秋

地域連携講座

ソ

ア

期

（通算第90期）
令 和 4 年 度 第Ⅱ期 〈 令 和 4 年 9 月 〜 1 2 月 〉

後援：松戸市教育委員会

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推進と関連性がとくに深いおす
すめ講座をピックアップしてご紹介します！

令和4年度SOA年間テーマ

我孫子市協力講座
か い ひとよ

我孫子市白樺文学館長・杉村楚人冠記念館長

辻

チーバくん
ちば SDGs パートナー

833号

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。

Ｙ

白樺文学館の企画展「甲斐仁代と原田京平
−志賀直哉邸に集う画家たち」
と杉村楚人冠記念館の「お宝」見学

千葉県 PR マスコットキャラクター
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史郎

今から１００年ほど前の大正末期から昭和初期にかけて、我孫子には志賀直哉など白樺派と彼らを慕う芸術家が集
いました。甲斐仁代は、大正時代から昭和前期にかけて活躍した女性の画家であり、画家 原田京平一家とともに我
孫子の志賀直哉邸に住み、精力的に画業に勤しみました。今回の白樺文学館の企画展では、我孫子ゆかりの甲斐と
原田の作品を展示します。学芸員と一緒に白樺文学と絵画をじっくり味わいます。
また、資料虫干し中のため臨時休館中の杉村楚人冠記念館にも立ち寄り、収蔵庫の「お宝」を見学します。

産学連携講座 味噌づくり体験教室

キッチン

小川屋味噌店 大溝 麻美

約４kgのお味噌を手作りで仕込みます。材料は、
「麹・大豆・
塩 」とシ 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のお手伝いをさせてください。

健全な生活のための食について考える
聖徳大学名誉教授 林 徹

9/26〜10/31（月・5回）10:30〜11:55 受講料 7,750円

8 A「介護保険のお話」、B「入浴のお話」、C「食事のお話」
聖徳大学教授 長江 曜子

松戸は食文化あふれる楽しい街です。今回は、秋の味覚編として、
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。

10/13〜11/17（木・５回）

介護福祉士（介護支援専門員） 進藤 静美

Ｃ１

Ｓ

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

聖徳大学教授 桑原 美弥子

保育現場で活躍したい方、ボランティアとして子どもと関わる仕事が
したい方に最新知識・技術をお話しします。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。
10/7〜11/4（金・５回）14:00〜15:25 受講料 7,750円（入会不要） 10/15（土）14:45〜16:10 受講料 1,550円（入会不要）

秋草学園短期大学教授 中村 陽一

今、話題のSDGsについて学んでみませんか？ 2030年までに持続可
能でよりよい世界を目指す国際目標の中から、具体的事例をもとにわ
かりやすく解説します。

Ｃ５

Ｃ２

Ｃ４

9/27〜10/18（火・4回）13:00〜14:25 受講料 6,200円

備えて安心、
ハッピーセカンドライフを目指そう！

薬剤師・アロマテラピスト 長谷川 記子

受講料 各回1,550円（入会不要）

ＳＤＧｓ入門
―地球の未来はどうなるか―

すっかり身近になった血圧測定ですが、
「正しく」測るためにはいく
つかのポイントがあります。どうしたら健康管理に役立てることがで
きる正確な測定値を得ることができるかを考えます。

心と身体を癒すアロマテラピー＆ハーブ

秋山 佳世子

Ａ10/15（土）、Ｂ11/12（土）、Ｃ12/3（土）

看護学部リレー講座
10「おうちで血圧測ってください」と言われたら

保育ブラッシュアップ講座

今野 愛

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
お伝えします。

10:00〜11:25

14:00〜15:25 受講料 10,250円（教材費込み)

Ｓ

9

聖徳OGが贈る♡お互いが笑顔になれる介護の知識と技術

食の松戸物語 Part６１

７

食料自給率の低下と食料確保の課題、持続的食料生産と食品ロス削
減などの問題、食品の安全性確保のための施策、健康維持のための食
生活などについて、科学的・客観的に解説します。

Ｓ

3

Ｓ

Ｓ

10/4（火）9:30〜12:00 受講料 2,050円（入館料込み・入会不要）※我孫子駅南口集合 ※バス代（１５０円）は各自でご負担いただきます。 11/24（木）10:00〜11:25 受講料 5,950円(教材費込み・入会不要)

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

冷えない身体で冬を迎えましょう
〜薬膳・ハーブの視点から

日本国憲法からSDGｓを考える

9/27〜11/29（火・10回）15:00〜16:25 受講料 15,500円

Ｙ

Ｙ９

財務アナリスト 児玉 万里子

「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。有名１０社を取り上げ、背景となる文化や風土にまで
切り込み、SDGｓの視点も重視しつつ、正体・実態を明らかにします。

Ｃ６

ファイナンシャル・プランナー 鈴木 暁子

日常での若さや健康を保つためのハーブやアロマが学べます。現代
「知っておきたい介護のキホン ＰＡＲＴ2」として、主に施設介護の
お話をいたします。高齢者施設の種類やサービス、施設見学のポイン
人のストレスケアや、介護・看護に役立つアロマスプレー作り、アロマハ
トや施設入居検討にあたっての注意点などを学んでいきます。
ンド・トリートメントの方法などを伝授いたします。
10/19〜11/9（水・4回）10:45〜12:10 受講料 7,200円（教材費込み） 9/27、10/18、11/15（火・３回）9:00〜10:25 受講料 4,650円
健康
スポーツ
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健康
スポーツ

毎日の暮らしに活かす薬膳・中医学

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

憲法には、
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免か
明日から少しでも「温活」を始められるように、薬膳とメディカル
れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とあります。 ハーブの視点からお話をいたします。食事や飲み物だけではなく、体質
憲法を通してSDGsを学び、
「経済・社会及び環境」にアプローチします。 や生活習慣などにもふれます。寒くなる季節を前に養生しましょう。
10/29〜12/10（土・６回）13:00〜14:25 受講料 9,300円
10/28（金）10:00〜11:25 受講料 1,550円（入会不要）

薬膳のベースとなる中医学の基礎をわかり易く学んでいただく講座
です。今回は、体質とも関わる「肩こり」と「耳鳴り」をテーマに、体質ご
との薬膳対処法や薬膳茶のブレンド法をご紹介いたします。

ハリウッド大学院大学特任教授 上妻 博明

9/29、10/6（木・2回）13:15〜14:40 受講料 4,300円（教材費込み・入会不要）

令和４年度第Ⅱ期ＳＯＡ公開講座は、全部で１８8講座〈地域連携…１講座、
Ｓ聖徳…１4講座、
Ａ教育・心理…５講座、
Ｂ文学・歴史…２２講座、
Ｃ生活・社会…８講座、
Ｆ芸術・文化…３４講座、Ｇ健康・スポーツ…６講座、
Ｌ語学…６５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、Y １Day…２０
講座、継続…５講座、双方向オンライン…４講座、おうちでＳＯＡ…3講座〉ございます。
詳しくは 、生 涯 学 習 課ＨＰ
（h t t p s : / / w w w . s e i t o k u . j p / s o a）または 、パンフレット
（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

S 聖徳講座

A 教育・心理

B 文学・歴史

C 生活・社会

F 芸術・文化

G 健康・スポーツ

L 語学

２

聖徳大学准教授 西園 政史

西洋絵画を基本とする、鉛筆デッサンの基礎を学びます。絵がより
好きになるための１回になるよう、楽しく進行していきます。

9/27〜11/29（火・8回）9：00〜10:25 受講料 12,400円

11/12（土）10:45〜12:10 受講料 1,550円（入会不要）

聖徳大学教授 原 佳大

「モーツァルトの死生観 ザルツブルクへの回帰 」
モーツァルトの深層心理を考えていくレクチャーコンサートです。

Ｂ６

11/12（土）13:00〜14:25 受講料 1,050円（入会不要）

Ａ４

Ａ１

聖徳大学准教授 関口 明子

なるへそ！脳トレ算数教室

その２

Y 1Day 講座

音楽学部ピアノリレー講座
４「ピアノの魅力Part１7」

鉛筆デッサン体験（基礎編）

初心者を対象に、ジャズダンスの要素が入ったシアタータップを行
います。タップの音色を楽しみながら、共に楽しく学んでいきます。

新たな 私 を見つける心理学

K キッチン

Ｓ

Ｓ

Ｓ

足腰を鍛えるために
1 〜Let s タップダンス！A

W 双方向オンライン講座

『太平記』
とその時代
聖徳大学講師 藤井 崇

今期は、鎌倉幕府滅亡前後のくだりを歴史学の観点に立って読みこ
みます。歴史好きな方、ぜひふるってご参加ください。

10/27〜12/1（木・5回）10:45〜12:10 受講料 7,750円

9/26〜11/28（月・８回）10:15〜11:40 受講料 12,400円

9/27〜11/29（火・10回）15:00〜16:25 受講料 15,500円

Ｂ９

Ｂ

ＳＯＡ講師 鈴木 貴士

高度な専門知識や難しい公式は使いません。すべて小学校の算数
なので、ちょっと頭をひねって、楽しく脳トレしましょう！

Ｂ

元聖徳大学教授 白﨑 けい子

自己イメージをポジティブ（肯定的）に変化させることで、私たちの
行動も変化します。自己イメージを変えるワークを一緒に試みます。

テオクリトス『牧歌』を読む
19 ―古代ギリシアの心のうつろい―

支配の天才・古代ローマ人。
18「パンとサーカス」がタダの極楽社会

「水の女神の物語」
（東国編）

ＳＯＡ講師 中川 良隆

SOA講師・国際基督教大学研究員 山口 京一郎

人間が生きるために欠かせない食料（パン）と娯楽（サーカス）によ
る古代ローマの国家統治の仕組みについてご紹介します。

古代ギリシア人の抒情を現代に伝えてくれる作品を味わいながら
読み、古代の世界と人々を生き生きと想像します。

9/28〜11/9（水・6回）13:15〜14:40 受講料 9,300円

10/4〜11/1（火・5回）15:00〜16:25 受講料 7,750円

10/6〜11/17（木・6回）15:00〜16:25 受講料 9,300円

ソポクレース『エーレクトラー』
20（ギリシア悲劇）を読む

22

Ｆ５

Ｂ

Ｂ

SOA講師 清水 眞澄

神話の時代から中世までの「水の女神の物語」の展開を社寺縁起や
物語に見ていきます。今期は東日本編です。

教養としての新約聖書―美術館に行く前に―

フルートアンサンブルA

元聖徳大学准教授 中村 七重

東京大学助教 松浦 高志

ＳＯＡ講師 高橋 あかね

第900行付近から約250行分を日本語訳でゆっくり読んでいきま
す。数行ずつ読み、講師が解説、必要であれば皆さんで議論します。

新約聖書の物語を読み、旧約聖書との対比をおこない、関連する美
術作品を紹介します。 永遠のベストセラー を深く楽しく理解します。

音階のあと、アンサンブルの曲を吹きます。長い曲、編成の大きな曲など
にもトライします。フルートの理解が深まるレッスンを心がけます。

9/29〜12/8（木・10回）11:00〜12:25 受講料 15,500円

9/27〜11/29（火・10回）15:15〜16:40 受講料 15,500円

10/5〜12/7（水・6回）9:00〜10:25 受講料 9,300円

※

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。

事 前 に お 申 込 み ・ お 問 合 せくだ さ い

０４７-３６５-3601

︵直通︶

〒271-0092 千葉県松戸市松戸1169 聖徳大学１０号館

聖徳大学
10号館

〈一般〉
８月２３日（火）
10時から受付開始

イトーヨーカドー

※日曜・祝日はお休み
させていただきます。

2階入口

受付時間10:00〜17:00（土曜は15:00まで）
講座詳細は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。

https://www.seitoku.jp/soa/ せ いとく
soa@wa.seitoku.ac.jp
メールアドレス

そあ

検 索

ここをクリック！

５階出口

至 柏

松戸駅

東口

駐
輪
場

〈会員〉
8月１８日（木）

聖徳大学キャンパス
中央公園

※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
を利用できます。）

至 上野

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
【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

松戸駅への所要時間
電 車 JR上野東京ラインで東京から約

20分
電 車 JR常磐線で取手から約20分

25分

電 車 JR常磐線で上野から約

20分
60分

電 車 地下鉄千代田線で西日暮里から直通約
電 車 京成線、
新京成線で千葉中央から約
電 車 新京成線で京成津田沼から約

40分
35分

バ ス 京成バスで総武線市川駅から約

聖徳大学
生涯学習課HP

ＳＯＡ講師

荒牧

大四郎

ＳＯＡ講師

飛鳥

霞水

大澤和子袋もの研究所主宰

海野

壽山

10:00〜12:00

松永

直久

腸活専門管理栄養士

〈英検４〜３級レベル〉

First Steps in English！

元聖徳大学教授

津田

満璃

〈英検３級レベル〉

ＳＯＡ講師

〈独検４級レベル〉

16 英語で巡る世界遺産

〈中級レベル〉

26 ニュースを読んで身につけるドイツ語
ＳＯＡ講師

鈴木

貴士

健

38
友仁

〈入門レベル〉

ＳＯＡ講師

ＳＯＡ講師

韓

葵花

ＳＯＡ講師

山本

鍾花

由美子

落語家

雷門

9/27、10/25、11/22（火・３回）

小助六

A9/26（月）、B12/5（月）

13:00〜14：25 受講料 9,150円（教材費込み）

10:30〜11:55

金

妖精郷を訪ねて

芸術
文化

A江戸・大阪・京都 職業落語家の始まり、B江戸と大阪 寄席の始まり
松戸出身の真打が落語の世界を解説し、面白いお噺を演じます。

毎回選りすぐりのお茶を２種類ご紹介いたします。中国茶の味、香り、
水色、余韻、個性、特徴をぜひお楽しみください。

ＳＯＡ講師

鎭國

ハングル能力検定試験３級合格を目指す皆さんのお手伝いをします。
過去問題を使って、傾向と対策を指導いたします。
9/28〜11/30（水・5回）13:00〜14:25 受講料 7,750円

Ｙ３

Ｙ２

Ｋ１

ＳＯＡ寄席Ａ、Ｂ
〜松戸出身の噺家による落語の楽しみ方〜

中国政府認定 高級茶藝技師

朴

韓国語の語彙や文型がある程度理解できる方が対象です。表現力と
コミュ二ケーション能力を着実に身につけていくクラスです。
9/27〜12/6（火・10回）13:15〜14:40 受講料 15,500円

中国茶・台湾茶を楽しく、美味しく！

ルビー

「ハングル能力検定試験３級」
63 合格を目指そう！

〈学習３年以上、ハングル検定４〜３級レベル〉

61 韓国語会話（中級）

中国語を１年以上勉強し、基礎文法が理解できる方が対象です。人々の
智慧が込められている、中国の「ことわざ」を学び、表現力を磨きます。
10/1〜12/10（土・10回）9:00〜10:25 受講料 15,500円

茨木

ある程度基礎的なところはもう習っているクラスです。基礎の復習も
行いますので、一緒に楽しくブラジルポルトガル語を学びましょう！
9/24〜12/17（土・10回）13:15〜14:40 受講料 15,500円

Ｌ

Ｌ

Ｌ

〈中検４級レベル〉

慶一

47 楽しく学ぶポルトガル語のレベルアップ講座！

５月から始まったばかりの、初めて学ぶ方が対象のクラスです。身の
まわりの簡単なことを表現できるようになることが目標です。
10/1〜12/10（土・10回）11:10〜12:35 受講料 15,500円

50 中国語初中級

小島

〈初中級レベル〉

セロ から始める入門スペイン語
ＳＯＡ講師 モレノ 由佳

旅行でイタリア語を使いたい方が対象です。具体的な旅行を想定し
ながら、実用的な表現を中心に実践的な練習をしていきましょう。
9/29〜12/15（木・10回）15:15〜16:40 受講料 15,500円

聖徳大学名誉教授

『モンテ＝クリスト伯』の終盤を読み進めます。読み終えたら、
『トリス
タンとイズー』を読む予定です。
9/26〜12/5（月・10回）13:30〜14:55 受講料 15,500円

Ｌ

Ｌ

Ｌ

〈初心者〜中級レベル〉

小島

笹原

厳選されたトピックで学びます。基礎を理解し、初歩的な文法規則を
使って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。
9/26〜12/5（月・10回）10:45〜12:10 受講料 15,500円

35 イタリア語旅行会話6
多摩美術大学講師

30 フランス語「歴史小説」を読む

ＳＯＡ講師

英語版映像と共に、文字通り世界遺産を巡ります。世界各地の歴史・
文化・芸術・自然等を英語で学ぶ醍醐味を体験することができます。
9/26〜11/28（月・8回）15:00〜16:25 受講料 12,400円

A.M.ガニエ

ネイティブ講師にもチャレンジしてみたいという方向けの一番やさし
いクラスです。基本的な文法や単語を確認しながら進めます。
9/30〜12/9（金・10回）10:45〜12:10 受講料 15,500円

Ｌ

Ｌ

「見て、聞いて、言う」練習をして、発音の基本が少しずつ納得できる
ようになります。英語の音とリズムをゆっくり楽しく学びましょう。
9/26〜12/5（月・10回）13:00〜14:25 受講料 15,500円

Ｌ

健康生活を少しでも改善維持する方法、心の在り方や日々の健康方
法などをわかりやすくお伝えします。
9/30〜12/16（金・10回）13:00〜14:25 受講料 15,500円

ユミコ

受講料 6,300円（別途教材費あり）

腸は免疫の要の臓器です。腸活を始める前に、腸について理解し、自分の
腸の特徴を知り、合う腸活方法を見つけましょう。
10/13、11/10、12/8（木・3回）10:30〜11:55 受講料 4,650円

英語を基礎からゆっくり〜発音編

松永気功療術学院 高級気功師

鈴木

10/5、11/2、11/30（水・３回）

〈中学１年生レベル〉

気功心理学講座

実千世

Ｌ７

受講料 15,500円（別途教材費あり）

Ｌ１

Ｇ５

13:00〜14:25

大澤

自分の腸を育てる腸活スクール
〜絶好腸の作り方〜

9/28〜12/7（水・10回）

受講料 9,300円（別途教材費あり）

みなみ

やさしい和洋の袋もの〜手づくりを楽しむ〜

Ｇ１

謙慎書道会常任理事

江口

年末年始を前に、使いやすく、
プレゼントしても喜ばれる作品を作ります。

楽しく上達出来る書道（入門〜上級レベル）

レベルに応じて指導します。課題が本格的に書けていく愉しみを感じます。

9/28〜12/7（水・6回）

※

有馬

Ｆ

Ｆ

翔

フラワーデザイン、
ラッピング、
カラーコーディネートを基礎から学びます。
10:30〜11:55

18

東横学園女子短期大学名誉教授

26
中村

江戸の文化と折形 午前クラス

江戸のくらしと江戸女性のたしなみを紹介し、当時の上質の教養であ
る美しく精錬された江戸折形を季節やテーマに合わせて実習します。
9/28〜12/14（水・4回）10:00〜12:00 受講料 8,400円（別途教材費あり）

基礎からの中村翔フラワーアレンジメントＡ
FlＦr花の学院ハーモニックフラワーズ学院長

横浜市立大学講師

日本にある大小さまざまな美術館の歴史・建築・コレクションに迫りま
す。すでにお馴染みの美術館でも、新たな魅力が見つかります。
9/26〜12/5（月・10回）15:00〜16:25 受講料 15,500円

Ｆ

15
藤田

智子

Ｆ

Ｆ

はじめての絵画 水彩画Ⅱクラス
日本画家

荒木

「永遠の都」
（Urbs Aeterna）と称される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。
10/17〜11/14（月・5回）13:00〜14:25 受講料 7,750円

私たちの身のまわりは美にあふれています。美的コミュニケーション
は、芸術の本質です。一緒に考えながら絵を描く時間を共有しましょう。
9/29〜12/8（木・10回）15:00〜16:25 受講料 16,500円（教材費込み）

21

日本各地の美術館をめぐって
10 ―歴史・建築・コレクション―

ローマの街で味わう芸術〜教会編〜

歌舞伎作品の歴史的変遷、伴奏音楽と歌舞伎の関わりなどを学んで
いきます。どうぞ歌舞伎の世界に一歩足を踏み入れてみてください。
9/26〜12/5（月・10回）13:15〜14:40 受講料 15,500円

11

Ｆ

Ｆ９

Ｆ８

歌舞伎の世界

芸術
文化

妖精譚の語り部

高畑

吉男

アイルランドの土地の人から得たお話を「語り」と映像、動画でご紹
介します。ご一緒に、アイルランドそして妖精郷を旅してみませんか？

10/1（土）13:00〜14:25 受講料 1,550円（入会不要）

受講料 各回1,550円（入会不要）

は千葉県をテーマとする講座のマークです。

ご自宅に、
リモートミーティングに対応したパソコンやタブレット、インターネット環境、メールアドレス、ヘッドセットまたはマイク付きイヤホンをご用意できる方が対象です。※Zoomミーティングを利用いたします。

少人数グループ（4〜6人)によるオンライン講座です。
双方向 （9 〜 1１月） ご自宅でご受講いただきます。
オンライン講座 ※詳しくはパンフレットをご覧ください。

事前録画動画配信スタイル

要事前お申込み

Ｗ２

Ｗ１

心理カウンセリング講座

スペイン語Ⅰ

聖徳大学講師 鈴木 由美
自分ではストレスは溜まっていないと思っているかも
しれませんが、深いため息をついていたりしませんか。
皆さんと顔を見ながら会話し、ストレスを解消してみ
ましょう。

ＳＯＡ講師 モレノ 由佳
少人数クラスのため、対面レッスンよりも多く発話でき
る利点があります。
文法を中心に学習を進めています。今期は、未来完了
と接続法現在を学びます。

10/1、10/8、10/15（土・3回）

9/27〜11/29（火・10回）

スペイン語Ⅱ

〈DELE A2レベル〉

14:45〜16:10 受講料 25,000円

Ｗ４

Ｗ３

13:00〜14:25 受講料 7,500円

聖徳大学講師

ＳＯＡ講師 塚野 晶子
『諸国百物語』の中から、恐ろしくもユニークな怪談を
取り上げます。そして、幽霊と妖怪の違いについて考察
を加えていきます。質疑応答、雑談を交えた楽しい講座
にいたします。

9/27〜11/29（火・10回）

9/30、10/28、11/25（金・3回）
13：00〜14：25 受講料 7,500円

心に届く読み方をめざして！
〜ことばとからだのユニゾン〜
演出家

STEP3

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。
※日曜・祝日はお休みさせていただきます。

■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。

SOA公開講座を
安定的に運営する
ための取組について

1

受講される皆様および
教職員全員の検温実施

2

アルコール消毒液の設置、
手指消毒の励行

3

不織布マスクの
常時着用

直井

修一

詩、小説、エッセイ、戯曲を声に出し、表現・演技することの楽しさを学び
ましょう。

講座内容、
日程、会場、受講料をご確認ください。

重要なお知らせ

万里子

あんなに安くて経営は成り立つのか、どのように多くの商品を揃えるの
かなど、
「100均」の疑問を探っていきます。

■講座詳細は 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。
ただし、本学在学生は、入会金不要、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。

STEP2

由美

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⑦100円ショップ

お申込みからご受講までの流れ
STEP1

鈴木

登校できない子どもの気持ちを理解し、今後の対応を一緒に考えてい
きましょう。

財務アナリスト 児玉

怪談『諸国百物語』

ＳＯＡ講師 モレノ 由佳
少人数クラスのため、対面レッスンよりも多く発話でき
る利点があります。
会話を中心に学習を進めています。今期は、命令形、現
在進行形、点過去を学びます。

16:25〜17:50 受講料 25,000円

※A、B、Cの動画は同じ内容です。

不登校の気持ちを理解する

〈DELE A2レベル〉

要事前お申込み、入会不要

各講座 約60分 受講料 1,000円

4

エレベーターの
乗車人数制限

■配信日時
A 10/11（火）10：30〜11：30
B 11/ 2（水）14：00〜15：00
C 12/16（金）13：00〜14：00
■配信日時
A 10/14（金）11：00〜12：00
B 11/ 7（月）15：00〜16：00
C 12/13（火）14：00〜15：00
■配信日時
A 10/12（水）14：00〜15：00
B 11/11（金）15：00〜16：00
C 12/20（火）11：00〜12：00

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。

■講座の開講または中止は、9 月 9 日に決定し、9 月 14 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
なりますので、ご了承ください。
（コンビニエンスストアの振込手数料が令和４年８月３０日
より、
１４８円に改定されますので、ご理解とご協力をお願いいたします。）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。

STEP4

開講日にご来校ください。

■構内に駐車場や駐輪場はございませんので、ご来校の際は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。

5
3

身体的距離を確保する
ために、教室の定員抑制と
座席配置の固定

6

飛沫、接触感染の
リスクを極力回避

7

24時間換気稼働と
定期的な外気との換気

