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公開講座第Ⅰ期
ソ　　ア

後援：松戸市教育委員会後援：松戸市教育委員会 ※お申込み時にお申込み番号をお伝えします。切り離して、当日、受付にご提出ください。

お申込み番号： お名前・合計人数：

（合計　　　人）

【4/22 SOA 入場整理券】（メモ）
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令和5年度 第Ⅰ期 〈令和5年4月～7月〉（通算第92期）

事前にお申込み・お問合せください

〒271-0092 千葉県松戸市松戸1169聖徳大学１０号館

受付時間10:00～17:00（土曜は15:00まで）

https://www.seitoku.jp/soa/ せいとく　そあ 検 索 ここをクリック！

講座の詳細は、Webをご覧ください。ご希望により、講座パンフレット（無料）のご郵送もいたします。

メールアドレス

０４７-３６５-3601０４７-３６５-3601
（
直
通
）０４７-３６５-3601０４７-３６５-3601
（
直
通
）

交通の詳細

松戸駅への所要時間

JR常磐線で上野から約20分電車

JR上野東京ラインで東京から約25分電車

JR常磐線で取手から約20分電車

地下鉄千代田線で西日暮里から直通約20分電車

京成線、新京成線で千葉中央から約60分電車

新京成線で京成津田沼から約40分電車

京成バスで総武線市川駅から約35分バス

JR常磐線・JR乗り入れ地下鉄千代田線・新京成線「松戸駅」下車
【１０号館】東口から徒歩1分 （14階建ガラス張り建物）
【キャンパス】東口から徒歩5分

※イトーヨーカドー正面の
　外階段から５階へ上がり、
　店内の通路を通って５階
　出入口をご利用ください。
（開店時はエスカレーター
　をご利用ください。）

至 柏 至 上野

東口
2階入口

５階出口

イトーヨーカドー

聖徳大学キャンパス

中央公園駐
輪
場

松戸駅

聖徳大学
10号館

聖徳大学
生涯学習課HPsoa@wa.seitoku.ac.jp

〈会員〉
4月6日（木）
〈一般〉

4月11日（火）
10時から受付開始

※4月22日、4月27日、
日曜・祝日はお休みさせて

いただきます。

日時：4月22日（土）13：００～１４：３０
会場：聖徳大学キャンパス　川並香順記念講堂

聖徳大学教授　看護学部長　水戸　美津子

聖徳大学・聖徳大学短期大学部の教員が講師を担当する注目講座です! 
興味のある講座にチャレンジ♪

※ 要事前お申込み 参加費無料。ご希望の方は、お電話もしくはメー
ルにて承ります。「代表者の方のお名前（ふりがな）」「電話番号」「ご
一緒に来場受付される方の合計人数」をお申しつけください。

　人生１００年時代といわれるようになり、５０歳
代・６０歳代（壮年期・壮年後期）から数十年先の人
生を視野に入れたそれぞれの老年期を、どうデザ
インするべきなのかが問われるようになっていま
す。これには、急激な少子化による社会のひずみ
に対して私たち（特に高齢者を中心として）がで
きること、するべきことをも含んだうえでのプラ
ンも必要であるとも考えております。これらにつ
いて、健康とケアの視点から皆様とともに考えた
いと思います。

「健康とケアの視点から
人生１００年時代を考える」

令和5年度 SOAオープニングセレモニー

お問合せ先 聖徳大学生涯学習課

　聖徳大学・聖徳大学短期大学
部は、令和４年３月２３日付けで、
「ちばＳＤＧｓパートナー制度」に
登録（８３３号）いたしました。
　ＳＯＡ公開講座におきましても、
具体的な取組をすすめてまいり
ます。
　SDGｓのアイコンがついてい
る講座は、SDGsとの関連性が
とくに深い講座です。

千葉県PRマスコットキャラクター
チーバくん

聖徳大学・聖徳大学短期大学部は
ちばSDGsパートナーに登録しています。

ちばSDGsパートナー　833号

　令和5年度第Ⅰ期ＳＯＡ公開講座は、全部で198講座〈地域連携
講座…3講座、Ｓ聖徳…23講座、Ａ教育・心理…5講座、Ｂ文学・歴
史…23講座、Ｃ生活・社会…4講座、Ｆ芸術・文化…３9講座、Ｇ健
康・スポーツ…5講座、Ｌ語学…62講座（英語/ドイツ語/フランス
語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/中国語/韓国語）、Ｋ
キッチン…１講座、Y１Day…21講座、継続…7講座、双方向オン
ライン…3講座、おうちでＳＯＡ…2講座〉ございます。
　詳しくは、生涯学習課ＨＰ（https://www.seitoku.jp/soa/）
または、パンフレット（送料無料）をご覧ください。ご質問、お申
込みは、ＴＥＬ 047-365-3601（直通）までお問合せください。

地域連携講座

地域連携講座

我孫子市協力講座
旧武者小路実篤邸特別公開と
白樺文学館見学

歴史散歩
～流山本町を歩く（春）～A、Ｂ

日　時： ５/18（木）9:00～12:00
　　　　（集合8:45、あびバス（運賃各自負担）乗車９：００）
会　場：旧武者小路実篤邸、白樺文学館（ＪＲ我孫子駅南口集合、白樺文学館見学終了後 現地解散）
受講料：2,100 円（入館料含む）（入会不要）

講　師： 
我孫子市白樺文学館長・
杉村楚人冠記念館長 辻　史郎

流山市協力講座

日　時：Ａ 5/12（金） Ｂ 5/13（土）
            13:00～15:30（集合12:45）
会　場：流山市本町地区（流鉄流山駅集合）
受講料：2,600 円（飲食代含む）（入会不要）

講　師： 流山市立博物館次長 北澤　滋

Ｓ
１
大人も楽しい図工・美術
─色と形の生み出す美の世界

Ｓ
４ブルクミュラーを弾こうA、B

Ｓ
7
聖書から考える心の健康
̶心の健康を聖書にある事例から楽しく、わかりやすく̶

Ｓ
11
パイプオルガン・レクチャーコンサートシリーズ2023
「アニバーサリー・イヤーの作曲家たち」

Ｓ
5 保育ブラッシュアップ講座

Ｓ
8 温故知新のやさしい食品学

Ｓ
6
聖徳OGが贈る♡介護のコツを知って、
体験して介護不安を解消！ A、B、C

Ｓ
9
看護学部リレー講座

Ｓ
２鉛筆デッサン体験（基礎編）

　色画用紙を中心に、色や形の美しさ
を感じながら、個々の製作課題を見つ
けて表現活動を楽しむ講座です。

聖徳大学講師　木村　早苗

5/11～7/13（木・10回）
10：15～11：40
受講料 17,000円         

　ピアノ経験のある初心者の皆様が、
ブルクミュラー25の練習曲を無理な
く、楽しく学べる講座を目指します。

　社会的・人間的健康を目標に、聖書の登場人
物の心の状態や行動に焦点をあて、心の健康
について考察します。

第１回　松居　直美
「大河バッハにそそぐ
 ドイツバロックの流れ～
 S．シャイト、J．パッヘルベル」
第２回　桒形　亜樹子
「ウィリアム・バード～
 イングランドの至宝」

　加工食品や酒、飲料、調味料な
どの開発の歴史とそれを支えた
技術を、懐かしいエピソードとと
もに学びます。

聖徳大学教授　余村　聡二郎

聖徳大学教授　青地　克頼

聖徳大学名誉教授　松居　直美
チェンバリスト／オルガニスト、
松本市音楽文化ホール講師
桒形　亜樹子

聖徳大学名誉教授　林　徹

聖徳大学教授　山田　昌宏

5/10～6/28（水・8回）
A13：00～14：25 B14：45～16：10
受講料 12,400円

5/8～7/3（月・5回） 
13：00～14：25
受講料 7,750円

第1回5/20（土）
第2回　6/3（土）
13:00～14:25
受講料 各回1,050円

5/8～6/5（月・5回）
10：30～11：55　 
受講料 7,750円

5/27（土）
13：00～14：25　受講料 1,050円

　形の取り方、明暗・陰
影、上手な鉛筆の使い
方、立体的に描くポイン
トなど、鉛筆デッサンの
基礎を学びます。

　白樺派の作家として知られる武者小路実篤は、大正５（１９１６）年、我孫子
市に移住しました。この地で戯曲の執筆を行い、理想郷「新しき村」を着想
しましたが、２年ほどで宮崎県に旅立ちます。現在残された家は建て替えら
れたものですが、「新しき村」の発会式を行った庭は、その当時の雰囲気を
残しています。
　今回は、普段は公開されていない邸宅を特別
公開します。あわせて、白樺文学館の展示「白樺派
と我孫子２０２３」を見学します。

　江戸時代から明治・大正時代
にかけて、水運とみりん醸造で
栄えた流山本町。史跡や江戸・明
治期の建造物を巡り、歴史と文
化を感じることができる散歩ツ
アーです。
　ツアーの最後には、歴史的建
造物でのみりんスィーツを楽し
みます。
※A、Bは同じ内容です。

　資格・免許を活かして現場で活躍
したい方、子どもと関わる仕事がし
たい方に、保育の最新知識をお伝え
します。

　幼児に必要な栄養、
食べ方、食具の使い
方、おやつ、食の困り
ごと、食育など、最新
の情報を踏まえて解
説します。

A「ちょっとしたお手伝いが
　 必要な方の移動に関する介助①」
　（立つ・座る・歩く等の演習）
B「ちょっとしたお手伝いが
　 必要な方の移動に関する介助②」
　（電動ベッド・車いす等の演習）
C「片麻痺や認知症を患った方の
　 衣服の介助」（衣服着脱等の演習）

　手洗いや手指消毒のタイミング、手荒れ
の悩みを解説するとともに、自分の手洗い
の弱点を演習で確認します。

　発声や滑舌などの
基礎を学ぶとともに、
テキストを用いた“お
芝居”に楽しみながら
チャレンジする入門講
座です。

聖徳大学准教授　西園　政史

聖徳大学短期大学部教授　岡田　耕一 ／ 聖徳大学教授　小櫃　芳江
聖徳大学短期大学部教授　永井　妙子 ／ 聖徳大学大学院教授　藪中　征代

聖徳大学准教授　祓川　摩有

介護福祉士（介護支援専門員）　秋山　佳世子
聖徳大学准教授（介護福祉士）　池田　静香

聖徳大学教授　内田　美保

聖徳大学教授
鳥井　俊之

聖徳大学講師
武田　竹美

6/24（土）
15：00～16：25
受講料 1,550円

5/12～6/9（金・5回）
14：00～15：25　受講料 7,750円

6/23（金） 10：45～12：10　受講料 1,550円

A 5/20（土） B 6/17（土） C 7/8（土）
10：30～11：55　受講料 各回1,550円

6/3（土）14：45～16：10　 
受講料 1,550円

　心を形に表す動作の基本である
立ち姿「胴つくり」とお辞儀を学ぶ
とともに、節供飾りの一部（紐結び）
と薬玉作りを行います。

小笠原流礼法宗家本部　源　耀斉
内田　菱正

5/22、5/29、6/5（月・3回）
15：00～16：25　受講料 6,150円

Ｓ
14
音楽学部ピアノリレー講座
「ピアノの魅力Part19」

Ｓ
15
高校生から大人のためのミュージカル入門
～演技・滑舌を中心に～

Ｓ
17
今こそ 現代にも通じる
小笠原流礼法を学びましょう！

Ｓ
３幼児の食を考える

入会
不要

入会
不要

入会
不要

入会
不要

入会
不要

入会
不要

入会
不要

聖徳講座

※　　は聖徳大学キャンパス開講講座のマークです。※　　は千葉県をテーマとする講座のマークです。※　　は聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座のマークです。 ※　　は入会不要講座です。入会
不要 ※　　は受講料に教材費が含まれています。

講演

入会
不要

ベートーヴェンのピアノソナタと調性 
第５回 ヘ短調
ソナタ第１番・第２３番「熱情」
　演奏を交えたレクチャーコンサート
です。

5/6～7/8
（土・6回）
14：45～16：10 
受講料 一般 9,300円
高校生 4,650円

自分の癖を知って
感染予防に役立てよう―手洗いのコツ、教えます―

〈国登録有形文化財　呉服新川屋店舗〉

〈旧武者小路実篤邸跡〉



今期のオススメ講座をご紹介♪

令和５年度第Ⅰ期の全講座につきましては、聖徳大学生涯学習課ＨＰまたは、パンフレット（無料）をご覧ください。

■講座の詳細は、Web（聖徳大学生涯学習課ＨＰ）をご覧ください。
　または、お電話でお問合せください。ご希望により、講座パンフレット（無料）のご郵送もいたします。
■会場は、松戸駅東口の聖徳大学１０号館または聖徳大学キャンパスです。
■入会金は 5,200 円（３年間有効）、満７０歳以上の方・在学生のご家族および本学園卒業生は 3,100 円です。
　１Day講座および指定のある一部の講座は入会不要です。
■受講料は各講座欄をご覧ください。本学在学生は、入会金不要ならびに受講料半額といたします。
■教科書や教材を使用する講座は、振込用紙ご送付の際に、SOAご連絡事項（教科書・教材一覧）を同封いたしますので、
必ずご確認ください。

■電話受付開始直後は、電話が大変混み合いますので、あらかじめご了承ください。 
■お申込みの受付は先着順で、定員となり次第締め切りとなります。
■お申込み者が少ないなどの理由により、開講中止となる場合があります。開講中止の場合は、お手紙またはお電話で決定次
第お知らせいたします。
■SOA会員様の優先受付期間がありますので、すでに定員に達している講座がございます。
■教材が必要な講座につきましては、準備の都合上、講座開始の約２週間前に受付を終了し、ご受講のご意思を確認するお電話
をさせていただく場合があります。

■講座の開講または中止は、４月１７日に決定（Y11 講座を除く）し、４月２４日より、皆様各自
の初回ご受講時期に合わせて順次、振込用紙をご送付いたします。講座のご受講前に、
コンビニエンスストアまたは郵便局にて受講料等のお支払いをお願いいたします。振込
手数料は各自負担となりますことをご了承ください。なお、やむを得ない事情を除き、
ご入金いただきました受講料等は、ご返金いたしかねます。
■キャンセルされる場合には必ずご連絡ください。
　欠席や遅刻のご連絡は必要ありません。講師より指示が
　あった場合のみ、講座開始時間前にご連絡ください。
■振込用紙など発送後のご案内はお送りしておりません。

■構内に駐車場や駐輪場はございませんので、公共の交通機関をご利用ください。
■聖徳大学１０号館および大学キャンパス内は、全面禁煙です。
■SOAをご受講される際は、お写真を貼付されました会員証を必ず携帯してください。
■台風などの荒天、講師都合等により、急遽休講となる場合がございます。その場合の補講
は、通常、最終週を１週くり下げ、同一曜日の同一時間帯に行います。あらかじめご了承
願います。

講座内容、日程、会場、受講料をご確認ください。STEP1

お電話で事前にお申込みください。受付時間は10 時～17 時（土曜は15 時まで）です。STEP2

開講の場合は、ご連絡事項を添えた振込用紙（コンビニエンスストア・郵便局）
をご送付いたします。受講料等をお支払いください。

STEP3

開講日にご来校ください。STEP4

お申込みからご受講までの流れお申込みからご受講までの流れ

※４月２２日、４月２７日、日曜・祝日はお休みさせていただきます。
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ピックアップ講座
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法学への誘い
～社会のあるところに法がある～

気功心理学講座 英会話初級
〈英検３級レベル〉 Ｌ

18 英語でやりとりHALF & HALF
〈英検準２級以上レベル〉

Ｌ
24 ニュースを読んで身につけるドイツ語

Ｌ
30 Dites-le en français

〈独検４級レベル〉

Ｌ
47 中国語初級

〈中検準４級レベル〉

Ｌ
36 スペイン語実践会話入門

〈DELE A1レベル〉

Ｌ
50 話せる、聞けるための「韓国語まっさら入門」
〈読めない方対象レベル〉  

〈仏検３級レベル〉

Ｌ
32 イタリア語入門1

〈伊検５級程度レベル〉

Ｌ
35“セロ”から始める入門スペイン語

〈入門レベル〉

Ｌ
19 English Current Events Topics

〈英検準２級以上レベル〉

Ｙ
８

Ｙ
11

※　　は聖徳大学キャンパス開講講座のマークです。※　　は千葉県をテーマとする講座のマークです。※　　は聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座のマークです。 ※　　は入会不要講座です。入会
不要 ※　　は受講料に教材費が含まれています。

入会
不要

入会
不要

『論語』のことば
―学び、語る講座―

ローマの街で味わう芸術
～教会編②～

高齢者がいつまでも楽しく元気に
過ごせるための食事講座

カルトナージュで作る
《引き出し付きの大きめマイボックス》

江戸の文化と折形
午前クラス

レカンフラワー初級コース
～花の色と形がそのままアートに～

今昔物語集・本朝世俗部 ―不思議の京の霊鬼たち― ホメロス『イリアス』を読む

　論語の古典的価
値・名称と成立・注
釈書、孔子の時代と
その生涯とともに、
論語のことばを一
緒に学びます。

　ローマの街の至る所に存在する、素晴
らしい教会堂の中で見られる巨匠たち
による芸術を見ていきます。

　江戸女性のマナー本で
ある女訓書類を読み、美し
く洗練された江戸折形を
季節やテーマに合わせて
実習します。

　裁縫箱やジュエ
リーボックスとし
ても使える、自分
だけのオリジナル
の引き出し付き
二段ボックスを作
ります。

　花や植物を立体
のまま乾燥させ、変
色防止加工を施す
新しい技法により、
素敵なオリジナル
作品を作ります。

　We will use free BBC News 
articles to talk about many 
different subjects. Here are 
some of the articles for us to 
enjoy talking about.

SOA講師　荒木　智子

　寝て行うゴロゴロ気
功、歩いて行う行功、そ
の場で体を動かすプル
プル気功など、解説と
ともに実践します。

　聞くことを中心と
し、さまざまな話題に
ふれ、単語力も身につ
け、英会話に自信を持
つことを目標にしま
す。

　ドイツのウェブ
サイトから厳選し
た教材を読み、日
常生活に必要な
表現や文が運用
できることを目指
します。

　実際の使用場面をイメージし、フレー
ズがスムーズに言えるように練習するこ
とで、実践会話を習得します。

　夏バテ防止のための薬膳・メディカル
ハーブの知識・知恵を学ぶとともに、薬
膳ビネガーのご紹介をします。

　中医学の基礎講座で、今期は「不眠」と「頭痛」に関
する薬膳対処法や薬膳茶のブレンド法を取り上げます。

　基礎文法を勉強し、自己紹介
や家族の紹介ができるように
会話を練習する、やさしい中国
語講座です。

　日常生活のテーマ
を通し、基礎的な表現
と必要な文法のポイン
トを見直しつつ、フラ
ンス語を楽しく学びま
す。

　文の組み立て、美しい発音
に重点をおき、旅先での会話
や読書にまず必要な基本を短
期間で身につけます。

　音やリズムに親しみな
がらゆっくり学習し、スペ
イン語で身のまわりの簡
単なことを表現できるこ
とが目標です。

　講義は英語で進行し、ときど
き日本語でお助けします。即興
で英語でやりとりする醍醐味
を味わいます。

松永気功療術学院 高級気功師
松永　直久

ＳＯＡ講師　A.M.ガニエ

ＳＯＡ講師　笹原　健

ＳＯＡ講師　松平　貴子

薬膳とハーブとピラティスの教室
ncafe＋tsubomi主宰　峰島　直美

国際中医師・国際中医薬膳師　江口　美智　

株式会社小川屋味噌店

ＳＯＡ講師　韓　葵花

元聖徳大学短期大学部講師　上村　タンウォング

元東京外国語大学講師　小島　友仁

ＳＯＡ講師　モレノ　由佳

ＳＯＡ講師　鈴木　貴士

聖徳大学講師　ローレンス・カーン

東横学園女子短期大学名誉教授
有馬　霞水

カルトナージュデザイナー　川村　千春

レカンフラワー本部講師
アトリエ敏主宰 渡邊　敏子

レカンフラワー講師　渡邊　朋子

5/20、6/3、6/17（土・３回）
10：45～12：10　受講料 4,650円

5/10、6/14、
7/12（水・3回）
１0：00～１2：00
受講料 6,300円
※別途教材費あり

6/12、6/26、7/10（月・３回）
10：00～12：00　受講料 11,800円

5/12、6/2、7/7（金・３回）
10：00～12：00　受講料 16,600円

5/9～7/11（火・10回）
10：00～11：25　受講料 15,500円

5/6～7/8（土・10回）
11：10～12：35　受講料 15,500円

　総合説話集というべき『今昔物語集』
世俗部巻２７を取り上げ、不思議の京の
霊鬼たちの物語を味読します。

　主人公アキレウスな
どの英雄が生き生きと
描かれた魅力的な作
品『イリアス』を日本語
訳で楽しみます。

　法とは何か、法律的な考え方とはどのようなも
のか、法学・憲法・民法・刑法の基礎から一緒に学び
ます。

ＳＯＡ講師　赤塚　雅己ＳＯＡ講師　髙橋　啓市 ＳＯＡ講師・国際基督教大学研究員　山口　京一郎

ハリウッド大学院大学特任教授　上妻　博明

5/12～7/14（金・10回）
13：00～14：25　受講料 15,500円

5/9～7/11（火・10回）
10：45～12：10　受講料 15,500円 5/11～7/6（木・８回）

15：00～16：25　受講料 12,400円
5/12～7/14（金・10回）
13：00～14：25　受講料 15,500円

みやこ

いざな

5/12～7/14（金・10回）
13：00～14：25　受講料 15,500円

5/8～7/10（月・10回）
10：45～12：10　受講料 15,500円

5/11～7/13（木・10回）
13：00～14：25　受講料 15,500円

A 5/10（水）　B 5/26（金）
10：00～11：25　受講料 各回1,850円

　１年後は、韓国人との
会話や韓国への旅行が
楽しみとなるように、韓
国語の文字と音を丁寧に
学んでいきます。

　高齢者の身体的特徴を理解しつ
つ、必要な栄養や栄養量を学び、元
気に過ごせる食事を一緒に考えま
しょう。

　最適な状態の煮豆
を潰して混ぜる仕込み
作業により、４㎏のオリ
ジナル味噌づくりを体
験する人気講座です。

ＳＯＡ講師　金　鎭國

管理栄養士　中村　典子

5/10～7/12（水・10回）
13：00～14：25　受講料 15,500円

4/20（木）
10：00～11：25　受講料 5,950円

6/30（金）
10：45～12：10　受講料 1,550円

5/11～7/13（木・10回）
10：45～12：10　受講料 15,500円

5/6～7/8（土・10回）
13：00～14：25　受講料 15,500円

A 5/30、6/6（火・2回）
B 6/29、7/6（木・2回）
13：15～14：40　受講料 各回4,300円

5/11～7/20（木・10回）
13：30～14：55　受講料 15,500円

5/6～7/8（土・10回）
10：45～12：10　受講料 15,500円

5/11～6/29（木・８回）
13：15～14：40
受講料 12,400円

夏の養生・薬膳とハーブのビネガーで
日々の食事をさらに健康的に！A、B

産学連携講座
味噌づくり体験教室 キッチン

健康
スポーツ

健康
スポーツ

Ｙ
９
毎日の暮らしに活かす
薬膳・中医学A、B

健康
スポーツ

入会
不要

入会
不要


