●時　間／14:00 ～15:30
●回　数／5回� ●定　員／20名
●受講料／4,200円� ●教材費／なし
●会　場／アカデミー文京�学習室

メトロポリタン美術館には、市民たちからの寄贈に
よる西洋絵画の標準的な名作が数多く所蔵されて
います。この講座では、国立新美術館で開催の「メト
ロポリタン美術館展」に出品される巨匠たちの作品
から時代の特徴を表す名画を５点取り上げ、その背
景を探りながらルネサンス絵画から近代絵画への
道程をわかりやすく解説します。

メトロポリタン美術館で学ぶ西洋絵画史

1/15� フラ・アンジェリコと初期ルネサンス絵画
1/29� ラファエロと盛期ルネサンス絵画
2/12� ラ・トゥールとバロック絵画
3/� 5� ルノワールと近代絵画
3/12� セザンヌと現代絵画への扉

08

●講　師／�（社）西洋アンティーク鑑定検定試験協会�
代表理事�河合�恵美

●日　程／1/28、2/18、3/11
●曜　日／金曜日
●時　間／14:00 ～15:30
●回　数／3回� ●定　員／20名
●受講料／2,600円� ●教材費／なし
●会　場／アカデミー文京�学習室

西洋アンティークに興味がある方、アンティー
クのコレクションをしている方、アンティーク
の魅力について、由来や歴史を一緒に紐解いて
いきませんか？

西洋アンティークを紐解く

1/28� �アンティーク・ジュエリーの魅力と歴史� �
ヴィンテージ・アクセサリーの見方

2/18� �西洋モードの変遷�� �
～男性中心のモードの世界からの転換～

3/11� �アンティークの小物� �
～貴族の持つ装身具：シャトレーヌ、日傘、時計等～

09

大学
キャンパス講座
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オンライン講座に
切替 手話通訳つき

●講　師／�日本中医食養学会理事・�
国際中医薬膳師�上田�裕子　ほか

●日　程／1/19、2/16、3/16
●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 ―ハレの日のおうち薬膳―

1/19� �旬の野菜で運気をあげましょう！�
開運巻、鬼除け汁、薬膳茶

2/16� �冬から春へ体を整えよう�
ひな祭りすし、春のお菓子、薬膳茶

3/16� �カラフル野菜で免疫力アップ！�
パエリア、キャロットラペ、薬膳茶

10

●講　師／�読売書法会幹事�
早田�螢舟

●日　程／1/27、2/10・24、3/3
●曜　日／木曜日
●時　間／10:30 ～12:00
●回　数／4回� ●定　員／10名
●受講料／6,000円� ●教材費／1,100円
●会　場／アカデミー文京�アトリエ

癖字を直し、魅力のある美しい文字を目指しま
す。ちょっとしたコツが解れば、文字は劇的に変
わるもの。少しでも書くことが楽しくなるように
丁寧に指導します。

美しいペン字 ～ワンランクUPの美文字を学ぶ～

1/27� 楷書の基本（文字の組み立て）
2/10� 名前を綺麗に書こう
2/24� 時候の挨拶文を書こう
3/� 3� 美しい和歌を書こう

11

●講　師／�日本スポーツ協会公認スポーツ指導者�
YAYOI

●日　程／1/20、2/3・10・17
●曜　日／木曜日
●時　間／14:00 ～15:30
●回　数／4回� ●定　員／10名
●受講料／6,000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

自分の身体のクセを知り、姿勢と骨盤を整えま
す。運動が苦手な方でもできて、普段の生活の中
でできる簡単なエクササイズです。心地よく身
体を動かす習慣と正しい歩き方を身につけて、
いつまでも自分の足で歩くことでこれからの人
生に笑顔を増やしましょう。

疲労解消！ 美姿勢エクササイズ

1/20� 身体のクセを知る　
2/� 3� 毎日できる簡単ストレッチ
2/10� 腰痛・肩こり解消
2/17� 正しい姿勢の座り方、歩き方

14
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●講　師／�アンスティチュ・フランセ東京講師�
バランタン・ギユー

●日　程／1/25、2/1・8・15・22、3/1
●曜　日／火曜日
●時　間／10:30 ～12:00
●回　数／6回� ●定　員／15名
●受講料／7,200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

［対象：入門～初級前半レベル］
フランス語が片言でも話せると、旅の印象は大きく
変わります！パリ旅行のシチュエーションで、旅す
るようにフランス語の基礎と役立つ表現を学びま
しょう。ネイティブの教師が丁寧に教えますので、
初心者の方も安心してご参加ください。

ボン・ヴォヤージュ！ 旅に役立つフランス語

1/25� ホテルにチェックイン
2/� 1� パリのカフェで
2/� 8� ボン・マルシェでショッピング
2/15� メトロに乗る、行き方をたずねる
2/22� レストランで注文
3/� 1� ルーブル美術館に行く

12

●講　師／�大東文化大学講師�
堀内�ふみ野

●日　程／1/26、2/2・9・16
●曜　日／水曜日
●時　間／10:30 ～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�学習室

「英語を学ぶ」といえば「英会話」が主流になって
いる今、英語を異文化の一つとして眺めてみる
と、面白い発見があります。文法にあらわれた
「ことばの文化」を考える、英語力に関係なく楽
しめる言語学の入門講座です。

言語学から見る英語・日本語 ―「なぜそう訳すのか」考えよう―

1/26� 「私は私、あなたはあなた」という文化
2/� 2� 「あなたは私を怖がらせた」の不自然さ
2/� 9� 「よろしくお願いします」は英訳できない？
2/16� 「onとover」よく似た単語の使い分け実践

13
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●講　師／ガラス絵作家�濵井�隆
●日　程／1/26、2/2・9
●曜　日／水曜日
●時　間／14:00 ～16:00
●回　数／3回� ●定　員／15名
●受講料／2,000円� ●教材費／1,700円
●会　場／アカデミー文京�アトリエ

ガラスの裏に描き、表から鑑賞する、ガラス絵独
自の世界を体感しましょう。絵の上手、下手は関
係ありません。基礎的な色の持つ働きについて
知り、組み合わせや混ぜ方を工夫することで、誰
でも作品づくりを楽しめます。

ガラス絵をつくろう

1/26� 合わせ絵技法でつくろう
2/� 2� 描きたいものをつくろう
2/� 9� スクラッチ技法でつくろう

18

オンライン講座に
切替 手話通訳つき

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／�美術家�中原�道高
●日　程／1/13・27、2/3・10・17・24
●曜　日／木曜日
●時　間／14:00 ～16:30
●回　数／6回� ●定　員／15名
●受講料／2,000円� ●教材費／2,700円
●会　場／アカデミー文京�学習室

若葉や桜、青空に入道雲、色鮮やかな風景が広
がっています。自作の超小型ポケット絵具箱を
携えて、気軽に水彩画を始めませんか。� �
透明水彩絵具・水筆・スケッチブックが準備され
た、誰でもすぐに取り組める入門講座です。

水彩風景画入門 ～自作ポケット絵具箱でスケッチ～

1/13� これだけで描ける　〈画材セットを揃える〉
1/27� 構図から下絵へ　〈絵を描く手順を学ぶ〉
2/� 3� 透視遠近法の習得　〈空間を自由に描くコツ〉
2/10� デッサンの応用　〈明暗で立体や存在を描く〉
2/17� 明度/彩度/色相　〈色彩・色作りを理解する〉
2/24� 完成から作品展示へ　〈仕上げ/額装/鑑賞〉

15

●講　師／�獨協大学非常勤講師�クリフォード・ギブソン
●日　程／1/20・27、2/3・10・17・24
●曜　日／木曜日
●時　間／10:30 ～11:45
●回　数／6回� ●定　員／12名
●受講料／3,400円� ●教材費／300円
●会　場／アカデミー文京�レクリエーションホール�ほか

［対象：中学上級～高校中級レベル］
教師歴40年のアメリカ人講師が英語で指導しま
す。英語学習から離れてしまっている方も、ペア
ワークやゲームで楽しく参加できます。

楽しく学ぼう初級英会話

1/20� 自己紹介
1/27� 住んでいる町や行きたい場所について
2/� 3� 休暇の過ごし方について
2/10� 日本の行事について
2/17� 日本の文化や食事、習慣について
2/24� フリートピックスやQ&A

16

●講　師／花崎流地唄舞名取�花崎�智子
●日　程／1/24、2/7・21、3/7
●曜　日／月曜日
●時　間／14:00 ～15:30
●回　数／4回� ●定　員／10名
●受講料／2,000円� ●教材費／1,000円
●会　場／アカデミー文京�レクリエーションホール

地唄舞は、三味線の弾き歌いに合わせてお座敷
などの狭い空間で披露される舞です。簡潔で抑
えられた表現が、深い印象を与えます。能を基に
した上下動のないすり足の動きは体幹を鍛え、
強い身体づくりに役立ちます。随所に見られる
美しい所作にも触れてみましょう。

伝統のお座敷舞「地唄舞」～美しい所作を学ぶ～

1/24� 地唄舞とは、基本の動き―立つ・座る・すり足
2/� 7� 踊りと舞の違い―頭と腰の位置をキープ
2/21� 美しい所作を知る
3/� 7� 《黒髪》を舞う

17

●講　師／�（公社）日本証券アナリスト協会認定会員�川元�由喜子
●日　程／1/28、2/4・18・25
●曜　日／金曜日
●時　間／10:30 ～12:00
●回　数／4回� ●定　員／20名
●受講料／2,000円� ●教材費／なし
●会　場／アカデミー文京�学習室

皆さんは「株式」と聞いて、どんなイメージをお持
ちですか。「難しい」「縁がない」と思っていません
か？年金や保険も株式で運用されており、実は身
近な存在です。学校ではきちんと教わらなかった
「教養としての株式」を学んでみませんか。
� ※投資セミナーではありません。

誰も教えてくれない 「教養としての株式」

1/28� 「株式を買う」というとき、何を買っているのか
2/� 4� 株式はいつ生まれ、どんな歴史をたどって来たのか
2/18� 何が株式市場を動かしているのか
2/25� 未来に向けて株式市場は何ができるのか

19
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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。

オ ン ラ イ ン 講 座 に つ い て

オンライン英会話受講を検討中の方はトライアルレッスンに参加できます！
11月10日（水）もしくは17日（水）の19:00～19:30�に実施します。両日程同じ内容になりますので、どちらか１日
を選んでご参加ください。当日のご連絡は、東洋大学グローバルサービス株式会社（TEL�3945-4263）へお願いします。
※�参加するには、PC�またはタブレット等の端末、インターネット回線が必要です。また、アプリケーション「Zoom」をインストールする必要があります。�
ご自身で準備をお願いいたします。（詳細は下記の「オンライン講座について」を参照）

指定の日時になりましたら右上のQRコード、もしくは下記のミーティング ID・パスコードを入力して入室してください。
■ミーティング ID：886�6575�6984　■パスコード : 533082

●オンライン無料英会話トライアルレッスン●

＜オンライン講座＞ステップアップ英会話 ～スピーキングスキルを伸ばそう～M1
英語コミュニケーション能力と、より自然な発音を
身に付けることができる講座です。スピーキングス
キルを向上させるためのトレーニングを行ったり、
一歩踏み込んだ英語表現を学びます。

1/19� 挨拶に使えるフレーズを学ぼう
1/26� 会話を弾ませる様々な表現を学ぼう
2/� 2� 賛成？�反対？�自分の意見を述べてみよう
2/� 9� より自然な英語表現をマスターしよう
2/16� �アメリカンアクセントを学ぼう①� �

(単語の繋がりと表現方法)
3/� 2� �アメリカンアクセントを学ぼう②� �

(音節の強調とイントネーション)
3/� 9� ニュースを聞いてリスニング力を強化しよう
3/16� 短編映画から英会話表現を学ぼう

※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。

【レベルについて】TOEICⓇ�L&R�500点相当以上が目安

●講　師／�東洋大学英語講師�
Rissa

●日　程／1/19・26、2/2・9・16、3/2・9・16

●曜　日／水曜日

●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

オンラインでの受講が初めての方はアカデミー文京 学習推進係まで受講前
に必ずご相談ください。TEL 5803-1119（平日9:00 ～17:00）

●受講までの流れ
受講が確定した方（受講料のお支払いが終わった方）に文京アカデミーから招
待メールをお送りします。講座前日までに届くメールに記載されているURL
をクリックすれば比較的簡単にご受講いただけます。
※�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。

受講が確定したら、ご自身で以下の準備をお願いします。

●受講前の準備
≪必要なものを揃える≫
❶パソコンまたはタブレット端末（スマートフォンでも可能）
❷ヘッドセットまたはマイク付きイヤホン
❸Webカメラ（パソコン内蔵カメラも可）
❹安定したインターネット環境

≪システムをセットアップする≫
　　　　　　　�公式HPからアプリケーションをインストールします。
（Zoom�https://zoom.us/download）
パソコンの場合はブラウザ（Google Chrome推奨）からでも受講可能で
すが、アプリケーションをインストールすることで、より簡単に受講できま
す。Internet Explorerからのアクセスは正常に作動しないことがあります。

それぞれのOSに対応したアプリケーションをインストールします。
（iPhoneの場合：App�Storeから／Android端末の場合：Google�Play�
Storeから）

●推奨環境
・�インターネット環境：有線LANまたは無線（Wi-Fi、４G／LTE）
・パソコン：�MacOS�10.9以降を搭載のMac�OS�X� �

Windows�10、Windows�8または8.1、Windows�7

●オンライン講座受講の際のご注意
・�LANケーブルもしくはWi-Fiに接続し、通信環境の良いところから参加し
てください。通信料は受講される方のご負担となります。
・�ネット環境による切断やその他アプリケーションの障害が起きた場合、当
財団は責任を負いかねます。但し、講師の通信不具合については別途、対応
いたします。
・�URLへのアクセスは受講される方お一人につき、1端末とし、第三者との
講座URLの共有や貸与は固くお断りします。また配付する資料等を受講目
的以外で使用（複製・公衆送信等）することは、著作権の侵害になりますの
で固くお断りします。
・�講座の音声や映像の録音・録画・写真撮影・画面のキャプチャーはお断りします。
・�オンラインの講座の場合、講座資料はメールで送付します。（原則、郵送は

しません。）
・講座終了後の映像提供は行いません。

パソコンの場合

タブレットの場合

●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体調がすぐれない方（例：発熱・咳・咽頭痛・味覚障害等の症状）
②同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる方
③�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� �
（検温はスタッフが実施します。）

・�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。



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

12月6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26日（金）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

文京アカデミア講座の申込方法

※納入確認通知は送りません

※受講料の振込領収証を持参してください
受 講 当 日

●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）

●受講通知の送信・発送
12月3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キャンセルとはみなしません。

●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）

●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。）

●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」
お申込み後に「申込受付完了」のメールが届かない場合は、迷惑メールフォル
ダをご確認ください。迷惑メールフォルダにも不着の場合は、当落メールが届
かない可能性がありますので、電話でお問い合わせください。

●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。
・�講座を欠席された場合、授業の進み具合や宿題についてのお問い合わせはご
遠慮ください。

●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9:00 ～17:00）

※�お申し込みいただいた皆様の個人情報は2021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。


