
体験講座のご案内体験講座のご案内ワンコインワンコイン
■場所：聖徳大学１０号館■受講料：５００円 要事前申込み

水

東洋大学兼任講師　大内　瑞恵
該当講座：【B6】

『十六夜日記』と旅する文学
歴史

土

秋草学園短期大学教授　中村　陽一
該当講座：【B7】

「野菜はどこから来たか？」
～知って食べればもっとおいしい！？～（環境講座）

文学
歴史

水

聖徳大学講師　相原　正義
該当講座：【B8】【B9】

水戸街道はどのように整備されたか
―松戸～柏間と我孫子～取手間の変更を例にして

文学
歴史

火

聖徳大学講師　藤井　崇
該当講座：【B10】

『信長公記』とその時代文学
歴史

水

SOA講師　塚野　晶子
該当講座：【B12】

『諸国百物語』で見る
江戸時代

文学
歴史

水

青山学院女子短期大学兼任講師　清水　眞澄
該当講座：【B14】

戦国時代を読む
―『応仁記』の世界―

文学
歴史

火

SOA講師　髙橋　啓市
該当講座：【B17】

『折々のうた』を味わう文学
歴史

水

SOA講師　赤塚　雅己
該当講座：【B22】

和泉式部日記
―恋の歓喜と苦悩―

文学
歴史

月

文藝評論家　山田　篤朗
該当講座：【B23】

昭和初期の小説家たち
―文学の読み方―

文学
歴史

木

宮澤賢治学会・日本民俗学会所属　伊東　俊子
該当講座：【B24】

おとなが読む「宮澤賢治」文学
歴史

金

大東文化大学兼任講師　金木　利憲
該当講座：【B25】

司馬遷『史記』列伝を読む文学
歴史

火

SOA講師　宮坂　真依子
該当講座：【B26】

古代ローマの神話と文化文学
歴史

木

東京大学兼任講師　松浦　高志
該当講座：【B27】

ギリシア悲劇を読む
―ソポクレース『アンティゴネー』―

文学
歴史

火

元聖徳大学准教授　中村　七重
該当講座：【B28】【B29】

キリスト教の歴史・
教養としての聖書

文学
歴史

土

SOA講師　A.M.ガニエ
該当講座：【L8】【L9】【L13】【L14】【L16】【L17】

〈英検３級レベル〉

初級英会話語学

火

聖徳大学講師　佐藤　ヘレンメリー
該当講座：【L15】

〈英検３級レベル〉

British English for Life語学

木

SOA講師　ロジャー・バーナード
該当講座：【L21】【Y4】

〈英検２級～レベル〉

British English Conversation語学

水

元聖徳大学講師　大木　忠郎
該当講座：【L2】【L3】【Ｌ6】【L10】【L11】

〈中学１～２年生レベル〉

入門英会話語学

月

SOA講師　笹原　健
該当講座：【L23】【L24】

〈独検５級～レベル〉

ドイツ語入門～初級語学

火

元聖徳大学教授　津田　満璃
該当講座：【L27】【L28】

〈初級レベル〉

楽しいフランス語 ～発音・リズム・朗読

＆フランス語基礎（17）
語学

月

元聖徳大学教授　小島　慶一
該当講座：【L26】【L29】【L30】

〈初級～中級レベル〉

基礎からのフランス語
（書くこと・話すこと）

語学

木

元聖徳大学短期大学部講師　上村　タンウォング
該当講座：【L31】【L32】

〈仏検３級レベル〉

Dites-le en français語学

木

聖徳大学講師　小島　友仁
該当講座：【L34】【L35】

〈初心者レベル〉

初級イタリア語１語学

水

SOA講師　モレノ　由佳
該当講座：【L37】

〈DELE A１レベル〉

“ セロ ”から始める入門
スペイン語

語学

木

SOA講師　松平　貴子
該当講座：【L39】【L40】

〈西検４級、DELE B１レベル〉

スペイン語初級語学

木

SOA講師　カルロス　安達
該当講座：【L42】【L43】

〈DELE B１～B2 レベル〉

スペイン語中級語学

土

SOA講師　茨木　ルビー
該当講座：【L45】

〈初級レベル〉

ポルトガル語初級語学

土

SOA講師　庄司　アメリア
該当講座：【L46】

〈中級レベル〉

ポルトガル語中級語学

土

SOA講師　韓　葵花
該当講座：【L48】

〈入門者レベル〉

ニーハオ！ピンイン入門
（中国語）

語学

木

SOA講師　金　鎭國
該当講座：【L51】【L52】【L53】【L54】【L55】【L57】
　　　　【L58】【L59】

〈初級者レベル〉※韓国語が読める方が対象

韓国語がしゃべりたい！語学

※ワンコイン体験講座は、担当講師の講座を受講された経験のある方や、現在受講されている方も、お申込みいただけます。
※平成３０年度第Ⅰ期ＳＯＡ講座のお申込みは、２月の受付開始日から承っております。そのため、ワンコイン体験講座の開催日より前に、定員に達し受付終了となる可能性もござ
　います。 担当講師の講座が受付終了となっている場合でも、ワンコイン体験講座は開催いたしますので、あらかじめご了承ください。

※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
　で５階まで）

至 柏 至 上野

東口
2階入口

５階出口

イトーヨーカドー

聖徳大学生涯学習
社会貢献センター
（聖徳大学10号館）

聖徳大学キャンパス

中央公園駐
輪
場

松 戸 駅

平成30年4月21日（土）日 時 13：00～16：00終了予定（12：30開場）
聖徳大学キャンパス 川並香順記念講堂場 所

後援／松戸市教育委員会 共催／聖徳大学SOA音楽研究センター

事前にお申込み・お問合せください

参加費 無料 要事前申込み

講師 河合  敦 氏
（歴史研究家、歴史作家）

【曲　目】●モーツァルト：アリア〈彼に眼を向けなさい〉 K.584
　　　　  ●プッチーニ：歌劇《蝶々夫人》より〈ある晴れた日に〉●瀧廉太郎：花
　　　　  ●ミヨー：ヴァイオリン、クラリネットとピアノのための組曲
　　　　  ●J.S.バッハ：トッカータとフーガ ヘ長調 BWV540

【コーディネーター】山田 昌宏（聖徳大学准教授）
【ご案内】山本 まり子（聖徳大学教授・SOA音楽研究センター長）
【演　奏】聖徳大学音楽学部演奏学科教員
　　　　  バリトン：藪内 俊弥　　　ソプラノ：西川 あや子　  ピアノ：鳥井 俊之
　          ヴァイオリン：坂本 真理　クラリネット：中村 克己　ピアノ：山田 昌宏　パイプオルガン：松居 直美

　１９６５年、東京都に生まれる。青山学院大学文学部史学科卒。早稲田大学大学院博士課程単
位取得満期退学（日本史専攻）。現在、多摩大学客員教授。早稲田大学非常勤講師。歴史に関す
る多数の著書を執筆している。また、『世界一受けたい授業』、『ザ！鉄腕！ダッシュ！！』（日本テレビ）な
どテレビ出演も多数。

河合 敦 プロフィール 

オープニングセレモニーのご案内オープニングセレモニーのご案内
聖徳大学オープン・アカデミー（SOA）の平成30年度公開講座のスタートに際しまして、セレモニーを開催い
たします。こちらは会員様はもちろん、どなたでもご参加いただけます。お誘いあわせの上、ぜひお越しください。

　ちょうど今年は、明治維新150年です。NHK大河ドラマの
『西郷どん』も人気を博しています。ペリーの来航から始まる
幕末維新は、まさに激動の時代でした。今回はそうした時期
に活躍した西郷隆盛、坂本龍馬、吉田松陰、勝海舟など幕
末の偉人を取り上げます。彼らが激動期の日本にいったい
何を考え、どう決断したのか。みなさんの人生のヒントになる
逸話、意外な真相をわかりやすくお話ししようと思います。

　ちょうど今年は、明治維新150年です。NHK大河ドラマ　ちょうど今年は、明治維新150年です。NHK大河ドラマ

西郷、龍馬、松陰と
　　　明治維新150年
西郷、龍馬、松陰と
　　　明治維新150年

第一部

講演

第二部
音 楽 学 部
ミニコンサート

山田 昌宏（聖徳大学准教授）

春のときめき春のときめき

お電話・窓口で受付いたします。代表者の「お名前(ふりがな)」「お電話番号」「合計人数 ご一緒に来
校受付される方々限定 」をお伺いいたします。受付時に「お申込み番号」をお伝えしますので、メモの
ご用意をお願いいたします。
※当日は【4/21 SOA 入場整理券】を切り離して、受付でご提出ください。チケット等の送付はございません。

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

お申込み番号：

お名前・合計人数：

（合計　　　人）

( キリトリ )

【4/21 SOA 入場整理券】（メモ）

〒271-0092 千葉県松戸市松戸 1169
聖徳大学生涯学習社会貢献センター（聖徳大学１０号館）

０４７-３６５-3601
（
直
通
）

受付時間10:00～17:00（土曜は15:00まで）※日曜・祝日は休み

http://www.seitoku.jp/soa/
せいとく　そあ 検 索 ここを

クリック！

申
込
み
方
法


