
文 学・文 芸・歴 史
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 

現代短歌史に残る名歌の鑑賞を通してその魅力ある表現に触れ、それ
を契機として「実作（創作）」をこころみようとする教室です。小人数で
語り合いながら、楽しい学習を目指します。初心者にも経験者にも配慮
した学習の場を構築したいと思います。
◎15回講座／指定水曜　13：00〜14：30
●受講料�18,000円

NEW! 大人が愉しむ絵本学
講師／大沼郁子（児童文学研究者・本学非常勤講師）�  前　期 

「絵本学」- 幼児の最初の世界とのツールとされてきた絵本は、文学・絵
画芸術の視点から読み解きます。（読み聞かせのレッスンではありません）
◎前期10回講座／毎週木曜�10：30〜12：00
●受講料（10回）�12,000円

大人が愉しむ児童文学
講師／大沼郁子（児童文学研究者・本学非常勤講師）�  後　期 

「児童文学」- 児童文学作品を社会学、文学の視点から読み解きます。
◎後期10回講座／後期毎週木曜�10：30〜12：00
●受講料（10回）�12,000円

NEW! 少女マンガを読む
講師／大沼郁子（児童文学研究者・本学非常勤講師）�  年　間 

現代の作家たちが少女マンガに影響を受けていることもあります。日
本の少女マンガは奥深いです。文学でテーマになっていることはもち
ろん、文学で論じられるより早く描かれているものも多いのです。一つ
のジャンルとして確立している少女マンガを文学的手法はもちろん、さ
まざまな角度から学術的に読み解いていきたいと思います。今回は主
に竹宮恵子・荻尾望都・里中満智子らを取り上げようと思います。
◎8回講座／指定水曜�10：30〜12：00
●受講料（8回）�9,600円

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

2019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）。

2019年5月～2020年2月

2019年度

生涯学習講座
前 期 2019年5月～8月

申込受付期間 4月20日まで
後 期 2019年9月～2月

申込受付期間 9月7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

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 

今年度は「総論」をコンパクトにし、「各論」に注力したい。具体的
には、「経済と経済学」、「企業と会社」、「貨幣と国際金融」、「景
気と政策」、「エネルギーと原発」などの問題を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�10：30〜12：00
●前期受講料（11回）�13,200円
●年間受講料（22回）�26,400円（テキスト代別）

宇宙の科学
講師／近松　健（本学教授）�  後　期 

私たちのからだを構成する原子は恒星のなかでつくれたので、私た
ちは星のかけらといえます。私たちを生み出した宇宙は、どのように
誕生し、どのような姿をしているのでしょう。太陽や月などの身近な
天体からはじめて、夜空の星々や銀河のこと、生命探査の現状や
極小の世界を通じて宇宙を読み解く試みを紹介します。なぜ私たち
がいまここにいるのか、私たちと宇宙の関係をみなさんとともに考え
ていきます。
◎後期6回講座／指定木曜�10：30〜12：00
●受講料�7,200円

NEW! シネマで楽しむ英会話
講師／熊谷　優克（本学非常勤講師）�  年　間 

一緒に午後のひと時を、飲み物持参で好きな映画を観てしゃべり合
いませんか。講師は極端な映画フリークというわけでもなく、英語が
すごく得意というわけでもない、ごく普通の映画好きの現実逃避型
の人間で、大学では経済学、経営学等を担当しています。皆さん
が気に入った映画を中心に、1か月隔週2回に一本のペースで取
り上げ、年間6本程度を予定しています。従って、英会話力の強
化というよりは、気に入ったセリフの1つか2つ位を毎回覚えられれ
ばいいやと思える方の気軽なご受講をお待ちします。
◎12回講座／指定木曜　13：00〜14：30
●受講料14,400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

NEW! ノスタルジーとは何か
講師／九里順子　小羽田誠治　田中史郎、今林直樹�  前　期 

近年、ノスタルジ―研究が盛んです。では、ノスタルジーとは何でしょ
うか。これは、人間の記憶と密接に関連するものであり、時代や場所、
あるいは人とも深く結びついています。本講座では、ノスタルジ―とは
何か、そしてそれはどのような現象として現れているのか、またどのよう
に表象されているのか、といった諸問題について、文学や地理学、経
済学など諸分野の研究者がアプローチして、ユニークに迫ります。平
成が終わろうとしている今、将来が見えにくくなっている今こそ、むしろ
過去に目を向けることによって未来を積極的に切り拓いていけるので
はないか。そうした問題意識に基づいて、受講生の皆さんと一緒に考
えていきたいと思います。
◎前期5回講座／隔週土曜�10：30〜12：00
●年間受講料�6,000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／犬飼公之、岩川亮、栗原健、今林直樹�他�  年　間 

古くは琉球王国として独自の歴史と文化を持つ沖縄。青い海と青い空
が豊かに広がる沖縄。本講座では沖縄が持つ魅力を、学問として語る
ことをとおして、観光だけではない沖縄の姿を、受講生の皆さんと一緒
に追いかけてみたいと思います。なお、本講座は講座終了後に希望者
を対象に沖縄ツアーを企画します。御期待下さい。
◎10回講座／指定木曜�14：40〜16：10
●年間受講料�12,000円日曜・月曜・祝日日曜・月曜・祝日 休休

● 日　時　2019年7月11日（木）
● 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　2019年10月17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（土）、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 
2019年度「古典芸能鑑賞会」のお知らせ
①		歌舞伎

②		文楽
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そ の 他

外 国 語・外 国 文 化

音 楽・芸 術万葉歌の楽しみ
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1先年につづき
女歌をとりあげ大伴坂上郎女の歌を読みつぎたいと思います。
◎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

NEW! くずし字で日本文学を読む�―入門コース―
講師／石川秀巳（東北大学名誉教授）�  年　間 

原本＜版本・写本＞で読む文学作品には活字本とはまた違ったおも
むきがあります。別種の情報が読みとられたりもします。この講座では
原本（コピー）をテキストとして、くずし字の読解練習を行います。端正
な字体の『北越雪譜』を自分で読めるようになるのが目標です。
◎15回講座／隔週火曜�13：00〜14：30
　（入門コースと初級コースを交互に設定）
●前期受講料（7回）�8,400円（テキスト代別）
●年間受講料（15回）�18,000円

くずし字で日本文学を読む�―初級コース―
講師／石川秀巳（東北大学名誉教授）�  年　間 

ひととおりくずし字の知識を得た人がそれを読解力に発展させるために
は、いろいろな資料を多く読む練習が必要です。この講座では江戸文
学の版本・写本をテキストにくずし字の読解練習を行います。『里見八
犬伝』の版本を読めるようになるのが目標です。
◎15回講座／隔週火曜�13：00〜14：30
　（入門コースと初級コースを交互に設定）
●前期受講料（7回）�8,400円　（テキスト代別）
●年間受講料（15回）�18,000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 

句会に入りたいけど敷居が高いと悩んでる方や新聞や雑誌に投句して
みたいと思っている方のための入門コースです。グループで行う鑑賞や
作品の添削から自然に俳句の基礎が学べます。楽しい企画も用意し
ております。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。定員25名（先着順）です。
◎12回講座／指定火曜�13：00〜14：30（定員25名）
●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／毎週木曜�10：30〜12：00
●前期受講料（10回）�12,000円
●年間受講料（20回）�24,000円

江戸時代の古文書に親しむ
講師／菊池勇夫（本学非常勤講師）�  年　間 

江戸時代の「崩し字」（草書体）で書かれた毛筆の古文書（こもんじょ）
を一字一字読んでいきます。仙台藩をはじめ東北地方の人々に関わり
があり、初心者の方でも取り組みやすいものを選んで、多少背景の説
明なども加えて解読していきます。古文書に親しみながら江戸時代の
世界に入ってみましょう。
◎12回講座／指定木曜�13：00〜14：30
●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20
名先着順とします。
◎前期6回講座（講義5回・まち歩き1回）
　隔週金曜13：00〜14：30（まち歩きは別途案内）
●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〜
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。定員40名先着順
です。まち歩きは A・Bクラスを分けて各20名ずつで行います。
◎後期8回講座（講義6回・まち歩き2回）
　隔週金曜�13：00〜14：30（まち歩きは別途案内）
●受講料�12,000円（テキスト代別）

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 

レベル：初級・中級
面白い、経験ある先生と、アットホーム雰囲気で、イタリア語会話してみ
ませんか ?
講座内容：リスニング・会話・文法復習・発音
プリント配布ですが、宿題のため、イタリア語辞書とインターネットアクセ
スが必要です。vi aspetto, Ciao！
◎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

NEW! はじめてのフランス語
講師／岩川　亮（本学元准教授）�  年　間 

はじめての方、経験者を問わず、皆で楽しくフランス文化を感じながら読
み、聴き、話すための基礎を学びます。テレビ講座を楽しむ為のアクティ
ブな復習もまじえて基礎の壁を克服しましょう
◎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・文化をめぐる旬のテーマでフランス語を
学びましょう。文章を読むことで文法知識を豊かにし、読解力を養いま
す。初級文法の復習も行いますので「中級」に自信のない方も安心し
て受講してください。フランスの「今」を話題におしゃべりしながら楽しく
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

NEW! はじめてのドイツ語
講師／岩川　直子（元宮城学院女子大非常勤）�  年　間 

NHK テレビドイツ語講座「旅するドイツ語」2019年版のテキストを使用
してドイツ語の「読む」「聞く」「話す」「書く」の四技能をバランスよく学
習する。工夫を凝らした愉しい画面を見ながら自宅学習しようと一念発
起したものの・・・文法面での練習や疑問点の解決をしないまま途中挫
折した経験のある方にも最適の講座です。
◎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

NEW! はじめての中国語
講師／屈　明昌（本学非常勤講師）�  年　間 

初心者のためのクラスです。正しい発音に慣れることから学び、中国
文化に触れながら楽しく会話を覚えましょう。10〜20回の簡単な往復
会話ができることを目標とします。
◎20回講座／毎週木曜�10：30〜12：00
●前期受講料（10回）�12,000円
●年間受講料（20回）�24,000円

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

NEW! はじめての韓国語
講師／張　錫璟（本学非常勤講師）�  年　間 

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
（ハングル）を読み書きできるようになります。また、韓国語の基本的な
発音、表現を学び、簡単な挨拶と自己紹介、簡単な文章を読み、作文
が出来るようになります。グループ、及びペアワークを多く取り入れた授
業により、実際に韓国語を使ってコミュニケーションをする練習をします。
◎25回講座／毎週土曜�14：40〜16：10
●前期受講料（12回）�14,400円（テキスト代別）
●年間授業料（25回）�30,000円

韓国語中級
講師／張　錫璟（本学非常勤講師）�  年　間 

韓国語で実際の場面に応じた自然な会話ができるよう、日常生活の
様々な状況で使われる表現を覚えてそれに必要な文法事項、発音を学
びます。現代の韓国社会や文化について理解を深め、韓国語でコミュ
ニケーション能力を高めていくことを目標にします。
◎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 

生活レベルから学術的な背景にまで見渡せるような、多面的なフランス
文化の享受を見指し、通俗的なフランス観を超えてそれぞれのフランス
文化を形成したいと思います。
◎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）

NEW! ドイツリート千夜一夜
講師／岩川　直子（ドイツリート研究家　元本学非常勤講師）�  年　間 

「野ばら」「ローレライ」「歌の翼に」「冬の旅」など、有名なドイツリート
の世界はドイツ文化の深い味わいに充ちています。詩人や作曲家ばか
りではなく、背景となるドイツ文化を知ることで、目から鱗の音楽体験が
できます。ドイツリートの歴史を辿りながらヨーロッパ文化の深層に分け
入ってみましょう。
◎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）

NEW! はじめての日本語教育ー外国人に日本語を教えるー
講師／早矢仕　智子（本学非常勤講師）�  年　間 

外国人との豊かな共生社会をめざし、将来の仕事や地域のボランティ
アとしてよりニーズが高まっている日本語教育。外国人へ日本語を教え
ること（日本の語彙や文法・発音・会話・文化・考え方など）について、
具体的な事項や課題を紹介しながら、受講生の皆さんといっしょに考え、
学んでいきます。
◎12回講座／指定土曜�13：00〜14：30
●年間受講料�14,400円（テキスト代別）

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

カウンセリング入門
講師／松浦光和（本学教授）�  前　期 

カウンセリングの中心は「傾聴」です。傾聴とは積極的に人の話を
聴いて差し上げることです。傾聴が出来るようになると、人の話をこ
れまで以上にきちんと聴けるようになります。それは周りの人 を々精
神的に支援することに繋がります。この講義では、理論と体験的
学習を通じて傾聴を学んでいきます。
◎前期10回講座／毎週土曜�10：30〜12：00
●受講料�12,000円

NEW! エンカウンター・グループ
講師／松浦光和（本学教授）�  後　期 

アメリカでは、1940年代後半からエンカンター・グループ（出会い
のグループ）を通してカウンセラーを養成してきました。その後、日本
にも伝わりカウンセラー養成のみならず、自身の内面や他者との心
からの出会いを経験する場にもなりました。この講義では、体験的
学習を通して自身や他者の深い部分との出会いを目指します。
◎後期10回講座／毎週土曜�10：30〜12：00
●受講料�12,000円

NEW!「新」キリスト教入門
講師／新免　貢（本学教授）�  前　期 

自署（『「新」キリスト教入門』燦葉出版社、2019年1月末発行）を
用いて、型通りではない斬新なキリスト教入門を展開します。放蕩
息子、日雇い労働者、見失われた羊、「空（くう）」の思想などを取
り上げ、現代の合理主義・成果主義の欺瞞を考察していきます。
◎前期6回講座／隔週土曜�13：00〜14：30
●受講料�7,200円

NEW! 入門・ニュースが楽しくなる経済学
講師／田中史郎（本学教授）�  前　期 

日本は、明治から近代化が開始され今日に至っています。そうした
150年の日本の経済と政策の歴史を概観しつつ、経済学の専門
用語にも親しんでいただきたいと思います。また、日々の時事問題
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。
◎前期11回講座／毎週金曜�13：00〜14：30
●受講料13,200円（テキスト代別）

NEW!
音楽リエゾンセンター企画
レクチャーコンサートシリーズ
「音楽を知る・響きを味わう」

前期・後期�各1回（土曜日開講予定）
古今東西、音楽を生まなかった文化はありません。音楽と共に生
きなかった地域もありません。豊かな音楽の世界は、探れば探るほ
ど味わい深くなります。多種多様な音楽を、毎回、その道の専門
家の解説と演奏によって、感性と知性で楽しむシリーズです。
◎開講日は後日連絡します。
●年間受講料�2,600円

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7回講座／指定土曜�13：00〜14：30
●受講料8,400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

NEW! 日本美術を読みなおす〜色・かたち・言葉〜
講師／井上　研一郎（本学非常勤講師）�  年　間 

「日本美術はすばらしい！」「日本独特の美しさ！」などと気軽に言って
しまう私たちですが、それを説明しようとすると意外に難しいもので
す。あらためて日本美術の「名品」を色とかたちと言葉で読みなお
してみませんか。絵巻や屏風、掛軸など日本絵画の鑑賞のしかた
にも触れながら、日本の美術の魅力をひもといていきます。
◎20回講座／指定火曜�10：30〜12：00
●前期受講料（10回）�12,000円
●年間受講料（20回）�24,000円

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んでいきたいと思い
ます。
◎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）

NEW! 20世紀のイタリアの歌
講師／Vincenzo　Mauriello�  年　間 

世界中有名な歌からイタリア人もあんまり知らない歌まで聞きながら
20世紀のイタリアの歌への入門です。イタリアの現代社会的な歴
史も少し触れます。イタリア文化・イタリア語・音楽に興味を持って
いる方をたくさんお待ちしています。お家でも歌を聞きたい方はイン
ターネットアクセスが必要です。
◎12回講座／指定火曜�10：30〜12：00
●年間受講料�14,400円
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