
開講年度 開講期 クラスコード 講座名 講師名 → クラスコード 講座名 講師名

2022 春 110106 『源氏物語』若菜上巻を読む 栗山 元子 → 130112 『源氏物語』若菜上巻を読む 栗山 元子
2022 春 110110 『平家物語』を読む 大津 雄一 → 130116 『平家物語』を読む 大津 雄一
2022 春 110114 蕪村と一茶 堀切 実 → 130118 蕪村と一茶 堀切 実
2022 春 110122 朗読の楽しみ【火曜クラス】 鈴木 千秋 → 130122 朗読の楽しみ【火曜クラス】 鈴木 千秋
2022 春 110124 朗読の楽しみ【金曜クラス】 内木 明子 → 130124 朗読の楽しみ【金曜クラス】 内木 明子
2022 夏 120118 俳句創作講座【クラスI】 井上 弘美 → 130129 俳句創作講座【クラスI】 井上 弘美
2022 夏 120119 俳句創作講座【クラスII】 井上 弘美 → 130130 俳句創作講座【クラスII】 井上 弘美
2022 春 110134 短歌 実作と研究 三枝 昂之 → 130134 短歌 実作と研究 三枝 昂之
2022 春 110141 シェイクスピアのことばと文化 冬木 ひろみ → 130139 シェイクスピアのことばと文化 冬木 ひろみ
2022 春 110142 原文で楽しむシェイクスピア 森本 美樹 → 130140 原文で楽しむシェイクスピア 森本 美樹

2022 春 110217 『信長公記』を読む 堀 新 → 130217 『信長公記』を読む 堀 新
2022 春 110225 日本の近代史 大日方 純夫 → 130225 日本の近代史 大日方 純夫
2022 春 110229 江戸・東京の歴史散歩 藤島 幸彦 → 130229 江戸・東京の歴史散歩 藤島 幸彦
2022 春 110231 東京山の手の地形と街並み 松本 泰生 → 130231 東京山の手の地形と街並み 松本 泰生

2022 春 110323 フランスの地方: その歴史と文化 小林 茂 → 130323 フランスの地方: その歴史と文化 小林 茂

2021 冬 140402 歌舞伎講座・鑑賞会 葛西 聖司 → 130401 歌舞伎への招待 葛西 聖司
2022 春 110402 歌舞伎と文楽 児玉 竜一 → 130402 歌舞伎と文楽 児玉 竜一
2022 春 110407 はじめての日本美術史 新江 京子 → 130407 はじめての日本美術史 新江 京子
2022 春 110409 奈良美術を知るA 片岡 直樹 → 130409 奈良美術を究めるA【月曜クラス】 片岡 直樹
2022 春 110410 奈良美術を知るB 片岡 直樹 → 130410 奈良美術を究めるB【火曜クラス】 片岡 直樹
2022 春 110418 仏教美術入門【午前クラス】 山田 磯夫 → 130418 仏教美術入門【午前クラス】 山田 磯夫
2022 春 110419 仏教美術入門【午後クラス】 山田 磯夫 → 130419 仏教美術入門【午後クラス】 山田 磯夫
2022 春 110424 はじめての西洋美術史 真野 宏子 → 130425 はじめての西洋美術史 真野 宏子
2021 冬 140413 イタリア・ルネサンス美術 髙橋 朋子 → 130429 イタリア・ルネサンス美術 髙橋 朋子
2022 春 110430 シェイクスピアの絵画と音楽 齊藤 貴子 → 130430 シェイクスピアの絵画と音楽 齊藤 貴子
2022 春 110434 都市と音楽の歴史 米田 かおり → 130434 都市と音楽の歴史 米田 かおり
2022 春 110436 風景の詩 春【午前クラス】 南口 清二 → 130436 風景の詩 秋【午前クラス】 南口 清二
2022 春 110437 風景の詩 春【午後クラス】 南口 清二 → 130437 風景の詩 秋【午後クラス】 南口 清二

2022 春 110504 映画の中の哲学 part15 平尾 始 → 130504 映画の中の哲学 平尾 始
2022 春 110505 悩みの哲学:コロナ禍と不要不急を考える 平尾 始 → 130505 悩みの哲学 平尾 始
2022 夏 120516 道元の思想 小坂 国継 → 130506 道元の思想 小坂 国継
2022 夏 120507 仏典を読む―『法住経』『法住記』 吉村 誠 → 130514 仏典を読む―世親の『成業論』	 吉村 誠

2022 春 110601 木版画を作って楽しむ 伊藤 卓美 → 130601 木版画を作って楽しむ 伊藤 卓美
2022 春 110604 基礎からの文章教室 花井 正和 → 130604 基礎からの文章教室 花井 正和

2022 春 110602
金融機関では教えてくれない「金融資産運用設計」
〈Aクラス〉

洞口 勝人 → 130606
金融機関では教えてくれない「金融資産運用設
計」〈Aクラス〉

洞口 勝人

2022 春 110603
金融機関では教えてくれない「金融資産運用設計」
〈Bクラス〉

洞口 勝人 → 130607
金融機関では教えてくれない「金融資産運用設
計」〈Bクラス〉

洞口 勝人

2022 春 110607 10万円からはじめる!お金の増やし方・守り方講座 内藤 忍 → 130608
10万円からはじめる!お金の増やし方・守り方講
座（実践編）

内藤 忍

2022 春 110684 社会人のための楽しいレスリング 太田 章 → 130684 社会人のための楽しいレスリング 太田 章

2022 夏 123001 英語会話〔入門〕〈火曜クラス〉【継続】 Michael Green → 133001 英語会話〔入門〕〈火曜クラス〉【継続】 Michael Green
2022 夏 123009 英語会話〔初級〕〈月曜クラス〉【継続】	 Mark Yonick → 133009 英語会話〔初級〕〈月曜クラス〉【継続】	 Mark Yonick
2022 夏 123014 英語会話〔中上級〕〈月曜クラス〉【継続】 Mark Yonick → 133014 英語会話〔中上級〕〈月曜クラス〉【継続】 Mark Yonick
2022 夏 123012 英語会話〔中級〕〈水曜・Aクラス〉【継続】	 John Aguinaldo → 133012 英語会話〔中級〕〈水曜・Aクラス〉【継続】	 John Aguinaldo

2022 夏 123017 Expressing your thoughts in English〔中級〕【継続】	 Robert L.　Plautz → 133017
Expressing your thoughts in English〔中級〕【継
続】	

Robert L.　Plautz

2022 夏 123027
NHKラジオ英語講座で上達! 毎日の習慣づけでさら
に上を目指す〔中級〕【継続】	

川本 佐奈恵 → 133027
NHKラジオ英語講座で上達! 毎日の習慣づけで
さらに上を目指す〔中級〕【継続】	

川本 佐奈恵

2022 春 113023 文法から学びなおす英語〔基礎〜初級〕【継続】	 横山 康明 → 133022 文法から学びなおす英語〔基礎〜初級〕【継続】	 横山 康明
2022 春 113025 ゆっくり英会話〔入門〕【継続】	 横山 康明 → 133023 ゆっくり英会話〔入門〕【継続】	 横山 康明

2022 夏 123208 フランス語〔上級〕【継続】 小幡 一雄 → 133208 フランス語〔上級〕【継続】 	小幡 一雄
2022 夏 123707 韓国語〔上級〕【継続】 石 花賢 → 133707 韓国語〔上級〕【継続】 石 花賢

外国語（英語）

人間の探求

外国語（英語以外）

なし

現代社会と科学

ビジネス・資格

くらしと健康

なし

2022年度　秋講座継続元となる講座

文学の心

日本の歴史と文化

芸術の世界

世界を知る

2022年度 春講座 【早稲田校】 継続講座一覧2022年度 秋講座 【早稲田校】 継続講座一覧



開講年度 開講期 クラスコード 講座名 講師名 → クラスコード 講座名 講師名

2022 夏 220107 小説教室 根本 昌夫 → 230106 小説教室 根本 昌夫

2022 夏 220219 昭和戦前・戦中の歴史 	望月 雅士 → 230221 昭和戦前・戦中の歴史 	望月 雅士
2022 夏 220231 昭和の歴史を振り返る 	望月 雅士 → 230232 昭和の歴史を振り返る 	望月 雅士
2022 夏 220223 お江戸演芸・文化散歩 【夏編】 瀧口 雅仁 → 230225 お江戸演芸・文化散歩【秋編】 瀧口 雅仁

2022 春 210416
アメリカン・ポップ・ミュージックの発展を担った若き
作曲家たち

宮治 淳一 → 230416 アメリカン・ポップ・ミュージックの潮流を探る 宮治 淳一

2022 夏 220412 書道に親しむ 松川 玉堂 → 230413 書道に親しむ 松川 玉堂

2022 夏 220605 読むこと、語ること(基礎クラス) 林 理絵子 → 230606 読むこと、語ること(基礎クラス) 林 理絵子
2022 夏 220606 読むこと、語ること(応用クラス) 林 理絵子 → 230607 読むこと、語ること(応用クラス) 林 理絵子

2022 夏 223002 楽しく学ぶ日常英会話 〔基礎〜初級〕【継続】 Robert L.　Plautz → 233002 楽しく学ぶ日常英会話〔基礎〜初級〕【継続】 Robert L.　Plautz
2022 夏 223008 楽しい! 身につく!! 英会話〔入門〜基礎〕【継続】 伊藤 宏美 → 233009 楽しい! 身につく!! 英会話〔入門〜基礎〕【継続】 伊藤 宏美
2022 夏 223009 楽しい! 身につく!! 英会話〔初級〕〈水曜クラス〉【継続】 伊藤 宏美 → 233012 楽しい! 身につく!! 英会話〔初級〕〈水曜クラス〉【継続】 伊藤 宏美
2022 夏 223011 楽しい! 身につく!! 英会話〔中級〕【継続】 伊藤 宏美 → 233015 楽しい! 身につく!! 英会話〔中級〕【継続】 伊藤 宏美

継続元となる講座 2022年度　秋講座

文学の心

日本の歴史と文化

世界を知る

なし
外国語（英語以外）

なし

なし

なし

人間の探求

くらしと健康

現代社会と科学

ビジネス・資格
なし

外国語（英語）

芸術の世界

2022年度 秋講座 【八丁堀校】 継続講座一覧



開講年
度

開講期
クラス
コード

講座名 講師名 → クラスコード 講座名 講師名

2022 春 310102 『日本書紀』を読む 小林 真美 → 330102 『日本書紀』を読む 小林 真美
2022 夏 320103 『源氏物語』を読む 吉井 美弥子 → 330105 『源氏物語』を読む 吉井 美弥子
2022 夏 320111 初歩の初歩の俳句講座〈午前クラス〉 復本 一郎 → 330115 初歩の初歩の俳句講座〈午前クラス〉 復本 一郎
2022 夏 320112 初歩の初歩の俳句講座〈午後クラス〉 復本 一郎 → 330116 初歩の初歩の俳句講座〈午後クラス〉 復本 一郎
2022 春 310115 先人たちに学ぶやさしい俳句の作り方〈午前クラス〉 高柳 克弘 → 330117 先人たちに学ぶやさしい俳句の作り方〈午前クラス〉 高柳 克弘
2022 春 310116 先人たちに学ぶやさしい俳句の作り方〈午後クラス〉 高柳 克弘 → 330118 先人たちに学ぶやさしい俳句の作り方〈午後クラス〉 高柳 克弘

2022 春 310507 仏教思想入門 岩田 孝 → 330505 仏教思想入門 岩田 孝

2022 夏 320611 美しい姿勢づくりのためのエクササイズ〈応用編〉 古田 裕子 → 330613 美しい姿勢づくりのためのエクササイズ〈午前クラス〉 古田 裕子
2022 夏 320612 美しい姿勢づくりのためのエクササイズ〈基礎編〉 古田 裕子 → 330614 美しい姿勢づくりのためのエクササイズ〈午後クラス〉 古田 裕子

なし
外国語(英語)

外国語（英語以外）
なし

なし

くらしと健康

現代社会と科学
なし

ビジネス・資格

継続元となる講座 2022年度　秋講座

文学の心

芸術の世界

人間の探求

日本の歴史と文化
なし

世界を知る
なし

なし

2022年度 春講座 【中野校】 継続講座一覧2022年度 秋講座 【中野校】 継続講座一覧


