山の学校

今月は小・中・高生が対象です。
ふるってご参加下さい。（無料）

月イベントのご案内

2012 年 9 月のイベントをご案内致します。いずれも無料のイベントです。

●英

TEL: 075-781-3215
FAX: 075-781-6073
E-mail: taro@kitashirakawa.jp

語特講

10/15 （月）

18：40 - 20：00

※それぞれの生徒に応じた問題を用意し、時間内でひ
対象：中学・高校生
たすら問題を解き続けてもらいます。それぞれの答案
場所：山の学校教室
の採点をその場でしながらコメントしていきます。
講師：山下太郎・山下あや ※事前にお申し込み下さい。

●論語の素読・勉強会
10/20 （土）8：30 - 11：00

※素読では、毎回論語の一節を紹介し、
参加者皆で声を出して読みます。
（8：30〜9：00）
勉強会では各自が課題を持ち寄り、講
師が監督する中、異なる学年間で教えた
り、教わったりしながら、自発的に学び
合う時を過ごします。（9：00〜11：00）

★学年を配慮して座席を準備致しま
すので、前日までに、お申し込みを
お願い致します。（定員 20 名とさ
せて頂きます。）
※会場は、参加者数に応じて山の学
校教室に変更する場合もございま
す。当日、会場に掲示いたします。

＜予告＞

ラテン語の夕べ

2012

対象：小学生（中学生も歓迎！）
場所：山の学校教室
座主：山の学校講師
定員：先着 20 名 ※事前にお申し込み下さい。

※フリーの対局スペースを設けています。
初心者の方も、安心してご参加下さい。

将棋道場は、いつも大勢の小学生で賑わっています。参加者は、全ての対局を「対戦カー

ド」と呼ばれる横長の紙に記録していきます。初心者で、最初は勝てなくて悔し涙を流し
ていた人も、「次こそは」という思いで対局を続けているうちに、次第に指し手や勝負の

楽しさを覚え、白丸や黒丸で埋められたカードは、気がつけば束になっています。また、
礼儀作法を重んじるのも将棋です。「よろしくお願いします。」「負けました。」「有り難う
ございました。」こうした挨拶を交わしながら、真剣勝負を通して、相手を尊重する姿勢

も身につけてゆきます。その他、詰め将棋の問題をみんなで考えたり、指し手について学
びあう時間もあります。半年に一度は「トーナメント大会」も行っています。

● 何でも勉強相談会

対象：小学生
場所：北白川幼稚園第三園舎※
担当：素読 山下太郎
勉強会 山の学校講師

10/22 （月）18：30 - 21：30
対象：中学・高校生
場所：山の学校教室
講師：浅野直樹 , 山下あや

※講師が勉強や進路の相談などを幅
広く受け付けます。
※保護者との面談もいたします。
※事前にお申し込み下さい。

● ひねもす道場
▲ 持参した課題を終えた残り時間を利用し、好
奇心のまま、自らに課題を与える K 君。何ヶ月
もかけて巨大な日本地図と日本の川をトレース！
次に目指すは世界地図と世界の川の制覇です。

11/30

講演・ディスカッション

（金）

18：30  20：00

対象：小学３年生以上
場所：山の学校教室
講師：福西亮馬
定員：10 名先着順

山の学校

※ひねもすとは、紙をまるめて作った大
小 2 種類のパイプをつなげて作る工作で
す。部材そのものから自分で完成させる
楽しみを味わうことが出来ます。

会員募集中。

当時の書籍事情を探ってみましょう！
http://www.kitashirakawa.jp/yama-no-gakko
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本はどうのように流通していたのか？

山の学校

至 造形大

至 バプテスト病院

ギリシャ・ローマ時代、本はどのような形であったのか？

● 周辺地図

至 京 大 グラウンド

ウェブログにて
クラスの様子を
ご覧下さい。

山の学校は、小学生から大人を対
象とした新しい学びの場です。
“Disce libens．
（楽しく学べ）” が
モットーです。中高生のための徹
底した少人数指導のクラス、社会
人のための語学クラスも充実。子
どもは大人のように真
剣に、大人は子どもの
ように童心に戻って学
びの時を過ごします。

→

対象：ラテン語に関心のある方
場所：北白川幼稚園第三園舎
講師：前川 裕 ( 山の学校古典語講師）

10/25 （木）16：00 - 18：00

白川通り

ギリシャ・ローマの書籍事情と本屋

棋道場

10/22 （月）16：00 - 18：00

学校法人 北白川学園 山の学校／北白川幼稚園

■参加ご希望の方は、FAX・電話・Email にてお申し込みをお願い致します。
■中学・高校生には 「自習会」も開いています。詳細はお尋ね下さい。

●将

→

10

熱くて楽しい学びのイベント。

カーニバル

市バス３系統
上池田町

サークル K 御 蔭
通り

N

至 今出川通り

市バス5系統「北白川別当町」より徒歩15分
市バス3系統「上池田町」より徒歩10分
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山の学校

対象：一般

講師：中島啓勝（京都大学教務補佐員）

教室の内観

このクラスでは毎回ひとつの社会・

時事ニュースを取り上げ、そのニュー

■ 2012 新しいクラスのご紹介

スについての解説とディスカッション

「ロシア語入門」開講

を行います。ディスカッションといっ
野鳥の囀りを聴きながら…

軽に話し合って理解を深めましょう。

講師：山下大吾

動を行った作家の原典を味わいながら、少しずつ無

教材に用いてロシア語の初歩を学習します。プーシ

理なく文法が習得できます。奥深く幅広いロシア語

キンやチェーホフを始めとする 19 世紀の古典作家の

ロシア文学の世界。静かなお山の離れの間で、その

みならず、ブルガーコフなどソビエト時代に執筆活

豊かなひと時をご一緒できれば幸いです。

■ 2012 年度 秋学期
〜

12：00

(9〜11 月 )

2：10

〜

3：30

4：20

〜

5：20

月

・ 会員募集中です。

お気軽にお問い合わせ下さい。

小学生
5：30

〜

6：30

中学生
6：40

高校生
〜

8：00

かず１〜２年 A

ことば２〜４年

中学ことば

中学高校英語

火

ことば６年

ギリシャ語入門Ａ ギリシャ語初級講読Ａ

ロシア語講読
調査研究入門

・講師・生徒が皆で対話を重
ねながら、本当の学び、楽し
い学びを追求しています。
水

かず５年Ａ

かず５年Ｂ

ことば 1〜３年

ことば５年

つくる１〜２年

かず 1〜2 年 B

4：00 〜 5：30 隔週

中学数学
高校英語

山の学校ゼミ
（社会）

木

しぜんＢ/ かいがＢ
ウェブプログラミング入門

読書会（アエネイス） ラテン語初級文法

日

※9：10 〜 12：00 隔週

（上記は 6/25 現在）

きたいと思います。

歴史 入門
対象：高校生〜一般
担当：岸本廣大

ラテン語中級講読

一般の方をお待ちしております。

のではなく、どのような見方があり得

確率・統計の考え

るか、どう考えることが豊かな議論に
つながるのかをみなさんと一緒に探り

対象：中学生以上

ながら、楽しくわかりやすく解説して

講師：浅野直樹

いこうと思います。

一般にデータから価値を汲み取ろう

とする際には唯一の正解というものは

2012 年度

ありません。確率・統計に騙されず , 正

山の学校

しく考えるための思考法の訓練を共に
することができればと思います。

新約聖書ギリシャ語入門

新クラス

対象 : 一般

講師：広川直幸

『新約聖書』を原典で読みたい方を対

受講者募集中です。
興味のある方は、
お気軽にお問い合わせ下さい。

象としたギリシャ語入門クラスです。

教科書はメイチェン『新約聖書ギリシャ
語原典入門』を使用します。

ロシア語講読

から 19 世紀までの流れを主に議論して
きました）。例えば、最近ニュースを騒

対象：一般

がせる「シリア」という国（地域）に

講師：山下大吾

ついて、古代から現代までを一貫して
その歴史を学んだり、逆にあらゆる歴

していくことです。それによって、自

の問題などを、様々な歴史的事例から

つけることができるでしょう。扱う対

史について話したいという気持ちがあ

です。（昨年度は、西洋を中心に古代

受講をご検討ください。

プーシキンなど 19 世紀ロシアの古

代・場所の歴史について、解説・議論

史に共通して見られる「民族」や「記憶」

ら現代や過去について考える力を身に

議論したりもできます。ともあれ、歴

象は受講生の興味あるものにする予定

れば大歓迎です。気になった方はぜひ

山の学校

会員募集中。

ウェブログにて
クラスの様子を
ご覧下さい。

資料請求やご質問など、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.kitashirakawa.jp/yama-no-gakko

を抱えた大学生、調べたいことがある

に対して唯一の「答え」を前提にする

日本史の知識を基本とし、あらゆる時

通信講座（ギリシャ語・ラテン語）もございます。

★クラスの日程や時間割はホームページでもご覧頂けます。

す。意欲的な中高生、論文やレポート

こうした時代状況を踏まえて、問題

http://www.kitashirakawa.jp/yama-no-gakko

山の学校は、小学生から大人を対
象とした新しい学びの場です。
“Disce libens．
（楽しく学べ）” が
モットーです。中高生のための徹
底した少人数指導のクラス、社会
人のための語学クラスも充実。子
どもは大人のように真
剣に、大人は子どもの
ように童心に戻って学
びの時を過ごします。

典作家の作品を中心に、受講生と相談
の上テクストを選択します。初めてロ
シア語を学ばれる、あるいは再挑戦さ
れる方々を対象にした入門コースも開
講中です。

● 周辺地図

山の学校

至 造形大

フレスコ

３
4

２

1

北白川幼稚園
5

ドリトル

市バス５系統
北白川別当町

石段のぼり口

北白川別当

→

※2：00 〜 5：00 第 1・3 土曜

★

ア関係の雑談を交えながら）進めてい

文献収集や構成などのお手伝いをしま

になってきたのではないでしょうか。

至 京 大 グラウンド

土

行列の意味

ユークリッド幾何
/ ロボット工作

ラテン語初級講読Ｃ
ギリシャ語中級講読

※2：00 〜 5：00 第 2・4 土曜

を一緒に解読しながら楽しく（イタリ

そのことについて調べ、まとめます。

や原発の問題などを見てもより明らか

至 バプテスト病院

中学理科

※2：30 〜 3：50

ギリシャ語初級講読Ｂ

“ゼロから学ぶイタリア語” です。講

興味のあるテーマを自分で設定し、

とばかりになっています。それは震災

→

金

かず４年

中学レベルの英語力を前提にした

講師：浅野直樹

もはや簡単に見通しが立てられないこ

白川通り

5：10 〜 6：30 隔週

ことば４年

高校数学

ギリシャ語入門Ｃ

3：50 〜 5：20 隔週

ロシア語入門

歴史入門（高校）
ラテン語初級講読Ａ

※16：00〜17：20

ラテン語初級講読Ｂ

イタリア語入門

このクラスの目的は、高校世界史・

中学英語１〜２年

フランス語講読

9：30

ラテン語入門

5：00 〜 6：20

の、3 学期制です。

10：00 〜 11：20

〜

イタリア語講読

・各クラス、定員５名

らに興味を持っている方なら誰でも参

談社現代新書『はじめてのイタリア語』

（2 人担任のクラスは定員 10 名）

※一般クラスでは、受講生と
講師が相互に都合を合わせて
時間帯を決める場合がござい
ます。

8：10

漢文入門

3：50 〜 5：20 隔週

せん。広く社会で起こっていることが

講師：柱本元彦

一般

つくる３〜６年

しぜんＡ/ かいがＡ

専門知識や予備知識は特に必要ありま

対象：一般

クラスと時間割

4：30 〜 6：00 隔週

英語（一般）

ニュースについてわかりにくいところ
や疑問に思ったことなどについて、気

対象 : 一般

10：40

ても難しいものではありません。その

対象：中学生以上

て、専門家と呼ばれる人たちでさえも

→

北白川の山の上、自然に抱かれて、誰もが好奇心のままに学ぶ場所です。

ナウカ出版の井桁貞義著『名作に学ぶロシア語』を

調査・研究入門

山の学校ゼミ（社会） 加していただけます。現代社会を取り
巻く問題は非常に複雑に絡み合ってい

カーニバル
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上池田町

サークル K 御 蔭
通り
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