
2013年度から中央大学の学部学生は、一律1コマ1,700円で受講できます。

学ぶ喜び！ 知る楽しさ！

2013年度春期《多摩キャンパス》講座のご案内

「こころ」の理解 ―統合失調、自閉症のふしぎを通して―

《スポーツ・IT》講座
大学キャンパス（多摩）で健康・体力づくりを！ ご家族も歓迎！

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

精神科医でもある講師が、統合失調症や自閉症のていねいな理解に繋げます。
人の「こころ」に興味がある方の受講を歓迎いたします。
中央大学文学部教授　山科　満
（火）　5/7～7/16　全6回　13:20～14:50 

社会問題の社会学 ―青少年問題理解の思考枠組― NEW

NEW
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NEW

NEW NEW
NEW

NEW NEW

NEW

社会（病理）学的想像力、正常・異常･順機能・機能不全・逆機能、個人主義の時代と青少年
問題等のテーマで知的関心をくすぐる講義です。
中央大学文学部教授　矢島　正見 
（金）　5/10～7/12  　全10回　10:20～11:50 

書道 ―和様の書に親しむ ―

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

●詳しくはクレセント・アカデミー（042-674-2267）へ資料をご請求いただくか、ホームページをご覧ください。

漢字（楷、行、草書）・仮名の古典臨書の実習を行い、仮名古筆の鑑賞や書写された紙の解
説も適宜行います。各書法については基本から行いますので、初心者歓迎です。
元東京家政学院大学人文学部非常勤講師　平澤　和泉
（火）　5/7～7/9　全10回　10:00～11:30 

■オペラ「ヴェルディ《マクベス》を観る
■オペラ「モーツァルト《フィガロの結婚》を観る
■『百人一首』を味読する
■論語を読む
■ゆっくり読み返す源氏物語
■歌舞伎を楽しむ－今月の芝居・来月の舞台－
■井上陽水の詩の世界
■楔形文字を読む

■年中行事と祭りを楽しむ－聞き・伝える 伝承の世界－
■現代小説への誘い－漱石から反小説まで－
■平家物語を読む
■フランス美術散歩－パリの美術館への旅－
■短歌島﨑教室－短歌実作のために－
■中国－ことばと文化－
■フランス美食の歴史
■音楽を通して学ぶキリスト教

■ケルト文化－表現の水脈－
■万葉集を読む
■心はなぜ歪むのか－その病理を考える－
■浮世絵を観る楽しみ－体験版江戸文化入門－
■茶道への招待
■紙を中心としたドローイング

哲学・倫理学の難問
当たり前と思っていることを疑う学問が哲学・倫理学です。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面白さ･醍醐味を実感しましょう。
中央大学文学部兼任講師　寺本　剛
（金）　6/14～7/19　全6回　12:30～14:00 

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
（金）　8/2～9/13　全5回　13:20～14:50 

刑法は、こんな法律です
刑法の中身を平易にお話ししていきます。私達の社会で刑法が、いかに重要な役割を果たし
ているのかを実感してください。法律について何も知らないという方、安心してご受講ください。
中央大学法学部教授　曲田　統 
（木）　5/30、6/13、6/27   全3回　13:20～14:50

篆刻
篆書の理解とともに、自用印、成語印、蔵書印、住所印などを気軽に自由に印を刻ります。
実用と芸術美、方寸の世界に遊んでみませんか。初心者歓迎です。
中央大学卒 謙愼書道会理事　宮嶋　泰山
（火）　5/7～7/16　全6回　14:00～15:30 

ジュニアテニス教室　対象：小学校１～６年生

テニスに興味を持っているが始めるきっかけのなかったお子様や、技術や競技力の向上を望
んでいるお子様にお薦めの教室です。
１～６年生の楽しく頑張れる小学生、一緒にテニスの楽しさを感じましょう！
中央大学庭球部ヘッドコーチ　渡邉　浩人　石坂　三枝子
（金）　4/12～7/26　全15回　17：15～18：45

60歳からの体力再生 健康体操（60歳以下も可）
第１に楽しく、第２に安全に、第３に知らぬ間に運動機能が若返っていくことを狙います。
バランス能力・調整力・体力を若返らせませんか。60歳以下の方のご参加も歓迎します。
中央大学法学部准教授　村井　剛
（火）　4/30～7/2　全10回　9：20～10：50

硬式テニス教室　対象：中学生以上・初心者～上級者

経験豊富なコーチングスタッフの適切なアドバイスと現役選手の活きたショットを体験してみま
せんか。楽しいメンバーと爽やかな汗を流しましょう！
中央大学庭球部ヘッドコーチ　渡邉　浩人
（金）　4/12～7/26　全15回　19：00～20：30 

ピラティス・マットワーク
ピラティスは体幹の安定と背骨の動きに着目し、自分が本来持っている筋肉を内側からゆっ
くり鍛えていきます。カラダ全体をリラックスさせながら筋肉の質を整えることで精神面も整え
ます。
ピラティスインストラクター  依田　洋子
（水）　4/24～6/26　全10回　14：00～15：30

個性豊かな 各種IT講座 ※各種ＩＴ講座の詳細はパンフレットを参照してください。

◆パソコン初めてシリーズ
　パソコンの初学者対象の入門編３講座です。

◇初めてのパソコン講座（パソコンの基本操作）
◇初めてのインターネットとメール講座
　（インターネットでの情報収集と電子メールのやりとり）

◇初めてのWord講座（文書作成の基本）

◆インターネットを利用した｢つながり｣作り講座（mixi,Facebook,twitter,ブログなど）
◆暑中見舞いはがき作成講座（世界で１つだけの暑中見舞いの作り方）
◆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）
◆職場で役立つシリーズ（秋開講の３講座）（Excel・Access・プレゼンテーション講座）

はじめてのタップダンス

☆大好評の 「卓球教室」 「太極拳冬期特別教室」 も冬期開講決定！　詳しくはパンフレットをご覧ください。

受講申込み・パンフレットのご請求・ご質問は・・・

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

【受付時間】　月～金　9：00～17：00　※日・祝日は休み　　
※土の受付時間は講座スケジュールによりますので事前にご確認ください

〒192-0393  東京都八王子市東中野742-1 

中央大学クレセント・アカデミー事務室

TEL: 042-674-2267 
FAX: 042-674-2268 

ダンス未経験者やリズム感を心配されている方でも楽しめるように、ゆっくり丁寧に基本ステッ
プを学んでいきます。
Tap Dance Company Freiheit主宰
中央大学タップダンスサークル監督　遠藤　季利／Ｌｉｌｙ
（金）　5/10～6/21　全6回　10：30～12：00　　

ジュニアサッカー教室　対象：小学校３～６年生

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！！
中央大学サッカー部監督　白須　真介
（木）　4/11～6/13　全10回　17：30～19：00

太極拳（月・木）
ゆったり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）　5/13～7/15　全10回　15：30～17：00
（木）　5/9～7/11　　全10回　17：30～19：00

水泳・水中運動教室　対象：高校生以上・中級者以上

水中運動はエアロビックな全身運動であり、老若男女を問わず誰もができるスポーツです。
基本技術を身につけながら効率的な泳ぎの習得を目指します。
中央大学理工学部教授　吉村　豊
（水）　5/8～7/17　全10回　18：30～20：00

春期水泳教室　対象：中学生以上・競技者
記録向上を目指して定期的・継続的にトレーニングを行っている「競技者・エキスパートのため
の専門講座」です。
中央大学商学部准教授　森谷　暢
（土）　5/11～7/20　全8回　15：00～16：30

東洋養生法 ─ヨーガ・太極拳─
ヨーガ・伝統太極拳で健康増進をはかりながら、護身術も身につけましょう。
呼吸法を伴うゆったりした動きなので、どなたでも無理なく楽しめます。
中央大学法学部教授　宮本　知次
（火）　5/7～7/9　全10回　18：00～19：30

改札すぐ横のグリーンテラスの２階にて
多摩キャンパス講座の多くを開講しています。

クレセント・アカデミー事務室、講座の教室は
駅徒歩1分です

立川駅より約20分
高幡不動駅・多摩センター駅より約10分

モノレールはJR「立川駅」、
京王線「高幡不動駅」「多摩動物公園駅」、
小田急線・京王線「多摩センター駅」から
接続しています。

書道 ―錬度に沿った作品制作 ―
一人一人の思考と錬度に沿った修得を目指します｡百人一首、自作の俳句等お好みの題材
を色紙･料紙に書いてみるのもよいでしょう。また石材に刻す篆刻も希望者には指導します。
中央大学文学部兼任講師　渡辺　貴彦
（水）　5/8～7/10　全10回　15:00～16:30 

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・大学講師　中央大学卒　葛西　聖司
秋期2回　日程は決まり次第、学内掲示・HP等でお知らせします。

英会話〈中級クラス〉
中央大学文学部生にも教えている米国人講師による少人数制の講座です。
会話を中心とした当講座で、ぜひ実践的な英語を身につけてください。　　
中央大学文学部兼任講師　Alan Bergman 
（木）　4/25～7/4　全10回　16:30～18:00 

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）　5/8～7/17　 全6回　16:40～18:10

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た
「時事解説」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にします。
元中央大学総合政策学部教授　島村　髙嘉
（火）　4/23～7/2　全6回　13:20～14:50 

英会話〈初級クラス〉
指導経験豊富な英国人講師による人気講座をもう１クラス設けました。
両クラス〈①・②〉とも同じ内容です。
Nicholas K. Farrow  
（木）　4/25～7/4　全10回　
〈初級クラス①〉 9：20～10：50　〈初級クラス②〉 11：00～12：30

グリム童話&アンデルセン童話研究
グリム童話とアンデルセン童話、このふたつの童話の世界に潜む魅力と秘密を解き明かし、
グリム兄弟がめざしたこと、アンデルセンが童話に託した思い等をわかりやすく紹介します。
中央大学文学部兼任講師　天沼　春樹
（木）　4/25～7/4　全6回　10:30～12:00
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硬式テニス教室　対象：中学生以上・初心者～上級者

経験豊富なコーチングスタッフの適切なアドバイスと現役選手の活きたショットを体験してみま
せんか。楽しいメンバーと爽やかな汗を流しましょう！
中央大学庭球部ヘッドコーチ　渡邉　浩人
（金）　4/12～7/26　全15回　19：00～20：30 

ピラティス・マットワーク
ピラティスは体幹の安定と背骨の動きに着目し、自分が本来持っている筋肉を内側からゆっ
くり鍛えていきます。カラダ全体をリラックスさせながら筋肉の質を整えることで精神面も整え
ます。
ピラティスインストラクター  依田　洋子
（水）　4/24～6/26　全10回　14：00～15：30

個性豊かな 各種IT講座 ※各種ＩＴ講座の詳細はパンフレットを参照してください。

◆パソコン初めてシリーズ
　パソコンの初学者対象の入門編３講座です。

◇初めてのパソコン講座（パソコンの基本操作）
◇初めてのインターネットとメール講座
　（インターネットでの情報収集と電子メールのやりとり）

◇初めてのWord講座（文書作成の基本）

◆インターネットを利用した｢つながり｣作り講座（mixi,Facebook,twitter,ブログなど）
◆暑中見舞いはがき作成講座（世界で１つだけの暑中見舞いの作り方）
◆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）
◆職場で役立つシリーズ（秋開講の３講座）（Excel・Access・プレゼンテーション講座）

はじめてのタップダンス

☆大好評の 「卓球教室」 「太極拳冬期特別教室」 も冬期開講決定！　詳しくはパンフレットをご覧ください。

受講申込み・パンフレットのご請求・ご質問は・・・

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

【受付時間】　月～金　9：00～17：00　※日・祝日は休み　　
※土の受付時間は講座スケジュールによりますので事前にご確認ください

〒192-0393  東京都八王子市東中野742-1 

中央大学クレセント・アカデミー事務室

TEL: 042-674-2267 
FAX: 042-674-2268 

ダンス未経験者やリズム感を心配されている方でも楽しめるように、ゆっくり丁寧に基本ステッ
プを学んでいきます。
Tap Dance Company Freiheit主宰
中央大学タップダンスサークル監督　遠藤　季利／Ｌｉｌｙ
（金）　5/10～6/21　全6回　10：30～12：00　　

ジュニアサッカー教室　対象：小学校３～６年生

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！！
中央大学サッカー部監督　白須　真介
（木）　4/11～6/13　全10回　17：30～19：00

太極拳（月・木）
ゆったり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）　5/13～7/15　全10回　15：30～17：00
（木）　5/9～7/11　　全10回　17：30～19：00

水泳・水中運動教室　対象：高校生以上・中級者以上

水中運動はエアロビックな全身運動であり、老若男女を問わず誰もができるスポーツです。
基本技術を身につけながら効率的な泳ぎの習得を目指します。
中央大学理工学部教授　吉村　豊
（水）　5/8～7/17　全10回　18：30～20：00

春期水泳教室　対象：中学生以上・競技者
記録向上を目指して定期的・継続的にトレーニングを行っている「競技者・エキスパートのため
の専門講座」です。
中央大学商学部准教授　森谷　暢
（土）　5/11～7/20　全8回　15：00～16：30

東洋養生法 ─ヨーガ・太極拳─
ヨーガ・伝統太極拳で健康増進をはかりながら、護身術も身につけましょう。
呼吸法を伴うゆったりした動きなので、どなたでも無理なく楽しめます。
中央大学法学部教授　宮本　知次
（火）　5/7～7/9　全10回　18：00～19：30

改札すぐ横のグリーンテラスの２階にて
多摩キャンパス講座の多くを開講しています。

クレセント・アカデミー事務室、講座の教室は
駅徒歩1分です

立川駅より約20分
高幡不動駅・多摩センター駅より約10分

モノレールはJR「立川駅」、
京王線「高幡不動駅」「多摩動物公園駅」、
小田急線・京王線「多摩センター駅」から
接続しています。

書道 ―錬度に沿った作品制作 ―
一人一人の思考と錬度に沿った修得を目指します｡百人一首、自作の俳句等お好みの題材
を色紙･料紙に書いてみるのもよいでしょう。また石材に刻す篆刻も希望者には指導します。
中央大学文学部兼任講師　渡辺　貴彦
（水）　5/8～7/10　全10回　15:00～16:30 

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・大学講師　中央大学卒　葛西　聖司
秋期2回　日程は決まり次第、学内掲示・HP等でお知らせします。

英会話〈中級クラス〉
中央大学文学部生にも教えている米国人講師による少人数制の講座です。
会話を中心とした当講座で、ぜひ実践的な英語を身につけてください。　　
中央大学文学部兼任講師　Alan Bergman 
（木）　4/25～7/4　全10回　16:30～18:00 

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）　5/8～7/17　 全6回　16:40～18:10

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た
「時事解説」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にします。
元中央大学総合政策学部教授　島村　髙嘉
（火）　4/23～7/2　全6回　13:20～14:50 

英会話〈初級クラス〉
指導経験豊富な英国人講師による人気講座をもう１クラス設けました。
両クラス〈①・②〉とも同じ内容です。
Nicholas K. Farrow  
（木）　4/25～7/4　全10回　
〈初級クラス①〉 9：20～10：50　〈初級クラス②〉 11：00～12：30

グリム童話&アンデルセン童話研究
グリム童話とアンデルセン童話、このふたつの童話の世界に潜む魅力と秘密を解き明かし、
グリム兄弟がめざしたこと、アンデルセンが童話に託した思い等をわかりやすく紹介します。
中央大学文学部兼任講師　天沼　春樹
（木）　4/25～7/4　全6回　10:30～12:00
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