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2/21、2/28、3/7、3/14（火・4回）
13：00～14：25 受講料 6,200円

SDGsと地球の未来
秋草学園短期大学教授

中村

陽一

終活・エンディングノートの書き方講座―Part48―
いざという時のために―介護・葬儀・お墓―
聖徳大学教授
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曜子
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ハッピーセカンドライフを目指そう！
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プロフィールはP.35をご覧ください。

確認する」と宣言し、第13条（個人の尊重等）では「すべて
国民は、個人として尊重され」、「最大の尊重を必要とする」
とするSDGsの理念を先取りし、さらに第25条（生存権等）
では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む
権利を有する」等として、SDGsの理念を共有しています。
本講座では、憲法を学ぶことを通じてSDGsを学び、
「経済、
社会および環境」にアプローチしたいと考えています。
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SDGsは、あらゆる貧困と飢餓を終わらせること、国内的・
国際的な不平等と戦うこと、平和で公正かつ包摂的な社会を
うち立てること、人権を保護しジェンダー平等を進めること、
働きがいのある人間らしい仕事のための条件を作り出すこと、
地球と天然資源の永続的な保護を確保することなど、17の目
標と169のターゲットを定めています。
憲法前文では、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖
と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを

プロフィールはP.35をご覧ください。

L

キッチン

博明

G

学

上妻

F

語

今期は、伊藤忠商事やアルファベット（米グーグルの持株会
社）、親会社ホンハイ傘下で事業基盤強化を図るシャープ、地
熱発電のオーマット・テクノロジーズやEV充電ネットワークの
チャージポイントなどのエネルギー関連企業、特色ある日本勢
として中古住宅の再生販売のカチタス、世界最大の気候情報
会社のウェザーニューズ、ソフトウェアの不具合検出サービス
のデジタルハーツなど、そしてエスプレッソマシンで有名なイタ
リアのデロンギなどを取り上げます。
2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25（土・6回）
15：00～16：25 受講料 9,300円

日本国憲法からSDGsを考える
ハリウッド大学院大学特任教授

いのか知らないために、一人で抱えこんで疲弊してしまうケー
スが少なくありません。「その時」のために、今のうちから準
備しておきましょう。
Ⅲ期は主に資金プラン、住み替えなどについて学んでいきま
す。介護未経験の方や、将来のために知っておきたい方向けの
レベルです。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）15：00～16：25 受講料 15,500円

あなたを取り巻く身近な企業のこと、どの程度ご存知ですか。
「企業分析」の手法を使うと、儲かる秘密や成長のカギなど、
意外な顔が見えてきます。よく知られた内外10社を取り上げ、
背景となる文化や風土にまで切り込んで、正体・実態を明ら
かにしていきます。
「数字」や「分析」、「経済」が苦手なかたも大丈夫です。
生活者目線、素人目線を大事にしながら解明していきます。話
題の企業がグンと身近になること、請け合いです。
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プロフィールはP.35をご覧ください。
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健康・スポーツ

真面目でお得な
「企業分析」
―「あの会社」
のことがひと目でわかる

1/17、2/14、3/14（火・3回）
9：00～10：25 受講料 4,650円

B

芸術・文化

老後資金、医療、介護、相続・贈与、終活など、シニアの
不安や悩みはさまざまです。少しでも不安を解消するために、
まだ時間のあるうちから準備していきましょう。
Ⅲ期は「知っておきたい介護のキホン PART3」
ということで、
Ⅰ期・Ⅱ期に続き、介護をテーマに取り上げます。
初めて介護と向き合うことになった人は、何をどうすれば良
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②新しい形のお墓と葬儀、永代供養墓、納骨堂や自分の想い
を形にしたお墓とは？ 追悼としてのお墓とは？ お墓の悩み
解消法。クレーム対処法。失敗しないお墓選び。お墓の引
越し方法。相続とお墓のトラブル解決策エピソード集。墓じ
まい、お仏壇の処分や散骨事情、手元供養等。
③世界のお墓事情から学ぶ、これからの日本のお墓のあり方。
合葬墓・納骨堂、樹木葬墓地、ペットと共葬墓地等。
※パワーポイント、スライドで楽しく学ぶ講座です。

生活・社会

C-3

プロフィールはP.2をご覧ください。
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今、話題の終活。いざという時のためのエンディングノート
は大切です。そして、終活のまえに必要なことを一緒に考え、
学びましょう。自分らしい家族葬、散骨、樹木葬、想いを形
にしたお墓や改葬（お墓の引越し）、墓じまいやお仏壇の処分、
オリジナル骨壷、海外のお墓事情等を学びます。
①今、葬儀とお墓は変わりつつあります。少子・高齢社会の
現実とは？ 無縁社会とは？ 多死社会とは？ 自分らしい介
護・看取り・葬儀とは？ エンディングノートの書き方のヒント。

1/19、1/26、2/2（木・3回）
10：00～11：25 受講料 4,650円
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教育・心理
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本講座では、具体的事例をもとにわかりやすく解説します。
①MDGsからSDGsへ～採択までの経緯
貧困と格差をどうするか（目標1.2.3.4.5.6について）
②平等と人権をどう守るか（目標7.8.9.10.11.12について）
③持続可能性とは何か（目標14.15.16について）
④気候変動対策と国際協力（目標13.17について）
※順番や内容については変更する場合があります。
※令和４年度第Ⅱ期と同じ内容が含まれます。

聖徳講座

最近よく取り上げられるようになったSDGs（Sustainable
Development Goals：持続可能な開発目標）は、2030年ま
でに持続可能でよりよい世界を目指す17の目標、169の達成
基準からなる国際目標です。2001年に策定されたミレニアム
開発目標（MDGs）の後継として、2015年9月の国連サミッ
トで加盟国の全会一致で採択されました。
しかし、実際に何が起こっているのか、何をすべきなのか、
多くの誤解や間違った報道や取り組みも見られます。

プロフィールはP.36をご覧ください。
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暮らしを支える法
～社会のあるところに法がある～
ハリウッド大学院大学特任教授

S

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

上妻

博明

プロフィールはP.35をご覧ください。

聖徳講座

毎日読む新聞には、さまざまな政治、経済、事件等が掲載
されています。このような社会に関わる問題から日頃の生活を
取り巻くさまざまな物事まで、実は法が背後で働いています。
法は、目に見えない形で生活にしっかりと寄り添っています。
皆さんが何も問題なく幸せに生活できることを法は考えている
のです。朝起きて寝るまで、約束の時間、仕事、買い物等、
生活に関わることには何らかの形で、法が働いています。

教育・心理
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伝わる朗読
～健康になる腹式呼吸と発声方法～
聖徳大学講師

柴田

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

かおる

録音されたご自分の声を聞いたとき、自分が思っていた声と
は違って聞こえるという方が多いのではないでしょうか？
でも、「声を出すことは呼吸をすることである」とわかれば、
聞きやすい声に変わります。
この講座では、日本語を一旦、外国人の目になって客観的
に捉え、五十音から訓練していきます。最終的には、こうした
訓練の成果が生かせるような、読み物も読んでいただきます。
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心に残る朗読の仕方（上級者クラス）
～読んで伝える物語～
聖徳大学講師

柴田

芸術・文化
健康・スポーツ
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宇留田

初実

この講座では、現代語訳で『源氏物語』を朗読します。
原文朗読も少し行います。朗読のコツと、『源氏物語』を読
むコツを基礎から学びましょう。
『源氏物語』を読むために必要な知識（時代背景、人物造
型等）を詳しく解説し、その知識を朗読に生かしていきます。
皆様とご一緒に明るく積極的な人生に役立つ講座にしていき
ましょう。初めての方でも大丈夫です。
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心に届く読み方をめざして！
～ことばとからだのユニゾン～
初級クラス、
中級クラス
演出家
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・

プロフィールはP.35をご覧ください。

時には最新のベストセラーの中から教材を選ぶこともありま
すので、もしかしたら普段皆さんがお手に取ることのない本を
お読みになることもあるかもしれません。
授業は、朗読上級者向けです。
以下の組み合わせで読み込んでいきます。
・エッセイ、小説、新聞雑誌の記事、詩、紀行文、ノンフィク
ション

プロフィールはP.34をご覧ください。

『源氏物語』 基礎知識と朗読入門
〃
「藤袴」を朗読する
〃
文の種類と朗読
〃
人物像と会話と朗読
〃
日本語の母音
〃
日本語の子音
〃
「間」の取り方

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）初級クラス 9：00～10：25 中級クラス 11：00～12：25
受講料 15,500円

直井

修一

詩、小説、エッセイ、戯曲（せりふ）を声に出し、楽しく演じ、
表現するための基本を学びます。「ことばで遊ぼう」が講座の
合ことばであり、ときには、ことばの求めに応じて、立ったり、
座ったり、歩いたり…。ことばと行為の結びつきは、のびやか
な発声、ユニークな発想・表現へとつながります。日常の約束
事から離れ、自由に演じてみましょう。
朗読や演技に興味のある方はもちろん、営業職やボランティ
ア活動など、人前で話す仕事に携わる方にもおすすめの講座
です。
・

朗読ボランティアや、子どもたちへの読み聞かせに興味のあ
る方、人前でわかりやすく話をなさりたい方、腹式呼吸を身に
つけて健康的な暮らしを送りたい方に最適の初歩朗読講座で
す。
ほんの少しのコツを掴めば、どなたでも驚くほど聞きやすい
声が出るようになります。

1/27、2/3、2/10、2/24、3/3、3/17、3/24（金・7回）
12：45～14：10 受講料 10,850円

楽しい朗読『源氏物語』
（現代語訳）
聖徳大学講師

プロフィールはP.35をご覧ください。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

どなたにも、お気に入りのお話があると思います。それを大
切な人たちに読んで聞かせてあげませんか？
このクラスでは、毎回違う種類の文章を教材にして、ご自分
では気がつかない表現力を引き出す授業を行います。
とくに、普段絶対に言わないような台詞を読むことは、自分
ではない別の誰かを演じることにつながり、日常会話での表現
力を増すことにも役立ちます。

F

法律は堅苦しく思われますが、実は人々の生活にやさしい役
割を、いわゆる常識の範囲で示しています。
この講座では、法とは何か、法律的な考え方とはどのような
ものかということを、法学、憲法、民法、刑法の基礎から一
緒に学びたいと思います。
法律初学者の方にも十分理解しやすい内容をと考えています。
（教材として「六法」を使います。）

・

プロフィールはP.36をご覧ください。

◎発声・発音とからだの結びつきについて
◎五十音の特色、母音と子音の役割とは？
◎「丹田意識」と「腹式呼吸」について
◎アクセントとイントネーションの基本とは？
◎「ことばあそび」による発声・発音の練習
◎シアターゲーム、即興エチュード
◎「ことばたち」テーマを決め作品づくり

