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バウチャー制度対象学習機関名称       ページ

※講座申込み時にバウチャー制度対象講座であることをご確認ください。

※各講座についての詳しい内容は各対象学習機関発行の案内書をご覧ください。

アテネ ・ フランセ           １

アーツ千代田３３３１           ２

イタリア文化会館           ２

エスフォルタ水道橋           ３

ABC クッキングスタジオ （丸の内スタジオ）        ３

科学技術館　パソコン教室          ４

神田アクアビクスプール ・ 江戸遊         ４

神田外語キッズクラブ           ５

神田塾 / 神田外語学院          ５

共立アカデミー（共立女子大学　共立女子短期大学）      ５

公益財団法人日本棋院          ６

首都大学東京オープンユニバーシティ        ７

城西エクステンション・ プログラム（城西大学　城西国際大学）     9

駿台STCスクール（駿台電子情報＆ビジネス専門学校）      9

駿台外語＆ビジネス専門学校　エクステンション講座      9

セルバンテス文化センター東京         10

ソフィア・ コミュニティ ・ カレッジ（上智大学公開講座）      10

中央大学クレセント ・ アカデミー         12

テックガーデンスクール       　   12

東京會舘クッキングスクール（Supported by ABC Cooking Studio）    13

日テレ学院            13

日本健康太極拳協会          13

NPO法人　日本マナー・プロトコール協会        14

ヌーベルエコール           14

ハルスポーツラボラトリー          14

パソコン市民講座　神保町駅前教室        15

FIDES 学院            16

文房堂アートスクール          16

ホームメイドクッキング （有楽町教室）        18

毎日文化センター           18

宮地楽器            20

武蔵野大学社会連携センター（千代田サテライト教室）      21

明治大学リバティアカデミー          22

桃園学園　四谷美術研究所　         22

山野楽器ヤマノミュージックサロン有楽町        23

依田塾　こども囲碁サロン・一般部         23
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アテネ・フランセ
〒101-0062　千代田区神田駿河台 2-11

ＴＥＬ　03-3291-3391
ＦＡＸ　03-3291-3392

URL　http://www.athenee.jp/

講　　座　　名

【仏語】入門科　英語で学ぶ入門科 【英語】新インテンシブ２０( 初級、中級、上級 )

【仏語】準備・演習・復習コース（初級、中級、上級）【英語】セミ・インテンシブ９（初級、中級、上級）

【仏語】速習セット　英語で学ぶ入門科＋初級準備 【英語】セミ・インテンシブ６（初級、中級）

【仏語】総合講座（初級、中級、上級準備、上級、最上級）【英語】ウェンズデイ３（初級、中級、上級）

【英語】総合英語準備コース(基礎、応用)【仏語】総合講座総復習（初級、中級）

【英語】サタデイ３（初級、中級、上級）【仏語】通訳・翻訳講座

【英語】マーチスペシャル（初級、中級、上級）【仏語】単科（入門、初級、中級、上級）

【英語】レギュラーコース（初級、中級、上級）※試験対策クラスを除く

【英語】ビジネス英語　総合コース（レベル　１～６)【仏語】視聴覚クレディフ、クレディフ演習

【英語】リッスン＆スピーク（初級、中級、上級）【仏語】視聴覚サンテティック

【英語】通訳・翻訳講座（初級、中級、上級）【仏語】短期集中講座（初級、中級、上級 )

【英語】ビジネス英語コース（初級、中級、上級）【仏語】プライベート、セミ・プライベートレッスン

【英語】科目別選択（初歩、初級、中級、上級）※資格取得のためのレッスンを除く

※試験対策クラスを除く【古典ギリシャ語】入門、初級、中級、上級

【英語】英語短期集中講座（初級、中級、上級 )【ラテン語】入門、初級、中級、上級

【英語】プライベート、セミ・プライベートレッスン【古典ギリシャ語・ラテン語】

※資格取得のためのレッスンを除く　プライベート、セミ・プライベートレッスン

　※資格取得のためのレッスンを除く
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イタリア文化会館
〒102-0074　千代田区九段南 2-1-30

ＴＥＬ　03-3262-4500
ＦＡＸ　03-3262-4510

URL　http://www.iictokyo.com/

講　　座　　名

 ）級上・級上中・級中・級初・門入（ スーコ合総　語アリタイ

）級上・級上中・級中・級初・門入（ スーコ話会　語アリタイ

　（初級・中級）（全10回） スーコ法文　語アリタイ

語アリタイく書　）級初（ スーコ文作　語アリタイ

イタリア語　仕事で使えるイタリア語コース（初級・中級・中上級・上級） 

イタリア語　読解コース（入門・初級・中級・中上級） 

）級上最・級上・級上中・級中（ スーコ別マーテ　語アリタイ

イタリア語　集中コース

イタリア語　その他のコース（初級・中級・中上級）

オペラコース　イタリア語発音講座

ラテン語  

古典ギリシャ語

アートラボ　ルネッサンス・コーラスの楽しみ

アートラボ　イタリア古典歌曲

アーツ千代田 3331
〒 101-0021 東京都千代田区外神田 6-11-14

ＴＥＬ　03-6803-2441
ＦＡＸ　03-6803-2442

URL　http://www.3331.jp

講　　座　　名

3331 絵画クラブ「油絵」
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ＡＢＣクッキングスタジオ
◇丸の内スタジオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〒 100-0005 千代田区丸の内 3-1-1 国際ビルヂング地下 2 階

ＴＥＬ　03-5220-3191

講　　座　　名

クッキングコース

基礎クラス：12回

マスタークラス：12回

セレクトクラス：６回、12回、24回、36回

Washokuクラス

ブレッドコース

基礎クラス：６回、12回、18回、24回

基礎クラス：８回、16回、24回

B（中級）

C（上級）

マスタークラス：６回、12回

リッシュクラブ：５種

ケーキコース

基礎クラス：初級６回、中級６回、上級６回、
　　　　　　回数制６回、12回、18回、継続用6回、継続用12回

マスタークラス：６回、12回

Wagashiクラス：６回、８回

エスフォルタ水道橋
〒101-0064　千代田区猿楽町 2-8-8　住友不動産猿楽町ビルB1F

ＴＥＬ　03-3292-0911
ＦＡＸ　03-3292-2327

URL　http://www.esforta.co.jp/

講　　座　　名

水中歩行＆うきうき引き締め

シェイプアップアクア 45 おはようホットヨーガ

アクアビクス 45 ホットヨーガ45

オリジナルアクア ローラーリラックス

骨盤ほぐしウォーク

水中さんぽ 45

四泳法初級

ホットピラティス

アクアビクス30

※受講コースについてのお問い合わせは、㈱ＡＢＣクッキングスタジオまでお問い合わせください。

※バウチャー制度申請についてのお問い合わせは、九段生涯学習館までお問い合わせください。
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科学技術館  パソコン教室
〒102-0091  千代田区北の丸公園 2-1

ＴＥＬ　03-3212-2455
ＦＡＸ　03-3212-7244

URL　http://kagakupc.jp/

講　　座　　名

タッチタイピング講座 

いまどきのパソコン　旬な使いかた講座

半日講座　アイフォーン

半日講座　タブレット

一日講座　年賀状作成

半日講座　年賀状作成

パソコン講座【ワード　ステップ①】（上級）

パソコン講座【ワード　ステップ②】（上級）

パソコン講座【エクセル　ステップ①】（上級） 

パソコン講座【エクセル　ステップ②】（上級） 

パソコン講座【パワーポイント　ステップ①】（上級） 

パソコン講座【パワーポイント　ステップ②】（上級） 

パソコン講座【フォトムービー作成】（上級）

パソコン講座【アイフォーン活用】（上級）

パソコン講座【タブレット活用】（上級）

神田アクアビクスプール・江戸遊

〒101-0063  千代田区神田淡路町 2-9-9
ＴＥＬ　03-3258-2611

URL http://www.aquabics.com/

講　　座　　名

火曜　15-16時　健康アクアビクス（初級）

火曜　16-17時　らくらく水中歩行（基礎）

水曜　15-16時　シェイプアップアクアビクス（初級〜中級）

木曜　15-16時　水中ウォーキング＆ストレッチ（初級）

金曜　15-16時　水中歩行＆簡単運動（基礎）



神田塾 /神田外語学院
〒101-8525  千代田区内神田 2-13-13

ＴＥＬ　0120-815-864
ＦＡＸ　03-3254-2516

URL　http://www.kandagaigo.ac.jp/kifl/

講　　座　　名

高校生のための英会話（対象：高校生）

神田外語キッズクラブ
〒101-0047  千代田区内神田 2-13-9 神田外語本部ビル４階

ＴＥＬ　0120-154-815
ＦＡＸ　03-3252-0240

URL　http://www.kidsclub.co.jp

講　　座　　名

「子ども英語」 対象：幼児～小学６年生、中学生

「お家で使える英語」 対象：０歳～３歳と保護者

）学大期短子女立共　学大子女立共（ ーミデカア立共
〒101-8437  千代田区一ツ橋 2-2-1

ＴＥＬ　03-3512-9981
ＦＡＸ　03-3237-2858

E-mail　ka-info@kyoritsu-wu.ac.jp
URL  http://www.kyoritsu-ac.jp/

講　　座　　名

古代出雲の深層へ—和歌・絵画・風土記

万葉集の魅力

日本神話を読む

『平家物語』の清盛像を読み解く

『源氏物語』を読む

シェイクスピアを読む　—『ハムレット』

やきものの歴史と魅力〜有田焼400年（Ⅰ）江戸時代のやきもの〜

ボサノヴァの詩をポルトガル語で読み、歌う

援助と難民支援を通じて考える日本の国際貢献

色彩のフォークロア

文章中の7割を占める「ひながな」も徹底！　美文字講座

写真基礎演習Ⅰ

アナウンス基礎講座
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三味線入門

長唄講座【個人レッスン編】

きもの着付けと礼法講座

書を楽しむ（書道クラス）

母の日に贈る〜フレッシュフラワーアレンジメント〜

楽しく学べる鉛筆デッサン講座

クラシカルバレエレッスン≪ベーシッククラス／ステップアップクラス≫

公益財団法人日本棋院
公益財団法人日本棋院　市ヶ谷本院囲碁学校

〒 102-0076　千代田区五番町 7-2 
ＴＥＬ　03-3288-8840

URL　http://www.nihonkiin.or.jp/

公益財団法人日本棋院　有楽町囲碁センター囲碁学校
〒100-0006　千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館9階

ＴＥＬ　03-6269-9133
URL　http://www.nihonkiin.or.jp/

講　　座　　名

公益財団法人日本棋院　市ヶ谷本院囲碁学校

月曜入門コース

気軽に学ぶ上達コース

火曜囲碁サロン

特別高段コース

火曜進級コース

火曜上級コース

有段必修コース

基礎コース

水曜子供教室

快速入段コース

木曜囲碁サロン

木曜らくらく基礎コース

すいすい上達コース

上級コース

特訓コース

土曜囲碁サロン

土曜ステップアップコース

たのしく学ぶ上達コース

ステップアップ囲碁入門
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公益財団法人日本棋院　有楽町囲碁センター囲碁学校

実戦ゼミ

本格初段を目指す実戦ゼミ

級位者コース

月曜級位者中・上級コース

有段宣言

有段コース

高段コース

ステップアップ囲碁入門

首都大学東京オープンユニバーシティ
開講地　飯田橋キャンパス  　　　　　　　　

〒 102-0072  千代田区飯田橋 3-5-1
東京区政会館３F  　　 

　　　　　　　　　　　　　　事務局　〒 192-0397  八王子市南大沢 1-1
ＴＥＬ　042-677-2362

　　ＦＡＸ　042-677-2364
URL　https://www.ou.tmu.ac.jp

講　　座　　名

4～6月開講講座

世界自然遺産 小笠原を知る

河鍋暁斎

都市科学の最新動向から見る「東京のいま」

いいことを起こす人が大切にする【セルフコーチング】

科学と哲学

モンテーニュ 『エセー』 読解の試み

理性と感情の哲学

発達障害における運動機能の特徴

初めてのヨガ&ピラティス

しなやかパワフル ヨガ&ピラティス

はじめての栄養学

市民のための資産保全デザイン教室

部下を持つ人のための労働法・労務管理

短期講習の経営学

スマイル連鎖を作るアンガーマネジメント

仕事とモティベーション(基礎編)

実践・感性マーケティング【日本人の感性と感性力UP】

リーダーのためのコーチング入門

ビジネス・コーチング入門編

初歩からはじめる簿記の基礎

初歩から学ぶ「コーポレート・ファイナンス」

よくわかるソーシャルビッグデータ

自然言語処理の基本と技術

世界に1つしかないPC製作

ユーザ中心設計のための心理学

ビジネス英会話 (社内コミュニケーション)

ビジネス英会話 入門編

米国の名門大学の英語によるOnLine講座を受講してみよう

英文メールでIT/ビジネス業務連絡(初級)

フランス語コミュニケーション ～ 初級から中級へ【春期】

会話から学ぶ入門フランス語3

実践フランス語【春期】

総合フランス語入門【春期】

ドイツ語を読む-初級から中級へ【春期】

中級ドイツ語講読【春期】

ドイツ美術の旅 【春期】

楽しく学ぶイタリア語文法-初級から中級へ【春期】

はじめて学ぶイタリア語入門【春期】

実用ポルトガル語 入門編【春期】

初中級スペイン語【春期】

中級スペイン語【春期】

初めてのスペイン語【春期】
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7～9月開講講座

江戸のくらしを読み解く 

〜伝統芸能シリーズ〜「人形浄瑠璃・文楽へようこそ」 

百物語を読む【夏期】

「不思議」を哲学する【夏期】 

「哲学する場」への招待【夏期】 

リスクの哲学 

身体づくりで暮らしイキイキ！ 

ライフスタイルと健康入門講座

成功するスモール・ベンチャー起業【飲食業編】 

もっと使える身近なコミュニケーション術 

１日で完結させる簿記 

財務諸表の見方・読み方（応用編） 

1-DAYビジネス講座 １日で理解できる企業のアカウンティング 

1-DAYビジネス講座 問題解決手法 

経営組織論を学ぶ 

ベンチャービジネスの戦略的マーケティング 

起業・小さな会社のはじめ方 

貿易自由化を考える

1-DAYビジネス講座 リーダーシップ&コーチング 

暮らしや仕事と税 

ファシリテーションスキルアップ講座 

熱血！ 鉄道写真塾 

ビジネス英会話（プレゼンテーション） 

ビジネス英会話 初級編 

英字新聞で経済・ビジネスを読む 

英文メールでIT/ビジネス業務連絡（中級） 

フランス語コミュニケーション〜初級から中級へ【夏期】

会話から学ぶ入門フランス語４ 

実践フランス語【夏期】 

総合フランス語入門【夏期】

ドイツ語を読む－初級から中級へ【夏期】

ドイツ美術の旅【夏期】

中級ドイツ語講読【夏期】

楽しく学ぶイタリア語講読－初級から中級へ【夏期】

はじめて学ぶイタリア語入門【夏期】

初めてのスペイン語【夏期】

初中級スペイン語【夏期】

中級スペイン語【夏期】

楽しく話そうスペイン語　初級５

スペイン語基礎インテンシブ講座【夏期】

異文化理解とスペイン語文献講読（中級）【夏期】

実用中国語会話 中上級【夏期】＜昼＞

実用中国語会話 中上級【夏期】＜夜＞

中国語初級で中国の旅を楽しもう【夏期】

本気で学ぼう 中国語初中級【夏期】

使ってみよう!韓国語－初級【夏期】

実践！韓国語－初中級【夏期】

ことばを生物的に捉える

西洋美術史【夏期】

歌は世につれ、世は歌につれ 〜戦後編〜

高祖劉邦の生涯を読む

岡倉天心『日本美術史』を読む

マーケティング入門(基本編その1)

為替相場と仲良くなろう

Product-Service Systems(PSS)の設計

やさしい経営分析

1-DAYビジネス講座 ビジネスチャンスを増やす顧客対応術

事例から学ぶIT活用とセキュリティ

実践・ウェブマーケティング【入門編】

1-DAYビジネス講座 プロジェクト仕事術

実践・感性マーケティング【潜在需要の顕在化】

1-DAYビジネス講座 夢をかなえる行動計画の作り方

財務諸表の見方・読み方(基礎編)

仕事とモティベーション (応用編)

長生き時代のお金とのつきあい方

ビジネス・ファシリテーション実践編

マーケティング入門(基本編その2)

正多面体と群

楽しく話そうスペイン語 初級4

本気で学ぼう 中国語初中級【春期】

中国語発音特訓講座

ステップアップ中国語中級【春期】<昼>

ステップアップ中国語中級【春期】<夜>

ビジネス中国語

始めよう!韓国語-入門

実践!韓国語-初中級【春期】

西洋美術史【春期】

『孫子』と古戦史

大コーカサスの世界・ジョージア(グルジア)編

秦の始皇帝とその時代

日本の神社と不思議な神様たち(古代史篇)

中国に在った俳句と川柳

『おくのほそ道』の旅で、芭蕉が出会った人

『万葉集』に詠まれた鳥たち
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城西エクステンション・プログラム （城西大学　城西国際大学）
〒102-0094  千代田区紀尾井町 3-26

城西大学　城西国際大学　東京紀尾井町キャンパス
ＴＥＬ　03-6238-1400
ＦＡＸ　03-6238-1399

E-mail　kioiclub@jiu.ac.jp
URL　http://www.josai.jp/lifelong/ex/

講　　座　　名

『今昔物語集』を読む

極上のロングステイ 〜地球を体感する船の旅〜

書道

俳句

）校学門専スネジビ＆報情子電台駿（ ルークスCTS台駿
〒101-0052  千代田区神田小川町 3-28-12

駿台電子情報＆ビジネス専門学校内
ＴＥＬ　0120-86-1296

URL　http://www.sundaidenshi.ac.jp/stc/
講　　座　　名

パソコン入門

ＷＯＲＤ基礎

ＥＸＣＥＬ基礎

ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ入門

駿台外語＆ビジネス専門学校　エクステンション講座
〒101-0062  千代田区神田駿河台 1-5-8

ＴＥＬ　03-3293-3291
ＦＡＸ　03-3233-2469

E-mail　extension@sundaigaigo.ac.jp
URL　http://www.sundaigaigo.ac.jp/extension/

講　　座　　名

Steve Mogiの英語革命　国際人の英対話

Business English

初級韓国語講座

中級韓国語講座

初級中国語会話

ビジネス中国語講座
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セルバンテス文化センター東京
〒102-0085　千代田区六番町 2-9 セルバンテスビル

ＴＥＬ  03-5210-1706
ＦＡＸ  03-5210-1715

E-mail acx2tok@cervantes.es
URL　http://tokio.cervantes.es

講　　座　　名

スペイン語総合コース (入門～最上級 )

スペイン語特別コース (会話・文法・子どものためのスペイン語 )

カタルーニャ語・バスク語コース

）座講開公学大智上（ ジッレカ・ィテニュミコ・アィフソ
〒102-8554  千代田区紀尾井町 7-1

上智大学公開学習センター
ＴＥＬ　03-3238-3552
ＦＡＸ　03-3238-4310

URL　https://web.my-class.jp/sophia/asp-webapp/web/WTopPage.do

講　　座　　名

教養・実務講座

現代ドイツ映画入門

アンコール王朝はアジア最後の大帝国か

アンコール王朝版図内の交易活動と宗教活動

アンコール・ワット西参道修復工事の着工講座

これからの日本的経営のために－渋沢栄一の経営思想－

安全保障法制と憲法

企業と社会－現代企業の特質と社会との調和－

新・グローバルリーダーシップ入門

Business Discussions and Negotiations in English

Develop your Leadership Style

ヨガ入門〜プラーナヤーマ（呼吸法）とヒーリング瞑想

エンジョイスイミング

誰でも踊れる！リズムダンス（基礎編）

誰でも踊れる！リズムダンス（初級〜中級編）

ステップアップテニス

基本例文で学ぶ簡単英会話　入門

英語会話-90分間英語を話し続けよう！Let’s Enjoy Speaking English! 入門

身近なテーマで学ぶ英語　基礎

日常生活の一言英会話　基礎

文法･発音･聴く力を併せて伸ばす英語会話　基礎～初級

発音重視! 基礎を固める英会話　初級

English Conversation with Less Shyness　初級

英語会話　初級

Business English - The Business Advantage　初級～中級

Cross Cultural English Conversation　初級～中級

English for Communication　中級

Improving fluency and confidence through discussion　中級

English for Communication-Building Speaking Skills and Vocab.　中級

「話す」「聴く」の力を磨く! 英会話　中級

福音書が伝えるイエスの奇跡

創世記を読む－ヤコブ＝イスラエル物語－

My Counseling

SDG（国連持続可能な開発目標）と開発教育

本気で考える哲学－カントの倫理学を正面から読む

社会心理学入門　社会の中の個人、個人の中の社会

認識と存在－近代哲学の根本問題

脳のはたらきからみる心の世界－生理心理学への招待－

小学校英語教育入門

子どもの“こころ”とメンタルヘルス

書斎の外のシェイクスピア

夏目漱石を読む

ビールの世界：（各論コース）その奥深さと味わいのツボ

東南アジア史への招待

ローマ帝国とキリスト教：文書史料と考古学資料の狭間から

語学講座　(1 回 90分、全 13回コース )
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English Conversation-Use it, Don't Lose It!　中上級

英語会話　中上級

English for Communication　中上級

Pronunciation and Conversation　中上級

Advanced Discussion -Discussions that matter　上級

Travel English & English Manners　初級～中級

映画で学ぶ英語1　初級～中級

Learning English through News　初級～中級

映画で学ぶ英語2　初級～中級

名探偵ポワロとホームズの短編を読んで、観よう！　初級～中級

Power Up! English Listening　初級～中級

British Culture　中級

読んで見直すスペイン語　初級

スペイン語会話　初級

スペイン語会話　初級～中級

スペイン語会話　中級

スペイン語文法　中級

スペイン語会話　中級～上級

スペイン語文法と会話　上級

スペイン語演習　上級以上

ロシア語－基礎からじっくり学ぶ　入門１

ロシア語－文法と会話　入門２

ロシア語講読－映画の名シーンに学ぶ言葉　初級

ロシア語会話－日本人学生のロシア語日記　初級

ロシア語会話－演劇を通して対話を目指す　中級

ロシア語講読－トルストイ『戦争と平和』Ⅱほか　中級

ロシア語Беседы о современной России　上級

はじめてのポルトガル語（ブラジル）　入門

ポルトガル語（ブラジル）　初級

ポルトガル語会話（ブラジル）　初級

CURSO DE PORTUGUES（ブラジル）　初中級

CURSO DE PORTUGUES（ブラジル）　中級

ポルトガルで話されているポルトガル語　中級

ポルトガル語会話（ブラジル）　中級

CURSO DE PORTUGUES（ブラジル）　中上級

ポルトガル語演習（ブラジル）　上級

FALEMOS O PORTUGUES BRASILEIRO!　上級

発音からの中国語　入門

発音重視！基礎を作る初めての中国語　入門

基礎固めの初級中国語　初級

発音・会話重視！基礎を固める中国語　初級１

発音・会話重視！基礎を更に固める中国語　初級２

中国語－初級からさらなる一歩を　中級

「説・聴」の力を磨く！中国語　中級

会話で極める中国語　中級

中級から上級へ!レベルアップ中国語　中級～上級

中国語　上級

コリア語－入門段階からきれいな発音を身につけよう！　入門

コリア語－日常会話を学びつつ、用言の活用を一通り制覇する！  初級

コリア語－日常表現を中心に、様々な用言の活用に慣れつつ中級へ 初級～中級

コリア語－ラジオドラマの台詞で学ぶ韓国語　中級～上級

コリア語－日韓相互理解のためのコリア語会話演習　上級

インドネシア語　入門

フィリピン語　入門

Essential grammar for meaningful communication in Japanese　初級

Establish confidence in speaking Japanese!　初中級

All about Japan & Japanese-日本、日本語まるごと学ぼう！　中級

Improving English via Movies & TV　中級

Presentation Master Class　中級

Current Affairs from TIME MAGAZINE & BBC News　中上級

日英通訳入門　上級

ドイツ語　入門

ドイツ語会話　初級

ドイツ語　中級

ドイツ語会話　中級

ドイツ語　中級

ドイツ語会話　中上級

はじめて学ぶフランス語-簡単な自己紹介をしよう　超入門

はじめて学ぶフランス語　超入門

フランス語文法と会話-自己紹介、趣味を話そう！　入門

週末に学べるフランス語　入門

フランス語-パリを旅する　初級

美味しく学ぶフランス語１　-フランス美味探訪の旅　初級

フランス語文法と会話１-本格的な基礎文法知識を！　初級

フランス語文法と会話２-基礎知識を深めよう　初級

フランス語-ネイティブの発音に慣れよう！　初中級

フランス語文法と会話-基礎の復習と文法･表現力のアップ！　中級

テレビニュースで学ぶフランス語　中上級

フランス語文法と会話-接続法で表現しよう(上級1)　上級

フランス語演習-文法＋様々な会話練習(上級2)　上級

これで完成!!フランス語文法-名作を通じて学ぶフランス語１　レベル不問

イタリア語　入門

イタリア語　初級

イタリア語　中級１

イタリア語　中級２

イタリア語　上級

はじめてのスペイン語　入門

スペイン語文法－はじめが肝心！きちんとおさえよう基礎文法　基礎

スペイン語会話　基礎

スペイン語文法　初級
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(集中講座)読む､書く､聴く力も併せて伸ばす英語会話　初級～中級

(集中講座)Intensive Reading -short stories　初中級

(集中講座)2020 Tokyo Olympics Seminar!　中級

(集中講座)Ethics Discussion　中上級～上級

(集中講座）楽しく読むスペイン語　中級

（集中講座）発音重視！基礎を作る初めての中国語　入門

（集中講座）Learn to communicate in 8 weeks　入門

(集中講座)Tips for Communication with Essential Phrases and Kanji 初中級

(集中講座)ビジネス日本語－敬語を正しく学ぶ《Keigo》in a Business context 中級

集中講座 (1 回 135 分、全 8回コース )　

中央大学クレセント・アカデミー
開講地　〒 101-8324  千代田区神田駿河台 3-11-5

中央大学駿河台記念館
　　　　　　　　　　　事務局　　 　〒 192-0393  八王子市東中野 742-1

ＴＥＬ　042-674-2267
ＦＡＸ　042-674-2268

URL　http://www.chuo-u.ac.jp/usr/crescent/

講　　座　　名

｢こんな事件をやってます｣　－市民弁護士が手掛ける事件の模様－

ゆっくり読み返す源氏物語

論語を読む

『平家物語』の世界を遊ぶ　

句会を楽しむ

万葉集を読む

高倉梢の（初級者向け）基礎力アップ囲碁講座

高倉梢の（中〜上級者向け）棋力アップ囲碁講座

『百人一首』を味読する（午前の部）

『百人一首』を味読する（午後の部）

続　民間の信仰伝承 -聞き・伝える伝承の世界-

短編小説の愉しみ  -近代文学の名作を読む-

中国に触れてみよう－小説でたどる現代中国の歩み－

富士山の謎を解く　

ケルト文化の水脈＜その２＞

音楽と共に学ぶキリスト教

｢やまとことば｣と日本思想　－日本人の〈感度〉をさぐる－　

オリジナルな作品で自己分析　－知らない自分との出会い－ 

楽しんでつくるファミリーヒストリー　－家族史・自分史制作教室－　

書に親しむ－基礎から創作まで－　

歌舞伎座に行こう！　－前日・当日・後日の楽しみ方－

紙を中心としたドローイング

フランス美術散歩　－宮廷の光と闇－

フランスの美食術   -おいしさはどこからくるのか-

テックガーデンスクール
〒102-0082　千代田区一番町6番地　相模屋本社ビル7F

一番町インキュベーションセンター
ＴＥＬ　080-4364-8185
ＦＡＸ　03-5210-3240

URL　http://techgardenschool.com/
講　　座　　名

超初心者向け！スマホではじめる写真撮影とメール・Facebook・動画撮影とYou Tube

超初心者向け！ワードプレスで作る初めてのブログ・ウェブサイト入門
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日テレ学院
〒102-0084  千代田区二番町 14日テレ麹町ビル南館B1F

ＴＥＬ　03-3222-2922
ＦＡＸ　03-5275-7080

URL　http://www.ntvg.jp/
講　　座　　名

第一線で活躍する人から学ぶ講座

フォレスタ・コーラス講座

麹町落語塾

基礎から学べる朗読講座

社会人話し方スキルアップ講座

話し方個人レッスン

日本健康太極拳協会
〒101-0054  千代田区神田錦町 2-5-10

ＴＥＬ　03-3259-8044
URL　http://www.taijiquan.or.jp/

講　　座　　名

今井　治教室　月曜日

佐藤佳代子教室　月曜日

折井　勉教室　木曜日二喜会 (川田） 教室　月曜日

中野完二教室　木曜日落合みゆき教室　月曜日

下田啓子教室　火曜日

岩崎千晶教室　火曜日

楊名時流水会　水曜日

芳芳クラブ (峯村） 教室　水曜日

小島　信教室　水曜日

北島洋子教室　水曜日

土田　亮教室　木曜日

和気の会（坂本常子）教室　木曜日

角井裕子教室　金曜日

藤岡純子教室　金曜日

田邉久恵教室 　土曜日

佐山一夫教室　日曜日

小島　信教室　日曜日

東京會舘クッキングスクール Supported by ABC Cooking Studio 
〒100-0005　千代田区　丸の内3-1-1　国際ビル地下2階

ＴＥＬ　03-3215-5111
ＦＡＸ　03ｰ3215-5611

URL　http://www.kaikan.co.jp/cooking/
講　　座　　名

西洋料理　基礎専攻コース

東京會舘　特別専攻コース

西洋料理　応用専攻コース
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ヌーベルエコール
〒102-0071　千代田区富士見 2-3-1　信幸ビル 2階

ＴＥＬ　03-3221-7696
ＦＡＸ　03-3221-7845

URL http://www.nouvelle-ecole.com/

講　　座　　名 言　　語

プライベートレッスン 仏語、 英語、 伊語、 西語、 ポ

ルトガル語、 日本語、 中国語、 

韓国語、 独語、 露語、 タイ語、 

ベトナム語、 インドネシア語

プライベートフィックスレッスン

セミプライベートレッスン

子供レッスン
プライベートレッスン

セミプライベートレッスン

フランス語ミニグループレッスン 仏語

短期速習・集中講座プライベートレッスン 仏語

プライベートレッスンスペシャルパック 仏語

※　対象レベル ― 入門、 初級、 中級、 上級

NPO法人　日本マナー・プロトコール協会
〒102-0093  千代田区平河町1-9-9　レフラスック平河町ビル5階

ＴＥＬ　03-5212-2600
ＦＡＸ　03-5212-2626

URL　http://www.e-manner.info
講　　座　　名

話し方基礎

話し方上級

冠婚葬祭のしきたり

ビジネスマナー

プロトコール

ハルスポーツラボラトリー
開講地　　〒 101-0032　千代田区岩本町 3-11-9

KDX岩本町ビル 8階
事務局　　　〒 101-0021 千代田区外神田 4-14-2-2709

ハルスポーツプロダクション
ＴＥＬ　03-5289-8560

講　　座　　名

ハルメソッド フィットネス　姿勢改善グループレッスン（基礎・応用）

ハルメソッド ゴルフフィットネス

ハルメソッド フィットネス　親子で楽しく姿勢改善

ハルメソッド フィットネス　マタニティコース

ハルメソッド フィットネス　産後ケアコース（お子様同伴可）

ハルメソッド フィットネス　子ども向け基礎運動・姿勢改善
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文房堂 アートスクール
〒101-0051 千代田区神田神保町 1-21-1

TEL  03-3291-3441
FAX  03-3293-6374

URL  http://www.bumpodo.co.jp

講　　座　　名

はじめての油絵 水彩画・パステル画

基礎から学ぶ油絵 初めて絵を描く人のために

油絵入門 パステル画

さあ始めよう油絵 パステル画アトリエ

やさしい油絵 やさしいパステル画

油絵とアクリル画 色鉛筆・パステル画

FIDES学院
〒102-0083　東京都千代田区麹町 6-2-6 ユニ麹町ビル 4階

ＴＥＬ　03-4283-8488
URL　http://fides-japan.com

講　　座　　名

イタリア語プライベートレッスン(入門・初級・中級・中上級・上級) 

イタリア語・セミプライベートレッスン　(月2回～4回） 

特別プライベートレッスン (ラテン語・古典ギリシャ語・文学・歴史・その他）  

特別セミプライベートレッスン (ラテン語・古典ギリシャ語・文学・歴史・その他）

イタリア語総合会話コース／グループレッスン(入門・初級・中級・中上級・上級)

イタリア語会話マスターコース／グループレッスン（初級・中級・上級）

イタリア語検定対策コース (5級／4級／3級)

イタリア文学コース／グループレッスン（中上級） ウンベルト・エーコ 「薔薇の名前」など 

ラテン語コース／グループレッスン（入門・初級・中級・上級）

古典ギリシャ語コース／グループレッスン（入門・初級・中級・上級）

音楽家・歌手のためのイタリア語講座音楽家・歌手のためのイタリア語講座  

イタリア留学準備マンツーマン集中コース

イタリア赴任準備マンツーマン集中コース  

イタリア音楽院留学準備コース  

イタリア人オペラ歌手による歌唱のためのイタリア語発音  

イタリア語・文化各種セミナー  

フランス語講座  
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パソコン市民講座　神保町駅前教室
〒101-0051  千代田区神田神保町 2-14SP神保町ビル５階

ＴＥＬ　03-3230-7693
ＦＡＸ　03-3230-7693

講　　座　　名

初心者/初級コース（Windows7）

パワーポイント2010基礎講座

はじめてのワード講座（Windows7） 

ワード2010講座　Ⅰ

ワード2010講座　Ⅱ

ワード2010講座　Ⅲ

ワード2010演習講座

エクセル2010講座　Ⅰ

エクセル2010講座　Ⅱ

エクセル2010講座　Ⅲ

エクセル2010演習講座

エクセル2013講座　Ⅰ

エクセル2013講座　Ⅱ

エクセル2013講座　Ⅲ

ワード2013演習講座

エクセル2013演習講座

パソコンわくわく活用講座　旅行編 

はじめてのパソコン講座（Windows10）

パソコン基礎コース（Windows10） 

はじめてのiPad

iPad設定ガイド

iPadらくらく入力マスター

iPadで楽しむインターネット

Windows8.1（はじめてのパソコン講座・パソコン基礎講座）

インターネット活用講座 基礎編 

インターネット活用講座 活用編

Windows8.1（パソコンマスター講座Ⅰ）

Windows8.1（パソコンマスター講座Ⅱ）

電子メール講座

パソコンわくわく活用講座　デジカメ編

パソコンで作ろう！かんたんクラフト講座

はじめてのワード講座（Windows8）

ワード2013講座　Ⅰ

ワード2013講座　Ⅱ

ワード2013講座　Ⅲ

iPad選んでマスターシリーズ  facebookを使ってみよう

iPad選んでマスターシリーズ  ネットショッピングをしよう

iPad LINEを楽しもう

iPad Officeアプリを使ってみよう

毎日楽しむiPad ～暮らし編～

毎日楽しむiPad ～お出かけ編～

使いこなそうiPad ～機能編～

使いこなそうiPad ～活用編～

はじめてのiPhone

iPhone設定ガイド

しっかりわかるiPhone

もっと使おうiPhone

iPad選んでマスターシリーズ  カメラを楽しもう

iPad選んでマスターシリーズ  音楽や映画を手に入れよう

iPad選んでマスターシリーズ  iPadで健康管理をしよう

iPad選んでマスターシリーズ  水彩画を描こう

iPad選んでマスターシリーズ  親子で楽しむiPad

iPad選んでマスターシリーズ  便利に家計簿

iPad選んでマスターシリーズ  スケジュール管理をしよう

iPad選んでマスターシリーズ  写真加工を楽しもう

iPad選んでマスターシリーズ  iPadでかんたん動画編集

iPad選んでマスターシリーズ 本を買って読もう

iPad選んでマスターシリーズ  スタイラスペンを使おう

iPad選んでマスターシリーズ  iCloudを使ってみよう 

iPad選んでマスターシリーズ メールを使ってみよう

iPhone  Officeアプリを使ってみよう

筆まめで作る かんたん年賀状講座（パソコン）

iPad＆iPhoneで作る かんたん年賀状講座

iPhone選んでマスターシリーズ  スケジュール管理をしよう

iPhone選んでマスターシリーズ  音楽や映画を手に入れよう

iPhone選んでマスターシリーズ  電話を活用しよう

iPhone  LINEを楽しもう
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油絵 (木 ) パステル画初級レッスン

やってみたいな油彩画 パステル画入門

油絵 (土 ) 楽しい絵画レッスン

楽しい油絵 風景画～写真をもとに～

アクリルで描く水彩画 日曜絵画

アクリル画 ヌードデッサン

アクリル画 (昼 ) 人物デッサン (火）

楽しいデッサン 人物デッサン (金 )

スケッチ・デッサン・A はじめての水墨画

デッサン ～基礎から応用まで～

基礎のデッサン (火 ) 日本画を楽しむ

はじめて描くデッサン 俳句

じっくり描くデッサン 銅版画の魅力

スケッチ・デッサン・B やさしい銅版画

デッサン入門A 銅版画

デッサン入門B 楽しい銅版画 

気楽にデッサン 銅版画入門

基礎のデッサン (土 ) カラーメゾチント

じっくり学ぶ水彩画 木版画

淡彩画入門 たのしい木版画

）月（ 画彩水いしさや 木版リトグラフ

初めての絵画入門 ペ -パークラフト

やさしい植物画 てんこく (昼 )

水彩画を楽しむ てんこく (夜 )

水彩画基礎レッスン 俳画

デッサン・淡彩 仏像彫刻 (土 )

やさしい水彩画（水） 仏像彫刻 (日 )

水彩画（木） 彫塑

スケッチ・淡彩 こどものアトリエ（土）

水彩画との出会い 日曜 こどものアトリエ

水彩画（土）

油絵を楽しむ

基礎から学ぶ人物画
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ホームメイドクッキング
◇有楽町教室
〒 100-0006　千代田区有楽町 1-12-1 新有楽町ビルB1

ＴＥＬ　03-3216-3333
ＦＡＸ　03-3216-3311

URL　http://www.homemade.co.jp/

講　　座　　名

ベーシック　パン　コース

フラワーデザイン　コース

ベーシック　天然酵母パン　コース

パスタ　コース

ベーシック　ケーキ　コース

ラッピング　コース

ベーシック　和菓子　コース

チョコレート菓子　コース

ベーシック　ホームクッキング　コース

マジパン細工　コース

シュガークラフト　コース

３回講座　圧力鍋でクイッククッキング

カービング　コース

３回講座　さくらんぼ

工芸パン　コース

３回講座　こだわりの焼き菓子

毎日文化センター
〒100-0003　千代田区一ツ橋 1-1-1 毎日新聞社 1階㈱毎日企画サービス

ＴＥＬ　03-3213-4768
URL　http://www.mainichi-ks.co.jp/m-culture/

講　　座　　名

気の太極拳・気功・練功 古文書に見る幕末社会

セルフコンディショニング エクササイズ ［てらこや式］古文書くらぶ

気ままに江戸散歩 〜江戸の盛り場を歩くヨガベーシック ～体も心も美しく！きれいになるヨガ～

 〜源氏物語（浮舟物語）を読む界世年千のそと語物氏源 七宝焼

初めてのレカンフラワー 短歌実作教室

押し花アート 俳句

 〕法技トスラブドンサ〔 芸工スラガ 川柳

鎌倉彫 初めの一歩「楽しい みんなの連句」

王朝継ぎ紙 漢詩入門～時を超えた名詩の味わい

アロマテラピーで暮らし生き生き エッセイ教室

文章添削教室 自分流エッセイ

ステンドグラス プリザーブドフラワー・デコール

キャット・カーヴィング〜猫を木彫りで創る〜 良寛のすべてを語る

 』り作り香の和『 むし楽をり香 、び遊を代時 刻字と雅印

バスケタリー～素材を楽しむかご作り～ 美術の歴史・名画のなかの物語

そのまま使える 個人事業主のための実践簿記と税金はじめの一歩 ウクレレで楽しもう！

世界紅茶紀行
狛犬めぐり

３回講座　薬膳料理

３回講座　和菓子　細工菓子

５回講座　これでカロリー500Kcal 健康を料理する

リビングフラワー

ネットショップ開業講座
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プリザーブドフラワーのアレンジメント 漢字書道
センスアップ花講座 実用書道
カリグラフィー 日々の書

 LINEスタンプをつくろう

安達流　生け花＆フラワーアレンジ
初めて外国人から習うやさしい英会話

いけばな嵯峨御流

はじめてのモダン盆栽

楽しいおしゃべり英会話

英語で日本を紹介しよう
水墨画

あなたもできる 英語でフリー･トーク＋α
小さなスケッチ―簡単に描ける水彩画―

英語で朗読を楽しむ～日本昔ばなし

楽しい絵画教室～水彩絵の具、色鉛筆、鉛筆など〜

イタリア語（入門・初級・初中級・中級コース）

脳が目覚めるアート塾

韓国語会話

光と陰の東京スケッチ〜やさしく楽しく上達する～

10歳若返る！ファッション＆メイクアップのコツ

～パーソナルカラーを活かして「アンチエイジング」～

小さな絵と小さな額の制作

初めての俳画楽しい水性木版画～初心者から経験者まで〜
キルト講座色鉛筆のハガキ絵入門

リユージング（再利用）ネクタイ

仏像彫刻

思い通りの自分になれる～メイク＆ヘア変身術～［初級］

やさしい銅版画

はじめての水墨画

墨彩画 ～墨と色彩の表現方法を学ぶ～

仏像入門―みかた・楽しみ方

街の文化・遺産

絵本・翻訳塾

アロマレメディ

声優ナレーション講座～自分の声を聴きながら成長しよう

算命学 (運命学 )［入門］講座

話し方サロン～美しい日本語 魅力ある話し方へのお誘い～

朗読サロン

 」画筆鉛色るめ始らか本基「 

暁瑠凪先生の「西洋占星の極意」

アンティーク風人物・建物づくり「空き缶・オブジェ教室」

」グンィデーリ相手「 の生先ーミュシクラ・ービル

里山の自然を歩く〜発見と感動の小さな旅〜

暁 瑠凪の貴方もタロットマスター【入門･初級】

トーク＆ウォーク ぶらり「お江戸」歩き

ボタニカルアート＆イラストレーション

TOKYO街々・歴史小散歩
～散歩力のつく江戸・東京ガイダンス～

東京パワースポットツアー〜神社仏閣を巡る時空を越えた旅〜

城を歩く

深める楽しむ美術館～ TOKYOのコレクションを訪ねる

カメラを持って！フォトウォーキング（初級〜中級）

実践！万能川柳
寄席文字講座～江戸の文字とデザイン

かな書道

子ども支援者のためのソーシャルワーク講座

通学で自費出版

木彫り

自分史作文教室

「平家物語」 を読もう

本にまとめる自分史入門講座

～心のやすらぎを～写経と写仏

誰でもできる開運法講座 初級編

韓国伝統のパッチワーク 〜Jogakbo（チョガッポ）gallery〜

短歌入門

良寛詩歌世界を歩く
クラフトバンドで編む 収納かご＆バック

やさしい「詩吟」

仏教入門

着物コーディネート術

神話に登場する神々と神社

宗教で読む国際ニュース

西洋美術とギリシア神話
美容と健康のための発声法

草創期の日本語を考える
はじめての古文書

はじめての創作文章教室

羊毛フェルトで作るミニチュアDogと仲間達

スペイン語会話初級

フランスを知る

簿記入門

立礼イス式で楽しむ茶の湯（表千家茶道）（昼間・夜間）

古典和歌を楽しむ 〜『新古今和歌集』を中心に〜
いま『方丈記』が熱い！
英日翻訳

英語の歌を歌いながら学ぶ英会話
「写心伝心」〜写真はこころを写すもの〜
女性限定！ 楽しい麻雀教室
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宮地楽器
◇ＭＵＳＩＣ ＪＯＹ飯田橋
〒102-0071　　千代田区富士見2-10-2

飯田橋グラン・ブルーム　サクラテラス１階
ＴＥＬ　03-6261-5455

E-mail　iidabashi@miyajimusic.com

◇ＭＵＳＩＣ ＪＯＹお茶の水
〒101-0062　　千代田区神田駿河台1-2-5

駿河台ビル１階（受付）
ＴＥＬ　03-3294-0600

ＴＥＬ　03-3255-2757

E-mail　mjocha@miyajimusic.com

◇ＭＵＳＩＣ ＪＯＹ神田
〒101-0052　　千代田区神田小川町1-4

E-mail　mjkanda@miyajimusic.com
講　　座　　名

【飯田橋】ヤマハ音楽教室　らっきークラス 【飯田橋】ヤマハ音楽教室　ぷっぷるクラス

【飯田橋】ヤマハ音楽教室　幼児科

【飯田橋】ヤマハ　健康と歌

【飯田橋】ヤマハ音楽教室　おんがくなかよしコース

【お茶の水】ヤマハ　健康と音楽

【神田】ヤマハ　大人のためのエレクトーン 【飯田橋／お茶の水／神田】クラシックピアノ

【飯田橋／神田】ポピュラーピアノ 【お茶の水／神田】ジャズピアノ

【神田】キーボード 【神田】エレクトーン

【お茶の水／神田】チェンバロ 【神田】アコーディオン

【飯田橋／お茶の水／神田】ヴァイオリン　【お茶の水】タンゴヴァイオリンアンサンブル

【神田】ヴィオラ 【飯田橋／お茶の水／神田】チェロ

【お茶の水】ハープ 【飯田橋／神田】アコースティックギター

【飯田橋／神田】エレキギター 【神田】クラシックギター

【神田】フラメンコギター 【神田】ジャズギター

【飯田橋／神田】ウクレレ 【神田】エレキベース

【飯田橋／お茶の水／神田】サックス 【神田】ジャズサックス

【飯田橋／お茶の水／神田】フルート 【神田】クラリネット

【神田】トランペット 【神田】ジャズオーケストラ

【神田】ウィンドアンサンブル 【神田】フルートアンサンブル

【飯田橋／神田】オカリナ 【お茶の水／神田】リコーダー

【お茶の水】ハーモニカ 【神田】ドラム

【神田】和太鼓 【神田】マリンバ

【神田】カホン 【神田】スティールパン

【お茶の水／神田】ハンドベル 【飯田橋／お茶の水／神田】声楽

【飯田橋／お茶の水／神田】ヴォーカル 【神田】ジャズヴォーカル

【飯田橋／神田】ヴォイストレーニング 【神田】英語で歌うジャズ＆ポップス

【お茶の水】リズム＆ヴォーカル 【飯田橋／神田】ゴスペルコーラス

【お茶の水】やさしい合唱 【お茶の水】童謡・唱歌

【神田】ジャンベリズムアンサンブル 【神田】ヴォイス de ビューティー

【お茶の水】能 【飯田橋】長唄三味線

【神田】ピアノ弾き語り

【神田】お筝（生田流）

【神田】沖縄三線

【お茶の水】指揮法
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武蔵野大学社会連携センター
開講地　千代田サテライト教室　　　　　　　　　　　

　〒 102-0081　千代田区４番町 11
千代田女学園中学・高等学校内

事務局　〒 202-8585　東京都西東京市新町 1-1-20
武蔵野大学社会連携センター

ＴＥＬ　042-468-3222
ＦＡＸ　042-468-3211

URL　http:// lifelongstudy.musashino-u.ac.jp
講　　座　　名

【飯田橋／神田／お茶の水】二胡

【飯田橋】弦楽アンサンブル

【神田】音楽理論講座

【神田】リズム講座

【神田】ジャズダンス　

【神田】キッズジャズダンス

【神田】ベリーダンス

【神田】ヒップホップジャズダンス

【神田】キッズヒップホップダンス

【神田】キッズチアダンス

【お茶の水／神田】大人のためのクラシックバレエ

【お茶の水】子供のためのクラシックバレエ

286001

286002

286003

286004

286005

286006

286007

286008

286008p

286009

286010

286011

286013

286014

286015

286016

286017

286018

286019

286020

286021

286025

286027

286028

唯識思想から仏教を学ぶ(2)　- こころの転換 -

仏教この一冊 『往生要集』を読む（8）

仏説阿弥陀経の世界

学祖 高楠順次郎とヨーロッパ －国際的仏教学者の留学生活とその後－

【連続講座】　今に息づく仏教と文化　第二弾　全7回

論語を読む

能の描く気品ある三婦人 - ＜定家＞＜大原御幸＞＜楊貴妃＞ -

能楽おもしろ対談～金剛流能楽師・工藤寛氏が語る金剛流の美学と〈野宮〉の魅力

能楽おもしろ対談・『源氏物語』に描かれた六条御息所 セット講座

楽しい『万葉集』-官吏の死・遣唐使の派遣-

伝説の娘子たち

兄と妹 - 絶対禁忌の恋物語-

平家琵琶で聴く『平家物語』 - 鬼界ヶ島の人々 -

俳句・連句実践教室

戦国織豊期の島津氏 － 人物・合戦・事件・史料を中心に -

榎本武揚をめぐる人々

【連続講座】武士の権力論　全7回

はじめての古文書学（入門編）

はじめての古文書学（中級編）

史料から読み解く中世

古文書講座 江戸の商売事情

伝統文化を考える　“大江戸の復元” 第三弾　全7回

ロンドンの世界遺産を楽しむ（２）－グリニッジとキュー・ガーデンズ－

魅力あるフランス映画に会話表現を学ぶ - 映画『勝手にしやがれ』を見る -

【神田】デスクトップミュージック

【お茶の水】バー・アスティエ

【飯田橋】ヤマハ英語教室　えいごでいっしょ

【飯田橋】ヤマハ英語教室　ポップコーントーク

【飯田橋】ヤマハ英語教室　リズムポケット

【飯田橋】ヤマハ英語教室　トーキッズ

【お茶の水】ルイ・レーリンク氏によるピアノワークショップ

【飯田橋／お茶の水／神田】短期３回チャレンジレッスン
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明治大学リバティアカデミー
〒101-8301　千代田区神田駿河台 1-1

明治大学駿河台校舎アカデミーコモン 11階
ＴＥＬ　03-3296-4423
ＦＡＸ　03-3296-4542

URL　https://academy.meiji.jp/
講　　座　　名

※数字は武蔵野大学社会連携センターが定める講座番号となります。

桃園学園　四谷美術研究所
〒102-0085　千代田区六番町13-2

　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ 03-3230-2881
　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ 03-3230-2883

E-mail　momozono@aqua.ocn.ne.jp
URL　http://www.momozono.or.jp

講　　座　　名

教俳句大学(初級クラス)

ことわざで楽しく学ぼう、生活・文化・生き方 -“ことわざ力”の再発見-

ランの世界

江戸の食とお洒落　江戸〜東京　都市と文

化XIII

カレー探訪講座　-華麗なるフィナーレ-

使える統計学Ⅰ 計る・測る・量る

説明力・説明責任講座

成果を上げ続ける「理論と実践CS講座」

サプライチェーン・ロジスティクスマネジメントの基本理解と実現演習

検索達人養成講座

楽しく学ぼう中国語 実用会話(中級)

基礎英会話 中級クラス

ビジネス英会話(中級クラス)

俳句大学(中級クラス)

『大鏡』を読む　平安時代の貴族たち

都市空間を歩く

建築手習塾　-建築と設計のいろはを学ぶ-

日本古代天皇陵の考古学的検討

はじめて学ぶ経理実務入門

キャリアアップのための経理・財務のセオリー

近未来を拓く ビジネス・スピーチ

心のセルフマネジメント

マーケティング管理会計の基礎

楽しく学ぼう中国語 実用会話(入門)

基礎英会話 初中級クラス

すぐに役立つ実用英会話(初級クラス)

英語発音 SKILL UP!

ビジネス英文Eメール

【本科】デッサンコース（午後部）  

【本科】デッサンコース（夜間部）

【本科】静物コース（午後部）

【本科】静物コース（夜間部）

【本科】人体コース（午後部）

【本科】人体コース（夜間部）    

制作指導部 

クロッキー部

土曜絵画講座　湯山教室（午前）

土曜絵画講座　湯山教室（午後）

土曜絵画講座　斎藤教室（午後）

月曜　洋画部

286029

286030

286031 

286032 

286034 

286036 

286038 

286039 

286041

やさしい文楽入門講座「三大狂言を楽しむ」

国立劇場5月文楽鑑賞教室「曽根崎心中」を楽しむ

羽田昶講師と楽しむ 7月歌舞伎鑑賞教室

やさしい日本美術入門講座「琳派芸術を楽しむ」

世界の動きを見極めて日本のこれからを考える　2016

眼から鱗 経済記事の読み方

暮らしに役立つアサーティブトレーニング －もっと、より良いコミュニケーションへ -

脱！スマホのトラブル ～危険を避けて、便利に使え～

これだけは知っておきたい「薬の知識」「副作用」や「飲み合わせ」をどう避けるか
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ジャズピアノ

ヴォイストレーニング

はじめてピアノ

ポピュラーヴォーカル

ポピュラーピアノ

ジャズヴォーカル

大人のピアノ

ゴスペルコーラス

昼間のゴスペル

ママ’s ゴスペル

アフタヌーンゴスペル

キーボード

クラシックヴォーカル（声楽）

フルート

オペラを歌おう

クラリネット

シャンソン

サックス

フォークソング弾き語り

ジャズサックス

歌と表情筋トレーニング

トランペット

健康と歌

クラシックヴァイオリン

ウクレレ

ヴァイオリン

アコーディオン

ジャズヴァイオリン

クロマチックアコーディオン

クラシックチェロ

ブルースハープ

チェロ

オカリナ

ヴィオラ

コンピューターミュージック

マンドリン

ソルフェージュ

アコースティックギター

子どものためのクラシックピアノ

エレキギター

子どものためのフルート

クラシックギター

子どものためのクラシックヴァイオリン

ジャズギター

子どものためのクラシックチェロ
子どものためのクラシックギター

エレキベース

ドラム

ポップスピアノ弾き語り

リコーダー

ダンスミュージックビッグバンド

叙情歌

ボサノヴァを歌おう

ミュージカルを歌おう

ビッグバンド

バンドコース

ラテンビッグバンド

ポップスストリングスアンサンブル

コード理論

シャンソンのベルエポック

依田塾　こども囲碁サロン・一般部
〒102-0082　千代田区一番町10-14 相模屋第2ビル4階

ＴＥＬ・ＦＡＸ　03-6272-6367
ＵＲＬ　http://www.yodajuku.com

講　　座　　名

入門レッスン

通常レッスン

保護者レッスン

有段者レッスン

プライベートレッスン

尺八
ポップスコーラス

ボサノヴァギター

山野楽器ヤマノミュージックサロン有楽町
〒100-0006　千代田区有楽町 2-10-1　東京交通会館 11階

　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ 03-5293-8825 ＦＡＸ 03-5218-8379
URL　http://www.yamano-music.co.jp/docs/school/area/yurakucho/index.html

講　　座　　名

クラシックピアノ

ジャズドラム
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