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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。

大人も楽しい図画工作

S-1 ―色と形の生み出す美の世界

1/19、1/26、2/2、2/16、3/2、3/9、3/23、3/30、4/6、4/13
（木・10回）10：15〜11：40 受 講 料 16,500円（内・教材費1,000円）

愛媛大学大学院美術教育修士課程修了。愛媛県で
の小学校教諭を経て現職。子どもたち、および学生た
ちのアイディアや思考の豊かさ、表現の美しさとその
奥行きに感動し、心惹かれる日々を過ごしています。
聖徳大学講師

きむら

さなえ

木村 早苗

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ていきます。
中間色を含めた50色の色画用紙は、それだけで心踊りま

S-2 保育ブラッシュアップ講座

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17（金・５回）
（入会不要）
14：00〜15：25 受 講 料 7,750円

上智大学大学院修了後、日野市幼児教育センター
研究員を経て、現在は聖徳大学短期大学部教授。専
門分野は保育学で、主に幼児の心の発達と知的教育
の在り方について研究。
聖徳大学短期大学部教授

おかだ

こういち

岡田 耕一

東京都の公立幼稚園に３０年間、その後、聖徳大
学短期大学部保育科に勤務。専門は幼児教育。主に
演習科目である保育内容の人間関係と環境を担当。
聖徳大学短期大学部教授

ながい

たえこ

永井 妙子

「保育の聖徳 」で有名な聖徳大学・聖徳大学短期大学部
の専任教員が講座を担当します。全員が現在も、保育所や幼
稚園での研修を担当しています。
保育士資格や幼稚園教諭免許を活かして保育現場で活躍
したい方、資格はなくても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。
この講座によって、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。

S-3

聖徳学園短大、共立女子大を経て、明治大学大学院博士
後期課程を昭和 59 年 3 月修了。専攻は日本近代文学、女
性学、比較文化。共立女子大学大学院家政学研究科後期
課程修了。博士（学術）。文学修士。日本葬送文化学会会長。
ながえ

よ うこ

長江 曜子

日本橋からわずか20km、松戸は食文化あふれる楽しい街
です。おかげさまで、“食の松戸物語”もPart62、通算306回、
23年目に入りました。時代も平成から令和にかわり、新しい気
持ちで“食松”を続けてまいります。ぜひ、皆様も楽しい食文化
と身近なSDGsを学ぶ講座に参加してみませんか。

S-4

聖徳大学教授

おびつ

よしえ

小櫃 芳江

博士（児童学）。聖徳大学大学院教職研究科教授。
専門は教育心理学、言語心理学、保育学。親子と絵
本との関わりについての研究、親の子どもへの話し
方・聞き方の研究を展開中。
聖徳大学大学院教授

やぶなか

まさよ

藪中 征代

●子どもの発達と保育者の関わり方
（０〜６歳の子どもの心身の発達について）
●乳児を大切に保育する方法
（０〜２歳児の育ち・育て方について）
●子どもの病気とけがの予防・対応
（日常的な病気やけがの予防と手当について）
●言葉を育てる保育者
（子どもの言葉を豊かにする方法について）
●子どもの人間関係の理解と育て方
（３〜６歳の子どもの心と人間関係について）

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。楽しい食を自宅で楽しむお土産付きです。
第１回（1/19）冬の季節感豊かな美味しいケーキを知ろう
第２回（1/26）冬の味覚を楽しむパンを知ろう
第３回（2/2） 地元松戸の老舗の和菓子の味を知ろう
第４回（2/9） 松戸の素敵なランチを知ろう
第５回（2/16）人間の本当の健康を高める食を一緒に考える
※講座の内容は順番が変更となる場合があります。
※座学説明のみ。食品（お土産）
は、
お持ち帰りとなります。
必ず賞味期限内にお召し上がりください。
聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座

パイプオルガンカレッジ
（大人向け）A、B

1/21、1/28、2/25、3/11、3/25、4/1（土・6回）
A 13:00〜14:25 B 14:35〜16:00 受 講 料 9,300円

国立音楽大学、同大学院、フライブルク音楽大学
卒業。数々のコンクールに優 勝。リサイタル活動な
どの傍ら、コンサートホールのアドバイザーとして、
オルガンの啓蒙にも意欲的に関わる。
聖徳大学名誉教授

1988 年から、乳幼児から高齢者までの健康面の
支援をテーマに、「子どもの保健」
「介護（生活支援）
技術」
を担当している。

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16（木・５回）
14：00〜15：25 受 講 料 10,250円
（内・教材費 2,500円）

食の松戸物語 Part62

聖徳大学教授

す。平面で色を組み合わせることも、立体に表現することも
可能です。
カラーセロハンを組み合わせて光に透かせる、絵
本にして季節の移り変わりを表現する、立体絵本にも挑戦
できます。画用紙がこんなにも多様な世界を作り出すこと
をぜひ体験してください。
身体の赴くままに筆をはこび、偶然に生まれる絵の具の
可能性を模索する、紙粘土にビー玉を埋め込む、何ら制約
のない心地よい表現を皆さんと楽しみたいと思います。

まつい

なおみ

松居 直美

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
密にならない、
換
気の十分な空間、
混雑を避けた往復のための講座時間など、
い
くつかの変更を行って開講します。
画像、音源を含むさまざまな工夫をしながら、
パイプオルガ
ンの奥深く魅力的な世界をご一緒に勉強しましょう。
※この講座は解説メインとなります。
※鍵盤楽器経験者が対象です。

ソ

ア

令和４年度 聖徳大学オープン・アカデミー（SOA）
Seitoku University Open Academy
【重要なお知らせ】令和４年度第Ⅲ期ＳＯＡ公開講座の企画運営方針について
聖徳大学オープン・アカデミー（ＳＯＡ）は、平成４年よりスタートし、公開講座を通して地域社会への貢献と社会人
の生涯学習支援を行ってまいりました。その過程においては多方面の方から惜しみないご支援を賜り、30年間、地域
社会とともに歩んでまいりました。
ＳＯＡ公開講座に対する皆様の多大なお力添えに、心より厚く御礼申し上げます。
さて、
ＳＯＡ公開講座では、受講者および講師の皆様方の安全と安心を最優先し、コロナ禍3年目も新型コロナウイ
ＳＯＡ校長

長江

ルス感染防止対策に努めてまいります。一緒に生涯学習を進め、学んでまいりましょう。

曜子

講座の企画・運営にあたり、開講見合わせ、定員抑制を継続せざるを得ない講座もございます。また、ご受講にあたっては引き続き、
皆様方にご理解とご協力をいただきます。
同時に、
「おうちでＳＯＡ講座」、
「双方向オンライン講座」など、新しい講座のあり方も模索してまいります。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、事情をご賢察くださり、
より一層のお力添えを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
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■冬期公開講座
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事前に お申込み・お問合せください

一般

････････････････････････ ●


12月12日
（月）から

■受付時間

※12/26〜1/5、1/14、日曜・祝日は
お休みさせていただきます。

平 日 10時〜17時
土 曜 10時〜15時

（直通）
☎047-365-3601
［ホームページ］https://www.seitoku.jp/soa/
［E-mail］soa@wa.seitoku.ac.jp
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聖徳大学オープン・アカデミー（ＳＯＡ）について
会員制度と講座ご受講のご案内
［ＳＯＡ会員について］

ご入会、ご受講について
ＳＯＡは会員制ですが、どなたでもご入会、講座のご受講ができます。
お申込みの際に入会金をお支払いいただくことにより、ＳＯＡ会員となります。
入会金は5,200円、満70歳以上の方・在学生のご家族・本学園卒業生・教職員とそのご家族は3,100円、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。
※1 Day 講座、指定のある一部の講座は入会不要です。
会員証
ご入会いただいた方には、入会金のご入金確認後、会員証を発送いたします。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。会員証を紛失された場合は、必ず生涯学習課までご連絡をお願
いいたします。
講座の受講はすべて7桁の会員番号にて管理をしております。受講お申込みやお問合せの際に必要となりますの
で、会員番号は手帳等にもお控えください。なお、会員番号は更新の都度、左から3桁目が変更となります。
会員の有効期限
会員の有効期限は3年です。更新料2,100円にて再び3年間有効となります。期間満了の時期に更新のご案内を
お送りいたします。
新型コロナウイルス感染防止のために、令和2年度第Ⅰ期、令和２年度第Ⅲ期、令和3年度第Ⅰ期のＳＯＡ公開講
座に休講期間が生じました。これにともない、会員資格の有効期限を3期分延長いたしております。
令和4年12月31日をもって期間満了となりますのは、会員番号が以下の方々です。
0063001～0063286、0353014～0353207、0643006～0643183
0933003～0933304、1223003～1223189、1513009～1513145
1803001～1803145、9480969～9480993、9480995〜9481090
9770519～9770599

［ご受講までの流れ］

STEP1→ 講座内容、日程、会場、受講料をご確認ください。
講座パンフレットおよび広報紙や Web（聖徳大学生涯学習課ＨＰ）をご覧ください。
STEP2→ 事前にお申込みください。
お申込みは電話または窓口受付です。その他での受付はいたしておりませんので、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。お申込みが8人（一部の講座は14人）に満たない場合など、
都合により中止とさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。開講中止の場合は、12月下旬ま
でにお手紙またはお電話で決定次第お知らせいたします。なお、お申込みをキャンセルされる場合には必ずご連絡
ください。
また、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週間前に受付終了とさせていただく場
合がありますので、あらかじめご了承ください。
STEP3→ 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。新規入会の場合は入会金を、更新の場合は更新料を加算いたします。コンビニエンス
ストアまたは郵便局から、お振込みをお願いいたします。その際の受領書は大切に保管してください。なお、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。令和4年8月30日より、コンビニエンスストアの振込手数料が
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。事務局窓口での現金取扱いはいたしておりません。
講師手配、講座準備の都合上、ご入金いただいた受講料等は、やむを得ない事情を除き、ご返金いたしかねます。
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。振込用紙等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。
振込用紙送付の際、日時・開講場所のご案内や地図を同封いたしますので、ご確認の上、初回の日時にお越しく
ださい。開講場所は、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。
OPTION → 語学を受講する方へ
語学の講座は、言語ごとにレベル順で掲載しております。初めてご受講される際にはレベルをよくご確認ください。
講座初回をご受講された時点でレベルが合わない場合には、その授業終了時にお申し出いただければ、２回目か
ら講座を変更することが可能です。ただし、変更先の講座の定員に空きがない場合および中止の場合は変更できま
せんので、ご了承ください。

ＳＯＡ会員の特典
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○受講お申込みの優先受付をいたします。
○85分授業10回を1単位とする基準で、62単位修得された方には「総合修了証」を授与し、
「ＳＯＡ名誉会員」
の称号をあわせて授与します。特典として、以降の更新料（3年ごと2,100円）を免除いたします。
（山梨県）、
「かすがの森」
（長野県）を学生料金にてご利用いた
○本 学園セミナーハウス「山中湖ガーデンヴィラ」
だけます。
○大 学図書館（閲覧のみ）、学生食堂、売店（ジャンティ三越）をご利用いただけます。

※新 型コロナウイルス感染症対策のため、一部の学園施設をご利用いただけない場合がございますので、ご了
承ください。
※学 園施設ご利用の際には、会員証の提示を求める場合がございますので、必ずお写真を貼付されました会員証
をご持参ください。
○プラーレ松戸、キテミテマツド10F 飲食フードコートでＳＯＡ会員限定特典サービスをご利用いただけます。
※詳細は Web 掲載のポスターをご覧ください。https://www.seitoku.jp/soa/

聖徳大学オープン・アカデミー（ＳＯＡ）について
快適なご受講のために
皆様により快適にご受講していただくため、必ずご一読くださいますよう、お願い申し上げます。
●ＳＯＡ公開講座を安定的に運営するための取組について ����������������������������������������������������������
1. 発 熱等の風邪症状など、ご体調がすぐれない方は受講をお控えいただきます。
※入館時に受講される皆様および教職員全員の検温を実施いたします。
2. アルコール消毒液を設置し、手指消毒を励行いたします。
3. 教職員を含めて、不織布マスクは常時着用といたします。
4. エレベーターの乗車人数を制限いたします。
5. 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を行います。
6. 飛 沫、接触感染のリスクを極力回避する講座運営をいたします。
7. 24時間換気稼動とともに、教室出入口を常時開放し、定期的に外気との換気を行います。
皆 様のご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。

●休講のご連絡について���������������������������������������������������������������������������������������������

大雪などの荒天、交通機関マヒ、講師の病気や急用等により講座を休講とする場合は、原則、以下の時間までに事務局
よりお電話（メール）にてご連絡いたします。しかし、事態の発生あるいは情報の伝達が、開講直前の場合、業務時間外の
場合など、ご連絡が間に合わない場合もございます。あらかじめご了承ください。
午前に開講の講座 → 午前9時までにご連絡、午後に開講の講座 → 午前11時までにご連絡
夜間に開講の講座 → 午後4時までにご連絡
なお、休講にともなう補講は、通常、最終週を1週繰り下げ、同一曜日の同一時間帯に行います。
※ご住所、お電話番号、メールアドレスなどを変更された場合は、必ず生涯学習課までご連絡をお願いいたします。

●本学10号館の化粧室、エレベーターについて ���������������������������������������������������������������������

建物の構造上、化粧室の数に限りがございます。また、授業開始および終了の時間帯には、エレベーターが大変混雑い
たします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

●個人情報について �������������������������������������������������������������������������������������������������

ご入会、講座お申込み時にご登録いただきました個人情報は、講座の運営、統計処理にのみ使用いたします。会員や担
当講師の個人情報を事務局からお教えすることはできかねます。また、受講者間における個人情報の交換につきましても、
各自の責任においてお取り扱いをお願いいたします。

●ご受講キャンセル、ご入金について��������������������������������������������������������������������������������

講師手配、講座準備の都合上、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ので、
ご了承ください。受講開始後、皆様のご都合により、ご出席できなくなった場合にもご返金はいたしません。
なお、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ので、あらかじめご了承ください。

●講座の出欠について �����������������������������������������������������������������������������������������������

欠席や遅刻の連絡は原則として必要ございません。とくに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。講座の出欠は、担当講師が教室にて確認いたします。出席回数が3分の2以上の方には、最終回の授業で修了証
をお渡しいたします。

●ご通学について����������������������������������������������������������������������������������������������������
本学には、自家用車用の駐車場および駐輪場がございません。公共の交通機関をご利用ください。

●教室について ������������������������������������������������������������������������������������������������������

授業の延長は5分以内ということで、担当講師には通知をいたしておりますが、授業が完全に終了し、清掃・消毒作業が
完了するまでは、ご入室はご遠慮いただきますよう、お願いいたします。

●授業について ������������������������������������������������������������������������������������������������������

ＳＯＡ公開講座は共同学習という形態のため、授業時間内の無用な私語、他の受講者の方のご迷惑となるご行為・ご発
言はお慎みいただくとともに、ご質問につきましても、担当講師の指示に従っていただき、授業の円滑な進行と公平なご
受講にご協力ください。また、担当講師の許可がない場合は、写真撮影ならびに録音を禁止させていただいております。

●禁煙について ������������������������������������������������������������������������������������������������������
本学キャンパスならびに本学10号館は全面禁煙となっております。

●ご飲食について����������������������������������������������������������������������������������������������������
講座で使用する教室内でのご飲食は、原則として禁止させていただきます。

●お手回り品について������������������������������������������������������������������������������������������������

ご受講中のお手回り品、とくに貴重品は、自己管理していただきますので、十分にご注意ください。盗難、紛失につきま
して、本学では責任を負いかねます。

●受講者間のトラブルについて ��������������������������������������������������������������������������������������

受講者の皆様間で発生したトラブルなど（授業時間外含む）につきまして、本学は関与する立場にございませんので、当
事者間での解決をお願いいたします。そのような事態が生じないように、良識ある言動をお心がけください。

●講座ご受講上のご注意���������������������������������������������������������������������������������������������

担当講師の指示に従っていただけない場合など、正常な受講環境維持にご理解とご協力が得られない方に関しましては、
受講をご遠慮いただく等の措置をとらせていただきます。また、他の受講者および学生に著しい迷惑を及ぼす行為が行わ
れた場合には、学園の判断により、会員資格を無効とし、施設への入構をお断りいたします。
5

第Ⅲ期（令和5年1月～4月）SOA講座一覧
コード

S聖 徳 講 座

6

講

座

名

S − 1 大人も楽しい図画工作―色と形の生み出す美の世界
S − 2 保育ブラッシュアップ講座
S − 3 “食の松戸物語”Part62
S − 4 パイプオルガンカレッジ（大人向け）A、B
S − 5 コンピュータを使って音楽にふれてみよう！
S − 6 音楽学部ピアノリレー講座「ピアノの魅力Part18」
S − 7 音楽で介護予防～楽しみながら気分もカラダもスッキリ！
S − 8 聖徳OGが贈る♡お互いが笑顔になれる介護の知識と技術D、E
S − 9 足腰を鍛えるために～Let's タップダンス！ A、B
A 教育・心理
A− 1 哲学サロン―メディアを読み解く
A− 2 中１数学をもう一度
A− 3 なるへそ！ 脳トレ算数教室
A− 4 やり直しの算数から数学へ～極限と微分～
B 文学・歴史
B − 1 小倉百人一首─草庵の歌 恋の歌 その３
B − 2 旅の文学 松尾芭蕉『野ざらし紀行』

B − 3 絵と逸話で読む『百人一首一夕話（ひとよがたり）
』
B − 4 中世文学『とはずがたり』と旅する
B − 5 浮世絵を読む―広重「名所絵」を楽しむ
B − 6 『太平記』とその時代
B − 7 神々の系譜を辿る（古事記上巻を読む）
B − 8 もう一度巡り会う古典『徒然草』を読む（1）
B − 9 戦国時代を読む『鎌倉大草紙』
（3）
B − 10 『唐詩選』その３
B − 11 七十二候と古典文学
B − 12 『竹むきが記』─女流日記最後の作品を読む─
B − 13 源氏物語精読
B − 14 落窪物語─痛快爆笑！王朝大衆娯楽小説
B − 15 松戸・常磐線沿線（千葉県）の歴史と地理を探る
B − 16 東葛地域の郷土史誌 ─暮らしから歴史・地理と民俗を把握する─
B − 17 木の国（江戸）・石の国（古代ローマ）の文明と文化
B − 18 テオクリトス『牧歌』を読む─古代ギリシアの心のうつろい─
B − 19 ソポクレース『エーレクトラー』
（ギリシア悲劇）を読む
B − 20 キリスト教の歴史─西洋文化をより深く理解するために─
B − 21 教養としての新約聖書─美術館に行く前に─
C 生活・社会
C− 1 SDGsと地球の未来
終活・エンディングノートの書き方講座─Part48─
C− 2
いざという時のために─介護・葬儀・お墓─
C− 3 備えて安心、ハッピーセカンドライフを目指そう！
C− 4 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
C− 5 日本国憲法からSDGsを考える
C− 6 暮らしを支える法～社会のあるところに法がある～
F 芸術・文化
F − 1 伝わる朗読～健康になる腹式呼吸と発声方法～
F − 2 心に残る朗読の仕方（上級者クラス）～読んで伝える物語～
F − 3 楽しい朗読『源氏物語』
（現代語訳）
F − 4 心に届く読み方をめざして！～ことばとからだのユニゾン～ 初級クラス、中級クラス
F − 5 フルートアンサンブルＡ、B
F − 6 郷愁を誘うハーモニカ入門講座
F − 7 ハーモニカの合奏を楽しもう
F − 8 歌舞伎の世界
F − 9 ローマの街で味わう芸術～美術館編～
F − 10 日本各地の美術館をめぐって─歴史・建築・コレクション─
F − 11 はじめての絵画 日本画クラス、水彩画1クラス、水彩画2クラス
F − 12 江戸の文化と折形 午前クラス、午後クラス
F − 13 円空・木喰仏にチャレンジ
F − 14 仏像彫刻（初級）
F − 15 やさしい和洋の袋もの～手づくりを楽しむ～
F − 16 ビーズアート
F − 17 ビーズステッチ
F − 18 基礎からの中村翔フラワーアレンジメントＡ、Ｂ＆いけばな
F − 19 はじめてのフラワー総合講座・夜間
F − 20 押し花初級コース～花たちのアートハーモニー～
F − 21 レカンフラワー初級コース～花の色と形がそのままアートに～
F − 22 楽しく上達出来る書道（入門～中級レベル）

頁
2
2
2
2
39
39
40
40
40
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
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14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18

コード

講

座

名

F − 23 楽しく上達出来る書道（入門～上級レベル）
F −24 かな書道
F − 25 かな書道上級
F − 26 入門・篆刻、六朝書道
G 健康・スポーツ
G− 1 腰・肩・ヒザなどに対応！ 痛み解消をめざす運動療法Ａ、B
G− 2 健康太極拳 午前クラス
G− 3 健康太極拳 午後クラス
G− 4 気功心理学講座
L語
学
L − 1 ＜中学１年生レベル＞ 英語を基礎からゆっくり～発音編
L − 2 ＜中学１年生レベル＞ 中１英語をもう一度～伝えることを中心に～
L − 3 ＜中学２年生レベル＞ 中２英語をもう一度～伝えることを中心に～
L − 4 ＜中学２年生レベル＞ 中２英語をもう一度～リスニングを中心に～
L − 5 ＜英検４～３級レベル＞ 重要パターンでモノにする英会話（復習・充実編）
L − 6 ＜英検４～３級レベル＞ First Steps in English！
L − 7 ＜英検４～３級レベル＞ Welcome To English！
L − 8 ＜英検４～３級レベル＞ 英会話入門
L − 9 ＜英検３級レベル＞ ABCからはじめよう！ 英会話
L − 10 ＜英検３級レベル＞ 楽しい英会話をはじめよう
L − 11 ＜英検３級レベル＞ 英会話初級
L − 12 ＜英検３級以上レベル＞ たくさん伝えよう in English
L − 13 ＜英検３級以上レベル＞ 英語で巡る世界遺産
L − 14 ＜英検３～準２級レベル＞ TALK！TALK！TALK！もっと話せる英会話
L − 15 ＜英検３～準２級レベル＞ やさしい英会話
L − 16 ＜英検準2級レベル＞ “Hi！”から始める入門英会話
L − 17 ＜英検準2級レベル＞ やり直しのゆっくり英文法
L − 18 ＜英検準２級レベル＞ ステップアップ英会話
L − 19 ＜英検準２級以上レベル＞ 英語でやりとりHALF& HALF
L − 20 ＜英検準２級以上レベル＞ Reading Modern British Short Stories
L − 21 ＜英検準２級以上レベル＞ 英会話上級
L − 22 ＜英検準２級以上レベル＞ 原書に親しみ英語力向上を目指す─『赤毛のアン』を読む─
L − 23 ＜英検２級以上レベル＞ Readers' Circle
L −24 ＜独検5級レベル＞ ドイツ語でコミュニケーション
L − 25 ＜独検４級レベル＞ ニュースを読んで身につけるドイツ語
L − 26 ＜入門レベル＞
初めてのフランス語
L − 27 ＜初心者レベル＞
話せるフランス語
L − 28 ＜初級レベル＞
フランス語基礎
L − 29 ＜中級レベル＞
フランス語「歴史小説」を読む
L − 30 ＜仏検４～３級レベル＞ 楽しくフランス語
L − 31 ＜仏検３級レベル＞ Dites-le en français
L − 32 ＜伊検５級程度レベル＞ イタリア語入門３
L − 33 ＜初心者～中級レベル＞ イタリア語旅行会話７
L −34 ＜学習１年以上レベル＞ イタリア語中級3
L − 35 ＜入門レベル＞
はじめてのスペイン語3
L − 36 ＜入門レベル＞
“セロ”から始める入門スペイン語
L − 37 ＜DELE A2レベル＞ スペイン語基礎会話1
L − 38 ＜DELE A2レベル＞ スペイン語基礎会話2
L − 39 ＜DELE A2レベル＞ スペイン語初級会話
L − 40 ＜西検４級、DELE B1レベル＞ スペイン語初級
L − 41 ＜DELE Ｂ1レベル＞ スペイン語中級会話
L − 42 ＜DELE B2レベル＞ スペイン語中級（読むこと・きくこと）
L − 43 ＜DELE C1レベル＞ スペイン語中上級（読むこと・きくこと）
L −44 ＜DELE C2レベル＞ スペイン語上級
L − 45 ＜初中級レベル＞
楽しく学ぶポルトガル語のレベルアップ講座！
L − 46 ＜中級レベル＞
ポルトガル語中級
L − 47 ＜入門レベル＞
ニーハオ！ピンイン入門
L − 48 ＜中検４級レベル＞ 中国語初中級
L − 49 ＜中検３級レベル＞ 中国語中級Ａ、B
L − 50 ＜読める方対象レベル＞ 韓国語「まっさら会話入門」
L − 51 ＜学習１年以上の方対象レベル＞ 韓国語会話初級
L − 52 ＜学習１年以上の方対象レベル＞ ソウルで使える簡単な韓国語会話
L − 53 ＜学習１年以上の方対象レベル＞ 韓国語をヒアリングからスピーキングへ
L −54 ＜学習１年半ほどの方対象レベル＞ 韓国ドラマなどが聞きとれる韓国語会話
L − 55 ＜学習１年半ほどの方対象レベル＞ 韓国人と往来会話韓国語（初級）
L − 56 ＜学習２年以上、ハングル検定５～４級レベル＞ 韓国語会話（初・中級）
ホテルで、食堂で、明洞で、タクシーで、
L − 57 ＜学習２年ほどの方対象レベル＞
韓国語をしゃべろう！（近中級）

頁
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コード

講

座

Seitoku University Open Academy

名

L − 58 ＜学習２年ほどの方対象レベル＞ 人と人をつなぐ韓国語会話（近中級）
L − 59 ＜学習３年以上、ハングル検定４～３級レベル＞ 韓国語会話（中級）
L − 60 ＜学習３年以上、ハングル検定３級以上レベル＞ 中・上級者のための韓国語会話
L − 61「ハングル能力検定試験３級」合格を目指そう！
L − 62「ハングル能力検定試験準２級」合格を目指そう！
Kキッチン
K − 1 中国茶・台湾茶を楽しく、美味しく！
Y 1Day講座
Y − 1 SOA寄席Ａ、B～松戸出身の噺家による落語の楽しみ方～【芸術・文化】
Y − 2 妖精郷を訪ねて【芸術・文化】
Y − 3 「おしゃべりな花たち」マーガレット【芸術・文化】
Y − 4 イタリー製カラフルクロスで作る年賀状整理ケース【芸術・文化】
Y − 5 イタリー製クロスと帯地で作る名刺入れ【芸術・文化】
Y − 6 1Day 押し花初級コース～花たちのアートハーモニー～【芸術・文化】
Y − 7 1Day レカンフラワー～花の色と形がそのままアートに～【芸術・文化】
Y − 8 耳、鼻、喉を健康に！ 〜薬膳、ハーブの視点から Ａ、B【健康・スポーツ】
Y − 9 毎日の暮らしに活かす薬膳・中医学 Ａ、B【健康・スポーツ】

※
※

頁

29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
32
32

コード

講

座

名

頁

JAPANESE ART: AN OUTSIDER'S VIEW
Y − 10 ＜英検２級以上レベル＞
32
（日本の美術：アウトサイダーの視点）【語学】
32
Y − 11 産学連携講座 味噌づくり体験教室【キッチン】
Y − 12 スパイス＆ハーブから作る
「カレー」の魅力♪
【キッチン】 32
基本が学べる食講座「簡単に作れる
33
Y − 13
人気のアップルパイをご家庭で！」
【キッチン】
Y − 14 人生を豊かにする★シャンパン講座★ Ａ、B【キッチン】 33
Y − 15 アフタヌーンティー講座【キッチン】
33
W 双方向オンライン講座
W− 1 【双方向オンライン】心理カウンセリング講座「やる気」 38
W− 2 【双方向オンライン】スペイン語1
38
W− 3 【双方向オンライン】スペイン語2
38
おうちでSOA講座
おうち 不登校の気持ちを理解する 起立性調節障害
38
真面目でお得な「企業分析」
38
おうち ―「あの会社」のことがひと目でわかる
⑧回転寿司チェーン

は聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座のマークです。 ※
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。※
は夜間講座のマークです。

継

続

講

座

※過去に当該講座をご受講された方を対象といたします。

古文書にみる
幕末社会

聖徳大学教授 大庭 邦彦
前期に引き続いて、幕末の情報集『元治紀聞』を読む予定
1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、 です。ただ、内容を勘案し、別の史料をテキストにすることも
3/13、3/20（月・10回）
あり得ます。これまでに古文書学習経験のある方に限ってのご
11：00～12：25 受講料 15,500円
受講をお願いします。

楽しい絵手紙入門

彫刻家

山浦 祥恵
2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13（月・6回）
10：15～11：40
受講料 9,300円 ※別途教材費あり

「下手でいい、下手がいい」でいきましょう！
●タテタテ・ヨコヨコ・ぐるぐる・竹 ●野菜・果物 など

デッサン入門
～静物画を中心に

彫刻家

山浦 祥恵
2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13（月・6回）
15：00～16：25
受講料 9,300円 ※別途教材費あり

モリモリ描いて上達していきましょう。一人ひとりの個性に
あわせて指導していきます。
●「静物」・クロッキー ●講評会
※人数や準備の都合などにより、若干の変更もあります。

デッサン中級
～静物画を中心に

彫刻家

山浦 祥恵
2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13（月・6回）
13：00～14：25
受講料 9,300円 ※別途教材費あり

もう、個展を開く生徒さんが出てきました。彼も鉛筆削りか
らはじめた生徒さんです。
さりとて、全員が同じゴールを目指す必要はありません。独
自の世界を切り開いてください。
●静物画 ●クロッキー ●講評会
※人数や準備の都合などにより、若干の変更もあります。

押し花中級コース

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

渡邊 敏子
渡邊 朋子
1/27、2/24、3/24（金・3回）
10：00～12：00
受講料 6,300円 ※別途教材費あり

ワンステップ上の花の処理法や、変形額やパステルの使い
方等、奥深い作品作りをします。小物作りも、季節に合わせ
ていろいろな技法のカリキュラムを組んでいきます。

押し花研究科

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

渡邊 敏子
渡邊 朋子
1/20、2/17、3/17（金・３回）
10：00～12：00
受講料 6,300円 ※別途教材費あり

講師資格取得後のグレードアップした内容で、バラの組み
方など、あらゆる面から（バックや構図、洋風アレンジや和風
アレンジなど）趣向をこらした奥深い作品作りの勉強をしてい
きます。

レカンフラワー
継続コース

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

渡邊 敏子
渡邊 朋子
2/3、3/3、3/31（金・３回）
10：00～12：00
受講料 6,300円 ※別途教材費あり

D-CAN密封、P-CAN密封、カルトンBOX等、小さな花か
ら大きな花まで密封できます。また、レカンドーム等、レベル
アップした作品作りと技術を学び、思いのままに作品を作りま
す。ウエディングブーケもすてきです。

鏡味 貴美子
1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、
3/23、3/30（木・10回）
10：45～12：10 受講料 15,500円

歌舞伎を楽しむために、現在上演されている歌舞伎や、来
月、再来月に上演される歌舞伎の演目について、そのみどころ、
上演作品の内容や役者さんの情報などを、豊富な資料と映像
資料を駆使して、わかりやすく解説します。





歌舞伎を楽しく

元学習院大学講師
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A-1

哲学サロン
―メディアを読み解く

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）11：00～12：25 受講料 15,500円

元聖徳大学教授

S

茂木 和行

プロフィールはP.37をご覧ください。

聖徳講座

いまや日本は、「衰退途上国」などと揶揄される国に成り下
がっていると言われるようになりました。気候変動に加えて“戦
争”の出現で、世界はますます不安定になり、世界の「読み解き」
の中心であった新聞やテレビが、SNSの急速な社会への浸透
により主役の座から滑り落ちているのは間違いない事実でしょ
う。
ユーチューブなどの映像メディアで、自由奔放の考えやアイ
デアを語る新型知識人も、新しいメディアの形として社会を衝

教育・心理

A

A-2

1/19、1/26、2/2、2/9、3/2、3/9、3/16、3/23（木・8回）
10：15〜11：40 受講料 12,400円

中1数学をもう一度
SOA講師

B

鈴木 貴士

プロフィールはP.35をご覧ください。

文学・歴史

今、それ専門の塾ができるくらい、数学を学び直す方々が
増えています。この講座は、そういった人達のための講座です。
中学１年生の教科書を使って、昔懐かしい数学のお勉強を
します。どの学問でも同じですが、とりわけ数学では定義（用
語の意味）の理解が不可欠です。
この講座では、一字一句疎かにせず、ややこしい数学用語・
説明文をわかりやすい日常語で言い換えて説明します。例題や
練習問題を、式の省略なしでゆっくり解いていきます。

生活・社会

C

A-3

鈴木 貴士

プロフィールはP.35をご覧ください。

芸術・文化

「2017×998+4034を10秒足らずで計算してください」「1
日１歩ずつ3日で3歩進んで、次の2日で2歩下がるを繰り返し
たら、何日目に初めて365歩になりますか？」といったナゾナ
ゾのような問題、愉快な問題、唸ってしまう問題をみんなで楽
しく解く講座です。
高度な専門知識や難しい公式は使いません。全部、小学校
の算数です。ちょっと頭をひねって、楽しく脳トレしましょう。
「あっ！」とひらめいたときの爽快感は、何物にも代え難いもの

健康・スポーツ

G

A-4

やり直しの算数から数学へ
～極限と微分～
SOA講師

L

語
学
キッチン

B-1

石黒 豊信

小倉百人一首
─ 草庵の歌 恋の歌 その3
元桐朋学園大学教授

Y
講座
1Day
8

があります。最近の中学校入試問題にも時折チャレンジ。お子
さん、お孫さんに「凄～い」と言わせちゃいましょう。
計算練習などでウォーミングアップしたあと、毎回2・3問を
じっくり考えていただき、講師がゆっくりわかりやすく解説しま
す。
講師はふだん英会話を教えていますが、元々は理学部物理
学科出身の理系です。さあ、そんな講師と一緒に「なるへそ！」
をいっぱい体験しましょう！

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）10：30〜11：55 受講料 15,500円

理解力のある今は、筋道をたてた考え方をすることで昔のこ
とがスムーズに頭の中に蘇り、ハッキリしてきます。同じ興味
と関心をもつ方々と一緒に楽しみながらやり直しましょう。数
学は脳トレに最適です。
前期は、高次関数のグラフを書けるところから、さらに最大
最小問題、高次不等式の解法などの基本問題を扱い、演習問
題に取り組みました。今期は、前期に続いて演習問題を主に
取り扱い、極限値、微分係数、接する、極値、恒等式、解の

K

また、どんな些細なことでも、恥ずかしさを感じることなく
質問できる雰囲気も売りです。
正負の数の足し算・掛け算から始まって、文字を使って式を
表す練習をします。そして、中１数学のメインイベント、方程
式です。これが解けるようになると、俄然楽しくなってきます。
さらに、比例、反比例などの関数を学びます。
講師はふだん英会話を教えていますが、元々は理学部物理学
科出身の理系です。皆様の学び直しのお力になれれば幸いです。

1/16、1/23、1/30、2/6、2/20、2/27、3/6、3/13（月・8回）
10：15〜11：40 受講料 12,400円

なるへそ！ 脳トレ算数教室
SOA講師

F

撃波のように揺るがしています。こんな時代、錯綜・多様化し
たメディアをどう読み解くか、ご一緒に考えていきましょう。
1 ．民主主義は劣化しているか ２．超超マイノリティな若者
3 ．超超マジョリティなお年寄り 4 ．私たちは動物園の珍獣
か？ ５．個人的なものこそ政治的である 6 ．「資本主義」
は調教可能か ７．データとエビデンスの相関関係
８．無意識民主主義構想 9 ．ソフトウェア政治家の登場
10．そして誰もがネコになる？

プロフィールはP.34をご覧ください。

個数などの意味をしっかりと固めていきます。また、予告しな
がら扱うことができなかった変曲点のこと、分数関数のグラフ
を増減表を作り書く予定です。
書きこみのできる自作テキストをかみ砕いてゆっくりと説明
します。毎回、前回の復習から入り、前回のモードに高めてか
ら次に進みます。やむを得ず出席できないこともあります。授
業が欠けるとわからなくなりますので、できる限り補講をしま
す。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）10：45〜12：10 受講料 15,500円

長江

信之

百人一首の歌を毎回３首ほど読み進めて中盤となり、恋の
歌が多くなりました。百人一首には、約半分の四十三首の恋
の歌が取り上げられています。儒教を中心理念として形成され
た漢民族文化圏では〈恋〉という文学語はなく、夫婦関係以
外の男女のつながりは社会的逸脱つまり不道徳です。
詩歌の中心に〈恋歌〉が大きな位置をしめる日本は、その
粗野な国の貴族社会のなかで、社会的束縛から離れたところ
での個としての男と女が、互いの心を寄せ合ったり、反発し合っ
たりする自分の心の動きを整った形の言葉〈歌〉に表して贈答

プロフィールはP.36をご覧ください。

することが続けられました。それは勿論、社会的には逸脱行
為であるため、歌人の心のなかには己の内面からわきあがる欲
望と社会的な規範を守ろうとする理性との葛藤があります。
不思議なことに、日本人は絶対的な社会規範を打ち立て、
本能と規範の葛藤による苦しみのなかに美的価値を認めたよう
です。現代では、これまでの道徳・哲学的規範がことごとく崩
壊して、赤裸のままで〈私〉がうち捨てられています。その〈私〉
が〈あなた〉とどのように心を通じあえるのか。日本の《恋歌》
を読もうというのは、ここにかかっています。

B-2

旅の文学
松尾芭蕉『野ざらし紀行』
SOA講師

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）13：00〜14：25 受講料 15,500円

大内

瑞恵

プロフィールはP.34をご覧ください。

絵と逸話で読む
『百人一首一夕話（ひとよがたり）』
SOA講師

大内

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）10：45〜12：10 受講料 15,500円

瑞恵

プロフィールはP.34をご覧ください。

プロフィールはP.34をご覧ください。

F

芸術・文化

の歌人で僧の西行に倣って、修行の旅に出ます。東海道を下
り熱田社・三島社を詣で、江の島に立ち寄り、鎌倉に入ります。
鶴岡八幡宮に詣で、鎌倉を廻る一人の尼。惟康親王が将軍を
廃され、京へ送還されるという、歴史的事件に遭遇するという
こともありますが、さらに、善光寺、浅草観音堂を廻るなど、
非常に広範囲な旅の様子が記されていきます。
この講座では、二条の旅の部分を中心に、作品をくずし字
でゆっくりと読み解きながら鑑賞していきます。

健康・スポーツ

G

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）15：00〜16：25 受講料 15,500円

大内

瑞恵

プロフィールはP.34をご覧ください。

L

評判となりました。
その後、登場した歌川広重の揃物（連作）浮世絵「名所江
戸百景」は、大胆な構図と奇抜な視点に特色がある名所絵です。
目録で四季に分類されているように、季節ごとの行事や風景が
描かれています。また、北斎同様に、印象派のモネやゴッホと
いった西洋画家たちに影響を与えたことでも知られます。
今期は、『名所江戸百景』に続いて、広重の『六十余州名
所図会』を読み込んでいきましょう。

語
学

K

キッチン

江戸時代に登場した浮世絵。浮世絵とは、人々の生活風俗
（浮世）を描くところからの呼称です。江戸時代中期以降、多
色摺の技法が広がり、
その色彩から「錦絵」といわれ、美人画、
役者絵が大流行します。
一方、絵師たちは風景画という新しいジャンルに目を向けま
す。折しもオランダ経由で伝わった西洋絵画の遠近法を取り入
れた「浮絵」など、新しい試みが次々となされていきます。北
斎の「冨嶽三十六景」はその構図の斬新さ、藍摺の美しさで

B-6

生活・社会

瑞恵

浮世絵を読む
―広重「名所絵」
を楽しむ
SOA講師

文学・歴史

大内

『とはずがたり』は13世紀〜14世紀、鎌倉時代後期の女性
の日記です。作者は後深草院に仕えた女性、二条（大納言久
我雅忠の娘）です。
二条は幼くして母を亡くし、後深草上皇の御所で育ち、やが
て上皇の寵愛を受けます。まるで『源氏物語』の紫の上のよ
うです。しかし、現実の鎌倉時代の朝廷は、物語よりもさらに
愛憎に満ちた非常に複雑な人間関係をはらんでいました。
正応2年（1289）頃、出家した二条は、平安末期の漂泊

B-5

C

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）13：15〜14：40 受講料 15,500円

中世文学『とはずがたり』
と旅する
SOA講師

B

江戸時代、天保4年（1833）、国学者の尾崎雅嘉が百人一
首の注釈書を刊行しました。和歌の解釈とともに歌人の逸話
を述べ、絵師で有職故実の研究者でもある大石真虎が挿絵を
描いたという『百人一首一夕話』です。
今期は、右大将道綱母「歎きつつ」、儀同三司母「忘れじの」、
和泉式部「あらざらむ」、紫式部「めぐりあひて」など、華や
かななかに静かな趣のある、女流文学者の歌を中心に、平安
中期の和歌を読み進めていきます。

『小倉百人一首』は、鎌倉時代前期に成立したといわれる
和歌のアンソロジーです。奈良時代から鎌倉時代に至るまでの
歌人100人の歌が、それぞれ1首ずつ選ばれています。室町
時代に和歌を学ぶ重要な知識として伝えられ、江戸時代には
「歌かるた」などで広まりました。
『小倉百人一首』を順に読んでいくと、そのまま和歌の歴史
や、和歌の技法を学ぶことができます。歌人のこと、歌の詠ま
れた背景などを知ると、いっそう和歌がおもしろくなります。

B-4

A

教育・心理

B-3

S

初の紀行文として知られるのが、『野ざらし紀行』です。貞享
元年（1684）秋に江戸を出て、郷里伊賀上野へ帰り、近畿・
中部をまわって4月に江戸に帰った旅の文学です。書名は冒頭
の句「野ざらしを心に風のしむ身かな」
によります。別書名の
「甲
子吟行画巻」という絵巻も有名です。折しも、令和4年（2022）
5月に「野ざらし紀行」挿絵付の芭蕉自筆本が、発見されたこ
とでも話題になりました。この冬は芭蕉の初期の紀行文を、絵
とともに読んでみませんか。

聖徳講座

江戸時代の俳人、松尾芭蕉は『おくのほそ道』の俳諧紀行
文で知られています。『おくのほそ道』は、元禄2年（1689）
の晩春に江戸を出立し、
日光を訪れ、白川（白河）の関を越え、
松島・平泉、そして日本海側の象潟を訪れ、北陸路を歩み、
秋に大垣にたどり着く紀行文です。
この『おくのほそ道』は広く知られていますが、芭蕉は元禄
2年以前にも各地へ旅をしています。
「旅の俳人」として知られる芭蕉ですが、なかでも、その最

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）15：00〜16：25 受講料 15,500円

『太平記』
とその時代
聖徳大学講師

藤井

崇

Y

史学の観点に立って読み込みます。
１回で２場面程度取り上げる予定です。ただ、『太平記』は
あくまで読み物なので、歴史史料として活用するには、同時に
同時代の史料を読むことが必要不可欠です。同時代の史料に
ついては、講師が用意し、解説します。
今期は、後醍醐天皇の建武の新政のくだりを読む予定です。
歴史好きな方、ふるってご参加ください。

講座
1Day

『太平記』は、児島法師という人物が記したとされる、南北
朝内乱を描いた著名な軍記物（合戦中心の物語）です。登場
人物としては、後醍醐天皇や、これと協力したり、対立したり
する足利尊氏・直義らです。
『太平記』については、昔より多くの小説やドラマで取り上
げられてきました。この授業では、そうした南北朝内乱の知識
をより深めるべく、歴史研究者も参考にする『太平記』を歴

プロフィールはP.36をご覧ください。

9

B-7

神々の系譜を辿る
（古事記上巻を読む）

1/10、1/17、1/24、1/31、2/7（火・5回）
13：00〜14：25 受講料 7,750円

秋草学園短期大学教授

S

中村

陽一

プロフィールはP.36をご覧ください。

聖徳講座

新天皇が即位され、年号も平成から令和へとかわったこと
は、日本の伝統や皇室の系譜について考えるきっかけとなりま
した。しかし、皇祖神であり、伊勢の神宮に祀られている天照
大神から皇室へどのように繋がっているのか、その系譜を知っ
ている方は少ないのではないでしょうか？
本講座では、天照大神をはじめ、伊 邪那岐・伊 邪那美・
須佐之男・大国主など、聞いたことはあるけれどよく知らない
（？）日本の神話を、古事記（上巻）を読みながら、図と絵を
あまてらす

おおみかみ

い

す

教育・心理

A

さ

の

お

B-8

ざ

な

ぎ

ざ

な

み

もう一度巡り会う古典
『徒然草』
を読む
（1）

文学・歴史

清水

眞澄

生活・社会

B-9

芸術・文化

清水

眞澄

プロフィールはP.35をご覧ください。

『鎌倉大草紙』は、三巻から成る室町時代の戦記です。異
称を『太平後記』といい、1379年から1479年の東国の動乱
を記します。また、本書の作者や成立年代は未詳ですが、文
学史研究の好史料とされます。
今期は、上杉禅秀の乱の余波を取り上げます。前半では、
小栗満重の乱から、小栗判官照手姫の物語と藤沢遊行寺を紹
介します。後半は、甲斐源氏の歴史です。困難な現代だから
こそ、戦乱の歴史を通じて人間の生き方を考えてみませんか。

健康・スポーツ

G

SOA講師

髙橋

啓市

プロフィールはP.36をご覧ください。

語

「田園」を主題とした作品鑑賞です。
田園生活を営む庶民の姿は、どのように受容されていたので
しょうか。階層の異なる詩人たちの感性を持って表現された作
品には、味読すべきものが数多くあります。
『唐詩選』に収録されなかった詩人たちの作品を『全唐詩』
に求めて、右記の作品を鑑賞します。

学
キッチン

K

B-11

髙橋

啓市

講座
1Day

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。
二十四節気では、立冬・小雪・大雪・冬至・小寒・大寒に
至る時候となります。
先人は自然の恵みを日常生活に反映させ、生き生きと豊か
な暮らし向きを残してきました。詳細な七十二候の各事項の様

10

老圃堂
曹 鄴
村 居
沈亞之
秋晩郊居 任 翻
江村卽事 司空曙
山居秋瞑 王 維
越溪村居 戴叔倫
喫茗粥作 儲光羲

鑑湖西島言事
方 干
野 居
張 籍
渓 居
柳宗元
山莊月夜作
蕭頴士
秋 墅
儲嗣宗
碧澗別墅喜皇甫侍御相訪

劉長卿

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）13：15〜14：40 受講料 15,500円

七十二候と古典文学
SOA講師

Y

本書の最後、太田道灌による臼井城攻略までを読み切った
時、新たな歴史の理解が生まれることでしょう。
１．公方と管領
２．小栗満重の乱
３．説経「小栗判官」と藤沢遊行寺
４．甲斐の動乱①
５．甲斐の動乱②
６．まとめ

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）11：00〜12：25 受講料 15,500円

B-10 『唐詩選』その3

L

１．『徒然草』入門① 兼好法師の生涯
２．『徒然草』入門② 古典との出会い方
３．第1段 ～願望
４．第3段 ～男と女 ─ 恋愛論
５．第10段 ～住居と環境
６．まとめ

1/25、2/1、2/8、2/22、3/1、3/8（水・6回）
10：30〜11：55 受講料 9,300円

戦国時代を読む
『鎌倉大草紙』
（3）
SOA講師

F

ひゅうがさんだい

プロフィールはP.35をご覧ください。

『徒然草』は、どなたもが１度は学んだ古典かと思います。
しかし『徒然草』は、ここ10年ほどで研究が大きく進展し
ました。兼好法師の生涯からはじめて、新しい研究に学びつつ、
『徒然草』と再会しませんか。大人にこそお伝えしたい古典の
世界があります。もはや品詞分解はありません。古語の暗記も
ありません。きっと、新たな発見に驚かれることでしょう。『徒
然草』から、知られざる古典の魅力を楽しみましょう。

C

う け い

1/25、2/1、2/8、2/22、3/1、3/8（水・6回）
13：15〜14：40 受講料 9,300円
SOA講師

B

い

おおくにぬし

交えて分かりやすく解説します。
①古事記と日本の神話…編纂の時代背景と神々の系譜
②伊邪那岐と伊邪那美…国生みから三貴子の誕生まで
③天照大神と須佐之男…誓約と天の岩戸
④大国主神と出雲神話…国造りと国譲り
⑤天孫降臨と日向三代…神武天皇への系譜
※令和４年度第Ⅱ期と同じ内容が含まれます。

プロフィールはP.36をご覧ください。

子が古典文学に記録されていることに出会い、先人の智慧が
七十二もの季節によって満たされているかを、心と体で受容し
ていたのだと感動すること頻りです。
よって、私達の生活にも生かしてみようと思う次第です。

B-12

『竹むきが記』
―女流日記最後の作品を読む―
ひ

の

す

け

な

むすめ

めいし･なこ

SOA講師

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）13：15〜14：40 受講料 15,500円

髙橋

啓市

プロフィールはP.36をご覧ください。

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）10：45〜12：10 受講料 15,500円

源氏物語精読
SOA講師

赤塚

雅己

プロフィールはP.34をご覧ください。

い ず こ

いく

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）13：00〜14：25 受講料 15,500円

落窪物語
―痛快爆笑！ 王朝大衆娯楽小説
SOA講師

赤塚

雅己

SOA講師

相原

正義

L

３．松戸宿を年表で調べる
４．地震に耐えるか、東葛の地形と地質
５．近代化後の東葛の地名変化
６．坂川治水と鰭ヶ崎村渡辺家
７．東葛事始め ─ 松尾芭蕉句碑、六斎市、キリスト教会
８．地域の寺院 ─ 寺の存続、本土寺の不受不施

学

K

キッチン

相原

プロフィールはP.34をご覧ください。

語

東葛地域の郷土史誌―暮らしから
歴史・地理と民俗を把握する―
SOA講師

G

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/23（木・8回）
13：15〜14：40 受講料 12,400円

常磐線沿線の歴史、地理、民俗を扱います。授業で使うプ
リントは、初回にお渡しします。授業は初めての方にも親しむ
ことができるよう、毎回違った題と内容を扱いますので、資料
を読まれ、疑問・質問をメモする程度でご参加ください。次
期授業で扱ってほしい題がありましたらご相談ください。
１．松戸・柏の教育の始まり、寺子屋から明治の学制へ
２．旧制中学校創立の遅れ、東葛中学校創立のころ

B-16

F

代風に言えば、青少年層が親近感をもって気軽に楽しめるライ
ト・ノベルと位置付けられるでしょう。
『源氏物語』とは異なる単純明快・波乱万丈・痛快無比・
抱腹絶倒の素朴な通俗性を通して、平安物語の多彩な有り様
を垣間見られる異色作です。
継母の奸計によって、監禁された姫君に貞操の危機迫る中、
少将・あこきの姫君救出作戦は果たして成功するのでしょうか。
手に汗握る展開を味読します。
（テキスト80〜107ページ予定）

健康・スポーツ

松戸・常磐線沿線（千葉県）
の
歴史と地理を探る

プロフィールはP.34をご覧ください。

芸術・文化

『落窪物語』は、10世紀後半以後の成立と推定される全4
巻の中篇物語です。
継母に苛められる純情可憐の姫君と、彼女を救い幸福の花
園へと誘う貴公子とのシンデレラ・ストーリーが基軸ですが、
本作の何よりの特徴は、姫君の侍女と貴公子の乳母子との恋
人コンビが、それぞれの主人のために滅私奉公・粉骨砕身の
大活躍を展開する点にあります。
ここから本作の想定する主な読者は従者層と考えられ、現

B-15

C

生活・社会

おちくぼ

B

か、現代の我々にとっても興趣尽きぬこの傑作を、原文に即し
て味読していきます。
紫式部の人生と芸術、その生きた時代の姿を概観しつつ、
より一層理解を深めるための講座を目指します。
今期は、光源氏退場後の幽暗の世界に彷徨う宿命を背負っ
た人々の愛執と迷妄に鋭く迫る第三部の序幕として、薫と匂宮
に焦点を合わせる匂兵部卿（匂宮）巻を味読します。

文学・歴史

『源氏物語』は、王朝国風文化を継承・洗練するのみならず、
漢詩文・仏教等の海外文化をも自家薬籠中のものとして自在
に受容する、多彩なる複合体とも称すべき長篇物語です。
これだけの質量ともに重厚・秀抜なる女流文芸は、11世紀
初頭の世界の何処にもその例を見ることはできません。まさに
日本の誇る文化遺産として幾久しく守り伝えたい至宝です。
この奇跡的達成を遂げた物語の魅力とはいかなるものなの

B-14

A

教育・心理

B-13

S

今期は、以下の章段を味読します。
・光厳天皇御即位（元弘二年）
・改元（正慶元年）
・賀茂の祭（正慶元年）
・光厳天皇常磐井殿に行幸（正慶元年）
・から若（正慶元年）

聖徳講座

作者は、日野資名の女、名子です。
女流日記文学の流れをくみ、その最後の作品として注視され
ている日記文学です。南北朝動乱期の状況下の様相記述は、
極めて史料価値が高いと評価されております。
作者は三大危機（皇統・西園寺家再興・仏道修行の生活）
の最中、中世貴族の女性の生き方を反映して日記文に記しま
した。変体仮名で記されたその日記を講読します。

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8（水・8回）
13：00〜14：25 受講料 12,400円

正義

Y

４．地盤はどうつくられたか、東葛の地形と地質
５．明治以降の地域の地名変化
６．坂川の治水と渡辺庄左衛門家三代
７．東葛の事始め ─ 東葛の芭蕉句碑、電灯、キリスト教会
８．お寺を考える ─ 持続への努力、本土寺の不受不施

講座
1Day

講座の概要につきましては、
【B-15】
「松戸・常磐線沿線（千
葉県）の歴史と地理を探る」と同様です。
１．東葛の教育 ─ 寺子屋から小学校へ
２．大正時代の旧制中学校誕生
３．江戸期の松戸宿（年表）

プロフィールはP.34をご覧ください。
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B-17

木の国（江戸）・石の国（古代ローマ）
の
文明と文化
SOA講師

S

中川

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21（火・6回）
15：00〜16：25 受講料 9,300円

良隆

プロフィールはP.36をご覧ください。

聖徳講座

江戸時代は265年間、古代ローマは第2次ポエニ戦争で「地
中海を我が海」としてから677年の間、栄華を誇りました。
なぜ江戸と古代ローマが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。
講座では、右記の5つの項目についてお話しします。

①木の国・石の国の栄華と建造物
②都市の防衛（火事・地震対策と戦争）
③戦国・江戸時代の人々の能力と置かれた環境
④インフラ（街道・水道）の考え方
⑤国の治め方／食料と娯楽の提供、支配の法則

教育・心理

A

B-18

テオクリトス
『牧歌』
を読む
─古代ギリシアの心のうつろい─
SOA講師・国際基督教大学研究員

山口

2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16（木・6回）
15：00〜16：25 受講料 9,300円

京一郎

プロフィールはP.37をご覧ください。

前3世紀の詩人テオクリトスによる『牧歌』は、古代ギリシ
ア人の抒情を現代に伝えてくれる作品集です。作品ひとつひと
つは短くて読みやすく、そこに描かれる風景と情景、植物や生
き物、恋や死別、生きる喜びや悲しみ、褒め合いや嫉妬など
から、古代の世界と人々を生き生きと想像することができます。
また、いわゆる牧人の歌だけではなく、町人の会話や王へ
の賛歌、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。

文学・歴史

B

生活・社会

C

ソポクレース
『エーレクトラー』

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）11：00〜12：25 受講料 15,500円

B-19 （ギリシア悲劇）を読む

東京大学助教

F

松浦

高志

芸術・文化

ソポクレースの悲劇『エーレクトラー』の第1100行付近か
ら約250行分を日本語訳で読みます（第Ⅱ期に読み終わった
箇所の続きからです）
。毎回10行から30行程度と、読むペー
スはゆっくりですので、初めての方でも無理なく受講できます。
授業では受講生の方に、順番に数行程度ずつを割り当てま
すので、音読し、
わかりづらかった箇所を指摘していただきます。
その後、その箇所に関して講師が解説し、必要であれば皆さ
んで議論します。

健康・スポーツ

G

B-20

キリスト教の歴史
―西洋文化をより深く理解するために―
元聖徳大学准教授

L

中村

語
学
キッチン

B-21

教養としての新約聖書
─美術館に行く前に─
元聖徳大学准教授

Y
講座
1Day
12

プロフィールはP.36をご覧ください。

初回にはギリシア悲劇についてと、それまでに読んだ箇所に
ついて説明しますので、今期から受講する場合でも心配する必
要はありません。また、日本語訳で読んでいても、時間的にも
地理的にも遠く離れたところで作られた作品ですので、わかり
にくいところが多々出てくると思います。そのような箇所をてい
ねいに解説しつつ、ゆっくり読んでいきますので、心配する必
要はありません。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）13：30〜14：55 受講料 15,500円

七重

ユダヤ教徒として処刑されたイエスを、神の子でありメシア
（救世主）であると信じた人たちによって、キリスト教が誕生し
ました。ユダヤ教徒との対立や、ローマ帝国による迫害に耐え
た小さな教会は、ローマ帝国の国教となり、その後全世界に
広がっていきます。
キリスト死後の2000年間のキリスト教の歴史をたどること
は、西洋文化だけではなく、現在の世界を理解するためにも
必要な学習です。

K

この講座では、1編に1～2回ずつかけて、ゆっくりと読み進
めていきます。
今期は、「８．ダプニスとメナルカス1」「９．ダプニスとメ
ナルカス2」（牛飼と羊飼の歌合戦）、「２．まじないをする女、
シマイタ」（失恋した女性の歌）、「13．ヒュラス」（ニンフにさ
らわれた少年とヘラクレスの歌）を中心に扱う予定です。
継続講座ですが、新規の方のご受講を歓迎します。途中か
らのご参加に支障のない内容です。

プロフィールはP.36をご覧ください。

2014年に開始した当講座は、古代（原始教会時代の殉教
者たち、修道生活を始め、教義を確立した教父たちなど）を終
了し、現在は中世を対象にしています。十字軍、聖フランシス
コまでの歴史を終了し、今後の予定項目は、騎士修道会、ペス
トの大流行、異端審問、教会と神聖ローマ帝国の対立などです。
さまざまな疑問点を皆様とご一緒に考えていく講座にしたい
と考えております。必要な復習も随時入れていますので、途中
からのご参加も歓迎いたします。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）15：15〜16：40 受講料 15,500円

中村

七重

旧約の長い歴史の後にイエス・キリストが誕生しました。そ
の言葉や行いをまとめたものが新約聖書です。キリスト教が誕
生して2000年。聖書の影響は、学問・芸術から日常生活の
すみずみにおよんでいます。
ヨーロッパの美術館に収納され、名作とされる絵画や彫刻
の多くは聖書を題材にしたものです。しかし、それらの鑑賞に
は何が表現されているのかを知っていることが不可欠です。
必須の知識を伝えたいとの思いで、この講座を始めたのは

プロフィールはP.36をご覧ください。

1998年でした。
「これまで敬遠していた宗教画を見ることが楽
しくなった」という感想を今までに多くの方から聞くことができ
ました。
新約聖書の物語を読み、必要な場合には（ほとんど必要です）
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。
美術作品の助けを借り、“永遠のベストセラー”を深く楽しく
理解できる講座にしたいと考えております。

C-1

2/21、2/28、3/7、3/14（火・4回）
13：00〜14：25 受講料 6,200円

SDGsと地球の未来
秋草学園短期大学教授

中村

陽一

終活・エンディングノートの書き方講座―Part48―
いざという時のために―介護・葬儀・お墓―
聖徳大学教授

長江

曜子

鈴木

暁子

財務アナリスト

児玉

万里子

F

いのか知らないために、一人で抱えこんで疲弊してしまうケー
スが少なくありません。「その時」のために、今のうちから準
備しておきましょう。
Ⅲ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。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。

G

プロフィールはP.35をご覧ください。

L

語

今期は、伊藤忠商事やアルファベット（米グーグルの持株会
社）、親会社ホンハイ傘下で事業基盤強化を図るシャープ、地
熱発電のオーマット・テクノロジーズやEV充電ネットワークの
チャージポイントなどのエネルギー関連企業、特色ある日本勢
として中古住宅の再生販売のカチタス、世界最大の気候情報
会社のウェザーニューズ、ソフトウェアの不具合検出サービス
のデジタルハーツなど、そしてエスプレッソマシンで有名なイタ
リアのデロンギなどを取り上げます。

学
キッチン

K

2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25（土・6回）
15：00〜16：25 受講料 9,300円

日本国憲法からSDGsを考える
ハリウッド大学院大学特任教授

プロフィールはP.35をご覧ください。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）15：00〜16：25 受講料 15,500円

あなたを取り巻く身近な企業のこと、どの程度ご存知ですか。
「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。よく知られた内外10社を取り上げ、
背景となる文化や風土にまで切り込んで、正体・実態を明ら
かにしていきます。
「数字」や「分析」、「経済」が苦手なかたも大丈夫です。
生活者目線、素人目線を大事にしながら解明していきます。話
題の企業がグンと身近になること、請け合いです。

C-5

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

健康・スポーツ

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

C

芸術・文化

老後資金、医療、介護、相続・贈与、終活など、シニアの
不安や悩みはさまざまです。少しでも不安を解消するために、
まだ時間のあるうちから準備していきましょう。
Ⅲ期は「知っておきたい介護のキホン PART3」
ということで、
Ⅰ期・Ⅱ期に続き、介護をテーマに取り上げます。
初めて介護と向き合うことになった人は、何をどうすれば良

B

②新しい形のお墓と葬儀、永代供養墓、納骨堂や自分の想い
を形にしたお墓とは？ 追悼としてのお墓とは？ お墓の悩み
解消法。クレーム対処法。失敗しないお墓選び。お墓の引
越し方法。相続とお墓のトラブル解決策エピソード集。墓じ
まい、お仏壇の処分や散骨事情、手元供養等。
③世界のお墓事情から学ぶ、これからの日本のお墓のあり方。
合葬墓・納骨堂、樹木葬墓地、ペットと共葬墓地等。
※パワーポイント、スライドで楽しく学ぶ講座です。

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

C-4

プロフィールはP.2をご覧ください。

生活・社会

C-3

1/19、1/26、2/2（木・3回）
10：00〜11：25 受講料 4,650円

文学・歴史

今、話題の終活。いざという時のためのエンディングノート
は大切です。そして、終活のまえに必要なことを一緒に考え、
学びましょう。自分らしい家族葬、散骨、樹木葬、想いを形
にしたお墓や改葬（お墓の引越し）、墓じまいやお仏壇の処分、
オリジナル骨壷、海外のお墓事情等を学びます。
①今、葬儀とお墓は変わりつつあります。少子・高齢社会の
現実とは？ 無縁社会とは？ 多死社会とは？ 自分らしい介
護・看取り・葬儀とは？ エンディングノートの書き方のヒント。

A

教育・心理

C-2

S

本講座では、具体的事例をもとにわかりやすく解説します。
①MDGsからSDGsへ～採択までの経緯
貧困と格差をどうするか（目標1.2.3.4.5.6について）
②平等と人権をどう守るか（目標7.8.9.10.11.12について）
③持続可能性とは何か（目標14.15.16について）
④気候変動対策と国際協力（目標13.17について）
※順番や内容については変更する場合があります。
※令和４年度第Ⅱ期と同じ内容が含まれます。

聖徳講座

最近よく取り上げられるようになったSDGs（Sustainable
Development Goals：持続可能な開発目標）は、2030年ま
でに持続可能でよりよい世界を目指す17の目標、169の達成
基準からなる国際目標です。2001年に策定されたミレニアム
開発目標（MDGs）の後継として、2015年9月の国連サミッ
トで加盟国の全会一致で採択されました。
しかし、実際に何が起こっているのか、何をすべきなのか、
多くの誤解や間違った報道や取り組みも見られます。

プロフィールはP.36をご覧ください。

上妻

博明

Y

確認する」と宣言し、第13条（個人の尊重等）では「すべて
国民は、個人として尊重され」、「最大の尊重を必要とする」
とするSDGsの理念を先取りし、さらに第25条（生存権等）
では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む
権利を有する」等として、SDGsの理念を共有しています。
本講座では、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。

講座
1Day

SDGsは、あらゆる貧困と飢餓を終わらせること、国内的・
国際的な不平等と戦うこと、平和で公正かつ包摂的な社会を
うち立てること、人権を保護しジェンダー平等を進めること、
働きがいのある人間らしい仕事のための条件を作り出すこと、
地球と天然資源の永続的な保護を確保することなど、17の目
標と169のターゲットを定めています。
憲法前文では、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖
と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを

プロフィールはP.35をご覧ください。

13
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暮らしを支える法
～社会のあるところに法がある～
ハリウッド大学院大学特任教授

S

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）13：00〜14：25 受講料 15,500円

上妻

博明

プロフィールはP.35をご覧ください。

聖徳講座

毎日読む新聞には、さまざまな政治、経済、事件等が掲載
されています。このような社会に関わる問題から日頃の生活を
取り巻くさまざまな物事まで、実は法が背後で働いています。
法は、目に見えない形で生活にしっかりと寄り添っています。
皆さんが何も問題なく幸せに生活できることを法は考えている
のです。朝起きて寝るまで、約束の時間、仕事、買い物等、
生活に関わることには何らかの形で、法が働いています。

教育・心理

A

F-1

伝わる朗読
～健康になる腹式呼吸と発声方法～
聖徳大学講師

柴田

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）13：00〜14：25 受講料 15,500円

かおる

録音されたご自分の声を聞いたとき、自分が思っていた声と
は違って聞こえるという方が多いのではないでしょうか？
でも、「声を出すことは呼吸をすることである」とわかれば、
聞きやすい声に変わります。
この講座では、日本語を一旦、外国人の目になって客観的
に捉え、五十音から訓練していきます。最終的には、こうした
訓練の成果が生かせるような、読み物も読んでいただきます。

文学・歴史

B

生活・社会

C

F-2

心に残る朗読の仕方（上級者クラス）
～読んで伝える物語～
聖徳大学講師

柴田

芸術・文化
健康・スポーツ

G

F-3

かおる

宇留田

初実

この講座では、現代語訳で『源氏物語』を朗読します。
原文朗読も少し行います。朗読のコツと、『源氏物語』を読
むコツを基礎から学びましょう。
『源氏物語』を読むために必要な知識（時代背景、人物造
型等）を詳しく解説し、その知識を朗読に生かしていきます。
皆様とご一緒に明るく積極的な人生に役立つ講座にしていき
ましょう。初めての方でも大丈夫です。

語

L

学
キッチン

K

F-4

心に届く読み方をめざして！
～ことばとからだのユニゾン～
初級クラス、
中級クラス
演出家

Y
講座
1Day
14

・

プロフィールはP.35をご覧ください。

時には最新のベストセラーの中から教材を選ぶこともありま
すので、もしかしたら普段皆さんがお手に取ることのない本を
お読みになることもあるかもしれません。
授業は、朗読上級者向けです。
以下の組み合わせで読み込んでいきます。
・エッセイ、小説、新聞雑誌の記事、詩、紀行文、ノンフィク
ション

プロフィールはP.34をご覧ください。

『源氏物語』 基礎知識と朗読入門
〃
「藤袴」を朗読する
〃
文の種類と朗読
〃
人物像と会話と朗読
〃
日本語の母音
〃
日本語の子音
〃
「間」の取り方

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）初級クラス 9：00〜10：25 中級クラス 11：00〜12：25
受講料 15,500円

直井

修一

詩、小説、エッセイ、戯曲（せりふ）を声に出し、楽しく演じ、
表現するための基本を学びます。「ことばで遊ぼう」が講座の
合ことばであり、ときには、ことばの求めに応じて、立ったり、
座ったり、歩いたり…。ことばと行為の結びつきは、のびやか
な発声、ユニークな発想・表現へとつながります。日常の約束
事から離れ、自由に演じてみましょう。
朗読や演技に興味のある方はもちろん、営業職やボランティ
ア活動など、人前で話す仕事に携わる方にもおすすめの講座
です。
・

朗読ボランティアや、子どもたちへの読み聞かせに興味のあ
る方、人前でわかりやすく話をなさりたい方、腹式呼吸を身に
つけて健康的な暮らしを送りたい方に最適の初歩朗読講座で
す。
ほんの少しのコツを掴めば、どなたでも驚くほど聞きやすい
声が出るようになります。

1/27、2/3、2/10、2/24、3/3、3/17、3/24（金・7回）
12：45〜14：10 受講料 10,850円

楽しい朗読『源氏物語』
（現代語訳）
聖徳大学講師

プロフィールはP.35をご覧ください。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）9：00〜10：25 受講料 15,500円

どなたにも、お気に入りのお話があると思います。それを大
切な人たちに読んで聞かせてあげませんか？
このクラスでは、毎回違う種類の文章を教材にして、ご自分
では気がつかない表現力を引き出す授業を行います。
とくに、普段絶対に言わないような台詞を読むことは、自分
ではない別の誰かを演じることにつながり、日常会話での表現
力を増すことにも役立ちます。

F

法律は堅苦しく思われますが、実は人々の生活にやさしい役
割を、いわゆる常識の範囲で示しています。
この講座では、法とは何か、法律的な考え方とはどのような
ものかということを、法学、憲法、民法、刑法の基礎から一
緒に学びたいと思います。
法律初学者の方にも十分理解しやすい内容をと考えています。
（教材として「六法」を使います。）

・

プロフィールはP.36をご覧ください。

◎発声・発音とからだの結びつきについて
◎五十音の特色、母音と子音の役割とは？
◎「丹田意識」と「腹式呼吸」について
◎アクセントとイントネーションの基本とは？
◎「ことばあそび」による発声・発音の練習
◎シアターゲーム、即興エチュード
◎「ことばたち」テーマを決め作品づくり

F-5

聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座

1/18、2/1、2/15、3/1、3/15（水・5回）
A 9：00〜10：25 B 11：00～12：25 受講料 7,750円

フルートアンサンブルA、B
聖徳大学講師

高橋

あかね

1/17、1/31、2/14、2/28、3/14（火・5回）
13：00〜14：25 受講料 7,750円

郷愁を誘うハーモニカ入門講座
元聖徳大学講師

大木

忠郎

栄三郎

プロフィールはP.35をご覧ください。

F

芸術・文化

持ち運びも簡単ですから、気軽に演奏ができます。
たかがハーモニカ、されどハーモニカです！ ハーモニカの奥
深さに、
きっと驚かれることでしょう。講座を受けられた日から、
あなたは演奏家です。音符が苦手な方も歓迎いたします。
使用するハーモニカは、
21穴の「複音ハーモニカ」のC調（ハ
長調）、C#調（嬰ハ長調）、Am調（イ短調）の3本です。楽
器店にてお求めください。
ふくおん

えい

健康・スポーツ

G

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）13：15〜14：40 受講料 15,500円

歌舞伎の世界
SOA講師

荒牧

大四郎

K

キッチン

SOA講師

L

継承していきます。
この講座では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・長唄・清元と歌舞伎の関わりや発展も学ん
でいきます。また、1ヶ月の興行が企画され、宣伝され、稽古
から初日を迎えるまでのいろいろな決まり事も学んでいきます。
歌舞伎俳優の家系や姻戚関係を詳しく知っていくのも、舞台
を見る上で興味あるものとなるはずです。
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。

学

ローマの街で味わう芸術
〜美術館編〜

プロフィールはP.34をご覧ください。

語

歌舞伎はむずかしい言葉で演じられるため、敷居が高いと
感じていらっしゃる方も多いと思いますが、その歴史や決まり
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。
江戸時代初期に生まれた歌舞伎は、能や狂言が武家社会の
庇護によっていたのとは違って、庶民の娯楽として生まれ発展
してきました。400年以上の歌舞伎の歴史の中で多くの名優た
ちが生まれ、それぞれが当たり役と言える家の芸を生み出して

F-9

C

生活・社会

小松

童謡や唱歌、懐かしい歌謡曲、日本の歌、世界の歌、やさ
しいクラシック曲など、親しまれている曲をソロで吹いたり、
講座の仲間と合奏したりします。
ハーモニカは小さな楽器ですが、美しいメロディーをつくる
ことができます。メロディーだけでなく、伴奏をつけたり、ハー
モニーをつけたり、さまざまな演奏を楽しむことができます。
また、息を吸ったり吐いたりするので、健康にもとてもよく、

F-8

B

のバージョンを用いて、吹き方の解説を聞き、各自が自分のレ
ベルに合わせて練習します。
３．個別練習
３）の曲でも自分でえらんだ曲でもかまいません。自由に練
習します。入門者の方はテキストのEx-1から順に練習し、講師
のチェックを受け、OKだったら次のExに進みます。最初は退
屈でも辛抱してください。
1/17、1/31、2/14、2/28、3/14（火・5回）
10：45〜12：10 受講料 7,750円

ハーモニカの合奏を楽しもう
SOA講師

プロフィールはP.34をご覧ください。

文学・歴史

■テキスト：『大人の複音ハーモニカ』
授業の流れ
１．ウォームアップ
１）口すすぎ ２）腹式呼吸 ３）首まわりの柔軟体操
２．全体練習
１）音階練習 ２）ロングトーン ３）やさしい曲の練習など
毎回配付されるやさしい曲の入門者用、初心者用の2種類

F-7

A

教育・心理

F-6

S

耳でメロディーを確認します。その後、1番と2番の2重奏から、
パートを交代して吹き、全パート合わせて合奏します。テンポ、
強弱、音程など、イメージを共有して曲を仕上げます。
途中の質問コーナーは、いろいろ話がはずみ、楽しいです。
最後に、次のレッスンでの音階と曲をお伝えして終わります。
アルテス1巻終了程度の方を対象としております。
※Ａは初級レベル、Ｂは中級レベルです。

聖徳講座

今期は、私たちのアンサンブルのレッスンの実際の進め方を
お伝えします。
開始の15分ほど前には、受講生の皆様が集まりはじめます。
感染防止のため、隣の人との空間を保ち、フルート、楽譜、
譜面台を準備します。チューニングや自由に音出しをして、開
始時間になりましたら、音階を吹きます。高音の難しい指使い
や、吹きにくい低音は何回もくり返し練習します。
次にアンサンブルの曲は、まず全員で1番フルートを吹き、

プロフィールはP.36をご覧ください。

1/16、1/23、1/30、2/6、2/20、3/6（月・6回）
13：00～14：25 受講料 9,300円

荒木

智子

Y

館を見ていきます。
どれもローマの旅のリストに加えていただきたい素晴らしい
美術館ばかりです。それぞれの美術館への行き方に始まり、コ
レクションの目玉となる作品の紹介と解説、また、近年行われ
た展覧会やこれから開催予定の展覧会についての解説を行い
ます。

講座
1Day

前期の授業に引き続き、ローマの街で味わうことのできる芸
術をご紹介する授業です。
今期の授業では、古代ローマ時代の彫刻を所蔵する美術館
から、近世ローマの美術作品を所蔵する美術館、さらには世
界的に有名な建築家がデザインした現代美術館、そして少し
足を延ばして郊外の街へ赴き、豊かな自然庭園を有する美術

プロフィールはP.34をご覧ください。

15

F-10

日本各地の美術館をめぐって
―歴史・建築・コレクション―
横浜市立大学講師

S

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）15：00〜16：25 受講料 15,500円

江口

みなみ

聖徳講座

日本には公立・私立を問わず、大小さまざまな美術館があ
ります。国や地方自治体のプロジェクトとして、あるいはコレ
クターの収集品をお披露目する場所として、明治期からつぎつ
ぎと美術館や博物館が設立されていったのです。
各館には創設をめぐる物語があり、時には思いがけない困
難や環境の変化にも遭遇します。また建物からは、建設当時
の建築の流行や建築家が込めたコンセプトを読み解くことがで
きるでしょう。

教育・心理

A

F-11

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30

水彩画2クラス 15：00〜16：25

文学・歴史

藤田

飛鳥

絵でも描いてみようと思ったが何をしていいかわからない、
上手に描きたいがどうしていいかわからない、何が良くて何が
良くないかわからない、などの「わからない」を、こんな絵が
描いてみたい、今回は上手くいかなかったけれど原因は何だろ
う、誰かの良い悪いではなく、自分はこう思う、に変えるために、
一緒に考えながら絵を描く時間を共有したいと思います。
教わるだけでは絵は上手にならないし、楽しくもありません。
何を描いていいかわからなければ、何を描いたら絵になるか考

生活・社会

C

F-12

芸術・文化

F

有馬

霞水

江戸女性のマナー本である女訓書類を読みながら、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。
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、個性的なたたずまい
のインテリアとして楽しめます。

健康・スポーツ

F-13

L

もくじき

語

小倉

正道

学

円空仏は、素朴で慈愛と迫力に満ちています。
人々の切実な祈りや願いに寄り添った仏様をその生涯に12
万体も造ったと言われています。造仏には儀軌というルールに
とらわれた難しさがありますが、円空仏は余分な物は一切彫ら
ず、仏の本質を木の中に見て、木の生命を仏像という形に表
現した自由な造形です。
木喰仏にもチャレンジします。

キッチン

F-14

小倉

正道

講座
1Day

仏像を彫るというと、とても難しく、自分には無理と諦めて
しまう方が多いようです。しかし、この講座では気軽に取り組
めるように計画しています。
レリーフから始めて、彫刻刀の持ち方や基本的な彫り方を学
びます。限られた時間内での制作になりますが、自分のペース
で進めていただいています。
次第に形になっていく感動を味わってみませんか。
16

えましょう。
私たちの身のまわりは美にあふれています。ただ見るだけで
はなく、よく観察しましょう。よく見ること、よく考えること、
たくさん知ることの先に絵を描くことがあります。
そして、現状をよりよいものにしようとする精神的な活力、
それとともにある美的コミュニケーションは、芸術の本質です。
※モチーフは、季節や受講者のレベルに合わせて決めていきま
す。ご希望があれば、何でもご相談ください。

プロフィールはP.34をご覧ください。

１．睦月（1月）の江戸のくらしを紹介。『女重宝記』「小野
道風といふ」を読む。折形実習：墨包み、筆包みなど
２．如月（2月）の江戸のくらしを紹介。『女有職莩文庫』
「三
月三日桃の節句」を読む。 折形実習：桃の節句祝い包み、
菓子包み、万祝い物包みなど
３．弥 生（3月）の江戸のくらしを紹介。『女鏡秘伝書』「文
の書やう」を読む。 折形実習：色紙包み、筆墨包みなど

プロフィールはP.34をご覧ください。

仏様を彫ると難しく思わず、初めは円空
仏の模刻から彫刻刀の扱い方や木の性質な
どを学習していきましよう。
講座の流れ
１．地蔵菩薩立像模刻（約5～10時間）
２．菩薩立像模刻（約5～10時間）
３．自由選択

1/20、2/3、2/17、3/3、3/17（金・5回）
14：00〜16：30 受講料 13,000円 ※別途教材費 約2,000円～

仏像彫刻（初級）
仏師

Y

プロフィールはP.36をご覧ください。

1/16、1/30、2/13、2/27、3/13（月・5回）
14：00〜16：30 受講料 13,000円 ※別途教材費 約1,000円～

円空・木喰仏にチャレンジ
仏師

K

受講料 16,500円（内・教材費 1,000円）

1/18、2/8、3/8（水・3回）
午前クラス １0：00〜１2：00 午後クラス 13：00〜15：00
受講料 6,300円 ※別途教材費 1,800円

江戸の文化と折形
午前クラス、午後クラス
東横学園女子短期大学名誉教授

G

美術館の「中身」であるコレクションには一点一点に来歴が
あり、さまざまな人の手を渡ってきた名品の数奇な巡り合わせ
を知ることも作品鑑賞のひとつの醍醐味です。
本講座では、倉敷の大原美術館など長い歴史を持つ美術館
から、富山県美術館や大阪の中之島美術館などオープンした
ばかりの美術館まで、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。すでにお馴染みの美術館で
も、新たな魅力がきっと見つかるでしょう。

はじめての絵画 日本画クラス、
（木・10回）日本画クラス 13：15〜14：40 水彩画1クラス 10：30〜11：55
水彩画1クラス、水彩画2クラス
日本画家

B

プロフィールはP.34をご覧ください。

プロフィールはP.34をご覧ください。

［入門］七福神レリーフ（制作約6時間）、
［初級1］如来レリー
フ（制作約12時間）、［初級2］観音菩薩レリーフ（制作約12
時間）、［初級3］地蔵菩薩立像（6寸、制作約20時間）、［初
級4］白衣観音菩薩立像（7寸、制作約20時間）
※初心者は入門から始めます。1期間レリーフ1枚が目標です。
※制 作時間は目安です。講座内で仕上がらない場合は、ご自
宅でお作りいただくことになります。
※新規の方は、彫刻刀代（約9,000円〜）が必要になります。

F-15

やさしい和洋の袋もの
～手づくりを楽しむ～
大澤和子袋もの研究所主宰

10：00〜12：00

大澤

実千世

工藤

裕子

C

生活・社会

裕子

F

プロフィールはP.35をご覧ください。

芸術・文化

工藤

３．ボタニカルアクセサリー
草花をテーマにしたネックレスを作ります。
４．ネックレス
竹ビーズを使用して作ります。
５．ネックレス
ツインビーズを使用して作ります。
作品の作り方は、同じことの繰り返しがほとんどですが、で
きあがりまでには時間がかかりますので、講座内で仕上がらな
い場合は、ご自宅でお作りいただくことになります。

G

健康・スポーツ

針と糸を使用して、オリジナルの作品を作ってみませんか？
海外ではオフルームと呼ばれ、古くから親しまれてきた人気
のビーズクラフトで、プレゼントにも最適です。作り方は比較
的簡単で、同じことの繰り返しがほとんどなので、初心者にも
オススメの講座です。ご希望により、資格取得も可能です。
１．バッグチャーム～うさぎ～
2023年の干支をブリックステッチで作ります。
２．ネックレス
スパイラルステッチで作ります。

A 1/18、2/1、2/15、3/1、3/15、3/22（水・6回）10：45～12：10
B＆いけばな 1/21、2/4、2/18、3/4（土・4回）10：45～12：10
受講料 A ９,300円 ※別途教材費 1回2,000円～（持ち込み可）
B ６,200円 ※別途教材費 1回2,000円～（持ち込み可）

中村

翔

FlFr花の学院ハーモニックフラワーズ学院長

中村

翔

お花を学びはじめる方、どの講座が適しているか迷っている
方に最適なクラスです。
基本形・プリザーブド・ウェディングブーケ・選択科目のい
けばな等、花を総合的に学びます。
もちろん将来、師範・講師の資格取得も可能です。

K

2/1、2/15、3/1、3/15（水・4回）
受講料 6,200円 ※別途教材費 １回2,000円～（持ち込み可）

Y
講座
1Day

18：30〜19：55

ワーアレンジ、季節の花材を使った応用型やシーズンごとのイ
ベント装花を学びます。
なお、AクラスとBクラスは別の内容です。
また、Bクラスではいけばなの講習も可能です。
※2期目以上の方は、一部別カリキュラムを行います。

キッチン

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。
もちろん将来、師範・講師の資格取得も可能です。
基本形、バスケットアレンジとリボンワーク、コサージュ、ウェ
ディングブーケなどのブライダル装花、そしてプリザーブドフラ

プロフィールはP.36をご覧ください。

学

FlFr花の学院ハーモニックフラワーズ学院長

L

語

基礎からの中村翔
フラワーアレンジメント
A、B &いけばな

はじめてのフラワー
総合講座・夜間

B

３．パールネックレス
パールを使用して、ネックレスを作ります。
４．ペンダントトップ
クリスタルビーズを使用して、ペンダントトップを作ります。
５．ジュエリークロッシェで作るネックレス
	レース糸にビーズを通し、編むことでアクセサリーに仕上
げます。

1/18、2/1、2/15、3/1、3/8（水・5回）
10：00〜12：00 受講料 21,000円（内・教材費 10,500円）

ビーズステッチ
ビーズステッチインストラクター

F-19

プロフィールはP.35をご覧ください。

文学・歴史

スワロフスキーや天然石を使用して、
オリジナルの作品を作っ
てみませんか？ ジュエリー感覚のアクセサリーや動物などのモ
チーフも作成します。初心者の方でも楽しみながら作ることが
できるカリキュラムです。ジュエリークロッシェという技法にも
挑戦します。ご希望により、資格取得も可能です。
１．リング
初めての方でも簡単に作れるリングです。
２．ネックレス
クリスタルビーズを使用して、ネックレスを作ります。

F-18

A

1/18、2/1、2/15、3/1、3/8（水・5回）
10：00〜12：00 受講料 21,000円（内・教材費 10,500円）

ビーズアート
ビーズアートインストラクター

F-17

S

えますが、高級感はあります。内容豊
かで楽しい講座です。
教材のすべてに型紙が付き、また参
考テキストとして5冊の著書もあります
ので、復習ができます。
お一人おひとりに合わせて進めますの
で、完成の喜びを体験できます。

教育・心理

F-16

プロフィールはP.34をご覧ください。

聖徳講座

日本の袋ものに携わる者として、製作技術を多くの作品を通
して次世代へと伝えたいと願っています。
そして、身についた技術は他の作品にも応用ができます。
今期は、ベンリー金具を使ったバッグとコンパクト札入れを
作ります。バッグは金具を通す作りなので、本体をいくつも作っ
てTPOに合わせられます。
ご自分の布地で作り、手紐も手提げ、ショルダーとご自由で
す。龍村美術織物で作る札入れは、薄く小さいので便利に使

2/1、3/1、3/22（水・3回）
受講料 6,300円 ※別途教材費 7,700円～

プロフィールはP.36をご覧ください。

基本形やバスケットアレンジ、プリザーブドフラワーアレンジ、
そのほかに、ブライダルの装身花やイベントの装花を学びます。
※2期目以上の方は、一部別カリキュラムを行います。

17

F-20

押し花初級コース
～花たちのアートハーモニー～
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

聖徳講座

S

1/27、2/24、3/24（金・3回）
10：00〜12：00 受講料 15,300円（内・教材費 9,000円）

渡邊
渡邊

敏子
朋子

やすらぎを与えてくれる草花たち、旅先で出合った花、庭に
咲く花、記念日の花等、自然の色をそのまま残せたらステキで
すね。
草花の採集、乾燥方法、保管の仕方を学び、いつまでも自
然の色を楽しめる花絵額や、はがき等の小物作品も思いのま
まに作ります。
世界に1つしかない自分だけのオリジナル作品です。

教育・心理

A

F-21

レカンフラワー初級コース
～花の色と形がそのままアートに～

B

文学・歴史

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

生活・社会

楽しく上達出来る書道

F-22 （入門～中級レベル）

芸術・文化

F

謙慎書道会常任理事

渡邊
渡邊

敏子
朋子

健康・スポーツ

楽しく上達出来る書道

F-23 （入門～上級レベル）

L

語

謙慎書道会常任理事

海野

壽山

学
キッチン

F-24

講座
1Day
18

1回目 花
 の作り方
生花のジュエルサンドを使った乾燥方法を学ぶ
BOXカード作り
2回目 BOXの中にご自分で乾かしたお花を入れて密封
3回目 色の変わらないD-CAN密封（写真サイズ）

プロフィールはP.34をご覧ください。

・考える力、見る力を養う
・紙面のどこに書けば良いのか（真ん中は真ん中ではない）
・白を知り黒を守る（形ではなく、余白に目が行けば一流）
・趣味より本格の書への足がかりをつける
※条幅作品や自作も指導しています。
※新規の方で、著名な書道展に出品経験がある方は、事前（お
申込み時）にお伝えください。

海野

壽山

プロフィールはP.34をご覧ください。

・紙面のどこに書けば良いのか（真ん中は真ん中ではない）
・白を知り黒を守る（形ではなく、余白に目が行けば一流）
・考える力、見る力を養う
・趣味より本格の書への足がかりをつける
※条幅作品や自作も指導しています。
※新規の方で、著名な書道展に出品経験がある方は、事前（お
申込み時）にお伝えください。

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/10、3/17、3/24、3/31
（金・10回）13：00〜14：25 受講料 15,500円 ※別途教材費 650円～

かな書道
元聖徳大学講師（書家）

Y

プロフィールはP.37をご覧ください。

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）13：00〜14：25 受講料 15,500円 ※別途教材費 700円～

毎回、半紙作品を一枚以上制作し、そこに学ぶべき基礎練
習を取り出し、腕に少し覚えのある方からレベルに応じて指導、
そして課題が本格的に書けていく愉しみを感じてもらいながら
進めていきます。
・書き順や字形を詳しく解説
・執筆法の重要性を知る
・文字の軸移動学習でより美しい字に

K

2/3、3/3、3/31（金・3回）
受講料 15,400円（内・教材費 9,100円）

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）13：00〜14：25 受講料 15,500円 ※別途教材費 700円～

毎回、半紙作品を一枚以上制作し、そこに学ぶべき基礎練
習を取り出し、まったくの初歩の方から腕に少し覚えのある方
まで、レベルに応じて指導、そして課題が少しずつうまく書け
ていく愉しみを感じてもらいながら進めていきます。
・書き順や字形を詳しく解説
・横画、縦画の引き方（強い線を引く裏ワザ）
・転折の書き方（筆の通しが決め手）

G

1回目 花
 はがき作り（レッスンテキスト、はがき、
ピンセット、花レジン、押し花）
2回目 花の押し方、保管の仕方
（押し花M3乾燥マット、花和紙、保管袋、押し板）
3回目 押し花を包材密封 フレームスタンド作り
（はがき、キャンパスはがき、額立て、スポンジ）

10：00〜12：00

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。
花の乾燥、保管、変色防止方法などの基本技術と、楽しさ
を学ぶ内容となっています。
レカンとは、フランス語で宝石箱の意味です。
自分だけのオリジナル作品を作りましょう。
立体感のあるすてきな額に感激されることと思います。

C

プロフィールはP.37をご覧ください。

大貫

水声

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、かな独得の造形美、連綿によって生まれる流動
美、墨の濃淡が描く墨景色、変体かなを組み入れる創造性、
紙面における余白の活用など、筆先から、日本人ならではの
感性が磨き上げた伝統美が生まれる楽しさを味わっていただき
たいと思います。
・かな学習の基本 用具の扱い方、ひらがな単体
・変体かな 日本語に漢字の音をあてた万葉かな

プロフィールはP.34をご覧ください。

・連綿 文字の配列に変化を与え、連綿を美しくする
・和 歌4行書（手本の揮毫により筆の運びなどを理解、かな
の造形、連綿による流動美を学習）
・ちらし書（紙面における余白の活用などを学習、料紙を使用、
墨色や線質の違い）
・色紙、短冊、扇面の様式について説明、その後実技指導に
入る

F-25

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/10、3/17、3/24、3/31
（金・10回）10：00〜11：25 受講料 15,500円 ※別途教材費 650円～

かな書道上級
元聖徳大学講師（書家）

大貫

水声

りくちょう

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）11：00〜12：25 受講料 15,500円

入門・篆刻、六朝書道
元聖徳大学講師

那須

大卿

エゴスキュージャパン認定セラピスト

宮﨑

信弥

ぎ

か

ひ

C

プロフィールはP.37をご覧ください。

F

また、エゴスキュー・メソッドは、解剖学的、生理学的、生
体力学的な原則に基づいた運動療法です。
その効果は、運動能力のアップにもつながります。
無理のない簡単な運動で、姿勢を改善し、痛みと無縁の生
活をみんなで送りましょう。

G

健康・スポーツ

とも子

プロフィールはP.34をご覧ください。

■立禅（心の準備）、スワイショウ（体の準備）
■八段錦前半（第１段～第４段）
■楊名時２４式太極拳通し稽古
■楊名時２４式太極拳部分稽古
①第16式 ②第17式 ③第18、19式
④第20、21式 ⑤第22、23、24式 ⑥総復習
■八段錦後半（第5段～第8段） ■立禅、スワイショウ
※動きやすい服装と素足（寒い場合は靴下着用）で行います。

語

L

学
キッチン

K

1/20、1/27、2/10、2/24、3/10、3/24（金・6回）
13：00〜14：25 受講料 9,300円

健康太極拳 午後クラス
楊名時太極拳師範

い

芸術・文化

加藤

健康を求めて太極拳を楽しみます。「楊名時24式太極拳」
の動きに親しみながら、毎回２式程度の部分稽古をいたします。
今期は、第16式〜第24式の練習を予定しています。また、
優れた医療体術である気功「八段錦」の動きと呼吸を学んで、
健康作りに役立てます。まずは、良い姿勢でゆっくり動くこと
に慣れましょう。心身の緊張を取り除いて、ゆったりと身体を
動かしますので、「気血」の流れが良くなり、驚くほど柔軟な
身体になっていきます。楽しんでていねいに習得してまいりま
しょう。

G-3

て

1/20、1/27、2/10、2/24、3/10、3/24（金・6回）
10：30〜11：55 受講料 9,300円

健康太極拳 午前クラス
楊名時太極拳師範

りゅうもん に じ ゅ っ ぴ ん

1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13（月・8回）
A 10：45〜12：10 B 13：00～14：25 受講料 12,400円

「痛みや多くの健康問題は、体のゆがみが原因」と、ご存知
でしたか？
腰痛、肩こり、膝痛、股関節痛、偏頭痛、ヘルニア、狭窄症、
坐骨神経痛、顎関節症、外反母趾などなど…誰でもできる簡
単な動きで体のゆがみを正すことで、これらの痛み解消を目指
していきます。

G-2

B

六朝書道は、中国六朝時代（400年代）の野性味あふれる
力強い書を学びます。
直線的で迫力と鋭さが漲る「龍門二十品」を中心として、さ
らに気宇雄大、ゆったりとした力強い用筆の「鄭羲下碑」など
魅力的な書を学びます。
初歩の方は、墨のすり方、筆の持ち方などから始め、基本
点画を学びます。

生活・社会

腰・肩・ヒザなどに対応！
痛み解消をめざす運動療法A、B

プロフィールはP.36をご覧ください。
りくちょう

文学・歴史

篆刻は方寸の世界といわれるように、まことに小さな世界で
すが、その中に汲めども尽きぬ深い味わいがあります。
姓名印や蔵書印、封緘印、賀状にも応用できる吉語印など、
種々さまざまな印を刻して技術と鑑賞力を高めます。
全く初めての方から、展覧会出品者に至るまで、楽しく学ん
でいます。

G-1

A

教育・心理

F-26

S

・古筆の臨書学習
㋑寸松庵色紙…徳川時代の武家茶人であった佐久間将監真勝
の茶室の名称で、その線は緊張度が高く、しかも軽妙なち
らし書き、行間の変化も自然で非凡な手腕がうかがわれま
す。
㋺関戸本古今集
・新古今和歌集 ・半紙ちらし書（上級）の学習
・手紙、細字の学習 ・書道展出品指導

聖徳講座

※かな書道の経験が3年以上の方を対象とします。
・かな条幅の学習
㋑用具の準備…筆、墨（青墨）、硯、加工紙など。
㋺ 1 期目は、俳句を半切1/2に書きます。
２期目からは、古今和歌集を半切に書きます。
㋩大字かなの筆の使い方による線質の色々、墨色（量）によ
る墨景色、書かれた黒の線に対する余白の美などを楽しく
学びます。

プロフィールはP.34をご覧ください。

加藤

とも子

■立禅（心の準備）、スワイショウ（体の準備）
■八段錦前半（第1段～第4段）
■楊名時24式太極拳通し稽古
■楊名時24式太極拳部分稽古
①第16式 ②第17式 ③第18、19式
④第20、21式 ⑤第22、23、24式 ⑥総復習
■八段錦後半（第5段～第8段） ■立禅、スワイショウ
※動きやすい服装と素足（寒い場合は靴下着用）で行います。

Y
講座
1Day

楊名時老師の求める「心・息・動」を大切にしながら、お
互いの健康を願って楽しく学びます。
今期は、第16式〜第２４式の練習を予定しています。また、
優れた医療体術である気功「八段錦」の動きと呼吸を学んで、
健康作りに役立てます。良い姿勢でゆったりていねいに動いて
いるうちに、次第に深く長い呼吸が身につき、心も安定してき
ます。
講座では基本功も取り入れ、型も繰り返し稽古しますので、
安心してご参加ください。

プロフィールはP.34をご覧ください。

19

G-4

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）13：00〜14：25 受講料 15,500円

気功心理学講座
松永気功療術学院

S

高級気功師

松永

直久

プロフィールはP.36をご覧ください。

聖徳講座

私たちの体は年齢と共に老化が進みますが、気功を理解す
ることで自分自身の健康管理が大きく変わっていきます。我々
の生命力は、腎臓機能に大きく依存しております。ゴロゴロ気
功は私自身が20年前、腎不全の末期症状から回復し、自らが
編み出したオリジナル気功です。腎臓は心臓を除き、体内で最
も重要な臓器です。
この講座では、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、

教育・心理

A

▼英
L-1

B

語▼

〈中学1年生レベル〉

英語を基礎からゆっくり～発音編

文学・歴史

元聖徳大学教授

津田

1/16、1/23、2/6、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20、3/27、4/3
（月・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

満璃

プロフィールはP.36をご覧ください。

英語が聞き取り難い、発音し難いと思われたことがおありで
しょうか。英語の音がわかり難かったのでしょうか。リズムに
乗り難かったのでしょうか。発音の基本が、目で見て、音を聞
いて、言う練習をして、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。そして、英
語の音の慣れをご一緒に作っていきましょう。

生活・社会

C

L-2

F

〈中学1年生レベル〉

芸術・文化

鈴木

教科書は3冊使っています。
［１．英語の音の基本を零から］発音の基礎理解のために、
フォ
ニックスのテキストやビデオを参考に、まず、英語の単音の綴
りと音の関係から少しずつおわかりいただけます。
［２．英語文章の綴りと音の不思議な関係を学びます。］
［３．基礎英会話練習］発音とリズムに気をつけながら、やさ
しい英会話を少しずつゆっくり練習します。
1/17、1/24、1/31、2/7、2/21、2/28、3/7、3/14（火・8回）
15：00～16：25 受講料 12,400円

中1英語をもう一度～伝えることを中心に～
SOA講師

貴士

プロフィールはP.35をご覧ください。

中1教科書を使って、中1英語を学び直します。基本例文で
ポイントを押さえ、具体例を本文中から探し出し、使い方を確
認します。さらに、
ドリルでその例文を実際に使う練習をします。
リスニングにも力を入れます。CDをじっくり聴いて、
何を言っ
ているかを書き取り、話の流れがわかったかを確認します。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。

健康・スポーツ

G

L-3

〈中学2年生レベル〉

鈴木

貴士

プロフィールはP.35をご覧ください。

中2教科書を使って、中2英語を学び直します。基本例文で
ポイントを押さえ、具体例を本文中から探し出し、使い方を確
認します。さらに、
ドリルでその例文を実際に使う練習をします。
リスニングにも力を入れます。CDをじっくり聴いて、
何を言っ
ているかを書き取り、話の流れがわかったかを確認します。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。

語
学

K

キッチン

L-4

〈中学2年生レベル〉

鈴木

貴士

中2教科書を使って、中2英語をもう一度、リスニング力の
強化を目標に学び直します。教科書に沿ってていねいに文法を
押さえながら、準拠CDをじっくり聴いて書き取ることが中心に
なります。また、実用英会話フレーズCDを聴いて書き取ったり、
英検4級（中2レベル）のリスニング問題にチャレンジします。
耳が納得するまで何度も聴きます。
「どうしてもそうは聴こえ

Y
講座
1Day
20

英語は繰り返しが命。「この間やったばかりじゃん」「もう忘
れてる」「そうそう、前にやったよね」を繰り返しているうちに、
徐々に身についていきます。
皆様を笑顔にして英語を楽しんでいただくのが講師のモッ
トーです。どうか怖がらず、リラックスして英語をエンジョイし
ていただけたらと思います。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/21、2/28、3/7、3/14（火・8回）
13：15～14：40 受講料 12,400円

中2英語をもう一度～リスニングを中心に～
SOA講師

英語は繰り返しが命。「この間やったばかりじゃん」「もう忘
れてる」「そうそう、前にやったよね」を繰り返しているうちに、
徐々に身についていきます。
皆様を笑顔にして英語を楽しんでいただくのが講師のモッ
トーです。どうか怖がらず、リラックスして英語をエンジョイし
ていただけたらと思います。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/21、2/28、3/7、3/14（火・8回）
11：00～12：25 受講料 12,400円

中2英語をもう一度～伝えることを中心に～
SOA講師

L

基礎的な東洋医学、心と体の真理学を踏まえた解説と実践を
してまいります。遠くの方を治療する遠隔気功は上級者向けの
理論になりますが、なるべく理解ができるように解説していき
ます。
高齢化社会で現在、我々に一番求められているのは、なる
べく人の助けを借りずに自らが動ける生活です。壮年期を越え、
老齢期を迎え、各自が何のために生まれてきたのか、生きてき
たのか、それを考える年齢になったと思います。

プロフィールはP.35をご覧ください。

ない」から「本当だ、確かにそう言っている」という感動を味
わうまでになっていただきます。読めばわかるけれど聴くだけ
だとわからない、という方にとくにオススメです。
皆様を笑顔にして英語を楽しんでいただくのが講師のモッ
トーです。どうか怖がらず、リラックスして英語をエンジョイし
ていただけたらと思います。

L-5

〈英検4〜3級レベル〉

1/17、1/24、1/31、2/7、2/21、2/28、3/7、3/14（火・8回）
9：00～10：25 受講料 12,400円

重要パターンでモノにする英会話
（復習・充実編）
SOA講師

鈴木

貴士

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

First Steps in English！
SOA講師

A.M.ガニエ

〈英検4～3級レベル〉

プロフィールはP.37をご覧ください。

・Would you like to try some Japanese food ?
・We're flying to Singapore tomorrow.
・That's wonderful news !
・It's not the same in the U.S.
・Have you tried acupuncture ?
・Let's keep in touch !

F

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）19：00～20：25 受講料 15,500円

英会話入門

忠郎

●Activities AとBに分かれて、パートナーと情報交換の練
習をします。
●Let's Write その課に関係のある英文を書いて提出し、講
師に添削してもらいます。強制ではありません。
随所に聞く練習問題があり、退屈しません。
現在のテキスト終了後、新しいテキストを使用します。

K

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）13：30～14：55 受講料 15,500円

A.M.ガニエ

基礎的な英語の知識をいかして、さらに勉強を進めていきた
いと考えている方におすすめです。ゆっくりと聞き取りやすい
簡単な英語を楽しめるようになりましょう。
・It's good to see you again !
・Where are you from ?
・What's your home like ? ・It was a fantastic trip !

Y
講座
1Day

SOA講師

プロフィールはP.34をご覧ください。

キッチン

楽しい英会話をはじめよう

学

大木

■テキスト：『Make It Simple』（継続）
各課共に、授業の流れは大体共通です。Let's Tryでは、ブ
ログ、地図、1日の様子、日記、案内状など興味深い内容の物を
扱って、学習意欲を高め、関連した練習問題をします。Words
では、Let's Tryの内容に関係のある単語を幅広く学習します。
●Exercises 文法問題に取り組みます。
〈英検3級レベル〉

L

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）14：45～16：10 受講料 15,500円

ABCからはじめよう！ 英会話
元聖徳大学講師

・Let's go to an Italian restaurant.
・These pancakes are delicious !
・How was your weekend ?
・How do you keep in shape ?
・I'm looking for some souvenirs.
・I have rice and miso soup for breakfast.

語

〈英検3級レベル〉

G

プロフィールはP.37をご覧ください。

健康・スポーツ

A.M.ガニエ

英語をもう一度初めから学びなおしてみましょう。
英語の音のルールを学びましょう。
・Pleased to meet you !
・I'm from Nagoya.
・How are you doing ?
・This is my family.

L-10

C

芸術・文化

〈英検4〜3級レベル〉
SOA講師

L-9

B

生活・社会

A.M.ガニエ

英会話に自信のない方、今まで文法しか学んでいなかった
方、チャレンジしてみませんか？ Let's enjoy English！
・I'm looking for the subway station.
・Are you going to watch the game tonight ?
・Would you like to come over for coffee ?
・Do you have any pets ?

L-8

・Could you say that again, please ?
・How was your weekend ?
・How much is this sweater ?
・I live in an a apartment.
・Thank you for the chocolates.
・I'm looking for some souvenirs.・See you again soon！

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

Welcome To English！
SOA講師

プロフィールはP.37をご覧ください。

文学・歴史

英会話に全く自信がないけれど、ネイティブ講師にもチャレ
ンジしてみたいという方のため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ので、少しず
つ自信が持てるようになるでしょう。
・Pleased to meet you！・How are you doing ?
・Here's a picture of my family.

L-7

A

教育・心理

L-6

〈英検4～3級レベル〉

S

たよね」体験を通して、眠りかけている記憶を呼び起こしましょ
う。忘れた頃にやり直すと効果抜群です。
皆様を笑顔にして英語を楽しんでいただくのが講師のモッ
トーです。どうか怖がらず、リラックスして英語をエンジョイし
ていただけたらと思います。卒業以来英語にふれていない方、
今期初めて受講される方でも安心してご受講いただけます。

聖徳講座

引き続き、『英会話超リアルパターン200＋入門編』の内容
を復習・充実させていきます。
本書の各ユニットでは、「I am very happy.」のような基本
例文5つを確認し、覚え、日本語訳からすぐに基本例文を言う
ことにより、それらを使ったリアルなやりとりの練習をします。
1回の授業で3～4ユニット進みます。「あ～、それ前にやっ

プロフィールはP.35をご覧ください。

プロフィールはP.37ご覧ください。

・How are you feeling ?
・What do you want to do ?
・She makes the best pasta !
・I love it here in Matsudo !
・I'm really busy these days !
・How do I get there ?

21

L-11

〈英検3級レベル〉

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

英会話初級

SOA講師

S

A.M.ガニエ

プロフィールはP.37をご覧ください。

聖徳講座

聞くことを中心とし、さまざまな状況、話題にふれ、単語力
も身につけ、自信を持つことを目標としたコースです。
・Tell me about your family.
・I like classical music best.
・What blood type are you ?
・What a beautiful coat !

教育・心理

A

L-12

・I'm taking a computer class these days.
・I'm going to wash the car.
・Do you remember when... ?
・We're flying out to Singapore.
・I like to read novels.
・I'm scared of snakes.

〈英検3級以上レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、3/2、3/9、3/16、3/23（木・8回）
15：00～16：25 受講料 12,400円

たくさん伝えよう in English
SOA講師

鈴木

貴士

プロフィールはP.35をご覧ください。

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。必
要に応じて、講師がより良い英語表現をご紹介します。
慣れないうちは、日本文を考えてきていただくだけでも大丈
夫です。それを元に、講師がゆっくりと簡単な英語にしていき
ます。

文学・歴史

B

L-13

生活・社会

C

〈英検3級以上レベル〉

【L-19】「英語でやりとりHALF&HALF」（P.23参照）とち
がい、説明は日本語で行いますので、ご安心ください。
トピックも、
「冬の想い出」「大物だなあ～、と思う人」「今、
旅したい土地」「あの人たちは今」などなどバラエティー豊か。
有益な情報交換の場にもなっています。
初回のトピックは、「新年の抱負」です。
1/16、1/23、1/30、2/6、2/20、2/27、3/6、3/13（月・8回）
15：00～16：25 受講料 12,400円

英語で巡る世界遺産
SOA講師

鈴木

貴士

プロフィールはP.35をご覧ください。

世界遺産関連の英語版ビデオを鑑賞し、文字通り英語で世
界遺産を巡ります。英語ナレーション部分は、講師が日本語
で要約・解説しますので、聴き取れなくても大丈夫です。大切
な表現、これぞという聴き取りポイントも紹介していきます。
映像と共に世界各地の歴史・文化・芸術・自然等を英語で
学ぶ醍醐味を体験できます。

芸術・文化

F

L-14

G

〈英検3～準2級レベル〉

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

TALK！ TALK！ TALK！
もっと話せる英会話

健康・スポーツ

SOA講師

また、受講生の皆様の旅行体験談をお聞きし、情報を共有
するとともに、こんな場面では何て言ったらいいのか、といっ
た実践的英会話表現も一緒に考えていきたいと思います。
ネイティブチェック済みの講師作成トランスクリプトを配付
しますので、授業で扱ったビデオをご自宅で見て、聴き取り練
習をなされば、リスニング力の飛躍的向上が期待できます。

A.M.ガニエ

プロフィールはP.37をご覧ください。

英語が読めても、しゃべれない！
そんな方は少なくないはずです。
ネイティブの講師が、使えるフレーズや単語をどんどん増や
していきます。

L

語

L-15

〈英検3〜準2級レベル〉

The teacher is there to help students understand
the new idioms or give students some new vocabulary
which they can use in class or hopefully outside of
class, too.

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）15：15～16：40 受講料 15,500円

やさしい英会話

学

SOA講師

A.M.ガニエ

プロフィールはP.37をご覧ください。

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
ぶクラスです。
新しい単語の使い方など、基本的な英語が身につきます。
旅行や食べ物、家族、習慣について、一緒に学びましょう。

キッチン

K

L-16

Y

〈英検準2級レベル〉

講座
1Day
22

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）13：15～14：40 受講料 15,500円

“Hi！”から始める入門英会話
元聖徳大学講師

We sometimes also compare Japanese customs with
Canadian customs. etc...

大木

忠郎

■テキスト：『Keep Talking』（新規）
“Do you like sports?”と聞かれ、“Yes, I do.”と答えただ
けで、あとが続かなかった経験はありませんか？ この講座では
会話を続けるさまざまな方法を学びます。
テキストは身近な15種の題材を扱い、次のような構成になっ
ています。

プロフィールはP.34をご覧ください。

●モデル対話――音声を聞き、ペアで練習
●会話のコツ――良い人間関係を築くためのコツの習得
●必要な語句――会話で使う表現の口頭練習
●練習 Task1 日本語的発想の会話例、Task2 リスニング
（ディクテーション）、Task3&4 語句の並べかえと応答、
Task5（＆6） ペアワーク／グループワーク

L-17

〈英検準2級レベル〉

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

やり直しのゆっくり英文法
元聖徳大学講師

大木

忠郎

プロフィールはP.34をご覧ください。

〈英検準2級レベル〉

ステップアップ英会話
SOA講師

A.M.ガニエ

プロフィールはP.37をご覧ください。

使える英語を目指し、楽しく英会話をマスターしましょう。

We look at unfamiliar vocabulary that comes up.
Sometimes the teacher may hand out an interesting
article from a newspaper or a language study sheet.

〈英検準2級以上レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、3/2、3/9、3/16、3/23（木・8回）
13：15～14：40 受講料 12,400円

英語でやりとりHALF & HALF
鈴木

貴士

〈英検準2級以上レベル〉

セーラ・ホランド

〈英検準2級以上レベル〉

G

the many interesting issues that come up in our
readings. Please join us for a rewarding English
experience!

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

A.M.ガニエ

原書に親しみ英語力向上を目指す
―『赤毛のアン』
を読む―
中村

K

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）15：00～16：25 受講料 15,500円

七重

村岡花子訳の『赤毛のアン』を愛読なさった方は多いと思
います。100年前にカナダで書かれ、今もなお世界中で読み
継がれている名作は、児童文学の範疇に入っていることもあり、
大人の原書講読の対象外とお考えの方が多いのではないで
しょうか。しかし、英文の解釈をめぐって時には議論が長く続
くこともあり、文化的・歴史的背景を知ることで初めて理解で
きる用語や文脈も多く、一言で言えば、充分挑戦しがいのあ

Y

プロフィールはP.36をご覧ください。

講座
1Day

元聖徳大学准教授

In the past we've delved into global warming,
American politics, what we'll have for lunch, a movie
you should avoid seeing or an article you just have to
read. As well there will be vocabulary workouts, new
idioms, the occasional grammar lacuna pointed out,
etc..

キッチン

〈英検準2級以上レベル〉

プロフィールはP.37をご覧ください。

学

いま自分の持っている英語力をさらに上級へと向上させたい
方のために、リスニングなどを通じて、ネイティブ・スピーカー
に近い英会話を目指します。

L

語

英会話上級

SOA講師

L-22

プロフィールはP.35をご覧ください。
健康・スポーツ

On this interactive course we read authentic British
short stories together. All stories are by well-known
authors. We can discuss aspects of British culture and

L-21

F

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

Reading Modern British Short Stories
聖徳大学講師

て “When was that ? ”“About 30 years ago.”などと自然
なやりとりをします。
また、Mt. Aso is a（
）.の空欄に当てはまる英単語を
選択肢から選ぶ問題で語彙を強化します（ここでの答えは
volcano火山です）。サラリーマン、有名人、カラオケなど、ト
ピックも豊富です。

芸術・文化

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。講師は英語力
が半分ネイティブだから、“HALF&HALF”です。
英文プリント中のイラストと質問を元に、即興で英語でやり
とりします。たとえば、水戸黄門のイラストを見て“Did you
watch this show on TV ? ”という質問に英語で答え、続け

L-20

C

プロフィールはP.35をご覧ください。

生活・社会

SOA講師

B

文学・歴史

L-19

A

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）19：00～20：25 受講料 15,500円

教育・心理

L-18

S

学者の説も引用して、語法の裏にひそむ話者の心理にも目を
向け、幅広く深い英文法観を育てます。
最後に短いエッセイを読み、文中で語法がどう活かされてい
るかに着目し、理解度チェックの設問に答えて応用力を高めま
す。
現在のテキスト終了後、新しいテキストを使用します。

聖徳講座

■テキスト：『Steady Steps』（継続）
テキストの構成に従って、まず文法のチェックポイントを学
習し、基礎事項の再確認をします。続く練習問題は、適語選択、
空所補充、誤文訂正、語順整序、英文和訳、和文英訳など、
AからFまで多種多様にわたっています。それらの問題を一つ
ずつ答え合わせして終わるのではなく、必要に応じて他の文法

る作品なのです。
Oxfordの原書を輪読で読み進めてきたこの講座も、9年目
に入りました。現在、全38章の約半数を読了したところです。
ご一緒に読み、問題点を考え、適切な日本語を選び、感想
を話し合う楽しい読書会です。各章が独立した物語構成なの
で、途中からのご参加も歓迎いたします。
23

L-23

〈英検2級以上レベル〉

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）14：45～16：10 受講料 15,500円

Readers' Circle

SOA講師

S

A.M.ガニエ

プロフィールはP.37をご覧ください。

聖徳講座

We will be reading “The Best American Travel
Writing 2020” by Robert MacFarlane.
“These stories provide not just remarkable
entertainment, but also, deep comfort; carrying hope,
creating connections, transporting readers to other

worlds, and imagining alternative presents and
futures.”
Let’s begin with the story on page 91 by Lacy M.
Johnson “How to Mourn a Glacier.”

▼ ドイツ語 ▼

教育・心理

A

L-24

〈独検5級レベル〉

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

ドイツ語でコミュニケーション
SOA講師

笹原

健

プロフィールはP.35をご覧ください。

おもに初めてドイツ語を学ぶ方を対象に、コミュニケーショ
ン能力を身につけることに重点をおき、ドイツ語の初歩を学ん
でいきます。文法知識を少しずつ学びながら、平易なドイツ語
を理解し、日常生活でよく使われる表現や文を運用できること
を目標にしていきます。
12課構成のテキストを用いますが、ペースにはこだわらず進

文学・歴史

B

L-25

生活・社会

C

〈独検4級レベル〉

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

ニュースを読んで身につけるドイツ語
SOA講師

めていきます（それに伴い、内容は変更することがあります）。
前期からの継続ですが、途中からの参加も歓迎します。折に
ふれ、ドイツの日常や文化の話もしていきます。
今期は、以下の場面で使える表現を中心に学んでいきます。
●日常の家事について ●身支度や身づくろいの表現
●興味・関心を述べる ●食材や料理、食文化について

笹原

健

プロフィールはP.35をご覧ください。

ドイツ語を多少学ばれた方や、いちど学んだドイツ語をやり
直したい方を対象に、平易なドイツ語で書かれた短い音声つき
テキストを通して初級技能を身につけます（初めて学ぶ方も歓
迎です）。ドイツのウェブサイトNachrichtenleichtで提供され
ているテキストから厳選し、1～2回で読めるテキストをいくつ
も読んでいきます。目標は、基礎的なドイツ語を理解し、初歩

芸術・文化

F

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
ることとします。具体的には、トピック（政治・経済記事、文
化記事、国際記事、日本についての記事など）を選び、アクチュ
アルなドイツ内外の情報を提供していきます。
いまドイツで話題になっていることがらにふれたり、日本の
ことをドイツではどう報じられているかを学んでいきましょう。

▼ フランス語 ▼

L-26

〈入門レベル〉

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）11：00～12：25 受講料 15,500円

初めてのフランス語

G

健康・スポーツ

聖徳大学名誉教授

小島

慶一

プロフィールはP.35をご覧ください。

un bel ami を un belle ami と書いたら、フランス人はまず
ペンを取り出して書き直すでしょう。millefeuille をミルフィー
ユと書いて発音したら、フランス人には1000人の娘と映りま
す。これは書く、読むことの基礎です。フランス語を多少勉強
したことがある方には最適かと思います。基礎的な動詞は終え
ていますが、復習しながら進めます。日常の簡単な会話文を

語

L

学

L-27

〈初心者レベル〉

基に文法を進めています。各課の終わりに問題練習をします。
早く進む必要はありません。10課あるうち半分くらいまで進ん
でいると思います。過去の言い回しもこれからです。皆さんが
納得する授業をしたいと思います。フランスに関わる話を交え
ます。積極的に楽しんでください。
※教科書『アミカルマン＜プリュス＞』（駿河台出版社）

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）15：15～16：40 受講料 15,500円

話せるフランス語
聖徳大学名誉教授

小島

慶一

プロフィールはP.35をご覧ください。

外国語を耳で聞いて覚える方法は悪くはありません。ただ、
それを頻繁に使わなければ、すぐに忘れてしまいます。記憶し
たものを長く留めておくためには、記憶された言葉がなぜそう
なっているのかという理屈を知ることによって、必要な時に言
いたい言葉を自分で探し、作ることができます。
文法は大事なのです。音声はすぐに消えてしまいますので、

キッチン

K
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〈初級レベル〉

講座
1Day

1/21、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1、4/8
（土・10回）14：35～16：00 受講料 15,500円

フランス語基礎
元聖徳大学教授

24

文法を知って、言葉の全体像を知りましょう。
本講座では日常的な表現を覚え、話すための必要最小限の
理屈を学びます。初級・中級読み物として、簡単な推理小説『ル・
コリエ』（朝日出版社）を使い、半分くらい進んでいると思い
ます。文法を意識した、日常的フランス語の読み物です。実用
的なフランス語例文を練習して楽しみましょう。

津田

満璃

フランス語の発音・リズム・綴り・文法の基礎を大切にし
ながら、ゆっくり進んでいます。
文法の基礎練習も、会話練習も少しずつです。基礎文法は、
日常的によく使われる範囲の音の慣れを作りながら練習してい
ます。そして、
日常会話も楽しみたいとゆっくり練習しています。
教科書は、基本文法練習用と会話練習用の2種類を使ってい

プロフィールはP.36をご覧ください。

ます。
授業のお休み期間がいつの間にか大変長くなり、受講者の
方々もフランス語圏に旅行ができない期間が続き、フランスが
少し遠く感じられるようになっています。もう一度、フランス語
に対する慣れをクラスで取り戻していきたいと思います。

L-29

〈中級レベル〉

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）13：30～14：55 受講料 15,500円

フランス語「歴史小説」
を読む
聖徳大学名誉教授

小島

慶一

プロフィールはP.35をご覧ください。

父デュマの『モンテ＝クリスト伯』をⅡ期で読み終え、12世
紀宮廷風ロマンの『トリスタンとイズー』（B6版72ページ、朝
日出版社）を読み進めています。
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
〈仏検4～3級レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

上村

タンウォング

プロフィールはP.34をご覧ください。

〈仏検3級レベル〉

タンウォング

日常生活のテーマを通し、基礎的な表現と必要な文法のポ
イントを見直しながら、フランス語の楽しさを身につけます。
教科書は、『Vite et Bien2』を使用します。
１．Les vacances à la ferme ２．L’écologie
３．L’agriculture biologique a-t-elle du succès au
Japon? 4 ．Le platane est une fleur?

L-32

〈伊検5級程度レベル〉

小島

友仁

〈初心者～中級レベル〉

学

友仁

プロフィールはP.35をご覧ください。

えます。
文法や単語だけでなく、イタリアの店やホテルなどで会話を
する状況や、訪れる遺跡などにまつわる歴史のことなどもお話
ししながら進めていきます。
イタリアの鉄道や音楽グループについてなど、得意な分野で
詳しい知識のある楽しい仲間たちが待っています。

K

キッチン

〈学習1年以上レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・9回）13：30～14：55 受講料 13,950円

イタリア語中級3

小島

友仁

文法をひととおり学んで、辞書を使って現代のイタリア語を
読みたいという方が対象のクラスです。
取り上げる素材は、参加する方の興味に応じて選んでいます。
現代の短編など、比較的平易な文学作品から取り上げてきま
したが、雑誌記事や古典のよく知られた箇所、現在のニュース
などの素材も、受講者の希望も聞きながら教材にしていきます。

Y
講座
1Day

多摩美術大学講師

L

語

小島

旅行でイタリア語を使いたい方が対象です。この2年間、海
外旅行ができない状況が続いていますが、この期間はじっくり
と現地のことを調べたり、語学力とイタリアについての知識を
深める時間と考えて活用しましょう。
どんな旅行をしたいか想像しながら参加してください。言葉
は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覚

L-34

G

旅行での会話など、いずれ必要になりそうな言い方が何か
想像しながら、いっしょに楽しく学んでいきましょう。
会話をしたい方も、原文で読みたい方も、最初は同じところ
から学んでいきます。コロナも終わりが見えて、もうすぐ旅行
できます。それまでに基本を身につけておきましょう。
文法の初歩の学習経験がある方は、
今期からの参加も可能です。
1/19、1/26、2/2、2/9、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・9回）15：15～16：40 受講料 13,950円

イタリア語旅行会話7
多摩美術大学講師

プロフィールはP.35をご覧ください。

健康・スポーツ

イタリア語を始めてみませんか。この講座は、初めての方対
象クラスの3期目です。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。講師作成の教科書を使い、文の組
み立ての理解と美しい発音に慣れ親しむことに重点をおきます。
Ⅱ期は教科書の10課まで学びました。今までの復習をして
から、動詞活用を主に続けていきます。

L-33

F

1/19、1/26、2/2、2/9、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・9回）11：00～12：25 受講料 13,950円

イタリア語入門3

多摩美術大学講師

C

５．Utilisation de *SI* , *QUAND* et *NE...QUE*
６．Si nous ne sommes pas trop fatigués...
７．Discussion sur la protection de l’environnement
８．Le petit prince
９．Décrivez un paysage de votre pays que vous
aimez. 10．Bilan

芸術・文化

▼ イタリア語 ▼

プロフィールはP.34をご覧ください。

生活・社会

上村

B

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

Dites-le en français

元聖徳大学短期大学部講師

５．Non à la pollution par la voiture
６．Tu trouves ça normal de chanter au travail?
７．Consignes de sécurité
８．Règlements dans les lieux publics
９．Les bonnes manières et les interdits au Japon
10．Bilan

文学・歴史

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。教科書は、
『INTERACTIONS 3』です。
１．Révision
２．Ça vous dérange si je téléphone ?
３．C’est interdit de fumer ici?
４．Est-il possible de faire du skate-board ici?

L-31

A

教育・心理

楽しくフランス語

元聖徳大学短期大学部講師

聖徳講座

L-30

S

作の一つとされています。本教科書は短く纏められ、読みやす
くなっています。ただ訳すだけでは、技術的な日本語の勉強で
しかありません。フランス語らしく読めると同時に、歴史文化
にふれたいと思います。

プロフィールはP.35をご覧ください。

また、好きなイタリア映画の印象的な場面を繰り返し聴いて、
セリフを読みとる試みも毎回行っています。
いろいろな文章にふれることで、イタリア語の知識やイタリ
アについての理解が深まることを期待しています。イタリアのど
んな面を深く知りたいか、自分なりの目標をもって参加してく
ださい。

25

▼ スペイン語 ▼
L-35

〈入門レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

はじめてのスペイン語3

S

聖徳講座

SOA講師

松平

貴子

プロフィールはP.36をご覧ください。

今期は、スペイン語の1番のポイントとなる動詞について引
き続き学習を進めていきます。基本となる文法をしっかり学習
し、正しく動詞を活用させ、1文を正しく組み立てられること
を目指します。その後、実際の使用場面をイメージしながら単
語を入れ替え応用させて、確実に使えるように練習をしていき
ます。直説法現在をマスターすることが目標です。

教育・心理

A

L-36

〈入門レベル〉

“セロ”から始める入門スペイン語
SOA講師

モレノ

今期は、『¡Acción! Primeros pasos（アクシオン！《ライ
ト版》）』を使用します。
9課：ネットで繋がる 10課：旅行の計画を立てる
11課：趣味について話す 12課：生活習慣と体調を述べる
予習はまったく必要ありません。毎回の授業内での練習を通
して楽しく表現を学んでいきましょう！

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）11：10～12：35 受講料 15,500円

由佳

プロフィールはP.37をご覧ください。

令和4年5月から始まったばかりの、スペイン語を初めて学
ぶ方が対象のクラスです。数字の「0（ゼロ）」のことをスペイ
ン語では「セロ」といいます。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。語学を習うのが初めて、英
語を学習したが苦手だった、という方にも安心していただける
ように、スペイン語の音やリズムに親しみながら、分かりやす

文学・歴史

B

L-37

生活・社会

C

〈DELE A2レベル〉

くゆっくり学習します。スペイン語を習いたいと思っていたけれ
ど、なかなかきっかけがなかった方、今がチャンスです。
★使用教材『ELE ACTUAL A1』
Lección3：職業の言い方、数（1～100まで）、どこに住んで
いるか Lección4：TúとUsted、 友 達 ／ 同 僚を紹 介する、
ser動詞とestar動詞
1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）9：15～10：40 受講料 15,500円

スペイン語基礎会話1
SOA講師

モレノ

由佳

プロフィールはP.37をご覧ください。

スペイン語を始めて2〜3年になるクラスです。入門（A1レ
ベル、現在形まで）の教科書を終え、前期から新しく基礎（A2
レベル）の教科書に入ったばかりです。スペイン語をよく聴き、
自分の口から話す練習をたくさんします。日常的なことをスペ
イン語で話せるようになるのが目標です。コロナ禍でスペイン
語のクラスに来られなかった方、今年から再出発しませんか？

芸術・文化

F

L-38

G

〈DELE A2レベル〉

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）11：00～12：25 受講料 15,500円

スペイン語基礎会話2

健康・スポーツ

SOA講師

モレノ

由佳

プロフィールはP.37をご覧ください。

スペイン語を始めて3〜4年になるクラスです。スペイン語の
初歩的な内容（A1レベル、現在形まで）が分かる方を対象と
します。基礎レベル（A2、過去形を含む）の内容を少しずつ
進めていきます。スペイン語を少し読んで理解することはでき
るけれど、実際の「会話」にはいたらない、という方にもおす
すめのクラスです。今期は、現在完了形などを学習します。

語

L

学

L-39

〈DELE A2レベル〉

★使用教材『ELE ACTUAL A2』
Lección5：Experiencias y opiniones
（経験、意見の言い方）
－¿Has estado alguna vez en México?
－Estoy de acuerdo contigo.
Repaso：Lección 1～5の復習
1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

スペイン語初級会話
SOA講師

モレノ

由佳

プロフィールはP.37をご覧ください。

主に直接法を使いながら、実際の場面でスペイン語を「話す」
練習をするクラスです。現在形、現在完了形、点過去、線過
去を使い分けながら、さまざまな表現方法を学習します。
今期から新しいテキストを使用し、今まで学習したことをよ
り深めていきます。受動的に「読み理解する」ことよりも、能
動的に「相手に意思を伝える」ことを強化します。

キッチン

K
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〈西検4級、DELE B1レベル〉

★使用教材『Aula Internacional（A2）』
Unidad 1: EL ESPAÑOL y TÚ -¿Cuánto hace que
estudias español? -A mí me cuesta un poco la
gramática.
Unidad 2: UNA VIDA DE PELÍCULA -Cambié de
trabajo hace dos años. -Fui al cine la semana pasada.

講座
1Day

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）14：45～16：10 受講料 15,500円

スペイン語初級

SOA講師

26

★使用教材『ELE ACTUAL A2』
Lección3：Comidas（食べ物について）－Un paquete de
sal/arroz －¿Me trae más pan, por favor?
Lección4：Ha sido un día normal.（普段とかわらない1日
でした）－Hoy he estudiado mucho. －Es que hemos
perdido el tren.

松平

貴子

この講座は、直説法と接続法現在の活用や用法は学習した
経験があるが、まだ使いたい動詞の活用がさっと出てこない、
あるいは活用は覚えていても、正しい使い分けが難しいと感じ
る方を対象とします。既習文法を再確認し、正しく使えるよう
になることや、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ます。

プロフィールはP.36をご覧ください。

さまざまなテーマのテキストにふれながら、語彙力・表現力
のアップも図ります。予習は必要ありません。毎回の授業内で
の色々なアクティビティを行いながら定着を目指しましょう。
テキストは、『BITÁCORA 3 NUEVA EDICIÓN』です。
・Unidad 11: VER, LEER Y ESCUCHAR
・総まとめ

L-41

〈DELE B1レベル〉

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）14：45～16：10 受講料 15,500円

スペイン語中級会話
SOA講師

モレノ

由佳

プロフィールはP.37をご覧ください。

〈DELE B2レベル〉

スペイン語中級（読むこと・きくこと）
SOA講師

カルロス

安達

プロフィールはP.35をご覧ください。

Curso dirigido a estudiantes con conocimientos del
modo indicativo y subjuntivo. Refuerzo del vocabulario
y la gramática a través de audios de la radio y la
televisión.
１．Introducción ２．Reciclaje de plásticos
〈DELE C1レベル〉

安達

Curso dirigido a estudiantes con conocimientos de
modo indicativo y subjuntivo. Refuerzo del vocabulario
y la gramática a través de audios cortos de la radio y
la televisión.
１．Introducción ２．Iglesia católica
３．El oro verde ４．Nomofobia
〈DELE C2レベル〉

５．Fábrica en manos de robots
６．¿Qué es realmente sostenibilidad?
７．Recesión: ¿Un impulso para la renovación?
８．Élite y contaminación
９．Corrupción
10．Resumen
1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）14：45～16：10 受講料 15,500円

スペイン語上級

SOA講師

カルロス

安達

▼ ポルトガル語 ▼

SOA講師

茨木

ルビー

プロフィールはP.34をご覧ください。

Prezados amigos. Iremos revisar:
・alguns pontos da gramática
・praticas em conversação e audição
・e xpressões populares usadas em conversações
Sempre num clima de humor e alegria! Venha fazer
parte da nossa turminha! Esperamos você!

K

キッチン

〈中級レベル〉

L

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）13：15～14：40 受講料 15,500円

ある程度基礎的なところはもう習っているクラスですので、
入門的・基礎的な一部分は少しご自分で頑張っていただきた
いのですが、お手伝いはいたします！
基礎の復習もしていきますので、一緒に楽しくブラジルポル
トガル語を学びましょう！

L-46
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学

楽しく学ぶ
ポルトガル語のレベルアップ講座！

３．Refugiados climáticos
４．Medicinas psicodélicas
５．Las mafias de la basura
６．Aceite de oliva falso
７．Cuba pide cambios ８．¿No más PIB?
９．Peligros cósmicos 10．Vivienda colaborativa

語

〈初中級レベル〉

プロフィールはP.35をご覧ください。

健康・スポーツ

Anális y lecturas de temas relacionados con la
cultura hispánica. Refuerzo del vocabulario y
comprensión auditiva a través de audios y lecturas de
la prensa.
１．Nuevas directrices con la covid
２．Salvar al planeta de la desertificación

L-45

F

芸術・文化

L-44

C

プロフィールはP.35をご覧ください。

生活・社会

カルロス

B

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）10：30～11：55 受講料 15,500円

スペイン語中上級（読むこと・きくこと）
SOA講師

３．Melones caros ４．La jornada laboral
５．Mascotas con pasaporte ６．Préstamo bancario
７．Los primitivos inventaron la cerveza
８．El hombre pollo ９．Farsante cardiaco
10．Resumen

文学・歴史

L-43

A

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

教育・心理

L-42

S

ン語の小説を少しずつ読む時間をとるようにします。
★使用教材 ①『Tema a tema B1』
Tema 11：El sistema laboral español
Tema 12：De cine, en español
②『Alquimista』Paulo Coelho
『アルケミスト～夢を旅した少年～』 パウロ・コエーリョ

聖徳講座

今までに学習した直説法および接続法を使い、実際の場面
でスペイン語を「話す」ことを目標とするクラスです。
スペイン語の中級（B1レベル、接続法を含む）の内容を学
習します。どのような表現方法を使えば、より相手に自分の言
いたいことが伝わるのか、を学習します。
また、生徒の皆様のリクエストにお応えし、今期からスペイ

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円
SOA講師

庄司

アメリア

このクラスはある程度、ポルトガル語が話せるクラスとなっ
ております。楽しくポルトガル語を話しましょう。もちろん文法
も解説いたします。レッスン内容は以下の通りです。
★ポルトガル語の敬語の使い方を紹介します
例文：Prefiro ficar aqui.
ここにいるほうがいい。

Y
講座
1Day

ポルトガル語中級

プロフィールはP.35をご覧ください。

Preferiria ficar aqui.
どちらかというと、ここにいたいんですが。
★翻訳の仕方にトライしてみましょう。 ★リスニング
ラテン的な雰囲気で楽しくポルトガル語を学べるクラスと
なっております。お気軽にご参加してみませんか。
27

▼ 中国語 ▼
L-47

S

〈入門レベル〉

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）13：00〜14：25 受講料 15,500円

ニーハオ！ ピンイン入門

聖徳講座

SOA講師

韓

葵花

プロフィールはP.35をご覧ください。

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
学びます。母音、子音の読み方についてていねいに勉強した
後で、1課～3課の単語を用いて、発音の練習をゆっくりします。
その上で、動詞述語文や形容詞述語文、「吗」疑問文、反復
疑問文などの文法についても学びます。
また、簡単な実用会話の習得も目指します。テキストは、
『話

教育・心理

A

L-48

〈中検4級レベル〉

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）9：00〜10：25 受講料 15,500円

中国語初中級

SOA講師

韓

葵花

プロフィールはP.35をご覧ください。

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。文法を勉強しながら、ことわざについて学びます。
日本にも中国にもことわざはありますが、ことわざには人々
の智慧が込められています。中国のことわざは、会話や議論の
中でよく使われており、自分の意見や主張の根拠として取り上
げていますので、表現力が豊かになります。

文学・歴史

B

C

生活・社会

L-49

〈中検3級レベル〉

テキストは、『中国の智慧 ことわざで学ぶ初中級中国語』
（朝日出版社）を使用します。今期は、第6課から学びます。
●にわか仕込みであっても、少しは役に立つ【 临阵 磨 枪，不
快也光】●家にいる時は親を頼りにし、家を離れては友達を
頼りにする【在家靠父母，出 门 靠朋友】●病は口から入り、
禍は口から出る【病从口入，祸从口出】 など

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）A 10：45〜12：10 B 15：00〜16：25 受講料 15,500円

中国語中級A、B
SOA講師

韓

葵花

プロフィールはP.35をご覧ください。

中国語を2年以上勉強し、ある程度の中国語の基礎（文法、
語彙）がある方が対象になります。テキストは、『中国語口語
コンプリート 中級レベル』（朝日出版社）です。日常生活で
よく使う表現を自然な会話で学ぶことができますので、口語に
自信をつけることを目指します。また、HSK検定試験の3～4
級レベルの基礎知識を学びますので、HSK検定試験を目指す

芸術・文化

F

したくなる中国語』
（朝日出版社）を使用します。今期は、2ペー
ジから学びます。
●発音
●お名前
●これはあなたの本ですか 【这是你的书吗？】
●日本語は難しいですか 【日语难不难？】

方にも役に立つと思います。
我们一起学汉语吧！ 今期は、第1課から学びます。
・趣味
【爱好】 ・季節 【季节】
・謝る
【道歉】 ・おごる 【请客】 など。
※AとBは同じ内容です。

▼ 韓国語 ▼

L-50

健康・スポーツ

G

〈読める方対象レベル〉

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

韓国語「まっさら会話入門」
SOA講師

・

金

鎭國

プロフィールはP.35をご覧ください。

「－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、
「①韓国②に③行って④しゃべりましょ
う」というように語順が同じです。
とても学びやすいです。
さあ！ 一緒に始めませんか！

語

L

学

L-51

〈学習1年以上の方対象レベル〉

金

鎭國

キッチン

講座
1Day

L-52

〈学習１年以上の方対象レベル〉

28

プロフィールはP.35をご覧ください。

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

ソウルで使える簡単な韓国語会話
SOA講師

・

●2つ3つの単語をきく、話してみる
●背景づくり：韓国へ行きたいんだけど、春がよいですか。
●順序：ドラマをみて、洗濯をして、コーヒーを飲みます。
●因果関係：春だから、花を見に行きます。
●日韓ことばのおもしろみ
※「個々に合わせた」レベル、内容で行っています。

韓国語が読めれば、どなたでも大丈夫です。
右に挙げている事項の練習が基本です。
ドラマでも、何を言っているのかが聞こえてきます。
楽しくなってきます！

Y

・

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

韓国語会話初級

SOA講師

K

●短い会話をたくさんしよう
●「食べる、食べます、食べますか」の練習
●「アンニヨンハセヨ」の「（－요）」の練習
●韓国の人と言葉を往来させよう
●日本語と韓国語について
※「個々に合わせた」レベルで行っています。

金

鎭國

単語が読めれば、どなたでも参加できます。
お互いが耳で韓国語を捉えて、それを使って会話します。
（ソウルでの自分を意識します）
●韓国人と日本人で韓国語をたくさん往来させる
●「キムチでした」「キムチではなかった」、過去形

プロフィールはP.35をご覧ください。

●「キムチを作らない」「キムチを食べない」、否定形
●「おいしいキムチだ」「食べたことがあるキムチだ」、活用形
●「おいしく食べられます」、可能形
●日韓の文化と言葉
※「個々に合わせた」レベル、内容で行っています。

L-53

〈学習1年以上の方対象レベル〉

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

韓国語をヒアリングからスピーキングへ
SOA講師

金

鎭國

プロフィールはP.35をご覧ください。

「大体こんなことを言っているのかなぁ」という風に聞くので
はなく、「ひとつひとつの単語」をしっかり聞きます。
聞いてわかるものが増えていきます。
●聞いた単語を活用する
●「キムチが食べられなかった」、可・不可の表現
●「おいしいのがキムチだ」という類の表現
〈学習１年半ほどの方対象レベル〉

鎭國

ドラマで聞きとれる言葉が増えていきます。
●「単語2つ3つが基本」の聞きとり練習
●「やりたい！ 欲しい！」などの言いたい表現
●電車やバスなどの利用の表現

●「あったことのさまざまな言い方」
●「困った時のさまざまな言い方」
※「個々に合わせた」レベル、内容で行っています。

〈学習1年半ほどの方対象レベル〉

鎭國

韓国語会話（初・中級）

SOA講師

朴

鍾花

金

鎭國

人と人をつなぐ韓国語会話（近中級）
金

●食の話
●お天気の話 など
※「個々に合わせた」レベル、内容で行っています。
※資料持ち込みOKです。

K

1/21、1/28、2/4、2/18、2/25、3/4、3/11、3/18、3/25、4/1
（土・10回）10：30～11：55 受講料 15,500円

鎭國

「和製韓国語ではなく、韓国人が話す韓国語」を目指してい
ます。
もし、覚えた単語が思い出せなかったら…どうしましょう！
どうにかできます。
●日韓の話題
●趣味など好きなことの話
●「食」、「メニュー」の話

Y
講座
1Day

SOA講師

プロフィールはP.35をご覧ください。

キッチン

〈学習2年ほどの方対象レベル〉

L

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

会話中に文法も聞き取りも習得します。
あまり細かいことは気にせず取り組めば、上手になります。
●観光地の話
●日韓の話題
●暮らしの話

L-58

G

学

SOA講師

●新聞などの記事の内容をまとめて話す
「誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どのように」
●いろいろな音を表す言葉
「チゲがぐつぐつ煮えてきた。」「雨がざあざあ降っている。」
●得意な料理のレシピを紹介する
「炒めたり、チゲに入れたりして食べる。」

語

ミョンドン

ホテルで、食堂で、
明洞で、
タクシーで、
韓国語をしゃべろう！
（近中級）

プロフィールはP.36をご覧ください。

健康・スポーツ

L-57

F

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）10：30～11：55 受講料 15,500円

この講座は初級レベルが終了して、より自然な韓国語表現と
流暢に自分の考えを話したい学習者のための講座です。
初級文法を復習し、基本文型から段階を追ってゆっくりと文
型練習をしていきます。「話す」「聴く」「読む」「書く」の4つ
の活動を興味深いトピックを話題にして、自分の考えを述べら
れるように表現力のアップを目指します。
〈学習2年ほどの方対象レベル〉

●「乗り物」の表現 ●「旅行」の表現
●「食べる、飲む」の表現 ●「自分の話」の表現
●「質問」の表現 など
日韓の話や経験談など、盛りだくさんで進めていきます。
※「個々に合わせた」レベル、内容で行っています。
※資料持ち込みOKです。

芸術・文化

〈学習2年以上、
ハングル検定5～4級レベル〉

C

プロフィールはP.35をご覧ください。

生活・社会

金

目的のための会話のほか、「もう一言」を目指します。
たとえば、タクシーの運転手さんに「東大門（ドンデモン）
に行ってください」だけでなく、
「お店が多いですね、安いもの
はありますか、日本語は通じますか、キムチがおいしい所を教
えてください」などの往来会話を学びます。

L-56

B

1/20、1/27、2/3、2/10、2/17、2/24、3/3、3/10、3/17、3/24
（金・10回）10：15～11：40 受講料 15,500円

韓国人と往来会話韓国語（初級）
SOA講師

プロフィールはP.35をご覧ください。

文学・歴史

L-55

教育・心理

金

A

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）9：00～10：25 受講料 15,500円

韓国ドラマなどが聞きとれる韓国語会話
SOA講師

聖徳講座

L-54

S

●「言い始める時」の表現 例：「辛いんだけど…」
●「理由」の表現 例：「辛いからおいしい」
●「〜してこそ良い」の表現 例：「食べてこそ元気だ」
両国の文化を知ることができます。
※「個々に合わせた」レベル、内容で行っています。

プロフィールはP.35をご覧ください。

●「お金」の話
●「健康」の話
●「旅行」の話 など
※メールも意思を伝える手段の1つなので、活用します。
※「個々に合わせた」レベル、内容で行っています。
※資料持ち込みOKです。

29

L-59

〈学習3年以上、
ハングル検定4～3級レベル〉

韓国語会話（中級）

SOA講師

S

朴

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）13：15～14：40 受講料 15,500円

鍾花

プロフィールはP.36をご覧ください。

聖徳講座

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。
ひと通り学んだものの、会話と発音が苦手な方のために、
実生活でよく使われる表現を声に出して練習します。
語彙や文型を入れ替え、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。

教育・心理

A

L-60

〈学習3年以上、
ハングル検定3級以上レベル〉

中・上級者のための韓国語会話

SOA講師

B

朴

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）15：00～16：25 受講料 15,500円

鍾花

プロフィールはP.36をご覧ください。

文学・歴史

この講座は初級学習が終了して、日常でよく使われる言葉、
文章であれば十分理解でき、意思伝達がある程度可能な方が
対象です。
韓国文化、風習、社会のできごと、韓国ドラマなどにふれ
ながら、韓国のさまざまな姿をわかりやすく説明します。
CDを聞いて、語彙や表現を学び、ネイティブのスピードに

生活・社会

C

L-61

文型の練習
●「駅に行ったら汽車は既に出発してしまった。」
●「夢を叶えようとしたら、その分努力が必要だ。」
●「肉料理と言っても、
どうやって料理したかによって味が違う。
」
●「頑固さに関しては父の右に出る者はいない。」
●「ただ会社の指示に従っただけだ。」
●「お隣さん同士、助け合いながら暮らさなければ。」
●「長く住んでいるうちに情が移ってしまった。」

「ハングル能力検定試験3級」
合格を目指そう！

近づけるようにします。文章のテーマは、身近な話から社会問
題まで取り上げているので、韓国人の生活や考えを理解する
のに役立ちます。
授業は主に韓国語で行い、補足として日本語を使用します。
韓国語の常用フレーズを丸ごと覚えて、話す力や聞く力を磨い
ていきましょう。
1/18、2/1、2/15、3/1、3/15（水・5回）
13：00～14：25 受講料 7,750円

SOA講師

金

鎭國

プロフィールはP.35をご覧ください。

ハングル能力検定試験3級の合格を目指す皆さんをお手伝いします。過去問題を使って、傾向と対策を指導いたします。合格を
目指して一緒に学びましょう！

芸術・文化

F

L-62

「ハングル能力検定試験準2級」
合格を目指そう！
SOA講師

1/21、2/4、2/18、3/4、3/18（土・5回）
13：00～14：25 受講料 7,750円

金

鎭國

プロフィールはP.35をご覧ください。

ハングル能力検定試験準2級の合格を目指す皆さんをお手伝いします。過去問題を使って、傾向と対策を指導いたします。長年、
韓国語を学んだ方には、さらなる自信を持たせてくれるレベルです。問題を解くコツも大事になってきます。合格を目指して一緒
に学びましょう！

健康・スポーツ

G

K-1

L

中国茶・台湾茶を楽しく、美味しく！

語

中国政府認定 高級茶藝技師

山本

13：00～14：25

由美子

学

前半の時間では、毎回選りすぐりのお茶を2種類ご紹介いた
します。中国茶器を使ってていねいに淹れて、皆さんに飲んで
いただきます。味、香り、水色、余韻、個性、特徴をぜひお
楽しみください。
後半は、中国茶器を使って、皆さんにも実際にお茶を淹れ

プロフィールはP.37をご覧ください。

ていただきます。初めての方も、心配はいりません。1からしっ
かりとお教えいたします。自分で淹れてみると、お茶が身近に
感じられて、興味がさらにわいてくると思います。
お茶の産地情報も交えながら、楽しさを体験してみてくださ
い。

キッチン

K

1/17、2/21、3/28（火・3回）
受講料 9,150円（内・教材費 4,500円）

Y
講座
1Day
「中1数学をもう一度」

30

「中国茶・台湾茶を楽しく、美味しく！」

「松戸・常磐線沿線（千葉県）
の
歴史と地理を探る」

1D ay

Y-1

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。

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

1/21（土）
13：00～14：25 受講料 1,550円

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

B

2/14（火）
受講料 2,050円（内・教材費 500円）

C

生活・社会

「おしゃべりな花たち」
マーガレット

A

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

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

S

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～

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。

芸術・文化

F
※写真の作品は一例です。

Y-4

イタリー製カラフルクロスで作る
年賀状整理ケース
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）

G

プロフィールはP.35をご覧ください。

健康・スポーツ

川村

芸術
文化

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

L

2/13（月）
受講料 4,200円（内・教材費 1,600円）

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

プロフィールはP.35をご覧ください。

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。

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）

Y

プロフィールはP.37をご覧ください。

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

キッチン

Y-6

K

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。
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Y-7

１Day レカンフラワー
～花の色と形がそのままアートに～
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

聖徳講座

S

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。

教育・心理

A

Y-8

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

芸術
文化

敏子
朋子

文学・歴史

Y-9
C

峰島

毎日の暮らしに活かす薬膳・中医学
A、B

生活・社会

国際中医師・国際中医薬膳師

直美

芸術・文化

Y-10

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

健康・スポーツ

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

語

L

産学連携講座
味噌づくり体験教室
小川屋味噌店

キッチン

学

大溝

キッチン

スパイス＆ハーブから作る

Y-12 「カレー」の魅力♪

Y
講座
1Day

カレー、スパイス料理研究家
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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。

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。

K

A 3/3（金） B 3/10（金）
10：00～11：25 受講料 各回1,550円

〈英検2級以上レベル〉

SOA講師

G

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 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

F

プロフィールはP.37をご覧ください。

健康
スポーツ

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。

B

10：00～12：00

3/31（金）
受講料 3,300円（内・教材費 1,200円）

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

10：00～11：25

B

3/16（木）
受講料 3,450円（内・教材費 1,900円）

C

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。

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

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。

生活・社会

Y-15

プロフィールはP.34をご覧ください。

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。

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」

語

L

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。

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）

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

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

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）

講座
1Day

平成16年 3月 第１回ＳＯＡオープニングセレモニー開催
（2004）

Y

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］
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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。

34

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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W 双方向オンライン講座
講座名

講師名

W1
心理カウンセリング
講座 「やる気」

聖徳大学講師
鈴木 由美

(プロフィール詳細は
P.35をご覧ください。)

SOA講師
モレノ 由佳

W2
〈DELE A2レベル〉

(プロフィール詳細は
P.37をご覧ください。)

スペイン語Ⅰ

SOA講師
モレノ 由佳

W3
〈DELE A2レベル〉

(プロフィール詳細は
P.37をご覧ください。)

スペイン語Ⅱ

講座内容

聖徳大学講師
鈴木 由美

(プロフィール詳細は
P.35をご覧ください。)


真面目でお得な
財務アナリスト
「企業分析」
児玉 万里子
―「あの会社」の
(プロフィール詳細は
ことがひと目で
P.35をご覧ください。)
わかる
⑧回転寿司チェーン

講座日時

Zoomによるオンラインクラスです。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のがオン
ラインクラスの利点です。
このクラスでは、文法を中心に学習を進めていま
す。今期は、主に接続法現在を学びます。
★使用教材『新・スペイン語レッスン初級』

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、
2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）
14：45～16：10 受講料 25,000円

Zoomによるオンラインクラスです。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のがオン
ラインクラスの利点です。
このクラスでは、会話を中心に学習を進めていま
す。今期は、Lección11と12を学びます。
★使用教材『ELE ACTUAL A2』

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、
2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）
16：25～17：50 受講料 25,000円

要事前お申込み、入会不要
各講座 約60分 受講料 1,000円

講師名


不登校の気持ちを
理解する
起立性調節障害

少人数グループ（4〜6人）
による
オンライン講座です。

毎日の生活の中で、なんとなく「やる気」がでない
時はありませんか。または、
「やる気」
のない人を見て、
もっと頑張ったらいいのになど、思ったことはありませ 2/4、2/18、2/25
んか。
（土・3回）
今期の双方向オンライン講座では、少人数で「や 13：00～14：25 受講料 7,500円
る気」について考えていきたいと思います。また、
「や
る気」がでる言葉がけを一緒に学んでいきましょう。

事前録画動画
配信スタイル

講座名

要事前お申込み

講座内容

※A、B、Cの動画は
同じ内容です。

配信日時

学校に行くことが難しくなっている子どもが、起立
性調節障害と診断されることがあります。この病気 A 1/30（月）11：00〜12：00
はどんなものなのか、今期の講座では、起立性調節
B 2/17（金）14：00〜15：00
障害について、心理面から解説をいたします。登校
C
3/ 8（水）13：30〜14：30
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。

ちょっと敷居が高かったお寿司屋さんをグンと身
近なものにしてくれたのが回転寿司。
回転寿司チェー A 1/27（金）11：00〜12：00
ンの運営会社の成長ぶりや利益のあがり方を探って B 2/15（水）15：00〜16：00
みます。中身を知ると、ますます安心しておいしく食 C 3/ 6（月）14：00〜15：00
べられるかもしれません！

═ 聖徳大学オープン・アカデミー
（SOA）オンライン講座の手順について═
１．必要なものをご準備ください。

1．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
2．インターネット環境 ※1
3．メールアドレス ※2
4．マイク付きイヤホン（双方向オンライン講座の場合は、web
カメラもご用意ください。端末に搭載されていない場合は、
外付けのものをご用意ください。）
※1	安定したインターネット環境について
	ご受講環境で利用できるインターネット環境がどのような
ものであるか、Wi-Fi、モバイル回線等、ご契約プランや
容量も含めて事前にご確認をお願いいたします。
※2	お申込みの際にメールアドレスをお伺いします。メールアド
レス が 長 い 等 の 場 合 は、soa@wa.seitoku.ac.jpま で
お名前、会員番号（SOA会員様の場合）
、お申込み講座の
３点をご入力の上、メール送信をお願いいたします。確認
次第、こちらから返信いたします。

２．Zoomアプリケーションのインストールをお願いいたします。

Zoomは、アプリケーションをダウンロードしていただかな
くても利用可能ですが、配信の都合上、ご自身のパソコン等に
アプリケーションをダウンロードしていただくことを推奨いたし
ます。
（
【おうちでSOA講座】は、事前録画した動画を「画面の共有」
にて配信いたしますので、
必ずダウンロードをお願いいたします。
）
ダウンロード方法につきましては、お申込みいただいた後に、
メールにて手順方法マニュアルPDFをお送りいたしますので、
ご安心ください。

3．Zoomミーティングに参加してみましょう！

聖徳大学生涯学習課から動画配信日の２日前までに招待メー
ルをお送りいたしますので、必ずご確認ください。届かない場
合は、お手数ですが、生涯学習課（TEL 047-365-3601）ま
でご連絡をお願いいたします。あとは、手順に沿ってご参加い
ただくのみです！ お楽しみください。

・ オンライン講座の録音、録画、写真撮影はお断りいたします。

38

ご注意いただくこと ・	正常な受講環境維持にご協力とご理解が得られない方に関しましては、
ご受講をご遠慮いただく等の措置をとらせていただく場合がございます。

S-5

聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座

コンピュータを使って
音楽にふれてみよう!

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）10：45〜12：10 受 講 料 15,500円

東京藝術大学作曲科卒業、同大学院修了。管弦楽作
品が日本交響楽振興財団作曲賞、IMC国際作曲家会議
入賞などを受賞。日本作曲家協議会会員。
聖徳大学准教授

おぐり

かつみ

小栗 克巳

音楽に接する方法は多種多様ですが、芸術作品を演奏して
みる、
アレンジを加えてみる、作曲してみる、
といったことが、
コ
ンピュータを使えば簡単にできます。
楽器が演奏できなくても、楽譜が読め、鍵盤で音の場所がわ
かりさえすれば、演奏できてしまうのです。今まで音楽は聴く

S-6

だけ、
コンピュータは書類を作るだけ、
という方々に、ぜひ新
たな喜びを感じていただきたいと思います。
以前受講された方は、
引き続きデータの打ち込みをしてい
ただくことも可能です。
・音データの打ち込み方の説明
・自分の気に入った楽譜を打ち込む
・強弱やレガート、
スタッカート、
テンポなどの設定
・アレンジエクスプローラーを使った編曲方法
・仕上がったデータの発表会
◆使用ソフト：Logic
聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座

音楽学部ピアノリレー講座
「ピアノの魅力Part１8」

2/25（土）
13：00〜14：25

ピアニスト・博士（音楽）。東京藝術大学、同大学
院修了。ハンガリー国立リスト音楽院に留学。ルドミ
ラ国際１位、ポルト国際３位ほか受賞多数。『四月は
君の嘘』音楽監修など幅広く活躍。
聖徳大学准教授

すがの

まさのり

菅野 雅紀

「ピアノの魅力」をさまざまな面から表現するリレー講座で
す。演奏を交えたレクチャーコンサートをお楽しみください。

受 講 料 1,050円（入会不要）

「言葉のない歌〜無言歌の世界」
ドイツ・ロマン派の作曲家、
フェリックス・メンデルスゾーン
は、
「言葉のない歌
（ドイツ語で“Lieder ohne Worte”）
」
とい
う新しいコンセプトのピアノ作品を着想しました。
日本で
「無
言歌」
といわれるこの新しいジャンルで、
メンデルスゾーンは
生涯にわたりおよそ50曲の作品を遺し、その中には《春の
歌》
《ヴェネツィアの舟歌》
などの傑作が含まれています。
「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。

松戸駅東口から聖徳大学10号館へは徒歩1分。キャンパスへも徒歩5分と便利です。

交 通
アクセス

聖徳大学キャンパス
駐
輪
場

聖徳大学
10号館

５階出口

中央公園

イトーヨーカドー
2階入口

JR

至 柏

松戸駅

東口

※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

京浜
東北
東北
線・
線

松戸駅への所要時間
20分
20分

電 車 JR常磐線で上野から約

電 車 JR常磐線で取手から約
電 車 地下鉄千代田線で

西日暮里から直通約20分

電 車 京成線、
新京成線で

千葉中央から約60分

市川

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

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
（14階建ガラス張り建物）
【 1 0 号 館 】東口から徒歩1分
【キャンパス】
東口から徒歩5分

お申込み・お問合せ

聖徳大学10号館
【ホームページ】https://www.seitoku.jp/soa/【E-mail】soa@wa.seitoku.ac.jp
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米国カンザス大学大学院修士課程、博士課程音楽
療法専攻修了。岐阜県音楽療法研究所、名古屋音
楽大学に勤務。現在、聖徳大学教授。日本音楽療法
学会認定音楽療法士。
ひろかわ
え り

廣川 恵理

聖徳大学教授

人生100年時代、健康寿命を延ばして元気なシニア生活
を送りたいと多くの方が思っているのではないでしょうか。
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？
音楽には、人の感情に働きかけ活性化させてくれる作用

S-8

聖徳大学SOA音楽研究センター共催講座

音楽で介護予防
〜楽しみながら気分もカラダもスッキリ！

2/18、2/25、3/4（土）
15：00〜16：25 受 講 料 4,650円
や、ストレスや気分を発散させてくれる作用、身体を動き
やすくしてくれる作用、肺機能や嚥下機能の低下を防ぐ方
法、脳トレに役立つ方法など、いろいろな活用方法があり
ます。一人で自宅でやれること、他の人と一緒に楽しみなが
らやれることもあります。感染対策を万全にしながら楽し
くやりたいと思いますので、ぜひご参加ください。
タオル体操、音楽に合わせた運動、音楽クイズ、音楽脳
トレなどいろいろやりますが、できなかったり間違っても大
丈夫！ 要介護認定、要支援認定を受けておらず、健康寿命
を延ばして元気に暮らしたい方をお待ちしております！

聖徳OGが贈る♡
お互いが笑顔になれる介護の知識と技術
D、E

D 1/26
（木） E 2/18
（土）
10：00〜11：25 受 講 料 各回1,550円（入会不要）
平成3年介護福祉士取得。特別養護老人ホーム、
デイサービス、在宅介護支援センター等で勤務。平
成15年より介護福祉士養成校の学生や一般市民に
介護などを教えている。

平成10年保育士、平成11年介護福祉士を取得。
特別養護老人ホーム、ケアハウス、デイサービス、
グループホームで勤務。現在もグループホームに勤
務しながら養成校の実習指導等に関わっている。
介護福祉士

わたなべ

ま な み

いけだ

渡邉 麻菜美

年齢を重ねていく中で、避けて通れない介護問題。日常生
活を送る上で、食べることやお風呂に入ることは大切ですが、
歳を重ね、病気をしたり、痛みがあったりすると、上手くいか
ないことも出てきます。
また、世間では厳しい現実を突きつけ
るニュースもありますが、
そこには「ひとりで抱え込んでいる」
という共通点が見え隠れしています。
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ていきたいと思います。

足腰を鍛えるために

しずか

静香

D「認知症の人との接し方」／講師 渡邉 麻菜美
認知症の方の特徴を説明しながら、事例を通して接し方に
ついてお話ししていきます。
E「自宅で介護を継続する秘訣」／講師 池田 静香
介護をする伴走者として、
どのような心づもりがあるとよ
いのか、介護福祉士の立場からお話ししていきます。
※令和３年度第Ⅱ期と同じ内容が含まれます。

1/17、1/31、2/14、2/21、3/7、3/14
（火・6回）

S-9 〜Let's タップダンス！ A、B

A 9：00〜10：25

タップダンスに出会ったのは小学生の時。現在で
も学び続けています。聖徳大学では、音楽表現、幼児
理 解 , 保 育 相 談 、教 職 実 践 演習を担当しています。
ストレッチングトレーナーパートナー資格取得。
聖徳大学准教授

聖徳大学准教授（介護福祉士） 池田

せきぐち

あきこ

関口 明子

タップダンスは動きに加え、
自分で音を奏でることができる
楽器としての要素を持っています。タップダンスには、
ミュー
ジカル等で必要とされるジャズダンスの要素の入ったシア
タータップ、楽器の要素を全面に出してリズムを刻んでいくリ
ズムタップの２種類があります。
この講座で取り扱うのはシア
タータップです。

タップダンスには、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。講座では簡
単なタップダンスのステップを学びます。また、さまざまな
ステップを組み合わせて、曲に合わせて楽しく踊れるように
します。
タップダンス前後にはストレッチを取り入れます。
講座は初心者を対象といたします。ダンス経験がなくて
も大丈夫です。
タップの音色を楽しみながら、共に楽しく学
んでいきましょう。
毎回の内容
1．
ストレッチ 2．基本ステップの練習 3．前回の復習
4．休憩・水分補給 5．新しい踊りの練習 6．
ストレッチ

SOA会員限定特典サービ ス
プラーレ松戸
（松戸駅東口直結デッキで徒歩2分）
サービス適用期限2023年3月31日まで

■会員証ご提示のタイミングが店舗によって異なりますので、お会
計・オーダー前に各店舗にてご確認ください。
■対象店舗やサービス内容が予告なく変更になる場合がございます。
■他券・他サービスとの併用はできません。

B 10：40〜12：05 受 講 料 9,30０円

対象店舗で
「SOA会員証」
をご提示いただくと、
SOA会員の方限定特典サービスをご利用いただけます。

キテミテマツド10F飲食フードコート
（松戸駅西口徒歩３分）

「ASIAN FOOD GARDEN」
★ご優待サービス
「お会計より10％OFF」
サービス適用期限2023年3月31日まで

■他券・他サービスとの併用はできません。
■サービス内容は、各店舗で事前にご確認ください。
■有効期限内であれば、何度でも利用可能です。
■ 1 回のご利用につき、上限2,000円までご利用いただけます。
■ご提示がない場合、優待サービスの対象外となります。
22.11.4,2.SS

