
学ぶ喜び！知る楽しさ！　本学のクレセント（三日月）の光が皆さまの学習意欲を明るく照らします。

クレセント・アカデミー
2012 年度春期《多摩キャンパス》講座のご案内

思春期のこころを理解する
精神分析的発達論をベースに , 子どもが母
親・父親・兄弟との間でどのような愛情関
係や葛藤を経験しながら育ち上がっていく
のかをわかりやすく解説し , 思春期問題の
理解へとつなげます。
中央大学文学部教授　山科　満
（火）５/15 ～７/24　全６回 14,000円
　　　　　　　　　　　　13:20~14:50 哲学・倫理学の難問

哲学・倫理学は、当たり前と思っているこ
とを疑う学問です。徹底的に疑うことで、
常識が掘り崩され、世界がこれまでとは
違った姿で見えてくる、この醍醐味・面白
さを実感しましょう。
中央大学文学部兼任講師　寺本　剛
（月）５/14 ～６/25　全６回 14,000円
　　　　　　　　　　　　15:00~16:30

 篆　　刻
気軽に自由に印を刻ります。初心者歓迎。
　　　　　　　　　　　　　宮嶋　泰山
（火）５/８～ 7/17　全６回 14,000円
　　　　　　　　　　　　 14:00~15:30

グリム童話200年の秘密
グリム童話にまつわる知られざる秘密と魅
力について解き明かします。日本人の私た
ちにも、ぐっとグリム童話が身近に感じら
れる知られざるエピソードも明らかにされ
ることでしょう。
中央大学文学部兼任講師　天沼　春樹
（木）５/10 ～７/19　全６回 14,000円
　　　　　　　　　　　　10:00~12:30

英語で愉しむアメリカン・ポップス
今期はボブ・ディラン , サイモン &ガーファ
ンクル , ビートルズ , ストーンズ等の歌詞
やメロディーの分析から背景の社会事情ま
で、映像を鑑賞しながら、楽しく勉強して
いきます。
中央大学文学部教授　中尾　秀博
（月）５/７～７/９　全６回 14,000円
　　　　　　　　　　　　11:00~12:30

「戦争の記憶」と東西ドイツ
東ヨーロッパの民主化―ドイツ再統一を検
証する中で、日本人にとっても風化が進ん
でいる「戦争の記憶」をどう語り継ぎ、平
和を維持して行くか皆さんと議論していき
たいです。
中央大学経済学部兼任講師　深川　美奈
（金）５/11 ～７/13　全６回 14,000円
　　　　　　　　　　　　13:30~15:00

古文書から読み解く江戸時代
高尾山・御嶽山・高幡不動等の社寺は江戸
近郊の名所として参詣者に親しまれてきま
した。古文書解読を通して多摩の地域性を
多角的に考えます。初心者にも丁寧に説明
します。
中央大学文学部兼任講師　岩橋　清美
（土） ７/ ７～８/４　全５回 12,000円
　　　　　　　　　　　　15:10~16:40

刑法は、こんな法律です
詐欺罪・殺人罪などの犯罪がどういう場合
に成立し、どう処罰されるか等を平易にわ
かりやすく解説します。法律について何も
知らないという方大歓迎。初めての方向け
の内容です。
中央大学法学部教授　曲田　統
（木）５/31, ６/14, ６/28　全３回 8,000円
　　　　　　　　　　　　13:20~14:50 社会人のための「金融経済教室」

財政政策の舵取り、金利、為替、株価、年
金、税金等の行くえや海外情勢などを取り
あげ「時事解説」等をユニークな社会人セ
ミナー・炉辺教室の如く、楽しい談論風発
の集いです。
元中央大学総合政策学部教授　島村　髙嘉
（火）４/24 ～７/ ３　全６回 15,000円
　　　　　　　　　　　　13:20~14:50

テニス・水泳・太極拳など
各種スポーツ教室も
開講しています！
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万葉集を読む―声から文字へ―
万葉集が紡ぎ出した歌の歴史をたどり直し、
古代国家の成立という未曾有の変化に直面
した時代に、人びとがどのように生き、何
を感じ、どう表現したかを考えます。
中央大学文学部教授　岩下　武彦
（水）５/９～７/18　全６回 14,000円
　　　　　　　　　　　　16:35~18:05

芹沢光治良「人間の運命」
今期は第六巻「結婚」を、家族的な雰囲気
の中でじっくり読んでいきます。写真や地
図を沢山取り入れ、時には音楽も聴いて楽
しく読んでいきますので気軽にご参加くだ
さい。
中央大学名誉教授　渡部　芳紀
（火）４/24 ～７/10　全12回 26,000円
　　　　　　　　　　　　11:30~13:00

☆☆親子で参加できる☆☆
みんなの飛行船―未来の地球へのメッセージ―
飛行船の模型やラジコン飛行船のデモや映
像により、まるで飛行船にのって遊覧飛行
をしているような気分にもお誘いしながら
飛行船の未来をみつめたお話をしていきま
す。
中央大学文学部兼任講師　天沼　春樹
（土）７/21　全１回 3,000円　　　　　　
　　　　　　　　　　　　10:30~12:00

千代田区 駿河台記念館 オープンカレッジ　JR「御茶ノ水駅」／地下鉄「新御茶ノ水駅」徒歩２分 

■平家物語を読む　■ゆっくり読み返す源氏物語　■万葉集を読む　■論語－孔子、顔回、子貢、子路に親
しむ－　■歌舞伎を楽しむ－今月の芝居・来月の舞台－　■『百人一首』を味読する　■現代小説への誘い
－日本・フランスほか－　■遠野物語－きき・つたえる 伝承の世界－　■音楽を通して学ぶキリスト教　
■ケルト文化の深層を読む　■茶道への招待　■俳句－作る , 選ぶ , 読む－　■短歌島﨑教室－短歌実作のた
めに－　■オペラの「演出」をどう読むか　■中国－ことばと文化－　■心はなぜ歪むのか－その病理を考
える－　■紙を中心としたドローイング　■浮世絵を観る楽しみ－江戸絵画の鑑賞入門－
 ●詳しくは５ページご参照の上、資料をご請求いただくか、ホームページをご覧ください。

就職面接必勝法
第１回　さあ会社訪問 !　その前に
     　　　いざ面接 !　その前に 
第２回　とことん個人アドバイス
すぐに役立つ面接の極意を伝授します。
アナウンサー　中央大学卒　葛西　聖司
（木）５/10 、５/31　全２回 6,000円
　　　　　　　　　　　10:30～12:00

就職支援の講座
★就職マナー講座 
　　　　―秘書検定にも役立つ ! ― 
５/11（金）15:00~16:30　全１回 3,000円
★就職 筆記試験 (SPI2) 対策講座
５月~６月　全２回 6,000円
★就職内定者向講座　―入社直前 !
　　　コミュニケーションスキル体得―
７月　全１回 3,000円
※詳細はお問い合せください。
TEL. 042-674-2267　　　　　
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中央大学教員による 各種 IT 講座
◆初めてのパソコン講座 （パソコンの基本操作） 
◆インターネットを利用した「つながり」作り講座 
   （ネットを利用する趣味の世界の楽しみ方） 
◆ Access 入門講座 （データベースの基本操作） 
◆ Excel 初級講座 （Excel の基本操作） 
◆ Excel 活用講座 （Excel のデータベース機能中心）
～秋期には学生対象の「職場で役立つ」
シリーズも開講予定 !! ～

英会話〈初級・中級〉
指導経験豊富な外国人講師による、会話を
中心とした少人数制の講座で実践的な英語
を身につけましょう。
     Nicholas K. Farrow
    （木）４/26 ～７/ ５　全10回
　　　　〈初級クラス〉   9:20 ～ 10:50
　　　　〈中級クラス〉 11:00 ～ 12:30
      　　　　　　  両クラスとも22,000円

クレセント・アカデミー
大学キャンパス（多摩）で健康・体力づくりを！

《スポーツ・IT・外国語》

ニイハオ ! 楽しく学ぶ
中国語会話

中国の文化や歴史に親しみながら、やさし
く解りやすく中国語の基礎と日常会話を学
んでいきます。4/23 13時～無料体験教室！
    中国語講師　趙　建軍
      （月）５/14 ～７/23　全10回      
                   　　　　　　　　　 22,000円   
　　　　　　　　　　　 　13:00~14:30

中央大学硬式庭球部による
 Tennis School 〈小学生クラス〉〈一般クラス〉

現役選手による本格レッスンによって、基本
から応用まで早期のスキル向上が目指せます。

◇小学生クラス（ジュニアテニス教室）
　１～６年生の楽しく頑張れる小学生対象
　　　　　　　　　 （金）17：15～18：45
◇一般クラス（硬式テニス教室）
　初心者（未経験者 OK）～上級者までテニ 
　スが大好きな方対象
　　　　　　　　　 （金）18：45～20：15
両クラス（教室）とも
（金）4/13～6/22　全10回　17,000円

ヘッドコーチ
渡邊　浩人

ジュニア担当
コーチ
石坂　みえ子

（コーディネーター：監督　北澤　竜一）

硬式庭球部部員

ジュニアサッカー教室
サッカーを愛してやまない中央大学サッカー部のスタッ
フが、最新の科学的理論を踏まえて指導にあたります。
恵まれた人工芝の環境で、中央大学サッカー部の現役選
手達とさわやかな汗を流しましょう !!
対象：小学校3～6年男女
中央大学サッカー部監督　白須　真介
　　　 （木）4/26～7/5　全10回　17,000円
 17：30～19：00

水泳・水中運動教室
基本技術身につけながら、効率的な泳ぎの習得を目指し
ます。
対象：高校生以上・中級者以上
中央大学理工学部教授　吉村　豊
　　　 （水）5/2～7/11　全10回　17,000円
 18：30～20：00

春期水泳教室
「競技者・エキスパートのための専門講座」です。
対象：中学生以上・競技者
中央大学商学部准教授　森谷　暢
（土）5/12～7/21　6～8回　10,200円～
　　　　　　　13,600円 15：00～16：30
※受付方法等の詳細はパンフレットを参照してください。
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太極拳（月・木）
ゆったりとした動きの中で自分自身と向き合いながら、
心身共にリフレッシュしましょう。
谷川　大（月）・彭　琪芳（木）
（月）5/7～7/9　全10回　 15：30～17：00
（木）5/17～7/19　全10回
 　17：30～19：00
 両曜日とも　17,000円

東洋養生法
ヨーガ・伝統太極拳で健康増進をはかりながら、護身術
を身につけましょう。
中央大学法学部教授　宮本　知次
（火）5/8～7/10　全10回　17,000円
 18：00～19：30

受講お申込み・パンフレットのご請求は…

　中央大学クレセント・アカデミー事務室
　　　　　多摩キャンパス：多摩モノレール「中央大学・明星大学駅」下車１分

　　　　　　〒192-0393　東京都八王子市東中野742－1
　　　　　　　　TEL : 042-674-2267
　　　　　　　　FAX : 042-674-2268
　　　　　　【受付時間】　月～金　9：00～17：00　　　土　9：00～12：00
　　　　　　　　　　　　 ※日・祝日は休み

中央大学オープンカレッジ 検索

クレセント・アカデミー教室（2F）
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★

改札右隣接グリーンテラスの２階にて、
多摩キャンパス講座の多くを開講しています。
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