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お申し込み
お問い合わせ先

【会　　場】
宮城学院女子大学（仙台市青葉区桜ケ丘九丁目1番1号）
仙台駅→西口バスターミナル②③番乗り場（宮城交通）所要時間約30分
地下鉄旭ヶ丘駅→旭ヶ丘バスターミナル③番乗り場（宮城交通）所要時間約15分
※ 一部講座が、学外施設で行われる場合もございます。

【受講資格】
18歳以上の男女（学生可）
【受講料】
各講座のご案内をご覧下さい。宮城学院女子大学の学生・院生の方は半額、宮城学
院に通う園児・生徒・学生の保護者及び同窓生は受講料が割引されます。申込用紙に
記入欄がございますので、漏れのないようご記入ください。自己都合で受講できなくなっ
た場合でも、返金はできませんのでご了承ください。

【申込方法】
所定の申込用紙にご記入いただき郵送、FAXまたは Eメールでお申し込みください。
所定の用紙は本学 Web サイトからもダウンロード（Word 様式）できます。
http://www.mgu.ac.jp/main/educations/lifelong_leaning/index.html
申し込み後に当センターより受講の手引きを、講座開講決定後に受講料の振込手続案
内と振込用紙をお送りします。
受講料は必ず期限内に振り込みをお願いします。当センター窓口でのお支払いはできま
せん。
受講希望者が少ない場合、開講できないことがあります。納入された受講料は大学の
都合による講座中止以外は返金できません。あらかじめご了承ください。

【未就園児の託児について】
就学前子女の受講時間内の託児を希望する方は、生涯学習センターまでお問い合わせ
ください。

◆受講のご案内

2018年度 生涯学習講座
お　申　込　講　座 見学希望

（外国語講座のみ） 受講料支払方法

1 希望する　・  しない 一　括 半期毎

2 希望する　・  しない 一　括 半期毎

3 希望する　・  しない 一　括 半期毎

4 希望する　・  しない 一　括 半期毎

5 希望する　・  しない 一　括 半期毎

※納入された受講料は、大学の都合による講座中止を除いて返金できません。ご了承下さい。

受　講
申込書

お申し込み方法

お問い合わせ先 宮城学院女子大学生涯学習センター
電　話 022-279-4341 E-mail mgcenter@mgu.ac.jp

〒981-8557
仙台市青葉区桜ヶ丘九丁目1番1号

宮城学院女子大学
生涯学習センター 行

FAXにてお申し込み
022-279-5876
この受講申込書をFAXにて
送信してください。

郵送にてお申し込み
この受講申込書と
左記住所を宛名面に貼付けて
投函してください。

氏　名

ふ り が な “ふりがな”は必ずご記入下さい

女・男

本学学生の方 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 学 科 　 　 　 年 ）
歳同 窓 生 の 方 （ 　 中 学 ・ 高 校 ・ 短 大 ・ 大 学 ・ 大 学 院 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 年 卒 ）

住　　所
電話番号
E-mail

〒　　　　　－

市区
町村

電話番号
携帯

自宅

E-mail
携帯

ＰＣ

宮城学院に通う
園児・生徒

学生の保護者

幼稚園  ・  中学校  ・  高校  ・  大学  ・  大学院 （あてはまるものを○で囲む）

（　　　　　　　年生）　（大学の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　学科）

園児・生徒・学生の氏名・続柄（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　父 or 母　）

受 講 歴 今回はじめて 　継　続　　　（講座名　　　　　　　　　　　　　　） 過去に受講　　　年前

講座を知った
きっかけ

　継続受講　HP　公共施設　受講者からの口コミ　大人のためのオープンキャンパス
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

古典芸能鑑賞会のチケットを申し込まれる方はご記入下さい。
（詳細は中ページをご覧下さい）

歌舞伎
　　　　　
　　　　枚

文楽（昼）
　　　　　
　　　　枚

文楽（夜）
　　　　　
　　　　枚

（注）ご記入いただいた個人情報は宮城学院女子大学生涯学習センターにて適切に管理させていただきます。
　　  当センターの業務以外、ご本人の同意なしに個人情報を提供することはありません（法令により開示を求められた場合を除く）。

2018年5月～2019年2月

2018年度

生涯学習講座
前 期 2018年5月～8月

申込受付期間 4月21日まで
後 期 2018年9月～2月

申込受付期間 9月8日まで
あります!!

詳しくは生涯学習センターまで
お問い合わせ下さい

休講案内など緊急連絡にも使用します。記入もれのないようお願いいたします。

同窓生
割引生学

NEW! 初期キリスト教思想と現代
講師／新免　貢（本学教授）�  年　間 

以下のテーマを学び、古代世界へタイムスリップし、現代を観察す
る眼を養います。
1）社会的障壁を超えゆくイエス「感染」症〜浄・不浄の区別の撤廃〜
2）足元にいかようにも広がりゆく「神の国」
3）性差を超えた人間理解〜「男と女ということはない」〜
4）愛敵の論理〜古代オリエント世界から現代まで〜
5）集団メシア主義〜みんなで社会を転換するという画期的な思想〜
6）ユダ福音書〜怒りとユーモア〜
◎12回講座／隔週土曜�13：00〜14：30
●年間受講料�14,400円

ニュースが楽しくなる経済学
講師／田中史郎（本学教授）�  年　間 

全体を前期と後期に分け、前期においては総論として、明治期から
始まる近代日本の経済と政策の歴史を概観し、その上で後期では
各論として、景気循環の理論と実証、少子高齢化社会と呼ばれる
人口、労働と格差、そして、原発とエネルギーなどの問題を経済学
の観点から考えたいと思います。また、時事問題にも触れ、「ニュー
スが楽しくなる経済学」を目指したいと思います。
◎22回講座／毎週金曜日�10：30〜12：00
●前期受講料（11回）�13,200円（テキスト代別）
●年間受講料（22回）�26,400円

「耳をひらくと世界がみえる�vol.2」
講師／大内　典（本学教授）�  後　期 

昨年度開講の「耳をひらくと世界がみえる」の続講となります。
音楽をもたない文化はありません。人あるところどこにでも歌が生ま
れます。音楽は宗教や政治とも関わりつつ、人間の生に深くかかわっ
てきました。他方、どのような音の連なりを「音楽」としたか、どのよ
うな声で何を「歌」ったかは、文化によって多種多様です。音楽は
「文化」の映し鏡。この鏡から世界を捉え直してみます。高齢者の
方を対象としておりますが、どなたでも受講できます。
◎後期3回講座／指定土曜�10：30〜12：00
●後期受講料�3,600円

NEW! 宇宙の科学
講師／近松　健（本学教授）�  後　期 

私たちのからだは原子でできています。原子の多くは星のなかでつく
られたので、私たちは星のかけらといえます。星が生まれて死ぬこと
を繰り返さなかったら、私たちは存在しません。この宇宙はどのよう
に誕生し、星々や銀河を生み出してきたのでしょう。私たちはなぜ存
在できるのでしょう。この講座ではふだん考えることのない宇宙に触
れながら、生きるということはどういうことなのかを考えます。
◎後期6回講座／指定木曜�10：30〜12：00
●後期受講料�7,200円

NEW! 人間関係を変える言語学
講師／木山幸子（東北大学准教授）、遊佐典昭（本学教授）�  後　期 

ことばの果たす役割は、情報伝達のみではありません。同じ内容
を伝えるにも、ことばの選び方ひとつで聞き手を喜ばせもすれば怒
らせもします。本講座では、人はなぜそうしたことが分かるのかを考
えるために、様々な調査や実験の結果をご紹介します。ことばに
よって人間関係が変化する過程のおもしろさについて自由に議論
することができればと思っています。
◎後期7回講座／隔週水曜�13：00〜14：30
●受講料�8,400円

大人のための童話学
講師／大島　衣、鈴木雅之、岩川　亮、大沼郁子�  年　間 

童話や絵本といえばついつい「子どものための読み物」と思いがち
ですが、そんなことはありません。童話や絵本の世界にはそれぞれ
に深い意味が込められていて、「大人だからこそわかる」面白さがあ
ります。様々な研究分野の講師による「大人のための童話学」。
新たな世界が広がります。
◎8回講座／指定土曜�10：30〜12：00
●年間受講料�9,600円

キリスト教文化研究所presents
知りたいっちゃ沖縄、行きたいっちゃ沖縄
講師／今林直樹、土屋　純、犬飼公之、岩川亮　他�  年　間 

沖縄に関するオムニバス講座です。文学、美術、歴史、地理と言っ
た学問領域から沖縄に迫っていきます。観光だけではない沖縄の
魅力を深く探っていく内容になっています。また、講座終了後は「沖
縄ツアー」を予定しています。実施時期は12月下旬です。
◎10回講座／指定木曜�14：40〜16：10
●年間受講料�12,000円

文 学・文 芸・歴 史
NEW! 現代短歌の鑑賞と創作
講師／佐藤成晃（現代歌人協会会員・県芸術協会会員）�  年　間 

近現代短歌史上に残る短歌作品を鑑賞することによって作歌力
を身に着け、磨き、あわせて豊かな感性を養うよう心掛けたい。初
心者も経験者も歓迎します。楽しいなごやかな教室にしたいと思
います。定員15名（先着順）です。
◎12回講座／指定水曜�13：00〜14：30
●受講料�14,400円

日曜・月曜・祝日日曜・月曜・祝日 休休
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そ の 他

外 国 語・外 国 文 化

音 楽・芸 術

NEW! 江戸の小説を読むためのくずし字入門
講師／石川秀巳（東北大学名誉教授）�  年　間 

近年、松尾芭蕉自筆の『奥の細道』が発見され話題となったが、
江戸時代の原本（版本・写本）には活字体とまた違ったおもむきが
あり、別種の情報が読み取られたりします。この講座では、比較的
読みやすい版本を主にとりあげ、くずし字の読解練習を行います。
◎15回講座／隔週火曜�13：00〜14：30
●年間受講料（15回）�18,000円

NEW! 大人が楽しむ児童文学―物語から世界を見る
講師／大沼郁子（児童文学研究者・本学非常勤講師）�  年　間 

児童文学の定義は広く、ファンタジーや少女小説、ヤングアダルト
なども含みます。子ども時代に楽しんだ物語、あるいは新しい現代
の物語など、多くの作品を大人の知識や、さまざまな分野、広い
世界と関わらせて、読んでいきます。
◎20回講座／毎週木曜�14：40〜16：10
●前期受講料（10回）�12,000円
●年間受講料（20回）�24,000円

NEW!『平家物語』の感動的な場面を読み味わう
講師／鈴木則郎（東北大学名誉教授）�  年　間 

『平家物語』はわが国12世紀の源平の争乱を素材とした作品で
す。この作品の「おもしろさ」は登場人物達のさまざまな生き方を
巧みに描き分けた点にあります。たとえば、滅びの運命を生きなけ
ればならなかった平氏の公達の多様な姿、また所領を得るために
献身する東国武将の「一所懸命」の生き方など読者に深い感動
を与える場面を味わいます。
◎10回講座／指定水曜　14：40〜16：10
●年間受講料（10回）　12,000円（テキスト代別）

万葉歌の楽しみ
講師／犬飼公之（本学名誉教授）�  年　間 

1300年を越えて今に生きつづける万葉歌。今年度は先年につづ
き大伴旅人の歌を読みつぎたいと思います。旅人を読み終えました
ら、旅人周辺の歌人に目を向けたいと思います。
◎20回講座／毎週木曜�10：30〜12：00
●前期受講料（10回）�12,000円（テキスト代別）
●年間受講料（20回）�24,000円

『源氏物語』を読む
講師／菊地　仁（山形大学名誉教授）�  年　間 

『源氏物語』から、夕顔巻は総角巻などの場面を取り上げ解説いた
します。きわめて長編の物語なので、本講座で扱うことが可能な対
象はごくごく一部にすぎません。ですので、受講に際しては、できる
限り各自『源氏物語』の注釈書あるいは参考書をご用意いただけれ
ば幸いです。取り上げる場面は、基本的に前年度までとは重複し
ませんので、継続受講の方もどうぞ。
◎12回講座／指定木曜�14：40〜16：10
●年間受講料�14,400円

俳句入門
講師／渡部陽子（俳人、第6回雪梁舎俳句大賞受賞）�  年　間 

作品の添削を中心とした講座です。日記代わり、写メールに俳句を
付けて友人へ、思い出の写真に1句を付けてご家族へのプレゼント
に。身近なところから俳句を楽しんで、十七文字の世界最小宇宙
の奥深さを学びましょう。楽しい企画を用意しております。定員25
名（先着順）です。
◎12回講座／指定火曜�13：00〜14：30
●受講料�14,400円

江戸の文学と芸能
講師／深澤昌夫（本学教授）�  年　間 

歌舞伎界は今年も襲名が続きます。話題の役者や家の芸など、映
像を交えてわかりやすく解説します。また「近松を読む & 観る」も継
続します。夏は歌舞伎、秋は文楽（仙台公演）、その他東京にも足
を伸ばします。皆さんお誘いあわせの上ぜひご参加ください（費用
別途、詳細後日）。
◎20回講座／毎週金曜�10：30~12：00
●前期受講料（10回）�12,000円
●年間受講料（20回）�24,000円

古代の文書を読む（続シン・古代史講義）
講師／大平　聡（本学教授）�  年　間 

歴史研究は史料読解から始まります。しかし、時間がさかのぼれば
さかのぼるほど、史料は少なくなっていきます。ところが、日本には
世界にも類い稀な正倉院文書という、奈良時代7世紀前半から後
半にわたる文書群があります。これを読んでいきますが、文書と言っ
ても、写経所の帳簿です。会計監査のような作業になります。歴
史にロマンを感じたい方には、絶対におすすめできません。
◎12回講座／指定火曜14：40〜16：10
●年間受講料　14,400円

近世の古文書に親しむ
講師／菊池勇夫（本学非常勤講師）�  年　間 

近世（幕末維新含む）の崩し字（草書体）で書かれた文書・記録類を取
り上げます。東北地方の飢餓あるいは戊辰戦争に関係するものを考
えていますが、教材的に適当なものがない場合にはそのかぎりではあり
ません。初心者向けのもの、やや読みにくいものを組み合わせて、解
説も多少加えながら一字一字解読していきます。
◎12回講座／指定木曜�13：00〜14：30
●年間受講料�14,400円

歴史散歩道〜ブラキムラ入門編〜
講師／木村浩二（本学非常勤講師）�  前　期 

毎日何気なく歩いている仙台の街。この街は、いつどのようにして
今のカタチになったのでしょう。400年前の仙台城と城下町仙台
の成り立ちを歴史的に解き明かし、その魅力を探ります。この街の
通りや街角には思いもよらない沢山のトリビアが隠されているので
す、まち歩きを1回行います。初めて受講される方を対象にしての
入門編です。定員25名先着順とします。
◎前期6回講座（講義5回・まち歩き1回）
　前期隔週金曜�13：00〜14：30（まち歩きは別途案内）
●前期受講料�7,200円（テキスト代別）

歴史散歩道〜ブラキムラ中級編（A）〜
講師／木村浩二（本学非常勤講師）�  後　期 

仙台の街は、どのような経過を経て今のカタチになったのでしょう。
400年前の仙台城と城下町仙台の成り立ちを歴史・地理・地質・
土木など様々な視点から解き明かし、よその城下町にはない、仙台
ならではの魅力を探ります。この街には、いたるところに思いもよら
ない沢山のトリビアが隠されているのです。まち歩きを2回行います。
開講曜日を分けて、同内容の2コースで行います。各コースとも定
員20名（先着順）です。
◎後期8回講座（講義6回・まち歩き2回）
　後期毎週木曜�13：00〜14：30（まち歩きは別途案内）
●後期受講料�9,600円（テキスト代別）

歴史散歩道〜ブラキムラ中級編（B）〜
講師／木村浩二（本学非常勤講師）�  後　期 

仙台の街は、どのような経過を経て今のカタチになったのでしょう。
400年前の仙台城と城下町仙台の成り立ちを歴史・地理・地質・
土木など様々な視点から解き明かし、よその城下町にはない、仙台
ならではの魅力を探ります。この街には、いたるところに思いもよら
ない沢山のトリビアが隠されているのです。まち歩きを2回行います。
開講曜日を分けて、同内容の2コースで行います。各コースとも定
員20名（先着順）です。
◎後期8回講座（講義6回・まち歩き2回）
　後期毎週金曜�13：00〜14：30（まち歩きは別途案内）
●後期受講料�9,600円（テキスト代別）

フランス語初級
講師／岩川　亮（元本学准教授）�  年　間 

これからフランス語を習いたい人も、途中で挫折した人も、途中から
始めたい人も、それぞれの経験を生かしながら初級フランス語を楽し
く学びましょう。ひとり一人の能力にあわせて丁寧に教えます。少人
数で、雑談を交えながら、フランス文化の風に吹かれてみませんか ?
◎25回講座／毎週火曜�13：00〜14：30
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

フランス語中級
講師／翠川博之（本学非常勤講師）�  年　間 

歴史・地理・政治・経済・社会・文化をめぐる旬の話題で今のフラ
ンスがよく分かる、興味深い文章を読みながら（分量は30〜35
行です）文法知識を豊かにし、読解力をつけましょう。初級文法の
復習や会話の練習も行います。読んで、考えて、おしゃべりして、
楽しみながらフランス語を学びましょう。
◎25回講座／毎週土曜�13：00〜14：30
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

中国語初級
講師／屈　明昌（本学非常勤講師）�  年　間 

すでに習った発音と簡単な文法を確認しながら、初級レベルの文
法を覚えましょう。スムーズに20回以上の会話のやり取りができる
ことを目標とします。
◎25回講座／毎週火曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円
●年間受講料（25回）�30,000円

中国語中級
講師／屈　明昌（本学非常勤講師）�  年　間 

単語と文法を無理なく活かし、より複雑な表現ができるようにチャレン
ジしましょう。30回以上楽しく自由に会話ができることを目標とします。
◎25回講座／毎週金曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円
●年間受講料（25回）�30,000円

韓国語初級
講師／張　錫璟（本学非常勤講師）�  年　間 

韓国語を始めてみませんか。韓国語を初めて学習する方を対象に
した入門講座です。韓国語の文字、発音、基本的な表現を学び、
簡単な会話ができるようになりましょう。
◎20回講座／毎週木曜�14：40〜16：10
●前期受講料（10回）�12,000円（テキスト代別）
●年間授業料（20回）�24,000円

NEW! 韓国語中級
講師／張　錫璟（本学非常勤講師）�  年　間 

韓国語の中級レベルの文型と単語を取り入れて、聴く・話す・読む・
書くの練習をしていきます。覚えておくと便利な言い回しや、発音
の注意点なども学びます。実際の場面に応じた自然な会話がでる
ことを目標にしましょう。
◎20回講座／毎週土曜�13：00〜14：30
●前期受講料（10回）�12,000円（テキスト代別）
●年間授業料（20回）�24,000円

アラカルトフランス文化
講師／岩川　亮（元本学准教授）�  年　間 

フランス文化に触れてみませんか? 地理、歴史、芸術、文学、風俗、
ファッション、料理などを日本語と簡単なフランス語のテキストを使っ
て楽しみながら学びます。
◎12回講座／指定火曜�10：30〜12：00
●年間受講料�14,400円（テキスト代別）

シネマでオペラ
講師／本多優之（指揮者）�  後　期 

オペラは、音楽・演劇・美術を包括する西洋芸術の総合です。そ
れだけに奥が深く、知れば知るほど面白く興味は尽きません。この
講座は、ライブビューイングで上映されるオペラについて、作品をい
くつか選び、作曲家、時代背景、見どころなどを解説してオペラの
知的楽しみへ誘います。
◎後期8回講座／指定土曜�13：00〜14：30
●後期受講料�9,600円（映画鑑賞希望者、費用別途）

西洋美術への招待
講師／森　雅彦（本学教授）�  年　間 

西洋美術をめぐって、歴史、社会、宗教など多様な視点からご紹
介します。講座は特定の時代やテーマに焦点を合わせて進めてい
きます。初学者から美術に明るい方まで有益な話題にしたいと考
えています。
◎12回講座／指定金曜�13：00〜14：30
●年間受講料�14,400円

銅版画の愉しみ
講師／岡沢　幸（版画家）�  年　間 

それぞれのイメージに沿いながら14世紀から変わらぬ銅版画の技
法に親しみ、表現を探りながら作品制作を愉しみましょう。
◎10回講座／指定火曜�10：30〜14：30
●年間授業料�25,000円（薬剤代含む）

英会話入門
講師／ジェラルド・ミューヘッド（本学非常勤講師）�  年　間 

初心者のための基本的な会話と聞き取りを学ぶ初心者向けのクラ
スです。 新しい語彙の使い方や標準英語の発音、イントネーション
を身につけます。 ひとつひとつゆっくりとしたペースで学んでいきま
す。ペアワークやグループディスカッションも取り入れます。
◎25回講座／毎週水曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

英会話初級
講師／ジェラルド・ミューヘッド（本学非常勤講師）�  年　間 

このクラスは、会話と聞き取りに重点を置きます。一般的な発音や
アクセントを繰り返し練習することにより自信を持って話せるようコ
ミュニケーション能力の向上をはかります。自分の考えや意見を表
現できるよう、ペアワークやグループディスカッションを取り入れます。
◎25回講座／毎週水曜�13：00〜14：30
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

英会話中級
講師／ジェラルド・ミューヘッド（本学非常勤講師）�  年　間 

このクラスは英語のコミュニケーション能力を高める講座となってい
ます。より高度な聞き取りと会話の向上を目指します。自分自身の
経験について話したり、幅広い分野のトピックスに関して流暢に意
見を述べることができるよう、ペアワークやディスカッションを取り入
れます。また、語彙力と慣用句の知識を高めることにも力を入れて
いきます。
◎25回講座／毎週金曜�13：00〜14：30
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

イタリア語入門
講師／マウリエッロ・ヴィンチェンツォ（イタリア語会話講師）�  年　間 

イタリア語の挨拶から、日常会話でいちばん使う言葉と表現と文法
を勉強します。イタリア語に馴染みたい方、イタリアに旅行した方に
おすすめです。
◎25回講座／毎週木曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

イタリア語会話
講師／マウリエッロ・ヴィンチェンツォ（イタリア語会話講師）�  年　間 

主に、会話とリスニングで生きたイタリア語をスキルアップしたい方
におすすめです。フレンドリーで楽しくて面白いヴィンチェンツォ先生
とイタリア語レベルアップしましょう。
◎25回講座／毎週金曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

● 日　時　2018年7月7日（土）
● 場　所　東京エレクトロンホール宮城
※詳細は後日お知らせします。　

● 日　時　2018年10月18日（木）
● 会　場　電力ホール
※詳細は後日お知らせします。
日程・配役・チケット代等につきましては、お問い合わせください。
参加を希望される方は、講座の受講申し込みと合わせてお申し込み
ください。枚数限定の場合は先着順とさせていただきます。
申し込み締め切りは4月20日（金）、チケット代は講座初講日に生涯
学習センター受付へお持ちください。
なお、お申込み後のキャンセルは固くお断りいたします。

宮城学院女子大学 
2018年度「古典芸能鑑賞会」のお知らせ
①		歌舞伎

②		文楽
NEW! カウンセリングの基礎
講師／松浦光和（本学教授）�  後　期 

「カウンセリング」と言う言葉をよく見聞きします。ヨーロッパで再び
ブームになっていますが、日本では静かに続いています。カウンセリ
ングは家族には使えないと言われていますが、基礎的な知識がある
と子育てや親の介護をする上で役に立つこともあります。ここでは、
カウンセリングの基礎を分かり易く解説します。
◎後期13回講座／毎週火曜日�13：00〜14：30
●後期受講料�15,600円
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そ の 他

外 国 語・外 国 文 化

音 楽・芸 術

NEW! 江戸の小説を読むためのくずし字入門
講師／石川秀巳（東北大学名誉教授）�  年　間 

近年、松尾芭蕉自筆の『奥の細道』が発見され話題となったが、
江戸時代の原本（版本・写本）には活字体とまた違ったおもむきが
あり、別種の情報が読み取られたりします。この講座では、比較的
読みやすい版本を主にとりあげ、くずし字の読解練習を行います。
◎15回講座／隔週火曜�13：00〜14：30
●年間受講料（15回）�18,000円

NEW! 大人が楽しむ児童文学―物語から世界を見る
講師／大沼郁子（児童文学研究者・本学非常勤講師）�  年　間 

児童文学の定義は広く、ファンタジーや少女小説、ヤングアダルト
なども含みます。子ども時代に楽しんだ物語、あるいは新しい現代
の物語など、多くの作品を大人の知識や、さまざまな分野、広い
世界と関わらせて、読んでいきます。
◎20回講座／毎週木曜�14：40〜16：10
●前期受講料（10回）�12,000円
●年間受講料（20回）�24,000円

NEW!『平家物語』の感動的な場面を読み味わう
講師／鈴木則郎（東北大学名誉教授）�  年　間 

『平家物語』はわが国12世紀の源平の争乱を素材とした作品で
す。この作品の「おもしろさ」は登場人物達のさまざまな生き方を
巧みに描き分けた点にあります。たとえば、滅びの運命を生きなけ
ればならなかった平氏の公達の多様な姿、また所領を得るために
献身する東国武将の「一所懸命」の生き方など読者に深い感動
を与える場面を味わいます。
◎10回講座／指定水曜　14：40〜16：10
●年間受講料（10回）　12,000円（テキスト代別）

万葉歌の楽しみ
講師／犬飼公之（本学名誉教授）�  年　間 

1300年を越えて今に生きつづける万葉歌。今年度は先年につづ
き大伴旅人の歌を読みつぎたいと思います。旅人を読み終えました
ら、旅人周辺の歌人に目を向けたいと思います。
◎20回講座／毎週木曜�10：30〜12：00
●前期受講料（10回）�12,000円（テキスト代別）
●年間受講料（20回）�24,000円

『源氏物語』を読む
講師／菊地　仁（山形大学名誉教授）�  年　間 

『源氏物語』から、夕顔巻は総角巻などの場面を取り上げ解説いた
します。きわめて長編の物語なので、本講座で扱うことが可能な対
象はごくごく一部にすぎません。ですので、受講に際しては、できる
限り各自『源氏物語』の注釈書あるいは参考書をご用意いただけれ
ば幸いです。取り上げる場面は、基本的に前年度までとは重複し
ませんので、継続受講の方もどうぞ。
◎12回講座／指定木曜�14：40〜16：10
●年間受講料�14,400円

俳句入門
講師／渡部陽子（俳人、第6回雪梁舎俳句大賞受賞）�  年　間 

作品の添削を中心とした講座です。日記代わり、写メールに俳句を
付けて友人へ、思い出の写真に1句を付けてご家族へのプレゼント
に。身近なところから俳句を楽しんで、十七文字の世界最小宇宙
の奥深さを学びましょう。楽しい企画を用意しております。定員25
名（先着順）です。
◎12回講座／指定火曜�13：00〜14：30
●受講料�14,400円

江戸の文学と芸能
講師／深澤昌夫（本学教授）�  年　間 

歌舞伎界は今年も襲名が続きます。話題の役者や家の芸など、映
像を交えてわかりやすく解説します。また「近松を読む & 観る」も継
続します。夏は歌舞伎、秋は文楽（仙台公演）、その他東京にも足
を伸ばします。皆さんお誘いあわせの上ぜひご参加ください（費用
別途、詳細後日）。
◎20回講座／毎週金曜�10：30~12：00
●前期受講料（10回）�12,000円
●年間受講料（20回）�24,000円

古代の文書を読む（続シン・古代史講義）
講師／大平　聡（本学教授）�  年　間 

歴史研究は史料読解から始まります。しかし、時間がさかのぼれば
さかのぼるほど、史料は少なくなっていきます。ところが、日本には
世界にも類い稀な正倉院文書という、奈良時代7世紀前半から後
半にわたる文書群があります。これを読んでいきますが、文書と言っ
ても、写経所の帳簿です。会計監査のような作業になります。歴
史にロマンを感じたい方には、絶対におすすめできません。
◎12回講座／指定火曜14：40〜16：10
●年間受講料　14,400円

近世の古文書に親しむ
講師／菊池勇夫（本学非常勤講師）�  年　間 

近世（幕末維新含む）の崩し字（草書体）で書かれた文書・記録類を取
り上げます。東北地方の飢餓あるいは戊辰戦争に関係するものを考
えていますが、教材的に適当なものがない場合にはそのかぎりではあり
ません。初心者向けのもの、やや読みにくいものを組み合わせて、解
説も多少加えながら一字一字解読していきます。
◎12回講座／指定木曜�13：00〜14：30
●年間受講料�14,400円

歴史散歩道〜ブラキムラ入門編〜
講師／木村浩二（本学非常勤講師）�  前　期 

毎日何気なく歩いている仙台の街。この街は、いつどのようにして
今のカタチになったのでしょう。400年前の仙台城と城下町仙台
の成り立ちを歴史的に解き明かし、その魅力を探ります。この街の
通りや街角には思いもよらない沢山のトリビアが隠されているので
す、まち歩きを1回行います。初めて受講される方を対象にしての
入門編です。定員25名先着順とします。
◎前期6回講座（講義5回・まち歩き1回）
　前期隔週金曜�13：00〜14：30（まち歩きは別途案内）
●前期受講料�8,400円（テキスト代別）

歴史散歩道〜ブラキムラ中級編（A）〜
講師／木村浩二（本学非常勤講師）�  後　期 

仙台の街は、どのような経過を経て今のカタチになったのでしょう。
400年前の仙台城と城下町仙台の成り立ちを歴史・地理・地質・
土木など様々な視点から解き明かし、よその城下町にはない、仙台
ならではの魅力を探ります。この街には、いたるところに思いもよら
ない沢山のトリビアが隠されているのです。まち歩きを2回行います。
開講曜日を分けて、同内容の2コースで行います。各コースとも定
員20名（先着順）です。
◎後期8回講座（講義6回・まち歩き2回）
　後期毎週木曜�13：00〜14：30（まち歩きは別途案内）
●後期受講料�12,000円（テキスト代別）

歴史散歩道〜ブラキムラ中級編（B）〜
講師／木村浩二（本学非常勤講師）�  後　期 

仙台の街は、どのような経過を経て今のカタチになったのでしょう。
400年前の仙台城と城下町仙台の成り立ちを歴史・地理・地質・
土木など様々な視点から解き明かし、よその城下町にはない、仙台
ならではの魅力を探ります。この街には、いたるところに思いもよら
ない沢山のトリビアが隠されているのです。まち歩きを2回行います。
開講曜日を分けて、同内容の2コースで行います。各コースとも定
員20名（先着順）です。
◎後期8回講座（講義6回・まち歩き2回）
　後期毎週金曜�13：00〜14：30（まち歩きは別途案内）
●後期受講料�12,000円（テキスト代別）

フランス語初級
講師／岩川　亮（元本学准教授）�  年　間 

これからフランス語を習いたい人も、途中で挫折した人も、途中から
始めたい人も、それぞれの経験を生かしながら初級フランス語を楽し
く学びましょう。ひとり一人の能力にあわせて丁寧に教えます。少人
数で、雑談を交えながら、フランス文化の風に吹かれてみませんか ?
◎25回講座／毎週火曜�13：00〜14：30
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

フランス語中級
講師／翠川博之（本学非常勤講師）�  年　間 

歴史・地理・政治・経済・社会・文化をめぐる旬の話題で今のフラ
ンスがよく分かる、興味深い文章を読みながら（分量は30〜35
行です）文法知識を豊かにし、読解力をつけましょう。初級文法の
復習や会話の練習も行います。読んで、考えて、おしゃべりして、
楽しみながらフランス語を学びましょう。
◎25回講座／毎週土曜�13：00〜14：30
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

中国語初級
講師／屈　明昌（本学非常勤講師）�  年　間 

すでに習った発音と簡単な文法を確認しながら、初級レベルの文
法を覚えましょう。スムーズに20回以上の会話のやり取りができる
ことを目標とします。
◎25回講座／毎週火曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円
●年間受講料（25回）�30,000円

中国語中級
講師／屈　明昌（本学非常勤講師）�  年　間 

単語と文法を無理なく活かし、より複雑な表現ができるようにチャレン
ジしましょう。30回以上楽しく自由に会話ができることを目標とします。
◎25回講座／毎週金曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円
●年間受講料（25回）�30,000円

韓国語初級
講師／張　錫璟（本学非常勤講師）�  年　間 

韓国語を始めてみませんか。韓国語を初めて学習する方を対象に
した入門講座です。韓国語の文字、発音、基本的な表現を学び、
簡単な会話ができるようになりましょう。
◎20回講座／毎週木曜�14：40〜16：10
●前期受講料（10回）�12,000円（テキスト代別）
●年間授業料（20回）�24,000円

NEW! 韓国語中級
講師／張　錫璟（本学非常勤講師）�  年　間 

韓国語の中級レベルの文型と単語を取り入れて、聴く・話す・読む・
書くの練習をしていきます。覚えておくと便利な言い回しや、発音
の注意点なども学びます。実際の場面に応じた自然な会話がでる
ことを目標にしましょう。
◎20回講座／毎週土曜�13：00〜14：30
●前期受講料（10回）�12,000円（テキスト代別）
●年間授業料（20回）�24,000円

アラカルトフランス文化
講師／岩川　亮（元本学准教授）�  年　間 

フランス文化に触れてみませんか? 地理、歴史、芸術、文学、風俗、
ファッション、料理などを日本語と簡単なフランス語のテキストを使っ
て楽しみながら学びます。
◎12回講座／指定火曜�10：30〜12：00
●年間受講料�14,400円（テキスト代別）

シネマでオペラ
講師／本多優之（指揮者）�  後　期 

オペラは、音楽・演劇・美術を包括する西洋芸術の総合です。そ
れだけに奥が深く、知れば知るほど面白く興味は尽きません。この
講座は、ライブビューイングで上映されるオペラについて、作品をい
くつか選び、作曲家、時代背景、見どころなどを解説してオペラの
知的楽しみへ誘います。
◎後期8回講座／指定土曜�13：00〜14：30
●後期受講料�9,600円（映画鑑賞希望者、費用別途）

西洋美術への招待
講師／森　雅彦（本学教授）�  年　間 

西洋美術をめぐって、歴史、社会、宗教など多様な視点からご紹
介します。講座は特定の時代やテーマに焦点を合わせて進めてい
きます。初学者から美術に明るい方まで有益な話題にしたいと考
えています。
◎12回講座／指定金曜�13：00〜14：30
●年間受講料�14,400円

銅版画の愉しみ
講師／岡沢　幸（版画家）�  年　間 

それぞれのイメージに沿いながら14世紀から変わらぬ銅版画の技
法に親しみ、表現を探りながら作品制作を愉しみましょう。
◎10回講座／指定火曜�10：30〜14：30
●年間授業料�25,000円（薬剤代含む）

英会話入門
講師／ジェラルド・ミューヘッド（本学非常勤講師）�  年　間 

初心者のための基本的な会話と聞き取りを学ぶ初心者向けのクラ
スです。 新しい語彙の使い方や標準英語の発音、イントネーション
を身につけます。 ひとつひとつゆっくりとしたペースで学んでいきま
す。ペアワークやグループディスカッションも取り入れます。
◎25回講座／毎週水曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

英会話初級
講師／ジェラルド・ミューヘッド（本学非常勤講師）�  年　間 

このクラスは、会話と聞き取りに重点を置きます。一般的な発音や
アクセントを繰り返し練習することにより自信を持って話せるようコ
ミュニケーション能力の向上をはかります。自分の考えや意見を表
現できるよう、ペアワークやグループディスカッションを取り入れます。
◎25回講座／毎週水曜�13：00〜14：30
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

英会話中級
講師／ジェラルド・ミューヘッド（本学非常勤講師）�  年　間 

このクラスは英語のコミュニケーション能力を高める講座となってい
ます。より高度な聞き取りと会話の向上を目指します。自分自身の
経験について話したり、幅広い分野のトピックスに関して流暢に意
見を述べることができるよう、ペアワークやディスカッションを取り入
れます。また、語彙力と慣用句の知識を高めることにも力を入れて
いきます。
◎25回講座／毎週金曜�13：00〜14：30
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

イタリア語入門
講師／マウリエッロ・ヴィンチェンツォ（イタリア語会話講師）�  年　間 

イタリア語の挨拶から、日常会話でいちばん使う言葉と表現と文法
を勉強します。イタリア語に馴染みたい方、イタリアに旅行した方に
おすすめです。
◎25回講座／毎週木曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

イタリア語会話
講師／マウリエッロ・ヴィンチェンツォ（イタリア語会話講師）�  年　間 

主に、会話とリスニングで生きたイタリア語をスキルアップしたい方
におすすめです。フレンドリーで楽しくて面白いヴィンチェンツォ先生
とイタリア語レベルアップしましょう。
◎25回講座／毎週金曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

● 日　時　2018年7月7日（土）
● 場　所　東京エレクトロンホール宮城
※詳細は後日お知らせします。　

● 日　時　2018年10月18日（木）
● 会　場　電力ホール
※詳細は後日お知らせします。
日程・配役・チケット代等につきましては、お問い合わせください。
参加を希望される方は、講座の受講申し込みと合わせてお申し込み
ください。枚数限定の場合は先着順とさせていただきます。
申し込み締め切りは4月20日（金）、チケット代は講座初講日に生涯
学習センター受付へお持ちください。
なお、お申込み後のキャンセルは固くお断りいたします。

宮城学院女子大学 
2018年度「古典芸能鑑賞会」のお知らせ
①		歌舞伎

②		文楽
NEW! カウンセリングの基礎
講師／松浦光和（本学教授）�  後　期 

「カウンセリング」と言う言葉をよく見聞きします。ヨーロッパで再び
ブームになっていますが、日本では静かに続いています。カウンセリ
ングは家族には使えないと言われていますが、基礎的な知識がある
と子育てや親の介護をする上で役に立つこともあります。ここでは、
カウンセリングの基礎を分かり易く解説します。
◎後期13回講座／毎週火曜日�13：00〜14：30
●後期受講料�15,600円
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そ の 他

外 国 語・外 国 文 化

音 楽・芸 術

NEW! 江戸の小説を読むためのくずし字入門
講師／石川秀巳（東北大学名誉教授）�  年　間 

近年、松尾芭蕉自筆の『奥の細道』が発見され話題となったが、
江戸時代の原本（版本・写本）には活字体とまた違ったおもむきが
あり、別種の情報が読み取られたりします。この講座では、比較的
読みやすい版本を主にとりあげ、くずし字の読解練習を行います。
◎15回講座／隔週火曜�13：00〜14：30
●年間受講料（15回）�18,000円

NEW! 大人が楽しむ児童文学―物語から世界を見る
講師／大沼郁子（児童文学研究者・本学非常勤講師）�  年　間 

児童文学の定義は広く、ファンタジーや少女小説、ヤングアダルト
なども含みます。子ども時代に楽しんだ物語、あるいは新しい現代
の物語など、多くの作品を大人の知識や、さまざまな分野、広い
世界と関わらせて、読んでいきます。
◎20回講座／毎週木曜�14：40〜16：10
●前期受講料（10回）�12,000円
●年間受講料（20回）�24,000円

NEW!『平家物語』の感動的な場面を読み味わう
講師／鈴木則郎（東北大学名誉教授）�  年　間 

『平家物語』はわが国12世紀の源平の争乱を素材とした作品で
す。この作品の「おもしろさ」は登場人物達のさまざまな生き方を
巧みに描き分けた点にあります。たとえば、滅びの運命を生きなけ
ればならなかった平氏の公達の多様な姿、また所領を得るために
献身する東国武将の「一所懸命」の生き方など読者に深い感動
を与える場面を味わいます。
◎10回講座／指定水曜　14：40〜16：10
●年間受講料（10回）　12,000円（テキスト代別）

万葉歌の楽しみ
講師／犬飼公之（本学名誉教授）�  年　間 

1300年を越えて今に生きつづける万葉歌。今年度は先年につづ
き大伴旅人の歌を読みつぎたいと思います。旅人を読み終えました
ら、旅人周辺の歌人に目を向けたいと思います。
◎20回講座／毎週木曜�10：30〜12：00
●前期受講料（10回）�12,000円（テキスト代別）
●年間受講料（20回）�24,000円

『源氏物語』を読む
講師／菊地　仁（山形大学名誉教授）�  年　間 

『源氏物語』から、夕顔巻は総角巻などの場面を取り上げ解説いた
します。きわめて長編の物語なので、本講座で扱うことが可能な対
象はごくごく一部にすぎません。ですので、受講に際しては、できる
限り各自『源氏物語』の注釈書あるいは参考書をご用意いただけれ
ば幸いです。取り上げる場面は、基本的に前年度までとは重複し
ませんので、継続受講の方もどうぞ。
◎12回講座／指定木曜�14：40〜16：10
●年間受講料�14,400円

俳句入門
講師／渡部陽子（俳人、第6回雪梁舎俳句大賞受賞）�  年　間 

作品の添削を中心とした講座です。日記代わり、写メールに俳句を
付けて友人へ、思い出の写真に1句を付けてご家族へのプレゼント
に。身近なところから俳句を楽しんで、十七文字の世界最小宇宙
の奥深さを学びましょう。楽しい企画を用意しております。定員25
名（先着順）です。
◎12回講座／指定火曜�13：00〜14：30
●受講料�14,400円

江戸の文学と芸能
講師／深澤昌夫（本学教授）�  年　間 

歌舞伎界は今年も襲名が続きます。話題の役者や家の芸など、映
像を交えてわかりやすく解説します。また「近松を読む & 観る」も継
続します。夏は歌舞伎、秋は文楽（仙台公演）、その他東京にも足
を伸ばします。皆さんお誘いあわせの上ぜひご参加ください（費用
別途、詳細後日）。
◎20回講座／毎週金曜�10：30~12：00
●前期受講料（10回）�12,000円
●年間受講料（20回）�24,000円

古代の文書を読む（続シン・古代史講義）
講師／大平　聡（本学教授）�  年　間 

歴史研究は史料読解から始まります。しかし、時間がさかのぼれば
さかのぼるほど、史料は少なくなっていきます。ところが、日本には
世界にも類い稀な正倉院文書という、奈良時代7世紀前半から後
半にわたる文書群があります。これを読んでいきますが、文書と言っ
ても、写経所の帳簿です。会計監査のような作業になります。歴
史にロマンを感じたい方には、絶対におすすめできません。
◎12回講座／指定火曜14：40〜16：10
●年間受講料　14,400円

近世の古文書に親しむ
講師／菊池勇夫（本学非常勤講師）�  年　間 

近世（幕末維新含む）の崩し字（草書体）で書かれた文書・記録類を取
り上げます。東北地方の飢餓あるいは戊辰戦争に関係するものを考
えていますが、教材的に適当なものがない場合にはそのかぎりではあり
ません。初心者向けのもの、やや読みにくいものを組み合わせて、解
説も多少加えながら一字一字解読していきます。
◎12回講座／指定木曜�13：00〜14：30
●年間受講料�14,400円

歴史散歩道〜ブラキムラ入門編〜
講師／木村浩二（本学非常勤講師）�  前　期 

毎日何気なく歩いている仙台の街。この街は、いつどのようにして
今のカタチになったのでしょう。400年前の仙台城と城下町仙台
の成り立ちを歴史的に解き明かし、その魅力を探ります。この街の
通りや街角には思いもよらない沢山のトリビアが隠されているので
す、まち歩きを1回行います。初めて受講される方を対象にしての
入門編です。定員25名先着順とします。
◎前期6回講座（講義5回・まち歩き1回）
　前期隔週金曜�13：00〜14：30（まち歩きは別途案内）
●前期受講料�7,200円（テキスト代別）

歴史散歩道〜ブラキムラ中級編（A）〜
講師／木村浩二（本学非常勤講師）�  後　期 

仙台の街は、どのような経過を経て今のカタチになったのでしょう。
400年前の仙台城と城下町仙台の成り立ちを歴史・地理・地質・
土木など様々な視点から解き明かし、よその城下町にはない、仙台
ならではの魅力を探ります。この街には、いたるところに思いもよら
ない沢山のトリビアが隠されているのです。まち歩きを2回行います。
開講曜日を分けて、同内容の2コースで行います。各コースとも定
員20名（先着順）です。
◎後期8回講座（講義6回・まち歩き2回）
　後期毎週木曜�13：00〜14：30（まち歩きは別途案内）
●後期受講料�9,600円（テキスト代別）

歴史散歩道〜ブラキムラ中級編（B）〜
講師／木村浩二（本学非常勤講師）�  後　期 

仙台の街は、どのような経過を経て今のカタチになったのでしょう。
400年前の仙台城と城下町仙台の成り立ちを歴史・地理・地質・
土木など様々な視点から解き明かし、よその城下町にはない、仙台
ならではの魅力を探ります。この街には、いたるところに思いもよら
ない沢山のトリビアが隠されているのです。まち歩きを2回行います。
開講曜日を分けて、同内容の2コースで行います。各コースとも定
員20名（先着順）です。
◎後期8回講座（講義6回・まち歩き2回）
　後期毎週金曜�13：00〜14：30（まち歩きは別途案内）
●後期受講料�9,600円（テキスト代別）

フランス語初級
講師／岩川　亮（元本学准教授）�  年　間 

これからフランス語を習いたい人も、途中で挫折した人も、途中から
始めたい人も、それぞれの経験を生かしながら初級フランス語を楽し
く学びましょう。ひとり一人の能力にあわせて丁寧に教えます。少人
数で、雑談を交えながら、フランス文化の風に吹かれてみませんか ?
◎25回講座／毎週火曜�13：00〜14：30
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

フランス語中級
講師／翠川博之（本学非常勤講師）�  年　間 

歴史・地理・政治・経済・社会・文化をめぐる旬の話題で今のフラ
ンスがよく分かる、興味深い文章を読みながら（分量は30〜35
行です）文法知識を豊かにし、読解力をつけましょう。初級文法の
復習や会話の練習も行います。読んで、考えて、おしゃべりして、
楽しみながらフランス語を学びましょう。
◎25回講座／毎週土曜�13：00〜14：30
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

中国語初級
講師／屈　明昌（本学非常勤講師）�  年　間 

すでに習った発音と簡単な文法を確認しながら、初級レベルの文
法を覚えましょう。スムーズに20回以上の会話のやり取りができる
ことを目標とします。
◎25回講座／毎週火曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円
●年間受講料（25回）�30,000円

中国語中級
講師／屈　明昌（本学非常勤講師）�  年　間 

単語と文法を無理なく活かし、より複雑な表現ができるようにチャレン
ジしましょう。30回以上楽しく自由に会話ができることを目標とします。
◎25回講座／毎週金曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円
●年間受講料（25回）�30,000円

韓国語初級
講師／張　錫璟（本学非常勤講師）�  年　間 

韓国語を始めてみませんか。韓国語を初めて学習する方を対象に
した入門講座です。韓国語の文字、発音、基本的な表現を学び、
簡単な会話ができるようになりましょう。
◎20回講座／毎週木曜�14：40〜16：10
●前期受講料（10回）�12,000円（テキスト代別）
●年間授業料（20回）�24,000円

NEW! 韓国語中級
講師／張　錫璟（本学非常勤講師）�  年　間 

韓国語の中級レベルの文型と単語を取り入れて、聴く・話す・読む・
書くの練習をしていきます。覚えておくと便利な言い回しや、発音
の注意点なども学びます。実際の場面に応じた自然な会話がでる
ことを目標にしましょう。
◎20回講座／毎週土曜�13：00〜14：30
●前期受講料（10回）�12,000円（テキスト代別）
●年間授業料（20回）�24,000円

アラカルトフランス文化
講師／岩川　亮（元本学准教授）�  年　間 

フランス文化に触れてみませんか? 地理、歴史、芸術、文学、風俗、
ファッション、料理などを日本語と簡単なフランス語のテキストを使っ
て楽しみながら学びます。
◎12回講座／指定火曜�10：30〜12：00
●年間受講料�14,400円（テキスト代別）

シネマでオペラ
講師／本多優之（指揮者）�  後　期 

オペラは、音楽・演劇・美術を包括する西洋芸術の総合です。そ
れだけに奥が深く、知れば知るほど面白く興味は尽きません。この
講座は、ライブビューイングで上映されるオペラについて、作品をい
くつか選び、作曲家、時代背景、見どころなどを解説してオペラの
知的楽しみへ誘います。
◎後期8回講座／指定土曜�13：00〜14：30
●後期受講料�9,600円（映画鑑賞希望者、費用別途）

西洋美術への招待
講師／森　雅彦（本学教授）�  年　間 

西洋美術をめぐって、歴史、社会、宗教など多様な視点からご紹
介します。講座は特定の時代やテーマに焦点を合わせて進めてい
きます。初学者から美術に明るい方まで有益な話題にしたいと考
えています。
◎12回講座／指定金曜�13：00〜14：30
●年間受講料�14,400円

銅版画の愉しみ
講師／岡沢　幸（版画家）�  年　間 

それぞれのイメージに沿いながら14世紀から変わらぬ銅版画の技
法に親しみ、表現を探りながら作品制作を愉しみましょう。
◎10回講座／指定火曜�10：30〜14：30
●年間授業料�25,000円（薬剤代含む）

英会話入門
講師／ジェラルド・ミューヘッド（本学非常勤講師）�  年　間 

初心者のための基本的な会話と聞き取りを学ぶ初心者向けのクラ
スです。 新しい語彙の使い方や標準英語の発音、イントネーション
を身につけます。 ひとつひとつゆっくりとしたペースで学んでいきま
す。ペアワークやグループディスカッションも取り入れます。
◎25回講座／毎週水曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

英会話初級
講師／ジェラルド・ミューヘッド（本学非常勤講師）�  年　間 

このクラスは、会話と聞き取りに重点を置きます。一般的な発音や
アクセントを繰り返し練習することにより自信を持って話せるようコ
ミュニケーション能力の向上をはかります。自分の考えや意見を表
現できるよう、ペアワークやグループディスカッションを取り入れます。
◎25回講座／毎週水曜�13：00〜14：30
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

英会話中級
講師／ジェラルド・ミューヘッド（本学非常勤講師）�  年　間 

このクラスは英語のコミュニケーション能力を高める講座となってい
ます。より高度な聞き取りと会話の向上を目指します。自分自身の
経験について話したり、幅広い分野のトピックスに関して流暢に意
見を述べることができるよう、ペアワークやディスカッションを取り入
れます。また、語彙力と慣用句の知識を高めることにも力を入れて
いきます。
◎25回講座／毎週金曜�13：00〜14：30
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

イタリア語入門
講師／マウリエッロ・ヴィンチェンツォ（イタリア語会話講師）�  年　間 

イタリア語の挨拶から、日常会話でいちばん使う言葉と表現と文法
を勉強します。イタリア語に馴染みたい方、イタリアに旅行した方に
おすすめです。
◎25回講座／毎週木曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

イタリア語会話
講師／マウリエッロ・ヴィンチェンツォ（イタリア語会話講師）�  年　間 

主に、会話とリスニングで生きたイタリア語をスキルアップしたい方
におすすめです。フレンドリーで楽しくて面白いヴィンチェンツォ先生
とイタリア語レベルアップしましょう。
◎25回講座／毎週金曜�10：30〜12：00
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間受講料（25回）�30,000円

● 日　時　2018年7月7日（土）
● 場　所　東京エレクトロンホール宮城
※詳細は後日お知らせします。　

● 日　時　2018年10月18日（木）
● 会　場　電力ホール
※詳細は後日お知らせします。
日程・配役・チケット代等につきましては、お問い合わせください。
参加を希望される方は、講座の受講申し込みと合わせてお申し込み
ください。枚数限定の場合は先着順とさせていただきます。
申し込み締め切りは4月20日（金）、チケット代は講座初講日に生涯
学習センター受付へお持ちください。
なお、お申込み後のキャンセルは固くお断りいたします。

宮城学院女子大学 
2018年度「古典芸能鑑賞会」のお知らせ
①		歌舞伎

②		文楽
NEW! カウンセリングの基礎
講師／松浦光和（本学教授）�  後　期 

「カウンセリング」と言う言葉をよく見聞きします。ヨーロッパで再び
ブームになっていますが、日本では静かに続いています。カウンセリ
ングは家族には使えないと言われていますが、基礎的な知識がある
と子育てや親の介護をする上で役に立つこともあります。ここでは、
カウンセリングの基礎を分かり易く解説します。
◎後期13回講座／毎週火曜日�13：00〜14：30
●後期受講料�15,600円
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オ ム ニ バ ス 講 座
宮城学院
女子大学

MIYAGI GAKUIN
Women’s University

通学は公共交通機関をご利用ください
駐車場が少ないため、車での通学はお断りしております

北山
トンネル

東北大学病院

勾当台公園駅

宮城学院女子大学生涯学習センター　〒981-8557 仙台市青葉区桜ヶ丘九丁目1番1号
TEL ： 022-279-4341　FAX ： 022-279-5876　E-mail ： mgcenter@mgu.ac.jp

お申し込み
お問い合わせ先

【会　　場】
宮城学院女子大学（仙台市青葉区桜ケ丘九丁目1番1号）
仙台駅→西口バスターミナル②③番乗り場（宮城交通）所要時間約30分
地下鉄旭ヶ丘駅→旭ヶ丘バスターミナル③番乗り場（宮城交通）所要時間約15分
※ 一部講座が、学外施設で行われる場合もございます。

【受講資格】
18歳以上の男女（学生可）
【受講料】
各講座のご案内をご覧下さい。宮城学院女子大学の学生・院生の方は半額、宮城学
院に通う園児・生徒・学生の保護者及び同窓生は受講料が割引されます。申込用紙に
記入欄がございますので、漏れのないようご記入ください。自己都合で受講できなくなっ
た場合でも、返金はできませんのでご了承ください。

【申込方法】
所定の申込用紙にご記入いただき郵送、FAXまたは Eメールでお申し込みください。
所定の用紙は本学 Web サイトからもダウンロード（Word 様式）できます。
http://www.mgu.ac.jp/main/educations/lifelong_leaning/index.html
申し込み後に当センターより受講の手引きを、講座開講決定後に受講料の振込手続案
内と振込用紙をお送りします。
受講料は必ず期限内に振り込みをお願いします。当センター窓口でのお支払いはできま
せん。
受講希望者が少ない場合、開講できないことがあります。納入された受講料は大学の
都合による講座中止以外は返金できません。あらかじめご了承ください。

【未就園児の託児について】
就学前子女の受講時間内の託児を希望する方は、生涯学習センターまでお問い合わせ
ください。

◆受講のご案内

2018年度 生涯学習講座
お　申　込　講　座 見学希望

（外国語講座のみ） 受講料支払方法

1 希望する　・  しない 一　括 半期毎

2 希望する　・  しない 一　括 半期毎

3 希望する　・  しない 一　括 半期毎

4 希望する　・  しない 一　括 半期毎

5 希望する　・  しない 一　括 半期毎

※納入された受講料は、大学の都合による講座中止を除いて返金できません。ご了承下さい。

受　講
申込書

お申し込み方法

お問い合わせ先 宮城学院女子大学生涯学習センター
電　話 022-279-4341 E-mail mgcenter@mgu.ac.jp

〒981-8557
仙台市青葉区桜ヶ丘九丁目1番1号

宮城学院女子大学
生涯学習センター 行

FAXにてお申し込み
022-279-5876
この受講申込書をFAXにて
送信してください。

郵送にてお申し込み
この受講申込書と
左記住所を宛名面に貼付けて
投函してください。

氏　名

ふ り が な “ふりがな”は必ずご記入下さい

女・男

本学学生の方 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 学 科 　 　 　 年 ）
歳同 窓 生 の 方 （ 　 中 学 ・ 高 校 ・ 短 大 ・ 大 学 ・ 大 学 院 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 年 卒 ）

住　　所
電話番号
E-mail

〒　　　　　－

市区
町村

電話番号
携帯

自宅

E-mail
携帯

ＰＣ

宮城学院に通う
園児・生徒

学生の保護者

幼稚園  ・  中学校  ・  高校  ・  大学  ・  大学院 （あてはまるものを○で囲む）

（　　　　　　　年生）　（大学の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　学科）

園児・生徒・学生の氏名・続柄（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　父 or 母　）

受 講 歴 今回はじめて 　継　続　　　（講座名　　　　　　　　　　　　　　） 過去に受講　　　年前

講座を知った
きっかけ

　継続受講　HP　公共施設　受講者からの口コミ　大人のためのオープンキャンパス
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

古典芸能鑑賞会のチケットを申し込まれる方はご記入下さい。
（詳細は中ページをご覧下さい）

歌舞伎
　　　　　
　　　　枚

文楽（昼）
　　　　　
　　　　枚

文楽（夜）
　　　　　
　　　　枚

（注）ご記入いただいた個人情報は宮城学院女子大学生涯学習センターにて適切に管理させていただきます。
　　  当センターの業務以外、ご本人の同意なしに個人情報を提供することはありません（法令により開示を求められた場合を除く）。

2018年5月～2019年2月

2018年度

生涯学習講座
前 期 2018年5月～8月

申込受付期間 4月21日まで
後 期 2018年9月～2月

申込受付期間 9月8日まで
あります!!

詳しくは生涯学習センターまで
お問い合わせ下さい

休講案内など緊急連絡にも使用します。記入もれのないようお願いいたします。

同窓生
割引生学

NEW! 初期キリスト教思想と現代
講師／新免　貢（本学教授）�  年　間 

以下のテーマを学び、古代世界へタイムスリップし、現代を観察す
る眼を養います。
1）社会的障壁を超えゆくイエス「感染」症〜浄・不浄の区別の撤廃〜
2）足元にいかようにも広がりゆく「神の国」
3）性差を超えた人間理解〜「男と女ということはない」〜
4）愛敵の論理〜古代オリエント世界から現代まで〜
5）集団メシア主義〜みんなで社会を転換するという画期的な思想〜
6）ユダ福音書〜怒りとユーモア〜
◎12回講座／隔週土曜�13：00〜14：30
●年間受講料�14,400円

ニュースが楽しくなる経済学
講師／田中史郎（本学教授）�  年　間 

全体を前期と後期に分け、前期においては総論として、明治期から
始まる近代日本の経済と政策の歴史を概観し、その上で後期では
各論として、景気循環の理論と実証、少子高齢化社会と呼ばれる
人口、労働と格差、そして、原発とエネルギーなどの問題を経済学
の観点から考えたいと思います。また、時事問題にも触れ、「ニュー
スが楽しくなる経済学」を目指したいと思います。
◎22回講座／毎週金曜日�10：30〜12：00
●前期受講料（11回）�13,200円（テキスト代別）
●年間受講料（22回）�26,400円

「耳をひらくと世界がみえる�vol.2」
講師／大内　典（本学教授）�  後　期 

昨年度開講の「耳をひらくと世界がみえる」の続講となります。
音楽をもたない文化はありません。人あるところどこにでも歌が生ま
れます。音楽は宗教や政治とも関わりつつ、人間の生に深くかかわっ
てきました。他方、どのような音の連なりを「音楽」としたか、どのよ
うな声で何を「歌」ったかは、文化によって多種多様です。音楽は
「文化」の映し鏡。この鏡から世界を捉え直してみます。高齢者の
方を対象としておりますが、どなたでも受講できます。
◎後期3回講座／指定土曜�10：30〜12：00
●後期受講料�3,600円

NEW! 宇宙の科学
講師／近松　健（本学教授）�  後　期 

私たちのからだは原子でできています。原子の多くは星のなかでつく
られたので、私たちは星のかけらといえます。星が生まれて死ぬこと
を繰り返さなかったら、私たちは存在しません。この宇宙はどのよう
に誕生し、星々や銀河を生み出してきたのでしょう。私たちはなぜ存
在できるのでしょう。この講座ではふだん考えることのない宇宙に触
れながら、生きるということはどういうことなのかを考えます。
◎後期6回講座／指定木曜�10：30〜12：00
●後期受講料�7,200円

NEW! 人間関係を変える言語学
講師／木山幸子（東北大学准教授）、遊佐典昭（本学教授）�  後　期 

ことばの果たす役割は、情報伝達のみではありません。同じ内容
を伝えるにも、ことばの選び方ひとつで聞き手を喜ばせもすれば怒
らせもします。本講座では、人はなぜそうしたことが分かるのかを考
えるために、様々な調査や実験の結果をご紹介します。ことばに
よって人間関係が変化する過程のおもしろさについて自由に議論
することができればと思っています。
◎後期7回講座／隔週水曜�13：00〜14：30
●受講料�8,400円

大人のための童話学
講師／大島　衣、鈴木雅之、岩川　亮、大沼郁子�  年　間 

童話や絵本といえばついつい「子どものための読み物」と思いがち
ですが、そんなことはありません。童話や絵本の世界にはそれぞれ
に深い意味が込められていて、「大人だからこそわかる」面白さがあ
ります。様々な研究分野の講師による「大人のための童話学」。
新たな世界が広がります。
◎8回講座／指定土曜�10：30〜12：00
●年間受講料�9,600円

キリスト教文化研究所presents
知りたいっちゃ沖縄、行きたいっちゃ沖縄
講師／今林直樹、土屋　純、犬飼公之、岩川亮　他�  年　間 

沖縄に関するオムニバス講座です。文学、美術、歴史、地理と言っ
た学問領域から沖縄に迫っていきます。観光だけではない沖縄の
魅力を深く探っていく内容になっています。また、講座終了後は「沖
縄ツアー」を予定しています。実施時期は12月下旬です。
◎10回講座／指定木曜�14：40〜16：10
●年間受講料�12,000円

文 学・文 芸・歴 史
NEW! 現代短歌の鑑賞と創作
講師／佐藤成晃（現代歌人協会会員・県芸術協会会員）�  年　間 

近現代短歌史上に残る短歌作品を鑑賞することによって作歌力
を身に着け、磨き、あわせて豊かな感性を養うよう心掛けたい。初
心者も経験者も歓迎します。楽しいなごやかな教室にしたいと思
います。定員15名（先着順）です。
◎12回講座／指定水曜�13：00〜14：30
●受講料�14,400円

日曜・月曜・祝日日曜・月曜・祝日 休休
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オ ム ニ バ ス 講 座
宮城学院
女子大学

MIYAGI GAKUIN
Women’s University

通学は公共交通機関をご利用ください
駐車場が少ないため、車での通学はお断りしております

北山
トンネル

東北大学病院

勾当台公園駅

宮城学院女子大学生涯学習センター　〒981-8557 仙台市青葉区桜ヶ丘九丁目1番1号
TEL ： 022-279-4341　FAX ： 022-279-5876　E-mail ： mgcenter@mgu.ac.jp

お申し込み
お問い合わせ先

【会　　場】
宮城学院女子大学（仙台市青葉区桜ケ丘九丁目1番1号）
仙台駅→西口バスターミナル②③番乗り場（宮城交通）所要時間約30分
地下鉄旭ヶ丘駅→旭ヶ丘バスターミナル③番乗り場（宮城交通）所要時間約15分
※ 一部講座が、学外施設で行われる場合もございます。

【受講資格】
18歳以上の男女（学生可）
【受講料】
各講座のご案内をご覧下さい。宮城学院女子大学の学生・院生の方は半額、宮城学
院に通う園児・生徒・学生の保護者及び同窓生は受講料が割引されます。申込用紙に
記入欄がございますので、漏れのないようご記入ください。自己都合で受講できなくなっ
た場合でも、返金はできませんのでご了承ください。

【申込方法】
所定の申込用紙にご記入いただき郵送、FAXまたは Eメールでお申し込みください。
所定の用紙は本学 Web サイトからもダウンロード（Word 様式）できます。
http://www.mgu.ac.jp/main/educations/lifelong_leaning/index.html
申し込み後に当センターより受講の手引きを、講座開講決定後に受講料の振込手続案
内と振込用紙をお送りします。
受講料は必ず期限内に振り込みをお願いします。当センター窓口でのお支払いはできま
せん。
受講希望者が少ない場合、開講できないことがあります。納入された受講料は大学の
都合による講座中止以外は返金できません。あらかじめご了承ください。

【未就園児の託児について】
就学前子女の受講時間内の託児を希望する方は、生涯学習センターまでお問い合わせ
ください。

◆受講のご案内

2018年度 生涯学習講座
お　申　込　講　座 見学希望

（外国語講座のみ） 受講料支払方法

1 希望する　・  しない 一　括 半期毎

2 希望する　・  しない 一　括 半期毎

3 希望する　・  しない 一　括 半期毎

4 希望する　・  しない 一　括 半期毎

5 希望する　・  しない 一　括 半期毎

※納入された受講料は、大学の都合による講座中止を除いて返金できません。ご了承下さい。

受　講
申込書

お申し込み方法

お問い合わせ先 宮城学院女子大学生涯学習センター
電　話 022-279-4341 E-mail mgcenter@mgu.ac.jp

〒981-8557
仙台市青葉区桜ヶ丘九丁目1番1号

宮城学院女子大学
生涯学習センター 行

FAXにてお申し込み
022-279-5876
この受講申込書をFAXにて
送信してください。

郵送にてお申し込み
この受講申込書と
左記住所を宛名面に貼付けて
投函してください。

氏　名

ふ り が な “ふりがな”は必ずご記入下さい

女・男

本学学生の方 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 学 科 　 　 　 年 ）
歳同 窓 生 の 方 （ 　 中 学 ・ 高 校 ・ 短 大 ・ 大 学 ・ 大 学 院 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 年 卒 ）

住　　所
電話番号
E-mail

〒　　　　　－

市区
町村

電話番号
携帯

自宅

E-mail
携帯

ＰＣ

宮城学院に通う
園児・生徒

学生の保護者

幼稚園  ・  中学校  ・  高校  ・  大学  ・  大学院 （あてはまるものを○で囲む）

（　　　　　　　年生）　（大学の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　学科）

園児・生徒・学生の氏名・続柄（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　父 or 母　）

受 講 歴 今回はじめて 　継　続　　　（講座名　　　　　　　　　　　　　　） 過去に受講　　　年前

講座を知った
きっかけ

　継続受講　HP　公共施設　受講者からの口コミ　大人のためのオープンキャンパス
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

古典芸能鑑賞会のチケットを申し込まれる方はご記入下さい。
（詳細は中ページをご覧下さい）

歌舞伎
　　　　　
　　　　枚

文楽（昼）
　　　　　
　　　　枚

文楽（夜）
　　　　　
　　　　枚

（注）ご記入いただいた個人情報は宮城学院女子大学生涯学習センターにて適切に管理させていただきます。
　　  当センターの業務以外、ご本人の同意なしに個人情報を提供することはありません（法令により開示を求められた場合を除く）。

2018年5月～2019年2月

2018年度

生涯学習講座
前 期 2018年5月～8月

申込受付期間 4月21日まで
後 期 2018年9月～2月

申込受付期間 9月8日まで
あります!!

詳しくは生涯学習センターまで
お問い合わせ下さい

休講案内など緊急連絡にも使用します。記入もれのないようお願いいたします。

同窓生
割引生学

NEW! 初期キリスト教思想と現代
講師／新免　貢（本学教授）�  年　間 

以下のテーマを学び、古代世界へタイムスリップし、現代を観察す
る眼を養います。
1）社会的障壁を超えゆくイエス「感染」症〜浄・不浄の区別の撤廃〜
2）足元にいかようにも広がりゆく「神の国」
3）性差を超えた人間理解〜「男と女ということはない」〜
4）愛敵の論理〜古代オリエント世界から現代まで〜
5）集団メシア主義〜みんなで社会を転換するという画期的な思想〜
6）ユダ福音書〜怒りとユーモア〜
◎12回講座／隔週土曜�13：00〜14：30
●年間受講料�14,400円

ニュースが楽しくなる経済学
講師／田中史郎（本学教授）�  年　間 

全体を前期と後期に分け、前期においては総論として、明治期から
始まる近代日本の経済と政策の歴史を概観し、その上で後期では
各論として、景気循環の理論と実証、少子高齢化社会と呼ばれる
人口、労働と格差、そして、原発とエネルギーなどの問題を経済学
の観点から考えたいと思います。また、時事問題にも触れ、「ニュー
スが楽しくなる経済学」を目指したいと思います。
◎22回講座／毎週金曜日�10：30〜12：00
●前期受講料（11回）�13,200円（テキスト代別）
●年間受講料（22回）�26,400円

「耳をひらくと世界がみえる�vol.2」
講師／大内　典（本学教授）�  後　期 

昨年度開講の「耳をひらくと世界がみえる」の続講となります。
音楽をもたない文化はありません。人あるところどこにでも歌が生ま
れます。音楽は宗教や政治とも関わりつつ、人間の生に深くかかわっ
てきました。他方、どのような音の連なりを「音楽」としたか、どのよ
うな声で何を「歌」ったかは、文化によって多種多様です。音楽は
「文化」の映し鏡。この鏡から世界を捉え直してみます。高齢者の
方を対象としておりますが、どなたでも受講できます。
◎後期3回講座／指定土曜�10：30〜12：00
●後期受講料�3,600円

NEW! 宇宙の科学
講師／近松　健（本学教授）�  後　期 

私たちのからだは原子でできています。原子の多くは星のなかでつく
られたので、私たちは星のかけらといえます。星が生まれて死ぬこと
を繰り返さなかったら、私たちは存在しません。この宇宙はどのよう
に誕生し、星々や銀河を生み出してきたのでしょう。私たちはなぜ存
在できるのでしょう。この講座ではふだん考えることのない宇宙に触
れながら、生きるということはどういうことなのかを考えます。
◎後期6回講座／指定木曜�10：30〜12：00
●後期受講料�7,200円

NEW! 人間関係を変える言語学
講師／木山幸子（東北大学准教授）、遊佐典昭（本学教授）�  後　期 

ことばの果たす役割は、情報伝達のみではありません。同じ内容
を伝えるにも、ことばの選び方ひとつで聞き手を喜ばせもすれば怒
らせもします。本講座では、人はなぜそうしたことが分かるのかを考
えるために、様々な調査や実験の結果をご紹介します。ことばに
よって人間関係が変化する過程のおもしろさについて自由に議論
することができればと思っています。
◎後期7回講座／隔週水曜�13：00〜14：30
●受講料�8,400円

大人のための童話学
講師／大島　衣、鈴木雅之、岩川　亮、大沼郁子�  年　間 

童話や絵本といえばついつい「子どものための読み物」と思いがち
ですが、そんなことはありません。童話や絵本の世界にはそれぞれ
に深い意味が込められていて、「大人だからこそわかる」面白さがあ
ります。様々な研究分野の講師による「大人のための童話学」。
新たな世界が広がります。
◎8回講座／指定土曜�10：30〜12：00
●年間受講料�9,600円

キリスト教文化研究所presents
知りたいっちゃ沖縄、行きたいっちゃ沖縄
講師／今林直樹、土屋　純、犬飼公之、岩川亮　他�  年　間 

沖縄に関するオムニバス講座です。文学、美術、歴史、地理と言っ
た学問領域から沖縄に迫っていきます。観光だけではない沖縄の
魅力を深く探っていく内容になっています。また、講座終了後は「沖
縄ツアー」を予定しています。実施時期は12月下旬です。
◎10回講座／指定木曜�14：40〜16：10
●年間受講料�12,000円

文 学・文 芸・歴 史
NEW! 現代短歌の鑑賞と創作
講師／佐藤成晃（現代歌人協会会員・県芸術協会会員）�  年　間 

近現代短歌史上に残る短歌作品を鑑賞することによって作歌力
を身に着け、磨き、あわせて豊かな感性を養うよう心掛けたい。初
心者も経験者も歓迎します。楽しいなごやかな教室にしたいと思
います。定員15名（先着順）です。
◎12回講座／指定水曜�13：00〜14：30
●受講料�14,400円

日曜・月曜・祝日日曜・月曜・祝日 休休
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