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春 季 講 座
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「小田急まなたび」
と

提携を始めました



2022年度 春季講座開講にあたって

学長からのメッセージ

今年も「さがみアカデミー」春季講座の開講をお

知らせする時期となりました。今なお続くコロナ禍

の中でも、さがみアカデミーはオンラインなどによ

って、途切れることなく開講を続けてまいりました。

困難な状況の中にあってこそ学び続ける姿勢が大切

であることは申すまでもありませんが、それを実行

することは必ずしも容易ではありません。さがみア

カデミーが提供する講座が、皆様の多様な関心に応

じた学びを支援し、楽しみながら学び続けていく助

けとなればと願っております。
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相模女子大学
相模女子大学短期大学部

学長 田畑 雅英

プッチーニのオペラは、華麗な舞台を楽しませるだけ
でなく、現代にも通じる心理劇の要素も備えています。
登場人物の心理に焦点を当てながら作品を読み解き、
プッチーニのオペラのより深い楽しみ方を考えます。
予備知識は必要ありません。

【文芸】講座２ プッチーニのオペラを読み解く

ー『トスカ』『蝶々夫人』『トゥーランドット』ー

8月16日、8月23日、8月30日

締切日：8月9日（月）

受講料：4,500円

場所：2131教室

講座概要

講座日程（全3回）

定員：60名

講座日程（全1回）

講座概要

8月2日

場所：2131教室

定員：60名 受講料：無料

締切日：7月26日（火）

「誰も寝てはならぬ」などの甘美なメロディーで知ら
れるプッチーニのオペラについて、その「面白さ」は
どこにあるのかを、実例を交えながら考えます。予備
知識の必要のない初心者向けの講座です。

時間：10:00～11:30 時間：10:00～11:30

曜日：火曜日

特別講座 ：プッチーニのオペラ入門

曜日：火曜日

相模女子大学学長 田畑 雅英による講座

講師プロフィール ： 2008年より相模女子大学 学芸学部メディア情報学科教授。

専門はメディア文化学・ヨーロッパ文化学。



春季さがみアカデミー

文 芸

講座1 能楽入門「黒塚白頭」 ～第34回 相模原薪能事前講座～

講座2
プッチーニのオペラを読み解く

―『トスカ』『蝶々夫人』『トゥーランドット』― ※P1に掲載

語 学

講座3 初中級の英会話: やさしく読める社会事情

講座4 バイリンガルRestorative Yoga レストラティブヨガ

講座5 英語ニュースを聞き取ろう

健 康

講座6 やさしい・からだ始め：「静かな息のメソッド」入門編

講座7 感染症と免疫の基礎を学ぶ －新型コロナの時代に－

社 会

講座8 文化人類学で学ぶ「異文化コミュニケーション」：外国人から認知症高齢者まで

講座9 コロナ・パンデミックと私たちの明日

歴 史 講座10 『歴史が１００倍楽しくなる学び方！』～視点を変えると歴史が変わる？！～

ビジネス 講座11 テレビ東京のビジネス戦略に観る６つの＜発想法＞

講座一覧

お知らせ

2
オンライン講座（Zoom）の受講のご案内は、HPにてご覧いただけます。
Zoomの操作が不安な方は事前接続確認をいたしますので、詳細については窓口
までお問い合わせください。

1
対面講座の開催については、コロナウイルスの感染状況によりオンライン講座へ
の変更・定員の変更、または中止になる場合もございます。開催方法については
ホームぺージにて随時お知らせいたしますのでご確認ください。

-2-

相模女子大学 夢をかなえるセンター 生涯学修支援課

月～金曜日 9:00～17:00 土曜日 9:00～12:00 ※祝日を除く

TEL 042-747-9047    Mail:sagami-info@mail2.sagami-wu.ac.jp

お問合せ先



受講料：4,500円

講座概要

能「黒塚白頭」を題材に取り上げ、能にまつわるいろいろなお話をさせていただきます。本講座は、相模原市、公益
財団法人相模原市民文化財団との共催により8月20日（土）相模女子大学グリーンホールにて開催予定の「第34回相
模原薪能」の事前講座として開講いたします。

講座日程（全3回）

6月 27日 能舞台の説明／面・能装束の紹介

7月 11日 能の台詞「謡」、能の動き「型」、能の楽器「お囃子」

7月 25日 能の演出

講師名 Gary Bourke（ギャリー ボーク） / 相模女子大学 学芸学部英語文化コミュニケーション学科教授

講師プロフィール：日本在住３０年以上、英国出身。研究分野は、異文化と応用

言語学、特に言語習得におけるEdTechの役割。共著：『英語の授業を英語でおこ
なうための表現集』（開文社出版）、『 わかって使える英語構文―英語構造の
理解から発信へー』（朝日出版）等。政府省庁、商社、企業などでも英語を指導
した経験を持つ。

講座概要

初中級の英会話コースです。 私たちの変化する社会についての特定のトピックについ
て学びます。自分の視点を簡単な英語で表現することを目的として、語彙の構築と簡
単な文法の練習に焦点をおきます。このコースは、英語の基礎知識があり、語彙を増
やしたい方対象。毎週月曜日、リラックスした雰囲気の中で友達を作り、英語で話す
練習を楽しむ機会を提供します。レベルについては使用教材の二次元バーコードから
ご確認ください。

講座日程（全20回）

申込締切：6月13日（月）

5月 9日 コース紹介・自己紹介 9月 26日
Trees: A Gift from Nature
樹木は自然からの贈り物 文法：不定詞

5月 16日
Smokey Bear: A Mascot with a Message
マスコットに込められた意味 文法：接続詞

10月 3日
Tattoos
入れ墨の是非 文法：前置詞

5月 23日
Overtourism is a Problem! 
観光公害とは？ 文法：現在形

10月 17日
Redefining Gender and Marriage
性別と結婚の新たな定義 文法：現在完了形

5月 30日
Gender Equality in the Workplace
職場での男女平等 文法：助動詞

10月 24日
All the Lonely People
孤独なる人々 文法：使役動詞など

6月 6日 Review   第1復習 10月 31日 Review 第3復習

6月 13日
Changing Definitions of Beauty
移り変わり美の定義 文法：進行形

11月 7日
Think Before You Talk, Text, or Tweet
SNS上も急がば回れ 文法：受動態

6月 20日

Romeo and Juliet: A Tragic Story about 
Intolerance「ロミオとジュリエット」
不寛容による悲劇 文法：過去形

11月 14日
Jeans Go Global!
ジーンズのグローバリゼーション

文法：関係代名詞・バリゼーション

6月 27日
Nature and Health
自然と健康 文法：動名詞

11月 21日
Helping People with Disabilities
障害を持つ人たちの支援 文法：比較

7月 4日
Golden Years and Silver Divorces
熱年離婚 文法：否定文

11月 28日
A Special Message
著者からの手紙 文法：まとめ

7月 11日 Review 第2復習 12月 5日 Review 第4復習

【文芸】 講座１ 能楽入門「黒塚白頭」

【語学】 講座３ 初中級の英会話: やさしく読める社会事情

時間：13:30～15:00

講師名 藪 克徳 / 相模女子大学 非常勤講師 宝生流能楽師

講師プロフィール：19代宗家宝生英照、20代宗家宝生和英に師事。初舞台「鞍馬天狗」花見(1980年) 、初シテ「車
僧」(2008年)。「石橋」(2015年)、「道成寺」(2016年)、「乱」(2019年)を披演。重要無形文化財保持者(総合認定)。
自身の同門会「篁風会」を主宰する他、相模女子大学、東京大学のクラブ活動で学生の指導にもあたっている。

曜日：月曜日場所：茜館催事場

場所：茜館催事場 定員：25名

定員：60名
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受講料： 30,000円

申込締切： 4月19日（火）

時間： 10:30～12:00

曜日：月曜日

＊ご購入が必要です＊
「やさしく読める社会事情」
ISBN 9784791972074
Joan McConnell/山内 圭 著
出版社：成美堂
価格：¥2,090 

（税込）

持ち物：和英・英和辞典、使用教材

～第34回 相模原薪能事前講座～



講座概要

レストラティブヨガは、 心身を深くリラックスさせ、心地良さを優先し、積極的なリラクゼーションを重視します。
英語と日本語のバイリンガルレッスンです。ヨガの動作など、英語で話した後で日本語でも説明します。ゆったり運
動したい方、ヨガに興味がある方、英語を習いたい方、など誰でも大歓迎です。このレッスンで目指すのは以下の三
つです。
１. 気持ちをリラックスする ２. 筋⾁と関節を緩める ３. 深い呼吸をできるようになる

講座日程（全8回）

5月 10日

Yamas - social ethics of yoga -
kindness - with asana physical 
practice

6月 7日

Yamas - social ethics of yoga -
generosity - with asana – physical 
practice

5月 17日

Yamas - social ethics of yoga -
truthfulness - with asana – physical
practice

6月 14日

Pranayama - mindful breathing -
ujayi breath - with asana - physical 
practice

5月 24日

Yamas - social ethics of yoga -
nonstealing - with asana – physical 
practice

6月 21日
Pranayama - nadi shodhana - with 
asana - physical practice

5月 31日

Yamas - social ethics of yoga -
moderation - with asana – physical 
practice

6月 28日

Pranayama - mindful breathing -
square breath - with asana physical 
practice

時間：11:00～12:00 受講料：12,000円 申込締切：4月20日（水）

【語学】 講座４ バイリンガルRestorative Yoga レストラティブヨガ ＜オンライン講座＞

【語学】 講座５ 英語ニュースを聞き取ろう

講師名 渡辺 幸俊 / 相模女子大学 名誉教授

講師プロフィール：相模女子大学 学芸学部英語文化コミュニケーション学科教授を経て名誉教授。専門はシェイク
スピア、映画、演劇等の研究等。 元 文化放送「100万人の英語」Millions’ Theater 担当。

講座概要

テレビやインターネットを通して世界の情報やニュースを得ることはできますが、私たち日本人の耳には中々すんな
りと入ってきません。その原因の一つが語彙で、時事英語には特有の表現が使われているからです。本講座では「ニ
ュースに使われる語彙」に重点を置き、語彙力の増進に努めていきます。ニュース素材は「ロイター社」の最新ニュ
ースを使用いたします。

＊「英検２級～準１級程度」の方の受講をお勧めします。
＊本講座受講生の方は、大学で実施するTOEIC® Program IP （団体受験）に申し込むことができます。

詳細は講座内でご案内します。

講座日程（全10回）

時間：10:40～12:10

受講料：15,000円

申込締切：4月25日(月)

講師名 澤田 リンジー / Setagaya Yoga Studio 主宰

講師プロフィール：イギリス人ヨガインストラクター。2017年から2020年まで相模女子大学でヨガのレッスンを行
いました。現在はプライベートレッスンとヨガスタジオのグループレッスンなどを行なっています。

5月 13日 6月 17日

全講座最新のニュース
素材を使用

5月 20日 6月 24日

5月 27日 7月 1日

6月 3日 7月 8日

6月10日 7月 15日

曜日：火曜日

曜日：金曜日

場所：711教室（未確定）

定員：60名

定員：60名
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ご用意いただくもの

テニスボール2個 (100円ショップの物でもOK)、靴下(テニスボールを入れて使います)、ヨガマット、ブランケット
又はバスタオル、椅子（丸椅子も可）



講座概要

呼吸は脈拍、血圧、体温、発汗と並ぶ生命維持活動の内、唯一自分の意思でコントロールできるものです。息を感じ
直し調節することは、東洋で古来より技芸や養生法の原則とされる＜からだと呼吸とこころ＞の調和につながりま
す。その簡素なメソッドはダンスセラピー、演劇療法、音楽療法などの現場でも活かされています。体力にあまり自
信のない方や運動不足の方も、誰でも取り組める「静かな息」を入り口にした「からだ始め」を、身近なセルフケア
の第一歩に。座位（椅子か床）、立位、ともに安全に安心して手足を伸ばせるスペース (およそ畳2畳分程度)を確保
して受講してください。画面を見ながら講師と共に実技も行ないます。

講座日程（全5回）

講師名 土屋 葉子 / 相模女子大学 非常勤講師

早稲田大学人間科学学術院人間総合研究センター招聘研究員、関東学院大学非常勤講師

講師プロフィール：米国の大学院で公衆衛生学修士取得および環境学のコースを納める。早稲田大学人間科学研究科
公衆衛生学教室で博士号取得。日本公衆衛生学会、米国公衆衛生学会、欧州公衆衛生学会会員。専門は公衆衛生学、
疫学、感染症、免疫、人間行動学、社会疫学、環境。

講座概要

新型コロナの時代に情報は溢れています。変異ってブレークスルー感染って何？メディアから流れる言葉に翻弄され
ないように、疫学の基礎、感染症、免疫の基礎、予防接種、感染症の歴史、ライフスタイルと免疫、環境との関わり
についてわかりやすく学びます。昨年度受講してくださった方のため新しい内容も取り入れていきます。新型コロナ
のできるだけ新しい情報も加えて、用語解説も含めて現在起こっていることを理解できるようになるのを目的として、
知識の免疫力をつけます。

講座日程（全5回）

受講料：7,500円 申込締切：4月28日（木）

時間：13:00～14:30 受講料： 7,500円 申込締切：5月2日（月）

【健康】 講座６ やさしい・からだ始め：「静かな息のメソッド」入門編

【健康】 講座７ 感染症と免疫の基礎を学ぶ －新型コロナの時代に－

時間：13:30～14:30

講師名 佐藤 響子 / 相模女子大学 非常勤講師

講師プロフィール：ボディーアート気流法（健康法・舞踊・武道・瞑想のエッセンス）師範として30年来国内および
欧州諸国、豪州で指導。舞踊・振付家としても国内外で活動。

5月19日

疫学と感染症／ジョン・スノウとコレラ、
疫学の基礎、感染症の基本、ウィルスと細
菌の違い、感染経路や感染症の成立などに
ついて図を交えてやさしく学びましょう。

6月 9日

ライフスタイルと免疫／ライフスタイルと免
疫は密接に関わりがあります。ストレスは免
疫力アップは可能なのか？ストレスコーピン
グモデルもご紹介したいと思います。

5月26日

感染症と疫学の歴史／人類の歴史は実は感
染症との戦いの歴史です。中世のペストか
らエボラ出血熱、新型コロナウィルスまで
歴史を見てみましょう。

6月16日

環境と感染症／実は環境と感染症には密接な
関わりがあります。生態系の機能、生物多様
性からなぜ新興感染症や動物由来感染症が増
えているのかを一緒に考えます。

6月 2日

免疫と予防接種／実は人間の皮膚も免疫の
ひとつです。免疫にはどのようなものがあ
るのか、予防接種の種類としくみなど学び
ましょう。

5月 18日

とどこおりのない体を回復する
まずコリやコワバリに気づくことからはじ
める

6月 8日

一本の杖とグラス一杯の水のワーク
地球といのちと水の麗しい関係を「身体感
覚」でとらえる試み

5月 25日

ゆるめることの効用
体のすみずみにまで気持ちがゆきとどく感
覚を味わう

6月 15日
自らの呼吸のリズムにくつろぐ
ヒトのこころと体には５億年の生命記憶が
ある…

6月 1日

舌は世界と出会う場所
舌の神経と横隔膜、首、腕の筋⾁の連繫。
大切なことは味わいと共にある

曜日：水曜日

曜日：木曜日

場所：茜館催事場

定員：20名

定員:60名
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＜オンライン講座＞



5月14日

◆講義＆討論：「異文化コミュニケーション」
って何だろう？
・外国人：友だちや恋人になれる？ 国際結婚、

何が問題になる？
・高齢者：認知症高齢者は理解不能？ボケてる

から仕方がない？それ本当？

6月 4日

◆BafaBafaをやってみよう（その2）
架空の文化規則を設定して外国人との「異
文化コミュニケーション」をゲーム形式で
体験してみよう。

5月21日

◆事例検討：「命の危機、そのときあなた
は・・・」
文化が私たちの命を脅かす時、あなたはどう
しますか？文化を尊重する？文化を変えるよ
う行動変容を促す？

6月11日

◆総括：「異文化コミュニケーション」のあ
り方について経験的に学ぶことで、実践的な
人間関係の築き方、自分なりの異文化への向
きあい方を体得しましょう。

5月28日

◆BafaBafaをやってみよう（その1）
国民すべてが認知症高齢者の国、そこにあな
たがビジネス目的で出かけるとします。さて、
どのような問題が生じる？

恋愛、世代間ギャップ、認知症高齢者へのケア、外国人とのコミュニケーションに悩んだことはありませんか？性
別・世代が違うから、外国語がしゃべれないから、うまくコミュニケーションがとれないのでしょうか？おそらく
そうではありません。これらはすべて「文化」の問題でもあるのです。「文化」とは食べものや衣服など具体的な
モノだけではなく、私たちの考え方の癖、傾向でもあるのです。例えば多民族社会の米国では、小学校児童の話す
言語が52におよぶ州があるそうです。このような社会背景から教育プログラム「BafaBafa」が開発されました。
本講座では「BafaBafa」に取り組むことで、異文化コミュニケーションを実際に経験し、問題解決のための社会
知性の獲得を目指します。

講座日程（全5回）

時間：10:30～12:00 受講料： 7,500円 申込締切：4月26日（火）

【社会】 講座８ 文化人類学で学ぶ「異文化コミュニケーション」：外国人から認知症高齢者まで

講師名 鈴木 勝己 / 相模女子大学 非常勤講師

早稲田大学人間科学学部通信教育課程講師、日本赤十字看護大学講師、
西新井看護専門学校講師

講師プロフィール：担当講師は長年、東南アジア・タイのエイズホスピス寺院において人類学調査を実施してきた。
ホスピス寺院で暮らす人びとは、エイズに苦しむ過酷な日常を生きながらも笑顔を絶やさず、周囲の人びとと素晴
らしい人間関係を築いている。また、担当講師は横浜市の特別養護老人ホームにおいて認知症高齢者の介護業務に
携わっている。認知症高齢者の固有の考え方や行動がしばしば問題視されるが、これらを問題としてではなく「文
化」として捉えてみると、これまでとは違うつきあい方があることに気がつく。以上のように、担当講師は異文化
コミュニケーションによる人間関係の構築が人類学調査において重要があることを示してきた。

曜日：土曜日

講座概要

場所：茜館催事場（未確定） 定員：15名
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持ち物 筆記具（三色ボールペン推奨）



5月 20日 手紙から見える龍馬像 7月 1日
戦国の合戦を科学とテクノロジーで
紐解くⅡ

6月 3日 古文書から歴史を見つめる 7月 15日 江戸文化と剣術道場

6月 17日
戦国の合戦を科学とテクノロジーで
紐解くⅠ

講師名 名和田 竜 / 相模女子大学 非常勤講師 東京国際工科専門職大学非常勤講師

NPOランチェスター協会常務理事、ランチェスター戦略学会役員

講師プロフィール：広告代理店にて営業・プランナーとして大手メーカー等の数々の企画を手掛けた後、コンサル
タントとして独立。企業に対するコンサルティング及び研修講師をはじめ、執筆・講演など幅広く活動中。学術団
体「戦国史研究会」会員。歴史研究はライフワーク。主な著書『ジャパネットたかた“すごい戦略”』『まんがで身
につく！ランチェスター戦略』（あさ出版）『しくじり企業も復活する7つの大原則』（ビジネス社）など多数。

講座概要

今回の講座では、歴史の新たな視点や学び方を知ってもらうことで、これまで以上に歴史を身近に感じ楽しんで
頂きます。知ってる歴史の出来事も、ちょっと視点を変えて見てみると、全く違った見え方や発見があります。
例えば「手紙から見える龍馬像」では、現存する龍馬の手紙から何通かをピックアップし、その内容や背景につ
いて解説していきます。龍馬の手紙は現在140通以上が残っていますが、そこからは、まさに当時の様子や心の内
などが手に取るように伝わってきます。これまで知らなかった龍馬の一面が見えてくるかも知れません。その
他、様々な観点から歴史を楽しんで頂きますので、ご興味ある方は是非ご参加下さい。

時間：15:00～16:30 受講料： 7,500円

【歴史】 講座 10 『歴史が１００倍楽しくなる学び方！』～視点を変えると歴史が変わる？！～

曜日：金曜日

講座日程（全5回）

【社会】 講座９ コロナ・パンデミックと私たちの明日

講師名 宮崎 昭 / NGO市民科学京都研究所 編集理事および専任研究員

講師プロフィール：九州国際大学名誉教授 専門分野：マーケティング論、経済学。著書：共編『マーケティグ・
ネットワーク論』、論文「蝦夷の『文明化』」など。

未だ沈静化する展望のないコロナ・パンデミックですが、私たちの暮らし、生活に大きな影響を与えています。こ
の講座では、私たちの社会がこれに対して如何に対応したらよいのか、それを社会科学的に考えることにしていま
す。

7月 14日

いま問われている「社会力」
・「ソーシャル・ディスタンス」の本当

の意味を考える
・人間ひとりでは生きていけません

7月 28日
資本主義と国家を超える力はどこにある
・市民運動の可能性を探ります
・求められる「市民」像とは何でしょうか

7月 21日

生存の危機と資本主義の生命力
・資本と環境、その依存と対立の関係を

考える
・人間、自然なしでは生きていけません

講座日程（全3回）

時間：10:30～12:00 受講料：4,500円 申込締切：6月30日（木）曜日：木曜日

講座概要

申込締切：5月6日（金）

場所：茜館催事場

場所：茜館催事場

定員：60名

定員：60名
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【ビジネス】 講座11 テレビ東京のビジネス戦略に観る6つの〈発想法〉

講座概要

時代の変化、コロナの席巻によって社会には格差が広がっています。〈強者〉と〈弱者〉、〈持てる者〉と〈持た
ざる者〉が明確に示されつつあります。しかし、そんな社会にあっても、考え方や〈発想法〉ひとつで自らを〈勝
ち組〉や〈勝者〉に変える方法があります。テレビ業界において「番外地」「振り向けばテレビ東京」と言われて
きた在京最小最弱のテレビ局であるテレビ東京もそんな戦略によって今、めきめきと力をつけ注目を浴びています。
講義では、講師の仕事の日々の経験や実践から〈弱者〉が〈勝者〉になる秘策をお伝えしてゆきます。これらはき
っと、これから社会に出る学生さんや社会で暮らす様々な方々の実生活や仕事におけるヒントとなることでしょう。

時間：13:00～14:30 受講料：9,000円 申込締切：6月8日（水）曜日：水曜日

講座日程（全6回） 場所：2142教室 定員：60名
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講師名 田淵 俊彦 / 相模女子大学 非常勤講師 文教大学・桜美林大学・宝塚大学非常勤講師

講師プロフィール：(株)テレビ東京制作局企画委員(現在はドラマを担当)、日本文藝家協会正会員、芸術科学会正
会員、日本映像学会正会員、日本映画テレビプロデューサー協会会員。日本映像学会・映像人類学研究会代表。
専門はメディア論、映像人類学、ドキュメンタリー論、メディア・リテラシーほか。単著：『秘境に学ぶ幸せの
かたち』(講談社)、『チベット聖なる七つの智慧』(大和出版)、『ストーカー加害者 私から、逃げてください』
(河出書房新社)、『発達障害と少年犯罪』(新潮新書)ほか, 映像集：『世界秘境全集 第一集・第二集 全12巻』

6月22日

〈発想の転換①〉
他局より11 年遅れで開局した：NHKや日
本テレビの開局から11年遅れで始まると
いう〈マイナス面〉をテレビ東京はどう
やって解消していったのでしょうか？

7月13日
〈発想の転換④〉
財産がない：〈持たざる〉局としての秘策
はどこにあったのでしょうか？

6月29日

〈発想の転換②〉
ネット(系列)局が最少である：全国で6局
しかないネット局でテレビ東京は他局と
どう闘ったのでしょうか？

7月20日

〈発想の転換⑤〉
視聴率が他局の半分以下しかない：テレビ局
の「通信簿」と言われる視聴率が取れないテ
レビ東京の〈プラス思考〉とは何だったので
しょうか？

7月 6日

〈発想の転換③〉
社員数が半分しかない：人材不足は放送
というビジネスにどう影響したのでしょ
うか？

7月27日

〈発想の転換⑥〉
放送から得る売上が半分以下しかない：放
送局なのに放送収入が少ない・そんな不思
議な現象はどういう〈勝利法〉に結びつい
ているのでしょうか？



さがみアカデミー お申込みのご案内

受付開始は4月6 日（水）10:00～
受講申込み

講座は全て事前申し込み制です。原則として、先着順受付となります。
１） ①さがみアカデミーホームページ（WEB申込）https：//sagaaca.net  

②FAX 
③窓口にてお申し込みください。
・本学学生の方はその旨ご記入いただくか、お申し出ください。

２） 講座開講決定後、受講料のお支払いについてはメールにてご案内いたします。
各銀行の窓口、またはATM、ネットバンキングにより、納入期限までにお振込みください。

※ 一旦納入された受講料は、当方の都合で講座を中止する場合を除いて、原則返金いたしません。
※ 開講2 週間前までに最少催行人数に達しない場合は、中止となることがあります。
※ 申込み締切り後でも、定員に余裕がある場合は受講いただけることがありますので、

お問い合わせください。

お願い
※感染防止対策のため、恐れ入りますができる限りホームページより お申し込みください。
※迷惑メール対策やフィルターをかけている方はさがみアカデミーからのメール
（sagami-info@mail2.sagami-wu.ac.jp）を受信できるよう設定をお願いいたします。

※受講料支払いの有無にかかわらず、キャンセルをする場合は事前にご連絡ください。

受講資格

年齢・性別は問いません。どなたでも受講できます。

個人情報の保護について

お預かりする個人情報は厳重に取り扱い、さがみアカデミーの運営以外の目的には 使用しません。
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「小田急 まなたび」でのお申込受付開始について

「小田急まなたび」と提携し、クレジットカードで決済ができるようになりました。

「OPクレジットカード会員」は、特別価格でお申込みいただけます。

＊クレジットカード機能がついていない「OPポイント専門カード」は対象外です。

ホームページ：
https://sagaaca.net

スマホ・タブレットで右のQ二次元バーコードよりアクセス可）

「小田急まなたび」からのお申し込み方法
2022年4月6日（水）10時から

1）「小田急まなたび」ホームページにアクセス
https://www.odakyu-card.jp/manatabi/

2） 対象講座ページ下部にある「申し込む」ボタンをクリックし、必要事項を入力のうえ、
クレジットカード（（JCB、Visa、Mastercard®に限ります）にてお支払ください。
※「OPクレジット会員」「OPクレジット以外」で、それぞれボタンが異なります。
※「OPクレジット会員」で初めて申し込まれる際は、利用者登録が必要となります。

3）申込完了後に届く自動返信メール内容をご確認ください。
※講座の運営管理のため、受講者情報（氏名、電話番号、メールアドレスなど）を小田急まなたびと

本学で共有します。

＜「小田急まなたび」についてのお問い合わせ

小田急まなたび お問い合わせ窓口 03-5952-2004 

10:00～17:00（土日祝日・年末年始を除く）

https://sagaaca.net/


【FAX】2022年度 春季さがみアカデミー受講申込書
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FAX：042-747-9599

オンライン講座（Zoom Live配信）の受講に必要な環境

・ご受講に必要なオンライン環境を整えるため、下記の機材をご準備下さい。

１．パソコン、タブレット、スマートフォン
※スマートフォン、タブレットの場合は設定方法がパソコンと違いますのでご注意ください。
※タブレット、スマートフォンでも視聴は可能ですが、映像や資料が読みにくい、

複数の画面を同時に表示できない等の不具合も想定されますので、お薦めいたしません。

２．カメラ、マイク、スピーカー
※パソコンに内蔵されていない場合は、別途ご用意ください。

オンライン講座を受講するにあたってのお願い

 

 

 

 

 

 

 

Windows・Macなどの 

PC端末  
タブレット・スマートフォンなど  

※ご使用の端末に内臓されていない場合は 

USB接続のweb カメラや、マイク・スピーカーを 

ご用意ください。 



生涯学修支援課

Access/アクセス

TEL：042-747-9047 FAX：042-747-9599

受付時間：月～金曜日 9:00～17:00 ※祝日を除く

土曜日 9:00～12:00

ホームページ：http://sagaaca.net

相模女子大学 夢をかなえるセンター 生涯学修支援課

またはこちらの二次元
バーコードコードから

さがみアカデミー で検索

お問合せ

東
門

正門 小田急線相模大野下車 北口徒歩10分
※公共交通機関をご利用ください。

〒252-0383
神奈川県相模原市南区文京2-1-1
相模女子大学

住所 交通アクセス


