
桐蔭学園トランジションセンター
桐蔭横浜大学トランジションセンター大学事務室

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

講座のご案内

お問い合わせ transition@toin.ac.jp 045-975-2100 （平日10:00-17:00）

趣味や教養講座に加え、パラレル
キャリア支援など充実のラインナップ

生涯
学習講座

▼ 詳細はこちら

意見交換の時間を設けた
アクティブラーニング型の講座

   桐

蔭オ
ンライン講座

▼ 詳細はこちら

資格講座

Web講座と生講義の
ハイブリッド型で効率的に学習

▼ 詳細はこちら

����年度後期 桐蔭学園トランジションセンター



文学・歴史から一般教養まで地域の方に学びの場を提供する生涯学習講座、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、アクティブラーニング型の桐蔭オンライン講座。充実のライン
ナップで皆さまの学びを支援します。大学キャンパスで学ぶ対面での講座も多数ご用意しています。

詳細・お申し込みは
こちらから

(鑑賞チケット付き)日本人なら知っておきたい！
はじめての能楽鑑賞【オンライン講座】

能楽が初めての方向けの入門講座。事前学習によ
り曲の背景を知り、舞台鑑賞、事後の感想共有ま
でがセットになっています。能が初めての方も半年
で舞台鑑賞眼を養え、人生の楽しみが広がりま
す。講座は、重要無形文化財能楽保持者である能
楽師小鼓方の森澤講師が解説します。

D02

土曜日｜10：00～11：30｜全5回+鑑賞付き

韓国語 ―入門編―【オンライン講座】
簡単な会話にチャレンジ！！

簡単な挨拶からはじめ、駅などの案内、自分の名
前、日本の地域名などをハングルで書いたり読んだ
りします。語学は楽しくなければ、続けることもでき
ません。笑いありきの楽しい時間を過ごしましょう。
なお、本講座は、前期の「ゼロから始める韓国語―
入門編―」の継続講座となります。

I04

金曜日｜13：00～14：30｜全12回

たのしいフルートアンサンブル 
【対面講座】

美しい音色に憧れてフルートを始めてしばらく経っ
たものの、楽しさを見出すまでには至っていない方
は意外と多いのではないでしょうか？そんな方はぜ
ひ、アンサンブルをしてみてはいかがでしょう？助け
合いながら生み出される音の重なりや充実感は格
別です。

D06

金曜日｜13：00～14：30｜全9回

歴史探偵　高丸と行く！
地元散歩の楽しみ方【対面講座】

④源義経ゆかりの城と麻生不動～寺家の古道と古
墳を訪ねる旅は、小田急線柿生駅から鎌倉道を通
り、源義経四天王の一人、亀井六郎重清ゆかりの城
を訪ね、鶴見川の旧流路を辿り「寺家ふるさと村」
まで歩くコースです。鶴見川の河川敷に広がる田園
地帯を歩きながら、歴史や伝説に思いを馳せます。

J05

木曜日｜10：00～13：00｜全1回

写真や記事・広告・動画を使い、会話練習や聞き取り、
文法の確認を行いながらフランス語の基礎を学びます。
サッカー・ワールドカップ等のイベントや年中行事から
社会・時事問題まで、さまざまなテーマを楽しみなが
ら、入門レベルの完成を目指します。なお、本講座は、
前期のフランス語Ⅲに引き続きの講座となります。

フランス語Ⅳ　入門フランス語
【対面講座】N04

火曜日｜14：55～16：40｜全11回



2022年度 後期開講講座NEW ピックアップ！

ちょこっとSALSA！
【対面講座】

元宝塚歌劇団の真山講師が指導する講座「ちょこっ
とSALSA！」。ラテンのリズムに乗って、少しだけ自
分を解放してみませんか？サルサは、キューバ生ま
れの陽気なダンスです。初めての方や、年齢を気に
している方でも全く問題ありません！ぜひ、ご参加く
ださい。

ドイツ文化入門IIでは「ドイツ語という言語とドイツ語圏
の文化」の研究という視点から授業を進めていきます。
地域ごとのドイツ語の特徴、飲食文化、宗教や祭り、ス
ポーツ、文学、比較文学、哲学、音楽、人物、代表的な都
市などのテーマを取り上げ、それらをドイツ語という言
語に絡めながら考察していきます。

A01

土曜日｜16：00～17：30｜全12回

明日から使える家庭やオフィスでも
役立つスポーツ心理学【対面講座】

いかにして「モチベーション」を高めるか、引き出す
かについて、「やる気」を高めるコーチングをご紹
介。相互理解をすすめるための「コミュニケーショ
ン」スキルを獲得し、「アンガーマネジメント」、怒り
の対処法を理解できればあなたもメンタル面の指
導ができるようになります。

F01

土曜日｜13：00～16：10（途中休憩あり）｜全2回/日

ドイツ語Ⅱ【対面講座】
ドイツ文化入門ⅡN01

金曜日｜13：00～14：45｜全12回

回想法リーダー養成講座
【対面講座】

回想法は、高齢者と昔の思い出を語り合うことで脳
を活性化させ、生きる活力を引き出していく心理療
法です。この講座では回想法の理論と運営方法を
学び、地域サロン運営者、回想法ボランティア、身近
な高齢者とコミュニケーションを取りたいとお考え
の方に役立つ講座です。

B03

土曜日｜10：45～12：15｜全6回

はじめてのスペイン語
【対面講座】

スペイン語をはじめて学んでみたい方向けの講座で
す。あいさつや自己紹介、日常のできごとをトピック
として、基本的な文法を学びます。時間、曜日、読み
物、場所の説明など、簡単な会話で使えるいろいろ
な表現を身につけます。

I01

木曜日｜10：45～12：15｜全12回



生涯学習
講座 ※「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、Webサイ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。
※新型コロナウイルスの感染状況により、「休講」もしくは「不開講」になる場合がございます。その場合には、別途お知らせ
　いたします。
※各講座の最低開講人数は 8 名です。最低開講人数に満たない場合は開講いたしません。
※友の会の割引は受講料が1万円以下の講座は適応外です。

2/4 ¥4,000

¥4,000

土

2回

13：00～16：10（2回/日　途中休憩あり） ー

講 座 名 講 師 曜日/回数/時間 日　程 受講料（一般）（会員）
教材費

A01 真山 葉瑠

¥24,000

¥19,200

土

12回

16：00～17：30

ちょこっとSALSA！【対面講座】
初心者歓迎！

ー

A02 真山 葉瑠

¥24,000

¥19,200

土

12回

13：30～15：00

健康体操【対面講座】
リズム&ストレッチ

ー

10/1、10/8、10/15、
10/22、10/29、
11/5B03 高島 浩子

¥12,000

¥9,600

土

6回

10：45～12：15

回想法リーダー養成講座【対面講座】
認知症予防、昔を思い出す
アクティビティー回想法を学ぶ ー

10/29、11/12、11/26、
12/3、12/17D01 森澤 勇司

¥10,000

¥10,000

土

5回

10：00～11：30

日本人なら知っておきたい！
はじめての能楽鑑賞【オンライン講座】
ユネスコ無形文化遺産として世界で
注目されている日本の誇る舞台芸術を味わう ー

10/29、11/12、11/26、
12/3（オンライン）、
12/11（公演鑑賞）、
12/17(オンライン）

10/8、10/22、10/29、
11/5、11/26、12/3、
12/17、1/ 7、1/21、
1/28、2/4、2/25 

10/8、10/22、10/29、
11/5、11/26、12/3、
12/17、1/ 7、1/21、
1/28、2/4、2/25 

D02 森澤 勇司

¥18,800

¥18,800

土

5回＋鑑賞付き

10：00～11：30

日本人なら知っておきたい！
はじめての能楽鑑賞【オンライン講座】
ユネスコ無形文化遺産として世界で
注目されている日本の誇る舞台芸術を味わう ー

10/4、10/11、10/18、
10/25、11/1、11/8、
11/15、11/22、11/29、
12/6、12/13、1/10

D03 玄一生

¥24,000

¥19,200

火

12回

10：45～12：15

楽しい写真講座【対面講座】

10/7、10/14、10/21、
10/28、11/11、11/18、
11/25、12/2、12/9、
12/16、1/20、1/27

D04 玄一生

¥24,000

¥19,200

金

12回

10：45～12：15

楽しい写真講座【オンライン講座】

10/7、10/14、10/28、
11/11、11/18、11/25、
12/2、12/9、12/16D06 遠藤 まり

¥18,000

¥14,400

金

9回

13：00～14：30

たのしいフルートアンサンブル
【対面講座】

ー

10/3、10/17、10/24、
10/31、11/7 、11/14 、
11/21 、11/28 、12/5 、
12/12 、1/16 ､1/23 

D07 上山 美惠子　

¥24,000

¥19,200

月

12回

10：45～12：15

声を出して健康に！【対面講座】
英語で歌おう

ー

10/4、10/11、10/18、
10/25E01 福井 康佐

¥8,000

¥8,000

火

4回

13：00～14：30

２０２０年代の憲法問題を学ぶ
【対面講座】
安全保障・同性婚・選択的人工妊娠中絶
などの新しい憲法問題を考える ー

10/11、10/25、11/8、
11/22、12/6、12/13H01 佐佐木 朋子

¥12,000

¥9,600

火

6回

13：00～14：30

短歌実作の楽しみ【対面講座】

ー

講座
コード

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、下段は友の会会員の方の割引価格になっています。

（鑑賞チケット付き）

後期講座申し込み期間：2022年8月1日（月）から9月5日（月）まで

F0１ 渋倉 崇行
明日から使える家庭やオフィスでも役立つ
スポーツ心理学【対面講座】
いかにして「やる気」を高めるか、引き出すか？

ー

ー

※オンライン講座との振替は対象
外となります。ご了承ください。

※対面講座との振替は対象外とな
ります。ご了承ください。

詳細・お申し込みは
こちらから



講 座 名 講 師 曜日/回数/時間 日　程 受講料（一般）（会員）
教材費

10/6、10/13、10/20、
10/27、11/10、11/17、
11/24、12/1、12/8、
1/12、1/19、1/26

三浦 真理波

¥24,000

¥19,200

木

12回

10：45～12：15

はじめてのスペイン語【対面講座】

有

10/4、10/11、10/18、
10/25、11/1、11/8、
11/15、11/22、11/29、
12/6、12/13、1/10

I01

山城 リタ

¥24,000

¥19,200

火

12回

13：00～14：30 有

10/5、10/12、10/19、
10/26、11/2、11/9、
11/16、11/30、12/7、
12/14、1/11、1/18

I02

山城 リタ

¥24,000

¥19,200

水

12回

13：00～14：30

中級スペイン語【オンライン講座】
ネイティブの先生と共に学ぶ

有

10/7、10/14、10/21、
10/28、11/11、11/18、
11/25、12/2、12/9、
12/16、1/20、1/27

I03 

兪 三善

¥24,000

¥19,200

金

12回

13：00～14：30

スペイン語会話【オンライン講座】
ネイティブの先生と共に学ぶ

有

10/7、10/14、10/21、
10/28、11/11、11/18、
11/25、12/2、12/9、
12/16、1/20、1/27

I04

兪 三善

¥24,000

¥19,200

金

12回

14：55～16：25

韓国語 ―入門編―【オンライン講座】
簡単な会話にチャレンジ！！

有

10/7、10/14、10/21、
10/28、11/11、11/18、
11/25、12/2、12/9、
12/16、1/20、1/27

I05

兪 三善

¥24,000

¥19,200

金

12回

10：45～12：15

中級韓国語【オンライン講座】
連体形（用言＋名詞）を使いこなそう

有

10/4、10/11、10/18、
10/25、11/1、11/8、
11/15、11/22、11/29、
12/6、12/13、1/10

I06

¥24,000

¥19,200

火

12回

10：45～12：15

学びなおす韓国語【オンライン講座】
中級程度の会話

有

10/7、10/14、10/21、
10/28、11/11、11/18、
11/25、12/2、12/9、
12/16、1/20、1/27

I07 Mary Takaoka

¥24,000

¥19,200

金

12回

14：55～16：25

Beginners English Conversation
【オンライン講座】
－初級英会話－

ー

10/6、10/13、10/20、
10/27、11/10、11/17、
11/24、12/1、12/8、
12/15、1/12、1/19

I09 岡田 俊惠

¥24,000

¥19,200

木

12回

13：00～14：30

学びなおす英語　上級クラス
【オンライン講座】

ー

10/4、10/11、10/18、
10/25、11/1、11/8、
11/15、11/22、11/29、
12/6、12/13、1/17

I10 Nicholas Chin Sang

¥24,000

¥19,200

火

12回

13：00～14：30

Have fun in English.
【オンライン講座】
－中級英会話－

ー

10/14

I12 Elizabeth 小野寺

¥2,500

¥2,500

金

1回

10：00～13：00

Using English 
Idioms and Expressions
【オンライン講座】

ー

11/24
J05

¥2,500

¥2,500

木

1回

10：00～13：00

歴史探偵　高丸と行く！
地元散歩の楽しみ方【対面講座】
④源義経ゆかりの城と麻生不動～
寺家の古道と古墳を訪ねる旅 ー

10/8

K05 赤塚 直史

¥4,000

¥4,000

土

2回

13：00～16：20（2回/日　途中休憩あり）

はじめてのドローン【対面講座】

ー

J03 宮澤 高広

宮澤 高広

歴史探偵　高丸と行く！
地元散歩の楽しみ方【対面講座】
②鎌倉街道と大山街道・荏田宿を訪ねる旅

講座
コード

12/5 、12/19 、1/16 、
1/23、1/30H02 寺田 恵子

¥20,000

¥16,000

月

10 回

10：45～12：15/13：00～14：30（２回/日）

日本書紀を読む(12)【対面講座】

ー

初級編

※

※

※

※

※保険料が含まれています。



資格講座

ー

ー

ー

ー

ー

有

ー

講 座 名 講 師 曜日/回数/時間 日　程 受講料（会員）
教材費

講座
コード

※1．受講費用には、Web 教材・テキスト代が含まれております（秘書技能検定 2級対策講座は別途テキスト代がかかります。）Web 講座視聴の際の端末・通信費などは含まれておりま
せん。                                            
※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講座ごとの詳細（Webサイト）をご参照ください。           
※3．試験実施日は例年通りの実施を見込んだ場合の日程です。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て、ご自身で受験手続を行っ
てください。                                            
※4．Ｗeb 講座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し込みください。                                            
※5．日商簿記 3級試験につきましては、全国のテストセンターにCBT 方式にて随時受験が可能です。講座受講後にご自身のご希望する日時で出願のうえ、受験ください。
※6. 表示価格はすべて税込みです。

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忙しい社会人の皆さまにも効率的に学習していただけます。（資格
講座は友の会会員の方の割引適応外となります。）

9/16、9/30、10/7、
10/14、10/21、10/28、
11/11、11/18、11/25、
12/2、12/9、12/16

N01 岸 エヴェリン

¥20,000

¥16,000

金

12回

13：00～14：45

ドイツ語Ⅱ【対面講座】
ドイツ文化入門Ⅱ

9/16、9/30、10/7、
10/14、10/21、10/28、
11/11、11/18、11/25、
12/2、12/9、12/16

N02 岸 エヴェリン

¥20,000金

12回

10：45～12：30

ドイツ語Ⅳ【対面講座】
ドイツ語コミュニケーション超入門編②

9/20、9/27、10/4、
10/18、10/25、11/1、
11/8、11/15、11/22、
11/29、12/6

N03 城石 敦子

¥20,000火

11回

13：00～14：45

フランス語Ⅱ　超入門フランス語【対面講座】
フランス語Ⅰから続けて

9/20、9/27、10/4、
10/18、10/25、11/1、
11/8、11/15、11/22、
11/29、12/6

N04 城石 敦子

¥20,000火

11回

14：55～16：40

フランス語Ⅳ　入門フランス語【対面講座】
フランス語Ⅲから続けて

大学生と共に学ぶ

外国語
本講座は、大学生対象に本学で開講されている授業を、生涯学習の一環として学んでいただくものです。講座で
は、会話の練習やグループワーク等を大学生と一緒に学習していただけます。大学の授業の雰囲気を楽しみなが
らキャンパスで語学を習得してみませんか？ご希望があれば、テストを受けることも可能ですので学生に戻って
チャレンジしてみてください！受講料は、上段が一般価格、下段は友の会会員の方の割引価格になっています。

申し込み期間：2022年8月1日（月）から9月5日（月）まで

ー

有

有

ー

※「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、Webサイトをご参照ください。
※講座開始時間について、変更される可能性があります。最新情報は、トランジションセンターの Webサイトでご確認ください。
※この講座は、他の生涯学習講座の講座時間（90 分）とは異なり、大学授業時間の105分となります。
※原則、対面での講座ですが、新型コロナウイルスの感染状況によっては、「対面」からZoomでの「オンライン」授業に変更になる場合がございますのでご了承の上、ご受講ください。
※表示価格はすべて税込みです。

¥16,000

¥16,000

¥16,000

講座
コード 講座名 目標

試験日 受講期間
講 座内容

受講料生講義（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

2022年12月3日

2023年1月21日

2022年11月12日

2023年1月14日

日程は詳細
Web参照※2

日程は詳細
Web参照※2

M01 日商簿記３級
試験対策講座

2023年※3

随時※5

2コマ 土 10コマ 12コマ
18,000円

3時間 25時間 28時間

M03 3級ＦＰ技能士
試験対策講座

2023年※3

1月22日
2コマ 土 12コマ 14コマ

18,000円
3時間 30時間 33時間

2022年11月12日

2023年1月14日

2022年11月19日

2023年1月28日

日程は詳細
Web参照※2

日程は詳細
Web参照※2

M04 2級ＦＰ技能士
試験対策講座

2023年※3

1月22日
2コマ 土 21コマ 23コマ

50,000円
3時間 53時間 56時間

M10 秘書技能検定２級対策講座
2023年※3

2月5日
10コマ 土 － 10コマ

20,000円
15時間 － 15時間

申し込み期間

2022年8月1日

2022年11月16日

2022年8月1日

2022年10月26日

2022年8月1日

2022年10月26日

2022年8月1日

2022年11月7日

（一般）

詳細・お申し込みは
こちらから



※1．受講費用には、Web 教材・テキスト代が含まれております（秘書技能検定 2級対策講座は別途テキスト代がかかります。）Web 講座視聴の際の端末・通信費などは含まれておりま
せん。                                            
※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講座ごとの詳細（Webサイト）をご参照ください。           
※3．試験実施日は例年通りの実施を見込んだ場合の日程です。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て、ご自身で受験手続を行っ
てください。                                            
※4．Ｗeb 講座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し込みください。                                            
※5．日商簿記 3級試験につきましては、全国のテストセンターにCBT 方式にて随時受験が可能です。講座受講後にご自身のご希望する日時で出願のうえ、受験ください。
※6. 表示価格はすべて税込みです。

※表示価格はすべて税込みです。

桐蔭オンライン講座は一方通行ではなく、チャットによる質問、ブレイクアウトによ
る意見交換の時間を設けたアクティブラーニング型の講座です。受講料は、（1）
が一般価格、（2）が友の会会員の方の割引価格になっています。

桐蔭
オンライン講座

講座日時

受講料

申し込み

2022年9月24日（土）14時～16時
（1）一般：2,000円　（2）友の会：1,600円
2022年9月22日（木）10時まで

人生100年時代への突入により、医療は大きく飛躍を迫られています。即ち、人間ら
しさ（Humanity）の復権を目的に、生きる場を創る医療への転換です。新しい医療
により、誰もがより良い人生を獲得できる世界の未来を予想します。
※期間限定アーカイブ配信はいたしません。

講座日時

受講料

申し込み

2022年10月22日（土）14時～15時30分
（1）一般：2,000円　（2）友の会：1,600円
2022年10月21日（土）10時まで

昨シーズン大活躍した大谷翔平をはじめとする日本を代表するアスリートの思考・行
動パターンをスポーツ心理学の見地から読み解き、組織で成果を挙げるための5つの
スキルについてわかりやすく解説します。
※お申込みいただいた方は期間限定アーカイブ配信もご覧いただけます。

講座日時

受講料

申し込み

2022年11月12日（土）14時～15時30分
（1）一般：2,000円　（2）友の会：1,600円
2022年11月11日（金）10時まで

激しく変化する世の中で、業績が厳しい状況が続きました。 そんな状況の中でも、学ん
だこと気づいたことも多々ありました。 一人でできないことをみんなで成し遂げるのが
組織、 そして各メンバーの意識改革（変化）です。 経営者が心折れずに明るく在ること、
希望を見出すきっかけやヒントを25のテーマにしてお話しできればと思います。
※お申込みいただいた方は期間限定アーカイブ配信もご覧いただけます。 

講座日時

受講料

申し込み

2022年12月3日（土）14時～15時30分
（1）一般：2,000円　（2）友の会：1,600円
2022年12月2日（金）10時まで

「男女共同参画」や「女性活躍推進」というワードが市民権を得て、管理職における女
性の割合に数値目標が掲げられたりしています。しかし本当の目標は数値ではなく、
女性も男性も活躍できる社会です。それは実は、理念や理想の追求だけでは達成困
難なのです。それはなぜで、ではなにが必要なのか、一緒に考えましょう。
※お申込みいただいた方は期間限定アーカイブ配信もご覧いただけます。 

講座日時

受講料

申し込み

2023年1月21日（土）14時～17時（休憩あり）
（1）一般：2,000円　（2）友の会：1,600円
2022年1月20日（金）10時まで

アイデアを考える、とはどういうアタマと身体の動かし方をすればいいのか？構造の
解説だけではなく、実際に発想法を使ってアイデアを出してみるミニ・ワークショッ
プです。やってみると・・結構アイデアって出てくるものです！
※お申込みいただいた方は期間限定アーカイブ配信もご覧いただけます。　

講座日時

受講料

申し込み

2023年2月25日（土）14時～15時30分
（1）一般：2,000円　（2）友の会：1,600円
2023年2月24日（金）10時まで

自身の価値観・興味・関心を理解し、個人が主体的に仕事を創造していくのが、ジョブ・
クラフティングです。ジョブ・クラフティングの考え方で仕事のやりがいが高まります。
その考え方、進め方を学びます。
※お申込みいただいた方は期間限定アーカイブ配信もご覧いただけます。　

詳細・お申し込みは
こちらから



桐蔭学園トランジションセンター
桐蔭横浜大学トランジションセンター大学事務室

〒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について

交通アクセスは
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

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

※スマホ・タブレットも可

対面講座受講について
マスク着用のうえ講座開始５分前までに各教室へお集まりください。

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

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、感染防止対策を講じた上で開講いたします。検温や健康チェック
シートの記入など、安全な講座運営へのご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
※マスクを着用しないなどの感染防止措置を実施しない方にはご退室いただくことがございますことをご了承ください。

学内には駐車場を一切設けておりませんので、公共交通機関をご利用くださ
い。生徒の活動スペースと安全確保を目的とする措置ですので、皆様のご理
解とご協力をお願い申し上げます。

お車でのご来校は絶対におやめください。

［電車］ ［バス］

桐
蔭
学
園

「桐蔭学園前」行き 「桐蔭学園前」下車東急田園都市線
「市が尾駅」下車

「もみの木台」下車「すすき野団地」行き東急田園都市線
「あざみ野駅」下車

「もみの木台」下車「すすき野団地」行き横浜市営地下鉄ブルーライン
「あざみ野駅」下車

「桐蔭学園前」下車東急田園都市線
「青葉台駅」下車 「桐蔭学園前」行き

「桐蔭学園」行き小田急線
「柿生駅」下車 「桐蔭学園」下車

「もみの木台」下車「あざみ野駅」行き小田急線
「新百合ヶ丘駅」下車

10分

10分

10分

15分

15-20分

20分

徒歩15分

徒歩15分

徒歩15分


