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小石川バレエスタジオ／音楽教室

春（4月）の入会無料キャンペーン実施！ 
＊発表会：文京シビックホール・サントリーホール他

研 　 究

区内大学講座・講演会予定
区内大学の講座予定をお知らせします。詳しくは各大学にお問い合せください。

大学名 講座・講演名 講師 日程 時間 定員 受講料

跡見学園女子大学
会　　場

跡見学園女子大学 文京キャンパス
お問合せ

学務部教務課
Tel：048-478-3340

クール・ジャパン
を超えて
－世界のなかの
� 現代日本文化－

第1回�演劇の国日本
－日本演劇の世界的評価－

第1回 跡見学園女子大学准教授
横山太郎 第1回 6/11（土）　

13：00～15：00 100名 無料
第2回�日本アニメの魅力
－宮崎駿・ジブリへの道－

第2回 跡見学園女子大学教授
大塚博 第2回 6/18（土）

第3回
世界で活躍する日本人建築家たち

第3回 跡見学園女子大学教授
村田あが 第3回 6/25（土）

拓殖大学
会　場  拓殖大学 文京キャンパス
お問合せ  オープンカレッジ課

Tel：03-3947-7166

国際講座：パネルディスカッション
「中東・湾岸の民主革命と東アジア情勢」

拓殖大学海外事情研究所所長
森本敏 他 4/23（土） 10：00～11：30 240名 ¥1,000

国際講座「激動の北アフリカ・中東情勢」 NHK解説委員 出川展恒 5/ 14（土） 10：30～12：00 240名 ¥1,000

東洋大学
会　　場
東洋大学

白山キャンパス
お問合せ
東洋大学

生涯学習センター
Tel：03-3945-7635

『源氏物語』全巻を読む－「真木柱」巻－ 東洋大学文学部教授 河地修 5/16～7/11 月曜日 全8回
※6/6を除く 18：30～20：30 40名 ¥12,000

「書道実技」と鑑賞－楷書表現の向上を目指して－ 東洋大学文学部教授 蓮見行廣 5/23～6/27 月曜日 全5回
※6/6を除く 13：15～15：30 40名 ¥15,000

百人一首を通読する 元東洋大学 文学部教授 新藤協三 5/24～6/28 火曜日 全6回 10：30～12：30 40名 ¥9,000

万葉びとの季節感と美意識 東洋大学 文学部教授 菊地義裕 6/1～6/29  水曜日 全5回 13：00～14：30 40名 ¥7,500

日本の美をめぐる－ドラマティックな江戸絵画－ 東洋大学文学部非常勤講師 藤澤紫 6/11～7/16 土曜日 全5回
※7/9を除く 15：00～17：00 40名 ¥7,500

坂口安吾と現代 東洋大学 文学部教授 山崎甲一 他 5/27～7/1 金曜日 全6回 10：40～12：10 50名 ¥3,000

東洋思想への誘い－インド哲学・仏教のエッセンスを探る－ 東洋大学 文学部准教授 沼田一郎 他 5/21～6/11 土曜日 全4回 10：30～12：00 100名 ¥2,000

中国の現代事情を知る 東洋大学国際地域学部教授 梁春香 他 6/18～7/9 土曜日 全4回 13：30～15：00 50名 ¥2,000

気になる身近な財産管理－成年後見・相続（遺言）－ 東洋大学法学部教授 小林秀年 6/18（土） 10：30～12：00 100名 無料

生活習慣病と運動 東洋大学理工学部教授 小河繁彦 6/25（土） 10：30～12：00 100名 無料

日本女子大学
会　　場

日本女子大学
目白キャンパス
お問合せ

生涯学習センター
Tel：03-5981-3755

座ってできるやさしいチェアエクササイズ－5月コース－ 日本女子大学家政学部助教
澤田美砂子 5/12 木曜日 全1回 10：40～12：10 15名

（申込順） ¥2,000

入門・柳田國男－伝承の森の中から－ 明治大学兼任講師 水谷類 5/19～6/30 木曜日 全4回 13：30～15：00 30名
（申込順） ¥8,000

「母と子の絆」を問い直す－ひとりの”独立した人”として乳児を見る－ 日本女子大学家政学部教授
川上清子 5/25 水曜日 全1回 10：40～12：10 20名

（申込順） ¥2,000

シルクロード交易の主役ソグド人 日本女子大学文学部准教授
山下将司 5/28 土曜日 全1回 13：30～15：00 30名

（申込順） ¥2,000

イギリスを知る－児童文学から見るイギリス－ 日本女子大学文学部教授
佐藤和哉 6/1～6/29 水曜日 全3回 14：00～15：30 30名

（申込順） ¥6,000

絵踏と絵踏制－豊後における絵踏制の展開－ 日本女子大学文学部教授
村井早苗 6/9 木曜日 全1回 13：30～15：00 30名

（申込順） ¥2,000

はじめよう英会話－英語で世界の文化を話そう－ 財団法人英語教育協議会
（ELEC）専任講師 5/12～7/7 木曜日 全9回 13：30～15：00 15名

（申込順）
¥18,000

（別途テキスト代¥2,250）

初心者のための基礎英会話－日常生活の英語－ 財団法人英語教育協議会
（ELEC）専任講師 5/16～7/11 月曜日 全9回 10：40～12：10 15名

（申込順） ¥18,000（テキスト代込）

楽しもう！フランス語会話入門
－フランス語を無理なく、楽しくはじめたい方に－

バークレーハウス
語学センター専任講師 5/17～7/12 火曜日 全9回 10：40～12：10 15名

（申込順）
¥18,000

（別途テキスト代¥1,365）

気軽にはじめる韓国語会話入門－韓国語会話を楽しむ、文化に触れる－ バークレーハウス
語学センター専任講師 5/21～7/16 土曜日 全9回 10：40～12：10 15名

（申込順）
¥18,000

（別途テキスト代¥1,365）

文京学院大学
会　　場

文京学院大学 本郷キャンパス
お問合せ

生涯学習センター
Tel：03-5684-4816

私の見た名優たち－歌舞伎をより深く味わう－ 演劇評論家 渡辺保 4/7～5/19 木曜日 全6回 19：00～20：30 50名 ¥16,800（入会金¥3,000）

気持ちが伝わるペン習字－思いやりのある文字を－ 翠葉書塾会員 生地百合子 4/23～6/25 土曜日 全5回 13：00～14：30 15名 ¥11,000
（入会金¥3,000、別途教材費）

メークセラピスト養成講座－自助力・化粧力：化粧療法－
メークアップアーティスト
メンタルケアメーク®21代表
田島みゆき

5/7～7/9 土曜日 全8回 10：30～15：30 20名 ¥39,000
（入会金¥3,000、別途教材費）

発音から学ぶ使える英語講座－楽しい発音矯正で英語力UP！－ YWCイングリッシュゼミナール代表
高山 千穂子 4/20～7/13 水曜日 全12回 19：00～20：30 15名 ¥30,000

（入会金¥3,000、別途教材費）

よくわかる！会社の数字�基礎編－会社の数字をわかりやすく解説－ 文京学院短期大学講師 上岡史郎 4/25～5/23 月曜日 全4回 19：00～20：30 20名 ¥10,000（入会金¥3,000）

東邦音楽大学
会　　場

東邦音楽大学 文京キャンパス
お問合せ

エクステンションセンター
Tel：03-3946-9667

親子で楽しくクッキング フードコーディネーター 菅野尚子 5/14・6/18・７/23 13：00～15：30 各8組 各回¥4,000（親子1組）

蓄積したストレス軽減法 国吉空 5/14（土） 13：30～16：00 30名 ¥2,000

わかりやすい著作権講座 東邦音楽短期大学教授 川端敏朗 5/28（土） 13：00～15：00 50名 ¥2,000

音楽療法教養セミナー（前期） 東邦音楽大学講師陣 4/9・5/21・6/25・7/2・9/17 13：00～14：30 100名 ¥22，500 別途入会金

音楽療法技能講座（初級） 東邦音楽大学専任講師 平田紀子 指定土曜日 全10回 13：00～16：10 20名 ¥60,000 別途入会金

これであなたも文京博士

答え 竹久〇二美術館
（〇の中に漢字1文字を入れてください。）

問題 次の文京区内にある施設は？
竹久〇二美術館（弥生2-4-2）では大正浪漫を代表する画家・竹久〇二の日本
画・油彩・書・原画・スケッチなどのコレクション3,300点を収蔵し、年4回
3ヶ月ごとの企画展では200〜250点の夢二作品を見ることができます。
URL➡http://www.yayoi-yumeji-museum.jp

クイズ

【応募方法】はがきに◦答え◦住所◦氏名
◦文京アカデミーSQUAREに対するご感想

（辛口のご意見、大歓迎です! ! ）を明記して下記へ
〒112-0003 文京区春日1-16-21
公益財団法人 文京アカデミー「文京博士」係

【締切】 5月20日（当日消印有効）
【発表】賞品の発送をもってかえさせていただきます。
前号の答え 印刷博物館 応募総数19通、正解率100%
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シビックシネマサロン
①「高瀬舟」 45分 カラー 1988年
②「ぶんきょうゆかりの文人たち
　 −観潮楼をめぐって−」 38分 1988年
　鷗外原作作品と同年制作関連作品との2作品上映
　「高瀬舟」 原作：森鴎外　脚本：松山善三　出演：前田吟

日4/22㈮ 13：30～15：00
場アカデミー文京 学習室（シビックセンター地下1階）

対区内在住・在勤・在学者　定60名（先着順）※13：00より入場券配布

費 無料　申当日直接会場へ　※上映開始後の入場はできません。

パソコン講座（マイクロソフト Word 2007初級）
受講生募集
　日本語入力の基礎から、事務文書のレイアウト、テンプレートを使った文書の作成
や、表の作成など、ワードの多様なツールを学習します。

日5/11㈬～13㈮ Aコース14：30～16：30、Bコース18：30～20：30
場アカデミー文京 学習室（シビックセンター地下1階）

対区内在住、在勤、在学者（15歳以上、中学生を除く）、パソコンで簡単な文字入力のできる方

定A・B各コース30名（抽選）　費 受講料¥2,500、教材費¥1,500　締 4/22㈮ 必着

申往復はがきに①講座名（A・Bコースを明記）②住所③氏名（フリガナ）④電話番
号⑤年齢⑥在勤の方は会社名、在学の方は学校名を明記し下記へ
　〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京学習推進係 TEL.5803-1119
　※HPからでも申込出来ます ➡ http://www.b-academy.jp/
　　（ホーム左下の講座情報の「パソコン講座」から）

平成23年度文京いきいきアカデミア（高齢者大学）
新学年生募集《3期生》
　文京いきいきアカデミアは団塊の世代の方、地域デビューをしたい60歳以上で学
ぶ意欲のある方はどなたでも気楽に参加できます。

【教養課程】 1学期 「文京区をもっと知ろう」 ※内容が変更になる場合があります。

　各回 14：00～16：00  場シビックセンター地下1階 学習室
第1回 5/18㈬　第2回 5/25㈬　第3回 6/ 1㈬　第4回 6/8㈬
第5回 6/15㈬　第6回 6/22㈬　第7回 6/29㈬　第8回 7/6㈬

対年齢60歳以上の区民（以前受講した方でも可）　締 4/15㈮ 必着

定60名（超えた場合は抽選）　費 ¥5,000（第一学年教養課程1年分一括納付）

申往復はがきに、①講座名（文京いきいきアカデミア）②氏名（ふりがな）③住所 
④年齢 ⑤電話番号 ⑥返信用に住所・氏名を明記し下記へ
　〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京学習推進係
 文京いきいきアカデミア担当  　　　　　
　※詳細は公益財団法人 文京アカデミーHP参照 ➡ http://www.b-academy.jp/
 （HPからでも申込出来ます）

23年度 文京アカデミア講座（前期）

講座番号

13
大人のための
リコーダー入門

リコーダーが初めての方のために楽器の紹
介から簡単な曲の演奏まで、丁寧に指導す
るコースです。

講　師：東邦音楽学校講師 日向弥生
期　間：5/13・20、6/3・10・17、7/1・8・15
曜　日：金曜日　時　間：9：30～11：30
回　数：８回　　定　員：30名
受講料：¥6,400　教材費：¥850
会　場：東邦音楽大学

講座番号

21
賢いスマートエイジングの
食卓術

知的に豊かに年を重ねるスマートエイジング。なかなか
変えられない食習慣の問題点を探りながら、レシピを考
え料理に合わせた演出方法を話し合うなど、脳の若さを
保つ〈食卓〉について、最新の情報を交えながら学びます。

講　師：管理栄養士 可野倫子
期　間：5/18・25、6/8・15・22
曜　日：水曜日　時　間：10：30～12：00
回　数：５回　　定　員：40名
受講料：¥2,500　教材費：なし
会　場：アカデミー文京 学習室

講座番号

23
「ヘルシー・メニュー」
とは何?

巷には「ヘルシー」な食べ物があふれています。しかし、栄養学では1つの
食品を「これはヘルシー」、「これはヘルシーではない」という考え方はし
ません。摂るべき食事量、いろいろな生活習慣病治療のために推奨されて
いる食事を学んで、「ヘルシー」な食事とはどんなものか、考え直します。

講　師：日本女子大学教授 本間健
期　間：6/21
曜　日：火曜日　時　間：15：30～17：00
回　数：１回　　定　員：30名
受講料：¥500　   教材費：なし
会　場：日本女子大学

講座番号

10
「環境」を考える
〜高尾山から南極まで〜

東京の高尾山から、中国、インド、南米、南極
まで環境に係わる諸事象を講師それぞれの
専門分野から解説します。

講　師：拓殖大学教授 小川肇 ほか
期　間：6/25、7/2・9・16・23
曜　日：土曜日　時　間：13：30～15：00
回　数：５回　　定　員：45名
受講料：¥2,000　教材費：なし
会　場：拓殖大学

講座番号

12
初歩から楽しめる
アコースティックギター入門

初心者の方でも楽しめるアコースティック
ギター講座。和気あいあいの雰囲気の中で
音の輪を広げましょう。

講　師：東邦音楽学校講師 堀尾和孝
期　間：5/11・18、6/1・8・15・22、7/6・13
曜　日：水曜日　時　間：9：30～11：30
回　数：８回　　定　員：30名
受講料：¥6,400　教材費：¥1,000
会　場：東邦音楽大学

※ 詳細のカリキュラムは、地域アカデミー・図書館・地域活動センターなどで配布する「講
座案内」、または（公財）文京アカデミーHPにて紹介しています。必ずご確認ください。

※ HPからの申込はできません。 ※先着順受付。定員になり次第締切。
※応募者が定員に達しない時は開講しない場合あり。
※ 受講料・教材費は、指定口座に振込もしくは文京シビックセンター地下1階アカデミー

文京窓口にて支払い（詳細は、返信はがきにて通知）。

対15歳以上の区内在住・在勤・在学者（中学生を除く） 締 各講座開講日10日前必着
申  往復はがき（1講座1枚）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（在勤者は勤務先の名称・所在地・電話番号、在学者は学校名も）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

受講生募集

2 平成23年4月号（通巻第124号） 情 報 紙  文京アカデミーSQUARE 3平成23年4月号（通巻第124号）情 報 紙  文京アカデミーSQUARE
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本紙に掲載されている広告についてのご不明な点は広告主へお問合せください。

文京アカデミーの催し アカデミー文京 学習推進係
5803-1119

震災復興の状況により、財団の事業については、
中止や延期などの対応を行う場合があります。ご了承ください。 震災復興の状況により、中止や延期など

の対応を行う場合があります。
詳細は各お問合せ先へご連絡ください。


