
開講年 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

2021 冬 140105 『方丈記』を読む 三木 紀人 → 120104 『方丈記』を読む 三木 紀人
2022 春 110129 俳句創作講座【クラスI】 井上 弘美 → 120118 俳句創作講座【クラスI】 井上 弘美
2022 春 110130 俳句創作講座【クラスII】 井上 弘美 → 120119 俳句創作講座【クラスII】 井上 弘美

2021 冬 140205 日本各地での関ヶ原の戦い 堀　新 → 120204 関ヶ原前哨戦 堀　新

2021 冬 140409 日本仏教の「こころ」と「かたち」【午前クラス】
吉村 誠・
村松 哲文

→ 120408 日本仏教の「こころ」と「かたち」―薬師寺【午前クラス】
吉村 誠・
村松 哲文

2021 冬 140410 日本仏教の「こころ」と「かたち」【午後クラス】
吉村 誠・
村松 哲文

→ 120409 日本仏教の「こころ」と「かたち」―薬師寺【午後クラス】
吉村 誠・
村松 哲文

2021 冬 140419 旅する映画―映画で楽しむ世界旅行 渡辺 俊雄 → 120422 映画界のリアル二刀流―歌手でも一流、俳優でも一流 渡辺  俊雄
2021 冬 140420 風景の詩【月曜クラス】 南口 清二 → 120417 風景の詩【月曜クラス】 南口 清二
2021 冬 140421 風景の詩【水曜クラス】 南口 清二 → 120418 風景の詩【水曜クラス】 南口 清二

2019 冬 140504 芸術の哲学(20) 平尾 始 → 120502 芸術の哲学(21) 平尾 始
2019 冬 140505 映画の中の哲学 ダイジェスト 平尾 始 → 120503 映画の中の哲学 ダイジェスト 平尾 始
2019 冬 140508 「行」とは何か? 正木 晃 → 120506 「悟り」とは何か 正木 晃
2022 春 110514 仏典を読む 吉村 誠 → 120507 仏典を読む―『法住経』『法住記』 吉村 誠
2022 春 110506 道元の思想 小坂 国継 → 120516 道元の思想 小坂 国継

2021 冬 140601 基礎からのエッセイ教室 花井 正和 → 120603 基礎からのエッセイ教室 花井 正和

2022 春 113202 フランス語〔入門〜初級〕 齋藤 公一 → 123202 フランス語〔入門〜初級〕【継続】 齋藤 公一
2022 春 113206 フランス語〔入門〕 小幡 一雄 → 123206 フランス語〔入門〕【継続】 小幡 一雄
2022 春 113208 フランス語〔上級〕 小幡 一雄 → 123208 フランス語〔上級〕【継続】 小幡 一雄
2022 春 113252 フランス語会話〔初級〕 Lydia Kiyota → 123252 フランス語会話〔初級〕【継続】 Lydia Kiyota
2022 春 113253 フランス語会話〔中級〕 Lydia Kiyota → 123253 フランス語会話〔中級〕【継続】 Lydia Kiyota
2022 春 113303 イタリア語〔初級〕 Ermanno Arienti → 123303 イタリア語〔初級〕【継続】 Ermanno Arienti
2022 春 113307 イタリア語〔中上級〜上級〕【継続】 Ermanno Arienti → 123307 イタリア語〔中上級〜上級〕【継続】 Ermanno Arienti
2022 春 113405 スペイン語〔初級〜中級〕 Enrique Almaraz → 123405 スペイン語〔初級〜中級〕【継続】 Enrique Almaraz
2022 春 113703 韓国語〔中級〕 石 花賢 → 123703 韓国語〔中級〕【継続】 石 花賢
2022 春 113707 韓国語〔上級〕 石 花賢 → 123707 韓国語〔上級〕【継続】 石 花賢
2022 春 113805 中国語〔中上級〕 呉 英偉 → 123805 中国語〔中上級〕【継続】 呉 英偉
2022 春 113851 中国語〔初級〕 呉 英偉 → 123851 中国語〔初級〕【継続】 呉 英偉

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

なし

なし

２０２２年度 夏講座【早稲田校】継続講座一覧

外国語（英語）

人間の探求

2022年度　夏講座継続元講座

文学の心

日本の歴史と文化

芸術の世界

世界を知る



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 210107 小説教室 根本 昌夫 → 220107 小説教室 根本 昌夫

2021 冬 140289 徳川将軍家再考! 8代吉宗の29年 菅野 俊輔 → 220206 徳川将軍家再考! 8代吉宗の29年 菅野 俊輔

2022 春 210219 昭和戦前・戦中の歴史 望月 雅士 → 220219 昭和戦前・戦中の歴史 望月 雅士

2022 春 210236 昭和の歴史を振り返る 望月 雅士 → 220231 昭和の歴史を振り返る 望月 雅士

2022 春 210226 お江戸演芸・文化散歩 【春編】 瀧口 雅仁 → 220223 お江戸演芸・文化散歩【夏編】 瀧口 雅仁

2022 春 210418 書道に親しむ 松川 玉堂 → 220412 書道に親しむ 松川 玉堂

2022 春 210605 読むこと、語ること(基礎クラス) 林 理絵子 → 220605 読むこと、語ること(基礎クラス) 林 理絵子
2022 春 210606 読むこと、語ること(応用クラス) 林 理絵子 → 220606 読むこと、語ること(応用クラス) 林 理絵子

2022 春 213002 楽しく学ぶ日常英会話 〔基礎〜初級〕 Robert L.　Plautz → 223002 楽しく学ぶ日常英会話〔基礎〜初級〕【継続】 Robert L.　Plautz

2022 春 213012 楽しい! 身につく!! 英会話〔入門〜基礎〕 伊藤 宏美 → 223008 楽しい! 身につく!! 英会話〔入門〜基礎〕【継続】 伊藤 宏美
2022 春 213015 楽しい! 身につく!! 英会話〔初級〕〈水曜クラス〉 伊藤 宏美 → 223009 楽しい! 身につく!! 英会話〔初級〕〈水曜クラス〉【継続】 伊藤 宏美
2022 春 213018 楽しい! 身につく!! 英会話〔中級〕 伊藤 宏美 → 223011 楽しい! 身につく!! 英会話〔中級〕【継続】 伊藤 宏美
2022 春 213022 International Business Communication〔中級〜中上級〕 Kevin R.　Knight → 223020 International Business Communication〔中級〜中上級〕【継続】 Kevin R.　Knight

２０２２年度 夏講座【八丁堀校】継続講座一覧
継続元講座 2022年度　夏講座

文学の心

日本の歴史と文化

ビジネス・資格
なし

外国語（英語）

世界を知る
なし

芸術の世界

人間の探求

くらしと健康

現代社会と科学

なし

なし



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 310105 『源氏物語』を読む 吉井 美弥子 → 320103 『源氏物語』を読む 吉井 美弥子

2022 春 310113 初歩の初歩の俳句講座〈午前クラス〉 復本 一郎 → 320111 初歩の初歩の俳句講座〈午前クラス〉 復本 一郎

2022 春 310114 初歩の初歩の俳句講座〈午後クラス〉 復本 一郎 → 320112 初歩の初歩の俳句講座〈午後クラス〉 復本 一郎

2021 冬 340510 仏教思想特講 岩田 孝 → 320508 仏教思想特講 岩田 孝

2022 春 310612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 → 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

なし

くらしと健康

２０２２年度 夏講座【中野校】継続講座一覧

現代社会と科学／ビジネス・資格／外国語(英語)/外国語（英語以外）

継続元講座 2022年度　夏講座

文学の心

芸術の世界

人間の探求

日本の歴史

なし

なし

なし

世界を知る


