大人も楽しい図画工作

S-1 ―色と形の生み出す美の世界

1/19、1/26、2/2、2/16、3/2、3/9、3/23、3/30、4/6、4/13
（木・10回）10：15〜11：40 受 講 料 16,500円（内・教材費1,000円）

愛媛大学大学院美術教育修士課程修了。愛媛県で
の小学校教諭を経て現職。子どもたち、および学生た
ちのアイディアや思考の豊かさ、表現の美しさとその
奥行きに感動し、心惹かれる日々を過ごしています。
聖徳大学講師

きむら

さなえ

木村 早苗

色画用紙を中心に、絵の具、紙粘土などを使い、色や形の美
しさを感じながら個々の世界を表現していきます。
中間色を含めた50色の色画用紙は、それだけで心踊りま

S-2 保育ブラッシュアップ講座

1/20、1/27、2/3、
2/10、2/17（金・５回）
（入会不要）
14：00〜15：25 受 講 料 7,750円

上智大学大学院修了後、日野市幼児教育センター
研究員を経て、現在は聖徳大学短期大学部教授。専
門分野は保育学で、主に幼児の心の発達と知的教育
の在り方について研究。
聖徳大学短期大学部教授

おかだ

こういち

岡田 耕一

東京都の公立幼稚園に３０年間、その後、聖徳大
学短期大学部保育科に勤務。専門は幼児教育。主に
演習科目である保育内容の人間関係と環境を担当。
聖徳大学短期大学部教授

ながい

たえこ

永井 妙子

「保育の聖徳 」で有名な聖徳大学・聖徳大学短期大学部
の専任教員が講座を担当します。全員が現在も、保育所や幼
稚園での研修を担当しています。
保育士資格や幼稚園教諭免許を活かして保育現場で活躍
したい方、資格はなくてもボランティアとして子どもと関わる
仕事がしたい方を対象に、保育の最新知識・技術をお話しし
ます。
この講座によって、自信を持って保育のお仕事をなさってく
ださい。
さまざまな年齢の方を歓迎します。
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聖徳学園短大、共立女子大を経て、明治大学大学院博士
後期課程を昭和 59 年 3 月修了。専攻は日本近代文学、女
性学、比較文化。共立女子大学大学院家政学研究科後期
課程修了。博士（学術）。文学修士。日本葬送文化学会会長。
ながえ

よ うこ

長江 曜子

日本橋からわずか20km、松戸は食文化あふれる楽しい街
です。おかげさまで、“食の松戸物語”もPart62、通算306回、
23年目に入りました。時代も平成から令和にかわり、新しい気
持ちで“食松”を続けてまいります。ぜひ、皆様も楽しい食文化
と身近なSDGsを学ぶ講座に参加してみませんか。
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聖徳大学教授

おびつ

よしえ

小櫃 芳江

博士（児童学）。聖徳大学大学院教職研究科教授。
専門は教育心理学、言語心理学、保育学。親子と絵
本との関わりについての研究、親の子どもへの話し
方・聞き方の研究を展開中。
聖徳大学大学院教授

やぶなか

まさよ

藪中 征代

●子どもの発達と保育者の関わり方
（０〜６歳の子どもの心身の発達について）
●乳児を大切に保育する方法
（０〜２歳児の育ち・育て方について）
●子どもの病気とけがの予防・対応
（日常的な病気やけがの予防と手当について）
●言葉を育てる保育者
（子どもの言葉を豊かにする方法について）
●子どもの人間関係の理解と育て方
（３〜６歳の子どもの心と人間関係について）

今期は、冬の味覚編として、松戸市内の老舗の味や新しい
味を満喫する企画です。松戸の新発見を一緒にしてみませ
んか。楽しい食を自宅で楽しむお土産付きです。
第１回（1/19）冬の季節感豊かな美味しいケーキを知ろう
第２回（1/26）冬の味覚を楽しむパンを知ろう
第３回（2/2） 地元松戸の老舗の和菓子の味を知ろう
第４回（2/9） 松戸の素敵なランチを知ろう
第５回（2/16）人間の本当の健康を高める食を一緒に考える
※講座の内容は順番が変更となる場合があります。
※座学説明のみ。食品（お土産）
は、
お持ち帰りとなります。
必ず賞味期限内にお召し上がりください。
聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座

パイプオルガンカレッジ
（大人向け）A、B

1/21、1/28、2/25、3/11、3/25、4/1（土・6回）
A 13:00〜14:25 B 14:35〜16:00 受 講 料 9,300円

国立音楽大学、同大学院、フライブルク音楽大学
卒業。数々のコンクールに優 勝。リサイタル活動な
どの傍ら、コンサートホールのアドバイザーとして、
オルガンの啓蒙にも意欲的に関わる。
聖徳大学名誉教授

1988 年から、乳幼児から高齢者までの健康面の
支援をテーマに、「子どもの保健」
「介護（生活支援）
技術」
を担当している。

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16（木・５回）
14：00〜15：25 受 講 料 10,250円
（内・教材費 2,500円）

食の松戸物語 Part62

聖徳大学教授

す。平面で色を組み合わせることも、立体に表現することも
可能です。
カラーセロハンを組み合わせて光に透かせる、絵
本にして季節の移り変わりを表現する、立体絵本にも挑戦
できます。画用紙がこんなにも多様な世界を作り出すこと
をぜひ体験してください。
身体の赴くままに筆をはこび、偶然に生まれる絵の具の
可能性を模索する、紙粘土にビー玉を埋め込む、何ら制約
のない心地よい表現を皆さんと楽しみたいと思います。

まつい

なおみ

松居 直美

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
密にならない、
換
気の十分な空間、
混雑を避けた往復のための講座時間など、
い
くつかの変更を行って開講します。
画像、音源を含むさまざまな工夫をしながら、
パイプオルガ
ンの奥深く魅力的な世界をご一緒に勉強しましょう。
※この講座は解説メインとなります。
※鍵盤楽器経験者が対象です。
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聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座

コンピュータを使って
音楽にふれてみよう!

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）10：45〜12：10 受 講 料 15,500円

東京藝術大学作曲科卒業、同大学院修了。管弦楽作
品が日本交響楽振興財団作曲賞、IMC国際作曲家会議
入賞などを受賞。日本作曲家協議会会員。
聖徳大学准教授

おぐり

かつみ

小栗 克巳

音楽に接する方法は多種多様ですが、芸術作品を演奏して
みる、
アレンジを加えてみる、作曲してみる、
といったことが、
コ
ンピュータを使えば簡単にできます。
楽器が演奏できなくても、楽譜が読め、鍵盤で音の場所がわ
かりさえすれば、演奏できてしまうのです。今まで音楽は聴く
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だけ、
コンピュータは書類を作るだけ、
という方々に、ぜひ新
たな喜びを感じていただきたいと思います。
以前受講された方は、
引き続きデータの打ち込みをしてい
ただくことも可能です。
・音データの打ち込み方の説明
・自分の気に入った楽譜を打ち込む
・強弱やレガート、
スタッカート、
テンポなどの設定
・アレンジエクスプローラーを使った編曲方法
・仕上がったデータの発表会
◆使用ソフト：Logic
聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座

音楽学部ピアノリレー講座
「ピアノの魅力Part１8」

2/25（土）
13：00〜14：25

ピアニスト・博士（音楽）。東京藝術大学、同大学
院修了。ハンガリー国立リスト音楽院に留学。ルドミ
ラ国際１位、ポルト国際３位ほか受賞多数。『四月は
君の嘘』音楽監修など幅広く活躍。
聖徳大学准教授

すがの

まさのり

菅野 雅紀

「ピアノの魅力」をさまざまな面から表現するリレー講座で
す。演奏を交えたレクチャーコンサートをお楽しみください。

受 講 料 1,050円（入会不要）

「言葉のない歌〜無言歌の世界」
ドイツ・ロマン派の作曲家、
フェリックス・メンデルスゾーン
は、
「言葉のない歌
（ドイツ語で“Lieder ohne Worte”）
」
とい
う新しいコンセプトのピアノ作品を着想しました。
日本で
「無
言歌」
といわれるこの新しいジャンルで、
メンデルスゾーンは
生涯にわたりおよそ50曲の作品を遺し、その中には《春の
歌》
《ヴェネツィアの舟歌》
などの傑作が含まれています。
「私が愛する音楽は言葉では語りつくせない」
と語るメンデ
ルスゾーンの描く、
言葉のない音楽の世界を覗いてみましょう。

松戸駅東口から聖徳大学10号館へは徒歩1分。キャンパスへも徒歩5分と便利です。

交 通
アクセス

聖徳大学キャンパス
駐
輪
場

聖徳大学
10号館

５階出口

中央公園

イトーヨーカドー
2階入口

JR

至 柏

松戸駅

東口

※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 上野

京浜
東北
東北
線・
線

松戸駅への所要時間
20分
20分

電 車 JR常磐線で上野から約

電 車 JR常磐線で取手から約
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

市川

40分
35分

電 車 新京成線で京成津田沼から約

バ ス 京成バスで総武線市川駅から約

交通の詳細
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
（14階建ガラス張り建物）
【 1 0 号 館 】東口から徒歩1分
【キャンパス】
東口から徒歩5分

お申込み・お問合せ

聖徳大学10号館
【ホームページ】https://www.seitoku.jp/soa/【E-mail】soa@wa.seitoku.ac.jp
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米国カンザス大学大学院修士課程、博士課程音楽
療法専攻修了。岐阜県音楽療法研究所、名古屋音
楽大学に勤務。現在、聖徳大学教授。日本音楽療法
学会認定音楽療法士。
ひろかわ
え り

廣川 恵理

聖徳大学教授

人生100年時代、健康寿命を延ばして元気なシニア生活
を送りたいと多くの方が思っているのではないでしょうか。
音楽を使ってご自分で、あるいは他の方と一緒に介護予防に
役立つ活動をやってみませんか？
音楽には、人の感情に働きかけ活性化させてくれる作用
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聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座

音楽で介護予防
〜楽しみながら気分もカラダもスッキリ！

2/18、2/25、3/4（土）
15：00〜16：25 受 講 料 4,650円
や、ストレスや気分を発散させてくれる作用、身体を動き
やすくしてくれる作用、肺機能や嚥下機能の低下を防ぐ方
法、脳トレに役立つ方法など、いろいろな活用方法があり
ます。一人で自宅でやれること、他の人と一緒に楽しみなが
らやれることもあります。感染対策を万全にしながら楽し
くやりたいと思いますので、ぜひご参加ください。
タオル体操、音楽に合わせた運動、音楽クイズ、音楽脳
トレなどいろいろやりますが、できなかったり間違っても大
丈夫！ 要介護認定、要支援認定を受けておらず、健康寿命
を延ばして元気に暮らしたい方をお待ちしております！

聖徳OGが贈る♡
お互いが笑顔になれる介護の知識と技術
D、E

D 1/26
（木） E 2/18
（土）
10：00〜11：25 受 講 料 各回1,550円（入会不要）
平成3年介護福祉士取得。特別養護老人ホーム、
デイサービス、在宅介護支援センター等で勤務。平
成15年より介護福祉士養成校の学生や一般市民に
介護などを教えている。

平成10年保育士、平成11年介護福祉士を取得。
特別養護老人ホーム、ケアハウス、デイサービス、
グループホームで勤務。現在もグループホームに勤
務しながら養成校の実習指導等に関わっている。
介護福祉士

わたなべ

ま な み

いけだ

渡邉 麻菜美

年齢を重ねていく中で、避けて通れない介護問題。日常生
活を送る上で、食べることやお風呂に入ることは大切ですが、
歳を重ね、病気をしたり、痛みがあったりすると、上手くいか
ないことも出てきます。
また、世間では厳しい現実を突きつけ
るニュースもありますが、
そこには「ひとりで抱え込んでいる」
という共通点が見え隠れしています。
介護福祉士が、現場で培ったノウハウを紹介しながら、介
護される人も、する人も、安全に、安心して、お互いが笑顔に
なれる生活のヒントをお伝えしていきたいと思います。

足腰を鍛えるために

しずか

静香

D「認知症の人との接し方」／講師 渡邉 麻菜美
認知症の方の特徴を説明しながら、事例を通して接し方に
ついてお話ししていきます。
E「自宅で介護を継続する秘訣」／講師 池田 静香
介護をする伴走者として、
どのような心づもりがあるとよ
いのか、介護福祉士の立場からお話ししていきます。
※令和３年度第Ⅱ期と同じ内容が含まれます。

1/17、1/31、2/14、2/21、3/7、3/14
（火・6回）

S-9 〜Let's タップダンス！ A、B

A 9：00〜10：25

タップダンスに出会ったのは小学生の時。現在で
も学び続けています。聖徳大学では、音楽表現、幼児
理 解 , 保 育 相 談 、教 職 実 践 演習を担当しています。
ストレッチングトレーナーパートナー資格取得。
聖徳大学准教授

聖徳大学准教授（介護福祉士） 池田

せきぐち

あきこ

関口 明子

タップダンスは動きに加え、
自分で音を奏でることができる
楽器としての要素を持っています。タップダンスには、
ミュー
ジカル等で必要とされるジャズダンスの要素の入ったシア
タータップ、楽器の要素を全面に出してリズムを刻んでいくリ
ズムタップの２種類があります。
この講座で取り扱うのはシア
タータップです。

タップダンスには、足腰の健康、ダイエット、ストレス解
消、脳の活性化等さまざまな効果があります。講座では簡
単なタップダンスのステップを学びます。また、さまざまな
ステップを組み合わせて、曲に合わせて楽しく踊れるように
します。
タップダンス前後にはストレッチを取り入れます。
講座は初心者を対象といたします。ダンス経験がなくて
も大丈夫です。
タップの音色を楽しみながら、共に楽しく学
んでいきましょう。
毎回の内容
1．
ストレッチ 2．基本ステップの練習 3．前回の復習
4．休憩・水分補給 5．新しい踊りの練習 6．
ストレッチ

SOA会員限定特典サービ ス
プラーレ松戸
（松戸駅東口直結デッキで徒歩2分）
サービス適用期限2023年3月31日まで

■会員証ご提示のタイミングが店舗によって異なりますので、お会
計・オーダー前に各店舗にてご確認ください。
■対象店舗やサービス内容が予告なく変更になる場合がございます。
■他券・他サービスとの併用はできません。

B 10：40〜12：05 受 講 料 9,30０円

対象店舗で
「SOA会員証」
をご提示いただくと、
SOA会員の方限定特典サービスをご利用いただけます。

キテミテマツド10F飲食フードコート
（松戸駅西口徒歩３分）

「ASIAN FOOD GARDEN」
★ご優待サービス
「お会計より10％OFF」
サービス適用期限2023年3月31日まで

■他券・他サービスとの併用はできません。
■サービス内容は、各店舗で事前にご確認ください。
■有効期限内であれば、何度でも利用可能です。
■ 1 回のご利用につき、上限2,000円までご利用いただけます。
■ご提示がない場合、優待サービスの対象外となります。
22.11.4,2.SS

