
◆中央大学駿河台記念館（JR「御茶ノ水」徒歩３分、地下鉄千代田線「新御茶ノ水」徒歩３分）
講　座　名 期　　間 曜日 時　　限 回数 講　師　名

万葉集を読む ５／10～７／12 水 11：00～12：30 10回 亀山明生
国文学者

現代の哲学と二人の哲学者
－フッサールとウィトゲンシュタイン

５／11～７／20 木 18：30～20：00 ６回 瀬嶋貞徳
中央大学兼任講師他1名

現代小説への誘い
－日本・フランスほか－

５／12～７／７ 金 13：00～14：30 ５回 鈴木重生
中央大学名誉教授

現代俳句－実作と鑑賞－ ５／８～７／10 月 13：00～14：30 10回 長峰竹芳「好日」主宰
短歌教室－鑑賞と実作－ ５／10～７／12 水 13：00～14：30 10回 島崎榮一

短歌誌「鮒」主宰
源氏物語－第三部の世界を読む－ ５／12～７／21 金 15：00～16：30 ６回 池田和臣

中央大学文学部教授
平家物語を読む ５／11～７／13 木 15：30～17：00 ６回 長崎健

中央大学文学部教授
漢詩の世界 ５／12～７／21 金 11：00～12：30 ６回 綿本誠

前国士舘大学21世紀ア
ジア学部教授

歌舞伎を楽しむ
－日本の伝統文化の諸相－

６／１～７／20 木 15：00～16：30 ６回 葛西聖司　NHKエグゼ
クティブ・アナウンサー

イギリスの文化と歴史 ５／６～７／１ 土 13：00～14：30 ７回 宮崎昭威
中央大学名誉教授

西アジア・イスラーム世界における
移動と交流

５／９～７／18 火 11：00～12：30 ６回 栗山保之
東洋大学兼任講師

もうひとつのヨーロッパ
－美の源流を訪ねて－

５／13～６／17 土 11：00～12：30 ６回 福井千春企画
中央大学経済学部教授

知られざるフランスPART５
－フランス文化の深層をさぐる－

５／10～７／19 水 13：30～15：00 ６回 加賀野井秀一
中大学理工学部教授

歴史と文学のあわいに－アイルランド・
ウェールズ・スコットランド－

５／６～７／15 土 11：00～12：30 10回 小菅奎申
中大法学部教授他３名

ヨーロッパ文化におけるキリスト教と
プラトニズム

５／８～７／10 月 15：00～16：30 ６回 熊田陽一郎
中央大学名誉教授

心の健康とカウンセリング ５／15～７／10 月 18：30～20：00 ８回 高塚雄介
明星大学教授

西野流呼吸法－心身の健康－ ５／８～７／10 月 18：30～20：00 ６回 石井雅子
西野流呼吸法指導部指導員

篆刻 ５／10～７／19 水 18：00～19：30 ６回 宮嶋泰山
　謙愼書道会理事

絵画教室 ５／２～７／11 火 13：00～14：30 ６回 桜井知子
　元現展会員

浮世絵を観る楽しみ
　－浮世絵師に親しむ－

５／８～７／10 月 10：30～12：00 ６回 藤澤紫
中央大学兼任講師

茶道への招待 ５／10～７／12 水 14：00～15：30 10回 加藤善道
表千家茶道家

香道への招待 ５／12～７／14 金 10：30～12：00 10回 神保博行
中央大学名誉教授

劇的な変革期をリードする戦略的財務 10／10～12／12 火 18：30～20：30 ７回 岩崎敬介
元UFJつばさ研究所理
事

マーケティング・マネジメント講座
　－理論と事例研究－

５／10～６／21 水 18：30～20：00 ６回 日根野聰弥　㈱シナプ
スシニアコンサルタント、
福井和夫　富士通総研
常務取締役、望月広愛
㈱Jアートレストランシス
テム社長

中央大学オープンカレッジ
2006年度 春期講座のご案内
中央大学オープンカレッジ
2006年度 春期講座のご案内
中央大学オープンカレッジ
2006年度 春期講座のご案内
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◆多摩キャンパス（多摩モノレール「中央大学・明星大学駅」に隣接、　　
京王線「多摩動物公園」徒歩10分、JR「豊田駅」バス15分）

講　座　名 期 間 曜　日 時　　限 回数 講　師　名
評釈「人間失格」(太宰治) ５／９～７／11 火 11：00～12：30 10回 渡部芳紀

中央大学文学部教授
篆刻 ５／９～７／18 火 14：00～15：30 ６回 宮嶋泰山

謙愼書道会理事
手話入門講座 ５／10～６／28 水 13：00～14：30 ８回 町山あや子手話講師
書道－毛筆に親しむ－ ５／10～７／12 水 15：00～16：30 10回 菅井芳舟

瑞雲書道会評議員
社会人のための
　「金融経済教室」

５／９～７／18 火 13：20～14：50 ６回 島村髙嘉
元中央大学総合政策学部教授

英会話講座
(外国人講師による
　少人数クラス)

１期５／８～６／10
２期６／12～７／15

月・火・水から１時限、木・金・土から１時限、週２日、
１期10回　クラス分けのため、プレースメント・テストを行
います。

TOEIC®受験戦略講座 １期５／８～６／10
２期６／12～７／15

月・火・水から１時限、木・金・土から１時限、週２日、
１期10回　受講に際し、プレースメント・テストを行います。

春期集中英会話クラス '07            
２／26～３／９

月曜日から金曜日の毎日　２週間
英会話とTOEIC®クラス

初級シスアド短期合格講座 ６／６～10／10 火 16：40～19：30 10回 町田欣弥
駿河台大学教授

コンピュータ
短期スキルアップ講座

５／９・16・23 火 16：40～19：30 ３回 町田欣弥
駿河台大学教授

Excel活用講座 ９／８～27    水・金 16：40～19：30 ６回 櫻井康弘
高千穂大学商学部専任講師

夏期集中パソコン
　超初級講座

(イ)７／28・29
(ロ)８／18・19

金・土
2コース

10：30～15：50 ２日間 堀内恵
中央大学商学部助教授等

夏期集中パソコン
　初級実践講座

(イ)８／４・５
(ロ)８／25・26

金・土
2コース

10：30～15：50 ２日間 堀内恵
中央大学商学部助教授等

硬式テニス ５／９～７／11 火 18：30～20：00 10回 早川宏子
中央大学商学部教授
コーチには中央大学硬式庭
球部員

水泳 ５／13～７／22 土 15：00～16：30 10回 森谷暢
中央大学商学部助教授

水中運動教室 ４／19～６／28 水 18：30～20：00 10回 吉村豊　理工学部教授
太極拳 ４／28～７／７ 金 15：30～17：00 10回 張成忠

中央大学文学部兼任講師
東洋養生法 ５／２～７／４ 火 18：00～19：30 10回 宮本知次

中央大学法学部教授

◆市ヶ谷キャンパス（地下鉄都営新宿線「曙橋」徒歩３分、JR「市ヶ谷」・「四ッ谷」徒歩15分）
講　座　名 期 間 曜日 時　　限 回数 講　師　名

社会人教育を目的とした公開上級法務講座
「新会社法への対応」

－ 水 18：30～20：30 ‒ 野村修也
中央大学法科大学院教授等

●受講料は、講座により異なります。詳しくは、資料請求のうえ、ご確認ください。（パンフレットは、各学部窓
口にも置いています）
●総合講座の入会金について、在学生は無料、在学生のご家族は半額になります。

【お問い合わせ先】　中央大学クレセント・アカデミー事務室（多摩キャンパス）
　　　　〒192-0393　東京都八王子市東中野742-1
　　　　TEL 042-674-2267  FAX 042-674-2268
　　　　ホームページ　http://www2.chuo-u.ac.jp/crescent/
　　　　月～金曜日　９：30～17：00（土曜は12時まで）
　　　　申込受付中［水泳・水中運動教室は、４月８日（土）９：00～10：00　受付・抽選］

☆駿河台記念館の講座は、千代田区講座講習会バウチャー制度の対象講座です。
　千代田区民の方は、受講料の補助が受けられます。

講　座　名 期　　間 曜日 時　　限 回数 講　師　名
公民連携分野のプロ仕様『メンタリン
グ』を学ぶ　－メンター資格が生きる、
特に医療・福祉、そしてコンサルタント
(士業)関係者必学!－

５／11～６／15 木 18：30～20：30 ６回 牟田口雄彦
海援隊21代表幹事
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