秋 2021

どなたでも学べる早稲田大学の公開講座

早稲田大学オープンカレッジ

早稲田校・中野校
オンライン
オンデマンド

秋講座 9 月開講
講座情報公開：

8/6（金）

《会員先行受付》

8/17（ 火）〜 Web：8/19（木）23:59
ハガキ：8/18（水）消印有効

※Web は 9:30 より
会員先行受付は
先着順ではありません。

受付終了後、定員を超過した講座のみ、抽選を行います。抽選結果はマイページでご確認ください。
受付終了後
定員を超過し

《一般申込受付》

8/25（水）9:30 〜（Web・電話・窓口）
【お申し込み・お問い合わせ】

Web：https://www.wuext.waseda.jp
電 話：03-3208-2248（受付：午前 9 時 30 分〜午後 5 時

日曜・祝日・休業日を除く）

会員先行・一般申込受付ともに、オンライン・オンデマンド講座は
会員先行・一般申込受付ともに
オンライン・オンデマンド講座は Web 申込のみとなります。

目次

秋学期無料オンライン講座体験会 9 /10（金）、9/11（土）╱P.1
※秋学期無料体験会は、全てオンライン講座となります。

はじめてオンライン講座を受ける人のための

無料「Zoom（ズーム）」練習会 ╱P.1
╱P.3
対面講座（早稲田校・中野校）

オンライン講座 ╱P.23
オンデマンド講座 ╱P.32
受講規約╱P.39

秋学期 協力講座 のご案内
地方自治体等の協力を得て、日本各地の歴史、政治、経済、社会、文化などをご紹介する講座です。

オンライン講座

和歌山県

協力講座

730001 エルトゥールル号事件 130 年の記憶

受講料

和歌山が紡ぐ日本とトルコの友好
〜日本とトルコの友好の原点和歌山を訪ねて〜
日程

日程

会員：4,400 円 / ビジター：5,060 円

10/16 〜 11/20

土曜日（全 4 回、1 単位）

講師名

13:00 〜 14:30

テーマ

10/16

三沢 伸生（東洋大学社会学部教授）

10/23

コルクット・ギュンゲン （駐日トルコ共和国特命全権大使） トルコと日本の友好関係

11/13

沼田 準一 （串本ふるさと大使）

トルコ航空による日本人救出劇

11/20

九

癒しと蘇りの聖地「熊野」

家隆 （熊野本宮大社宮司）

オンライン講座

高知県

エルトゥールル号事件と日本＝トルコ関係
※逐次通訳あり
※同時または逐次通訳あり

協力講座
受講料

730002 「幕末明治土佐学講座」新しい地方の登場

日程

〜廃藩置県と土佐人〜

会員：5,500 円 / ビジター：6,325 円

11/13 〜 12/11

土曜日（全 5 回、1 単位）
日程

講師名

15:30 〜 17:00

テーマ

11/13

高木 翔太（高知県立高知城歴史博物館学芸員）

四国の廃藩置県

11/20

渡部

最後の土佐藩主山内豊範

11/27

今井 章博（土佐史談会副会長）

後藤象二郎の大同団結運動は大政奉還の幻影だった

中村 茂生（高知近代史研究会会長）

石田英吉−ある海援隊士の一身二生

矢木 伸欣（宿毛市立宿毛歴史館館長）

地方長官を歴任した宿毛の人物群像

12/4
12/11

淳（高知県立高知城歴史博物館館長）

対面（早稲田校）+ オンライン
対面

130001
オンライン

東紀州地域振興公社

受講料
【対面 + オンラインのハイブリット】

古代史から読み解く熊野神話

630001 〜日本書紀編纂 1300 年記念講座〜
日程

12/4

協力講座
日程

会員：3,300 円 / ビジター：3,795 円

12/4 〜 12/18

土曜日（全 3 回、1 単位）

講師名

13:00 〜 14:30

テーマ

池田 雅之（早稲田大学名誉教授）

記紀神話で熊野はどう語られたか

12/11

中上 紀（作家）

熊野神話と中上健次

12/18

三石 学（みえ熊野学研究会運営委員長）

熊野信仰の成立と変遷

入会金無料
キャンペーン

オンライン講座 無料 体験会

秋学期実施の講座概要がわかるオンライン講座体験会です。体験会ご受
講のビジターの方はオープンカレッジ入会金が無料となります。ご受講後、
入会お申込みフォームの URL をお送りいたします。

入会お申込み期限：10 月 31 日（日）
講座無料体験会講座には定員があり、ご受講には申込みが必要です。
時

間

講座コード

講

座

名

講師名

739024 『源氏物語』ハイライト―物語編

11:00 〜
739021
11:30

古代ローマへのいざない
ニュース英語のボキャブラリー・リスニング強化

739025 コース〔中級〜中上級〕

13:30 〜 739014
14:00
739023
9/10
（金）

日本と世界の神々 : 日本、メソポタミア、ギリシャ
など
金融機関では教えてくれない「金融資産運用設計」

739018 コロナと経済

16:00 〜
739015
16:30

巨大ウイルスの謎に迫る

739019 東洋美術史入門
739013 社会人のための必修教養講座 哲学入門

19:00 〜
739017
19:30

河添 房江

東京学芸大学名誉教授

宮城 徳也

早稲田大学教授

大島さくら子

9/11 13:30 〜 739010
（土） 14:00
16:00 〜 739022
16:30
739020

株式会社オフィス・ビー・ア
イ代表取締役、英語講師

平藤 喜久子 國學院大學教授
洞口 勝人

ファイナンシャルプランナー
[CFP 日本 FP 協会認定 ]

樋口 清秀

早稲田大学名誉教授

武村 政春

東京理科大学教授

片岡 直樹

新潟産業大学教授

岡本 裕一朗 玉川大学名誉教授

社会人のための必修教養講座 宗教の諸相―世界
と日本、過去と現在

中村 圭志

739016 戦争と金融の魔訶不思議な関係

11:00 〜
739012
11:30

講師肩書

齊藤 誠

宗教学者、著述家、昭和女子
大学講師
名古屋大学教授

ケルト文化を『ガリア戦記』から読み解く：古戦場
から聖地へ

鶴岡 真弓

多摩美術大学 芸術人類学研
究所 所長・大学美術館 館長

即位できなかった皇子たち

倉本 一宏

国際日本文化研究センター教授

国際報道から読み解く世界─コロナ後を見すえて
肖像画で読み解くイギリス史

横村 出
齊藤 貴子

ジャーナリスト
早稲田大学講師、上智大学大
学院講師

はじめてオンライン講座を受ける人のための

無料 「Zoom（ズーム）
」練習会
講座には定員があり、ご受講にはお申し込みが必要です。ホームページからお申し込みください。
日

程

8/30（月）
9/4（土）
9/13（月）
9/21（火）
9/25（土）
9/30（木）

時

間

15:30 〜 17:00
10:30 〜 12:00
10:30 〜 12:00
10:30 〜 12:00
15:30 〜 17:00
13:00 〜 14:30

内

容

オンライン講座に参加したいけど「やり方がわからない」
「Zoom を使えるか不安」
、
そんな方を対象とした Zoom 無料練習会です。実際にやってみて疑問を解決し、安
心して受講してください。
【内容】
オンライン講座の申込 /Zoom への参加 / 配付資料のダウンロード / 音声チェック
/ 講師への質問 /Zoom 画面の操作 / アンケート入力 / 終了・退出 / 出席のつけ方 /
欠席等の場合の講座録画の視聴
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秋学期 オンデマンド講座スタート
秋学期から、過去の講義アーカイブをご受講いただけるオンデマンド講座がスタートします。
秋学期の配信は 67 講座。文学、歴史から、世界の文化、芸術、哲学、現代社会、科学まで、2020 年
度冬学期、2021 年度春学期にオンライン講座として実施した多彩な講座を、お好きな時間にお好きな
場所から、自由にご受講いただけます。

◆お申し込み前にお試し講義を視聴可能
オンデマンド講座の講座詳細ページでは、お申し込み前に、5 分程度の講義動画を視聴することができます。

◆ご受講は MyPage から
赤い「受講する」ボタンをクリックして動画を視聴し、
青い「ダウンロード」ボタンをクリックして資料をダウ
ンロードします。各講座は 2022 年 1 月末まで何度でも
視聴可能です。

「こちら」をクリックすると「オンデマンド
講座の受講方法」を確認できます。

オンデマンド講座受講方法のご案内
各講座の受講料や申し込み、受講方法等は下記ホームページでご確認ください。

https://www1.ex-waseda.jp/ondemand
・お申込みは講座ごととなります（1 講義ごとに単体でお申し込みはできません）。
・受講料は各講座の講義数により異なります。
・1 講義はおよそ 90 分です。

【ご注意ください】
※オンデマンド講座はオープンカレッジの単位付与対象外です。
※ご受講後に講義内容についての質疑応答はお受けできません。
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2021 年度秋学期講座 対面講座一覧
※講座の内容は変更することがあります。必ず、エクステンションセンターホームページで講座情報を確認のうえお申し込みください。

■文学の心▶早稲田校
130101 江戸の絵本、黄表紙を読む
鈴木 久美 早稲田大学講師
130104 漱石文学の世界
中島 国彦 早稲田大学名誉教授
130107 白楽天鑑賞
田口 暢穗 鶴見大学名誉教授
130109 万葉集を読む
横倉 長恒 長野県短期大学名誉教授
130112 『源氏物語』若菜上巻を読む
栗山 元子 早稲田大学講師
130115 平安時代の歴史物語を読む
福家 俊幸 早稲田大学教授
130116 『平家物語』を読む
大津 雄一 早稲田大学教授
130117 『新古今和歌集』入門
渡邉 裕美子 立正大学教授
130118 芭蕉の俳文を読む
堀切 実 早稲田大学名誉教授
130122 朗読の楽しみ【火曜クラス】
鈴木 千秋 朗読家、フェリス女学院大学講師
130124 朗読の楽しみ【金曜クラス】
朗読家、早稲田大学・相模女子大学・立正大学

内木 明子 講師

130129 俳句創作講座【クラス I】
井上 弘美 俳誌「汀」主宰、武蔵野大学特任教授

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥20,790 / ビジター：￥23,908
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/30、11/13、11/20
土曜日(全 7 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、12/3、12/10
金曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 4 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥39,600 / ビジター：￥45,540
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥39,600 / ビジター：￥45,540
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246
日程 9/30、10/28、11/25
木曜日(全 3 回、1 単位) 14:45〜16:15
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※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。

130130 俳句創作講座【クラス II】
井上 弘美 俳誌「汀」主宰、武蔵野大学特任教授
130132 原音と朗読で楽しむ漢詩
村山 吉廣 早稲田大学名誉教授
130133 中国古典を読む
村山 吉廣 早稲田大学名誉教授
130134 短歌 実作と研究
三枝 昂之 歌人、宮中歌会始選者
130135 川柳と周辺文化
十六代川柳、女子美術大学特別招聘教授、川柳

尾藤 川柳 公論社主宰

130137 聖書と文学
中村 匡克 聖書研究者、英文学者、元工学院大学教授
130139 シェイクスピアのことばと文化
冬木 ひろみ 早稲田大学教授
130140 原文で楽しむシェイクスピア
森本 美樹 早稲田大学講師
130142 現代イギリスの女性作家を読む
栗原 行雄 翻訳家、元早稲田大学教授
130144 『古事記』を読み直す
菅野 雅雄 古事記学会理事
130152 松本清張を読む
高橋 敏夫 早稲田大学教授、文芸評論家
130153 詩を読み、詩を書き、詩を生きる
小池 昌代 詩人、作家
130195 「銀の時代」（19 世紀末─ 20 世紀初期）のロシア文学入門
貝澤 哉 早稲田大学教授
130196 小説教室〈A クラス〉
根本 昌夫 文芸編集者、法政大学講師
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受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246
日程 10/7、11/11、12/9
木曜日(全 3 回、1 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/27、10/11、10/25、11/8、11/22
月曜日(全 5 回、1 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/24、10/8、10/22、11/12、11/26
金曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/2、11/9、11/16、11/30
火曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27
水曜日(全 5 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 4 回、1 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/25、10/9、10/23、11/13、11/27
土曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30

※【対面+オンラインのハイブリッド】と書いてある講座は、教室でも、オンラインでもご受講いただけます。

130197 小説教室〈B クラス〉
根本 昌夫 文芸編集者、法政大学講師
130198 小説教室〈C クラス〉
根本 昌夫 文芸編集者、法政大学講師
130199 万葉集全講
太田 豊明 国士舘大学講師

受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/25、10/9、10/23、11/13、11/27
土曜日(全 5 回、1 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/2、10/16、10/30、11/20、12/4
土曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15

■文学の心▶中野校
330101 古事記講釈 ─ 古代の神話はエンターテインメント
志水 義夫 東海大学教授
330105 『源氏物語』を読む
吉井 美弥子 和洋女子大学教授
330106 『源氏物語』を楽しく読む
橋本 ゆかり 東京都立大学講師
330108 朗読 声に出して読む平家物語
話芸集団 ぶれさんぽうず、カルチャースクー

斎藤 由織 ル講師

330110 幻想文学探求の先達たち ─ 中井英夫、澁澤龍彦から須永朝彦まで
東 雅夫 文芸評論家、アンソロジスト
330113 作家別に学ぶ小説教室(秋期)
井之上 達矢 編集者、慶應義塾大学講師
330115 初歩の初歩の俳句講座〈午前クラス〉
復本 一郎 神奈川大学名誉教授
330116 初歩の初歩の俳句講座〈午後クラス〉
復本 一郎 神奈川大学名誉教授
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 俳人、早稲田大学・玉川大学講師
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 俳人、早稲田大学・玉川大学講師

受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 8 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/4、10/18、11/1、11/22、11/29
月曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/14、10/28、11/11、11/25
木曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥12,898 / ビジター：￥14,680
日程 10/2、10/2、10/16、10/16
土曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜16:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27
土曜日(全 6 回、1 単位) 10:00〜12:00
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/30、10/14、10/28、11/11、11/25、12/2
木曜日(全 6 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/30、10/14、10/28、11/11、11/25、12/2
木曜日(全 6 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/29、10/6、10/20、11/17、12/1
水曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/29、10/6、10/20、11/17、12/1
水曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30
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※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。

330119 実作短歌入門
福島 泰樹 歌人
330123 朗読を楽しむ─発声・発音から作品朗読まで
話芸集団 ぶれさんぽうず、カルチャースクー

斎藤 由織 ル講師

330124 「平家物語」を読む
清水 由美子 中央大学講師、成蹊大学講師
330127 万葉集の世界
鈴木 道代 創価大学助教、國學院大學兼任講師
330130 レトリックから読み解く文学
石出 靖雄 明治大学教授

受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/25、10/9、10/23、11/13、11/27、12/4
土曜日(全 6 回、1 単位) 15:00〜16:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/7、10/21、11/4、11/18、12/2
木曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 4 回、1 単位) 15:00〜16:30

■日本の歴史と文化▶早稲田校
130204 日本の近代
阿部 恒久 共立女子大学名誉教授
130210 『日本書紀』から見る古代の日本
瀧音 能之 駒澤大学教授
130211 民藝の世界にふれる
加原 奈穂子 早稲田大学講師
130212 史料でみる平安前期社会
瀧音 能之 駒澤大学教授
130213 中世史料学概説【後期】
東京大学史料編纂所特任研究員、早稲田大学講

宮﨑 肇 師

130217 『信長公記』を読む
堀 新 共立女子大学教授
130218 『秀吉事記』を読む
堀 新 共立女子大学教授
130219 やさしい古文書講座
雲藤 等 早稲田大学先端社会科学研究所招聘研究員
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受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/9、11/16、11/23、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/30
火曜日(全 8 回、1 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/7、10/14、10/21、10/28
木曜日(全 4 回、1 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/30
火曜日(全 8 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8、12/15
水曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3、12/10
金曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10

※【対面+オンラインのハイブリッド】と書いてある講座は、教室でも、オンラインでもご受講いただけます。

130220 江戸時代の日記を読む
雲藤 等 早稲田大学先端社会科学研究所招聘研究員
130221 吾妻鏡を読む
新井 孝重 獨協大学名誉教授
130225 日本の近代史
大日方 純夫 早稲田大学名誉教授
130226 近代日本と早稲田大学
佐藤 能丸 日本近代史家
130227 忘れられた日本近代史─中国東北:遼東半島・関東州の歴史
小林 英夫 早稲田大学名誉教授
130229 江戸・東京の歴史散歩
藤島 幸彦 早稲田大学講師、綜芸文化研究所所長
130231 東京山の手の地形と街並み
松本 泰生 尚美学園大学講師、元早稲田大学講師
130233 茶の湯の歴史 禅と茶・真髄編
禅茶・茶道研究家、華道家、吉備国際大学客員

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥17,930 / ビジター：￥20,157
日程 10/12、10/19、10/26、11/2、11/9
火曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥32,010 / ビジター：￥36,465
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3

山﨑 仙狹 教授

金曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30

130234 茶の湯の歴史 禅と茶・詳解編

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155

禅茶・茶道研究家、華道家、吉備国際大学客員

山﨑 仙狹 教授

130242 近代日本のトピックス
荻野 富士夫 小樽商科大学名誉教授
130243 王権の古代史
荒木 敏夫 専修大学名誉教授
【対面+オンラインのハイブリッド】

日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155

130246 日本 100 名城を歩く [東日本編]

日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2

小和田 泰経 静岡英和学院大学講師

木曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30

130247 将軍頼朝の家族
櫻井 彦 宮内庁書陵部主任研究官
130248 古代の女帝
早稲田大学・専修大学・川村学園女子大学

伊集院 葉子 講師

受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30
土曜日(全 6 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/7、10/14、10/21、10/28、11/4
木曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30

7

※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。

130284 史料でみる近代史─幕末編
大庭 邦彦 聖徳大学教授
130285 日本近代史のなかの満洲
加藤 聖文 人間文化研究機構 国文学研究資料館准教授
130286 古文書から読み解く江戸時代
加藤 貴 早稲田大学講師
130287 戦争体験と戦後日本の思想ー戦没将兵の遺書・戦争体験記を読む
北河 賢三 早稲田大学名誉教授
130288 人物でたどる琉球・沖縄の歴史と文化
勝方=稲福 恵子 早稲田大学名誉教授
130289 中世の地域社会と武家の領主
国立歴史民俗博物館・総合研究大学院大学准教

田中 大喜 授（併任）

130290 人物でたどる戦国史
丸島 和洋 東京都市大学准教授
130291 昭和戦前・戦中の歴史
望月 雅士 早稲田大学講師
130292 昭和の歴史を振り返る
望月 雅士 早稲田大学講師
130293 座学)古地図でめぐる江戸の「神楽坂」界隈
菅野 俊輔 江戸文化研究家、歴史家
130294 江戸のくずし字史料で読む《大奥スキャンダル！江島事件》
菅野 俊輔 江戸文化研究家、歴史家
130295 数学からみた歴史の出来事
柳谷 晃 早稲田大学高等学院教諭、早稲田大学講師
130296 東京昭和観光
泉 麻人 コラムニスト
130297 聖徳太子とその時代─太子の正体に迫る
瀧音 能之 駒澤大学教授
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受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/14、10/28、11/11、11/25、12/9
木曜日(全 5 回、1 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/24、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12
金曜日(全 6 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 5 回、1 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/27、10/11、10/25、11/1、11/15、11/29
月曜日(全 6 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6
月曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥9,680 / ビジター：￥11,016
日程 10/2、10/9、10/16
土曜日(全 3 回、1 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/30
火曜日(全 8 回、1 単位) 10:40〜12:10

※【対面+オンラインのハイブリッド】と書いてある講座は、教室でも、オンラインでもご受講いただけます。

130298 初歩習得者のための古文書講座
久保 貴子 早稲田大学・昭和女子大学講師
130299 初歩からまなぶ古文書
久保 貴子 早稲田大学・昭和女子大学講師

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10

■日本の歴史と文化▶中野校
330202 古代の地方豪族をめぐる諸問題
加藤 謙吉 元中央大学講師、元成城大学講師
330203 倭国の国家形成の始まりと東アジア
河内 春人 関東学院大学准教授
330205 子供と子育てで見る王朝時代
神奈川大学日本常民文化研究所特別研究員、神

繁田 信一 奈川大学講師

330206 日本史の法則
本郷 和人 東京大学教授
330207 関ヶ原合戦全史
渡邊 大門 株式会社歴史と文化の研究所代表取締役
330208 「本当にはじめて」の江戸時代古文書
戸森 麻衣子 東京農業大学講師
330213 江戸時代の武家社会
荒木 裕行 東京大学史料編纂所准教授
330214 木戸孝允とその時代
落合 弘樹 明治大学教授
330216 東アジアの中の戦後日本史 1945‑1955
笠原 十九司 都留文科大学名誉教授
330219 聖地と山岳信仰 ─ 日本文化の根底を探る
鈴木 正崇 慶應義塾大学名誉教授
330220 日本・日本人とは何か ─ 戦後アメリカの日本観はいかにして形成されたか
池田 雅之 早稲田大学名誉教授

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/7、10/21、11/18、12/2
木曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10
水曜日(全 6 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/9
火曜日(全 6 回、1 単位) 15:00〜16:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 8 回、1 単位) 15:00〜16:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/7、10/14、10/21、11/4、11/11、11/18
木曜日(全 6 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/6、10/13、10/20、10/27
水曜日(全 4 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 5 回、1 単位) 15:00〜16:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6
月曜日(全 10 回、2 単位) 15:00〜16:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 5 回、1 単位) 15:00〜16:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 6 回、1 単位) 15:00〜16:30
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※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。

330224 地図でたどる鉄道 150 年の歩み
地図研究家、一般財団法人日本地図センター客

受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/1、10/8、10/15、10/29、11/12

今尾 恵介 員研究員

金曜日(全 5 回、1 単位) 15:00〜16:30

330225 新宿区の微地形 ─江戸以前と「新宿」の誕生・拡大にふれて

受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493

出版社「之潮(コレジオ)」主宰、元東京経済大

芳賀 啓 学客員教授

330235 〈戦後〉はどう描かれたか
柴崎 信三 ジャーナリスト、元日本経済新聞論説委員
330299 お江戸演芸・文化散歩【秋編】
瀧口 雅仁 芸能史研究家、恵泉女学園大学講師

日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4
木曜日(全 6 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥26,070 / ビジター：￥29,634
日程 9/27、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/29
月曜日(全 8 回、1 単位) 13:00〜14:30

■世界を知る▶早稲田校
130303 「ヨーロッパ」とは何か・ヨーロッパを考える
森原 隆 早稲田大学教授
130304 エジプト学概論
早稲田大学教授、早稲田大学エジプト学研究所

近藤 二郎 所長

130305 古代メソポタミア史料講読
川崎 康司 早稲田大学講師

日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10

【対面+オンラインのハイブリッド】

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155

130307 中世ヨーロッパの歴史
鈴木 喜晴 早稲田大学講師

日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8

130309 近代ヨーロッパの歴史
小原 淳 早稲田大学教授
130310 近現代のイタリア
三森 のぞみ 早稲田大学講師
130313 フランスの歴史と文化
小林 茂 早稲田大学名誉教授
130314 古代ギリシアの歴史と文化
宮城 徳也 早稲田大学教授
130315 オリエントの考古学
メソポタミア考古学教育研究所代表、早稲田大

小泉 龍人 学講師
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受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155

水曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3、12/10
金曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15

※【対面+オンラインのハイブリッド】と書いてある講座は、教室でも、オンラインでもご受講いただけます。

130323 フランスの地方: その歴史と文化
小林 茂 早稲田大学名誉教授

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30

【対面+オンラインのハイブリッド】

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155

130339 ビジュアル 英国文化
森田 彰 早稲田大学教授

日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7

130340 遣唐使が見た国際都市長安
石見清裕 早稲田大学教授
130394 東南アジアを知る
岩崎 育夫 元拓殖大学教授
130396 1920 年代：ヒトラー登場前後の世界
宮坂 豊彦 現代史研究家、早稲田大学招聘研究員
130397 中国古代の歴史散歩
三﨑 良章 早稲田大学客員教授
130398 東アジアの歴史と現在─近代の淵源に遡って考える
国際日本文化研究センター教授、総合研究大学

火曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15
月曜日(全 8 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4
木曜日(全 6 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 8 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/27、10/4、10/18、10/25、11/8、11/15、11/22、11/29

伊東 貴之 院大学教授

月曜日(全 8 回、1 単位) 13:00〜14:30

130399 ドイツ再考 ─ 19 のイメージから探る「ひとつのドイツ」

受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662

元ドイツ WHU ‑ Otto Beisheim School of

持田 節子 Management 講師

日程 10/2、10/16
土曜日(全 2 回、1 単位) 13:00〜16:15

■世界を知る▶中野校
330301 新西洋史 ─ 社会・生活・制度で学ぶ近現代
新保 良明 東京都市大学教授
330305 イギリス王室の謎
石井 美樹子 神奈川大学名誉教授
330307 英国美しい陶磁器の世界 ─ 年表でひも解く英国陶磁器史
立川 碧 紅茶教室主宰、紅茶文化史研究家
330308 映画からみる世界 ─ 食から多文化共生を考える
安井 裕司 日本経済大学教授
330312 朝鮮三国史
大井 剛 元東京成徳大学教授

受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 8 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 5 回、1 単位) 15:00〜16:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/25、9/25、10/9、10/9、10/23、10/23
土曜日(全 6 回、1 単位) 10:30〜14:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22
月曜日(全 6 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 15:00〜16:30
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※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。

330313 朝鮮近代史 ─ 朝鮮併合への道
武井 一 都立日比谷高等学校講師

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 10 回、2 単位) 10:30〜12:00

【対面+オンラインのハイブリッド】

受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077

330314 衣食住から見る中国四千年の歴史 ─ 日本人との比較
加藤 徹 明治大学教授

日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26
火曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00

330319 現代世界と地政学

受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077

早 稲 田 大 学 教 授、英 国 王 立 歴 史 学 会 正 会 員

松園 伸 (FRHistS)

330321 中欧歴史めぐり
薩摩 秀登 明治大学教授
330323 映画・TV ドラマと文学作品で巡る「英国」
井伊 順彦 英文学者
330331 世界の神話
沖田 瑞穂 日本女子大学講師、白百合女子大学講師
330334 中国の戦略 ─ ウイグル、内モンゴル、台湾、香港はどうなる
大野 旭 静岡大学教授
330335 対立と成長と革命のヨーロッパ近代史通観
福井 憲彦 学習院大学名誉教授

日程 11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 5 回、1 単位) 15:00〜16:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16
火曜日(全 8 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥20,790 / ビジター：￥23,908
日程 10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 7 回、1 単位) 15:00〜16:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/8、10/15、10/22、10/29
金曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 6 回、1 単位) 15:00〜16:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 10:30〜12:00

■芸術の世界▶早稲田校
130402 歌舞伎と文楽
児玉 竜一 早稲田大学教授、早稲田大学演劇博物館副館長
130404 能と狂言を楽しむ
善竹 十郎 能楽師 大蔵流狂言方
130407 はじめての日本美術史
新江 京子 早稲田大学講師
130409 奈良美術を知るⅦ A【月曜クラス】
片岡 直樹 新潟産業大学教授
130410 奈良美術を知るⅦ B【火曜クラス】
片岡 直樹 新潟産業大学教授
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受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10

※【対面+オンラインのハイブリッド】と書いてある講座は、教室でも、オンラインでもご受講いただけます。

130412 画像で見る古代アフガニスタン美術入門
松平 美和子 駒澤大学講師
130415 天平の仏教美術
松原 智美 津田塾大学講師
130418 仏教美術入門Ⅵ【午前クラス】
山田 磯夫 元早稲田大学教授
130429 イタリア・ルネサンス美術
髙橋 朋子 学習院女子大学講師
130430 英国美術の詩学・特別篇─ロマン派詩人ジョン・キーツという伝統
齊藤 貴子 早稲田大学講師、上智大学大学院講師
130433 イタリア音楽史
今谷 和徳 音楽史家
130434 都市と音楽の歴史
桐朋学園大学・武蔵野音楽大学・昭和音楽

米田 かおり 大学講師

130435 ウィーンのモーツァルト、シューベルト─「心」と「自然」の織りなす美
茂木 一衞 横浜国立大学名誉教授
130436 風景の詩 秋Ⅰ
南口 清二 画家、一般社団法人二紀会理事
130437 風景の詩 秋Ⅱ
南口 清二 画家、一般社団法人二紀会理事
130439 水彩ステップアップ講座【月曜クラス】
出口 雄大 イラストレーター、画家
130474 邦楽ロック 50 年史
鹿野 淳 音楽ジャーナリスト
130476 色彩を生きる─カンディンスキー、クレーの挑戦
後藤 文子 慶應義塾大学教授
130477 ビザンティン美術をめぐる旅─バルカン半島編
武田 一文 筑波大学助教

受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16
火曜日(全 8 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27
水曜日(全 5 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7、12/14
火曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥31,736 / ビジター：￥36,191
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6
月曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6
月曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥20,790 / ビジター：￥23,908
日程 9/29、10/13、10/20、10/27、11/10、11/24、12/1
水曜日(全 7 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29
金曜日(全 6 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12
金曜日(全 6 回、1 単位) 13:00〜14:30
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※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。

130478 仏教美術入門Ⅵ【午後クラス】
山田 磯夫 元早稲田大学教授
130479 歌舞伎鑑賞の手引き
矢内 賢二 明治大学教授
130480 インド伝統音楽の魅力
東京音楽大学客員教授、青山学院大学・洗

小日向 英俊 足学園音楽大学講師
130481 西洋美術史入門
小倉 康之 玉川大学教授

130482 能の読解と鑑賞ー〈恋重荷〉〈菅丞相〉〈墨染桜〉
村上 湛 明星大学教授
130483 寺院建築さんぽ ー近現代に通ずるその建築美に迫る
小岩 正樹 早稲田大学准教授
130490 シューマンとロマン主義の音楽
西原 稔 桐朋学園大学名誉教授
130491 寄席演芸 名作・名演鑑賞
今岡 謙太郎 武蔵野美術大学教授
130492 柳家権太楼の落語論
布目 英一 横浜にぎわい座館長チーフプロデューサー
130493 社会人のための必修教養講座 「私」ロック化計画
山川 健一 小説家、【「私」物語化計画】主宰
130494 バッハ 声楽作品の魅力
加藤 浩子 音楽評論家
130495 ジャズ超々入門
寺島 靖国 ジャズ評論家
130496 初心者のための音楽理論入門「感動するコード進行の研究」
麻倉 怜士 津田塾大学講師
130497 ジャズ概論
金子 健 ジャズ・ベーシスト、国立音楽大学講師
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受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/7、10/21、11/4、11/18
木曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥20,874 / ビジター：￥23,547
日程 10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15
月曜日(全 6 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1
月曜日(全 6 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/28、10/12、10/26、11/9、11/30、12/14
火曜日(全 6 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥26,730 / ビジター：￥30,739
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 9 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3、12/10
金曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9
木曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 11/12、11/19、11/26、12/3、12/10
金曜日(全 5 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/25、10/9、10/23、11/13、12/4、12/11
土曜日(全 6 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/30、10/14、10/28、11/11、11/25
木曜日(全 5 回、1 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥13,916 / ビジター：￥15,698
日程 10/21、11/4、12/2、12/9
木曜日(全 4 回、1 単位) 14:45〜16:15

※【対面+オンラインのハイブリッド】と書いてある講座は、教室でも、オンラインでもご受講いただけます。

130498 長寿と西洋画家
青 山 学 院 大 学・立 教 大 学 兼 任 講 師、ア ー ト

河原 啓子 ジャーナリスト、アートドキュメンタリー作家
130499 今、ふたたびの印象派
平松 洋 美術評論家、フリーキュレーター

受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/9、10/16
土曜日(全 2 回、1 単位) 13:00〜16:15
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/7、10/21、10/28、11/4、11/11、12/2
木曜日(全 6 回、1 単位) 14:45〜16:15

■芸術の世界▶中野校
330401 落語の楽しみ方と味わい方
瀧口 雅仁 芸能史研究家、恵泉女学園大学講師
330403 文楽のツボ ─ 人形浄瑠璃を楽しもう ─
葛西 聖司 古典芸能解説者
330411 西洋美術入門 ─ ポスト印象派の巨匠たち
岸 みづき 成城大学講師
330412 イタリア・ルネサンス美術入門
青山学院大学講師、学習院大学講師、実践

久保寺 紀江 女子大学講師、フェリス女学院大学講師

330415 中世からバッハに至る西洋音楽の伝統
樋口 隆一 明治学院大学名誉教授
330416 クラシック音楽を生涯の友に
中野 雄 音楽プロデューサー
330417 ジャズを聴く喜び
田村 文利 ジャズピアニスト
330422 伝説の映画スター 〜追悼・リクエスト・アンコール編 PART Ⅱ〜
渡辺 俊雄 元衛星映画劇場支配人、映画評論家
330433 「奇想の系譜」の現在
佐藤 康宏 東京大学名誉教授

受講料 会員：￥18,838 / ビジター：￥21,511
日程 10/8、10/15、10/22、11/12、11/19、11/26
金曜日(全 6 回、1 単位) 15:00〜16:30
受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246
日程 10/12、11/16、12/14
火曜日(全 3 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥15,840 / ビジター：￥18,216
日程 10/7、10/14、10/21、10/28
木曜日(全 4 回、1 単位) 15:00〜17:00
受講料 会員：￥15,952 / ビジター：￥17,734
日程 12/4、12/11
土曜日(全 2 回、1 単位) 13:00〜16:15
受講料 会員：￥19,800 / ビジター：￥22,770
日程 9/24、10/8、10/22、11/12、11/26
金曜日(全 5 回、1 単位) 12:30〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/6、10/13、10/20、10/27
水曜日(全 4 回、1 単位) 15:00〜16:30

■人間の探求▶早稲田校
130503 キリスト教における神・人間理解
田島 照久 早稲田大学名誉教授

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
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※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。

130506 道元の思想
小坂 国継 日本大学名誉教授
130509 中国思想と日本
岡本 天晴 防衛医科大学校名誉教授
130510 聖書に登場する真の預言者
雨宮 慧 上智大学名誉教授
130511 インド仏教へのいざない
齋藤 直樹 早稲田大学講師
130512 仏教の死生観
田中 成明 国際マンダラ協会会長、エッセイスト
130513 最も重要な仏典を読む
正木 晃 宗教学者
130514 『解深密経』を読む
吉村 誠 駒澤大学教授
130515 『正法眼蔵』を読む
粟谷 良道 駒澤大学講師
130518 心理学入門
石井 康智 早稲田大学名誉教授
130528 最新マンダラ論
正木 晃 宗教学者
130531 身近な例から学ぶ心と頭のしくみ
宮脇 郁 実践女子大学講師
130532 「神道」を考える
門屋 温 清泉女子大学講師
130534 生きがいの社会学─「老いと生きがい」について考える
和田 修一 早稲田大学名誉教授
130535 原典で仏典
齋藤 直樹 早稲田大学講師
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受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/1、10/15、10/29、11/12、11/19、12/10
金曜日(全 6 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2、12/9
木曜日(全 10 回、2 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/16、10/23、10/30、11/13
土曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15

※【対面+オンラインのハイブリッド】と書いてある講座は、教室でも、オンラインでもご受講いただけます。

130539 戦後思想の巨人 吉本隆明
吉田 裕 早稲田大学名誉教授
130598 日本の「哲学」入門 ─京都学派
田中 久文 日本女子大学名誉教授
130599 性格とは何か
小塩 真司 早稲田大学教授

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/29、10/6、10/13、10/27、11/10、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 8 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16
火曜日(全 8 回、1 単位) 13:00〜14:30

■人間の探求▶中野校
330501 哲学の特異性 ─ なぜ哲学は難しいのか
那須 政玄 早稲田大学名誉教授
330502 哲学の諸問題
原 章二 早稲田大学名誉教授
330504 『論語』入門
土田 健次郎 早稲田大学名誉教授
330505 仏教思想入門
岩田 孝 早稲田大学名誉教授
330506 密教 ─ 真言宗と天台宗の教え
瓜生 中 文筆家
330509 がんと生きる哲学
新渡戸稲造記念センター長、順天堂大学名誉教

樋野 興夫 授

330512 映画・ドラマ・小説から読み解く犯罪心理学
越智 啓太 法政大学教授
330514 日本仏教史
大久保 良峻 早稲田大学教授
330518 神が決めた法律と神の物語を読む
市川 裕 東京大学名誉教授
330523 言語の脳科学
酒井 邦嘉 東京大学教授

受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 11/9、11/16、11/30、12/7、12/14
火曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18
木曜日(全 6 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 6 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24
水曜日(全 6 回、1 単位) 15:00〜16:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/2、10/9、11/27、12/4、12/11
土曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/9、10/16、10/23、10/30
土曜日(全 4 回、1 単位) 15:00〜16:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 8 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30
火曜日(全 8 回、1 単位) 15:00〜16:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 9/27、10/4、10/11、10/25
月曜日(全 4 回、1 単位) 10:30〜12:00
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※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。

330531 あなたの中の動物たち ─ ようこそ比較認知科学の世界へ
渡辺 茂 慶應義塾大学名誉教授

受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 6 回、1 単位) 15:00〜16:30

■くらしと健康▶早稲田校
130601 木版画を作って楽しむ
伊藤 卓美 木版画家
130604 基礎からの文章教室
花井 正和 元朝日新聞社書籍編集部部長
130646 目から鍛える脳トレーニング
藤川 陽一 一般社団法人視覚認知教育協会 代表理事
130696 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〉
ファイナンシャルプランナー[CFP 日本 FP 協

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26
金曜日(全 8 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8

洞口 勝人 会認定]

水曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15

130697 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〉

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155

ファイナンシャルプランナー[CFP 日本 FP 協

洞口 勝人 会認定]

130698 読むこと、語ること(応用クラス)
林 理絵子 語り演者
130699 読むこと、語ること(基礎クラス)
林 理絵子 語り演者

日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10

■くらしと健康▶中野校
330602 どんな時代でも負けない不動産投資実践講座
不動産投資家、ビジネス・ブレークスルー大学

寺尾 恵介 講師

330603 最新事例で学ぶ、やさしい成長株式投資実践講座
鈴江 栄二 元早稲田大学客員教授、元証券アナリスト
330607 ペン字が美しくなるための勉強法と楽しみ方
杉本 健爾 書家、美文字トレーナー
330622 基礎からのエッセイ教室
花井 正和 元朝日新聞社書籍編集部部長
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受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 11/2、11/9、11/16
火曜日(全 3 回、1 単位) 13:00〜16:30
受講料 会員：￥20,790 / ビジター：￥23,908
日程 10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 7 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 10 回、2 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/10
金曜日(全 10 回、2 単位) 15:00〜16:30

※【対面+オンラインのハイブリッド】と書いてある講座は、教室でも、オンラインでもご受講いただけます。

■現代社会と科学▶早稲田校
130701 韓国、北朝鮮問題と国際政治
重村 智計 早稲田大学名誉教授、東京通信大学教授
130707 経済と金融は正常化の道を歩み出したのか
北村 歳治 早稲田大学名誉教授
130710 風景に見る地球と人の営み
久保 純子 早稲田大学教授
130711 大地の自然史と人間社会
町田 洋 東京都立大学名誉教授
130714 徹底解剖！ 新型コロナウイルスの正体に迫る
NHK 元プロデューサー、元東京大学客員教授、

林 勝彦 サイエンス映像学会会長

130719 元官僚が読み解く現代政治
原 英史 株式会社政策工房代表取締役、元経産省官僚
130722 CIA は日本で何をしてきたか
国際ジャーナリスト、元共同通信ワシントン支

春名 幹男 局長

130723 テクノロジーは社会をどう変えるか
佐々木 俊尚 IT ジャーナリスト、作家
130728 移民・外国人の国際社会学
樽本 英樹 早稲田大学教授
130732 内閣調査室資料にみる日米安保体制の裏側
一般社団法人アジア調査会理事、全国紙記者、

岸 俊光 NPO 法人インテリジェンス研究所特別研究員

130733 生活の中の物理─身の回りの現象を理解する
伊藤 悦朗 早稲田大学教授
130734 台湾現代政治史
家永 真幸 東京女子大学准教授
130788 中国人の思考回路 ー「スジ」の日本、「量」の中国
田中 信彦

亜細亜大学講師、早稲田大学商学学術院 ビジ
ネス・ファイナンス研究センター 日中ビジネ
ス推進フォーラム研究員

受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/25、10/16、10/30、11/13、11/27、12/11
土曜日(全 6 回、1 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/25、10/2、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、11/27、12/4
土曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/6、10/13、10/20、10/27
水曜日(全 4 回、1 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/7、10/14、10/21、10/28
木曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 11/13、11/20、11/27
土曜日(全 3 回、1 単位) 13:00〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/2、10/9、10/16、10/23、10/30
土曜日(全 5 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18
木曜日(全 8 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246
日程 10/30
土曜日(全 1 回、1 単位) 13:00〜18:00
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※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。
【対面+オンラインのハイブリッド】

受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246

130789 コロナ危機と EU
須網 隆夫 早稲田大学教授

日程 11/27

130790 現代日本政治を考える
岩井 奉信 日本大学大学院講師
130791 コロナ後のマンション市場を見据えた買い方、売り方
榊 淳司 不動産ジャーナリスト
130792 インドレポート
国際基督教大学上級准教授、日印協会理事、イ

土曜日(全 1 回、1 単位) 13:00〜18:00
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246
日程 11/13
土曜日(全 1 回、1 単位) 13:00〜18:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/13

近藤 正規 ンド経済研究所客員主任研究員

土曜日(全 1 回、1 単位) 10:40〜18:00

130793 ポスト・ニューノーマル

受講料 会員：￥5,940 / ビジター：￥6,831

株式会社 MM 総研代表取締役所長、元日本経

関口 和一 済新聞社論説委員

130794 アメリカ政治を知る
今村 浩 早稲田大学教授
130795 2021 年の世界経済を見る眼（秋編）
金融経済・資産運用評論家、元プロ・ファンド

日程 10/2
土曜日(全 1 回、1 単位) 13:00〜16:15
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/15、11/29
月曜日(全 8 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/2、10/23、11/13、12/4

近藤 駿介 マネージャー

土曜日(全 4 回、1 単位) 10:40〜12:10

130796 中国はなぜ先端産業国家になったのか

受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246

亜細亜大学教授、元株式会社日本経済新聞社論

後藤 康浩 説委員・編集委員

130797 宇宙科学観測が明かす宇宙と素粒子の謎
鳥居 祥二 早稲田大学名誉教授
130798 永田町レポート ─ いま何が起きているか 政変劇の舞台裏
鈴木 哲夫 ジャーナリスト
130799 社会人のための必修教養講座 デキる人の数学的発想法
柳谷 晃 早稲田大学高等学院教諭、早稲田大学講師

日程 10/16
土曜日(全 1 回、1 単位) 13:00〜18:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 4 回、1 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥15,868 / ビジター：￥18,095
日程 10/6、10/20、11/10、11/24、12/8
水曜日(全 5 回、1 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246
日程 11/27
土曜日(全 1 回、1 単位) 13:00〜18:00

■現代社会と科学▶中野校
330701 経済がわかれば日本、そして世界の明日が見える
田村 秀男 産経新聞特別記者・編集委員兼論説委員
330702 狙われた島
カベルナリア 吉田 紀行ライター
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受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/2、10/9、10/16、10/23、10/30
土曜日(全 5 回、1 単位) 15:00〜16:30

※【対面+オンラインのハイブリッド】と書いてある講座は、教室でも、オンラインでもご受講いただけます。

330710 伊藤 P の「企画の作り方 2021」
株式会社テレビ東京 制作局クリエイティブビ

伊藤 隆行 ジネス制作チーム 部長
【対面+オンラインのハイブリッド】

受講料 会員：￥14,934 / ビジター：￥16,716
日程 10/2、10/9、10/16、10/23
土曜日(全 4 回、1 単位) 15:30〜17:00
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077

330711 残酷な進化論 ─ なぜ私たちは「不完全」なのか 日程 10/22、10/29、11/12、11/19、11/26
金曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00
更科 功 東京大学総合研究博物館研究事業協力者、東京大学大学院講師
330715 「例外状況」における 21 世紀の課題
水野 和夫 法政大学教授
330721 歴史の現場に立って
東京藝術大学特任教授、元 NHK プロデュー

井上 隆史 サー

330733 イスラエル・パレスチナ紛争の実像
大治 朋子 毎日新聞編集委員

受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12
金曜日(全 6 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246
日程 11/19、11/26、12/3
金曜日(全 3 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26
火曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30

■ビジネス・資格▶早稲田校
130824 周囲を巻き込む技術
リーダーズアカデミー学長、一般社団法人日本

嶋津 良智 リーダーズ学会代表理事

130889 ビジネスにも!日常にも!生かせる「伝わる」話し方
三浦 由起子 アナウンサー、スピーチトレーナー
130899 「ほめない・叱らない・教えない」人材育成のスキルを身につける
有限会社ブレイン・アソシエイツ代表取締役、株式

石渡 明 会社ティーズフューチャー監査役、早稲田大学講師

受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/13
土曜日(全 1 回、1 単位) 10:40〜16:15
受講料 会員：￥19,800 / ビジター：￥22,770
日程 10/12、10/19、10/26、11/2、11/9
火曜日(全 5 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥27,720 / ビジター：￥31,878
日程 9/29、10/6、10/13、10/27、11/10、11/17、11/24
水曜日(全 7 回、1 単位) 19:00〜20:30

■外国語（英語）▶早稲田校
133013 英語会話〔中級〕〈水曜クラス〉
Robert L.

Plautz 翻訳家

133015 英語会話〔中上級〕〈土曜クラス〉
John Aguinaldo 昭和薬科大学講師、外務省研修所講師
133026 口から出して覚える英語の筋肉トレーニング〔初級〕
川本 佐奈恵 English Time 代表

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
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※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。

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〕
川本 佐奈恵 English Time 代表
133039 ディスカッション〔初級〜中級〕
Steve Conning ディラ国際語学アカデミー(DILA)講師
133051 通訳式 英語リスニング力強化講座〔上級〕
インターグループ講師(日本人講師)
133058 発音マスター! ワンランク上の英語コミュニケーション〔基礎〜初級〕
Alexander Semencic ディラ国際語学アカデミー(DILA)講師
133096 楽しい! 身につく!! 英会話〔中級〕【継続】
伊藤 宏美 イングリッシュ・アカデミー代表
133097 楽しい! 身につく!! 英会話〔入門〜基礎〕【継続】
伊藤 宏美 イングリッシュ・アカデミー代表
133098 楽しい! 身につく!! 英会話〔初級〕【継続】
伊藤 宏美 イングリッシュ・アカデミー代表
133099 TOEIC Listening & Reading テストトレーニング 目標 730 点〜900 点コース
濱﨑 潤之輔 明海大学講師

受講料 会員：￥39,600 / ビジター：￥45,540
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥31,680 / ビジター：￥36,432
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20
土曜日(全 8 回、1 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3、12/10
金曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26
金曜日(全 8 回、1 単位) 19:00〜20:30

■外国語（英語）▶中野校
333001 500 語でゆっくり英会話〔基礎〕〈木曜・A クラス〉【継続】
唐木田 照代 GDM 英語教授法研究会会員、朝日カルチャーセンター講師
333002 500 語でゆっくり英会話〔基礎〕〈木曜・B クラス〉【継続】
唐木田 照代 GDM 英語教授法研究会会員、朝日カルチャーセンター講師
333013 イチから学ぶオトナの英語コミュニケーション講座〔初級〕
甲本 真海子 通訳者、インタースクール講師
333020 出会いを楽しむ! はじめて話す英会話〔入門〕
坂本 紀子 パンネーションズインストラクター
333022 トラベル英語で英文法マスター!やりなおし英会話〔基礎〕
田沼 智 ディラ国際語学アカデミー(DILA)講師
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受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 10 回、2 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30

※【対面+オンラインのハイブリッド】と書いてある講座は、教室でも、オンラインでもご受講いただけます。

333023 書くための英文法 ─ 基礎からしっかり学ぶ実用ライティングコース〔初級〜中級〕
島崎 正彦 元上智大学講師、金融実務翻訳家

受講料 会員：￥26,730 / ビジター：￥30,739
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20、11/27
土曜日(全 9 回、1 単位) 15:00〜16:30

■外国語（英語以外）▶早稲田校
133103 ドイツ語〔初級〕
荒井 訓 早稲田大学教授
133104 ドイツ語〔中級〕
荒井 訓 早稲田大学教授
133107 ドイツ語〔中上級〕
Daniel Kern 立教大学・学習院大学講師
133252 フランス語会話〔入門〕
Lydia Kiyota 早稲田大学講師
133402 スペイン語〔初級〕
Georgina Romero de Wakui 拓殖大学特任教授
133405 スペイン語〔中級〕
Enrique Almaraz 早稲田大学・拓殖大学・大妻女子大学講師
133805 中国語〔中上級〕
呉 英偉 創価大学講師

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 10 回、2 単位) 14:45〜16:15
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30

2021 年度秋学期講座 オンライン講座一覧
※講座の内容は変更することがあります。必ず、エクステンションセンターホームページで講座情報をご確認のうえお申し込みください。

オンライン講座も引き続き開催いたします。
ご興味のある講座につきましては、当センターホームページにて詳細をぜひご覧ください。
URL：https://www1.ex‑waseda.jp/online
630201
日本の歴史と文化

630301
世界を知る

【対面+オンラインのハイブリッド】

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155

日本 100 名城を歩く [東日本編]
小和田 泰経 静岡英和学院大学講師

日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2

【対面+オンラインのハイブリッド】

中世ヨーロッパの歴史
鈴木 喜晴 早稲田大学講師

木曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 10 回、2 単位) 10:40〜12:10
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※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。

630302
世界を知る

630380
世界を知る

630759
現代社会と科学

【対面+オンラインのハイブリッド】

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155

ビジュアル 英国文化
森田 彰 早稲田大学教授

日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7

【対面+オンラインのハイブリッド】

受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077

衣食住から見る中国四千年の歴史 ─ 日本人との比較
加藤 徹 明治大学教授

日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26

【対面+オンラインのハイブリッド】

コロナ危機と EU
須網 隆夫 早稲田大学教授
【対面+オンラインのハイブリッド】

630780
現代社会と科学

730101
文学の心

730103
文学の心

残酷な進化論 ─ なぜ私たちは「不完全」なのか
更科 功

東京大学総合研究博物館研究事業協力
者、東京大学大学院講師

明治文学の面白さ、『不如帰』『ふらんす物語』『遠野物語』
中島 国彦 早稲田大学名誉教授
句会で学ぶ俳句実作講座
日下野 由季 俳人

730104 『源氏物語』ハイライト ─ 物語編
文学の心

730105
文学の心

730106
文学の心

730107
文学の心

シェイクスピア劇に見る人生観
冬木 ひろみ 早稲田大学教授
万葉集入門
高松 寿夫 早稲田大学教授
和歌と伝統文化 ─ 王朝貴公子の恋
兼築 信行 早稲田大学教授
国際交易からみる列島の古代史

日本の歴史と文化

田中 史生 早稲田大学教授

730202

地図と写真で見る東京の地形と街並み

日本の歴史と文化

松本 泰生 尚美学園大学講師、元早稲田大学講師
東寺百合文書を読む
東京大学史料編纂所特任研究員、早稲

日本の歴史と文化

宮﨑 肇 田大学講師

730204

鎌倉幕府のお家騒動
櫻井 彦 宮内庁書陵部主任研究官

日本の歴史と文化
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河添 房江 東京学芸大学名誉教授

730201

730203

火曜日(全 10 回、2 単位) 13:00〜14:30

火曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246
日程 11/27
土曜日(全 1 回、1 単位) 13:00〜18:00
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/22、10/29、11/12、11/19、11/26
金曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27
水曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246
日程 9/29、10/27、11/24
水曜日(全 3 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/30、10/7、11/4、11/18、12/2
木曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/5、10/12、10/19、10/26
火曜日(全 4 回、1 単位) 15:30〜17:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 9/30、10/7、10/14、10/28
木曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/1、11/8、11/15、11/22
月曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11、11/18
木曜日(全 8 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 11/10、11/17、11/24、12/1、12/8、12/15
水曜日(全 6 回、1 単位) 15:30〜17:00

※【対面+オンラインのハイブリッド】と書いてある講座は、教室でも、オンラインでもご受講いただけます。

730205
日本の歴史と文化

730206

文学と絵画から見た大坂夏の陣
堀 新 共立女子大学教授
和菓子の歴史─五感の芸術、和菓子の成り立ち
元虎屋文庫研究主幹、学習院大学・立

日本の歴史と文化

青木 直己 正大学ほか講師

730207

古墳学入門
白井 久美子 房総のむら博物館主任上席研究員

日本の歴史と文化

730208
日本の歴史と文化

730209
日本の歴史と文化

730210
日本の歴史と文化

730212
日本の歴史と文化

730213
日本の歴史と文化

旗本日記を通して知る江戸時代武士の家族像
戸森 麻衣子 東京農業大学講師
奈良時代に臣籍降下した人びと
岩本 健寿 早稲田大学講師
即位できなかった皇子たち
倉本 一宏 国際日本文化研究センター教授
地形と歴史から読み解く鉄道路線ルートの秘密 首都圏編
竹内 正浩 歴史探訪家
田中正造とその時代
三浦 顕一郎 白鴎大学教授

日本の歴史と文化

顔の考古学
設樂 博己 東京大学名誉教授

730225

社会人のための必修教養講座 日本通史 近代・現代編

日本の歴史と文化

吉野 領剛 都立西高等学校教諭

730223

730226

初心者のための古文書講座
早稲田大学先端社会科学研究所招聘研

日本の歴史と文化

雲藤 等 究員

730227

日露戦争を知る

日本の歴史と文化

河合 敦 多摩大学客員教授、早稲田大学講師

730228

源氏将軍断絶─なぜ頼朝の血は 3 代で途絶えたか
坂井 孝一 創価大学教授

日本の歴史と文化

730229
日本の歴史と文化

留守政府と日本の「近代化」
門松 秀樹 東北公益文科大学准教授

受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26
火曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/26、11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 6 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/24、10/1、10/8、10/22、10/29
金曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/22、10/29、11/12、11/19、11/26
金曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 9/24、10/1、10/8、10/15
金曜日(全 4 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2
火曜日(全 6 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1
月曜日(全 6 回、1 単位) 15:30〜17:00
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26
火曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/27、10/11、10/25、11/8、11/22、12/6
月曜日(全 6 回、1 単位) 15:30〜17:00
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/29、10/6、10/20、10/27、11/17、12/1
水曜日(全 6 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29
金曜日(全 6 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/10、11/17、11/24、12/1
水曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥5,940 / ビジター：￥6,831
日程 9/29、10/13
水曜日(全 2 回、1 単位) 15:30〜17:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/1、10/8、10/15、10/22
金曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
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※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。

730230
日本の歴史と文化

世界を知る

古代ローマへのいざない
宮城 徳也 早稲田大学教授

730302

中世ヨーロッパの異端:そのイメージと実像

世界を知る

鈴木 喜晴 早稲田大学講師

730303

スペインを知る
森本 栄晴 早稲田大学准教授

730301

世界を知る

730304
世界を知る

730305

シルクロード史入門
濱田 英作 国士舘大学教授、早稲田大学講師
モンゴル帝国建国後のチンギス・ハン
内モンゴル大学モンゴル歴史学系特聘
研究員(教授)、早稲田大学中央ユーラ
シア歴史文化研究所招聘研究員

世界を知る

赤坂 恒明

730306

社会人のための必修教養講座 世界史を旅する
津野田 興一 都立立川高等学校教諭

世界を知る

730308

ケルト文化を『ガリア戦記』から読み解く：古戦場から聖地へ
多摩美術大学 芸術人類学研究所 所

世界を知る

鶴岡 真弓 長・大学美術館 館長

730310
世界を知る

社会人のための必修教養講座 様々なエピソードから中国の歴史を探る
葉 千栄 東海大学教授

730401

社会人のための必修教養講座 クラシック音楽 ─ 10 大交響曲を知る

芸術の世界

中川 右介 作家、編集者

730402

ジャズを楽しむ

芸術の世界

守屋 純子 ジャズピアニスト、作編曲家

730403

フランス近代美術 ─ 19 世紀後半の美術

芸術の世界

喜多崎 親 成城大学教授

730404

日本美術の食卓
新江 京子 早稲田大学講師

芸術の世界

730405
芸術の世界
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日本と世界の神々:日本、メソポタミア、ギリシャなど
平藤 喜久子 國學院大學教授

マティスと布
関 直子 早稲田大学教授

受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 9/24、10/1、10/8、10/15
金曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 6 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28
木曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 4 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 9/24、10/1、10/8、10/15
金曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/30、10/14、10/28、11/11、11/25
木曜日(全 5 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 9/25、10/2、10/9、10/16
土曜日(全 4 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 4 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/29、10/13、10/27、11/10、11/24、12/8
水曜日(全 6 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/5、10/12、10/19、11/2、11/9
火曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/6、10/13、10/20、11/10、11/17、12/1
水曜日(全 6 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/13、11/27、12/4、12/11
土曜日(全 4 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥5,940 / ビジター：￥6,831
日程 12/4
土曜日(全 1 回、1 単位) 13:00〜16:30

※【対面+オンラインのハイブリッド】と書いてある講座は、教室でも、オンラインでもご受講いただけます。

730407
芸術の世界

730408
芸術の世界

730409
芸術の世界

730410
芸術の世界

730411
芸術の世界

730412

聖母マリアの美術史
平松 洋 美術評論家、フリーキュレーター
肖像画で読み解くイギリス史
齊藤 貴子 早稲田大学講師、上智大学大学院講師
東洋美術史入門
片岡 直樹 新潟産業大学教授
日本絵画とめぐる季節
岡本 明子 東京都教育庁文化財調査担当学芸員
広重の芸術
那珂川町馬頭広重美術館 課長補佐・

早稲田大学演劇博物館招聘研究員、常

音楽の危機 ─ 「集まって聴く」ことの歴史と未来
岡田 暁生 京都大学教授

芸術の世界

ルネサンス絵画を創った 7 人
池上 英洋 美術史家、東京造形大学教授

730501

仏とは何者か 仏はどこにいるのか

人間の探求

正木 晃 宗教学者

730502

コロナ禍における差別と不寛容─社会心理学の視点から

人間の探求

村山 綾 近畿大学准教授

730503

ヘーゲル哲学入門

人間の探求

小坂 国継 日本大学名誉教授

730504

はじめてのギリシア哲学
石川 輝吉 早稲田大学講師

人間の探求

730505
人間の探求

日程 10/6、10/13、10/20、11/10、11/17、11/24
水曜日(全 6 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16
火曜日(全 8 回、1 単位) 15:30〜17:00
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/11
木曜日(全 6 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/11、10/25、11/15、11/22

受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662

ゴッホとゴーギャン
中村 隆夫 多摩美術大学教授、美術評論家

730415

受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493

歌舞伎を見るために

730413

芸術の世界

月曜日(全 6 回、1 単位) 19:00〜20:30

月曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30

鈴木 英一 磐津節演奏家

730414

日程 9/27、10/4、10/11、10/18、11/8、11/15

長井 裕子 主任学芸員

芸術の世界

芸術の世界

受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493

社会人のための必修教養講座 もう一度最初からの哲学史
高橋 章仁 国士舘大学・聖学院大学講師

日程 10/2、10/9、10/16、10/30
土曜日(全 4 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/4、10/11、10/18、10/25、11/1、11/8
月曜日(全 6 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/2、10/16
土曜日(全 2 回、1 単位) 13:00〜16:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/30、10/14、10/28、11/11、11/25、12/9
木曜日(全 6 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/2、10/9、10/30、11/13、11/20
土曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 4 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/19、11/26、12/3、12/10
金曜日(全 4 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/25、11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 6 回、1 単位) 19:00〜20:30
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730506
人間の探求

730509
人間の探求

730510
人間の探求

730511
人間の探求

730512
人間の探求

730513
人間の探求

730514
人間の探求

730515
人間の探求

生涯健康脳と認知症予防
瀧 靖之 東北大学教授
意思決定心理学入門
晴香 葉子 作家、心理学者
徂徠学派から国学へ ─表現する人間
板東 洋介 皇學館大学准教授
社会人のための必修教養講座 宗教の諸相─世界と日本、過去と現在
中村 圭志 宗教学者、著述家、昭和女子大学講師
犯罪心理学入門 身近な犯罪の特徴と身の守り方
越智 啓太 法政大学教授
社会人のための必修教養講座 哲学入門
岡本 裕一朗 玉川大学名誉教授
聖書入門 新約聖書「ヨハネ福音書」を読む
山本 芳久 東京大学教授
東洋思想のキーワード
垣内 景子 早稲田大学教授

730516 「記憶違い」と心のメカニズム
人間の探求

730601
くらしと健康

730602
くらしと健康

730603
くらしと健康

730604
くらしと健康

730605
くらしと健康
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杉森 絵里子 早稲田大学准教授

受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 9/29、10/6、10/13、10/20
水曜日(全 4 回、1 単位) 15:30〜17:00
受講料 会員：￥5,940 / ビジター：￥6,831
日程 12/4
土曜日(全 1 回、1 単位) 13:00〜16:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/20、11/27、12/4、12/11
土曜日(全 4 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 11/2、11/9、11/16、11/30、12/7
火曜日(全 5 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 11/20、11/27、12/4、12/11
土曜日(全 4 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26
火曜日(全 5 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 11/12、11/19、11/26、12/3、12/10
金曜日(全 5 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 9/24、10/1、10/8、10/15
金曜日(全 4 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/7、10/14、10/21、10/28
木曜日(全 4 回、1 単位) 10:30〜12:00

金融機関では教えてくれない「金融資産運用設計」

受講料 会員：￥29,700 / ビジター：￥34,155

ファイナンシャルプランナー[CFP 日

日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17、11/24、12/1、12/8

洞口 勝人 本 FP 協会認定]

水曜日(全 10 回、2 単位) 10:30〜12:00

心地よく身体を鍛えるピラティス

受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324

国際ライセンス取得・ピラティスト

日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/18、11/25

小玉 美恵子 レーナー

木曜日(全 8 回、1 単位) 19:00〜20:30

堅実で科学的な株式投資法による老後対策のススメ

受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246

元東北大学大学院教授、元青山学院大

日程 10/4、10/11、10/18

榊原 正幸 学教授 (MOTO 教授)

月曜日(全 3 回、1 単位) 19:00〜20:30

こころもからだも気持ちよく 家でもできるストレッチ講座

受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493

PTI 認定プロフェッショナルフィジカルトレーナー、

日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10

中野 ジェームズ修一 米国スポーツ医学会認定運動生理学士

水曜日(全 6 回、1 単位) 10:30〜12:00

健康的に暮らすために姿勢を整える

受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493

オフィス・ケア代表ヘルスケアアドバ

古田 裕子 イザー、薬剤師

日程 9/27、10/11、10/18、11/1、11/8、11/15
月曜日(全 6 回、1 単位) 10:30〜12:00

※【対面+オンラインのハイブリッド】と書いてある講座は、教室でも、オンラインでもご受講いただけます。

730701
現代社会と科学

平成の政治史と現在
白井 聡 京都精華大学講師

現代社会と科学

ラグビー観戦基礎知識 2021 秋
村上 晃一 ラグビージャーナリスト

730703

人類と病 ─ 国際政治から見る感染症と健康格差

現代社会と科学

詫摩 佳代 東京都立大学教授

730704

国際報道から読み解く世界 ─ コロナ後を見すえて
横村 出 ジャーナリスト

730702

現代社会と科学

730705
現代社会と科学

730706
現代社会と科学

730707

巨大ウイルスの謎に迫る
武村 政春 東京理科大学教授
動物は動く
本川 達雄 東京工業大学名誉教授
世界の情報戦争を読む
国際ジャーナリスト、元共同通信ワシ

現代社会と科学

春名 幹男 ントン支局長

730708

戦争と金融の魔訶不思議な関係
齊藤 誠 名古屋大学教授

現代社会と科学

現代社会と科学

コロナと経済
樋口 清秀 早稲田大学名誉教授

730710

日本の食が危ない! ─ 私たちの未来は守れるか

現代社会と科学

鈴木 宣弘 東京大学大学院教授

730711

世界のニュースを読む力

現代社会と科学

増田 ユリヤ ジャーナリスト

730709

730712

MMT(現代貨幣理論)とは何か
経済評論家、株式会社クレディセゾン

現代社会と科学

島倉 原 主席研究員

730713

日本経済とイノベーション ─ 老化する企業と脱成熟
清水 洋 早稲田大学教授

現代社会と科学

730714
現代社会と科学

さかのぼり生命史
斎藤 成也 国立遺伝学研究所教授

受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246
日程 10/9、11/13、12/11
土曜日(全 3 回、1 単位) 15:30〜17:00
受講料 会員：￥5,940 / ビジター：￥6,831
日程 10/25、11/22
月曜日(全 2 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥5,940 / ビジター：￥6,831
日程 11/27
土曜日(全 1 回、1 単位) 13:00〜16:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/30、11/13、11/20、11/27、12/4
土曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/5、10/12、10/19、10/26
火曜日(全 4 回、1 単位) 15:30〜17:00
受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246
日程 10/5、10/12、10/19
火曜日(全 3 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥8,910 / ビジター：￥10,246
日程 11/18、11/25、12/9
木曜日(全 3 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 5 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/28、11/4、11/11、11/18、11/25、12/2
木曜日(全 6 回、1 単位) 15:30〜17:00
受講料 会員：￥5,940 / ビジター：￥6,831
日程 12/7、12/14
火曜日(全 2 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥5,940 / ビジター：￥6,831
日程 10/9
土曜日(全 1 回、1 単位) 13:00〜16:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 10/23、10/30、11/13、11/27、12/4
土曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥5,940 / ビジター：￥6,831
日程 11/27、12/4
土曜日(全 2 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077
日程 11/1、11/8、11/15、11/22、11/29
月曜日(全 5 回、1 単位) 10:30〜12:00
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※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。

730801
ビジネス・資格

730802
ビジネス・資格

730803
ビジネス・資格

730804

契約書の実務
寺村 淳 寺村総合法務事務所代表
コミュニケーション心理学
藤田 尚弓 株式会社アップウェブ代表取締役
民法（所有権と相続のルール）はどう改正されたか?
弁護士法人 千代田オーク法律事務所

ビジネス・資格

児玉 隆晴 代表弁護士

730805

ビジネスパーソンのための文章技術
花井 正和 元朝日新聞社書籍編集部部長

ビジネス・資格

730806
ビジネス・資格

730807
ビジネス・資格

730808
ビジネス・資格

733001
外国語（英語）

733002
外国語（英語）

733003

社労士が解説! 知っておきたい“労働”の知識講座 ─ 労働基準法編
新井 美和 白石社会保険労務士事務所所長
みんなのクリエイティブ
関橋 英作

元東北芸術工科大学教授、クリエイ
ティブディレクター、クリエイティブ
戦略家

実践的人事を学ぶ
早稲田大学教授、早稲田大学トランス

水曜日(全 6 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥19,800 / ビジター：￥22,770
日程 11/10、11/17、11/24、12/1、12/8
水曜日(全 5 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥19,800 / ビジター：￥22,770
日程 11/12、11/19、11/26、12/3、12/10
金曜日(全 5 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥7,920 / ビジター：￥9,108
日程 11/13
土曜日(全 1 回、1 単位) 13:00〜16:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/24、10/1、10/8、10/15、10/22、10/29
金曜日(全 6 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥15,840 / ビジター：￥18,216
日程 10/16、10/23
土曜日(全 2 回、1 単位) 13:00〜16:30
受講料 会員：￥19,800 / ビジター：￥22,770
日程 10/5、10/12、10/19、10/26、11/2
火曜日(全 5 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17

ニュース英語のボキャブラリー・リスニング強化コース〔中級〜中上級〕

受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077

株式会社オフィス・ビー・アイ

日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26

大島 さくら子 代表取締役、英語講師

火曜日(全 5 回、1 単位) 19:00〜20:30

ニュース英語のボキャブラリー・リスニング強化コース〔上級〕

受講料 会員：￥14,850 / ビジター：￥17,077

株式会社オフィス・ビー・アイ

日程 11/9、11/16、11/30、12/7、12/14

大島 さくら子 代表取締役、英語講師

火曜日(全 5 回、1 単位) 19:00〜20:30

ボランティア通訳養成講座〔上級〕

受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493

株式会社オフィス・ビー・アイ

733004

英語で読み解き語る現在のアメリカ〔中級〕

外国語（英語）

James M. Vardaman 早稲田大学名誉教授

733005

英語ニュースで読む現代日本 ─ 国際情勢、芸術、文化〔中級〕
James M. Vardaman 早稲田大学名誉教授

外国語（英語）

日程 10/6、10/13、10/27、11/10、11/17、11/24

水曜日(全 6 回、1 単位) 19:00〜20:30

大島 さくら子 代表取締役、英語講師

733006

受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324

白木 三秀 ナショナル HRM 研究所所長

外国語（英語）

外国語（英語）
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経営がみえる会計
田中 靖浩 作家、公認会計士

身近な話題でディスカッション!〔初級〜中級〕
Steve Conning ディラ国際語学アカデミー(DILA)講師

日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2
火曜日(全 6 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥20,790 / ビジター：￥23,908
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10、11/17
水曜日(全 7 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥20,790 / ビジター：￥23,908
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/4、11/11
木曜日(全 7 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1
月曜日(全 6 回、1 単位) 19:00〜20:30

※【対面+オンラインのハイブリッド】と書いてある講座は、教室でも、オンラインでもご受講いただけます。

733007
外国語（英語）

733008
外国語（英語）

733009
外国語（英語）

733010
外国語（英語）

733011
外国語（英語）

733012
外国語（英語）

733013
外国語（英語）

733014

Japan and the World; Discussion Topics in English〔中上級〜上級〕
Philip C. Jones フリーランス MBA 講師、フリーランス英語講師
英字新聞から英語を学ぶ〔中級〕
及川 裕子 恵泉女学園大学講師
メディアから学ぶ世界〔中上級〕
及川 裕子 恵泉女学園大学講師
International Business Online Discussions〔中級〜中上級〕
Kevin R. Knight 神田外語大学准教授
International Business Online Discussions〔上級〕
Kevin R. Knight 神田外語大学准教授
Business Communication〔基礎〜初級〕
Kevin R. Knight 神田外語大学准教授
オンライン会議英会話 〔中級〜中上級〕
Steve Conning ディラ国際語学アカデミー(DILA)講師
論理的に書くためのビジネス英文 e メール(中級)
研修コンサルタント、パンネーション

外国語（英語）

杉田 一恵 ズインストラクター

733015

ボランティア通訳養成講座〔中級〜中上級〕
長井 紅美 株式会社オフィス・ビー・アイ講師

外国語（英語）

受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20
土曜日(全 8 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/30、10/7、10/14、10/21、10/28、11/11、11/18、11/25
木曜日(全 8 回、1 単位) 10:30〜12:00
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/29、10/6、10/13、10/20、10/27、11/10
水曜日(全 6 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20
土曜日(全 8 回、1 単位) 13:00〜14:30
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/13、11/20
土曜日(全 8 回、1 単位) 15:30〜17:00
受講料 会員：￥23,760 / ビジター：￥27,324
日程 9/28、10/5、10/12、10/19、10/26、11/2、11/9、11/16
火曜日(全 8 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 9/25、10/2、10/9、10/16、10/23、10/30
土曜日(全 6 回、1 単位) 15:30〜17:00
受講料 会員：￥11,880 / ビジター：￥13,662
日程 10/1、10/8、10/15、10/22
金曜日(全 4 回、1 単位) 19:00〜20:30
受講料 会員：￥17,820 / ビジター：￥20,493
日程 10/22、10/29、11/12、11/19、11/26、12/3
金曜日(全 6 回、1 単位) 13:00〜14:30
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オンデマンド講座
2020 年度冬学期、2021 年度春学期にライブ配信したオンライン講座のアーカイブをご受講いただける
オンデマンド講座です。ライブ配信講座ではないのでご注意ください。
お申込み：当センターホームページから、学期終了日までお申込み可能です。
※ 1 回分の講義や、講座の一部のみのお申込みはできません。講座ごとにお申込みください。
受講期間：お申し込み日〜学期終了翌月末まで
受 講 料：会員様、ビジター同一の受講料になります。
単
位：オンデマンド講座ではオープンカレッジの単位は付与されません。
質疑応答：講義内容についての質疑応答はお受けできません。
※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。

930101 『源氏物語』ハイライト ─ 文化編
文学の心

930102
文学の心

930103
文学の心

930104
文学の心

受講料

7,920 円

河添 房江 東京学芸大学名誉教授

授業数

全4回

万葉集入門

受講料

7,920 円

高松 寿夫 早稲田大学教授

授業数

全4回

地図の上の漱石 主人公と歩く東京

受講料

7,920 円

中島 国彦 早稲田大学名誉教授

授業数

全4回

シェイクスピア劇に見る人生観 混迷の時こそシェイクスピアを !

受講料

7,920 円

冬木 ひろみ 早稲田大学教授

授業数

全4回

受講料

9,900 円

仁藤 敦史 国立歴史民俗博物館教授

授業数

全5回

方言学入門 ─ にほんごの地理と歴史

受講料

5,940 円

大西 拓一郎 国立国語研究所教授

授業数

全3回

日露戦後処理と伊藤博文 ─ 保護政治の失敗としての韓国併合

受講料

9,900 円

浅野 豊美 早稲田大学教授

授業数

全5回

人物でたどる戦国史 史料からみた戦国武将の実像・明智謀叛編

受講料

11,880 円

丸島 和洋 東京都市大学准教授

授業数

全6回

本能寺の変をめぐる史料を読む

受講料

9,900 円

金子 拓 東京大学史料編纂所准教授

授業数

全5回

石橋湛山と小日本主義

受講料

3,960 円

牧野 邦昭 慶應義塾大学教授

授業数

全2回

関ヶ原の合戦と城

受講料

5,940 円

小和田 泰経 静岡英和学院大学講師

授業数

全3回

宴のあとさき ─ 五輪と万博のころ 映像で読む 1960 年代

受講料

5,940 円

柴崎 信三 ジャーナリスト、元日本経済新聞論説委員

授業数

全3回

中世の神社と「戦 ( いくさ )」

受講料

9,900 円

徳永 健太郎 聖心女子大学・関東学院大学・早稲田大学高等学院講師

授業数

全5回

930201 「倭の五王」の時代を考える
日本の歴史と文化

930202
日本の歴史と文化

930203
日本の歴史と文化

930204
日本の歴史と文化

930205
日本の歴史と文化

930206
日本の歴史と文化

930207
日本の歴史と文化

930208
日本の歴史と文化

930209
日本の歴史と文化
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時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

90 分

90 分

90 分

90 分

90 分

90 分

90 分

90 分

90 分

930210

倭国の起源 漢帝国の列島支配

受講料

11,880 円

水林 彪 早稲田大学名誉教授、東京都立大学名誉教授

授業数

全6回

幕末政治史再検討 ─「殿様」の幕末・維新

受講料

9,900 円

門松 秀樹 東北公益文科大学准教授

授業数

全5回

承久の乱 日本史の転換点

受講料

11,880 円

櫻井 彦 宮内庁書陵部主任研究官

授業数

全6回

社会人のための必修教養講座 日本通史 ─ 近世・近代史編

受講料

11,880 円

吉野 領剛 都立西高等学校教諭

授業数

全6回

文学と絵画から見た関ヶ原合戦

受講料

9,900 円

堀 新 共立女子大学教授

授業数

全5回

憲法九条と幣原喜重郎 ─ 日本国憲法の原点の解明

受講料

13,860 円

笠原 十九司 都留文科大学名誉教授

授業数

全7回

即位できなかった皇子たち

受講料

11,880 円

倉本 一宏 国際日本文化研究センター教授

授業数

全6回

幕末維新の諸藩

受講料

13,860 円

日本の歴史と文化

落合 弘樹 明治大学教授

授業数

全7回

930218

近代日本の治安体制

受講料

11,880 円

荻野 富士夫 小樽商科大学名誉教授

授業数

全6回

軍事面から見る江戸幕府

受講料

9,900 円

荒木 裕行 東京大学史料編纂所准教授

授業数

全5回

和菓子で季節を味わう ─ 年中行事と和菓子

受講料

11,880 円

青木 直己 元虎屋文庫研究主幹、学習院大学・立成大学ほか

授業数

全6回

930221

地図と写真で見る東京の地形と街並み

受講料

7,920 円

日本の歴史と文化

松本 泰生 尚美学園大学講師、元早稲田大学講師

授業数

全4回

奈良時代の疫病と国家 『続日本紀』を読む

受講料

7,920 円

岩本 健寿 早稲田大学講師

授業数

全4回

古墳学入門 身近な古墳で探るヤマト王権の時代

受講料

7,920 円

白井 久美子 房総のむら博物館主任上席研究員

授業数

全4回

ジョージアの遺跡をめぐる 文化遺産とワインの旅

受講料

7,920 円

小泉 龍人 メソポタミア考古学教育研究所代表、早稲田大学講師

授業数

全4回

ヨーロッパ近代世界の成立

受講料

9,900 円

森原 隆 早稲田大学教授

授業数

全5回

メディチ家とフィレンツェ・ルネサンス社会

受講料

9,900 円

三森 のぞみ 早稲田大学講師

授業数

全5回

イスラームとペルシア世界 中世イランの処世術

受講料

7,920 円

高木 小苗 早稲田大学講師

授業数

全4回

日本の歴史と文化

930211
日本の歴史と文化

930212
日本の歴史と文化

930213
日本の歴史と文化

930214
日本の歴史と文化

930215
日本の歴史と文化

930216
日本の歴史と文化

930217

日本の歴史と文化

930219
日本の歴史と文化

930220
日本の歴史と文化

930222
日本の歴史と文化

930223
日本の歴史と文化

930301
世界を知る

930302
世界を知る

930303
世界を知る

930304
世界を知る

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

90 分

90 分

90 分

90 分

90 分

90 分

90 分

90 分

90 分

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分
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※各講座の詳細はエクステンションセンターのホームページでご覧いただけます。変更が発生することもあるため必ずご確認ください。

930305

ケルト文化と日本 ─ 芥川龍之介からフランク・ロイド・ライトまで

受講料

3,960 円

鶴岡 真弓 多摩美術大学 芸術人類学研究所 所長・大学美術館 館長

授業数

全2回

世界の神話 インドネシア、ケルト、中国、オセアニア

受講料

7,920 円

沖田 瑞穂 日本女子大学講師、白百合女子大学講師

授業数

全4回

ルネサンス都市フィレンツェに生きる人びと 花の都の経済生活を探る

受講料

9,900 円

三森 のぞみ 早稲田大学講師

授業数

全5回

社会人のための必修教養講座 世界史を旅する 人物編 I

受講料

9,900 円

津野田 興一 都立日比谷高等学校教諭

授業数

全5回

中世ヨーロッパの異端 : そのイメージと実像

受講料

9,900 円

鈴木 喜晴 早稲田大学講師

授業数

全5回

古代ギリシアへのいざない

受講料

11,880 円

宮城 徳也 早稲田大学教授

授業数

全6回

930311

モンゴル帝国成立史 原典史料から見たチンギス・ハン ( テムジン ) の前半生

受講料

9,900 円

世界を知る

赤坂 恒明 内モンゴル大学モンゴル歴史学系特聘研究員 ( 教授 )、早稲田大学中央ユーラシア歴史文化研究所招聘研究員

授業数

全5回

ユーラシアの古代遺跡 世界遺産を訪ねる

受講料

9,900 円

小泉 龍人 メソポタミア考古学教育研究所代表、早稲田大学講師

授業数

全5回

仏像鑑賞のための日本史 ─ 入門編

受講料

9,900 円

森下 和貴子 津田塾大学講師

授業数

全5回

平安時代の絵巻を楽しむために 源氏物語絵巻から鳥獣戯画まで

受講料

9,900 円

山本 陽子 明星大学教授

授業数

全5回

930403

歌舞伎から見る日本文化 カブキの発想とその美感

受講料

7,920 円

芸術の世界

鈴木 英一 早稲田大学演劇博物館招聘研究員、常磐津節演奏家

授業数

全4回

奈良美術への招待 飛鳥・白鳳・天平仏の名品

受講料

11,880 円

片岡 直樹 新潟産業大学教授

授業数

全6回

社会人のための必修教養講座 クラシック音楽ー誕生の歴史

受講料

9,900 円

中川 右介 作家、編集者

授業数

全5回

日本美術 秘められたメッセージ

受講料

7,920 円

新江 京子 早稲田大学講師

授業数

全4回

フランス近代美術 ─ 19 世紀前半の美術

受講料

11,880 円

喜多崎 親 成城大学教授

授業数

全6回

コーヒーと紅茶のイギリス史 二つの飲み物がもたらした「近代」

受講料

11,880 円

齊藤 貴子 早稲田大学講師、上智大学大学院講師

授業数

全6回

西洋美術における「作者」をめぐる冒険 アッとおどろくアトリビューションの世界

受講料

11,880 円

平松 洋 美術評論家、フリーキュレーター

授業数

全6回

現象学と死の問題

受講料

11,880 円

本郷 均 東京電機大学教授、放送大学客員教授

授業数

全6回

世界を知る

930306
世界を知る

930307
世界を知る

930308
世界を知る

930309
世界を知る

930310
世界を知る

930312
世界を知る

930401
芸術の世界

930402
芸術の世界

930404
芸術の世界

930405
芸術の世界

930406
芸術の世界

930407
芸術の世界

930408
芸術の世界

930409
芸術の世界

930501
人間の探求
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時間

90 分

時間

90 分

時間

時間

時間

時間

時間

時間

時間

90 分

90 分

90 分

90 分

90 分

90 分

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

時間

時間

時間

90 分

90 分

90 分

90 分

930502

唯識入門 ─ 玄奘三蔵こころの旅

受講料

7,920 円

吉村 誠 駒澤大学教授

授業数

全4回

はじめてのニーチェ

受講料

7,920 円

石川 輝吉 早稲田大学講師

授業数

全4回

受講料

7,920 円

門屋 温 清泉女子大学講師

授業数

全4回

人物と聖典で読み解く宗教史 :セム型一神教の本質と特徴 イスラム教とは何か?

受講料

9,900 円

正木 晃 宗教学者

授業数

全5回

新・日本思想史入門 外来思想との関係からみる日本の思想

受講料

9,900 円

門屋 温 清泉女子大学講師

授業数

全5回

カントを読み解く 科学と叡智の間

受講料

9,900 円

小坂 国継 日本大学名誉教授

授業数

全5回

社会人のための必修教養講座 世界の宗教入門 仏教、キリスト教、イスラム教

受講料

9,900 円

人間の探求

中村 圭志 宗教学者、著述家、昭和女子大学講師

授業数

全5回

930509

犯罪心理学を学ぶ 殺人事件を分析する

受講料

7,920 円

越智 啓太 法政大学教授

授業数

全4回

社会人のための必修教養講座 哲学入門

受講料

9,900 円

岡本 裕一朗 玉川大学名誉教授

授業数

全5回

社会人のための必修教養講座 もう一度最初からの哲学史

受講料

11,880 円

高橋 章仁 国士舘大学・聖学院大学講師

授業数

全6回

930601

旅の記録術

受講料

7,920 円

くらしと健康

カベルナリア 吉田 紀行ライター

授業数

全4回

930701

宇宙の扉を開こう ! ─ 見て 考えて そして

受講料

7,920 円

柳川 孝二 JAXA 社友、Koshoya2020 代表

授業数

全2回

第 79 番元素物語 黄金のヒストリアと自然科学

受講料

9,900 円

円城寺 守 早稲田大学名誉教授

授業数

全5回

社会人のための必修教養講座「計量経済学」超入門 データで探る社会と経済の仕組み

受講料

7,920 円

田中 久稔 早稲田大学准教授

授業数

全4回

ナショナリズムとテロ

受講料

7,920 円

六辻 彰二 横浜市立大学講師

授業数

全4回

現代宇宙論入門

受講料

7,920 円

前田 恵一 早稲田大学名誉教授

授業数

全4回

ソ連崩壊 30 年とプーチニズム

受講料

9,900 円

横村 出 ジャーナリスト

授業数

全5回

日本の食が危ない ! ─ 私たちの未来は守れるか

受講料

3,960 円

鈴木 宣弘 東京大学大学院教授

授業数

全2回

人間の探求

930503
人間の探求

930504 「神道」を考える 伊勢神宮と三種の神器をめぐって
人間の探求

930505
人間の探求

930506
人間の探求

930507
人間の探求

930508

人間の探求

930510
人間の探求

930511
人間の探求

現代社会と科学

930702
現代社会と科学

930703
現代社会と科学

930704
現代社会と科学

930705
現代社会と科学

930706
現代社会と科学

930707
現代社会と科学

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

時間

時間

90 分

90 分

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

180 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

90 分

時間

時間

90 分

90 分
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2021 年度 秋講座【早稲田校】継続講座一覧
継続元となる講座
開講年度 開講期

講座名

2021 年度
講師名

→

クラスコード

秋講座

講座名

講師名

文学の心
2019

秋

白楽天鑑賞

田口

暢穗

→

130107

白楽天鑑賞

田口

2019

秋

万葉集を読む

横倉

長恒

→

130109

万葉集を読む

横倉

長恒

2021

春 『源氏物語』藤裏葉巻を読む

栗山

元子

→

130112 『源氏物語』若菜上巻を読む

栗山

元子

2021

春

福家

俊幸

→

130115

福家

俊幸

2021

春 『平家物語』を読む

大津

雄一

→

130116 『平家物語』を読む

大津

雄一

2021

春

芭蕉の俳文を読む

堀切

実

→

130118

芭蕉の俳文を読む

堀切

実

2019

秋

朗読の楽しみ〈金曜〉【クラス A】

内木

明子

→

130124

朗読の楽しみ【金曜クラス】

内木

明子

2021

夏

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

2021

夏

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

2021

春

原音と朗読で楽しむ漢詩

村山

吉廣

→

130132

原音と朗読で楽しむ漢詩

村山

吉廣

2021

春

中国古典を読む

村山

吉廣

→

130133

中国古典を読む

村山

吉廣

2021

春

短歌 実作と研究

三枝

昂之

→

130134

短歌 実作と研究

三枝

昂之

2019

秋

川柳と江戸文化

尾藤

川柳

→

130135

川柳と周辺文化

尾藤

川柳

2019

秋

聖書と文学

中村

匡克

→

130137

聖書と文学

中村

匡克

2019

秋

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

2021

春

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

2019

秋

現代イギリスの女性作家を読む

栗原

行雄

→

130142

現代イギリスの女性作家を読む

栗原

行雄

2021

夏

小説教室〈A クラス〉

根本

昌夫

→

130196

小説教室〈A クラス〉

根本

昌夫

2021

夏

小説教室〈B クラス〉

根本

昌夫

→

130197

小説教室〈B クラス〉

根本

昌夫

2021

夏

小説教室〈C クラス〉

根本

昌夫

→

130198

小説教室〈C クラス〉

根本

昌夫

日本の近代

阿部

恒久

平安時代の歴史物語を読む

平安時代の歴史物語を読む

暢穗

日本の歴史と文化
2021

春

阿部

恒久

→

130204

2021

春 『日本書紀』から見る古代の日本

日本の近代

瀧音

能之

→

130210 『日本書紀』から見る古代の日本

瀧音

能之

2019

秋

史料でみる平安前期社会

瀧音

能之

→

130212

史料でみる平安前期社会

瀧音

能之

2021

春

中世史料学概説【前期】

宮﨑

肇

→

130213

中世史料学概説【後期】

宮﨑

肇

2021

春 『信長公記』を読む

堀

新

→

130217 『信長公記』を読む

堀

新

2021

春 『秀吉事記』を読む

堀

新

→

130218 『秀吉事記』を読む

堀

新

2021

春

やさしい古文書講座

雲藤

等

→

130219

やさしい古文書講座

雲藤

等

2019

秋

江戸時代の日記を読む

雲藤

等

→

130220

江戸時代の日記を読む

雲藤

等

2019

秋

吾妻鏡を読む

新井

孝重

→

130221

吾妻鏡を読む

新井

孝重

2021

春

日本の近代史

大日方 純夫

→

130225

日本の近代史

大日方 純夫

2019

秋

江戸・東京の歴史散歩

藤島 幸彦 他

→

130229

江戸・東京の歴史散歩

藤島 幸彦 他

2019

秋

茶の湯の歴史 禅と茶・詳解編〔禅寺にて座禅及び法話〕

山﨑

仙狹

→

130234

茶の湯の歴史 禅と茶・詳解編

山﨑

仙狹

2019

秋

茶の湯の歴史 禅と茶・真髄編〔禅寺にて座禅及び法話〕

山﨑

仙狹

→

130235

茶の湯の歴史 禅と茶・真髄編

山﨑

仙狹

2021

春

日本 100 名城を歩く［西日本編］

小和田 泰経

130246

日本 100 名城を歩く［東日本編］

小和田 泰経

2021

夏

史料でみる近代史―幕末編―

大庭

邦彦

→

130284

史料でみる近代史―幕末編―

大庭

2021

夏

古文書から読み解く江戸時代

加藤

貴

→

130286

古文書から読み解く江戸時代

加藤

貴

2021

夏

人物でたどる戦国史

丸島

和洋

→

130290

人物でたどる戦国史

丸島

和洋

2021

夏

昭和戦前・戦中の歴史

望月

雅士

→

130291

昭和戦前・戦中の歴史

望月

雅士

2021

夏

昭和の歴史を振り返る

望月

雅士

→

130292

昭和の歴史を振り返る

望月

雅士

2021

春

東京昭和観光

泉

麻人

→

130296

東京昭和観光

泉

麻人

2021

夏

初歩習得者のための古文書講座

久保

貴子

→

130298

初歩習得者のための古文書講座

久保

貴子

2021

夏

初歩からまなぶ古文書

久保

貴子

→

130299

初歩からまなぶ古文書

久保

貴子

2021

春 「ヨーロッパ」とは何か・ヨーロッパを考える

森原

隆

→

130303 「ヨーロッパ」とは何か・ヨーロッパを考える

森原

隆

2021

春

中世ヨーロッパの歴史

鈴木

喜晴

→

130307

鈴木

喜晴

2019

秋

近代ヨーロッパの歴史

小原

淳

→

130309

近代ヨーロッパの歴史

小原

淳

2019

春

近世・近代のイタリア

三森 のぞみ

→

130310

近現代のイタリア

三森 のぞみ

2021

春

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

春

オリエントの考古学

小泉

龍人

→

130315

オリエントの考古学

小泉

龍人

2021

春

古代メソポタミア史料購読

川崎

康司

→

130305

古代メソポタミア史料購読

川崎

康司

邦彦

世界を知る

中世ヨーロッパの歴史

芸術の世界
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2021

春

歌舞伎と文楽

児玉

竜一

→

130402

歌舞伎と文楽

児玉

竜一

2021

春

能と狂言を楽しむ

善竹

十郎

→

130404

能と狂言を楽しむ

善竹

十郎

2021

春

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

2019

秋

奈良美術を知る Ⅴ A【月曜クラス】

片岡

直樹

→

130409

奈良美術を知る Ⅶ A【月曜クラス】

片岡

直樹

2019

秋

奈良美術を知る Ⅴ B【火曜クラス】

片岡

直樹

→

130410

奈良美術を知る Ⅶ B【火曜クラス】

片岡

直樹

2021

春

天平の仏教美術

松原

智美

→

130415

天平の仏教美術

松原

智美

継続元となる講座
開講年度 開講期

2021 年度

講座名

講師名

→

クラスコード

秋講座

講座名

講師名

2021

春

仏教美術入門Ⅴ【午前クラス】

山田

磯夫

→

130418

仏教美術入門Ⅵ【午前クラス】

山田

磯夫

2019

冬

イタリア・ルネサンス美術

高橋

朋子

→

130429

イタリア・ルネサンス美術

高橋

朋子

2021

春

英国美術の詩学 ― 近・現代篇

齊藤

貴子

→

130430

英国美術の詩学・特別篇―ロマン派詩人ジョン・キーツという伝統

齊藤

貴子

2019

秋

イタリア音楽史

今谷

和徳

→

130433

イタリア音楽史

今谷

和徳

2021

春

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

2021

春

ベートーヴェンとの再会

茂木

一衞

→

130435

ウィーンのモーツァルト、シューベルト―「心」と「自然」の織りなす美

茂木

一衞

2021

春

風景の詩 春Ⅰ

南口

清二

→

130436

風景の詩 秋Ⅰ

南口

清二

2021

春

風景の詩 春Ⅱ

南口

清二

→

130437

風景の詩 秋Ⅱ

南口

清二

2019

秋

水彩ステップアップ講座【月曜クラス】

出口

雄大

→

130439

水彩ステップアップ講座【月曜クラス】

出口

雄大

2019

秋

洋楽ロック 70 年史

鹿野

淳

→

130474

邦楽ロック 50 年史

鹿野

淳

2021

春

仏教美術入門Ⅴ【午後クラス】

山田

磯夫

→

130478

仏教美術入門Ⅵ【午後クラス】

山田

磯夫

2019

秋

キリスト教における神・人間理解

田島

照久

→

130503

キリスト教における神・人間理解

田島

照久

2021

春

日本の哲学

小坂

国継

→

130506

道元の思想

小坂

国継

2019

秋

中国・日本仏教史

岡本

天晴

→

130509

中国思想と日本

岡本

天晴

2021

春

インド仏教へのいざない

齋藤

直樹

→

130511

インド仏教へのいざない

齋藤

直樹

2021

春

最も重要な仏典を読む

正木

晃

→

130513

最も重要な仏典を読む

正木

晃

2021

夏 『解深密経』を読む

吉村

誠

→

130514 『解深密経』を読む

吉村

誠

2019

春 『正法眼蔵』に学ぶ

粟谷

良道

→

130515 『正法眼蔵』に学ぶ

粟谷

良道

2021

春

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

2019

秋

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

人間の探求

くらしと健康

2021

夏

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

→

130697

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

2021

夏

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

→

130696

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

2021

夏

読むこと、語ること（基礎クラス）

林

理絵子

→

130699

読むこと、語ること（基礎クラス）

林

理絵子

2021

夏

読むこと、語ること（応用クラス）

林

理絵子

→

130698

読むこと、語ること（応用クラス）

林

理絵子

現代社会と科学
2019

秋

金融の功罪

北村

歳治

→

130707

経済と金融は正常化の道を歩み出したのか

北村

歳治

2019

秋

風景に見る地球と人の営み

大山

正雄

→

130710

風景に見る地球と人の営み

大山

正雄

2020

春

大地の自然史と人間社会

町田

洋

→

130711

大地の自然史と人間社会

町田

2021

夏

人間探求 ―『心に残る映画』で切る

林

勝彦

→

130714

徹底解剖！ 新型コロナウイルスの正体に迫る

林

勝彦

2021

夏

永田町レポート〜いま何が起きているか 政変劇の舞台裏

鈴木

哲夫

→

130798

永田町レポート〜いま何が起きているか 政変劇の舞台裏

鈴木

哲夫

洋

外国語（英語）
2021

夏

楽しい ! 身につく !! 英会話〔入門〜基礎〕

伊藤

宏美

→

133097

楽しい ! 身につく !! 英会話〔入門〜基礎〕

伊藤 宏美

2021

夏

楽しい ! 身につく !! 英会話〔初級〕

伊藤

宏美

→

133098

楽しい ! 身につく !! 英会話〔初級〕

伊藤

宏美

2021

夏

楽しい ! 身につく !! 英会話〔中級〕

伊藤

宏美

→

133096

楽しい ! 身につく !! 英会話〔中級〕

伊藤

宏美

2021 年度 秋講座【中野校】継続講座一覧
継続元となる講座
開講年度 開講期

講座名

2021 年度
講師名

→

クラスコード

秋講座

講座名

講師名

文学の心
2021

夏 『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

2021

夏 『源氏物語』を楽しく読む

橋本 ゆかり

→

330106 『源氏物語』を楽しく読む

橋本 ゆかり

2021

夏 「平家物語」を読む

清水 由美子

→

330124 「平家物語」を読む

清水 由美子

2021

夏

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

2021

夏

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

2021

夏

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

2021

夏

実作短歌入門

福島

泰樹

→

330119

実作短歌入門

福島

泰樹

お江戸演芸・文化散歩【秋編】

瀧口

雅仁

日本の歴史と文化
2021

夏

お江戸演芸・文化散歩【夏編】

瀧口

雅仁

→

330299

芸術の世界
2021

夏

文楽のツボ ― 人形浄瑠璃を楽しもう ―

葛西

聖司

→

330403

文楽のツボ ― 人形浄瑠璃を楽しもう ―

葛西

聖司

2021

春

伝説の映画スター 〜追悼・リクエスト・アンコール編〜

渡辺

俊雄

→

330422

伝説の映画スター 〜追悼・リクエスト・アンコール編 PART Ⅱ〜

渡辺

俊雄

2019

冬

500 語でゆっくり英会話〔基礎〕
〈木曜・A クラス〉
【継続】

唐木田 照代

→

333001

500 語でゆっくり英会話〔基礎〕
〈木曜・A クラス〉
【継続】

唐木田 照代

2019

冬

500 語でゆっくり英会話〔基礎〕
〈木曜・B クラス〉
【継続】

唐木田 照代

→

333002

500 語でゆっくり英会話〔基礎〕
〈木曜・B クラス〉
【継続】

唐木田 照代

外国語（英語）
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2021 年度秋学期講座 テキスト一覧
クラス
コード

講座名

『テキスト名』

ISBN 番号(出版社)

130109 万葉集を読む

『万葉集』

130112 『源氏物語』若菜上巻を読む

『古典セレクション 源氏物語(9)』

何でも可
978‑4093620895 (小学館)

130116 『平家物語』を読む

『平家物語 覚一本 全 改訂版』

978‑4838606504 (武蔵野書院)

130132 原音と朗読で楽しむ漢詩

『中国古典名詩文選Ⅶ』

講座の自主制作テキストです。秋から受講さ
れる方には教室で販売します。

130137 聖書と文学

『聖書』

130139 シェイクスピアのことばと文化

『The Winter's Tale』

978‑0199535910
(Oxford University Press)

130140 原文で楽しむシェイクスピア

『The New Cambridge Shakespeare,
The Tragedy of King Lear』

978‑0521612630
(Cambridge University Press)

130142 現代イギリスの女性作家を読む

『A Fairly Honourable Defeat』

978‑0099285335 (Vintage Classics)

130144 『古事記』を読み直す

『古事記』

978‑4003000113 (岩波文庫)

130199 万葉集全講

『万葉集 全訳注原文付(三)』

978‑4061313842 (講談社文庫)

130210 『日本書紀』から見る古代の日本

『日本書紀(3)』

978‑4003000434 (岩波書店)

130212 史料でみる平安前期社会

『日本後紀（下）』

130297 聖徳太子とその時代〜太子の正体に迫る〜 『聖徳太子に秘められた古寺・伝説の謎
史に隠れた実像と信仰を探る』

978‑4061597891 (講談社)
正

978‑4863102361 (ウェッジ)

130404 能と狂言を楽しむ

『能楽ハンドブック』

978‑4385410609 (三省堂)

130404 能と狂言を楽しむ

『狂言ハンドブック』

978‑4385410593 (三省堂)

130430 英国美術の詩学・特別篇
『イギリス恋愛詞華集〜この瞬間（とき）を
─ロマン派詩人ジョン・キーツという伝統 永遠に〜』

978‑4327481674 (研究社)

130435 ウィーンのモーツァルト、シューベルト
─「心」と「自然」の織りなす美

『「癒し」を越えるクラシック』

978‑4276210035 (音楽之友社)

130492 柳家権太楼の落語論

『落語家魂！ 爆笑派・柳家権太楼の了見』

978‑4120050817 (中央公論新社)

130503 キリスト教における神・人間理解

『エックハルト説教集』

978‑4003381618 (岩波書店)

130506 道元の思想

『正法眼蔵（二）』

978‑4003331910 (岩波文庫)

岩波文庫のものは手に入りにくいので別出版社の
「渓色山色」の巻が載せられている書籍でも可

130510 聖書に登場する真の預言者

『旧約・新約聖書』

130707 経済と金融は正常化の道を歩み出したのか 『談 no.121 複合危機とポスト資本主義』

978‑4880655109 (水曜社)

130789 コロナ危機と EU

978‑4‑535‑58735‑9 (日本評論社)

『英国の EU 離脱と EU の未来』

133027 NHK ラジオ英語講座で上達! 毎日の習慣づ 『NHK ラジオ 『ラジオ英会話』(2021 年 9 (NHK 出版)
けでさらに上を目指す〔中級〕
月号・10 月号・11 月号)』
133096 楽しい! 身につく!! 英会話〔中級〕
【継続】 『Cambridge English Empower Intermediate Combo A with Online Assessment』
133097 楽しい! 身につく!! 英会話〔入門〜基礎〕
【継続】

978‑1316601266
(Cambridge University Press)

『Cambridge English Empower Elemen- 978‑1316601228
tary Combo A with Online Assessment』 (Cambridge University Press)

978‑1316601242
133098 楽しい! 身につく!! 英会話〔初級〕
【継続】 『Cambridge English Empower Pre‑Intermediate Combo A with Online Assessment』 (Cambridge University Press)
133099 TOEIC Listening & Reading テストト
レーニング 目標 730 点〜900 点コース

『公式 TOEIC Listening&Reading 問題集
〈7〉』

978‑4906033614
(国際ビジネスコミュニケーション協会)

330105 『源氏物語』を読む

『源氏物語(三)澪標 ─ 少女』

978‑4003510179 (岩波文庫)

330106 『源氏物語』を楽しく読む

『源氏物語(三)澪標 ─ 少女』

978‑4003510179 (岩波文庫)

330108 朗読 声に出して読む平家物語

『平家物語(三)』

978‑4003011331 (岩波文庫)

330115 初歩の初歩の俳句講座〈午前クラス〉

『獺祭書屋俳話・芭蕉雑談（だっさいしょお
くはいわ・ばしょうぞうだん）』

978‑4003600252 (岩波文庫)

330116 初歩の初歩の俳句講座〈午後クラス〉

『獺祭書屋俳話・芭蕉雑談（だっさいしょお
くはいわ・ばしょうぞうだん）』

978‑4003600252 (岩波文庫)

330124 「平家物語」を読む

『平家物語 覚一本 全 改訂版』

978‑4838606504 (武蔵野書院)

330219 聖地と山岳信仰 ─ 日本文化の根底を探る

『山岳信仰 ─ 日本文化の根底を探る』

978‑4121023100 (中公新書)

330219 聖地と山岳信仰 ─ 日本文化の根底を探る

『熊野と神楽 ─ 聖地の根源的力を求めて』

978‑4582364521 (平凡社)

330305 イギリス王室の謎

『図説

978‑4309760995 (河出書房新社)

330331 世界の神話

『世界の神話』

978‑4005009022 (岩波ジュニア新書)

330403 文楽のツボ ─ 人形浄瑠璃を楽しもう ─

『文楽のツボ』

978‑4140881828 (NHK 出版 生活人新書)

330504 『論語』入門

『論語』

978‑4003320211 (岩波文庫)

330505 仏教思想入門

『ブッダの 真理のことば 感興のことば』

978‑4003330210 (岩波文庫)

330509 がんと生きる哲学

『楕円形のこころ がん哲学エッセンス』

978‑4393716335 (春秋社)

330523 言語の脳科学

『言語の脳科学』

978‑4121016478 (中公新書)

333001 500 語でゆっくり英会話〔基礎〕
〈木曜・A クラス〉【継続】

『絵で見る英語 BOOK 2(改訂新版)』

978‑4896842661 (IBC パブリッシング)

333002 500 語でゆっくり英会話〔基礎〕
〈木曜・B クラス〉【継続】

『絵で見る英語 BOOK 2(改訂新版)』

978‑4896842661 (IBC パブリッシング)

333020 出会いを楽しむ! はじめて話す英会話
〔入門〕

『Making Friends 1』

978‑4777361250
(MACMILLAN LANGUAGE HOUSE)

イギリスの王室』

※受講申し込み件数が少ない場合、やむを得ず講座の開講を中止することがあります。
各講座の開講判定日は当該講座開講日の約 2 週間前です。テキストは開講決定後にご購入ください。
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受講規約
受講をお申し込みいただいた時点で、本受講規約の記載内容に同意したものとみなします。

❶ オープンカレッジのご案内
1. オープンカレッジは、早稲田大学エクステンションセンター（以下、当センターと
いう）が主催する公開講座の総称です。
文学、
歴史、
教養等の人文系から、
現代社会、
ビジネス、語学等の実務系まで、バラエティーに富む講座を春から冬の4 学期に
開講しています。
2. オープンカレッジは、年齢・学歴を問わずどなたでも受講できます。前提知識、
受講料、開講日時、テキストや必要な備品など、講座ごとに受講条件が指定され
ているものがありますので、当センターホームページまたはオープンカレッジ・パ
ンフレットの「各講座ご案内」
（以下、
「講座紹介」という）で確認してください。
3. オープンカレッジを受講するには、事前のお申し込みが必要です。お申し込み手
続きが完了し受講料の納入が確認できましたら、当センターから「受講証」を発
送します。受講証は教室にて確認させていただくことがありますので、講座受講
の際に必ず持参してください。

❷ 会員の種類およびビジター制度
A. 会員
1. 継続的に講座を受講される個人の方のための会員制度です。
2. オープンカレッジ独自の単位が付与されます。また会員資格を更新することで取
得した単位を累積することができます。
3. オープンカレッジの講座お申し込みの際に、同時に入会手続きをしていただきま
す。入会のみの手続きはできません。会員資格の有効期間は入会年度を含めて4
年度間です（入会日に関わらず 3月末日まで有効）
。
4. 入会金は8,000円（税込）です。受講料と一緒にお支払いください。
5. 入会金の割引制度があります。次のいずれかに該当する方は入会時にお申し出く
ださい。なお割引は、入会時の自己申告にて承っております。
A.入会金 6,000 円（税込）の特例
①本人が次のいずれかに該当する場合
会員もしくはビジターとしてオープンカレッジの講座を過去に受講された方／本学卒業生／早稲田
カード所持者／ WASEDAサポーターズ倶楽部の方

②本人が次の地域に在住・在勤の場合
東京都新宿区／東京都中央区／東京都中野区／佐賀県

③次のいずれかの方からの紹介による場合
オープンカレッジ会員／本学卒業生／早稲田カード所持者／本学在学生父母

④本人（2 親等までの家族を含む）が次の団体の会員にあたる場合
リロクラブ／イーウェル／ベネフィットワン／ JTB ベネフィット

B.入会金無料の特例
①本人が次のいずれかに該当する場合
本学在学生／本学芸術学校在学生／本学附属・系属校在学生／本学教職員／本学在学生父母／
本学附属・系属校在学生父母
※卒業・退職後は資格を更新していただく必要がございます。
②本人が本学の校友会へ校友会費を納入している場合
※それ以外の校友の方は「A.入会金 6,000円（税込）の特例」に該当します。

6. 会員は4 年度ごとに更新手続きが必要です。
7. 更新料は6,000円（税込）です。更新すると、取得単位情報や会員情報が引き継
がれます。
B. 法人会員
1. 企業・団体等、法人組織単位で登録できる会員制度です。所属の社員・職員の方々
は会員としてオープンカレッジの講座を受講いただけます。2 名様から申し込み可
能です。人数の上限はありません。
2. オープンカレッジ独自の単位が付与されます。ただし、会員資格を更新すること
ができませんので、取得した単位を累積することはできません。
3. 法人会員には、入会の当該年度内のみ有効となる1 年度会員または4 年度会員の
2 種類があります（入会日に関わらずいずれも3月末日まで有効）
。
4. 1 年度会員の入会金は1団体 10,000円（税込）
、4 年度会員の入会金は1団体
36,000円（税込）です。受講料と合わせてお支払いください。
5. 受講申し込みは、所属団体の担当部課または代表の方を通じて一括で行っていた
だきます。会員受講料にて受講できます。
C. ビジター制度
1. 入会することなく講座を受講できる制度です。ビジター受講料が適用されます。
2. オープンカレッジ独自の単位が付与されます。ただし、会員ではないので、取得
した単位を累積することはできません。

❸ 講座の種類
1. オープンカレッジには、講義形式のもの、芸術やスポーツなど制作や実技を伴う
もの、校外学習を伴うものなど、講座の目的や目標に応じた様々な形式の講座が
あります。
2. 講座案内記載の講座内容は変更することがあります。
3. オムニバス形式は、複数の講師が講座を担当します。また、講座内容をより専門
的な視点から補足するため、ゲストスピーカーを招へいすることがあります。
4.講座時間は1回90 分を基本としますが、講座内容によって一部例外があります。
5. 講座回数は、春学期・秋学期（10 週間）は週 1回、計 10回、夏学期・冬学期（8
週間）は週 1回、計 8回を標準としますが、講座により異なりますので「講座紹介」
等で確認してください。
6. 出席状況は、
出席カードにより確認します。出席カードは、
教室に設置してある「出
席カード回収箱」に必要事項を記入のうえ投函してください。

❹ 単位
1. 全講座回数の3 分の2 以上に出席すると所定の単位が付与されます。オープンカ
レッジ独自の制度ですので、大学の学部・大学院における正規課程の単位との互
換性はありません。
2. 単位数は、講座の総時間数によって決定します。
「講座紹介」等で確認してくださ
い。また、取得単位数は、当センターホームページ−［マイページ］−［マイペー
ジメニュー］−［講座受講状況の確認］で確認できます。

※お申し込み前に必ずお読みください。

❺ 修了
1. 通算取得単位数 76 単位を満たした会員の方はオープンカレッジ修了となり修了
証を授与します。また、60 単位以上の取得と「修了論文」の提出により修了とす
る制度があります。
（ご参考）
「修了論文」提出要領（抜粋）
①論文は 2 万字以上とする（原稿用紙 50 枚、パソコン作成 A4 版 14 枚）
※表紙、目次、参考文献、図表は含めない

②担当講師（論文審査員）の論文指導（3回以上）開始から11 か月以内に提出する
③論文指導料 80,000 円（税込）を初回指導日までに支払う

2. ①修了後は終身会員（更新料無料）となり、会員受講料にてオープンカレッジを
継続して受講できます。
②希望される方には、
早稲田大学校友会に「推薦校友」の候補者として推薦します。
③修了生の親睦組織「稲修会」に入会できます。
3. 通算取得単位数 150 単位を満たすと「紺碧賞」を授与します。

❻ 受講申込
1. 開講キャンパスが複数あります。講座選択時にはキャンパスを確認してください。
2. 当センターホームページからお申し込みください。お電話でもお申し込みを受け付
けます。当センター代表（03-3208-2248）までご連絡ください。
3. お申し込み後の受講キャンセルは、当センター代表（03-3208-2248）までお電
話もしくはメール（wuext@list.waseda.jp）にてご連絡ください。
4. 受講料の支払いがないことをもって受講キャンセルとはみなしません。
5. 受講キャンセルには、次のキャンセル料および返金手数料がかかります。
【キャンセルポリシー】
受講キャンセル日

キャンセル料（税込）

講座初回の前日から起算して 7日前まで

1,000 円

講座初回の前日から起算して 6日前から前日（前日
が休業日のときは前開室日）17:00まで

2,000 円

特例として、語学講座のレベル変更を当該講座の第
3回目開講日の前日（前日が休業日のときは前開室
日）17:00までに申し出た結果、レベル変更を受け
付けることができなかった場合

3,000 円

キャンセル料として講座ごとに上記金額が発生いたします。返金手数料は 1回のキャンセルにつ
き一律 1,000 円（税込）がかかります。
支払い済みの受講料および入会金（同時入金の場合）は、キャンセル料および返金手数料を差し
引いたうえで、以下の方法で返金します。
・クレジットカード決済の場合
決済時にご利用いただいたクレジットカード会社を通じての返金となります。
・クレジットカード決済以外の場合
ご指定の金融機関口座に振込にての返金となります。

6. 講座開始後（初回の当日以降）の受講キャンセルおよび受講料、入会金の返金は
語学講座のレベル変更の場合を除き一切お受けできません。

❼ 受講
1. 受講申込者以外の方の同伴や見学はお断りしています。
2. 講師が特別に許可した場合を除き、講座の写真撮影、ビデオ撮影、録音はお断り
しています。
3. 講座時間は厳守してください。講座終了後の速やかな退出にご協力をお願いいた
します。
4. 受講中に大地震が発生した場合は、すぐに窓から離れて頭を守る姿勢をとり、教
室内に留まってください。その後の避難行動については、講師および大学スタッ
フの指示にしたがってください。
5. 講師や他の受講生の迷惑となる以下のような行為があった場合、当センターの判
断で受講をお断りする、あるいは会員資格を取り消すことがあります。
• 講義中の教室内で大声を発するなど、受講から逸脱した行為によって講座の進
行を妨げる
• 講師の了解なく、講義内容と関わりのない質問をする
• 講師や他の受講生に付きまとう
• 講師や他の受講生に対する暴言や誹謗中傷
• 泥酔状態での受講
• 校舎内での飲酒（講座内容に関わりがある試飲等を除く）
• その他講義の進行を妨げる行為、講師や他の受講生の迷惑となる行為
6. 貴重品は必ず手元に置き、盗難・紛失には十分ご注意ください。本学では一切の
責任を負いかねます。大学内や講座中に被害に遭われた場合は当センターまでご
相談ください。
7. 教室設備、備品等は大切に使用してください。故意による破損と認められる場合、
弁償していただくことがあります。

❽ 講座定員
1. オープンカレッジの講座には定員が設けられています。
2. 定員を超えてお申し込みがあった場合、できるだけ多くの方が受講できるよう、
定員を拡大することがあります。
3. 一部の講座では、前学期からの継続受講を奨励しています。対象の講座は「継続
講座一覧表」で確認してください。会員先行受付にて対象講座の受講が抽選となっ
た際は前学期の指定講座を受講している方が優先されます。
4. お申し込みが少なく最少開講人数を満たすことができない場合、その他、やむを
得ない理由により開講を中止する場合があります。
5. 開講中止は、講座初回の前日（前日が休業日のときは前開室日）から起算して10
日前までに決定します。テキスト購入など事前準備の参考にしてください。
6. 開講中止が決まった場合、登録済み受講生の皆様には書面にてご連絡します。受
講料および入会金（新規入会の方のみ）は全額返金します。なお、受講料振込の
際にかかった手数料等は返金いたしません。
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❾ 休講・補講
1. 天候不良や担当講師の都合等、その他やむを得ない事情により講座を休講とする
ことがあります。休講とする場合はホームページでご案内いたします。なお、気
象状況の悪化が十分に予測できる場合は講座実施日の前日までに休講を決定する
場合があります。
ご案内方法
センターホームページ
https://www1.ex-waseda.jp/guide/classes.html

講座当日の講師都合による急な講座休講は、ホームページでのご案内に加え、電
話または携帯電話でのSMS（ショートメッセージサービス）にてご連絡します。
なお、天変地異等不測の事態の場合は上記の対応をいたしかねる場合があります
ので、あらかじめご了承ください。
（SMSは携帯電話番号登録者のみ）
2. 交通遅延等により講師の到着が遅れて、開始時刻を30 分経過しても講座を開始
できない場合は休講とします。
3. 休講により規定の講座回数を満たせない場合、原則として、同学期内の開講期間
中もしくは補講期間中の同一時間帯（曜日、時間）に補講を行います。講座カレ
ンダーで確認のうえ、なるべく予定を空けておいていただきますようお願いいたし
ます。補講に出席できない場合でも受講料は返金いたしかねますのでご了承くだ
さい。補講予定は当センターホームページで確認してください。
4. 休講回数が多く補講日数が不足する場合など、講座回数を満たすことができない
場合は、未開講分の講座回数に応じた受講料を返金します。
5. 休講および補講の際に生じた交通費等の損害は補償いたしかねますのでご了承く
ださい。

●個人情報の取り扱いについて
当センターが収集した個人情報は、オープンカレッジの運営上の目的にのみ利
用し、その他の目的には一切利用しません。利用に際し、早稲田大学「個人情
報の保護に関する規則」ならびに「早稲田大学情報セキュリティポリシー」にも
とづき、情報の漏えい、流出、不正利用がないよう必要かつ適切な管理を行っ
ております。また、上記業務の全部又は一部を委託する場合があります。その
場合、委託先に対し、契約等により必要かつ適切な管理を義務付けます。
ご参考：情報セキュリティ・個人情報保護
（https://www.waseda.jp/top/privacy-policy）

●配慮が必要な方へ
文字通訳、手話通訳、場内誘導、座席等について配慮をご希望の方は、講座初
日の２週間前までにご希望の内容をお知らせください。ご相談の上、できる限
りの対応を検討させていただきます。

よくある質問と回答
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❿ 語学講座のレベル変更
1. 語学講座では、言語ごとのレベルマップを提示しています。ご自身のレベルと受
講する講座のレベルをよく確認して講座を選択してください。
2. 万一、選択した講座のレベルとご自身のレベルが合わなかった場合は、レベル変
更を受け付けます。受講されている講座の第 3回目が行われる前日（前日が休業
日のときは前開室日）17:00までに変更先の講座を選んだうえで当センターまでレ
ベル変更を申請してください。
3. 申込済講座と変更後講座の受講料に差額が発生する場合は、その差額を清算し
ます。返金が発生する場合、返金手数料1,000円（税込）を差し引いた金額を
返金します。
4.変更先の講座が定員に達しているなど、レベル変更を受け付けることができない
場合は、キャンセルポリシーにしたがって受講キャンセルとして扱います。

● 入会・受講申し込みについて
Q.1

初めてオープンカレッジの講座を受講したいのですが。
オープンカレッジは会員制をとっており、初めてご受講頂く際
には入会手続きをしていただきます。ご入会のみの申し込み
はできません。また、会員にならずに受講できるビジター制
度もあります。ただし、ビジター受講料が適用されることに
加え、会員先行受付をはじめとする会員特典を受けることが
できません。

Q.2

入会するのに何か条件はありますか？
年齢、学歴等一切条件はありません。また入学試験等もあ
りません。どなたでもご入会いただけますが、実技講座（く
らしと健康ジャンル）については健康状態の制限がございま
す。詳細は、受講規約「11. 実技講座（くらしと健康ジャンル）
の受講」をご覧ください。

Q.3

会員の方の年齢層について教えてください。
幅広い年齢の方にお越しいただいております。昼間は、ご年
配の方が多く、夜間は、昼間にお仕事をお持ちの方が多い
ようです。

Q.4

申し込みの前に授業を見学したいのですが。
授業の見学はお受けしておりません。

Q.5

講座で使用されるテキストを事前に閲覧することはで
きますか？
語学講座に限り閲覧できます。各校の事務所窓口にお申し
出ください。ただし、入荷が間に合わない場合もありますの
で、予めお電話でご確認のうえ、お越しください。

Q.6

語学講座を申し込みたいのですが、自分のレベルがよ
くわかりません。
パンフレットや当センターホームページに「コースレベル選択
の目安」や「講座体系図」等を掲載しておりますのでご覧くだ
さい。また、各講座のテキストの見本を講座開講校の事務所
にご用意しておりますので、ご参照ください。→ Q. 5 参照

Q.7

受講証はいつ受け取ることができますか？
講座開講が確定して以降、ご入金が確認できた方から順次
発送させていただきます。

⓫ 実技講座
（くらしと健康ジャンル）
の受講
1. 心臓病、高血圧症、感染症その他、他人に感染するおそれのある疾病、または筋
肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方は受講できません。また、
病気やけがなどで治療中の方、運動を制限されている方は受講できません。
2. スイミング講座をお申し込みの方は、
「同意書」の提出が必要です。また、講座開
始日から遡って1 年以内の心電図の検査をした結果が「異常なし」の場合のみ受
講可能となります。検査結果に「不整脈など何らかの所見が記載されている」場
合は、お申し込みができません。
「同意書」のご提出の方法等詳細は、お申し込み
後にご案内いたします。
3. 講座受講にあたっては自身の責任において健康状態に十分留意してください。
4. 講座参加中の事故につきましては、本学に瑕疵または過失のある場合を除き一切
の責任を負いかねますのでご了承ください。
5. ご受講の皆様全員につき、当センターで団体傷害保険に加入いたします。その際、
保険代理店に受講者情報（氏名、生年月日、性別）を提出いたしますのでご了承
ください。詳細につきましては、受講決定後にご案内します。
6. 講座開講中、健康状態に変化があった場合には速やかに当センターまたは担当講
師に申し出てください。症状により受講を控えていただく場合があります。なお、
この場合も受講料の返金はできません。
7. 担当講師の指示の下、教務補助（TA）が指導をサポートすることがあります。

⓬ 教室外活動
1. 教室での講義に代えて、街歩きや施設見学等、教室外へ出かける場合があります。
これらの活動は巡見と呼び、一回分の講義とみなされます。巡見時には、ご受講
の皆様全員につき、当センターで団体傷害保険に加入いたします。保険代理店に
受講者情報（氏名、生年月日、性別）を提出いたしますのでご了承ください。また、
見学先施設等の求めに応じて、受講者情報（氏名、生年月日、性別）を提出する
場合がありますので併せてご了承ください。
2. トラベルスタディは、オープンカレッジで学んだことをもとに現地で実際に見聞し
ながら学習効果を一層高めることを目的とした、旅行会社が主催する研修ツアー
です。ツアー情報はセンターホームページでご案内します。内容に関するお問い
合わせとお申し込みはツアーを主催・実施する旅行会社までお願いします。
3. 講座とは別に、講師や受講生の有志で自主勉強会や自主旅行を行う場合、当セン
ターはその活動に対して一切関与せず、責任を負いかねます。
ハラスメントに関する相談窓口
ハラスメントに関する相談は、ハラスメント防止室で受け付けます。くわしくは
ハラスメント防止委員会ホームページ（http://www.waseda.jp/stop/index.
html）で確認してください。
ハラスメント防止室 相談室
所在地
〒169-8050 新宿区西早稲田1-1-7 早稲田大学 28 号館 1階
開室時間 月〜金 9：30〜17：00
TEL
03-5286-9824
FAX
03-5286-9825
E-mail
stop@list.waseda.jp
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Q.8

申し込みたい講座が定員に達していると言われたので
すが、どうしても入れませんか？
「キャンセル待ち」をお受けしております。講座初回の前開室
日までに空席が出た場合、メールもしくはお電話でご連絡い
たします。

Q.9

すでに開講されている講座を申し込みたいのですが。
開講後の講座のお申し込みはできません。お申し込みの受
付は各講座初回の前開室日 17 時で締切ります。ただし、一
部の講座では例外的に開講中の申し込みをお受けすること
がありますのでご相談ください。

Q.10

振込期限が過ぎてしまったのですが、申し込んだ講座
はキャンセルになってしまうのでしょうか？
振込期限までに入金がなくてもお席は確保しておりますので
キャンセル扱いにはなりません。事務所にご相談ください。

● 申し込みキャンセルについて
Q.11

Q.17

講義を欠席したのですが、その日に配付された資料を
もらうことはできますか？
お渡しできます（リーフレット類等の例外を除く）
。講座で配
付された資料は当該講座開講校の事務所にて保管しており
ます。ご欠席された場合は受講証をご持参の上、講座開講
校の事務所までお越しください。また、宅配便（着払い）に
てお送りすることもできます。

Q.18

休講になった場合の講義の扱いはどうなりますか？
交通事情や講師の都合などでやむを得ず休講となった場合
は、原則としてあらかじめ定められた補講期間中（あるいは
同じ学期中）の同一時間帯（曜日、時間）に補講を行います。
補講に出席できなかった場合でも受講料の返金はいたしま
せん。

● その他
Q.19

申し込んだ講座をキャンセルしたいのですが。
当センターまで至急ご連絡ください。講座初回の前日（前日
が休業日のときは前開室日）17 時までにお電話もしくはメー
ルにてご連絡いただいた場合に限り、キャンセル規定に従っ Q.20
て受講キャンセルを受け付けます。→受講規約「6.受講申込」
参照

Q.12

語学講座のレベルが合わないのですが、クラスを変更
することはできますか？
当センターまでご相談ください。受講規約「10. 語学講座の
レベル変更」の内容に該当する場合に限り、語学講座の開
講後クラス変更が可能です。→受講規約「10. 語学講座のレ
ベル変更」参照

Q.13

ビジターで講座を申し込みましたが、会員に変更するこ
とはできますか？
①現在受講中の場合
すでに講座が開講されている場合は、変更できません。
次回講座をお申し込みになる際に、あらためてお手続きを
してください。この場合、入会金は 6,000 円（税込）に減
額（通常は 8,000 円）いたします。
②開講前で受講料をお支払いになっていない場合
Q.22
入会ご希望の旨を当センターへご連絡ください。入会金 +
会員受講料の金額を改めて請求させていただきます。
③開講前ですでに受講料をお支払いの場合
入会ご希望の旨を事務所にご連絡ください。お手続きの
ご案内をさせていただきます。

Q.21

Q.23

● 受講について
Q.14

教室にはいつから入れますか？
前の時間の授業終了後、次の授業が始まるまでの休み時間
にお入りください。なお、講座終了後は速やかに退出してい
ただくよう、ご協力をお願いいたします。

Q.15

試験や宿題はありますか？
試験はありません。ただし、
語学講座などの一部の講座では、
予習・復習などの宿題が課される場合があります。

Q.16

授業を欠席する場合、連絡する必要はありますか？
受講生の出欠は出席カードで確認いたしますので、ご連絡
は不要です。

講座を履修した証明書がほしいのですが。
会員の方はマイページの「講座受講状況の確認」から履修証
明書が出力できます。ビジターの方は各校の事務所窓口で
発行しておりますのでお申し出ください。
受講料の領収書がほしいのですが。
会員の方はマイページの「請求内容の確認」からご自身で出
力できます。ビジターの方は各校の事務所窓口で発行してお
りますのでお申し出ください。
会員証を紛失してしまいました。
再発行いたしますので当センターまでお申し出ください。再
発行手数料として 1,000 円（税込）をご負担いただきます。
①会員のみなさま
再発行手数料をお支払済みの方へ約 1 週間を目安に会員
証を郵送いたします。
②終身会員（修了者・紺碧賞受賞者）のみなさま
再発行手数料をお支払済みの方へ約 1 週間を目安に仮会
員証を郵送いたします。
終身会員用会員証はお申し出があった年度の年度末（3 月
下旬ごろ）を目安に郵送いたしますので、それまでは仮会
員証をご使用ください。
先生に連絡をとりたいのですが、住所を教えてもらえ
ますか？
個人のプライバシー保護の観点から、講師や他の受講生の方
のご住所、電話番号、メールアドレス等はお伝えできかねます
のでご了承ください。講師への伝達はセンターにて承ります。
大学は、地震対策を行っていますか？
当センターでは、
『大地震対応マニュアル』を配布し、
首都圏で
震度６以上の地震が発生した場合の対応方法をお知らせし
ています。ぜひご一読ください。また、早稲田大学の対応ポリ
シーを記したマニュアルは以下のページでご覧いただけます。
https://www.waseda.jp/top/about/work/organizations/
general-aﬀairs/safety/earthquakes

24時間受付！

簡単！
便利！

空き時間に
申し込み

受講申し込みはインターネットが便利です‼
TOPページにアクセス
https://www.wuext.waseda.jp にアクセスし、
画面下部に
スクロールするか、右側の「講座検索・申込」ボタンをクリックします。

一般受付

※STEP2 に進んでください。

会員先行受付

※会
※会員先行受付期間に表示される赤いバナー
の「こちらからログイン」の部分をクリックし、
ID・パスワードを入力してログインしてから
STEP2 に進んでください。
S

講座検索
受講したい講座を検索します。
フリーワード、講座ジャンル、開講場所、
曜日や時間などから検索できます。

受講申込
表示された講座の詳細情報を確認し、申し込みボタンを
クリックしてください。

インターネットからお申し込みいただくと、センターからの
さまざまなお知らせがメールで届きます。

！
ください
用
利
ご
ぜひ

※「申込時の確認メール」
「コンビニ決済用の案内メール」
等が送られます。exweb@list.waseda.jp のメールを受信可能にしておいてください。

