
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 秋 130129 俳句創作講座【クラスI】 井上 弘美 → 140117 基礎を鍛える俳句創作 井上 弘美
2022 秋 130140 原文で楽しむシェイクスピア 森本 美樹 → 140114 原文で楽しむシェイクスピア 森本 美樹

2022 秋 130402 歌舞伎と文楽 児玉 竜一 → 140401 歌舞伎と文楽 児玉 竜一
2022 秋 130401 歌舞伎への招待 葛西 聖司 → 140402 歌舞伎への招待 葛西 聖司
2021 冬 140405 花愛でる日本美術 新江 京子 → 140405 歌仙絵を楽しむ 新江 京子
2022 夏 120405 浮世絵で楽しむ江戸の文化 深谷 大 → 140406 浮世絵で楽しむ江戸の文化 深谷 大
2022 夏 120408 日本仏教の「こころ」と「かたち」―薬師寺【午前クラ 村松哲文＋吉村 誠 → 140409 日本仏教のこころとかたち―興福寺【午前クラ 村松哲文＋吉村 誠

2022 夏 120409
日本仏教の「こころ」と「かたち」―薬師寺【午後クラ
ス】

村松哲文＋吉村 誠 → 140410
日本仏教のこころとかたち―興福寺【午後クラ
ス】

村松哲文＋吉村 誠

2022 夏 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 → 140419
映画界のリアル二刀流―アカデミー監督賞に輝
いた大スターたち

渡辺 俊雄

2022 夏 120417 風景の詩【月曜クラス】 南口 清二 → 140420 風景の詩【月曜クラス】 南口 清二
2022 夏 120418 風景の詩【水曜クラス】 南口 清二 → 140421 風景の詩【水曜クラス】 南口 清二
2022 夏 120481 西洋美術史入門 小倉 康之 → 140424 西洋美術史入門 小倉　康之

2022 夏 120502 芸術の哲学(21) 平尾 始 → 140504 芸術の哲学(22) 平尾 始
2022 夏 120503 映画の中の哲学 ダイジェスト 平尾 始 → 140505 映画の中の哲学 ダイジェスト 平尾 始
2022 秋 130514 仏典を読む―世親の『成業論』	 吉村 誠 → 140507 世親伝を読む 吉村 誠
2022 夏 120506 「悟り」とは何か	 正木 晃 → 140508 「修行」とは何か? 正木 晃
2022 秋 130506 道元の思想 小坂 国継 → 140521 道元の思想 小坂 国継

2022 夏 120603 基礎からのエッセイ教室 花井 正和 → 140601 基礎からのエッセイ教室 花井 正和

2022 秋 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 → 140604
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 秋 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 → 140603
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

2019 夏 220603 堅実で科学的な株式投資法 榊原 正幸 140607
堅実で科学的な株式投資法による老後対策の
ススメ

榊原 正幸

2022 秋 130684 社会人のための楽しいレスリング 太田 章 → 140682 社会人のための楽しいレスリング 太田 章

2022 秋 133001 英語会話〔入門〕〈火曜クラス〉【継続】 Michael Green → 143001 英語会話〔入門〕〈火曜クラス〉【継続】 Michael Green
2022 秋 133002 英語会話〔入門〕〈月曜クラス〉 Mark Yonick → 143005 英語会話〔入門〕〈月曜クラス〉【継続】 Mark Yonick
2022 秋 133009 英語会話〔初級〕〈月曜クラス〉【継続】	 Mark Yonick → 143008 英語会話〔初級〕〈月曜クラス〉【継続】	 Mark Yonick
2022 秋 133012 英語会話〔中級〕〈水曜・Aクラス〉【継続】	 John Aguinaldo → 143012 英語会話〔中級〕〈水曜・Aクラス〉【継続】	 John Aguinaldo
2022 秋 133014 英語会話〔中上級〕〈月曜クラス〉【継続】 Mark Yonick → 143014 英語会話〔中上級〕〈月曜クラス〉【継続】 Mark Yonick

2022 秋 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 → 143027
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 秋 133253 フランス語会話〔中級〕【継続】 Lydia Kiyota → 143253 フランス語会話〔中級〕【継続】 Lydia Kiyota

なし
芸術の世界

世界を知る

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

なし

２０２２年度冬講座【早稲田校】継続講座一覧

2022年度　冬講座継続元となる講座

文学の心

日本の歴史と文化



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 秋 230106 小説教室 根本 昌夫 → 240107 小説教室 根本 昌夫

2022 秋 230221 昭和戦前・戦中の歴史 	望月 雅士 → 240221 昭和戦前・戦中の歴史 	望月 雅士
2022 秋 230232 昭和の歴史を振り返る 	望月 雅士 → 240222 昭和の歴史を振り返る 	望月 雅士
2022 秋 230225 お江戸演芸・文化散歩 【秋編】 瀧口 雅仁 → 240227 お江戸演芸・文化散歩【冬編】 瀧口 雅仁

2022 秋 230413 書道に親しむ 松川 玉堂 → 240418 書道に親しむ 松川 玉堂

2022 秋 230606 読むこと、語ること(基礎クラス) 林 理絵子 → 240604 読むこと、語ること(基礎クラス) 林 理絵子
2022 秋 230607 読むこと、語ること(応用クラス) 林 理絵子 → 240605 読むこと、語ること(応用クラス) 林 理絵子

2022 秋 233002 楽しく学ぶ日常英会話 〔基礎〜初級〕【継続】 Robert L.　Plautz → 243002 楽しく学ぶ日常英会話〔基礎〜初級〕【継続】 Robert L.　Plautz
2022 秋 233009 楽しい! 身につく!! 英会話〔入門〜基礎〕【継続】 伊藤 宏美 → 243009 楽しい! 身につく!! 英会話〔入門〜基礎〕【継続】 伊藤 宏美
2022 秋 233012 楽しい! 身につく!! 英会話〔初級〕〈水曜クラス〉【継続】 伊藤 宏美 → 243012 楽しい! 身につく!! 英会話〔初級〕〈水曜クラス〉【継続】 伊藤 宏美
2022 秋 233015 楽しい! 身につく!! 英会話〔中級〕【継続】 伊藤 宏美 → 243015 楽しい! 身につく!! 英会話〔中級〕【継続】 伊藤 宏美

2022年度　冬講座

文学の心

日本の歴史と文化

世界を知る

２０２２年度冬講座【八丁堀校】継続講座一覧

継続元となる講座

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



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 秋 330102 『日本書紀』を読む 小林 真美 → 340102 『日本書紀』を読む 小林 真美
2022 秋 330105 『源氏物語』を読む 吉井 美弥子 → 340105 『源氏物語』を読む 吉井 美弥子
2022 秋 330115 初歩の初歩の俳句講座〈午前クラス〉 復本 一郎 → 340115 初歩の初歩の俳句講座〈午前クラス〉 復本 一郎
2022 秋 330116 初歩の初歩の俳句講座〈午後クラス〉 復本 一郎 → 340116 初歩の初歩の俳句講座〈午後クラス〉 復本 一郎
2022 秋 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 → 340119 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 夏 320508 仏教思想特講 岩田 孝 →  340510 仏教思想特講 岩田 孝

2022 秋 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 → 340611 正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 秋 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 → 340612 正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

くらしと健康

現代社会と科学
なし

ビジネス・資格

２０２２年度冬講座【中野校】継続講座一覧

なし
外国語(英語)

外国語（英語以外）
なし

継続元となる講座 2022年度　冬講座

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


