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【4/16 SOA 入場整理券】
（メモ）

後援：松戸市教育委員会

キリトリ

※お申込み時にお申込み番号をお伝えします。切り離して、当日、受付にご提出ください。

期

（通算第89期）
令 和 4 年 度 第Ⅰ期 〈 令 和 4 年 4 月 〜 7 月 〉

令和4年度

お申込み番号：

お名前・合計人数：

令和4年度SOA年間テーマ

（合計

SOAオープニングセレモニー 令和4年4月16日（土）13:00〜14:30

講演「ハードルを乗り越えて」講師：高田
今回、恩師との対談形式で、登壇いたします。私は小さいときから運
動が大好きで、かけっこはいつも一番でした。高校時代に失明したとき
に、ひとつの転機が訪れます。さまざまな出会いと経験から、私にとっ
てのハードルをいくつも乗り越えてきたことをお話しいたします。

人）

終了予定

千明 先生（聖徳大学客員教授） インタビュア：太田 裕子（聖徳大学大学院教授）企画：聖徳大学教育学部
＜講師紹介＞東京都大田区出身。T11（全盲）
クラス女子走幅跳・女子100ｍの日本記録保持者。先天性黄斑部変性症によ
り、18歳で全盲。22歳で全国障害者スポーツ大会の出場をきっかけに陸上競技を始める。2016年「リオデジャネイロパラ
リンピック」走幅跳8位入賞。2017年「世界パラ陸上選手権大会」走幅跳銀メダリスト。2018年「アジアパラ競技大会」走
幅跳銀メダリスト。2021年「東京パラリンピック」走幅跳5位入賞。

※ 要事前お申込み 参加費無料。ご希望の方は、お電話もしくはメールにて承ります。
「代表者の方お名前（ふりがな）」
「電話番号」
「ご一緒に来場受付される方の
合計人数」をお申しつけください。お問合せ先 聖徳大学生涯学習課
soa@wa.seitoku.ac.jp
０４７-３６５-3601（直通）
令和４年度第Ⅰ期SOA公開講座は、全部で187講座〈地域連携…1講座、
Ｓ聖徳…12講座、
Ａ教育・心理…5講座、
Ｂ文学・歴史…22講座、
Ｃ生活・社会…7講座、
Ｆ芸術・文化…33講座、
Ｇ健康・スポーツ…5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…2講座、Y 1Day…17講座、継続…6講座、双方向オンライン…7講座、おうちでSOA…5講座〉ございます。

Ｓ

井上家は江戸時代に現在の銀座で財を成し、今から約300年前の享保の改革に
よって進められた手賀沼干拓に参入しました。手賀沼干拓は新田開発によって、莫
旧井上家住宅探訪
な ぬし
大な富を得る可能性があるものの、常に洪水のリスクとの闘いでした。旧井上家住
〜手賀沼干拓を担った名主邸〜 宅には洪水との闘いに備えた痕跡があちこちに残されています。また、江戸時代に
は地域住民を率いる名主として、明治時代以降には地域の名望家として、昭和前期
我孫子市白樺文学館長・杉村楚人冠記念館長 辻 史郎
まで干拓を主導的に推進しました。
(入会不要)
5/19（木）10：００〜12：００ 受講料 1,550円
今回の講座では、旧井上家住宅に足を運び、残っている建物や調度品、民具資料
集合時間 9：50
などから、井上家の暮らしと生業、当時の環境について考えてみたいと思います。
※史跡散策（見学）のため、
ＪＲ成田線布佐駅集合となります。
地域連携講座 我孫子市協力講座

３
聖徳大学准教授 祓川 摩有

6/11（土）10：45〜12：10 受講料 1,550円（入会不要）

聖徳大学教授 崎浜 智子

聖徳大学准教授 関口 明子

聖徳大学名誉教授 林 徹

食生活は時代とともに変化します。外食産業を含む食品産業の進歩
と発展を、それを支えた技術を中心に、時代背景も含めて解説します。
若い頃に親しんだ食品や生活を思い出しながら楽しく学びましょう。

5/10〜7/5（火・５回）10：45〜12：10 受講料 7,750円

5/30〜6/27（月・５回）10：30〜11：55 受講料 7,750円

音楽学部ピアノリレー講座
６「ピアノの魅力Part1６」

パイプオルガン
7 レクチャーコンサートシリーズ2022

ベートーヴェンのピアノソナタと調性
第４回 ホ長調・ホ短調と嬰ハ短調「月光」

聖徳大学教授 山田 昌宏

ピアノソナタと調性の関係を考え、演奏を交えて特徴等を探ります。

聖徳大学講師

浅井

寛子

Ｂ

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

第１回 5/14「バッハとフランク」
聖徳大学教授 松居 直美
〜セザール・フランク生誕２００年〜
第2回 5/28「J.S.バッハの生涯とオルガン」

5/14（土）、5/28（土）13：00〜14：25 受講料 各回1,050円(入会不要)

6/18（土）13：00〜14：25 受講料 1,050円(入会不要)

地震・災害と古代地中海世界
19 ―ギリシア・ローマそして日本とイギリス―

小倉百人一首―草庵の歌 恋の歌

保育ブラッシュアップ講座

温故知新の食品学

タップダンスは足腰の健康、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。ミュージカル等で必要とされるジャズダン
ス要素の入ったシアタータップを学びます。初心者でも大丈夫です。

Ｂ１

Ｓ

私たちの生活に多くの影響を与えた新型コロナウイルスから学んだ
ことを中心に、自宅での感染予防のポイントについて、手指消毒演習な
どを取り入れながら、日常生活に役立つ講座にしたいと考えています。
5/31（火）10：30〜11：55 受講料 1,550円(入会不要)

４

Ｓ

看護学部リレー講座「賢いバイキン新型コロナウイルスから

5 学んだこと〜自宅での感染予防のポイント〜」

足腰を鍛えるために〜Let sタップダンス！

Ｓ

Ｓ

年齢による身体の変化のお話とともに、ご自身の毎日の生活を振り
返っていただき、食生活、運動や睡眠のポイント、食文化、食育などを解
説していきます。食を楽しみ、いきいき健康長寿を目指しましょう。
5/20（金）10：45〜12：10 受講料 1,550円(入会不要)

10

聖徳大学准教授 西園 政史

Ｓ

シニア向け食育講座

鉛筆デッサン体験（基礎編）

西洋絵画を基本としたデッサンの基礎を学びます。形の取り方、明
暗・陰影について、上手な鉛筆の使い方など基礎的なことからお教え
します。自然な空間を描くためのデッサンを一緒に学びましょう。

Ｓ

Ｓ

２

１

ＳＯＡ講師・国際基督教大学研究員 山口 京一郎

元桐朋学園大学教授 長江 信之

Ｆ９

Ｆ８

Ｃ５

古代地中海世界は、地震とともに人々が暮らした世界です。彼らの災
貴族文化が滅び、武家社会が到来する鎌倉時代に生きた藤原定家。
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
たい方を対象に、保育の最新知識・技術をお話しします。さまざまな年齢 草庵の歌、恋の歌というテーマをかかげて、百人一首に込められた定 害との付き合い方を考えることは、古代文化の理解に資するだけでなく、
現代日本に住む私たちと災害の関係を捉え直すきっかけにもなります。
家の世界観について語っていきたいと思います。
の方を歓迎します。
4/28〜7/7（木・9回）15：00〜16：25 受講料 13,950円
5/13〜6/10（金・5回）14：00〜15：25 受講料 7,750円(入会不要) 4/26〜7/5（火・10回）10：45〜12：10 受講料 15,500円

憲法を学ぶ（公務員試験対応）

世界が恋した日本美術 その魅力と歴史にせまる

歌舞伎の世界

ハリウッド大学院大学特任教授 上妻 博明

公務員試験・教員採用試験では、憲法科目からの出題が行われます。
この講座では、良き市民として生きるために、法としての憲法を学ぶと
ともに、就職活動の一助になることを目的としています。

カルトナージュで作る
18 「おしゃれなステーショナリーからミニポシェットまで」

本講座では、美術館・博物館の概要や、各コレクションが誇る日本美
術の作品を紹介するだけでなく、歴史や裏話などにもふれていきたい
と思います。人々を惹きつける日本美術の魅力と歴史を探ってみま
しょう。
4/25〜6/27（月・10回）15：00〜16：25 受講料 15,500円

Ｌ２

Ｇ１

Ｆ

5/14〜6/18（土・６回）15：00〜16：25 受講料 9,300円

横浜市立大学講師 江口 みなみ

ＳＯＡ講師 荒牧 大四郎

歌舞伎は、歴史や決まり事などを知ると、魅力的な世界が広がって
いることがわかると思います。歌舞伎作品の歴史的な変遷と同時に、
伴奏音楽である義太夫や長唄や清元と歌舞伎の関わりや発展等も学
びます。
4/25〜6/27（月・10回）13：15〜14：40 受講料 15,500円

〈中学１年生レベル〉

自分の腸を育てる腸活スクール

中１英語をもう一度〜文法編〜

腸は免疫の要の臓器です。体の不調や「便秘」
「下痢」など心配事が
あるときは、腸を整えることがおすすめです。自分に合った腸活をする
ために、自分の腸の特徴を知り、合う腸活方法をみつけましょう。
5/25、6/15、7/6(水・3回)10：30〜11：55 受講料 4,650円

中１英語教科書を使って、文法を押さえながらゆっくり丁寧に勉強し直
します。昔懐かしい、いわゆる英語の勉強です。わからないところ、あやふ
やなところを残さずに進みますので、確実に力をつけることができます。
5/9〜6/27（月・８回）13：15〜14：40 受講料 12,400円

〈初めての方対象〉

〈読める方対象レベル〉

50 中国語初級 A、B

53 K‑POPを韓国語で聴きたい

SOA講師 モレノ 由佳

SOA講師 韓 葵花

ＳＯＡ講師 金 鎭國

スペイン語を初めて学ぶ方を対象にした新しいクラスです。語学を
習うのが初めて、英語を学習したけれど苦手だった、という方にも安
心していただけるよう、わかりやすくゆっくり学習を進めていきます。

ピンインをマスターした方が対象です。中国語の基礎文法を勉強
し、いろいろな場面での会話を練習するやさしい中国語です。自己紹
介や家族の紹介ができるようになります。

韓国の歌に興味のある方、好きな方のための講座です。韓国語の歌
を聴いていると文字通りに歌っていないところが多くあります。さあ !
どんなものでしょう！

A 9:00〜10:25、B13:15〜14:40 受講料 15,500円

4/23〜6/11（土・5回）13:00〜14:25 受講料 7,750円

4/23〜6/25（土・10回）11：10〜12：35 受講料 15,500円
※

Aのみ

〈中検準4級レベル〉

39 セロ から始める入門スペイン語

Ｌ

SOA講師 鈴木 貴士

製本を基本にして作品を作るイタリアンカルトナージュは、応用すると
ノートだけでなく、バインダー、アルバム、引き出し付きの箱類、ポシェット
や小物入れまでも作ることができます。ご家族へのギフトにいかがですか。
5/9〜6/27（月・4回）10：00〜12：00 受講料 13,900円(教材費込み)

Ｌ

腸活専門管理栄養士 鈴木 ユミコ

Ｌ

カルトナージュデザイナー 川村 千春

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。 ※

4/23〜6/25（土・10回）

は聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座のマークです。

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。

Ｗ１

双方向 （４〜７月）
オンライン講座

心理カウンセリング講座

自分 の 気 持 ちを 理 解し、対 応 策 を 考え、すっきりして みませ
んか。

Ｗ３

Ｗ２

中学英語で話してみよう

事前録画動画配信スタイル

（5 〜７月）

心理カウンセリング講座

6/4〜6/18（土・3回）13:00〜１４：
２５ 受講料 7,500円

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

〈中学1〜2年生レベル〉

聖徳大学教授
鈴木 由美

〈学習半年以上レベル〉

SOA講師
鈴木 貴士

ネットでイタリア語

各講座 約60分 受講料 1,000円
※A、B、Cの動画は同じ内容です。

多摩美術大学講師
小島 友仁

5/25〜6/29（水・6回）14:45〜16:10 受講料 15,000円 6/1〜6/29（水・5回）10:45〜12:10 受講料 12,500円

Ｗ５

Ｗ４

中学英語を実際に話すことで、自分の考えを英語で表現できる
自己紹介などのすぐに役立つ会話、話しかけ方や話題の広げ方
ように学びます。
などを学びます。

※要事前お申込み、入会不要

松戸市新坂川開削と
川沿いの話

B 文学・歴史

A 教育・心理

聖徳大学教授 鈴木 由美

■配信日時 A 5/19（木）14：00〜15：00
B 6/20（月）11：00〜12：00
C 7/12（火）10：30〜11：30

怪談から学ぶ江戸時代

B 文学・歴史

SOA講師 相原 正義

SOA講師 塚野 晶子

4/26〜7/5（火・10回）14:45〜16:10 受講料 25,000円 4/26〜7/5（火・10回）16:25〜17:50 受講料 25,000円

■配信日時 A 5/16（月）14：00〜15：00
B 6/17（金）11：00〜12：00
C 7/6（水） 13：00〜14：00

■配信日時 A 5/12（木）14：00〜15：00
B 6/14（火）15：00〜16：00
C 7/15（金）16：00〜17：00

たくさんの会話練習を通して、過去形（点過去、線過去）を重点
主に直説法を使いながら、能動的に「相手に意思を伝える」こと
的に学びます。
を学びます。

真面目でお得な「企業分析」C 生活・社会

〈DELE A2レベル〉

〈DELE A2レベル〉

SOA講師
モレノ 由佳

スペイン語Ⅰ

〈「ー 요」がわかるレベル〉

スペイン語Ⅱ

Ｗ７

Ｗ６

ヨ

双方向オンラインスタイル

SOA講師
金 鎭國

初級韓国語会話

SOA講師
歴史と文学と食文化「行事に見る江戸の菓子」大内 瑞恵

5/11〜6/8（水・5回）13:00〜14:25 受講料 12,500円

6/9、6/30（木・2回）13:00〜14:25 受講料 5,000円

自分の目的を相手に伝える力、韓国語で雑談できる力を磨くた
めに学びます。

重要なお知らせ

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

SOA講師
モレノ 由佳

（入会不要）

季節の行事を学びつつ、江戸の菓子の浮世絵を解読します。

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

4

50、60、70代の
大人の腸活（食事編）

―「あの会社」のことがひと目でわかる
⑥ファストファッション

G 健康・スポーツ

財務アナリスト 児玉 万里子

腸活専門管理栄養士 鈴木 ユミコ

■配信日時 A 5/10（火）10：30〜11：30
B 6/9（木） 11：00〜12：00
C 7/4（月） 15：00〜16：00

１０：３0〜１１：30
■配信日時 A 5/12（木）
B 6/29（水）11：00〜12：00
C 7/8（金） 13：00〜14：00

エレベーターの
乗車人数制限

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

Ｂ８

Ｂ７

Ａ１

怪談『諸国百物語』
と江戸文化
―闇と生きた人々―

しっかり聴くこと、じょうずに伝えること
元聖徳大学教授

「水の女神の物語」
（西国編）

白﨑 けい子

ＳＯＡ講師

塚野

晶子

聖徳大学講師

清水

眞澄

中川

良隆

七十二候と古典文学

古代ギリシア・ローマ文明の系譜
17 その２：街道・海道・河道「道の物語」

『竹むきが記』
−女流日記最後の作品を読む−
12
SOA講師

髙橋

啓市

SOA講師

髙橋

啓市

Ｃ３

芸術が伝える新約聖書

心と身体を癒すアロマテラピー＆ハーブ

元聖徳大学准教授

中村

七重

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

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

ファイナンシャル・プランナー

初めての法学（基礎の基礎）

財務アナリスト 児玉

万里子

ハリウッド大学院大学特任教授

上妻

博明

大木

10

忠郎

SOA講師

小松

栄三郎

15

彫刻家・画家・仕立て屋

山浦

高橋

あかね

はじめての絵画 日本画クラス
日本画家

藤田

飛鳥

アトリエマルメゾン主宰

青木

陽里

絵を描く時間を共有しましょう。美的コミュニケーションは芸術の本質です。
4/28〜7/7（木・10回）13:15〜14:40 受講料 16,500円（教材費込み）

Ｆ

Ｆ

Ｆ

昔聞いたり歌ったりした懐かしい曲を、ご自分で演奏してみませんか。 奥深いハーモニカを演奏しましょう。音符が苦手な方も歓迎いたします。
4/26〜6/28（火・5回）13:00〜14:25 受講料 7,750円
4/26〜6/28（火・5回）10:45〜12:10 受講料 7,750円

デッサン入門〜静物画を中心に

聖徳大学講師

レッスンで、何か１つお気に入りのアイディアを覚えてみましょう。
5/18〜7/6（水・5回）10:00〜11:25 受講料 7,750円

Ｆ

Ｆ７

Ｆ６

ハーモニカの合奏を楽しもう

元聖徳大学講師

暁子

フルートアンサンブル

よく知られた内外10社を取り上げ、正体・実態を明らかにしていきます。 法律の基礎にある法の考え方を一緒に学びましょう。
4/26〜7/5（火・10回）15:00〜16:25 受講料 15,500円
4/22、5/6、5/13（金・３回）13:00〜14:25 受講料 ４,６５０円

郷愁を誘うハーモニカ入門講座

鈴木

「知っておきたい介護のキホン」をテーマに基礎知識を学んでいきます。
4/26、5/17、6/14（火・３回）9:00〜10:25 受講料 4,650円

Ｆ５

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。
5/11〜6/15（水・4回）10:45〜12:10 受講料 7,200円(教材費込み)

Ｃ６

Ｃ４

永遠のベストセラー 聖書を深く楽しく理解しましょう。
4/26〜7/5（火・10回）15:15〜16:40 受講料 15,500円

12

SOA講師

今期は、夫となった西園寺公宗と宮中で知り合う場面からの展開を読みます。 古代から現代までの人流・物流にかかわる「道の物語」を辿ります。
4/26〜7/5（火・10回）13：15〜14：40 受講料 15,500円
4/26〜5/31（火・5回）15:00〜16:25 受講料 7,750円

Ｃ１

Ｂ

新暦、春。
４月以降7月頃までの七十二候について扱います。
4/28〜7/7（木・10回）13:15〜14:40 受講料 15,500円

22

Ｂ

11

Ｂ

Ｂ

カウンセリングの視点から、聴くこと、伝えることを試してみませんか。 恐ろしくもユニークな妖怪たちの姿や江戸に生きた人々の闇を解説します。 神話の時代から中世までの展開を社寺縁起や物語に見ていきます。
5/26〜6/23（木・5回）10：45〜12：10 受講料 7,750円
4/20〜7/6（水・10回）13：15〜14：40 受講料 15,500円
4/20〜6/22（水・6回）13:15〜14:40 受講料 9,300円

30センチドールサイズの
17 うさ耳ケープを作りましょう

円空仏にチャレンジ

祥恵

仏師

小倉

正道

Ｌ６

Ｌ１

Ｇ３

デッサンの「デ」の字もわからない方は、えんぴつの削り方から教えます。
円空仏は素朴で慈愛と迫力に満ちています。一緒に彫ってみませんか。 型紙付きのキットをご用意しますので、どなたでもご参加いただけます。
4/25〜6/27（月・10回）15：00〜16：25 受講料 16,700円（教材費込み） 4/25〜7/11（月・6回）14:00〜16:30 受講料 15,600円※別途教材費あり 5/24、6/21（火・2回）14：00〜16：00 受講料 ７,７００円（教材費込み）
〈中学１年生レベル〉

楽しい健康太極拳

〈英検4〜3級レベル〉

英語を基礎からゆっくり〜発音編

楊名時太極拳師範

加藤 とも子

〈英検３級レベル〉

元聖徳大学講師

大木

忠郎

宮坂

真依子

〈独検4級レベル〉

27 ニュースを読んで身につけるドイツ語
SOA講師

鈴木

貴士

〈初心者レベル〉

SOA講師

〈仏検４〜３級レベル〉

小島

慶一

35 イタリア語入門1
元聖徳大学短期大学部講師

上村 タンウォング

〈入門者レベル〉

多摩美術大学講師

〈DELE A１レベル〉

ＳＯＡ講師

松平

貴子

ＳＯＡ講師 モレノ 由佳

〈学習１年以上の方対象レベル〉

金

鎭國

ＳＯＡ講師

久恵

産学連携講座 味噌づくり体験教室

小川屋味噌店

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。

麻美

鍾花

事 前 に お 申 込 み・お 問 合 せくだ さ い
〈会員〉
3月24日（木）

聖徳大学
10号館

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。
検 索

ここをクリック！

至 柏

■講座の開講または中止は、４月８日に決定し、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。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。

開講日にご来校ください。

聖徳大学キャンパス
５階出口

2階入口

松戸駅

貴美代

■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。

イトーヨーカドー

※4/16、
４/２７、
日曜・祝日はお休み
させていただきます。

髙橋

梅、桜、菖蒲、菊等の和菓子の手作り方法を伝授いたします。座学の講座です。
5/13（金）10:00〜11:25 受講料 1,550円（入会不要）

東口

駐
輪
場

︵直通︶

〈一般〉
3月31日（木）
10時から受付開始

髙橋貴美代料理教室主宰

キッチン

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。

STEP4

※4/16、4/27、
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。開講する講座につきましては、令和４年４月11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。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。

そあ

大溝

STEP3

講座内容、
日程、会場、受講料をご確認ください。

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

朴

基本が学べる食講座
14 「かんたんに作れる和菓子練り切りの作り方」

あなただけの味噌づくりのお手伝いをさせてください。
4/14（木）10:00〜11:25 受講料 5,950円（教材費込み・入会不要）

■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。

０４７-３６５-3601

ＳＯＡ講師

キッチン

お申込みからご受講までの流れ

〒271-0092 千葉県松戸市松戸1169 聖徳大学１０号館

鎭國

Ｙ

菱沼

金

Ｙ

Ｙ４

12

アートフラワーの手法を用いて花弁を染め、組み立てます。
6/9（木）13:00〜14:25 受講料 2,000円（教材費込み・入会不要）

62 韓国語会話（中級）

単語が読める方向けで、耳で韓国語を捉えることを目指していきます。 実生活でよく使われる表現を学び、コミュ二ケーション能力を身につけます。
4/２１〜6/30（木・10回）10:45〜12:10 受講料 15,500円 4/26〜7/5（火・10回）13:15〜14:40 受講料 15,500円

芸術
文化

聖徳大学短期大学部助教

〈学習３年以上、ハングル検定４〜３級レベル〉

55 ソウルで使える簡単な韓国語会話

どなたでも気軽に参加できるクラスです。一緒にはじめませんか！
4/20〜7/6（水・10回）9:00〜10:25 受講料 15,500円

「おしゃべりな花たち」
− 初夏を彩る花 木香バラ

ＳＯＡ講師 カルロス 安達

直説法と接続法を学びながら、語彙の強化もはかります。
4/28〜7/7（木・10回）10:30〜11:55 受講料 15,500円

Ｌ

Ｌ

Ｌ

〈読めない方も対象レベル〉

ＳＯＡ講師

46 スペイン語中上級（読むこと・きくこと）

入門レベル（現在形まで）の内容を少しずつ進めていきます。
4/20〜7/6（水・10回）9:15〜10:40 受講料 15,500円

52 韓国語「まっさら文字入門とまっさら会話入門」

友仁

〈DELE Ｃ1レベル〉

40 スペイン語基礎会話

スペイン語学習の基本となる文法をゆっくりしっかり学習します。
4/28〜7/7（木・10回）13:00〜14:25 受講料 15,500円

小島

旅先での会話や読書にまず必要な基本を短期間で身につけます。
4/21〜6/30（木・10回）11:00〜12:25 受講料 15,500円

Ｌ

Ｌ

Ｌ

会話・文法・発音・聞き取りを通して、フランス語の基礎を学びます。
5/12〜7/14（木・10回）9：00〜10：25 受講料 15,500円

38 はじめてのスペイン語

健

〈入門者レベル〉

32 楽しくフランス語
聖徳大学名誉教授

笹原

ドイツ語学習経験者向けで、初級読解能力を身につけていきます。
4/25〜6/27（月・10回）10:45〜12:10 受講料 15,500円

Ｌ

Ｌ

Ｌ

基本、講義は英語で行います。即興で英語のやりとりの練習をします。
5/12〜6/30（木・8回）13:15〜14:40 受講料 12,400円

29 話せるフランス語
日常的な表現を覚え、話すための必要最低限の理屈を学びます。
4/25〜6/27（月・10回）15:15〜16:40 受講料 15,500円

A.M.ガニエ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

〈英検準2級以上レベル〉

22 英語でやりとりHALF & HALF
A.M.ガニエ

ＳＯＡ講師

18 英会話初級

SOA講師・早稲田大学イタリア研究所招聘研究員

〈英検３〜準２級レベル〉

ＳＯＡ講師

貴士

英文読解力を養いつつ、古代ギリシア・ローマ世界について学びます。 聞くことを中心とし、単語力を身につけながら英会話力を高めます。
5/10〜6/28（火・8回）10:45〜12:10 受講料 12,400円
4/23〜6/25（土・10回）10:45〜12:10 受講料 15,500円

20 やさしい英会話
旅行先や外国人と話す時に使うような、日常的な英語を学びます。
4/25〜6/27（月・10回）15:15〜16:40 受講料 15,500円

鈴木

〈英検３級レベル〉

15 西洋文化の源流を英語で学ぶ

口語表現習得のため、テーマ別の定型表現とその使い方を学びます。
4/26〜7/5（火・10回）14:45〜16:10 受講料 15,500円

SOA講師

基本例文を覚え、それらを用いたリアルなやりとりを練習します。
5/10〜6/28（火・8回）9:00〜10:25 受講料 12,400円

Ｌ

〈英検３級レベル〉

STEP2

満璃

発音とリズムに気をつけて、やさしい英会話をゆっくり練習します。
4/25〜6/27（月・10回）13:00〜14:25 受講料 15,500円

13 学びなおしのゆっくり英会話

STEP1

津田

Ｌ

Ｌ

２4式太極拳の動きに親しみ、一式ずつ丁寧に習得します。
１０
：
３０〜１１
：
５５ 受講料 ７,７５０円
5/13〜7/8（金・5回）

重要パターンでモノにする英会話（復習・充実編）

元聖徳大学教授

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常磐線で上野から約

20分
20分

電 車 JR常磐線で取手から約

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

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

聖徳大学
生涯学習課HP

