講師プロフィール紹介
北海道教育大学退職後、聖徳大学で地理学、社会科教育
法を受け持つ。東葛地域の研究団体に所属し、地域の歴史や
地理の調査と執筆を続ける。最近はSOA受講生の希望者と松
戸市内の「新坂川」を調べ「東葛流山研究」に共同執筆をした。
あいはら

まさよし

相原 正義

SOA講師

東京藝術大学大学院美術研究科芸術学
（西洋美術史専攻）
において修士課程修了。ローマ大学ラ・サピエンツァ大学院
哲学・文学科（美術史）への留学を経て、東京藝術大学大
学院美術研究科芸術学（西洋美術史専攻）にて博士号取得。
あらき

ともこ

荒木 智子

SOA講師

お茶の水女子大学卒業。医学博士。「江戸女性の
生活文化」を研究。「江戸の文化と折形」の講座を
各所で開催。
ありま

かすい

ブラジル・サンパウロ生まれの日系二世。サンパウ
ロ州立専門高等学校卒業後来日し、武蔵野美術専
門学校卒業。1999年より日本スペイン語センター
講師。
いばらき

茨木 ルビー

青山学院大学大学院博士課程単位取得満期退学。
専門分野は日本文学・幼児言語学・国語教育。詩人
（平成15年コスモス文学新人賞受賞）。朗読家。
聖徳大学講師

う る た

はつみ

宇留田 初実

筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課
程修了。近現代の日本と海外の美術交流を専門とす
る。2018年より2年間、横浜美術館に学芸員として
勤務。
横浜市立大学講師

えぐち

元聖徳大学講師

おおき

ただお

大木 忠郎

日展会友（入選30回）、読売書法会参与、謙慎
書道会常任理事、全国書道団体連合会常任理事、
水声書道協会主宰、月刊書道研究誌『水声』発行。
東京都文化功労者。平成30年地域文化功労者。
元聖徳大学講師（書家）

おおぬき

すいせい

大貫 水声

多摩美術大学美術学部絵画科日本画専攻卒業。
東京都公立中学校美術教師退職後、須磨寺大仏師
山高龍雲先生に仏像彫刻の基礎を教わる。各所で仏
像彫刻教室を開催中。
仏師

おぐら

まさみち

小倉 正道

落語家。九代目雷門助六に入門。平成25年5月「真
打」昇進。落語家名跡三代目「雷門小助六」を襲名。
公益法人落語芸術協会所属。寄席、高座、落語会に出
演。平成29年度国立演芸場花形演芸大賞 銀賞受賞。
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かみなりもん こすけろく

雷門

小助六

あかつか

まさみ

赤塚 雅己

京都大学法学部卒業後、松竹株式会社入社。歌
舞伎を中心に演劇のプロデュースを担当する。松竹
取締役を退任後、松竹芸能会長、歌舞伎座舞台社
長を務める。日本演劇協会会員。
SOA講師

あらまき

だいしろう

荒牧 大四郎

東京理科大学卒。麗澤中学・高等学校教諭（数学）
定年退職。ホームページ「石黒の大学受験数学入門
講座」公開（http://tonouti.xsrv.jp/）
。NPO法人
教職員学校（事務局長）。
SOA講師

いしぐろ

とよのぶ

石黒 豊信

日展会友（入選10回以上）。謙慎書道会常任理事・
審査員。読売書法会理事・審査員。

謙慎書道会常任理事

うみの

じゅざん

海野 壽山

家族の体調不良をきっかけに薬膳と出会い、体（体
質）や季節の特性を正しく理解することの大切さを
実感する。各地で中医学や薬膳講座を主催。薬膳イ
ンストラクター（初級・中級）認定講師。
国際中医師・国際中医薬膳師

えぐち

み ち

江口 美智

総合研究大学院大学文化科学研究科日本文学研
究専攻修了。博士（文学）。サイバー大学客員准教授、
東洋大学非常勤講師。専門は和歌文学、俳諧、紀
行文学、日本美術、書誌学。

江口 みなみ

公立高校で34年間英語を教え、その後は大学等で
講師を務める。専攻は英語教育、
日本語教育で、N.Z.国
立通信教育学校で日本語教材作成と指導にあたる。成
田ハーモニカ友の会に所属し、初心者の指導にあたる。

落語家

SOA講師

有馬 霞水

東横学園女子短期大学名誉教授

SOA講師

青山学院大学大学院文学研究科博士課程単位取
得。平安時代物語文芸専攻。

SOA講師

おおうち

みずえ

大内 瑞恵

NHK婦人百科、おしゃれ工房に多数作品を掲載。別冊
おしゃれ工房手づくり百科から作品を紹介。著書に『やさし
い袋もの』
（主婦と生活社）『
、茶の仕覆と袋もの』
『茶の袋物』
『続 茶の袋物』『袋物手づくりBOOK』（すべて淡交社）。
大澤和子袋もの研究所主宰

おおさわ

み ち よ

大澤 実千世

シャンパン好きが高じてワインエキスパートを取
得。シャンパーニュ騎士団・シュヴァリエ。
「シャンパー
ニュ講座」や「イベント」を開催しています。チーズ
プロフェッショナル・唎酒師。
ワインエキスパート

おがわ

小川 ゆうこ

若い時より長く楊名時太極拳を学ぶ。楊式太極拳
や太極剣、鞭杆なども合わせて学んでいる。元聖徳
大学児童学部准教授。専攻は音楽実技ピアノ。
楊名時太極拳師範

かとう

こ

加藤 とも子

パリ大学理学部を修了し、コンピエーニュ工科大
学で博士号を取得。日本では29年間、フランス語の
教師をし、現在は青山学院大学、立教大学でフラン
ス語を教えております。
元聖徳大学短期大学部講師

かみむら

上村 タンウォング

（50音・アルファベット順）

1961年、コロンビア・バランキージャ生まれ。同
国ノルテ大学産業生産学部卒業。2006年、スペイ
ンUNED大学大学院教育学修了。日本スペイン語セ
ンター講師。
SOA講師

あだち

カルロス 安達

千葉大学大学院社会文化科学研究科修了、同大
学で博士（経済学）号を取得。中国語教育に長年
携わっており、現在は千葉大学で中国語の非常勤講
師をしております。
SOA講師

かん

学習院大学フランス文学科、桑沢デザイン研究所
卒業。伊勢丹研究所ファッションコーディネーターを
経て仏・伊に在欧25年。現在、カルトナージュショッ
プカルタフィオッコ代表。
かわむら

ちはる

川村 千春

カルトナージュデザイナー

聖徳大学大学院博士後期課程満期退学。主に、
日韓「言語表現」の対照研究を行っている。

き か

韓 葵花

ぎむ
む

じんぐっ

金 鎭國

SOA講師

鎌倉女子大学家政学部児童学科卒業。2003年、
文部科学省許可（財）日本余暇文化振興会ビーズス
キル認定を受け、ビーズインストラクターの資格を取
得。
ビーズアートインストラクター く ど う ゆ う こ
ビーズステッチインストラクター 工藤 裕子

Café de KAORIは「珈堡里」という店名で喫茶
店を、「LA・KAORI」でフランス料理店を営業以来
半世紀になります。「皆様に愛される店」として、ケー
キ・デザート・料理等をお楽しみいただいております。

明治大学法学部法律学科卒。元衆議院内閣調査室長。
衆議院法制局にて30年以上法律作成に携わる。マンショ
ン管理適正化法、オレオレ詐欺法、観光立国推進基本法
等多数の立案を行う。専門は行政法、行政学、政策法務。

実際に話している人のことばの音声に興味を持っ
て、フランス、ベルギー、日本の各地の言語音声を
収集して30年以上。ことばと人、声と心、興味と関
心は尽きません。

ハリウッド大学院大学特任教授

こうづま

ひろあき

上妻 博明

東京大学卒業。ヴェネツィアでルネサンスの芸術論
を学び、その間イタリア各地の街、美術、料理を訪
ねました。言葉を学ぶことで楽しめるイタリアの魅力
を伝えたいと思っています。
多摩美術大学講師

こじま

ゆうじん

小島 友仁

インド・スパイス料理研究家 香取薫の主宰するキッチ
ンスタジオペイズリー修了。自身も長年のインド料理専門
店の経験を活かし独立。SPICE LABOを立ち上げ、日々
研究開発監修等を行っている。オンラインショップも開設。
カレー、スパイス料理研究家

ごとう

よしお

後藤 喜夫

東 京 大学大学院 博士課 程満 期退 学。専門は言語学。
2000年から2002年まで、ドイツ学術交流会（DAAD）奨
学生としてライプツィヒ大学に留学。現在は、ドイツの少数民
族語の文法研究に従事し、
数多くのドイツ滞在を経験している。
SOA講師

ささはら

けん

笹原 健

青山学院大学大学院修了、博士（文学）
。専門は音声表現思想史、
中世文学。著書に『読経の世界―能読の誕生』
（吉川弘文館）
、『源
氏将軍神話の誕生』
（NHK出版）
、『戦国時代と禅僧の謎―室町将軍
（三弥井書店）ほか。
と「禅林」の世界―』
（洋泉社）
『
、安居院の研究』
あ ぐ い

SOA講師

しみず

ますみ

清水 眞澄

セミナー、執筆などでの情報発信をはじめ、メディ
ア取材多数。シニア世代のライフプランづくりや資産
形成、住み替えサポートなど、安心・充実セカンド
ライフづくりの支援に力を入れている。
ファイナンシャル・プランナー

すずき

あきこ

鈴木 暁子

筑波大学大学院にてカウンセリング心理学を学び、
クラス作りの対人関係ゲームを実践している。上級
教育カウンセラー・学校心理士・臨床心理士。
聖徳大学講師

すずき

ゆ み

鈴木 由美

Café de KAORI オーナー

聖徳大学名誉教授

けんもち

ひでこ

剱持 英子

こじま

けいいち

小島 慶一

津田塾大学国際関係学科卒。三國事務所にて債券格付けなどに従
事した後、独立。フリーのアナリストとして、財務諸表に基づく内外企業
の分析を経済誌『週刊エコノミスト』等に執筆中。
『社債格付けの知識』
（有斐閣）
、
『一目でわかる会社の格付け』
（宝島社）など著書多数。
財務アナリスト

こだま

ま り こ

児玉 万里子

ハーモニカを吹き始めたのは小学2年のとき。
現在、
「成田ハーモニカ友の会」講師。これまで定期演奏
会を11回開催。講座ではソロ演奏と合奏の楽しさを
目指す。
SOA講師

こまつ

えいざぶろう

小松 栄三郎

ニッポン放送アナウンサー、FCIニューヨーク特派
員を経てフリーランスに。メキシコ在住後帰国。日本
テレビ「ザ・サンデー」でレポーターを務め、司会
もこなす。
聖徳大学講師

しばた

柴田 かおる

ブラジル・サンパウロ生まれ。1992年、モジ・ダ
ス・クルーゼス経営大学総合経営学部卒業。1993
年、日本初来日。現在は、日本スペイン語センター
講師。
SOA講師

しょうじ

庄司 アメリア

埼玉大学理学部物理学科卒。英検1級、通訳案内
士。元西武ライオンズ・デストラーデ選手通訳。元代々
木ゼミナール英語講師。『英語で話すニッポン』等著
書多数。
SOA講師

すずき

たかし

鈴木 貴士

英国出身。英国の大学修士課程、米国の大学（東
京）の博士課程卒業。現在、大学でアカデミック・
ライティング、言語学などを教えている。
聖徳大学講師

セーラ・ホランド
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講師プロフィール紹介
東京藝術大学器楽科卒業。ピアノ、ヴァイオリンな
どとの室内楽の分野で演奏活動。カルチャーセンター
等でフルートアンサンブルの指導。
聖徳大学講師

たかはし

高橋 あかね

二松學舎大学卒業。良寛の詩歌・書等を通して、
その存在価値の意義について探求中。緑村吟詠会坂
本担道師範に師事。弓道は教士七段を目標に稽古に
精進。
SOA講師

たかはし

けいいち

髙橋 啓市

東京教育大学（現 筑波大学）修士。パリ大学・
フランス語教授法課程卒業。文化社会学博士（ULB
ブリュッセル自由大学）。
元聖徳大学教授

つ だ

ま り

津田 満璃

明治大学大学院博士課程修了日本詩歌史専攻。
山本健吉監修の歳時記・日本名歌撰・日本詩歌撰な
どの執筆に参加。唐木順三の日本仏教史の薫陶を受
ける。平安文学の研究論文がある。
元桐朋学園大学教授

ながえ

のぶゆき

長江 信之

筑波大学生物学類卒。陸域生態学（植物）専攻。渡欧し、挿花
技術を研究。自然の植生を挿花に生かすスタイルを提案。TV局で
のいけこみや雑誌の取材、ホテルのフローリスト勤務、ブーケショー
やデパートでの展覧会等を企画、主宰。企業の周年装花等を担当。
FIFr花の学院ハーモニックフラワーズ学院長

なかむら かける

中村 翔

東京大学大学院農学系研究科博士課程単位取得。専門は環境科学、
生物資源学。大学院在学中に南極海洋調査に参加。環境問題調査で60
か国以上を歴訪。國學院大學神道学科にて神職階位「明階」取得。新宿
「花園神社」、福生市「神明社」などで、28年にわたり神職として奉仕。
秋草学園短期大学教授

なかむら

よういち

中村 陽一

韓国ソウル生まれ、ソウルで日本語通訳ガイドとし
て活動し、1993年に来日、韓国語教室などで韓国
語講師を務めている。
SOA講師

ぱく じょんふぁ

朴 鍾花

一橋大学大学院博士課程単位取得退学。博士（同
大学院）
。日本中世史専攻。主に、南北朝・室町・戦国
初期の大名であった周防大内氏の研究を行っている。主
要著書は『室町期大名権力論』
『大内義興』
『大内義隆』
。
聖徳大学講師

ふじい

たかし

藤井 崇

東京大学大学院人文社会系研究科博士課程（西
洋古典学）修了。博士（文学）。専門はギリシア語
歴史文法、古代ギリシア文化史。
東京大学助教

まつうら

たかし

松浦 高志

立命館大学経済学部卒業。自身の慢性腎炎の大
病経験から気功を覚え、技法を開花。気功の普及を
目指し、自らの療術学院内で高級気功師養成講座を
開設。気功師の養成に注力している。
松永気功療術学院 高級気功師
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まつなが

なおひさ

松永 直久

日本料理家元に師事、懐石料理師範。複数のカル
チャー校の専任講師。日本料理、ケーキ、パン、シュ
ガーアート等の教室を自宅にて主宰。
髙橋貴美代料理教室主宰

たかはし

き み よ

髙橋 貴美代

毎夏、アイルランドに渡り、大学でアイルランド語
を学びつつ、現地の人々と交流しながら妖精譚を採
話。東洋人唯一のStorytellers of Ireland正式会
員。
妖精譚の語り部

たかはた

よしお

高畑 吉男

青山学院大学文学部卒業。演出作品に、別役実『不
思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶の会』、チェー
ホフ『結婚の申込み』、『詩を演ずる』など。
演出家

な お い しゅういち

直井 修一

慶應義塾大学工学部機械工学科卒。東京大学大
学院修士課程土木専攻修了。大成建設（株）。元東
洋大学理工学部環境建設学科教授。
（株）SPQR代表取締役。
SOA講師

なかがわ

よしたか

中川 良隆

東京都出身。立教大学文学部英米文学科卒業、
同大学院修了。小学館ランダムハウス英和辞典編集
部、ブラジル南米銀行外国部勤務の後、大学教員と
なり、英語教育に30年以上携わる。
元聖徳大学准教授

なかむら

ななえ

中村 七重

毎日書道展審査会員。千葉県美術会理事。古河市篆刻美術館講
師。日本書城会会長。墨隆書道会主宰。平成26年春叙勲藍綬褒章
（受章者を代表して陛下に御礼言上）
、令和3年春叙勲瑞寶雙光章。
師、篆刻・松丸東魚、書・西川寧。
元聖徳大学講師

な す

たいけい

那須 大卿

杉野服飾大学被服学科テキスタイルデザイン卒業。
同大学卒業後、聖徳大学において被服・ファッション
教育に携わる。飯田深雪アートフラワー師範取得。そ
の技法を活かし、
多方面において服飾の講師も務める。
聖徳大学講師

ひしぬま

ひさえ

菱沼 久恵

東京藝術大学大学院後期博士課程満期退学。日
本画の素材・民家建築・農・風土・環境について考
えながら創作活動しています。
日本画家

ふじた

あすか

藤田 飛鳥

東京外国語大学スペイン語専攻卒業。スペイン・
アルカラ大学にて、外国語としてのスぺイン語教育科
マスターコース修了。帰国後はさまざまな機関で非
常勤講師を務めるほか、講師指導も行っている。
SOA講師

まつだいら た か こ

松平 貴子

国際中医薬膳師、JAMHA認定シニアハーバルセ
ラピスト、薬膳茶エバンジェリスト、薬膳ハーブ酒ソ
ムリエJr.、
BASI Mat Certification、
シニアピラティ
スインストラクター。
薬膳とハーブとピラティスの教室 みねしま な お み
ncafe+tsubomi 主宰 峰島 直美

（50音・アルファベット順）

アメリカ・サンディエゴにある本社にて認定セラピ
ストの資格を取得。現在、年間数百名の痛みを抱え
ている人々と向き合い、エゴスキュー・メソッドを施
術している。
エゴスキュージャパン認定セラピスト

みやざき

しんや

宮﨑 信弥

東京外国語大学スペイン語専攻卒業。計5年にわたるスペイン滞在の
後、複数の語学学校で講師、講師育成トレーナーを務める。スペイン国
営 インスティトゥト・セルバンテス スペイン語講師養成コース修了。オ
ンライン講座AVEチューター。スペイン語検定DELE試験官資格保持。
SOA講師

ゆ か

モレノ 由佳

中華人民共和国政府認定 高級茶藝技師、中国茶インストラクター協
会認定 中国茶インストラクター、NPO法人中国茶文化協会認定 中国
茶コーディネーター、日本茶インストラクター協会認定 日本茶インストラ
クター、XiangLe 中国茶サロン主宰 工藤佳治先生に2011年より師事。
中国政府認定 高級茶藝技師

やまもと

「中世文学『とはずがたり』
と旅する」

元聖徳大学教授

SOA講師・国際基督教大学研究員

としこ

わたなべ

ともこ

かずゆき

やまぐち きょういちろう

山口 京一郎

1944年、英国生まれ。セントラル・セント・マー
チンズ（ロンドン）卒。サリー大学応用言語学修士。
元多摩美術大学教授（英語）。

ゆ み こ

わたなべ

も ぎ

茂木 和行

国際基督教大学大学院比較文化研究科博士後期
課程退学。専門は西洋古典学（古代ギリシア・ロー
マの災害、飲食文化、美術史・展示論）。

山本 由美子

自然の色をそのまま残せる押し花に魅せられ、押し花をはじめて41年。
押し花の美しさ、楽しさを伝えたいと、押し花教室「アトリエ敏」主宰
37年目。松戸市押花連盟会長を務める傍ら、本の制作、コンクール等
多数入賞。親娘2人でその方らしい作品作りを大切に御指導しています。
ふしぎな花倶楽部本部講師
レカンフラワー本部講師
アトリエ敏主宰
ふしぎな花倶楽部本部講師
レカンフラワー講師

東大天文学科卒。毎日新聞社会部記者、
サンデー毎日記者、
ニューズウイーク日本版副編集長、フィガロ・ジャポン編集長、
と、新聞・雑誌メディアを歴任。テキストを柔軟に解釈し、受
講生の考えを引き出す討議型「哲学サロン」を展開している。

SOA講師

ロジャー・バーナード

1957年、カナダのウィニペグ市生まれ。マニトバ
大学で政治学を専攻。1988年に来日。

渡邊 敏子
渡邊 朋子

「はじめての絵画 水彩画Ⅱクラス」

SOA講師

A.M.ガニエ

「押し花初級コース
～花たちのアートハーモニー～」
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