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1Day講座のご案内

気軽に受講できる、1〜 2回の短期講座です。入会不要でご受講いただけます。

落語家

雷門

芸術
文化

小助六

松戸生まれ、松戸育ちの真打、三代目「雷門小助六」師匠
が落語の楽しみ方を紹介します。軽妙洒脱な語り口、明るい
口跡が光る雷門小助六師匠が、落語の世界を解説し、面白い
お噺をあなたに演じます。

A 文化文政時代の隆盛
B 幕末から明治、落語界の変化
演目は当日のお楽しみです！

芸術
文化

妖精郷を訪ねて
妖精譚の語り部

高畑

吉男

聖徳大学講師

芸術
文化

菱沼

久恵

プロフィールはP.36をご覧ください。

必要な条件とは？ 意図的に行ける場所なのか？ その特徴と、
共通する項目などを、「オシーン、妖精郷へ行く」などの有名
なお話から、土地に伝わる小さな民話を通じて解説します。
もしかすると、彼らの世界への入口は身近なところにポッカ
リと口を開けているのかも知れません。

13：00～14：25

2/14（火）
受講料 2,050円（内・教材費 500円）

プロフィールはP.36をご覧ください。

マーガレットの花言葉は、「真実の愛」「信頼」です。
入園、入学、お祝いの席にさりげなくつけることができる作品です。
マーガレットのコサージュをつくりませんか？
花瓶に生けても、コサージュ仕立てでも、どちらでもつくれます。

カルトナージュデザイナー

千春

10：00～12：30

1/23（月）
受講料 4,270円（内・教材費 1,670円）

プロフィールはP.35をご覧ください。

新年の年賀状のやりとりはすっかり少なくなっているとのことですが、届いた年賀状はやはり年度毎に整理
しておきたいものです。
回転式のカラフルな年賀状ケースは立てかけ式で、置いておくだけでもインテリアの一部に溶け込みます。
ポストカードの整理にも対応する整理整頓のお役立ちグッズを作ってみましょう。

川村

千春

10：00～12：30

2/13（月）
受講料 4,200円（内・教材費 1,600円）

プロフィールはP.35をご覧ください。

Y-6

1Day 押し花初級コース
～花たちのアートハーモニー～
渡邊
渡邊

敏子
朋子

10：00～12：00

3/24（金）
受講料 3,300円（内・教材費 1,200円）

プロフィールはP.37をご覧ください。

講師が用意した花で、おしゃれな木の壁飾りを作ります。
楕円のウッドプレートに、お好きな押し花を入れて、ご自分だけの素敵なオリジナル作品を思いのままに作り
ましょう。

Y
講座
1Day

ふしぎな花倶楽部本部講師
アトリエ敏主宰
ふしぎな花倶楽部本部講師

芸術
文化

K

キッチン

カルトナージュの芯材を応用して作る本格的な名刺入れを優雅なシルクの帯地で作ってみましょう。
作り方がわかれば、おうちに眠っている帯地を解いてご自分でも作れます。
4月に新しく社会に出る方や、身近な方へのプレゼントにも最適です。

L

学

カルトナージュデザイナー

芸術
文化

語

Y-5

イタリー製クロスと帯地で作る
名刺入れ

G

健康・スポーツ

川村

芸術
文化

C

芸術・文化

イタリー製カラフルクロスで作る
年賀状整理ケース

B

F
※写真の作品は一例です。

Y-4

A

生活・社会

「おしゃべりな花たち」
マーガレット

1/21（土）
13：00～14：25 受講料 1,550円

S

文学・歴史

宵闇、月夜、ハロウィン、夏至などに顕れる妖精たちは、果
たしてどこからやって来るのでしょうか。妖精郷、常若の国、
喜び野。そう表現される場所はどこにあり、どんな場所なので
しょうか。アイルランドを中心にさまざまな場所で語られる異
界とは、どんな場所で、何があり、どうやって辿り着けるのか。

Y-3

プロフィールはP.34をご覧ください。

教育・心理

Y-2

A 1/30（月） B 3/20（月）
10：30～11：55 受講料 各回1,550円

聖徳講座

SOA寄席A、B
～松戸出身の噺家による落語の楽しみ方～

Y-7

聖徳講座

S

教育・心理

A

文学・歴史

B

レカンフラワー本部講師
アトリエ敏主宰
レカンフラワー講師

Y-8

生活・社会
芸術・文化
健康・スポーツ

語

L

耳、鼻、喉を健康に！
～薬膳、
ハーブの視点からA、B

薬膳とハーブとピラティスの教室 ncafe＋tsubomi主宰

学
キッチン

Y

敏子
朋子

国際中医師・国際中医薬膳師

峰島

直美

江口

美智

JAPANESE ART: AN OUTSIDER'S VIEW
（日本の美術：アウトサイダーの視点）
ロジャー・バーナード

この講座では、パワーポイントのスライドを使用して、縄文
時代から現代までの日本美術の発展を第三者の視点から考察
し、日本美術が西洋美術に与えた影響と、その逆についても
お話しします。

Y-11

プロフィールはP.37をご覧ください。

レカンフラワーの技術で乾燥させた花材
で、いつまでも色の変わらない素敵な作品を
作りましょう。

A 3/3（金） B 3/10（金）
10：00～11：25 受講料 各回1,550円
プロフィールはP.36をご覧ください。

薬膳やハーブの知恵を暮らしに活かしましょう！
※食材やハーブをご覧いただきますが、調理実習、試飲・試食、
お土産などはございません
※A、Bは同じ内容です。

プロフィールはP.34をご覧ください。

膳茶のブレンド法をご紹介し、薬膳茶をお持ち帰りいただきま
す。
「糖尿病の薬膳対処法」 糖尿病改善の薬膳茶（ウェルカム
ティー）、タイプ別薬膳茶ブレンド法をご紹介します。
※座学説明の講座です。各回1回ずつ試飲があります。
※A、Bは同じ内容です。

〈英検2級以上レベル〉

SOA講師

産学連携講座
味噌づくり体験教室

キッチン

大溝

スパイス＆ハーブから作る

講座
1Day

カレー、スパイス料理研究家

キッチン

後藤

語学

2/24（金）
15：00～16：25 受講料 1,550円

プロフィールはP.37をご覧ください。

英語のレベルは初中級から中級で、それほど難しくありませ
ん。必要に応じて日本語での簡単な説明も可能です。時間内
のご質問もお待ちしております。プリントもご用意いたします。

10：00～11：25

2/9（木）
受講料 5,950円（内・教材費 4,400円）

麻美

約4kgのお味噌を仕込みます。台所の近代化が進み、いつ
の間にか買うものになってしまったお味噌を手作りします。
「味噌を仕込むなんて大変そう…。」と思われるかもしれませ
んが、味噌の材料は「麹・大豆・塩」だけと、いたってシン
プルです。講座で使用する大豆は、あらかじめ味噌づくりに最
適な状態の煮豆にしてあります。

Y-12 「カレー」の魅力♪

3/31（金）
受講料 3,300円（内・教材費 1,200円）

A 1/25（水） B 3/16（木）
健康
スポーツ 13：15～14：40 受講料 各回2,150円（内・教材費 600円）

薬膳のベースとなる中医学の基礎をわかりやすく学んでいた
だく講座です。中医学を通して、一人ひとりの身体（体質）に
対する理解を深め、自分に本当に適した食事や生活習慣を習
得して毎日の暮らしに活かすことで、病気に負けないバランス
のとれた身体をつくっていくための実用的な内容です。
今期は、
「糖尿病」をテーマに、体質ごとの薬膳対処法や薬

Y-10

10：00～12：00

健康
スポーツ

毎日の暮らしに活かす薬膳・中医学
A、B

小川屋味噌店

K

芸術
文化

季節の変わり目には、とくに気になる鼻や喉の症状。
春を迎える前に養生し、心地よく春を過ごしましょう。
あわせて、耳の健康についてもお話しさせていただきます。
手軽に気軽に、続けやすいところから。

C

G

渡邊
渡邊

レカンとは、フランス語で「宝石箱」の意味です。
自然の色・形を残せるフラワーアートです。
講師が用意した花でBOXの宝石箱を作ります。

Y-9

F

１Day レカンフラワー
～花の色と形がそのままアートに～

喜夫

最近ぐっと身近に感じることが多い「スパイス＆ハーブ」。で
は、実際に食卓のお料理にするにはどうしたらよいのかしら？
そんなことよくありませんか？
講座では、より身近にスパイスを感じてもらい、基礎知識、
使い方、活用方法などをお話しいたします。日々の食卓に、毎
日のおかずにアレンジを効かせるテクニックはもちろん、スパイ

これを潰して混ぜるだけなので、手軽に仕込み作業に入れ
ます。材料はシンプルですが、数か月後の出来上がりは「十
人十樽！」。あなただけの味噌づくりをお手伝いします。
また、味噌づくり後に、炊飯器でできる「甘酒」の作り方
を伝授いたします。ご自宅でチャレンジしてみてください。
※エプロン、三角巾もしくはバンダナ、軍手（大豆が熱い場合
使用します）を各自ご持参ください。

10：15～11：40

3/6（月）
受講料 2,050円（内・教材費 500円）

プロフィールはP.35をご覧ください。

スから作るカレーのレシピも大公開します。ぜひ、この機会に
ご受講ください。
※座学説明の講座です。調理実習はありません。
※お土産付きです。必ず賞味期限内にお召し上がりください。
※一部、令和４年度第Ⅱ期と同じ内容を含みます。

基本が学べる食講座

Y-13 「簡単に作れる人気のアップルパイをご家庭で！」 キッチン
髙橋貴美代料理教室主宰

髙橋

貴美代

S

Ａ 1/24（火） Ｂ 3/14（火）
キッチン 13：00～14：25 受講料 A 7,350円（内・教材費 5,800円）
B 7,350円（内・教材費 5,800円）

A

小川

ゆうこ

アフタヌーンティー講座

キッチン

Café de KAORI オーナー

剱持

英子

3/16（木）
受講料 3,450円（内・教材費 1,900円）

プロフィールはP.35をご覧ください。

ひとときをお過ごしください。
※聖徳大学10号館で講義を行った後、Café de KAORIに移
動する予定です。

C

F

芸術・文化

アフタヌーンティーは、1840年頃のイギリスにおいて、女
性向けの社交の場として始められたとされております。
今期は、伝統的な英国式（サンドイッチ、スコーン、スイーツ）
のアフタヌーンティーをお召し上がりいただきながら、楽しい

10：00～11：25

B

生活・社会

Y-15

そんな「シャンパン」を楽しんでみませんか？ ルールを少し
知っているとスポーツ観戦が楽しいように、少し知っていると
シャンパンも楽しく飲むことができます。愛好家の方や、お酒
に弱い方も、シャンパンを飲んだことがない方もご一緒にいか
がですか？ 数種類のシャンパンと共に興味深い楽しいお話をし
ていきます。
※座学説明で、試飲の時間がございます。

文学・歴史

日本におけるスパークリングワイン人気は右肩上がりです。
とくにシャンパンは、世界でもイギリス・アメリカに次いで第
3位の輸出先となり、
「特別な時に飲むワイン」から日常のさま
ざまな時に飲まれる「その場を特別にしてくれるワイン」となっ
ています。シャンパンは、フランス・シャンパーニュ地方のみで
造られたスパークリングワインだけです。

プロフィールはP.34をご覧ください。

教育・心理

ワインエキスパート

聖徳講座

Y-14

プロフィールはP.36をご覧ください。

ゼント、記念日にも手作りに勝るものはありません。このパイ
生地は、他にもミートパイ、ミルフィーユ、リーフパイ等に応用
できます。
この機会に、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか？
※座学説明の講座です。調理実習はありません。

洋菓子で最高に魅力があるのがアップルパイですが、ケーキ
作りの中でも、とくにパイ生地は“難しい”と思っていらっしゃる
方が多いようです。基本の作り方に加え、しっかりテクニック
とプロセスをていねいにわかりやすくご説明いたします。
ご家庭で作れるなんてワクワクハッピーなひとときに！！ プレ

人生を豊かにする★シャンパン講座★
Ａ
「ブラン・ド・ブランを愉しむ」
B「ブラン・ド・ノワールを愉しむ」

3/24（金）
10：00～11：25 受講料 1,550円

健康・スポーツ

G

「フルートアンサンブルB」

「基礎からの中村翔フラワーアレンジメントA」

「英語を基礎からゆっくり～発音編」

平成19年 4月 ＳＯＡ名誉会員（総合修了者）第１号誕生
（2007）

平成5年
1月 『ＳＯＡ ＮＥＷＳ』第１号発行
（1993） 4月 ＳＯＡ公開講座の年間３期制スタート

平成29年 4月 「文学コース―日本古典文学講読（源氏物語ほか）」
開設
（2017）

平成16年 3月 第１回ＳＯＡオープニングセレモニー開催
（2004）
平成17年 4月 聖徳大学１０号館における開講スタート
（2005）

（2022）

SOAオープニングセレモニー開催
［聖徳大学客員教授・パラリンピック走幅跳選手
高田 千明 先生］

Y
講座
1Day

平成8年
4月 ＳＯＡ公開講座が松戸市教育委員会より後援承認
令和元年 4月 ＳＯＡ会員限定特典サービス開始
（1996） 11月 聖徳祭（学園祭）にあわせて、第１回受講生作品 （2019）
展を開催
令和2年
9月 ＳＯＡ公開講座オンライン講座開設
平成9年
1月 ＳＯＡ協力者会議発足
（2020）
（1997）
令和3年 12月 延べ受講者数が150,000人以上となる
平成11年１０月 第１回「ＳＯＡ会員のつどい」開催
（2021）
（1999）
令和4年
4月 ＳＯＡ公開講座開設３０周年

K

キッチン

平成4年
4月 聖徳大学オープン・アカデミー（ＳＯＡ）発足
（1992） 11月 ＳＯＡ公開講座第１期開講

学

聖徳大学オープン・アカデミー（SOA）の歩み

L

語

SOA（ソア）は、地域社会への貢献と社会人の生涯学習支援のために、平成4年にスタートした聖徳大学オープン・アカデミーの略称です。
通算90期、延べ約10,790講座を開講し、延べ155,000人以上の方々にご受講いただいております。

