
桐蔭横浜大学　地域連携・生涯学習センター
桐蔭学園トランジションセンター

友の会入会で

シンフォニー
ホール

2割引！※

お問い合わせ

大学
図書館が
 利用可能！

受講者特典受講者特典

桐蔭生涯学習講座
資格講座

2021 前期講座ご案内

お申し込み方法：Web・郵送

生涯学習講座申込期間
2021年

3月5日 -15日金 月
一次
募集

2021年

3月16日 -25日火 木
二次
募集

※資格講座は適用外です。ご了承ください。

※資格講座は初回開講日の2週間前まで

transition@toin.ac.jp 045-975-2100 （平日10:00-17:00）

オンライン



オンライン（Zoom）の無料体験講座について

【お申し込みはこちらから】

����年度 新規開講講座
文学・歴史から、パラレルキャリアやセカンドキャリアを支援する資格講座、次世代育成講座まで新たに開講！

ラインナップの充実で、地域の皆さまの学びを支援します。

��� ピックアップ！

『源氏物語』の世界へのアプローチ

光源氏が栄華を極めていく「桐壺」
巻から「藤裏葉」巻を中心に、背後
に広がる豊かな世界へのアプロー
チを試みます。

ふるさと「青葉区」の歴史を学ぶ 
南武多摩丘陵の歴史と文化を訪ねる旅 

縄文・弥生からの古墳、中世の城
跡など数多くの史跡が点在する青
葉区。地元遺産を訪ね、地域の歴史
と文化を学びます。

ほがらか絵手紙 
かんたん自由に楽しもう 

季節の野菜やお花など身近なもの
が題材。描くことは認知症の予防
や知育にもつながる？ 基礎から絵
手紙を学べます。

やさしい絵本から始める英語多読

やさしい絵本から読み始め、少しず
つレベルアップすることで英語が読
めるように！多読初心者から上級
者も参加可能！

社会保険労務士 試験対策講座
（２２年８月試験目標） ＜国家資格＞

社労士は、人事労務関係のスペ
シャリスト。いま。働き方改革で
社労士の需要は高まっています。
セカンドキャリアを考える方には
最適な資格です。

保育士試験対策講座
（２１年１０月試験目標）

保育士は乳児から小学校入学前の保育
を必要とする子どもを預かり、保護者に
代わり子育てを実践することが仕事の中
心。公務員としての保育士・福祉職な
ど多様な未来を選択できる資格です。

対話が楽になるアサーティブコミュニケーション
多様化する現代に必要なスキル

「伝えたいことを適切に伝える」こ
とが目標です。ご自分の個性を活
かし、伝え方に磨きをかけることで
職場・家族・友人とのコミュニケー
ションが楽しくなります。

3級　FP（ファイナンシャルプランナー）
技能士試験対策講座（21年9月試験目標）
FPは人生設計のマネープランの相談
の専門家。金融業界・不動産業界で
役立つ知識です。就職・転職を考え
ている方には武器になる資格です。

「出典：引用　オックスフォード・リーディング・ツリー/Oxford University Press.png」

読めば変わる！あなたの英語

2021年度前期の桐蔭生涯学習講座に関しましては、社会情勢を鑑みて、全講座オンラインで実施させていただくこととなりまし
た。そこで、オンライン講座の受講が初めての方や、不安な方向けに、無料で「オンライン体験講座」を開催いたします。お申込み
に関しては、下記QRコードやURLをご確認いただければ幸いです。なお、体験講座を受講される前に、Zoomアプリ（無料）の
インストール等の必要がありますので、詳細に関しましては、本リーフレットの「オンライン講座の受講の流れについて」とWeb
サイトに掲載している、「オンライン講座（Zoom）を初めて受講する際の事前準備」をご確認ください。

❶3月 9日（火）15時から最長16時まで
❷3月11日（木）15時から最長16時まで

※両日とも講座内容は同様です。※申し込み締め切りは講座実施前日の15時までです。
※申し込みについてご不明な点がございましたら、
当センターにお問い合わせ下さい。

オンライン
体験講座日程 https://forms.gle/QS4bvDZeue65iQ8P6



語学 歴史・
文化

資格・
検定

スポーツ・
健康

医療・
生命

サイエンス 芸術 法学 教育・
心理

経営・
経済　

文学 一般教養・
その他

■講座のジャンル

シンフォニーホール友の会は、入会
資格を広げ2021年度から生涯学習講
座受講者に加え桐蔭オンライン講座
受講者も入会が可能になりました。
入会いただいた方は、生涯学習講座
を2割引（従来は1割引）で受講いた
だけます。また、シンフォニーホー
ル・桐蔭学園アカデミウムで開催さ
れる、音楽・演劇・古典芸能など特
別催事の鑑賞申し込みが可能です。
年会費：3,000円。その他特典等は
Webサイトをご参照ください。

とは

キャンセルポリシー他は、Webサイトの受講規約をご確認ください。

受講料について

受講料は、消費税・教材費込の価格になっております。

資格講座の受講料は、シンフォニーホール友の会会員の割引は適用され
ませんのでご了承ください。

1

2

生涯学習の受講料は、すべて消費税込の金額になっております。教材が必
要な講座は、Webに掲載している詳細パンフレットでご確認いただき開講
決定後、別途ご自身でご購入ください。

シンフォニーホール友の会会員の方、新規ご入会の方は、生涯学習講座は
2割引（但し1万円以下は割引除外）でご受講いただけます。
受講期間中にシンフォニーホール友の会を退会された方は、一般価格にな
りますのでご注意ください。会員の有効期限が受講期間中に満期を迎え
る方は、自動継続となります。

1

2
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声を出して健康に！
英語で歌を歌おう

日本書紀を読む (9) 日本書紀を読む (9)

スモールビジネスのマーケティングとビジネスプランの作成
～好きなコトを仕事にしよう～

楽しい写真講座 (火曜クラス)
色々なカメラを使いこなそう！

基礎スペイン語　文化と共に学ぶ

Learn English through music

ほがらか絵手紙 かんたん自由に楽しもう

中級スペイン語

100 年人生の薬膳 命を養う食養生編

労働法
最近の労働法令と判例の動き

ふるさと「青葉区」の歴史を学ぶ
南武多摩丘陵の歴史と文化を訪ねる旅

楽しい写真講座 (金曜クラス)
色々なカメラを使いこなそう！

たのしいフルートアンサンブル
(午前クラス)
健幸に過ごす！

人生100 年時代のサイエンス

14：40 ～16：1010：40 ～12：10  12：50 ～14：20

生涯学習（文化・教養）講座時間割

声を出して健康に！
日本語の美しさを堪能して歌おう

短歌　実作の楽しみ

Using English Idioms and Expressions

スペイン語会話
ネイティブの先生と共に学ぶ

やさしい絵本から始める英語多読
読めば変わる！あなたの英語

たのしいフルートアンサンブル
（午後クラス）

中級韓国語

「源氏物語」の世界へのアプローチ

学びなおす韓国語
中級程度の会話

学びなおす英語
- 中級程度-

月

火火

水

木

金

医師・理学療法士・健康運動指導士が教える
あなたに合ったウォーキング

体力測定で自分の弱点を知って改善しよう

対話が楽になる　アサーティブコミュニケーション
多様化する現代に必要なスキル

Have fun in English.   
中級英会話

初級韓国語

学びなおす英語

イスラム教徒とキリスト教徒の対話

-上級程度-

Beginners English Conversation
- 発音矯正（初級）-



講 座 名 講 師 曜日/回数/時間 日　程
受講料（一般）
（税込）

（税込）

（会員）

教材費

医師・理学療法士・
健康運動指導士が教える
あなたに合ったウォーキング

瀬戸口靖弘・
林田はるみ・
尾山裕介

月 4/26、5/10、5/17、
5/24、5/31、6/7、
6/14、6/21、6/28、
7/5   

¥20,000

10 回 ¥16,000

有

健幸に過ごす！
人生100年時代のサイエンス

米坂知昭・宮坂力・
杉本恒美・吉田薫・
大辻希樹・大沼健太郎・
清水智美・池上和志・
石河睦生

金 4/16、4/23、5/7、
5/14、5/21、5/28、
6/4、6/11、6/18、
6/25、7/2、7/9   

¥24,000

12回 ¥19,200

声を出して健康に！
英語で歌を歌おう

上山美恵子

月 4/12、4/19、4/26、
5/10、5/17、5/24、
5/31、6/7、6/14、
6/21、6/28、7/5   

¥24,000

12回 ¥19,200

声を出して健康に！
日本語の美しさを堪能して歌おう

上山美恵子

月 4/12、4/19、4/26、
5/10、5/17、5/24、
5/31、6/7、6/14、
6/21、6/28、7/5   

¥24,000

12回 ¥19,200

楽しい写真講座(火曜クラス)
色々なカメラを使いこなそう！

玄 一生

火 4/13、4/20、4/27、
5/11、5/18、5/25、
6/1、6/8、6/15、
6/22、6/29、7/6  

¥24,000

12回 ¥19,200

有

楽しい写真講座(金曜クラス)
色々なカメラを使いこなそう！

玄 一生

金 4/16、4/23、5/7、
5/14、5/21、5/28、
6/4、6/11、6/18、
6/25、7/2、7/9   

¥24,000

12回 ¥19,200

有

有

有

たのしいフルートアンサンブル
(午前クラス) 遠藤まり

金 4/16、4/23、5/7、
5/14、5/21、5/28、
6/4、6/11、6/18、
6/25、7/2、7/9   

¥24,000

12回 ¥19,200

たのしいフルートアンサンブル
(午後クラス) 遠藤まり

金 4/16、4/23、5/7、
5/14、5/21、5/28、
6/4、6/11、6/18、
6/25、7/2、7/9   

¥24,000

12回 ¥19,200

労働法
最近の労働法令と判例の動き 勝亦啓文

木
5/13、5/27、6/10
6/24 

¥8,000

4 回 ¥8,000

多様化する現代に必要なスキル

体力測定で自分の弱点を知って改善しよう

全11ジャンル、31講座をご用意しています。今期から新しく12講座が加わりラインナップも充実。
文化・芸術・語学などみなさまのご興味に合わせてご受講ください。受講料は、上段が一般価
格、下段はシンフォニーホール友の会会員の方の割引価格になっています。

A03

C01

D01

D02

D03

D04

D05

D06

E01

14：40～16：10

10：40～12：10

10：40～12：10

12：50～14：20

10：40～12：10

10：40～12：10

10：40～12：10

12：50～14：20

10：40～12：10

対話が楽になる
アサーティブコミュニケーション

4/19、4/26、5/10、
5/17、5/24 

生涯学習
講座

F01 喜多朋子

¥10,000

¥10,000

月

5回

14：40～16：10

ー

ー

ー

ー

ー

講座
コード



（税込）

（税込）

4/13、4/20、4/27、
5/11、5/18、5/25、
6/1、6/8、6/22、
6/29

4/13、4/20、4/27、
5/11、5/18、5/25、
6/1、6/8、6/15、
6/22、6/29、7/6  

4/13、4/20、4/27、
5/11、5/18、5/25、
6/1、6/8、6/15、
6/22、6/29、7/6  

4/16、4/23、5/7、
5/14、5/21、5/28、
6/4、6/11、6/18、
6/25、7/2、7/9   

4/16、4/23、5/7、
5/14、5/21、5/28、
6/4、6/11、6/18、
6/25、7/2、7/9   

4/16、4/23、5/7、
5/14、5/21、5/28、
6/4、6/11、6/18、
6/25、7/2、7/9   

講 座 名 講 師 曜日/回数/時間 日　程
受講料（一般）

（会員）

教材費

4/19、4/26、5/10、
5/17、5/24、5/31、
6/7、6/14、6/21、
6/28   

G01

H01

H02

H03

I01

I02

I03

I04

I05

I06

I07

齋藤れい

佐佐木朋子

寺田恵子

佐藤 透

三浦真理波

山城リタ

山城リタ

兪 三善

兪 三善

兪 三善

Elizabeth小野寺

¥20,000

¥16,000

¥24,000

¥19,200

¥20,000

¥16,000

¥20,000

¥16,000

¥24,000

¥19,200

¥24,000

¥19,200

¥24,000

¥19,200

有

¥24,000

¥19,200

有

¥24,000

¥19,200

有

¥24,000

¥19,200

有

¥24,000

¥19,200

月

10 回

10：40～12：10

火

12回

12：50～14：20

月

10回
10：40～12：10
12：50～14：20

火

10 回

14：40～16：10

火

12回

10：40～12：10

水

12回

10：40～12：10

水

12回

12：50～14：20

金

12回

14：40～16：10

金

12回

12：50～14：20

金

12回

10：40～12：10

火

12回

10：40～12：10

スモールビジネスのマーケティング
とビジネスプランの作成
～好きなコトを仕事にしよう～

短歌　実作の楽しみ

日本書紀を読む(9)

『源氏物語』の世界への
アプローチ

基礎スペイン語
文化と共に学ぶ

中級スペイン語

スペイン語会話
ネイティブの先生と共に学ぶ

初級韓国語

中級韓国語

学びなおす韓国語

Learn English through music

中級程度の会話

4/13、4/20、4/27 、
5/11、5/18、5/25、
6/1、6/8、6/15、
6/22、6/29、7/6     

4/19、4/26、5/10
5/17、5/24    

4/14、4/21、4/28、
5/12、5/19、5/26、
6/9、6/16、6/23、
6/30、7/7、7/14     

4/14、4/21、4/28、
5/12、5/19、5/26、
6/9、6/16、6/23、
6/30、7/7、7/14     

ー

ー

ー

ー

有

有

ー

講座
コード



講座の詳細について

（税込）

（税込）

4/16、4/23、5/7、
5/14、5/21、5/28、
6/4、6/11、6/18、
6/25、7/2、7/9   

4/13、4/20、4/27、
5/11、5/18、5/25、
6/1、6/8、6/15、
6/22、6/29、7/6  

4/13、4/20、4/27、
5/11、5/18、5/25、
6/1、6/15、6/29、
7/6  

4/13、4/20、4/27、
5/11、5/18、5/25、
6/1、6/8、6/15、
6/22、6/29、7/6  

4/16、4/23、5/7、
5/14、5/21、5/28、
6/4、6/11、6/18、
6/25、7/2、7/9   

4/16、4/23、5/7、
5/14、5/21、5/28、
6/4、6/11、6/18、
6/25

※「有」と記載されている講座は、別途、教材または準備物が必要になります。内容に関しては、詳細パンフレットをご参照ください。
※講座日程は変更になることがあります。恐れ入りますが講座のWebサイトをご確認ください。

講 座 名 講 師 曜日/回数/時間 日　程
受講料（一般）

（会員）

教材費

I08

I09

I10

I11

I12

I13

J01

K01

K02

K03

岡田俊惠

岡田俊惠

Mary Takaoka

Nicholas Chin 
Sang 

Elizabeth小野寺

宮本恵理子

宮澤高広

久山宗彦

大根田笑子

鈴木愛子

学びなおす英語
ー中級程度ー

学びなおす英語
ー上級程度ー

Beginners English Conversation
ー発音矯正（初級）ー

Have fun in English.
ー中級英会話ー

Using English Idioms and 
Expressions

やさしい絵本から始める英語多読
読めば変わる！あなたの英語

ふるさと「青葉区」の歴史を学ぶ
南武多摩丘陵の歴史と文化を訪ねる旅

イスラム教徒と
キリスト教徒の対話

100年人生の薬膳
ー命を養う食養生編ー

ほがらか絵手紙
かんたん自由に楽しもう

¥24,000

¥19,200

有

¥24,000

¥19,200

ー

ー

ー

ー

ー

¥24,000

¥19,200

有

¥24,000

¥19,200

有

¥24,000

¥19,200

¥24,000

¥19,200

有

¥24,000

¥19,200

¥20,000

¥16,000

¥8,000

¥8,000

¥20,000

¥16,000

有

金

12回

10：40～12：10

金

12回

14：40～16：10

火

12回

14：40～16：10

木

12回

14：40～16：10

火

12 回

12：50～14：20

木

12回

12：50～14：20

木

12回

10：40～12：10

金

10 回

14：40～16：10

水

4回

10：40～12：10

火

10 回

10：40～12：10

4/15、4/22、5/6、
5/13、5/20、5/27
6/3、6/10、6/17、
6/24、7/1、7/8     

4/15、4/22、5/6、
5/13、5/20、5/27
6/3、6/10、6/17、
6/24、7/1、7/8     

4/15、4/22、5/6、
5/13、5/20、5/27
6/3、6/10、6/17、
6/24、7/1、7/8     

5/19、6/2、6/16、
6/30 

生涯学習講座は 8 名以上、資格講座は12名以上で開講いたします。
講座の詳細、パンフレットにつきましてはWebサイト（http://toin-sgc.com)でご確認ください。

講座
コード



■資格講座一覧

■受験までの学習内容

資格講座
���

講座詳細は
こちらから▶

お申し込みの流れは
別紙をご参照ください。

いつでも何度でも視聴
が可能。受講期間終了
後も受験直前まで学習
できます。

Web講座
（オンデマンド動画）

Web講座（オンデマンド動画）で学
んだ内容の復習・解説を聞いてリアル
タイムで学習します。理解が不足して
いる内容の質問ができる講座です。

生講義（オンライン）
（リアルタイムまとめ講義）

社労士・行政書士・中小企業診断
士として現役で活躍する方のお話を
お聞きするキャリアセミナー。（オン
デマンド・オンラインの場合有）

現役国家資格者
キャリア・セミナー（無料）

テキスト
教材

×

2021年5月8日

2021年6月5日

2021年7月31日

2021年11月13日

2021年5月8日

2021年9月4日

2021年5月8日

2021年9月4日

2021年5月29日

2021年9月25日

2021年5月8日

2021年10月9日

2021年5月8日

2021年10月9日

2021年6月5日

2022年3月12日

2021年7月3日

講座
コード 講座名 目標

試験日
受講期間

講 座 内 容
受講費用

（税・教材込）生講義（オンライン） Web講座 総コマ数
コマ数/時間数 コマ数/時間数 コマ数/時間数日程

L01 日商簿記３級
試験対策講座

2021年
6月13日

4コマ 土 10コマ 14コマ
20,000円

6時間 日程は
詳細パンフ参照 

日程は
詳細パンフ参照 

日程は
詳細パンフ参照 

日程は
詳細パンフ参照 

日程は
詳細パンフ参照 

日程は
詳細パンフ参照 

日程は
詳細パンフ参照 

日程は
詳細パンフ参照 

日程は
詳細パンフ参照 

25時間 31時間

L02 日商簿記2級
試験対策講座

2021年
11月21日

12コマ 土 25コマ 37コマ
40,000円

18時間 75時間 93時間

L03 3級ＦＰ技能士
試験対策講座

2021年
9月12日

10コマ 土 12コマ 22コマ
25,000円

15時間 30時間 45時間

L04 ２級ＦＰ技能士
試験対策講座

2021年
9月12日

10コマ 土 21コマ 31コマ
50,000円

15時間 52.5時間 68時間

L05 保育士
試験対策講座

2021年
10月24日

15コマ 土 32コマ 47コマ
45,000円

22.5時間 48時間 71時間

L06 宅建士
試験対策講座

2021年
10月17日

24コマ 土 53コマ 77コマ
75,000円

36時間 133時間 169時間

L07 行政書士
試験対策講座

2021年
11月14日

25コマ 土 71コマ 96コマ
100,000円

38時間 178時間 215時間

L08
22年

社会保険労務士
試験対策講座

2022年
8月下旬

27コマ 土 81コマ 108コマ
150,000円

41時間 203時間 243時間

L09
22年

中小企業診断士
試験対策講座 

2022年
8月上旬

27コマ 土 56コマ 83コマ
150,000円

2022年3月24日 41時間 140時間 181時間

資格講座の最低開講人数は各講座とも12名です。人数に満たない場合は開講されないことがあります。

1．受講費用には、Web講座（オンデマンド動画）・テキスト代・消費税が含まれております。Web講座（オンデマンド
動画）視聴の際の端末・通信費などは含まれておりません。資格講座は、シンフォニーホール友の会会員の割引は適
用外です。

2．生講義（オンライン）は土曜日に開講予定ですが、日程・時間につきましては詳細パンフレットをご参照ください。
3．試験実施日は例年通りを見込んだ現時点の見込みで、状況によって変更になる可能性があります。必ず実施団体の告
知を確認のうえ実施日を確かめた上で、ご自身で受験手続を行ってください。

4．Web講座（オンデマンド動画）の再生環境についてはhttps://www.lec-jp.com/onlinestudy/check/
　をご確認いただき、問題ないかお確かめいただいた上でお申込ください。　　　　　　　　　　　　　　
Web講座（オンデマンド動画）つきましては、生講義（オンライン）終了後、試験まで継続してご利用・学習できます。 

本講座は、資格のLEC東京リーガルマインドの協力を得て開講しております。   

パラレルキャリア・セカンドキャリアに役立つ資格講座を今期より開講。いつでも受講可能なWeb
講座（オンデマンド動画）・各講座の受験対策のプロによるリアルタイムまとめ講義のハイブリッ
ド型で学習。忙しい社会人の皆さまには効率的に学習していただけます。受講期間終了後も受験
直前までWeb講座（オンデマンド動画）で受験対策が可能！　

申込期間：各講座ともに受講開始日の2週間前まで



桐蔭横浜大学　地域連携・生涯学習センター
桐蔭学園トランジションセンター

●本講座のZoomURL等の転送は禁止です。
●視聴に関わるインターネット通信費、回線費等はお客様のご負担となります。画面共有や動画配信の際には通信量が多くなるこ
とが想定されるため、安定したインターネット環境（有線LAN等）のご利用を推奨します。
●スポーツ・健康系の講座に参加される場合、怪我をしないよう、安全なスペースを確保し、受講をお願いいたします。
●受講の際にはお名前（表示名）をフルネームに変更し、受講をお願いいたします。
●配信には最善の準備を行い実施しますが、生配信の特性上、不慮の一時停止や映像・音声の乱れ、インターネット回線のトラブル
による講座の一時中断などが発生する可能性もございます。あらかじめご了承ください。
●お客様起因による視聴トラブル、及びお客様のインターネット環境に伴う閲覧の不具合に関しましては、当方は責任を負いかねます。
●本配信の録画・録音等は禁止です。
●その他、オンライン講座の留意事項はWebに掲載している桐蔭生涯学習講座・資格講座受講規約をご確認ください。

オンライン講座の留意事項

〒225-8503 横浜市青葉区鉄町1614　TEL.045-975-2100　E-mail：transition@toin.ac.jp

オンライン講座受講の流れについて

お申込みはこちら

パソコンとネット環境 ヘッドセットまたは
マイク付きイヤホン。（任意）

Webカメラ
※パソコン内蔵でも可

オンライン講座は、ミーティングセミナーアプリ「Zoom」を使用し実施いたします。
Zoomのクライアントアプリをインストールしていただき、講座をお申し込みの前に、
Zoom公式テストサイトからご自身のパソコンの動作確認をお願いいたします。

なお、スマホ・タブレットの
場合は「GooglePlay」もしく
は「AppStore」から「Zoom 
Cloud Meetings」のインス
トールをお願いいたします。

YouTubeの桐蔭学園公式チャンネルにてZoomに関する基本講座を無料配信中！
オンライン講座受講中のZoomの操作方法に関して気になる方はQRコードから動画をご視聴下さい。

1. 受講に必要な準備物

2. Zoomのインストール&動作確認

3. 当日の受講方法について

※スマホ・タブレットも可

※2回目以降の講座に関してはZoomURL等を送付いたしません。初回開催時にお送りしたURL等を講座最終日まで使用し、ご参加ください。

https://zoom.us/download#client_4meetingクライアントアプリの
インストール→

https://zoom.us/testテスト→ Zoom 検 索

オンライン講座受講用
ZoomURL等の案内が講
座実施前日までにメールで
届く。

ステップ1
「Zoom meetingsを開く」をク
リックし、待機室に移行。

ステップ3

※ID・パスコードを使用した場合、
ステップ３の作業は必要ありません。

「待機室」に移行後、講師
の先生（ホスト）が、Zoom
入室の許可をする。

ステップ4
講座終了後は「ミーティングの
退出」をクリックし、オンライン講
座の受講終了。

ステップ6

講 座 開 始 5 分 前 まで に
ZoomURLをクリック、もしくは
ZoomアプリからID・パスコード
を入力する。

ステップ2

入室後「コンピューターでオーディ
オの参加」をクリックし、受講開始。

ステップ5

※スマホ・タブレットの場合、「インター
ネットを使用した通話」をタップする




