冬
PICK UP!!

ソ

ア

後援：松戸市教育委員会

期

（通算第91期）
令 和 4 年 度 第Ⅲ期 〈 令 和 5 年 １ 月 〜 ４ 月 〉

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のアイコンがついている講座は、
SDGsとの関連性がとくに深い講座です。

令和4年度SOA年間テーマ

２
聖徳大学講師 木村 早苗

ちば SDGs パートナー

833号

Ｓ

大人も楽しい図画工作
１ ―色と形の生み出す美の世界

チーバくん

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。

Ｓ

Ｓ

聖 徳 大 学・聖 徳 大 学 短 期 大 学 部 の 教 員 が
講 師 を 担 当 す る注 目 講 座 で す

千葉県 PR マスコットキャラクター

保育ブラッシュアップ講座

入会
不要

食の松戸物語 Part６2

３

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 長江 曜子

1/20〜2/17（金・５回）14:00〜15:25 受講料 7,750円

1/19〜2/16（木・５回）14:00〜15:25 受講料 10,250円

音楽学部ピアノリレー講座
６「ピアノの魅力Part１8」

音楽で介護予防
７ 〜楽しみながら気分もカラダもスッキリ！

入会
不要

聖徳大学准教授 菅野 雅紀

「言葉のない歌〜無言歌の世界」

８

聖徳大学教授 廣川 恵理

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？ 健 康 寿 命を延 ばして 元 気に暮らしま
しょう。

聖徳OGが贈る♡お互いが笑顔になれる介護の知識と技術 入 会
D「認知症の人との接し方」、E「自宅で介護を継続する秘訣」 不 要
介護福祉士 渡邉 麻菜美／聖徳大学准教授（介護福祉士） 池田 静香

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。

足腰を鍛えるために
９ 〜Let s タップダンス！A

Ｂ２

2/18、2/25、3/4（土・3回）15:00〜16:25 受講料 4,650円 D 1/26（木）、E 2/18（土）10:00〜11:25 受講料 各回1,550円

Ａ２

Ｓ

「 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。
2/25（土）13:00〜14:25 受講料 1,050円

Ｓ

1/19〜4/13（木・10回）10:15〜11:40 受講料 16,500円

Ｓ

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。

松戸は食文化あふれる楽しい街です。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。お土産付きの味わう講座です。

Ｓ

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ます。画用紙が作り出す多様な世界を体
験しましょう。

中1数学をもう一度

旅の文学 松尾芭蕉『野ざらし紀行』

「旅の俳人」として知られる芭蕉ですが、なかでも、最初の紀行文と
して知られるのが、
『 野ざらし紀行』です。絵とともに読んでみませんか。

1/17〜3/14（火・6回）9:00〜10:25 受講料 9,300円

1/19〜3/23（木・8回）10:15〜11:40 受講料 12,400円

1/16〜3/20（月・10回）13：00〜14：25 受講料 15,500円

Ｂ８

中世文学『とはずがたり』
と旅する

ＳＯＡ講師 大内 瑞恵

Ｂ

ＳＯＡ講師 鈴木 貴士

中１の教科書で昔懐かしい数学の勉強をします。足し算・掛け算から
始め、メインイベントの方程式が解けると、俄然楽しくなります。

Ｂ４

聖徳大学准教授 関口 明子

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。

もう一度巡り会う古典『徒然草』を読む（1）

ＳＯＡ講師 大内 瑞恵

13世紀〜14世紀、鎌倉時代後期の女性の日記です。二条の旅の部分
を中心に、作品をくずし字でゆっくり読み解きながら鑑賞していきます。

11

七十二候と古典文学

SOA講師 清水 眞澄

日本の古典文学は、
『 徒然草』
に始まるといっても過言ではありません。
大人にこそお伝えしたい古典の世界があります。魅力を楽しみましょう。

1/19〜3/30（木・10回）13:15〜14:40 受講料 15,500円

木の国（江戸）
・石の国（古代ローマ）の
17 文明と文化

Ｃ１

Ｂ

Ｂ

1/18〜3/22（水・10回）13:15〜14:40 受講料 15,500円 1/25〜3/8（水・6回）13:15〜14:40 受講料 9,300円

ＳＯＡ講師 髙橋 啓市

先人は自然の恵みを日常生活に反映させ、生き生きと暮らしてきま
した。新暦、冬。
１２月以降２月頃までの七十二候について扱います。

テオクリトス『牧歌』を読む
18 ―古代ギリシアの心のうつろい―

ＳＤＧｓと地球の未来

牧人の歌だけではなく、町人の会話や王への賛歌、あるいは神話の
一場面など、多彩な題材が収められているのも本作の魅力です。

最近よく取り上げられるようになったSDGs。実際に何が起こっている
のか、何をすべきなのか、具体的事例をもとにわかりやすく解説します。

1/17〜2/21（火・6回）15:00〜16:25 受講料 9,300円

2/2〜3/16（木・6回）15:00〜16:25 受講料 9,300円

2/21〜3/14（火・4回）13:00〜14:25 受講料 6,200円

Ｃ５

秋草学園短期大学教授 中村 陽一

江戸と古代ローマは、ともに長い間栄華を誇りました。なぜ長き繁栄
を謳歌できたのか、文明・文化の面でその秘密を紹介します。

Ｃ４

ＳＯＡ講師・国際基督教大学研究員 山口 京一郎

Ｃ３

ＳＯＡ講師 中川 良隆

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

備えて安心、
ハッピーセカンドライフを目指そう！
ファイナンシャル・プランナー 鈴木 暁子

日本国憲法からSDGsを考える

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

1/17、2/14、3/14（火・３回）9:00〜10:25 受講料 4,650円

1/17〜3/28（火・10回）15:00〜16:25 受講料 15,500円

2/18〜3/25（土・6回）15：00〜16：25 受講料 9,300円

郷愁を誘うハーモニカ入門講座

Ｆ

憲法を学ぶことを通じてSDGsを学び、
「経済、社会および環境」に
アプローチしたいと考えています。

Ｆ９

「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、正体・実態を明らかにします。

Ｆ６

介護未経験の方や、将来のために知っておきたい方向けのレベルで
す。今期は、主に資金プラン、住み替えなどについて学んでいきます。

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〜美術館編〜
ＳＯＡ講師 荒木 智子

横浜市立大学講師 江口 みなみ

ハーモニカを吹いてみませんか？ 授業の流れは、1.ウォームアップ、
ローマの旅のリストに加えていただきたい素晴らしい美術館を見て
2.全体練習、3.個別練習です。ご自分のレベルに合わせて練習します。 いきます。コレクションの目玉となる作品の紹介や解説も行います。

元聖徳大学講師 大木 忠郎

美術館には創設をめぐる物語があります。日本各地の事例を見なが
ら、その歴史と建築、コレクションに迫ります。

1/17〜3/14（火・5回）13:00〜14:25 受講料 7,750円

1/16〜3/20（月・10回）15:00〜16:25 受講料 15,500円

江戸の文化と折形 午前クラス

16

Ｆ

12

Ｆ

Ｆ

1/16〜3/6（月・6回）13：00〜14:25 受講料 9,300円

ビーズアート

18

基礎からの中村翔フラワーアレンジメントＡ

東横学園女子短期大学名誉教授 有馬 霞水

ビーズアートインストラクター 工藤 裕子

FlＦr花の学院ハーモニックフラワーズ学院長 中村 翔

一枝の花も小物も、伝統の江戸折形で包むとおしゃれな贈り物に、季
節にちなんだ美しい折形は、個性的な佇まいのインテリアになります。

スワロフスキーや天然石を使ったオリジナル作品を作ってみません
か？ ジュエリー感覚のアクセサリーや動物等のモチーフも作成します。

人気のフラワーデザインを基礎からしっかり学びます。ラッピングや
カラーコーディネートもあわせて学びましょう。

1/18、2/8、3/8（水・3回）

1/18〜3/8（水・5回）

1/18〜3/22（水・6回）

10:45〜12:10 受講料 9,300円（別途教材費あり）

レカンフラワー初級コース
21 〜花の色と形がそのままアートに〜

24

Ｇ４

Ｆ

10:00〜12:00 受講料 21,000円

Ｆ

10:00〜12:00 受講料 6,300円（別途教材費あり）

かな書道

気功心理学講座

レカンフラワー本部講師 渡邊 敏子／レカンフラワー講師 渡邊 朋子

元聖徳大学講師（書家） 大貫 水声

松永気功療術学院 高級気功師 松永 直久

レカンフラワーは、花や植物を立体のまま乾燥させ、変色防止加工を
施した作品に仕上げる新しい技法です。オリジナル作品を作りましょう。

百人一首を題材に、日本人が創り育てたかなの美しさを筆と墨で学
びます。日本人ならではの感性が磨き上げた伝統美を味わいます。

2/3、3/3、3/31（金・３回）

1/20〜3/31（金・10回）

寝て行うゴロゴロ気功、歩いて行う行功、その場で体を動かすプル
プル気功、疲れた体を癒す気功整体、基礎的な東洋医学など、理解が
できるように解説と実践をしてまいります。
1/20〜3/24（金・10回）13:00〜14:25 受講料 15,500円

10:00〜12:00 受講料 15,400円
※

は聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座のマークです。 ※

S 聖徳講座

A 教育・心理

13:00〜14:25 受講料 15,500円（別途教材費あり）
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。 ※

入会
不要

は入会不要講座です。 ※

は受講料に教材費が含まれています。

令和４年度第Ⅲ期ＳＯＡ公開講座は、全部で176講座〈Ｓ聖徳…12講座、
Ａ教育・心理…4講座、
Ｂ文学・歴史…２1講座、
Ｃ生
活・社会…6講座、
Ｆ芸術・文化…３2講座、Ｇ健康・スポーツ…5講座、
Ｌ語学…６3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、Y１Day…19講座、継続…8講座、双方向オンライン…
3講座、おうちでＳＯＡ…2講座〉ございます。
詳しくは、生涯学習課ＨＰ
（https://www.seitoku.jp/ｓｏａ/）または、パンフレット（送料無料）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。

B 文学・歴史

C 生活・社会

事 前 に お 申 込 み ・ お 問 合 せくだ さ い

〈一般〉
12月12日（月）
10時から受付開始

G 健康・スポーツ

聖徳大学
10号館

※12月26日〜1月5日、
1月14日、
日曜・祝日はお休みさせて
いただきます。

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！

聖徳大学キャンパス
５階出口

イトーヨーカドー
2階入口

受付時間10:00〜17:00（土曜は15:00まで）
講座の詳細は、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。

至 柏

L 語学

松戸駅

東口

駐
輪
場

０４７-３６５-3601

〈会員〉
12月8日（木）

︵直通︶

〒271-0092 千葉県松戸市松戸1169 聖徳大学１０号館

F 芸術・文化

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
をご利用ください。）

至 上野

Y 1Day 講座

K キッチン

W 双方向オンライン講座

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

〈英検４〜３級レベル〉

中１英語をもう一度〜伝えることを中心に〜
ＳＯＡ講師

鈴木

貴士

ＳＯＡ講師

忠郎

〈英検準２級以上レベル〉

ＳＯＡ講師

鈴木

貴士

聖徳大学講師 セーラ・ホランド

本格的な英国の短編小説を一緒に読みます。英国文化の側面や、読
み物に出てくる多くの興味深い問題について、話し合ってみましょう！
1/19〜3/30（木・10回）9:00〜10:25 受講料 15,500円

Ｌ

英語でやりとりする醍醐味を味わいましょう。基本、講義は英語で進
行し、ときどき日本語でお助けします。
1/19〜3/23（木・8回）13:15〜14:40 受講料 12,400円
〈中級レベル〉

〈仏検４〜３級レベル〉

29 フランス語「歴史小説」を読む

ＳＯＡ講師

笹原

健

聖徳大学名誉教授

36
多摩美術大学講師

小島

友仁

元聖徳大学短期大学部講師

〈入門レベル〉

〈西検４級、DELE B1レベル〉

セロ から始める入門スペイン語

40 スペイン語初級

ＳＯＡ講師 モレノ 由佳

ＳＯＡ講師

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。音
やリズムに親しみながら、分かりやすくゆっくり学習します。
1/21〜4/1（土・10回）11:10〜12:35 受講料 15,500円

ＳＯＡ講師 カルロス 安達

47 ニーハオ！ピンイン入門

茨木

ルビー

ＳＯＡ講師

〈学習２年以上、ハングル検定５〜４級レベル〉

50 韓国語「まっさら会話入門」

56 韓国語会話（初・中級）
ＳＯＡ講師

・

金

鎭國

ＳＯＡ講師

山本

由美子

1/17、2/21、3/28（火・３回）

落語家

カルトナージュデザイナー

川村

千春

回転式のカラフルな年賀状ケースは立てかけ式です。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。

入会
不要

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。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。

2/9（木）10:00〜11:25 受講料 5,950円
は入会不要講座です。 ※

高畑

芸術
文化

吉男

1/21（土）13:00〜14:25 受講料 1,550円

耳、鼻、喉を健康に！
〜薬膳、ハーブの視点からA、B

毎日の暮らしに活かす
薬膳・中医学A、B

健康
スポーツ

入会
不要

ncafe＋tsubomi主宰

峰島

直美

健康
スポーツ

入会
不要

国際中医師・国際中医薬膳師

江口

美智

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。耳の健康についてもお話しします。
A 3/3（金）、B 3/10（金）※A、Bは同じ内容です。
10:00〜11:25 受講料 各回1,550円

今期は「糖尿病」をテーマに、体質ごとの薬膳対処法や薬膳茶のブレ
ンド法をご紹介し、薬膳茶をお持ち帰りいただきます。
A 1/25（水）、B 3/16（木）※A、Bは同じ内容です。
13:15〜14:40 受講料 各回2,150円

スパイス＆ハーブから作る
12 「カレー」の魅力♪

15

入会
不要

カレー、
スパイス料理研究家

Ｙ

産学連携講座
11 味噌づくり体験教室

妖精譚の語り部

受講料 各回1,550円

薬膳とハーブとピラティスの教室

鎭國

異界の特徴を「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。一緒に旅してみませんか？

Ｙ

Ｙ

1/23（月）10:00〜12:30 受講料 4,270円

小助六

入会
不要

Ｙ９

芸術
文化

雷門

金

妖精郷を訪ねて

芸術
文化

A 1/30（月）、B 3/20（月）
10:30〜11:55

入会
不要

ＳＯＡ講師

ハングル能力検定試験３級合格を目指し、過去問題を使って学習しま
す。傾向と対策を指導します。合格を目指しましょう！
1/18〜3/15（水・5回）13:00〜14:25 受講料 7,750円

A 文化文政時代の隆盛 B 幕末から明治、落語界の変化
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。

Ｙ８

Ｙ４

受講料 9,150円

鍾花

入会
不要

葵花

「ハングル能力検定試験３級」合格を目指そう！

Ｙ２

中国政府認定 高級茶藝技師

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。

朴

自然な韓国語表現と流暢に自分の考えを話したい方向けの講座で
す。初級文法を復習し、基本文型から段階を追ってゆっくり練習します。
1/17〜3/28（火・10回）10:30〜11:55 受講料 15,500円

ＳＯＡ寄席Ａ、Ｂ
〜松戸出身の噺家による落語の楽しみ方〜

中国茶・台湾茶を楽しく、美味しく！

イタリー製カラフルクロスで作る
年賀状整理ケース

61

Ｙ１

Ｋ１

「−요」の読みの練習と単語２つが基本の会話を学びます。日本語と韓
国語は、語順が同じで学びやすいです。さあ！一緒に始めませんか！
1/18〜3/22（水・10回）9:00〜10:25 受講料 15,500円

韓

中国語をはじめて学ぶ初心者向けの講座です。ピンインから学び、母
音、子音の読み方についてていねいに勉強しながら進めていきます。
1/21〜4/1（土・10回）13:00〜14:25 受講料 15,500円

Ｌ

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！
1/21〜4/1（土・10回）13:15〜14:40 受講料 15,500円

Ｌ

Ｌ

〈読める方対象レベル〉

ＳＯＡ講師

貴子

〈入門レベル〉

45 楽しく学ぶポルトガル語のレベルアップ講座！

ネイティブの講師が担当します。語彙と文法の強化を目的に、スペイン
語で楽しく学びます。
1/19〜3/30（木・10回）13:00〜14:25 受講料 15,500円

松平

日本語の直訳ではなく、スペイン語らしい表現を使うこと、正確な文
を組み立てることに重点をおき、語彙力・表現力のアップも図ります。
1/19〜3/30（木・10回）14:45〜16:10 受講料 15,500円

〈初中級レベル〉

42 スペイン語中級（読むこと・きくこと）

上村 タンウォング

教科書を使用しながら、フランス語の基礎（会話、文法、発音）を学び
ましょう。聞き取りも行います。
1/19〜3/30（木・10回）9:00〜10:25 受講料 15,500円

Ｌ

〈DELE B2レベル〉

慶一

Ｌ

Ｌ

どんなイタリア旅行をしたいか想像しながら、実用的な表現を中心
に、自信をもって自然に言えるようにイタリア語を覚えます。
1/19〜3/30（木・9回）15:15〜16:40 受講料 13,950円

小島

ケルト起源の愛の伝説物語で、フランス中世文学の最高傑作の一つ
とされている、12世紀宮廷風ロマンの『トリスタンとイズー』を読みます。
1/16〜3/20（月・10回）13:30〜14:55 受講料 15,500円

Ｌ

〈初心者〜中級レベル〉

33 イタリア語旅行会話7

30 楽しくフランス語

Ｌ

Ｌ

基礎的なドイツ語を理解し、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標にしています。
1/16〜3/20（月・10回）10:45〜12:10 受講料 15,500円

貴士

20 Reading Modern British Short Stories

Ｌ

Ｌ

〈独検４級レベル〉

鈴木

Ｌ

大木

25 ニュースを読んで身につけるドイツ語

入会
不要

ＳＯＡ講師

毎回トピックを決めて、英語で自由に伝える練習をします。間違いを
恐れずに、楽しく気軽に英語で発表しましょう。
1/19〜3/23（木・8回）15:00〜16:25 受講料 12,400円

19 英語でやりとりHALF&HALF
元聖徳大学講師

は千葉県をテーマとする講座のマークです。 ※

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。
1/20〜3/24（金・10回）10:45〜12:10 受講料 15,500円
〈英検準２級以上レベル〉

Hi！ から始める入門英会話

Do you like sports? と聞かれ、 Yes, I do. と答え、あとが続か
なかった経験はありませんか？ 会話を続けるさまざまな方法を学びます。
1/18〜3/22（水・10回）13:15〜14:40 受講料 15,500円

※

12 たくさん伝えよう in English

Ｌ

Ｌ

〈英検準２級レベル〉

13:00〜14：25

〈英検３級以上レベル〉

First Steps in English！

実践的なトレーニングで、聴き取る力と伝える力を養います。英語は
繰り返しが命。繰り返しているうちに、徐々に身についていきます。
1/17〜3/14（火・8回）15:00〜16:25 受講料 12,400円

16

Ｌ

Ｌ６

Ｌ２

〈中学１年生レベル〉

キッチン

後藤

喜夫

アフタヌーンティー講座

入会
不要

Café de KAORI オーナー

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、スパイス
から作るカレーのレシピも大公開します。ぜひご受講ください。★
3/6（月）10:15〜11:40 受講料 2,050円

キッチン

剱持

英子

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
たのがアフタヌーンティーです。楽しいひとときをお過ごしください。
3/16（木）10:00〜11:25 受講料 3,450円

は受講料に教材費が含まれています。 ※ ★ は座学説明の講座です。調理実習はありません。

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。

心理カウンセリング講座「やる気」

Ｗ３

Ｗ２

Ｗ１

双方向
オンライン講座

スペイン語Ⅰ

〈DELE A2レベル〉

スペイン語Ⅱ

〈DELE A2レベル〉

ＳＯＡ講師 モレノ 由佳
ＳＯＡ講師 モレノ 由佳
聖徳大学講師 鈴木 由美
毎日の生活の中で、なんとなく「やる気」がでない時は
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
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
ありませんか。または、
「やる気」のない人を見て、もっと 利点があります。
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、主に接続法
会話を中心に学習を進めています。今期は、Lección11
少人数グループ（4〜6人)によるオンライン講座です。 頑張ったらいいのになど、思ったことはありませんか。
「やる気」がでる言葉がけを一緒に学んでいきましょう。 現在を学びます。
と12を学びます。

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

2/4、2/18、2/25（土・3回）
13:00〜14:25

1/17〜3/28（火・10回）

受講料 7,500円

14:45〜16:10 受講料 25,000円

不登校の気持ちを理解する 起立性調節障害

要事前お申込み

入会
不要

鈴木

STEP1

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。
※１２月２６日〜１月５日、
１月１４日、
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

運営会社の成長ぶりや利益のあがり方を探っ
てみます。中身を知ると、ますます安心してお寿
司をおいしく食べられるかもしれません！

STEP3

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

⑧回転寿司チェーン

A 1/30（月）11:00〜12:00
B 2/17（金）14:00〜15:00
C 3/ 8（水）13:30〜14:30

■講座の詳細は、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。本学在学生は、入会金不要ならびに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

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

由美

お申込みからご受講までの流れ

3

不織布マスクの
常時着用

4

エレベーターの
乗車人数制限

16:25〜17:50 受講料 25,000円

配信日時

※A、B、Cの動画は同じ内容です。

事前録画動画配信スタイル

起立性調節障害について、心理面から解説い
たします。登校が難しくなっている子どもを理解
して、対応を一緒に考えていきたいと思います。

配信日時

各講座 約60分 受講料 1,000円

聖徳大学講師

1/17〜3/28（火・10回）

財務アナリスト 児玉

万里子

A 1/27（金）11:00〜12:00
B 2/15（水）15:00〜16:00
C 3/ 6（月）14:00〜15:00

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、
１２月１６日に決定し、
１２月２３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
負担となりますことをご了承ください。
（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円に改定されました。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等は、
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。
■大雪などの荒天、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

