
文学・文芸・歴史講座
再開！『源氏物語』を読む
講師／菊地　仁（山形大学名誉教授）�  前　期 

『源氏物語』を家族・家庭という切り口から読みます。具体的な対象は、
桐壷巻・少女巻・若菜上巻・椎本巻からの場面です。ただ、作品全体
のごく一部にしかふれられませんので、どのようなものでも各自で注釈書や
参考書を用意いただけると幸いです。なお、取りあげる場面は、以前の
本講座と基本的な重複を避けておりますので、既受講者の方もどうぞ。
◎前期12回講座／毎週金曜�14：40～16：10
●受講料�14,400円

万葉歌の楽しみ
講師／犬飼公之（本学名誉教授）�  年　間 

1300年の時間を越えて今に生きつづける万葉歌。今年度は大伴坂
上郎女の歌に次いで、万葉女歌の世界、額田王歌などを読みつぎたい
と思います。
◎年間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
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お申し込み
お問い合わせ先

【会場について】
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。

【受講資格について】
18歳以上の男女（学生可）

【申込方法について】
受講申込書に必要事項をすべてご記入の上、郵送、FAXまたは Eメールでお申し込み
ください。受講申込書は本学 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
申込受付後に「受講の手引き」をお送りします。

【受講料について】
講座開講決定後に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。
宮城学院女子大学の学生の方は半額、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。申込書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。
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。

【講座について】
定員のある講座は、先着順とさせていただきます。
受講者が一定数に達しない場合は、開講いたしません。

【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

2020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
封筒に左記住所を貼り付けてこ
の受講申込書をお送りください。
※郵送料は自己負担にてお願いいたします。

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　大人のためのオープンキャンパス　HP　公共施設　受講者からの口コミ
　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。
（詳細は後ページをご覧下さい）

歌舞伎（夜）
　　　　　
　　　　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）。

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。

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・栗原健・犬飼公之・岩川亮�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
ことを通して、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
対象に沖縄研修旅行を企画します。ご期待下さい。
◎年間10回講座／指定木曜�14：40～16：10
●受講料�12,000円日曜・月曜・祝日日曜・月曜・祝日 休休

● 日　時　2020年9月10日（木） 夜の部
● 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　2020年10月2日（金） 昼の部／夜の部
● 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18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 
2020年度「古典芸能鑑賞会」のお知らせ
①		歌舞伎

②		文楽

2020年5月～2021年2月

2020年度

生涯学習講座
前 期 2020年5月～8月

申込受付期間 4月18日㈯まで
後 期 2020年9月～2月

申込受付期間 9月5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

同窓生
割引生学

宇宙の科学～宇宙論への招待～
講師／近松　健（本学教授）�  後　期 

宇宙のはじまりや成り立ちを考えることは、私たち自身を知ることにつな
がります。宇宙はどのように生まれ、何からできていて、どのようなかたち
をしているのでしょうか。宇宙が膨張し、正体不明の物質やエネルギー
で満たされていると、なぜわかるのでしょう。これまでにわかっている宇
宙の姿を学びながら、私たちが今ここにいる理由を考えます。
◎後期6回講座／指定木曜�10：30～12：00
●受講料�7,200円

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 

ひと時をご一緒に、飲み物を飲みながら映画を観ておしゃべりをしません
か。ジャンルにとらわれずに面白い映画を中心に2週で1本のペースで
年間10本程度取り上げる予定です。英会話力の強化というよりは、
気に入ったセリフを1 ～ 2フレーズ覚えていただくような講座となります。
◎年間20回講座／毎週木曜�14：40～16：10
●前期受講料　12,000円
●年間受講料　24,000円

ブランチ仙台の受講生割が始まります
2020年度からブランチ仙台の一部店舗で生涯学習講座受講生を
対象に「受講生割」が適用されることになりました。ぜひ、講座受
講の際にブランチ仙台をご利用ください。詳細については、各店舗
までお問い合わせください。

ダイシャリン・TREnTA・KIKUCHIYA BAKERY・
シローの店・桜ヶ丘バランス整骨院・ライフスタジオ・
インパクトワンプラス・眼鏡市場・まちづくりスポット

割 引 店 舗 一 覧

4/21より
募集開始！ 学校日誌でたどる昭和の歴史
講師／大平　聡（本学教授）�  前　期 

昭和前半、アジア・太平洋戦争が敗戦によって終結を迎えるまで、地
域社会においてどのようなことが起こっていたのかを小学校に残されて
いた学校日誌の記述からたどります。合わせて、戦争がどのように教育
の場に入りこんできたのかを学校日誌の記述から探ります。
◎前期4回講座／指定土曜�10：30～12：00
●受講料�無料（ただしお申し込みが必要です）
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教 養 講 座

外国語・外国文化講座

音 楽・芸 術 講 座

くずし字で読む日本文学
講師／石川秀巳（東北大学名誉教授）�  年　間 

江戸時代の写本・板本をつかって、日本文学を読んでいきます。昨年は
『北越雪譜』『里見八犬伝』などを読みました。今年度は、『里見八犬伝』
を中心にして、百人一首の解説書『百人一首一夕話』、浮世絵の書き
入れ、草双紙など、種々の教材をはさみこんで講義を進めていきます。
※仮名のくずし字について基本を習得した方を対象にした講座です。
◎年間20回講座／毎週火曜�13：00～14：30
●前期受講料（10回）�12,000円　
●年間受講料（20回）�24,000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。
◎年間12回講座／指定火曜�13：00～14：30
●受講料�14,400円

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講座です。小人数で語
り合いながら、楽しい学習を目指します。初心者も経験者も楽しめる学
習の場にしたいと思います。
◎年間15回講座／指定木曜�13：00～14：30
●受講料�18,000円

マンガの中から世界を見る
講師／大沼郁子（児童文学研究者・本学非常勤講師）�  前　期 

日本のマンガ作品は、一つの文化として確立しており、海外からも高い
評価と関心が寄せられています。また、現在、活躍する研究者や文学
者たちの中にも、かつて読んだマンガ作品から影響を受けている人も少
なくありません。そうしたマンガ作品に描かれているテーマをさまざまな視
点や角度から捉え、読み解いていきます。
◎前期10回講座／毎週木曜�10：30～12：00
●受講料�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 

毎回、作家やテーマごとに作品を読みます。児童文学作品は子どもが
読むものではありますが、そこに描かれたテーマや内容は、大人たちにも
関わる問題であり、世界や社会に通じる共通のテーマです。さまざまな
視点からそうしたことを捉えて読み解いていきます。
◎後期10回講座／毎週木曜�10：30～12：00
●受講料�12,000円

江戸の文学と芸能
講師／深澤昌夫（本学教授）�  年　間 

今年も貴重な舞台映像を交え、歌舞伎や文楽の名作をお楽しみいただ
きます（今年は鶴屋南北を取り上げる予定です）。海老蔵の団十郎襲
名も外せません。歌舞伎・文楽の仙台公演もぜひご一緒に（費用別途、
詳細後日）。
◎年間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

再開！ 古代史講義～古代史カウントダウン3～
講師／大平　聡（本学教授）�  年　間 

古代史でくくられる時代の様々な問題について、講師の気の向くままに
テーマを選び解説いたします。目から鱗が落ちるような掘り下げた話を
取り上げますので、古代史に興味をお持ちの方はどうぞお越しください。
◎年間10回講座／指定水曜�13：00～14：30
●受講料�12,000円

古文書に親しむ
講師／菊池勇夫（本学名誉教授）�  年　間 

江戸時代の崩し字（草書体）で書かれた、東北・北海道に関係した文
書・記録を一字一字解説しながら、その事柄の歴史的な背景などにつ
いても説明していきます。天明・天保の飢饉や北方の蝦夷（えぞ）地に
関するものを主に取り上げる予定です。また、初心者の方でも取り組
みやすい平易な短文も合わせて用意します。
◎年間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 

何気なく歩いている仙台の街。この街は、どのようにして今のカタチに
なったのでしょう。仙台城と城下町の成り立ちを様々な視点から解き明
かし、そのヒミツと魅力を探ります。通りや街角には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が対
象の入門編で、定員20名の先着順です。
◎前期6回講座（講義5回・まち歩き1回）
　指定金曜�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、どのような経過で出来上がったのでしょう。仙台城と城下
町仙台の成り立ちを歴史だけでなく、地理、地質、都市計画、土木な
どの視点から解き明かし、仙台ならではのヒミツと魅力を探ります。ディー
プスポットを訪ねるまち歩きを2回行います。定員40名の先着順です。
まち歩きは2班に分かれ各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）
　指定金曜�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）

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 

このクラスでは、会話と聞き取りに重点をおきます。一般的な発音やア
クセントを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
ン能力の向上を目指します。また、文法や構文について学習します。
自分の考えや意見を表現できるように、ペアワークやグループディスカッ
ションを行います。
◎年間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、コミュニケーション能力を向上させるためのコースです。よ
り高度な聞き取りと会話の向上を目指します。構文にも注目します。自
身の経験やさまざまな分野のトピックスについて流暢に意見を述べ議論
できるようペアワークやグループディスカッション、プレゼンテーションを
行います。クリティカルシンキングも取り入れます。
◎年間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

NEW! はじめてのイタリア語
講師／マウリエッロ・ヴィンチェンツォ（イタリア語教室講師）�  年　間 

ゼロからのイタリア語入門講座です。レッスンでは、挨拶・数字・基本
文法・発音・簡単な日常会話を取り上げます。17年の経験を持つ楽し
いイタリア人講師が担当します。イタリア語・イタリア文化に興味をお
持ちの方のご参加をお待ちしています。
◎年間25回講座／毎週金曜�13：00～14：30
●前期受講料（12回）�14,400円
●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（イタリア語教室講師）�  年　間 

イタリア語の基本文法を学び、スキルアップしたい初級・中級の方向け
の講座です。レッスンでは、リスニングと文法のドリルと発音、会話練習
を行います。17年の経験を持つイタリア人講師が担当です。楽しくて
面白いレッスンを体験してみませんか？
◎年間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! はじめてのフランス語
講師／岩川　亮（本学元准教授）�  年　間 

読む、聴く、話すというフランス語の三要素を初心者から初級まで1年
間で勉強します。受講者の積極的な参加をサポートしながら、アクティ
ブラーニングを目指します。
◎年間25回講座／毎週火曜�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

フランス語中級
講師／岩川　亮（本学元准教授）�  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。
◎年間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。
◎年間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。
◎年間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。韓国語の学
習はハングルと呼ばれる文字を覚えるところから始まり、ハングルの読み
書きができるようになります。また簡単な挨拶と自己紹介、簡単な文章
を読み作文できるようになります。韓国語の基本的な語彙や表現が理
解でき会話で使えるように無理なく学んでいきましょう。
◎年間25回講座／毎週水曜�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に、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、発音など
を学びます。現代の韓国社会や文化についても理解を深め、実際に
使える韓国語を目指して学びます。応用練習を通して韓国語でコミュニ
ケーション力を高め、楽しくステップアップしていきましょう。
◎年間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 

フランスの美術・文学・音楽・地方地域文化など多面的に概説します。
受講生の希望や関心に応じて映画や世界遺産などについても取り上
げていきたいと思います。
◎年間12回講座／指定火曜�13：00～14：30
●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 

このクラスは、基本的な英語の「読む・聴く・話す」を学ぶ初心者向けの
クラスです。新しい語彙や標準英語の発音、イントネーションを身につけ
ます。ひとつひとつしっかりと学んでいきます。ペアワークやグループワー
クも行います。2019年度に使用したテキストを引き続き使用します。
◎年間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

NEW!「建築歴史」取っておきの話
講師／飯淵康一（東北大学名誉教授）�  年　間 

「建築の歴史」と聞けば難しいと思われがちですが、決してそんなこ
とはありません。そこには、現代の私達の考え方や生活に関係した
内容がたくさん含まれています。例えば、「源氏物語」など平安の
文学作品には「方違え（かたたがえ）」や「方忌み」など避けるべき
方角についての記述が多く見られます（現代の「家相」の考え方に
も通じます）。当時の貴族達はその場所が忌みの方角（領域）に当
たるかどうかをその都度判断していました。その方角では災いが起き
ると考えられていたからです。それでは、どのような方法で決めてい
たのでしょうか。ここでは毎回このような興味深いテーマを設定し、
オムニバス的に紹介することによって皆さんと共に考え、楽しい時間
を過ごしたいと思っています。
◎年間10回講座／指定土曜�10：30～12：00
●受講料�12,000円

カウンセリング入門
講師／松浦光和（本学教授）�  前　期 

カウンセリングとは何か？「カウンセリング」という言葉は世間に溢れ
ていますが、その意味は、あまり理解されていません。この講座では、
カウンセリングの意味をお伝えします。さらに参加メンバー同士でカ
ウンセリング理論に基づいて軽くトレーニングをします。日常生活の
中で他者の話を聴くときに、これまでの方法とは異なる聴き方ができ
るようになることを目指します。
◎前期10回講座／毎週土曜�10：30～12：00
●受講料�12,000円

NEW! カウンセリング初歩
講師／松浦光和（本学教授）�  後　期

カウンセリングの基礎的な理論をどこか（独学・授業など）で学んだこ
とがある方を対象にします。ここでは、受講生同士のロールプレイ

（傾聴訓練）が学びの中心になりますが、この訓練を通して受講者
が自身への気づきを体験し、この体験を通してカウンセリング理解が
より深まることを狙いとします。
◎後期10回講座／毎週土曜�10：30～12：00
●受講料�12,000円

NEW!「新」キリスト教入門ー理論と実践
講師／新免　貢（本学教授）�  前　期 

LGBT、「『一人で死ねば！』と言わないでください」、テロの定義―イ
スラム側の定義と欧米側の定義、日本起源のテロ行為、名前と人
生―「ピアノの森」に学ぶ、本気じるしの人間群像、聖書の健全
な読み方、不健全な読み方、創造信仰、「正義とは負担軽減である」
という思想の広がりなどについて学びます。
◎前期6回講座／指定土曜�13：00～14：30
●受講料�7,200円（テキスト代別）

ニュースが楽しくなる経済学
講師／田中史郎（本学特任教授）�  年　間 

今年度は、これまでの講義をふまえ、宇野弘藏『経済原論』（岩波
文庫）に挑戦したいと思います。古典的名著なのでじっくりと味わう
と共に、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。
◎年間22回講座／毎週金曜�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

NEW! ベートーヴェンの交響曲
講師／本多優之（指揮者）�  年　間 

2020年はベートーヴェン生誕250年の記念すべき年です。彼の
作品の中でも、交響曲は新しい理念を具現し、その中心的位置を
占めています。この講座では9曲の交響曲を作曲年代順に取り上
げ、作品と生涯との関係、近年の演奏スタイルの変化にも触れ、
21世紀のベートーヴェン像に迫ります。
◎年間12回講座／指定土曜�13：00～14：30
●受講料�14,400円

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2」
講師／なかにしあかね（前期）�  年　間 　　　太田　峰夫（後期）

「音楽」の形とあり方は実にさまざまです、古今東西音楽について
「知り」、その響きを演奏で「味わう」レクチャーコンサートシリーズで
す。今年度は合唱を通して「歌う」ことの意味を考え、体験する回
と、ベートーヴェンイヤーにちなんだ回で構成します。
◎前期・後期各1回／前期�5/30　後期�未定
●受講料�3,200円（前期楽譜代別）

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 

昨年度に引き続き、時代を追いながらドイツリートの奥深い世界を
探っていきます。作曲家の生きた時代や歌詞にまつわる話を交え
てリートを聴いてみましょう。今年度はベートーヴェンからシューマン
へと進んでいく予定です。
◎年間12回講座／指定火曜�10：30～12：00
●受講料�14,400円

NEW! かけあし日本美術史
講師／井上　研一郎（本学名誉教授）�  前　期 

2020年、日本文化が世界中から注目されているいま、最低でもこ
れだけは押さえておきたい日本美術の魅力を画像と資料で紹介しま
す。縄文から江戸まで五千年にわたる美術の流れをたった12回
で見てしまおうという欲張りな講座です。
◎前期12回講座／毎週金曜�10：30～12：00
●受講料�14,400円

NEW! じっくり日本近代美術史
講師／井上　研一郎（本学名誉教授）�  後　期 

かけ足で眺めた江戸時代までに対して明治以降の美術作品を絵
画を中心にじっくり考えながら鑑賞する講座です。毎回1 ～ 2点
の作品をとりあげて、作者の生涯、社会の動きなどを織りまぜなが
ら近代日本の美術と社会について考えていきます。
◎後期12回講座／毎週金曜�10：30～12：00
●受講料�14,400円

西洋美術への招待
講師／森　雅彦（本学名誉教授）�  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。
◎年間12回講座／指定金曜�13：00～14：30
●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。
◎年間10回講座／指定火曜�10：30～14：30
●受講料�26,000円（薬剤代含む）
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