
90周年記念講座

自主企画講座
　11月開催

90周年記念講座

自主企画講座
　11月開催 ・講座によって、材料費が発生するものがございます。詳細はシブカツHPにて該当記事をご確認ください・

・グレーになっている講座は申込期間が終了している講座です。

講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

渋谷区制90周年記念講座～空から眺
める渋谷を歩く～(渋谷区生涯活躍推進
課)

急速に変わり続ける渋谷駅、周辺にあるビルをまわり、上から街を眺めながら歩き
ます。ゴールでは、上空229mから広がる360度の景色をご堪能ください。
■集合：14:00　渋谷生涯活躍ネットワーク・シブカツ イベントスペース（渋谷ヒカ
リエ8階）
■内容（予定）:14:00 シブカツ→渋谷ヒカリエ（11階スカイロビー）→
MIYASHITA　PARK（公園）→渋谷パルコ（屋上広場）→渋谷マークシティ→渋谷
フクラス（17階SHIBUYA　NIWA）→渋谷スクランブルスクエア（展望施設
SHIBUYA SKY）→16:30頃現地解散

※　受講料は渋谷スクランブルスクエア展望施設SHIBUYA SKY入場料となりま
す。当日、各人で入場窓口にてご購入していただきます。

令和4年11月30日
13:30～16:30

渋谷生涯活躍ネットワー
ク・シブカツ

歴史講師　近藤　圭二 11月1日～11月15日 2,000円(全1回) 受講料に施設入場料を含む

渋谷区制90周年記念講座　区政の歴史
(渋谷区生涯活躍推進課)

日本のなかで渋谷区はじめ東京２３区の区域にしか適用されていない都と特別区
の制度。それが戦前どのような事情でできて、戦後どのように大きく変化してきた
か。
制度の歴史を制度を取り巻く環境変化の歴史とあわせて論じます。そのなかで渋
谷区はどうであったかについてもできるだけ触れたいと思います。

令和4年11月28日
11:00～12:30

渋谷生涯活躍ネットワー
ク・シブカツ

小原　隆治（早稲田大学政治経済学部　教
授）

11月1日～11月14日 無料 なし

90周年記念講座

自主企画講座
　10月開催

90周年記念講座

自主企画講座
　10月開催

講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

渋谷区制90周年記念講座~学習に役立
てる図書館の利用方法～

渋谷区の各図書館の特徴と最新の便利な機能（webやLINE）、レファレンスの活
用方法などをお伝えします。

令和4年10月31日
14:00～15:00

渋谷生涯活躍ネットワー
ク・シブカツ

渋谷区図書館事業課 10月14日～10月25日 無料 なし

渋谷区制90周年記念講座
あれから1年　国立競技場と神宮外苑
(渋谷区生涯活躍推進課)

コロナで延期になった東京2020の開催から、早くも1年が過ぎました。曲折の末
に建設された国立競技場では、東京2020の開会式や閉会式などが行われました
が、春になって、5階に設けられた東京を360度見渡すことができる1週約800m
の遊歩道「空の杜」が開放された他、東京2020のメダリストの銘鈑が設置されま
した。

国立競技場の他、オリンピックミュージアムなどを見学することによって、東京
2020を振り返ってみませんか。

■集合：13:30　東京メトロ銀座線外苑駅前4a出口方面改札集合

■内容（予定）:外苑前駅→銀杏並木→秩父宮ラグビー競技場→神宮球場（ここまで
に建て替えと樹木の伐採についてはお話しします）→国立競技場（5階に設けられ
た1周800mの遊歩道「空の杜」から東京360度の景色、東京2020メダリストの
銘鈑、秩父宮記念ギャラリー、聖火台、灯火台など）→16:00　都営大江戸線国立
競技場解散予定

令和4年10月18日
13:30～15:30

国立競技場及び神宮外苑
周辺

歴史講師　近藤　圭二 9月26日～10月7日 無料

令和4年度後期講座一覧 令和4年11月1日 募集・開講スケジュール一覧

講座一覧 募集・開講スケジュール

申込期間

開催日

9/26～10/7

10/18

11/1～11/15

11/30

11/1～11/1４

11/２８

10/31

10/14～10/25



渋谷区制90周年記念講座 渋谷を振り返ろ
う～昭和のはじめの渋谷～(公益財団法人
渋谷区文化・芸術振興財団)

渋谷区制90周年を記念し、白根記念渋谷区郷土博物館・文学館で実施している
「写真展 昭和のはじめの渋谷」の展示解説を行います。
渋谷の今と昔の写真をご覧いただき、渋谷を振り返ってみましょう。
〈スケジュール〉14：00～15：00
写真展 昭和のはじめの渋谷　展示解説 15：00～15：30（自由参加）
白根記念渋谷区郷土博物館・文学館　常設展示解説
※　講座自体は60分ですが、終了後、常設展示解説（自由参加）を行います。その
後は、各自自由に館内をご覧いただけます。
※　60歳未満の方は、通常、入館料100円（10人以上は80円）が発生しますが、
本講座参加者は無料となります。

令和4年10月19日
14:00～15:00

白根記念渋谷区郷土博物
館・文学館

田原　光泰 （公益財団法人渋谷区文化・芸
術振興財団）

9月28日～10月8日 無料

渋谷区制90周年記念講座 ヱビスビール記
念館ツアー(サッポロホールディングス株式
会社)

ヱビスビールのエキスパートであるブランドコミュニケーターによる「ヱビス」のす
べてを知ることのできるガイドツアー。
ヱビスビールの誕生から今に至るまで、そしてヱビスにまつわるこぼれ話を、分か
りやすく丁寧にご案内いたします。
最後はコミュニケーションステージにて2種類のヱビスをテイスティング。

〇16:50　ヱビスビール記念館　集合
〇17:10　ヱビスツアースタート 約40分（試飲含む）

※　本ツアーは有料（400円）です。当日、受付にてお支払いください。
※　本ツアーは同内容で2日（10月21日、28日）実施します。お申し込みはどちら
か1日のみでお願いいたします。

令和4年10月21日
17:10～17:50

ヱビスビール記念館 9月28日～10月11日 400円 なし

渋谷区制90周年記念講座 ヱビスビール記
念館ツアー(サッポロホールディングス株式
会社)

ヱビスビールのエキスパートであるブランドコミュニケーターによる「ヱビス」のす
べてを知ることのできるガイドツアー。
ヱビスビールの誕生から今に至るまで、そしてヱビスにまつわるこぼれ話を、分か
りやすく丁寧にご案内いたします。
最後はコミュニケーションステージにて2種類のヱビスをテイスティング。

〇16:50　ヱビスビール記念館　集合
〇17:10　ヱビスツアースタート 約40分（試飲含む）

※　本ツアーは有料（400円）です。当日、受付にてお支払いください。
※　本ツアーは同内容で2日（10月21日、28日）実施します。お申し込みはどちら
か1日のみでお願いいたします。

令和4年10月28日
17:10～17:50

ヱビスビール記念館 9月28日～10月11日 400円 なし

9/28～10/11

9/28～10/11

10/21

10/28

9/28～10/8
10/19



大学連携
　10月開催
　　【東海大学】

大学連携
　10月開催
　　【東海大学】

講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ゆっくり楽しく韓国語　入門２(東海大学)

この講座はハングル文字や発音の学習が終わった方や入門の学び直しの方のため
の入門２クラスです。テキストを使って、基本的な文法や日常会話表現を身につけ
ていくことを目指します。分からなかったハングル文字が少しずつ読めるようにな
り、韓国語の基本的な文法や発音をさらに自分のものにして、さらなるレベルアッ
プを一緒にしていきましょう！

令和4年10月25日・11月8日・15日・22日・
29日・12月6日・13日・20日・令和5年1月10
日・17日（全10回）
9：20～10：50

オンライン講座

曺 喜澈（「お、ハングル！」主宰。韓国文化院
世宗学堂運営委員。元東海大学教授。）、錢 
昭熹（韓国語教室「コリアgo麻布十番」代
表、駐日韓国大使館 東京韓国教育院講師、
目白大学大学院韓国言語文化修士。）

9月12日～10月10日 20,000円（全10回）
別途材料費あり
詳細はHP参照

論語１(東海大学)

社会のあらゆる場面において人と人との関係を潤いあるものにし、心豊かに人生
を送るためのヒントを私たちに与えてくれるもの、それは、２５００年の風雪に耐え
て生き残ってきた書物、『論語』です。孔子やその弟子たちの、折りに触れての言葉
の数々が私たちの胸にまで響きます。楽しみながらいつの間にか、『論語』の真髄
が身に付くこの講義をぜひどうぞ。

令和4年10月25日・11月8日・15日・22日（全
4回）
10:30～12:00

オンライン講座 四竈 正夫（東海大学名誉教授） 9月12日～10月10日 8,000円（全4回）
別途材料費あり
詳細はHP参照

フランス・ワイン vs カリフォルニアの対決
（その１）＠相模大野(東海大学)

アメリカ建国200周年を記念したパリでの試飲会、「パリスの審判」で、無名のカリ
フォルニアがフランスの銘醸ワインを撃破。以降、「ワインはフランス、フランスはワ
イン」の呪縛が消え、世界中で高級ワインを作るようになりました。ボルドー系の
赤、ブルゴーニュ系の赤を目隠しで試飲し、自分で採点する「相模大野の審判」で
す。

令和4年10月26日/11月9日（全2回）
19:00～20:30

ユニコムプラザさがみはら　
実習室１

葉山 考太郎（ワイン・ジャーナリスト） 9月12日～10月13日 16,000円(全2回)

気象予報士によるお天気講座２(東海大学)

この講座では、代表的な気象現象である低気圧、雷雨、そして集中豪雨を取り上げ
ます。これらの気象現象は私たちの身の回りで日常的に起きるものですが、時には
大きな災害につながります。なぜ起きるのか、どのように変化するのか、そのしく
みを知ることで、日々の生活や仕事、趣味や安全な行動に気象情報を活用すること
を目指します。

令和4年10月26日/11月9日/16日/30日（予
備日）（全3回）
15:00～16:30

オンライン講座
新井 直樹（東海大学工学部航空宇宙学科航
空操縦学専攻教授）

9月12日～10月13日 6,000円(全3回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

ゆっくり楽しく韓国語　中級２(東海大学)

この講座は「ゆっくり楽しく韓国語　中級1」の継続クラスです。尊敬表現・変則活用
の文法や語彙から場面ごとの様々な会話表現ができることを目標としています。
対象レベルをクリアしていれば新規の方でも受講可能！親しみやすい韓国人講師
が分かりやすく、楽しく講義します。韓国語をどんどん話して自分のものにしてみ
ませんか？

令和4年10月27日・11月10日・17日・24日・
12月1日・8日・15日・22日・令和5年1月12日・
19日・26日（予備日）（全10回）
14：00～15：30

オンライン講座

チョン ソヒ（韓国語教室「コリアgo麻布十
番」代表、駐日韓国大使館 東京韓国教育院
講師、目白大学大学院韓国言語文化修
士。）、チョ ヒチョル（「お、ハングル！」主宰。
韓国文化院世宗学堂運営委員。）

9月12日～10月10日 20,000円（全10回）
別途材料費あり
詳細はHP参照

北欧映画の世界へようこそ(東海大学)

魅力的な映画の宝庫、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、そして
アイスランド。北欧の国々から生まれる映画の虜になった講師ふたりが作品の中に
現れる様々なメッセージを読み解きながら、北欧の社会や文化について多様な視
点から理解を深めていく講座です。また、映画の中に描かれる暮らしや女性像など
にも注目します。深まる秋のひと時、北欧映画を一緒に楽しんでみませんか？

令和4年10月27日/11月10日/24日（全3回）
19:30～21:00

オンライン講座
森 百合子（北欧ジャーナリスト）、　　　　　　
雨宮 真由美（映画祭コーディネーター）

9月12日～10月13日 6,000円(全3回)

メディカルハーブ＆アロマ　〜若返り大作戦
〜(東海大学)

美肌や美白ケアへの効果が期待できるローズヒップやハイビスカスハーブティーの
提供や日常生活に活かせる美肌ジェル作りなど、実際に感じたり、香りに癒されな
がら身体やお肌の不調を緩和していくため＝スローエイジング・若返りの方法を学
んでいく講座になります。1日の終わりに五感に働きかけるアロマテラピーの心地
よい香りの空間でリラックスタイムを過ごしましょう。

令和4年10月28日（全1回）
19：30～21：00

オンライン講座
青山 泉（東海大学医学部医学科専門診療学
系漢方医学客員講師）

9月12日～10月12日 3,000円(全1回)

スウェーデン語　入門１(東海大学)

シンプルでモダンなデザインを生み、高福祉の生活大国としても知られるスウェー
デン。この講座ではテキストを用いながらスウェーデン語の発音や基礎的な文法、
簡単な表現を学んでいきます。予習・復習にも力を入れていきますので、学び直し
たい方、全くの初心者の方でも大歓迎！熱心なスウェーデン人講師とともに、最初
の一歩を踏み出し、いっしょに楽しく勉強しましょう。

令和4年10月29日・11月12日・19日・26日・
12月3日・10日・17日・24日・令和5年1月14
日・21日（全10回）
13:00〜14:30

オンライン講座
ヨンソン カール．アーネ （東海大学文学部
北欧学科非常勤講師、翻訳者）

9月12日～10月11日 20,000円（全10回）
別途材料費あり
詳細はHP参照

スウェーデン語　入門２(東海大学)

この講座は、「スウェーデン語入門１」を受講された方、また下記の基礎的文法を勉
強したい方を対象としたクラスです。スウェーデン人講師とともに、スウェーデン語
の発音を学び、練習問題プリントと会話形式の練習でスウェーデン語の基礎的文法
への理解を深めます。慣れてきたスウェーデン語がさらに身に付くように、継続し
て楽しく勉強しましょう。

令和4年10月29日・11月12日・19日・26日・
12月3日・10日・17日・24日・令和5年1月14
日・21日（全10回）
10:00〜11:30

オンライン講座
ヨンソン カール．アーネ （東海大学文学部
北欧学科非常勤講師、翻訳者）

9月12日～10月11日 20,000円（全10回）
別途材料費あり
詳細はHP参照

令和4年度後期講座一覧 令和4年11月1日 募集・開講スケジュール一覧

講座一覧 募集・開講スケジュール

9/12～10/10

9/12～10/10

9/12～10/10

9/12～10/13

9/12～10/13

9/12～10/13

9/12～10/11

9/12～10/11

10/25,11/8,15,22,29,12/6,13,20,1/10,17

10/26,11/9

10/26,11/9,16,30(予備日）

9/12～10/12

10/25,11/8,15,22,29,12/6,13,20,1/10,17

10/27,11/10,17,24,12/1,8,15,22,1/12,19,26(予備日）

10/27,11/10,24

10/28

10/29,11/12,19,26,12/3,10,17,24,1/14,21

10/29,11/12,19,26,12/3,10,17,24,1/14,21

申込期間

開催日



フィンランド語　簡単会話１(東海大学)

Olette oppineet jo paljon suomea. Puhutaan ja kuunnellaan! 
Miten kerrot itsestäsi, työstä, perheestä, harrastuksista -  
harjoitellaan! Rohkeasti mukaan! せっかく覚えたフィンランド語を忘れな
いようにましょう！今まで学んだことを復習し、使えるように学習します。

令和4年10月29日・11月12日・19日・26日・
12月3日・10日・17日・令和5年1月14日・21
日・28日（全10回）
12：30～14：00

オンライン講座
奥田 ライヤ（東海大学文化社会学部北欧学
科非常勤講師[専門分野:フィンランド語・ロ
シア語・言語]）

9月12日～10月11日 20,000円（全10回）

フィンランド語　中級 (東海大学)

この講座は22年度前期「フィンランド語 初級1」の継続講座となります。これまで
の復習から始まり、いよいよ教科書の最後まで進みます。複数、受動形を学べば、
ニュースや新聞記事を読めるようになり、フィンランド語がますます楽しくなること
間違いなし！フィンランド語をさらに自分のものにするために次のステップへ向け
て、あきらめず一緒に頑張っていきましょう。

令和4年10月29日・11月12日・19日・26日・
12月3日・10日・17日・令和5年1月14日・21
日・28日（全10回）
14：30～16：00

オンライン講座
奥田 ライヤ（東海大学文化社会学部北欧学
科非常勤講師[専門分野:フィンランド語・ロ
シア語・言語]）

9月12日～10月11日 20,000円（全10回）
別途材料費あり
詳細はHP参照

省エネ家電の技術と選び方ー電気自動車の
専門家が解説(東海大学)

家計に影響の大きい電気代ですが、専門家の視点ではまだまだ改善できるポイン
トは残っている！今回は電気自動車の専門家が家電の省エネ技術を解説し、家電
のカタログの見方や製品の選び方を指南します。家電に使われている技術は、日進
月歩で、何がどう良いのかなかなか理解できない場合がありますが、誰にでもわか
りやすく講義します。ご家庭の電気代を減らせるポイントが、明らかに！

令和4年10月29日（全1回）
10：00～11：30

ユニコムプラザさがみはら　
セミナールーム１

木村 英樹（東海大学工学部機械システム工
学科教授）

9月12日～10月12日 2,000円(全1回)

ノルウェー語　初級１(東海大学)

美しい山々やフィヨルド等、風光明媚な自然に恵まれたノルウェーはムンク、グリー
グ等の芸術家、イプセン、ビョルンソン等の世界的にも有名な文学者を輩出してお
り、世界中の人々を魅了してやまない国となっています。この講座では1年ほどの
ノルウェー語学習経験のある学習者を対象とし、既習文法事項を総合的に復習を
しながら新たな語彙・表現を学んでいきます。さらにイプセンやビヨルンソン等、有
名な作家の文学作品をノルウェー語で味わいます。

令和4年10月29日/11月12日/26日/12月
10日/17日/24日/令和5年1月14日/21日
/28日（予備日）（全8回）
10：00～11：30

オンライン講座 森 信嘉（元東海大学文学部北欧学科教授） 9月12日～10月12日 16,000円(全8回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

フランス語　初級１(東海大学)

フランス語って難しいイメージありませんか？この講座では、フランス語の基本的
な会話・文法・発音を学習し、バランス良く身につけることを目指します。また、まず
はフランス語に慣れ親しむことに重点を置きますので、全くの初心者の方、難しい
イメージを持っている方、大歓迎！講座が終わる頃にはフランス語の世界に魅了さ
れているはず！一緒に最初の一歩を踏み出してみましょう！	

令和4年10月29日/11月12日/19日/26日
/12月3日/10日/17日/令和5年1月14日/21
日/28日（全10回）
9:00〜10:30

オンライン講座
クデーヌ セシリア （東海大学語学教育セン
ター国際言語教育部門非常勤講師）

9月12日～10月12日 20,000円(全10回)

フランス語　初級２(東海大学)

この講座は、フランス語初級1の継続クラスとなり、初級1の復習から始まります。
少し慣れてきたフランス語力をしっかりと定着させ、文法や単語、発音方法を身に
つけていくことで学ぶ楽しさが得られます。また、フランス語が話せるようになっ
たらどんなことをしたいかなど目標を持つことでモチベーションもアップ！フラン
ス語の世界を堪能しながら一緒に楽しく学んでいきましょう！		

令和4年10月29日/11月12日/19日/26日
/12月3日/10日/17日/令和5年1月14日/21
日/28日（全10回）
11:00〜12:30

オンライン講座
クデーヌ セシリア （東海大学語学教育セン
ター国際言語教育部門非常勤講師）

9月12日～10月12日 20,000円(全10回)

デンマーク語　入門１(東海大学)

東京の人口の約半分しかないデンマークは北欧の小国。日本ではアンデルセン童
話やレゴの玩具で知られ、すぐれた環境政策やインテリア・デザインなどでも注目さ
れています。この入門講座では基本的な文法を勉強しながら会話を中心に学びま
す。発音の練習や聴き取りにも時間をかけます。一緒に楽しく勉強しましょう。

令和4年10月29日/11月12日/19日/12月3
日/17日/令和5年1月14日/21日/28日/2月
4日/18日（全10回）
12：00～13：30

オンライン講座
リーセ スコウ（東海大学文化社会学部北欧
学科非常勤講師）

9月12日～10月12日 20,000円(全10回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

デンマーク語　入門３(東海大学)

東京の人口の約半分しかないデンマークは北欧の小国。日本ではアンデルセン童
話やレゴの玩具で知られ、すぐれた環境政策やインテリア・デザインなどでも注目さ
れています。この入門講座では基本的な文法を勉強しながら会話を中心に学びま
す。発音の練習や聴き取りにも時間をかけます。待望の「デンマーク語入門２」の継
続講座がいよいよ開講します。一緒に楽しく学びましょう。

令和4年10月29日/11月12日/19日/12月3
日/17日/令和5年1月14日/21日/28日/2月
4日/18日（全10回）
10：00～11：30

オンライン講座
リーセ スコウ（東海大学文化社会学部北欧
学科非常勤講師）

9月12日～10月12日 20,000円(全10回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

　【聖心女子大学】 　【聖心女子大学】

講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

東京国立博物館創立150年記念特別展
「国宝　東京国立博物館のすべて」(聖心女
子大学)

東京国立博物館は、今年創立150年を迎えました。これを記念して、2022年10
月18日（火）から12月11日（日）にかけて、東京国立博物館創立150年記念特別
展「国宝　東京国立博物館のすべて」を開催いたします。
　本展では、東京国立博物館が所蔵する国宝89件すべてを展示します（会期中展
示替えあり）。絵画、書跡、東洋絵画、東洋書跡、法隆寺献納宝物、考古、漆工、刀剣
の各分野のすべての国宝が展示されるのは歴史上はじめてのことで、名品の数々
が一堂に会します。また、東京国立博物館の150年を3期に分け、各時代の収蔵品
や関連資料などからその歩みをたどります。150年前の湯島聖堂博覧会や帝室博
物館時代の展示品による再現展示を行い、また現在も当館の収蔵品の中核をなす
作品やコレクションを紹介します。

令和４年10月２８日（全１回）10：30～12：00 オンライン講座 増田政史（東京国立博物館学芸研究部列品
管理課平常展調整室　研究員）

9月12日～10月10日 1,500円（全1回）

9/12～10/12

9/12～10/11

9/12～10/11

9/12～10/12

9/12～10/12

9/12～10/12

9/12～10/12

9/12～10/12

10/29,11/12,19,26,12/3,10,17,1/14,21,28

10/29,11/12,19,26,12/3,10,17,1/14,21,28

10/29

10/29,11/12,26,12/10,17,24,1/14,21,28（予備日）

10/29,11/12,19,26,12/3,10,17,1/14,21,28

10/29,11/12,19,26,12/3,10,17,1/14,21,28

10/29,11/12,19,12/3,17,1/14,21,28,2/4,18

10/29,11/12,19,12/3,17,1/14,21,28,2/4,18

9/12～10/10

10/28



大学連携
　11月開催
　　【青山学院大学】

大学連携
　11月開催
　　【青山学院大学】

講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

地理情報システム（GIS）による現代社会の
可視化(青山学院大学)

　スマートフォンが身近な存在になったことで、デジタル化された地図も身近な存
在になってきたかと思います。デジタル化された地図の活用は多くの分野で期待
はされてはいますが、現状ではまだそれほど多くの分野で活用されているとは言
えない状況です。この公開講座では、GIS（地理情報システム）を用いた空間的な分
析について事例を交えた形で講義を行っていきたいと思います。この講座は全5
回の講座です。
第1回　11/5（土） 11：00～12：40（開講式あり）GISと高等教育 ESRIジャパン
株式会社 第2回　11/12（土） 11：00～12：30 GISと訪日外国人 経済学部現
代経済デザイン学科　教授　髙橋　朋一 第3回　11/19（土） 11：00～12：30 
GISと視線計測 経済学部経済学科　教授　矢吹　初 第4回　11/26（土） 11：00
～12：30 GISとビッグデータ 経済学部現代経済デザイン学科　教授　髙橋　朋一
第5回　12/3（土） 11：00～12：30 GISと小地域人口統計 経済学部現代経済
デザイン学科　教授　井上　孝

令和4年11月5日、12日、19日、26日、12月3
日（全5回）11:00~12:30

青山学院大学　青山キャン
パス

第1回 ESRIジャパン株式会社
第2回 経済学部現代経済デザイン学科　教
授　髙橋　朋一
第3回 経済学部経済学科　教授　矢吹　初
第4回 経済学部現代経済デザイン学科　教
授　髙橋　朋一
第5回 経済学部現代経済デザイン学科　教
授　井上　孝

10月3日～10月17日 無料

大学連携
　11月開催
　　【東海大学】

大学連携
　11月開催
　　【東海大学】

講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ジャズ演奏家の歴史を辿る(東海大学)

ジャズ演奏家の歴史を、時代背景と共に楽しく紹介します。演奏スタイル、楽器、音
楽理論など様々な角度から「名演奏家」と言われる所以を丁寧に解説します。ジャ
ズを楽しむのにルールなどはありませんが、歴史に学ぶことでより理解を深めま
す。一緒にジャズの歴史に飛び込みましょう！今年前期の講座で好評だったトラン
ペット奏者編に続いて、今回は、サックス奏者を紹介します。お楽しみに！

令和4年11月8日/12月20日/令和5年1月31
日（全3回）
19:30～21:00

オンライン講座 田丸 智也（東海大学教養学部准教授） 9月12日～10月25日 6,000円(全3回)

インドの大叙事詩『マハーバーラタ』を読む
(東海大学)

世界最大級の物語であるインドの叙事詩『マハーバーラタ』への関心が、
『Fate/Grand Order』などのゲームや『バーフバリ』などの映画などから高まっ
ています。そこでこの講座では、『マハーバーラタ』がどのように成立したどのよう
な物語であるか、そして従来十分な邦訳のなかった「カルナの巻」の概要について
お話しします。孤高の英雄カルナについて理解を深められればと考えています。

令和4年11月11日/18日（全2回）
19:30～21:00

オンライン講座 川尻 道哉（東海大学文化社会学部准教授） 9月12日～10月26日 4,000円(全2回)

考古学講座Ⅰ(東海大学)

日本列島の弥生時代、古墳時代は無文字社会だといわれ、時間の管理は「自然暦」
であったと推定されています。ただし隣国の朝鮮三国や古代中国諸王朝ではすで
にシステマティックな太陰太陽暦が使われていました。暦を与えることが支配の象
徴でもありました。では同時代の日本列島の社会は単純な「自然暦」の段階に留
まったのか否か。吉野ヶ里遺跡や纒向遺跡の祭祀用建物を点検すると、古代中国
の漢代の暦が抜粋的に模倣・転写された可能性が指摘できるのです。

令和4年11月12日（全1回）
10:00～11:30

ユニコムプラザさがみはら　
セミナールーム１

北條 芳隆（東海大学文学部歴史学科考古学
専攻教授）

9月12日～10月26日 2,000円（全1回）

らくらく日常英会話(東海大学)

「ゆっくり楽しく学ぶ日常生活で役立つ英語」や「らくらく日常英会話」を学んだ方
のための続編！もちろん初めての方もOK！最初は基礎英文法や語彙を学習し、
その後、日常生活でのシチュエーションに沿って英会話の練習をします。コミュニ
ケーション重視の授業によって、より実践的なスキルを身につけます。文法と会話
を両方学ぶことで、英語４技能（聞く・話す・読む・書く）を上手く活用できるように
なりましょう！

令和4年11月12日/19日/26日/12月3日/10
日/17日/24日/令和5年1月14日（予備日）（全
7回）

オンライン講座 橋本 信一（東海大学工学部准教授） 9月12日～10月26日 14,000円(全7回)

中国語ブラッシュアップ(東海大学)

この講座は、中国語の発音・語彙・読解・表現力の総合的ブラッシュアップと、さら
なる向上を目指します。テキストは2022年度前期の続きを学習しますが、中国人
講師が各課のテーマに沿って丁寧に説明しますので、初めての方でも受講しやす
い講座です。ある程度まとまった内容の会話ができるよう、口頭練習の機会を増や
しております。一緒に楽しく中国語を学びましょう！

令和4年11月12日/19日/26日/12月3日/10
日/17日/24日/令和5年1月14日/21日/28
日（全10回）
11：00～12：30

オンライン講座

安 小鉄（東海大学語学教育センター国際言
語教育部門非常勤講師）、陳 振東（東海大学
語学教育センター国際言語教育部門非常勤
講師）

9月12日～10月26日 20,000円(全10回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

北欧デザインと美しい日用品(東海大学)

機能性と美しさを兼ね合わせた「美しい日用品」として定評のある北欧デザイン。今
回は、数々の美しい日用品が生み出された背景を学び、特にカトラリーや食器、ガ
ラスや陶器などの美しい日用品に焦点を当てます。織田憲嗣先生の暮らし方への
ヒントをはじめ、北欧、日本、その他の地域の名品から日々の生活を豊かにするヒ
ントを考えていきます。『時を超えて愛されるデンマークデザインの秘密』に続く北
欧デザインの講座になります。

令和4年11月14日/21日/28日（全3回）
18：00～19：30

オンライン講座

織田 憲嗣（東海大学名誉教授・北海道東川
町デザインアドバイザー）、柴山 由理子（東
海大学文化社会学部北欧学科講師）、岡本 
周（北海道東川町文化交流課主査）、荒谷 真
司（ルイスポールセンジャパン株式会社 LP
アカデミー）

9月12日～10月26日 6,000円(全3回)

9/12～10/25

9/12～10/26

9/12～10/26

9/12～10/26

9/12～10/26

9/12～10/26

11/8,12/20,1/31

11/11,18

11/12

11/12,19,26,12/3,10,17,24,1/14（予備日）

11/12,19,26,12/3,10,17,24,1/14,21,28

11/14,21,28

１０/３～10/１７

11/５,12，１９，2６,1２/3



メディカルハーブ＆アロマ〜心と身体の不
調ケア〜(東海大学)

不安やストレスからくる心の不調を入浴法と植物療法の力で優しくケアしていきま
す。また、神経の緊張を和らげる効果のあるカモミールハーブティーや精油を使用
し、実際にバスソルト作製で楽しみつつ心も身体も癒されながら、自宅や職場でも
活かせるセルフケア方法について学べるリラックス講座です。お仕事終わりや1日
の締めくくりに良い自然の香りに包まれながら一緒に過ごしませんか？

令和4年11月18日（全1回）
19:30〜21:00

オンライン講座
青山 泉（東海大学医学部医学科専門診療学
系漢方医学客員講師）

9月12日～11月3日 3,000円(全1回)

韓国語 上級(東海大学)
この講座は不規則活用の用言を含め、さらに様々な表現を身につけます。積極的
に「書く・読む・話す・聞く」の練習をし、韓国語で正確なコミュニケーションをとるこ
とを目指します。

令和4年11月19日/26日/12月3日/24日/令
和5年1月7日/21日/28/2月18日/25日/25
日（全10回）
11：10～12：40 　※2月25日のみ13：30～
16：40

ユニコムプラザさがみはら　
ミーティングルーム4

兪 仁淑（東海大学語学教育センター国際言
語教育部門非常勤講師）、金 南听（東海大学
語学教育センター国際言語教育部門非常勤
講師）

9月12日～11月3日 20,000円（全10回）
別途材料費あり
詳細はHP参照

考古学講座Ⅱ(東海大学)

縄文時代にはさまざまな形の土器がつくられました。スープを煮込む深鉢をはじ
め、料理の盛りつけには皿やボウルも使われていました。これらの土器は柔らかい
粘土に形を与え、表面を削ったり磨いたりしてつくられました。地域や時代によっ
て土器の文様も異なっていました。本講座では、１万年以上も人々の暮らしを支え
つづけた縄文土器の観察ポイントをわかりやすいく紹介します。

令和4年11月19日（全1回）
10:00～11:30

ユニコムプラザさがみはら　
セミナールーム１

宮原 俊一（東海大学文学部歴史学科考古学
専攻准教授）

9月12日～11月3日 2,000円（全1回）

自信が持てるビジネス英会話(東海大学)

必要最低限のビジネス英語ってどういう英語？本講座では仕事で使う英語を基本
から積み上げます。英語のやり取りのコツを紹介し、いくつかの基本パターンを練
習していきます。ご自身の状況に当てはめる工夫も伝授。主に「聞く」と「話す」を中
心にクラスのメンバーとコミュニケ―ションを積極的に取りながらビジネス英会話
に自信を持てるようにしていくのが目標です。自信を持ってビジネスの場で英語で
話してみませんか？

令和4年11月19日/26日/12月3日/10日/17
日（予備日）（全4回）
11：00～12：30

オンライン講座 橋本 信一（東海大学工学部准教授） 9月12日～11月3日 8,000円(全4回)

韓国語 中級(東海大学)

この講座は文法や発音だけでなく、いろいろなシチュエーションで実際に使われて
いる語彙を増やします。また、文章を声に出して読んだり、ヒヤリング練習をしたり
しながら韓国語力の向上を目指します。日常生活の会話に慣れ、韓国語でコミュニ
ケーションを楽しみましょう。前期の講座と違うシチュエーションで、語彙や文法も
更にレベルアップを目指します。

令和4年11月19日/26日/12月3日/24日/令
和5年1月7日/21日/28/2月18日/25日/25
日（全10回）
9：20～10：50 　※2月25日のみ9：20～
12：30

オンライン講座

兪 仁淑（東海大学語学教育センター国際言
語教育部門非常勤講師）、金 南听（東海大学
語学教育センター国際言語教育部門非常勤
講師）

9月12日～11月3日 20,000円(全10回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

源氏物語(東海大学)

今から約千年前に書かれた日本文学の最高傑作『源氏物語』を、名場面・名文を味
わいながら丁寧に読み解いていく講座です。今回は、光源氏の新築の邸である「六
条院」にて行われる華やかな正月の様子や、春の胡蝶の絢爛豪華な宴など、平安絵
巻さながらの場面を見ていきます。長編語の途中ですが、初めて読んでも問題の
ない内容です。雅な平安時代の世界を味わいましょう。

令和4年11月28日/12月12日/26日/令和5
年1月16日/23日/30日（予備日）(全5回)
11：20～12：50

ユニコムプラザさがみはら　
ミーティングルーム4

佐藤 瞳（東海大学文学部日本文学科非常勤
講師）

9月12日～11月14日 10,000円(全5回)

徒然草２(東海大学)

『徒然草』は、鎌倉時代末の乱世にあって、誠実に人生を見つめ続けた兼好法師の
随筆です。彼は、仏教・儒教・道教の高い教養に基づきながらも決してそれらにとら
われることなく、日本的情緒をいとおしみながら、人生を感じ人生を考えます。彼
は、人間と人生が好きで好きでたまらないようです。人生を考えるヒント満載の
『徒然草』を楽しみ、人生を楽しみましょう。

令和4年11月29日/12月6日/13日/20日（全
4回）
10:30～12:00

オンライン講座 四竈 正夫（東海大学名誉教授） 9月12日～11月15日 8,000円(全4回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

フランス・ワイン vs カリフォルニアの対決
（その２）＠相模大野(東海大学)

アメリカ建国200周年を記念したパリでの試飲会、「パリスの審判」で、無名のカリ
フォルニアがフランスの銘醸ワインを撃破。以降、「ワインはフランス、フランスはワ
イン」の呪縛が消え、世界中で高級ワインを作るようになりました。シャルドネの白、
スパークリング・ワインを目隠しで試飲し、自分で採点する「相模大野の審判」です。

令和4年11月30日/12月7日（全2回）
19：00～20：30

ユニコムプラザさがみはら　
実習室１

葉山 考太郎（ワイン・ジャーナリスト） 9月12日～11月16日 16,000円(全2回)

　　【聖心女子大学】 　　【聖心女子大学】

講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

― 日本・東洋文化探訪シリーズ第二弾 ―
中央アジア仏教美術入門(聖心女子大学)

　19世紀から20世紀初めにかけて、英国とロシアは、中央ユーラシアの広大な地
域を舞台に、熾烈な勢力拡大競争を繰り広げました。これをグレート・ゲームと呼び
ます。当時、地図上の空白地帯であった東トルキスタンは、まさに両国の関心が衝
突する場所でした。しかしその駆け引きが、この地域は決して文化的な空白地帯で
はなく、かつては豊かな文化を育んだ地域であったことを明らかにしました。各国
が競って派遣した探検隊が、この地域の豊かな文化遺産を発掘し、世界中の注目を
集めました。また、敦煌莫高窟で大量の文書が発見され、探検隊がその一部を欧州
などにもたらした結果、敦煌学という新しい学問分野が起こりました。後期の講座
では、この敦煌文書の発見以来の研究の動向を振り返るとともに、西域壁画の技
法、材料、その科学的（光学的）な分析手法を紹介し、西域壁画の味わい方を模索し
たいと思います。

令和４年11月10日・11月24日（全２回）13：00～14：30オンライン講座 中野 照男（東京文化財研究所 名誉研究員） 9月12日～10月27日 1,500円(全2回)

9/12～11/3

9/12～11/3

9/12～11/3

9/12～11/3

9/12～11/3

9/12～11/14

9/12～11/15

9/12～11/16

11/18

11/19,26,12/3,24,1/7,21,28,2/18,25,25

11/19

11/19,26,12/3,10,17（予備日）

11/19,26,12/3,24,1/7,21,28,2/18,25,25

11/28,12/12,26,1/16,23,30（予備日）

11/29,12/6,13,20

11/30,12/7

9/12～10/27
11/10,24



　　【学校法人文化学園】 　　【学校法人文化学園】

講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

自由につくろう！ソーイング部（火曜日クラ
ス）(学校法人文化学園)

アイテムに関係なく、自分が作りたいものを製作。各自のレベルに合せて講師が指
導します。市販のパターンや製図を活用し、お気に入りの布地でスカート、パンツ、
シャツ、ワンピースはもちろん、ロックミシンでできるカットソーなど幅広くチャレン
ジできます。自分のペースで自由にソーイングを楽しみます。パターンや布地は各
自ご準備ください。
受講者はミシンを使ったことがあり、市販の型紙で服を作った経験がある方とさせ
ていただきます。

令和4年11月15日／22日／29日／12月6日
／13日／1月17日／24日／2月7日／14日／
21日　　（火曜日全10回　計20講座）　
＊1回＝2講座換算
10:00 - 12:30（150分）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

文化服装学院生涯学習専任教員　田中　寛
子

9月16日～10月14日 40,000円(全10回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

野田はなこのヨーロッパ伝統刺繍とクリエイ
ティブデザイン(学校法人文化学園)

ホワイトワークやブラックワーク、ゴールドワーク、キャンバスワーク、タッセル、ボッ
クスメイキング等のヨーロッパで古くからある刺繍テクニックを基礎から習得し、刺
繍の為のデザインも学びます。英国王立刺繍学校(RSN)を卒業した講師から世界
最高レベルの刺繍技術を学びましょう。初心者から経験者まで大歓迎です。
別途材料費が必要です。

令和4年11月16日／30日／12月14日／令和
5年1月11日／25日／2月8日／22日　(水曜
日全7回　計14講座）　
＊1回＝2講座換算
10:00 - 12:30（150分）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

刺繍作家　野田　はなこ 9月16日～10月14日 28,000円(全7回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

体が不自由でも高齢者でもおしゃれを楽し
む服づくり(学校法人文化学園)

SDGsな服づくり。着心地よく、便利で、おしゃれな服を作りましょう!
腕を怪我したので着脱が簡単な服が欲しい。年齢を重ねて変化した体型に合う服
が欲しい。車椅子に乗ったときのレインコートが欲しい…など、どんな人でもどんな
時でも快適でおしゃれな服を考え製作します。はじめに福祉技術研究所コンサルタ
ントの講師からさまざまな事例を学び、その後服づくり専門の講師と一緒に考えな
がら各自製作します。既製服のリフォームでもOKです。服の製作経験がある方が
対象です。

令和4年11月19日／26日／12月10日／17
日／令和5年1月21日／28日／2月4日／25
日　(土曜日全8回　計16講座）　
＊1回＝2講座換算
13:30 - 16:00（150分）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

福祉技術研究所株式会社コンサルタント　元
東京福祉機器総合センター　岩波　君代
文化服装学院生涯学習指導主事　丸山　晴
美

9月16日～10月14日 32,000円(全8回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

自由につくろう！ソーイング部（土曜日クラ
ス）(学校法人文化学園)

アイテムに関係なく、自分が作りたいものを製作。各自のレベルに合せて講師が指
導します。スカート、パンツ、シャツ、ワンピースはもちろん、ロックミシンでできる
カットソーなど幅広くチャレンジできます。市販のパターンや製図を活用し、お気に
入りの布地で製作した特別なアイテムは暮らしに彩りを添えてくれるはず。自分の
ペースで自由にソーイングを楽しみます。パターンや布地は各自ご準備ください。
受講者はミシンを使ったことがあり、市販の型紙で服を作った経験がある方とさせ
ていただきます。

令和4年11月19日／26日／12月3日／17日
／1月14日／21日／28日／2月4日／18日／
25日（土曜日全10回　計20講座）　
＊1回＝2講座換算
10: 00- 12:30（150分）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

元文化服装学院専任講師　関川　元江 9月16日～10月14日 40,000円(全10回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

ナチュラル染色(学校法人文化学園)

捨てられる皮や種、緑茶・紅茶などの茶葉類、花びら、雑草、スパイスなどを染料に
してSDG’sに配慮する安心・安全な染色の実習です。
綿、麻、毛、絹、ナイロン、レーヨンなどの製品(新品だけではなくリメイクのTシャ
ツ、シャツやエコバッグ、ストール)や、毛糸、絹糸などを染めて製品作りをします。
生活に彩りを添えてみませんか。 受講料には雑費（染料代など）1,000円分を含ん
でいます。

令和4年11月19日／12月3日／令和5年1月
14日／28日／2月18日
(土曜日全5回　計10講座）　＊1回＝2講座換算
10:00 - 12:30（150分）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

元文化服装学院専任教授　篠原　幸子 9月16日～10月14日 20,000円(全5回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

カルトナージュのオリジナルソーイング
BOX(学校法人文化学園)

カルトナージュは厚紙を切って布やリボンで装飾して箱を作るフランス伝統工芸の
布箱です。
まずは製作手順を学ぶため、キットを使いミニBOXを作ります。その後好みの布で
ご自分の裁縫道具類の収納に丁度良いオリジナルソーイングBOXを製作します。

令和4年11月24日／12月8日／令和5年1月
12日／26日／2月9日
(木曜日全5回　計10講座）　＊1回＝2講座換算
13:45 - 16:15（150分）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

カルトナージュ講師　上原　久代 9月16日～10月14日 20,000円(全10回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

フェズ刺繍(学校法人文化学園)

モロッコ伝統刺繍でストールを作ります。
フェズ刺繡は表も裏も同じリバーシブルな柄が特長です。美しい幾何学模様でス
トールをつくります。キットを利用し、基礎からしっかり学んだ後、自分だけのオリ
ジナルストールをつくりましょう!
キット代800円(生地、針セット、糸など)、ストール布代2,000円～5,000円程度
（サイズ等により異なります）

令和4年11月25日／12月9日／令和5年1月
13日／27日／2月10日／24日／3月10日
(金曜日全7回　計14講座）　＊1回＝2講座換算
13:45 - 16:15（150分）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

刺繡デザイナー　アタマンチャック中山　奈
穂美

9月16日～10月14日 28,000円(全7回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

カットソー入門(学校法人文化学園)

はじめてさんでも大丈夫!伸縮性のある素材の扱い方や縫製のポイントを学び、ワ
ンピース又はコートを製作します。
素材は講師おすすめの生地から選んでいただき、着丈や袖丈などを変えて自分好
みにアレンジしたり、自宅でもできる縫製方法の説明もします。手軽に伸縮素材に
チャレンジしましょう!
生地や付属品は講師のおすすめを参考に当日別途購入していただきます。
※この講座は、工業用本縫いミシンや自動裁断機など縫製工業で使用されている
専門機器がある実習室で行います。

令和4年11月26日／12月3日／10日
(土曜日全3回（6コマ）　計12講座）　＊1回＝2
講座換算
10:00 - 16:00(昼休憩1時間）（150分×2コ
マ）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

文化服装学院の教授・講師 9月16日～10月14日 24,000円(全3回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

トルコ刺繍・Oya(学校法人文化学園)

伝統的なモチーフが特長のトルコ刺繍や、細かい糸から生み出されるOya（オヤ）
の基本的な技法を学び、身近な小物やアクセサリーにアレンジしていきます。
初心者から受講可能です。
※この講座は、トルコ語で行われ、通訳を通して指導します。

令和4年11月26日／12月3日／17日／令和5
年1月21日／2月4日／25日／3月4日
(土曜日全7回　計14講座）　＊1回＝2講座換算
10:00 - 12:30（150分）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

トルコ文部省カルチャースクール講師
マルテペ女子文化高校卒業　　ハティジェ・
エキレキリ

9月16日～10月14日 28,000円(全7回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

染色技法でリメイク(学校法人文化学園)

基礎的な染色技法、原毛染色、フェルト加工、絞り染め、型染、シルクスクリーンの
基本を実習します。
技法ごとに身近なもののリメイクを兼ねて染色(プリント)していきます。
染色技法を学びながら、服や小物をよみがえらせてみませんか。
各自Tシャツなどリメイク用に染色（プリント）するアイテムをご用意ください。適切
なものが無い場合は購入いただくこともできます。受講料には染料代・雑費
1,200円を含んでいます。

令和4年11月26日／12月10日／17日／令和
5年1月21日／2月4日／25日／3月4日／18
日(土曜日全8回　計16講座）　＊1回＝2講座換
算
10:00 - 12:30（150分）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

文化服装学院専任教授　太田　繁 9月16日～10月14日 32,000円(全8回)

9/16～10/14

9/16～10/14

9/16～10/14

9/16～10/14

9/16～10/14

9/16～10/14

9/16～10/14

9/16～10/14

9/16～10/14

9/16～10/14

11/15,22,29,12/6,13,1/17,24,2/7,14,21

11/16,30,12/14,1/11,25,2/8,22

11/19,26,12/10,17,1/21,28,2/4,25

11/19,26,12/3,17,1/14,21,28,2/4,18,25

11/19,12/3,1/14,28,2/18

11/24,12/8,1/12,26,2/9

11/25,12/9,1/13,27,2/10,24,3/10

11/26,12/3,10

11/26,12/3,17,1/21,2/4,25,3/4

11/26,12/10,17,1/21,2/4,25,3/4,18



藍で染める・描く(学校法人文化学園)

藍(すくも藍とインド藍)の特性を学び、Tシャツ、パンツ、バッグ、タペストリーなど
に藍染めをします。
その後、型染めやシルクスクリーンプリントなどで加工し仕上げていきます。抜染や
箔プリントなども実習します。
受講料には染料代・雑費1,000円を含む。

令和4年11月26日／12月10日／令和5年1月
21日／2月4日／25日／3月4日
(土曜日全6回　計12講座）　＊1回＝2講座換算
13:30 - 16:00（150分）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

文化服装学院専任教授　太田　繁 9月16日～10月14日 24,000円(全6回)

服作りに役立つファッションデザイン画テク
ニック(学校法人文化学園)

服づくりをする上で自分が作りたいイメージをデザイン画に表現することはとても
大切です。
人体の形状や服の構造を理解しながら基本アイテムのデザインやディテールの描き
方の順序、表現方法を学び、ファッションデザイン画のテクニックを身につけましょ
う。
テキストに「服づくりに役立つファッションデザイン画テクニック」（文化服装学院通
信教育講座副教材、別当必要、当日購入可）を使用します。

令和4年11月26日／12月10日／17日／令和
5年1月21日／2月4日／18日
(土曜日全6回　計12講座）　＊1回＝2講座換算
13:30 - 16:00（150分）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

文化服装学院非常勤講師　水野　雅己 9月16日～10月14日 24,000円(全6回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

大学連携
　12月開催
　　【東海大学】

大学連携
　12月開催
　　【東海大学】

講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

北欧のクリスマス(東海大学)

北欧のクリスマスについて、基礎知識や伝統、伝承を紹介したのち、ノルウェー人、
デンマーク人講師が実際の北欧のクリスマスの過ごし方を紹介します。また、第2
回では、事前に郵送する材料・型紙を使って、北欧で伝統的に作られてきたユール
イャータ―(Julehjerter)というクリスマスの装飾を一緒に作ってみましょう。今
年のクリスマスに北欧の彩りを添えてみませんか?

令和4年12月3日/10日（全2回）
13：00〜14：30

オンライン講座

浅井 亜希（東海大学文化社会学部北欧学科
講師）、アンネ・ランデ・ペータス（東海大学文
化社会学部北欧学科非常勤講師）、柴山　由
理子（東海大学文化社会学部北欧学科講
師）、リーセ スコウ（東海大学文化社会学部
北欧学科非常勤講師）

9月12日～11月16日 4,200円(全2回)

漢方講座Ⅴ(東海大学)

寒い冬でも元気一杯な人がいる一方、必ず体調を崩すという人もいます。また、手
足が冷える、しもやけができるなどの症状がある人には、血流を改善したり、新陳
代謝を高めたりする漢方薬を用います。よく「かぜに葛根湯」と言われますが、悪寒
が強い、喉が痛い、だるいなど、漢方には症状に応じたきめ細やかな薬が用意され
ているので、症状をよく観察して使い分けると効果があります。本講座では、症状
に合わせた漢方の使い分けを解説いたします。

令和4年12月9日（全1回）
19：00～20：30

ユニコムプラザさがみはら　
セミナールーム１

新井 信（東海大学医学部専門診療学系漢方
医学教授）

9月12日～11月21日 2,000円(全1回)

気象予報士によるお天気講座３(東海大学)

毎日の天気の変化は、地上だけで起きるものではありません。私たちの身の回りで
起きる雨や風、暑さや寒さは、上空の空気や地球を取り巻く流れによって引き起こ
されます。それぞれの気象現象には「つながり」があるのです。この講座では、その
つながりを知ることで、天気予報や天気図をさらに深く理解することを目指しま
す。

令和4年12月14日/21日/令和5年1月11日
/18日/25日（予備日）（全4回）
15:00～16:30

オンライン講座
新井 直樹（東海大学工学部航空宇宙学科航
空操縦学専攻教授）

9月12日～11月30日 8,000円(全4回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

メディカルハーブ＆アロマ〜女性の不調ケ
ア〜(東海大学)

女性ホルモンバランスの崩れからくる身体や心の不調を、レッドクローバーティー
をはじめとしたハーブやアロマテラピーを活かし、五感に作用させながら優しくケ
アする方法を実践しながらお伝えします。講座中だけでなく、ご自宅で出来るセル
フケアを自然の香りに癒されながら学んでみませんか？ホルモンバランスを整え
て心も身体も健康に美しく過ごしていきましょう！

令和4年12月16日（全1回）
19:30〜21:00

オンライン講座
青山 泉（東海大学医学部医学科専門診療学
系漢方医学客員講師）

9月12日～11月30日 3,000円(全1回)

光の基礎と北欧照明レッスン(東海大学)

北欧照明は眩しくないこと、デザインが美しいこと、ペンダントや置き型ランプが多
いことが特徴です。しかしデザインだけでランプを選ぶと、生活しやすい部屋にな
りません。光の明るさ、色温度、LED電球の選び方といった光の基礎から、どんな
ランプをどこに置くと機能的で美しいスペースができるかなど、実際的な知識が楽
しく学びます。また、今回はルイスポールセンジャパン株式会社のショールームで実
際のランプの光も体験できます。

令和4年12月17日（全1回）
17:00～18:30

ルイスポールセンジャパン
株式会社　ショールーム

荒谷　真司（ルイスポールセンジャパン株式
会社 LPアカデミー）、柴山　由理子（東海大
学文化社会学部北欧学科講師）

9月12日～11月30日 2,000円(全1回)

超稀少体験：20年以上熟成したワインを試
飲する（その１）(東海大学)

世界のワインの99.99％は、ワインができた１年以内に飲み切ります。残りの
0.01％は、20年、30年と熟成させると、チョコレート、ミルク紅茶、鰹の旨味の動
物系の官能的な香りになります。「神の飲み物」で、ワインの醍醐味です。この講座
では、20年以上熟成させたボルドー系、ブルゴーニュ系の赤ワインの古酒を試飲
をし、神の領域に足を踏み入れます。

令和4年12月21日/令和5年1月11日（全2回）
19:00～20:30

ユニコムプラザさがみはら　
実習室１

葉山 考太郎（ワイン・ジャーナリスト） 9月12日～12月7日 20,000円(全2回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

9/16～10/14

9/16～10/14

9/12～11/16

9/12～11/21

9/12～11/30

9/12～11/30

9/12～11/30

9/12～12/7

11/26,12/10,1/21,2/4,25,3/4

11/26,12/10,17,1/21,2/4,18

12/3,10

12/9

12/14,21,1/11,18,25

12/16

12/17

12/21,1/11



大学連携　
 1月開催
　　【東海大学】

大学連携　
 1月開催
　　【東海大学】

講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

考古学講座Ⅲ(東海大学)

石器は人類が作った最古の道具とされます。石器の形態は、旧石器時代から新石
器時代にかけて、簡素なものから複雑なものへ、不格好なものから左右対称の美し
いものへと変化します。こうした石器の変化には、人間や人間社会のどのような要
因と関わりがあったのでしょうか。本講演では、実物の石器を紹介しながら、西アジ
ア（中東）を舞台に石器の進化史について講義します。

令和5年1月7日（全1回）
10:00～11:30

ユニコムプラザさがみはら　
セミナールーム2

有村 誠（東海大学文学部歴史学科考古学専
攻教授）

9月12日～12月21日 2,000円(全1回)

論語2(東海大学)

社会のあらゆる場面において人と人との関係を潤いあるものにし、心豊かに人生
を送るためのヒントを私たちに与えてくれるもの、それは、２５００年の風雪に耐え
て生き残ってきた書物、『論語』です。孔子やその弟子たちの、折りに触れての言葉
の数々が私たちの胸にまで響きます。楽しみながらいつの間にか、『論語』の真髄
が身に付くこの講義をぜひどうぞ。

令和5年1月10日/17日/24日/31日（全4回）
10:30～12:00

オンライン講座 四竈 正夫（東海大学名誉教授） 9月12日～12月21日 8,000円(全4回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

ヨーロッパ世界遺産紀行(東海大学)

ドナウ川は南ドイツの源泉からルーマニアの黒海まで、全長2850kmに及ぶ欧州
第2の大河で、10カ国を流れています。その広大な流域にはローマ帝国やハプス
ブルク帝国などによって高度の文化が育まれ、ドナウ文化圏が形成されました。本
講座では前期の上中流域に続き、下流域のブルガリアとルーマニアの世界遺産を
自然遺産を含めて探訪し、豊な自然と文化を紹介します。

令和5年1月12日/19日/26日（全3回）
13：00～14：30

オンライン講座 金原 保夫（東海大学名誉教授） 9月12日～12月21日 6,000円(全3回)

現地から『いま』を伝える、デンマークの暮ら
し(東海大学)

この講座では、幸せの国と呼ばれるデンマークでの暮らしを「リバビリティ（住みや
すさ）」、「ワークライフ」、「デジタル化」というデンマークが世界的に有名な特徴を
テーマにご紹介します。デンマーク人講師が実体験を交えながら、首都コペンハー
ゲンでの「アーバンライフ」や、デンマークだから実現できるワークライフバランス、
デジタル化など、具体的な事例も交えながら、その価値観や取り組み、デンマーク
の暮らしの『いま』をお話します。

令和5年1月13日/20日/27日（全3回）
19:00～20：30

オンライン講座

ヤコブ・スキュット・イエンセン（東海大学ヨー
ロッパ学術センター副所長）、アレクサン
ダー・ニコラス・ヴォ―ラ（東海大学ヨーロッ
パ学術センターコーディネーター）

9月12日～12月21日 6,000円(全3回)

考古学講座Ⅳ(東海大学)

この講座ではこれまでにもエミシについて何度か話してきました。文献に語られる
ようなエミシは５世紀ごろまでは東北北部にもいましたが７世紀以降は北海道に住
んでいたというものでした。ただし８世紀初頭に出羽と渡島のエミシがウマを千頭
貢いだという文字記録があります。さて、このエミシはどこでそんなに多くのウマ
を飼っていたのでしょう？古代のウマについての様々な情報を考古学的に考え、エ
ミシとは誰かについて語ります。

令和5年1月14日（全1回）
10：00～11：30

ユニコムプラザさがみはら　
セミナールーム2

松本 建速（東海大学文学部歴史学科考古学
専攻教授）

9月12日～12月21日 2,000円(全1回)

スウェーデンのお菓子と文化(東海大学)

日本でも時折耳にするようになったスウェーデンのフィーカ（Fika＝お茶する）と
いう文化。第１回は、その歴史や、一年を通してどのようなお菓子や食文化がある
のかをご紹介していきます。第２回では、実際にスウェーデンのクラシックなクッ
キー4種を作ります。焼きたてのクッキーを試食しながら、楽しいFikaの時間を過
ごしましょう。
なお、この講座は第１回をオンライン、第２回を対面（ユニコムプラザさがみはら）で
実施します。

令和5年1月20日/27日（全2回）
20日　14:00～15:30
27日　14:00～16:00

第1回：オンライン
第2回：ユニコムプラザさ
がみはら　実習室１

筒井 友子（Lilla Katten[リッラ・カッテン]
店長）

9月12日～12月21日 6,000円(全2回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

超稀少体験：20年以上熟成したワインを試
飲する（その２）(東海大学)

世界のワインの99.99％は、ワインができた１年以内に飲み切ります。残りの
0.01％は、20年、30年と熟成させると、チョコレート、ミルク紅茶、鰹の旨味の動
物系の官能的な香りになります。「神の飲み物」で、ワインの醍醐味です。この講座
では、20年以上熟成させたブルゴーニュ系、シャンパーニュ系の白ワインの古酒を
試飲をし、神の領域に足を踏み入れます。

令和5年1月25日/2月1日（全2回）
19:00～20:30

ユニコムプラザさがみはら　
実習室１

葉山 考太郎（ワイン・ジャーナリスト） 9月12日～1月11日 20,000円(全2回)

漢方講座Ⅵ(東海大学)

消化器領域は胃がんや大腸がんなどの悪性腫瘍が多いだけでなく、原因不明の腹
痛や下痢など胃腸の機能失調に起因する症状も多くあります。漢方は機能を改善
して不快な自覚症状を取り去ることに優れているため、これらの機能性疾患は漢
方治療のよい適応となるため、だるいなどの全身症状、気管支喘息、腰痛なども胃
腸虚弱に着目して漢方薬で治療すると、さまざまな病気がよくなることもありま
す。本講座では、胃腸虚弱に着目した漢方についてご紹介します。

令和5年1月27日（全1回）
19：00～20：30

ユニコムプラザさがみはら　
セミナールーム１

新井 信（東海大学医学部専門診療学系漢方
医学教授）

9月12日～1月11日 2,000円(全1回)

9/12～12/21

9/12～12/21

9/12～12/21

9/12～12/21

9/12～12/21

9/12～12/21

9/12～1/11

9/12～1/11

1/7

1/10,17,24,31

1/12,19,26

1/13,20,27

1/14

1/20,27

1/25,2/1

1/27



　　【学校法人文化学園】 　　【学校法人文化学園】

講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

パターンからつくる私の帽子(学校法人文化
学園)

帽子の種類や各部位の名称から、採寸、パターン作り、仮縫い、補正、縫製方法まで
を学びます。
基本のパターンで1作品を製作後、各自でパターンをアレンジし自分に似合うバラ
ンス、サイズ感をさぐり応用デザインで布製の帽子1作品を製作します。
布地や副資材は講師のアドバイスを受け、各自ご準備いただきます。

令和5年1月25日／2月1日／8日／15日／22
日／3月8日／15日
(水曜日全7回　計14講座）　＊1回＝2講座換算
13:45 - 16:15（150分）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

帽子作家　文化服装学院非常勤講師　窪田　
恵美子

11月22日～1月10日 28,000円(全7回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

男の服づくり【男性限定】(学校法人文化学
園)

ものづくり好きの男性集まれ! 自慢の一着になることまちがいなし!
縫製工場で使用されている工業用の縫製機器数種類を駆使し、初めてでも本格的
な一着が作れます。丁寧な指導で初心者でも安心して学べます。オリジナルの一着
を作りましょう!
2023年1月はジャケットを製作します。
生地や付属品は講座日当日講師のおすすめを参考に別途購入していただきます。

令和5年1月28日／2月4日／18日
(土曜日全3回（6コマ）　計12講座）　＊1コマ＝
2講座換算
10:00 - 16：00(昼休憩1時間）（150分×2コ
マ）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

文化服装学院専任講師　井戸川　倫也 11月21日～1月10日 24,000円(全3回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

今日着たい服が今日できる!(学校法人文化
学園)

初心者でも大丈夫!「Today's Pattern」を使ってソーイング。
ソーイング向け型紙通販サイト「ハンドメイド・カンパニーパターン」の”Today's 
Pattern”の中から好きなデザインを選び製作します。裁断や縫い方のコツなど丁
寧な説明を受けながら製作し、3回で完成させましょう。きれいにできるコツを学
びながら着たい服をつくろう!布地や付属品、「Today's Pattern」の型紙は別途
必要で当日購入可能です。

令和5年1月31日／2月7日／14日
(火曜日全3回　計6講座）　＊1回＝2講座換算
10:00 - 12：30（150分）

文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）

元文化服装学院講師　竹本　裕美 11月21日～1月10日 12,000円(全3回)
別途材料費あり
詳細はHP参照

自主企画講座
　10月開催

自主企画講座
　10月開催

講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

Zoomの使い方講座(渋谷区生涯活躍推進
課)

■本講座は、ハチコウ大学の単位認定の対象外です。
■当日は、事前に「Zoom」のアプリをダウンロード済みのご自分のスマホかタブ
レット端末と、イヤホンをご持参ください。
「Zoom」のアプリは「Zoom Cloud Meetings」をダウンロードしてください。
　渋谷ハチコウ大学の学生でZoomの使い方に不安をお持ちの人を対象にした
「Zoomの使い方講座」を開催いたします。
　Zoomの基本的な使い方をマスターし、気軽にオンライン講座に参加できるよう
になりましょう！
（内容）　
オンラインツール「Zoom」の使い方に不安をお持ちの人が、実際にオンライン講座
を申込み、受講できるようになることを目指します。
渋谷区が認定したデジタル活用支援員※が丁寧に説明しますので、初心者の方で
も安心してご参加ください。
※区の研修を受講し認定試験に合格した区内在住・在勤・在学の人です。

令和4年10月17日
14:00～15:00

渋谷生涯活躍ネットワー
ク・シブカツ

9月2３日～10月３日 無料 なし

新選組副長　土方歳三の戊辰戦争
幕末の京都の治安維持に身命を賭した新選組。副長として新選組を率いた土方歳
三は、近藤勇や沖田総司を失ってなお、戊辰戦争を戦い続け、ついに、箱館で壮絶
な最後を迎えます。土方歳三が戊辰戦争をどう戦ったのか、丁寧にお話しします。

令和4年10月27日
14:00～15:30

渋谷生涯活躍ネットワー
ク・シブカツ
(渋谷ヒカリエ8階)

歴史講師　近藤　圭二 9月30日～10月13日 無料

11/22～1/10

11/21～1/10

11/21～1/10

1/25,2/1,8,15,22,3/8,15

1/28,2/4,18

1/31,2/7,14

9/30～10/13

10/27

9/2３～10/3
10/17



自主企画講座
　12月開催

自主企画講座
　12月開催

講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

海の藻類が地球を冷やす(渋谷区生涯活
躍推進課)

 雲には、太陽光の一部を反射して地球の気温を適度に冷やす役割があります。し
かし、雲が作られるには、大気中に微小粒子が存在しなければなりません。海の藻
類は、微小粒子の元になる化合物を生成しています。つまり、藻類は雲の形成に深
く関わっているのです。演者は、日本南極地域観測隊に参加して南大洋、あるいは
小笠原諸島父島などで微小粒子の観測研究を行ってきました。これら観測データ
から明らかになった藻類と微小粒子との関係を紹介します。また、微小粒子が大気
環境に与える様々な影響を理解することは、将来の地球環境の正確な予測につな
がることを示したいと思います。

令和4年12月1日
13:00～14:30

渋谷生涯活躍ネットワー
ク・シブカツ

古賀　聖治
(国立研究開発法人　産業技術総合研究所)

11月1日～11月15日 無料 なし

紅葉や黄葉の日比谷公園と空から見下
ろす江戸城(渋谷区生涯活躍推進課)

東京ミッドタウン日比谷のパークビューガーデンから、日比谷公園を見下ろしてか
ら、日本初の近代的な洋風公園である日比谷公園の紅葉や黄葉を愛でながら歩き
ます。その後、江戸城を歩いてから、ゴールに向かいます。

令和4年12月7日
14:00～16:00

日比谷公園及び皇居周辺 歴史講師　近藤　圭二 11月7日～11月21日 無料 なし

11/1～11/15

12/1

11/7～11/21
12/7





大学連携
　10月開催
　　【東海大学】


大学連携
　10月開催
　　【東海大学】


講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


ゆっくり楽しく韓国語　入門２(東海大学)


この講座はハングル文字や発音の学習が終わった方や入門の学び直しの方のため
の入門２クラスです。テキストを使って、基本的な文法や日常会話表現を身につけ
ていくことを目指します。分からなかったハングル文字が少しずつ読めるようにな
り、韓国語の基本的な文法や発音をさらに自分のものにして、さらなるレベルアッ
プを一緒にしていきましょう！


令和4年10月25日・11月8日・15日・22日・
29日・12月6日・13日・20日・令和5年1月10
日・17日（全10回）
9：20～10：50


オンライン講座


曺 喜澈（「お、ハングル！」主宰。韓国文化院
世宗学堂運営委員。元東海大学教授。）、錢 
昭熹（韓国語教室「コリアgo麻布十番」代
表、駐日韓国大使館 東京韓国教育院講師、
目白大学大学院韓国言語文化修士。）


9月12日～10月10日 20,000円（全10回）
別途材料費あり
詳細はHP参照


論語１(東海大学)


社会のあらゆる場面において人と人との関係を潤いあるものにし、心豊かに人生
を送るためのヒントを私たちに与えてくれるもの、それは、２５００年の風雪に耐え
て生き残ってきた書物、『論語』です。孔子やその弟子たちの、折りに触れての言葉
の数々が私たちの胸にまで響きます。楽しみながらいつの間にか、『論語』の真髄
が身に付くこの講義をぜひどうぞ。


令和4年10月25日・11月8日・15日・22日（全
4回）
10:30～12:00


オンライン講座 四竈 正夫（東海大学名誉教授） 9月12日～10月10日 8,000円（全4回）
別途材料費あり
詳細はHP参照


フランス・ワイン vs カリフォルニアの対決
（その１）＠相模大野(東海大学)


アメリカ建国200周年を記念したパリでの試飲会、「パリスの審判」で、無名のカリ
フォルニアがフランスの銘醸ワインを撃破。以降、「ワインはフランス、フランスはワ
イン」の呪縛が消え、世界中で高級ワインを作るようになりました。ボルドー系の
赤、ブルゴーニュ系の赤を目隠しで試飲し、自分で採点する「相模大野の審判」で
す。


令和4年10月26日/11月9日（全2回）
19:00～20:30


ユニコムプラザさがみはら　
実習室１


葉山 考太郎（ワイン・ジャーナリスト） 9月12日～10月13日 16,000円(全2回)


気象予報士によるお天気講座２(東海大学)


この講座では、代表的な気象現象である低気圧、雷雨、そして集中豪雨を取り上げ
ます。これらの気象現象は私たちの身の回りで日常的に起きるものですが、時には
大きな災害につながります。なぜ起きるのか、どのように変化するのか、そのしく
みを知ることで、日々の生活や仕事、趣味や安全な行動に気象情報を活用すること
を目指します。


令和4年10月26日/11月9日/16日/30日（予
備日）（全3回）
15:00～16:30


オンライン講座
新井 直樹（東海大学工学部航空宇宙学科航
空操縦学専攻教授）


9月12日～10月13日 6,000円(全3回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


ゆっくり楽しく韓国語　中級２(東海大学)


この講座は「ゆっくり楽しく韓国語　中級1」の継続クラスです。尊敬表現・変則活用
の文法や語彙から場面ごとの様々な会話表現ができることを目標としています。
対象レベルをクリアしていれば新規の方でも受講可能！親しみやすい韓国人講師
が分かりやすく、楽しく講義します。韓国語をどんどん話して自分のものにしてみ
ませんか？


令和4年10月27日・11月10日・17日・24日・
12月1日・8日・15日・22日・令和5年1月12日・
19日・26日（予備日）（全10回）
14：00～15：30


オンライン講座


チョン ソヒ（韓国語教室「コリアgo麻布十
番」代表、駐日韓国大使館 東京韓国教育院
講師、目白大学大学院韓国言語文化修
士。）、チョ ヒチョル（「お、ハングル！」主宰。
韓国文化院世宗学堂運営委員。）


9月12日～10月10日 20,000円（全10回）
別途材料費あり
詳細はHP参照


北欧映画の世界へようこそ(東海大学)


魅力的な映画の宝庫、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、そして
アイスランド。北欧の国々から生まれる映画の虜になった講師ふたりが作品の中に
現れる様々なメッセージを読み解きながら、北欧の社会や文化について多様な視
点から理解を深めていく講座です。また、映画の中に描かれる暮らしや女性像など
にも注目します。深まる秋のひと時、北欧映画を一緒に楽しんでみませんか？


令和4年10月27日/11月10日/24日（全3回）
19:30～21:00


オンライン講座
森 百合子（北欧ジャーナリスト）、　　　　　　
雨宮 真由美（映画祭コーディネーター）


9月12日～10月13日 6,000円(全3回)


メディカルハーブ＆アロマ　〜若返り大作戦
〜(東海大学)


美肌や美白ケアへの効果が期待できるローズヒップやハイビスカスハーブティーの
提供や日常生活に活かせる美肌ジェル作りなど、実際に感じたり、香りに癒されな
がら身体やお肌の不調を緩和していくため＝スローエイジング・若返りの方法を学
んでいく講座になります。1日の終わりに五感に働きかけるアロマテラピーの心地
よい香りの空間でリラックスタイムを過ごしましょう。


令和4年10月28日（全1回）
19：30～21：00


オンライン講座
青山 泉（東海大学医学部医学科専門診療学
系漢方医学客員講師）


9月12日～10月12日 3,000円(全1回)


スウェーデン語　入門１(東海大学)


シンプルでモダンなデザインを生み、高福祉の生活大国としても知られるスウェー
デン。この講座ではテキストを用いながらスウェーデン語の発音や基礎的な文法、
簡単な表現を学んでいきます。予習・復習にも力を入れていきますので、学び直し
たい方、全くの初心者の方でも大歓迎！熱心なスウェーデン人講師とともに、最初
の一歩を踏み出し、いっしょに楽しく勉強しましょう。


令和4年10月29日・11月12日・19日・26日・
12月3日・10日・17日・24日・令和5年1月14
日・21日（全10回）
13:00〜14:30


オンライン講座
ヨンソン カール．アーネ （東海大学文学部
北欧学科非常勤講師、翻訳者）


9月12日～10月11日 20,000円（全10回）
別途材料費あり
詳細はHP参照


スウェーデン語　入門２(東海大学)


この講座は、「スウェーデン語入門１」を受講された方、また下記の基礎的文法を勉
強したい方を対象としたクラスです。スウェーデン人講師とともに、スウェーデン語
の発音を学び、練習問題プリントと会話形式の練習でスウェーデン語の基礎的文法
への理解を深めます。慣れてきたスウェーデン語がさらに身に付くように、継続し
て楽しく勉強しましょう。


令和4年10月29日・11月12日・19日・26日・
12月3日・10日・17日・24日・令和5年1月14
日・21日（全10回）
10:00〜11:30


オンライン講座
ヨンソン カール．アーネ （東海大学文学部
北欧学科非常勤講師、翻訳者）


9月12日～10月11日 20,000円（全10回）
別途材料費あり
詳細はHP参照


令和4年度後期講座一覧 令和4年11月1日 募集・開講スケジュール一覧


講座一覧 募集・開講スケジュール


9/12～10/10


9/12～10/10


9/12～10/10


9/12～10/13


9/12～10/13


9/12～10/13


9/12～10/11


9/12～10/11


10/25,11/8,15,22,29,12/6,13,20,1/10,17


10/26,11/9


10/26,11/9,16,30(予備日）


9/12～10/12


10/25,11/8,15,22,29,12/6,13,20,1/10,17


10/27,11/10,17,24,12/1,8,15,22,1/12,19,26(予備日）


10/27,11/10,24


10/28


10/29,11/12,19,26,12/3,10,17,24,1/14,21


10/29,11/12,19,26,12/3,10,17,24,1/14,21


申込期間


開催日







フィンランド語　簡単会話１(東海大学)


Olette oppineet jo paljon suomea. Puhutaan ja kuunnellaan! 
Miten kerrot itsestäsi, työstä, perheestä, harrastuksista -  
harjoitellaan! Rohkeasti mukaan! せっかく覚えたフィンランド語を忘れな
いようにましょう！今まで学んだことを復習し、使えるように学習します。


令和4年10月29日・11月12日・19日・26日・
12月3日・10日・17日・令和5年1月14日・21
日・28日（全10回）
12：30～14：00


オンライン講座
奥田 ライヤ（東海大学文化社会学部北欧学
科非常勤講師[専門分野:フィンランド語・ロ
シア語・言語]）


9月12日～10月11日 20,000円（全10回）


フィンランド語　中級 (東海大学)


この講座は22年度前期「フィンランド語 初級1」の継続講座となります。これまで
の復習から始まり、いよいよ教科書の最後まで進みます。複数、受動形を学べば、
ニュースや新聞記事を読めるようになり、フィンランド語がますます楽しくなること
間違いなし！フィンランド語をさらに自分のものにするために次のステップへ向け
て、あきらめず一緒に頑張っていきましょう。


令和4年10月29日・11月12日・19日・26日・
12月3日・10日・17日・令和5年1月14日・21
日・28日（全10回）
14：30～16：00


オンライン講座
奥田 ライヤ（東海大学文化社会学部北欧学
科非常勤講師[専門分野:フィンランド語・ロ
シア語・言語]）


9月12日～10月11日 20,000円（全10回）
別途材料費あり
詳細はHP参照


省エネ家電の技術と選び方ー電気自動車の
専門家が解説(東海大学)


家計に影響の大きい電気代ですが、専門家の視点ではまだまだ改善できるポイン
トは残っている！今回は電気自動車の専門家が家電の省エネ技術を解説し、家電
のカタログの見方や製品の選び方を指南します。家電に使われている技術は、日進
月歩で、何がどう良いのかなかなか理解できない場合がありますが、誰にでもわか
りやすく講義します。ご家庭の電気代を減らせるポイントが、明らかに！


令和4年10月29日（全1回）
10：00～11：30


ユニコムプラザさがみはら　
セミナールーム１


木村 英樹（東海大学工学部機械システム工
学科教授）


9月12日～10月12日 2,000円(全1回)


ノルウェー語　初級１(東海大学)


美しい山々やフィヨルド等、風光明媚な自然に恵まれたノルウェーはムンク、グリー
グ等の芸術家、イプセン、ビョルンソン等の世界的にも有名な文学者を輩出してお
り、世界中の人々を魅了してやまない国となっています。この講座では1年ほどの
ノルウェー語学習経験のある学習者を対象とし、既習文法事項を総合的に復習を
しながら新たな語彙・表現を学んでいきます。さらにイプセンやビヨルンソン等、有
名な作家の文学作品をノルウェー語で味わいます。


令和4年10月29日/11月12日/26日/12月
10日/17日/24日/令和5年1月14日/21日
/28日（予備日）（全8回）
10：00～11：30


オンライン講座 森 信嘉（元東海大学文学部北欧学科教授） 9月12日～10月12日 16,000円(全8回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


フランス語　初級１(東海大学)


フランス語って難しいイメージありませんか？この講座では、フランス語の基本的
な会話・文法・発音を学習し、バランス良く身につけることを目指します。また、まず
はフランス語に慣れ親しむことに重点を置きますので、全くの初心者の方、難しい
イメージを持っている方、大歓迎！講座が終わる頃にはフランス語の世界に魅了さ
れているはず！一緒に最初の一歩を踏み出してみましょう！	


令和4年10月29日/11月12日/19日/26日
/12月3日/10日/17日/令和5年1月14日/21
日/28日（全10回）
9:00〜10:30


オンライン講座
クデーヌ セシリア （東海大学語学教育セン
ター国際言語教育部門非常勤講師）


9月12日～10月12日 20,000円(全10回)


フランス語　初級２(東海大学)


この講座は、フランス語初級1の継続クラスとなり、初級1の復習から始まります。
少し慣れてきたフランス語力をしっかりと定着させ、文法や単語、発音方法を身に
つけていくことで学ぶ楽しさが得られます。また、フランス語が話せるようになっ
たらどんなことをしたいかなど目標を持つことでモチベーションもアップ！フラン
ス語の世界を堪能しながら一緒に楽しく学んでいきましょう！		


令和4年10月29日/11月12日/19日/26日
/12月3日/10日/17日/令和5年1月14日/21
日/28日（全10回）
11:00〜12:30


オンライン講座
クデーヌ セシリア （東海大学語学教育セン
ター国際言語教育部門非常勤講師）


9月12日～10月12日 20,000円(全10回)


デンマーク語　入門１(東海大学)


東京の人口の約半分しかないデンマークは北欧の小国。日本ではアンデルセン童
話やレゴの玩具で知られ、すぐれた環境政策やインテリア・デザインなどでも注目さ
れています。この入門講座では基本的な文法を勉強しながら会話を中心に学びま
す。発音の練習や聴き取りにも時間をかけます。一緒に楽しく勉強しましょう。


令和4年10月29日/11月12日/19日/12月3
日/17日/令和5年1月14日/21日/28日/2月
4日/18日（全10回）
12：00～13：30


オンライン講座
リーセ スコウ（東海大学文化社会学部北欧
学科非常勤講師）


9月12日～10月12日 20,000円(全10回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


デンマーク語　入門３(東海大学)


東京の人口の約半分しかないデンマークは北欧の小国。日本ではアンデルセン童
話やレゴの玩具で知られ、すぐれた環境政策やインテリア・デザインなどでも注目さ
れています。この入門講座では基本的な文法を勉強しながら会話を中心に学びま
す。発音の練習や聴き取りにも時間をかけます。待望の「デンマーク語入門２」の継
続講座がいよいよ開講します。一緒に楽しく学びましょう。


令和4年10月29日/11月12日/19日/12月3
日/17日/令和5年1月14日/21日/28日/2月
4日/18日（全10回）
10：00～11：30


オンライン講座
リーセ スコウ（東海大学文化社会学部北欧
学科非常勤講師）


9月12日～10月12日 20,000円(全10回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


　【聖心女子大学】 　【聖心女子大学】


講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


東京国立博物館創立150年記念特別展
「国宝　東京国立博物館のすべて」(聖心女
子大学)


東京国立博物館は、今年創立150年を迎えました。これを記念して、2022年10
月18日（火）から12月11日（日）にかけて、東京国立博物館創立150年記念特別
展「国宝　東京国立博物館のすべて」を開催いたします。
　本展では、東京国立博物館が所蔵する国宝89件すべてを展示します（会期中展
示替えあり）。絵画、書跡、東洋絵画、東洋書跡、法隆寺献納宝物、考古、漆工、刀剣
の各分野のすべての国宝が展示されるのは歴史上はじめてのことで、名品の数々
が一堂に会します。また、東京国立博物館の150年を3期に分け、各時代の収蔵品
や関連資料などからその歩みをたどります。150年前の湯島聖堂博覧会や帝室博
物館時代の展示品による再現展示を行い、また現在も当館の収蔵品の中核をなす
作品やコレクションを紹介します。


令和４年10月２８日（全１回）10：30～12：00 オンライン講座 増田政史（東京国立博物館学芸研究部列品
管理課平常展調整室　研究員）


9月12日～10月10日 1,500円（全1回）


9/12～10/12


9/12～10/11


9/12～10/11


9/12～10/12


9/12～10/12


9/12～10/12


9/12～10/12


9/12～10/12


10/29,11/12,19,26,12/3,10,17,1/14,21,28


10/29,11/12,19,26,12/3,10,17,1/14,21,28


10/29


10/29,11/12,26,12/10,17,24,1/14,21,28（予備日）


10/29,11/12,19,26,12/3,10,17,1/14,21,28


10/29,11/12,19,26,12/3,10,17,1/14,21,28


10/29,11/12,19,12/3,17,1/14,21,28,2/4,18


10/29,11/12,19,12/3,17,1/14,21,28,2/4,18


9/12～10/10


10/28







大学連携
　11月開催
　　【青山学院大学】


大学連携
　11月開催
　　【青山学院大学】


講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


地理情報システム（GIS）による現代社会の
可視化(青山学院大学)


　スマートフォンが身近な存在になったことで、デジタル化された地図も身近な存
在になってきたかと思います。デジタル化された地図の活用は多くの分野で期待
はされてはいますが、現状ではまだそれほど多くの分野で活用されているとは言
えない状況です。この公開講座では、GIS（地理情報システム）を用いた空間的な分
析について事例を交えた形で講義を行っていきたいと思います。この講座は全5
回の講座です。
第1回　11/5（土） 11：00～12：40（開講式あり）GISと高等教育 ESRIジャパン
株式会社 第2回　11/12（土） 11：00～12：30 GISと訪日外国人 経済学部現
代経済デザイン学科　教授　髙橋　朋一 第3回　11/19（土） 11：00～12：30 
GISと視線計測 経済学部経済学科　教授　矢吹　初 第4回　11/26（土） 11：00
～12：30 GISとビッグデータ 経済学部現代経済デザイン学科　教授　髙橋　朋一
第5回　12/3（土） 11：00～12：30 GISと小地域人口統計 経済学部現代経済
デザイン学科　教授　井上　孝


令和4年11月5日、12日、19日、26日、12月3
日（全5回）11:00~12:30


青山学院大学　青山キャン
パス


第1回 ESRIジャパン株式会社
第2回 経済学部現代経済デザイン学科　教
授　髙橋　朋一
第3回 経済学部経済学科　教授　矢吹　初
第4回 経済学部現代経済デザイン学科　教
授　髙橋　朋一
第5回 経済学部現代経済デザイン学科　教
授　井上　孝


10月3日～10月17日 無料


大学連携
　11月開催
　　【東海大学】


大学連携
　11月開催
　　【東海大学】


講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


ジャズ演奏家の歴史を辿る(東海大学)


ジャズ演奏家の歴史を、時代背景と共に楽しく紹介します。演奏スタイル、楽器、音
楽理論など様々な角度から「名演奏家」と言われる所以を丁寧に解説します。ジャ
ズを楽しむのにルールなどはありませんが、歴史に学ぶことでより理解を深めま
す。一緒にジャズの歴史に飛び込みましょう！今年前期の講座で好評だったトラン
ペット奏者編に続いて、今回は、サックス奏者を紹介します。お楽しみに！


令和4年11月8日/12月20日/令和5年1月31
日（全3回）
19:30～21:00


オンライン講座 田丸 智也（東海大学教養学部准教授） 9月12日～10月25日 6,000円(全3回)


インドの大叙事詩『マハーバーラタ』を読む
(東海大学)


世界最大級の物語であるインドの叙事詩『マハーバーラタ』への関心が、
『Fate/Grand Order』などのゲームや『バーフバリ』などの映画などから高まっ
ています。そこでこの講座では、『マハーバーラタ』がどのように成立したどのよう
な物語であるか、そして従来十分な邦訳のなかった「カルナの巻」の概要について
お話しします。孤高の英雄カルナについて理解を深められればと考えています。


令和4年11月11日/18日（全2回）
19:30～21:00


オンライン講座 川尻 道哉（東海大学文化社会学部准教授） 9月12日～10月26日 4,000円(全2回)


考古学講座Ⅰ(東海大学)


日本列島の弥生時代、古墳時代は無文字社会だといわれ、時間の管理は「自然暦」
であったと推定されています。ただし隣国の朝鮮三国や古代中国諸王朝ではすで
にシステマティックな太陰太陽暦が使われていました。暦を与えることが支配の象
徴でもありました。では同時代の日本列島の社会は単純な「自然暦」の段階に留
まったのか否か。吉野ヶ里遺跡や纒向遺跡の祭祀用建物を点検すると、古代中国
の漢代の暦が抜粋的に模倣・転写された可能性が指摘できるのです。


令和4年11月12日（全1回）
10:00～11:30


ユニコムプラザさがみはら　
セミナールーム１


北條 芳隆（東海大学文学部歴史学科考古学
専攻教授）


9月12日～10月26日 2,000円（全1回）


らくらく日常英会話(東海大学)


「ゆっくり楽しく学ぶ日常生活で役立つ英語」や「らくらく日常英会話」を学んだ方
のための続編！もちろん初めての方もOK！最初は基礎英文法や語彙を学習し、
その後、日常生活でのシチュエーションに沿って英会話の練習をします。コミュニ
ケーション重視の授業によって、より実践的なスキルを身につけます。文法と会話
を両方学ぶことで、英語４技能（聞く・話す・読む・書く）を上手く活用できるように
なりましょう！


令和4年11月12日/19日/26日/12月3日/10
日/17日/24日/令和5年1月14日（予備日）（全
7回）


オンライン講座 橋本 信一（東海大学工学部准教授） 9月12日～10月26日 14,000円(全7回)


中国語ブラッシュアップ(東海大学)


この講座は、中国語の発音・語彙・読解・表現力の総合的ブラッシュアップと、さら
なる向上を目指します。テキストは2022年度前期の続きを学習しますが、中国人
講師が各課のテーマに沿って丁寧に説明しますので、初めての方でも受講しやす
い講座です。ある程度まとまった内容の会話ができるよう、口頭練習の機会を増や
しております。一緒に楽しく中国語を学びましょう！


令和4年11月12日/19日/26日/12月3日/10
日/17日/24日/令和5年1月14日/21日/28
日（全10回）
11：00～12：30


オンライン講座


安 小鉄（東海大学語学教育センター国際言
語教育部門非常勤講師）、陳 振東（東海大学
語学教育センター国際言語教育部門非常勤
講師）


9月12日～10月26日 20,000円(全10回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


北欧デザインと美しい日用品(東海大学)


機能性と美しさを兼ね合わせた「美しい日用品」として定評のある北欧デザイン。今
回は、数々の美しい日用品が生み出された背景を学び、特にカトラリーや食器、ガ
ラスや陶器などの美しい日用品に焦点を当てます。織田憲嗣先生の暮らし方への
ヒントをはじめ、北欧、日本、その他の地域の名品から日々の生活を豊かにするヒ
ントを考えていきます。『時を超えて愛されるデンマークデザインの秘密』に続く北
欧デザインの講座になります。


令和4年11月14日/21日/28日（全3回）
18：00～19：30


オンライン講座


織田 憲嗣（東海大学名誉教授・北海道東川
町デザインアドバイザー）、柴山 由理子（東
海大学文化社会学部北欧学科講師）、岡本 
周（北海道東川町文化交流課主査）、荒谷 真
司（ルイスポールセンジャパン株式会社 LP
アカデミー）


9月12日～10月26日 6,000円(全3回)


9/12～10/25


9/12～10/26


9/12～10/26


9/12～10/26


9/12～10/26


9/12～10/26


11/8,12/20,1/31


11/11,18


11/12


11/12,19,26,12/3,10,17,24,1/14（予備日）


11/12,19,26,12/3,10,17,24,1/14,21,28


11/14,21,28


１０/３～10/１７


11/５,12，１９，2６,1２/3







メディカルハーブ＆アロマ〜心と身体の不
調ケア〜(東海大学)


不安やストレスからくる心の不調を入浴法と植物療法の力で優しくケアしていきま
す。また、神経の緊張を和らげる効果のあるカモミールハーブティーや精油を使用
し、実際にバスソルト作製で楽しみつつ心も身体も癒されながら、自宅や職場でも
活かせるセルフケア方法について学べるリラックス講座です。お仕事終わりや1日
の締めくくりに良い自然の香りに包まれながら一緒に過ごしませんか？


令和4年11月18日（全1回）
19:30〜21:00


オンライン講座
青山 泉（東海大学医学部医学科専門診療学
系漢方医学客員講師）


9月12日～11月3日 3,000円(全1回)


韓国語 上級(東海大学)
この講座は不規則活用の用言を含め、さらに様々な表現を身につけます。積極的
に「書く・読む・話す・聞く」の練習をし、韓国語で正確なコミュニケーションをとるこ
とを目指します。


令和4年11月19日/26日/12月3日/24日/令
和5年1月7日/21日/28/2月18日/25日/25
日（全10回）
11：10～12：40 　※2月25日のみ13：30～
16：40


ユニコムプラザさがみはら　
ミーティングルーム4


兪 仁淑（東海大学語学教育センター国際言
語教育部門非常勤講師）、金 南听（東海大学
語学教育センター国際言語教育部門非常勤
講師）


9月12日～11月3日 20,000円（全10回）
別途材料費あり
詳細はHP参照


考古学講座Ⅱ(東海大学)


縄文時代にはさまざまな形の土器がつくられました。スープを煮込む深鉢をはじ
め、料理の盛りつけには皿やボウルも使われていました。これらの土器は柔らかい
粘土に形を与え、表面を削ったり磨いたりしてつくられました。地域や時代によっ
て土器の文様も異なっていました。本講座では、１万年以上も人々の暮らしを支え
つづけた縄文土器の観察ポイントをわかりやすいく紹介します。


令和4年11月19日（全1回）
10:00～11:30


ユニコムプラザさがみはら　
セミナールーム１


宮原 俊一（東海大学文学部歴史学科考古学
専攻准教授）


9月12日～11月3日 2,000円（全1回）


自信が持てるビジネス英会話(東海大学)


必要最低限のビジネス英語ってどういう英語？本講座では仕事で使う英語を基本
から積み上げます。英語のやり取りのコツを紹介し、いくつかの基本パターンを練
習していきます。ご自身の状況に当てはめる工夫も伝授。主に「聞く」と「話す」を中
心にクラスのメンバーとコミュニケ―ションを積極的に取りながらビジネス英会話
に自信を持てるようにしていくのが目標です。自信を持ってビジネスの場で英語で
話してみませんか？


令和4年11月19日/26日/12月3日/10日/17
日（予備日）（全4回）
11：00～12：30


オンライン講座 橋本 信一（東海大学工学部准教授） 9月12日～11月3日 8,000円(全4回)


韓国語 中級(東海大学)


この講座は文法や発音だけでなく、いろいろなシチュエーションで実際に使われて
いる語彙を増やします。また、文章を声に出して読んだり、ヒヤリング練習をしたり
しながら韓国語力の向上を目指します。日常生活の会話に慣れ、韓国語でコミュニ
ケーションを楽しみましょう。前期の講座と違うシチュエーションで、語彙や文法も
更にレベルアップを目指します。


令和4年11月19日/26日/12月3日/24日/令
和5年1月7日/21日/28/2月18日/25日/25
日（全10回）
9：20～10：50 　※2月25日のみ9：20～
12：30


オンライン講座


兪 仁淑（東海大学語学教育センター国際言
語教育部門非常勤講師）、金 南听（東海大学
語学教育センター国際言語教育部門非常勤
講師）


9月12日～11月3日 20,000円(全10回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


源氏物語(東海大学)


今から約千年前に書かれた日本文学の最高傑作『源氏物語』を、名場面・名文を味
わいながら丁寧に読み解いていく講座です。今回は、光源氏の新築の邸である「六
条院」にて行われる華やかな正月の様子や、春の胡蝶の絢爛豪華な宴など、平安絵
巻さながらの場面を見ていきます。長編語の途中ですが、初めて読んでも問題の
ない内容です。雅な平安時代の世界を味わいましょう。


令和4年11月28日/12月12日/26日/令和5
年1月16日/23日/30日（予備日）(全5回)
11：20～12：50


ユニコムプラザさがみはら　
ミーティングルーム4


佐藤 瞳（東海大学文学部日本文学科非常勤
講師）


9月12日～11月14日 10,000円(全5回)


徒然草２(東海大学)


『徒然草』は、鎌倉時代末の乱世にあって、誠実に人生を見つめ続けた兼好法師の
随筆です。彼は、仏教・儒教・道教の高い教養に基づきながらも決してそれらにとら
われることなく、日本的情緒をいとおしみながら、人生を感じ人生を考えます。彼
は、人間と人生が好きで好きでたまらないようです。人生を考えるヒント満載の
『徒然草』を楽しみ、人生を楽しみましょう。


令和4年11月29日/12月6日/13日/20日（全
4回）
10:30～12:00


オンライン講座 四竈 正夫（東海大学名誉教授） 9月12日～11月15日 8,000円(全4回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


フランス・ワイン vs カリフォルニアの対決
（その２）＠相模大野(東海大学)


アメリカ建国200周年を記念したパリでの試飲会、「パリスの審判」で、無名のカリ
フォルニアがフランスの銘醸ワインを撃破。以降、「ワインはフランス、フランスはワ
イン」の呪縛が消え、世界中で高級ワインを作るようになりました。シャルドネの白、
スパークリング・ワインを目隠しで試飲し、自分で採点する「相模大野の審判」です。


令和4年11月30日/12月7日（全2回）
19：00～20：30


ユニコムプラザさがみはら　
実習室１


葉山 考太郎（ワイン・ジャーナリスト） 9月12日～11月16日 16,000円(全2回)


　　【聖心女子大学】 　　【聖心女子大学】


講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


― 日本・東洋文化探訪シリーズ第二弾 ―
中央アジア仏教美術入門(聖心女子大学)


　19世紀から20世紀初めにかけて、英国とロシアは、中央ユーラシアの広大な地
域を舞台に、熾烈な勢力拡大競争を繰り広げました。これをグレート・ゲームと呼び
ます。当時、地図上の空白地帯であった東トルキスタンは、まさに両国の関心が衝
突する場所でした。しかしその駆け引きが、この地域は決して文化的な空白地帯で
はなく、かつては豊かな文化を育んだ地域であったことを明らかにしました。各国
が競って派遣した探検隊が、この地域の豊かな文化遺産を発掘し、世界中の注目を
集めました。また、敦煌莫高窟で大量の文書が発見され、探検隊がその一部を欧州
などにもたらした結果、敦煌学という新しい学問分野が起こりました。後期の講座
では、この敦煌文書の発見以来の研究の動向を振り返るとともに、西域壁画の技
法、材料、その科学的（光学的）な分析手法を紹介し、西域壁画の味わい方を模索し
たいと思います。


令和４年11月10日・11月24日（全２回）13：00～14：30オンライン講座 中野 照男（東京文化財研究所 名誉研究員） 9月12日～10月27日 1,500円(全2回)


9/12～11/3


9/12～11/3


9/12～11/3


9/12～11/3


9/12～11/3


9/12～11/14


9/12～11/15


9/12～11/16


11/18


11/19,26,12/3,24,1/7,21,28,2/18,25,25


11/19


11/19,26,12/3,10,17（予備日）


11/19,26,12/3,24,1/7,21,28,2/18,25,25


11/28,12/12,26,1/16,23,30（予備日）


11/29,12/6,13,20


11/30,12/7


9/12～10/27
11/10,24







　　【学校法人文化学園】 　　【学校法人文化学園】


講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


自由につくろう！ソーイング部（火曜日クラ
ス）(学校法人文化学園)


アイテムに関係なく、自分が作りたいものを製作。各自のレベルに合せて講師が指
導します。市販のパターンや製図を活用し、お気に入りの布地でスカート、パンツ、
シャツ、ワンピースはもちろん、ロックミシンでできるカットソーなど幅広くチャレン
ジできます。自分のペースで自由にソーイングを楽しみます。パターンや布地は各
自ご準備ください。
受講者はミシンを使ったことがあり、市販の型紙で服を作った経験がある方とさせ
ていただきます。


令和4年11月15日／22日／29日／12月6日
／13日／1月17日／24日／2月7日／14日／
21日　　（火曜日全10回　計20講座）　
＊1回＝2講座換算
10:00 - 12:30（150分）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


文化服装学院生涯学習専任教員　田中　寛
子


9月16日～10月14日 40,000円(全10回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


野田はなこのヨーロッパ伝統刺繍とクリエイ
ティブデザイン(学校法人文化学園)


ホワイトワークやブラックワーク、ゴールドワーク、キャンバスワーク、タッセル、ボッ
クスメイキング等のヨーロッパで古くからある刺繍テクニックを基礎から習得し、刺
繍の為のデザインも学びます。英国王立刺繍学校(RSN)を卒業した講師から世界
最高レベルの刺繍技術を学びましょう。初心者から経験者まで大歓迎です。
別途材料費が必要です。


令和4年11月16日／30日／12月14日／令和
5年1月11日／25日／2月8日／22日　(水曜
日全7回　計14講座）　
＊1回＝2講座換算
10:00 - 12:30（150分）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


刺繍作家　野田　はなこ 9月16日～10月14日 28,000円(全7回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


体が不自由でも高齢者でもおしゃれを楽し
む服づくり(学校法人文化学園)


SDGsな服づくり。着心地よく、便利で、おしゃれな服を作りましょう!
腕を怪我したので着脱が簡単な服が欲しい。年齢を重ねて変化した体型に合う服
が欲しい。車椅子に乗ったときのレインコートが欲しい…など、どんな人でもどんな
時でも快適でおしゃれな服を考え製作します。はじめに福祉技術研究所コンサルタ
ントの講師からさまざまな事例を学び、その後服づくり専門の講師と一緒に考えな
がら各自製作します。既製服のリフォームでもOKです。服の製作経験がある方が
対象です。


令和4年11月19日／26日／12月10日／17
日／令和5年1月21日／28日／2月4日／25
日　(土曜日全8回　計16講座）　
＊1回＝2講座換算
13:30 - 16:00（150分）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


福祉技術研究所株式会社コンサルタント　元
東京福祉機器総合センター　岩波　君代
文化服装学院生涯学習指導主事　丸山　晴
美


9月16日～10月14日 32,000円(全8回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


自由につくろう！ソーイング部（土曜日クラ
ス）(学校法人文化学園)


アイテムに関係なく、自分が作りたいものを製作。各自のレベルに合せて講師が指
導します。スカート、パンツ、シャツ、ワンピースはもちろん、ロックミシンでできる
カットソーなど幅広くチャレンジできます。市販のパターンや製図を活用し、お気に
入りの布地で製作した特別なアイテムは暮らしに彩りを添えてくれるはず。自分の
ペースで自由にソーイングを楽しみます。パターンや布地は各自ご準備ください。
受講者はミシンを使ったことがあり、市販の型紙で服を作った経験がある方とさせ
ていただきます。


令和4年11月19日／26日／12月3日／17日
／1月14日／21日／28日／2月4日／18日／
25日（土曜日全10回　計20講座）　
＊1回＝2講座換算
10: 00- 12:30（150分）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


元文化服装学院専任講師　関川　元江 9月16日～10月14日 40,000円(全10回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


ナチュラル染色(学校法人文化学園)


捨てられる皮や種、緑茶・紅茶などの茶葉類、花びら、雑草、スパイスなどを染料に
してSDG’sに配慮する安心・安全な染色の実習です。
綿、麻、毛、絹、ナイロン、レーヨンなどの製品(新品だけではなくリメイクのTシャ
ツ、シャツやエコバッグ、ストール)や、毛糸、絹糸などを染めて製品作りをします。
生活に彩りを添えてみませんか。 受講料には雑費（染料代など）1,000円分を含ん
でいます。


令和4年11月19日／12月3日／令和5年1月
14日／28日／2月18日
(土曜日全5回　計10講座）　＊1回＝2講座換算
10:00 - 12:30（150分）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


元文化服装学院専任教授　篠原　幸子 9月16日～10月14日 20,000円(全5回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


カルトナージュのオリジナルソーイング
BOX(学校法人文化学園)


カルトナージュは厚紙を切って布やリボンで装飾して箱を作るフランス伝統工芸の
布箱です。
まずは製作手順を学ぶため、キットを使いミニBOXを作ります。その後好みの布で
ご自分の裁縫道具類の収納に丁度良いオリジナルソーイングBOXを製作します。


令和4年11月24日／12月8日／令和5年1月
12日／26日／2月9日
(木曜日全5回　計10講座）　＊1回＝2講座換算
13:45 - 16:15（150分）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


カルトナージュ講師　上原　久代 9月16日～10月14日 20,000円(全10回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


フェズ刺繍(学校法人文化学園)


モロッコ伝統刺繍でストールを作ります。
フェズ刺繡は表も裏も同じリバーシブルな柄が特長です。美しい幾何学模様でス
トールをつくります。キットを利用し、基礎からしっかり学んだ後、自分だけのオリ
ジナルストールをつくりましょう!
キット代800円(生地、針セット、糸など)、ストール布代2,000円～5,000円程度
（サイズ等により異なります）


令和4年11月25日／12月9日／令和5年1月
13日／27日／2月10日／24日／3月10日
(金曜日全7回　計14講座）　＊1回＝2講座換算
13:45 - 16:15（150分）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


刺繡デザイナー　アタマンチャック中山　奈
穂美


9月16日～10月14日 28,000円(全7回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


カットソー入門(学校法人文化学園)


はじめてさんでも大丈夫!伸縮性のある素材の扱い方や縫製のポイントを学び、ワ
ンピース又はコートを製作します。
素材は講師おすすめの生地から選んでいただき、着丈や袖丈などを変えて自分好
みにアレンジしたり、自宅でもできる縫製方法の説明もします。手軽に伸縮素材に
チャレンジしましょう!
生地や付属品は講師のおすすめを参考に当日別途購入していただきます。
※この講座は、工業用本縫いミシンや自動裁断機など縫製工業で使用されている
専門機器がある実習室で行います。


令和4年11月26日／12月3日／10日
(土曜日全3回（6コマ）　計12講座）　＊1回＝2
講座換算
10:00 - 16:00(昼休憩1時間）（150分×2コ
マ）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


文化服装学院の教授・講師 9月16日～10月14日 24,000円(全3回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


トルコ刺繍・Oya(学校法人文化学園)


伝統的なモチーフが特長のトルコ刺繍や、細かい糸から生み出されるOya（オヤ）
の基本的な技法を学び、身近な小物やアクセサリーにアレンジしていきます。
初心者から受講可能です。
※この講座は、トルコ語で行われ、通訳を通して指導します。


令和4年11月26日／12月3日／17日／令和5
年1月21日／2月4日／25日／3月4日
(土曜日全7回　計14講座）　＊1回＝2講座換算
10:00 - 12:30（150分）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


トルコ文部省カルチャースクール講師
マルテペ女子文化高校卒業　　ハティジェ・
エキレキリ


9月16日～10月14日 28,000円(全7回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


染色技法でリメイク(学校法人文化学園)


基礎的な染色技法、原毛染色、フェルト加工、絞り染め、型染、シルクスクリーンの
基本を実習します。
技法ごとに身近なもののリメイクを兼ねて染色(プリント)していきます。
染色技法を学びながら、服や小物をよみがえらせてみませんか。
各自Tシャツなどリメイク用に染色（プリント）するアイテムをご用意ください。適切
なものが無い場合は購入いただくこともできます。受講料には染料代・雑費
1,200円を含んでいます。


令和4年11月26日／12月10日／17日／令和
5年1月21日／2月4日／25日／3月4日／18
日(土曜日全8回　計16講座）　＊1回＝2講座換
算
10:00 - 12:30（150分）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


文化服装学院専任教授　太田　繁 9月16日～10月14日 32,000円(全8回)


9/16～10/14


9/16～10/14


9/16～10/14


9/16～10/14


9/16～10/14


9/16～10/14


9/16～10/14


9/16～10/14


9/16～10/14


9/16～10/14


11/15,22,29,12/6,13,1/17,24,2/7,14,21


11/16,30,12/14,1/11,25,2/8,22


11/19,26,12/10,17,1/21,28,2/4,25


11/19,26,12/3,17,1/14,21,28,2/4,18,25


11/19,12/3,1/14,28,2/18


11/24,12/8,1/12,26,2/9


11/25,12/9,1/13,27,2/10,24,3/10


11/26,12/3,10


11/26,12/3,17,1/21,2/4,25,3/4


11/26,12/10,17,1/21,2/4,25,3/4,18







藍で染める・描く(学校法人文化学園)


藍(すくも藍とインド藍)の特性を学び、Tシャツ、パンツ、バッグ、タペストリーなど
に藍染めをします。
その後、型染めやシルクスクリーンプリントなどで加工し仕上げていきます。抜染や
箔プリントなども実習します。
受講料には染料代・雑費1,000円を含む。


令和4年11月26日／12月10日／令和5年1月
21日／2月4日／25日／3月4日
(土曜日全6回　計12講座）　＊1回＝2講座換算
13:30 - 16:00（150分）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


文化服装学院専任教授　太田　繁 9月16日～10月14日 24,000円(全6回)


服作りに役立つファッションデザイン画テク
ニック(学校法人文化学園)


服づくりをする上で自分が作りたいイメージをデザイン画に表現することはとても
大切です。
人体の形状や服の構造を理解しながら基本アイテムのデザインやディテールの描き
方の順序、表現方法を学び、ファッションデザイン画のテクニックを身につけましょ
う。
テキストに「服づくりに役立つファッションデザイン画テクニック」（文化服装学院通
信教育講座副教材、別当必要、当日購入可）を使用します。


令和4年11月26日／12月10日／17日／令和
5年1月21日／2月4日／18日
(土曜日全6回　計12講座）　＊1回＝2講座換算
13:30 - 16:00（150分）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


文化服装学院非常勤講師　水野　雅己 9月16日～10月14日 24,000円(全6回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


大学連携
　12月開催
　　【東海大学】


大学連携
　12月開催
　　【東海大学】


講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


北欧のクリスマス(東海大学)


北欧のクリスマスについて、基礎知識や伝統、伝承を紹介したのち、ノルウェー人、
デンマーク人講師が実際の北欧のクリスマスの過ごし方を紹介します。また、第2
回では、事前に郵送する材料・型紙を使って、北欧で伝統的に作られてきたユール
イャータ―(Julehjerter)というクリスマスの装飾を一緒に作ってみましょう。今
年のクリスマスに北欧の彩りを添えてみませんか?


令和4年12月3日/10日（全2回）
13：00〜14：30


オンライン講座


浅井 亜希（東海大学文化社会学部北欧学科
講師）、アンネ・ランデ・ペータス（東海大学文
化社会学部北欧学科非常勤講師）、柴山　由
理子（東海大学文化社会学部北欧学科講
師）、リーセ スコウ（東海大学文化社会学部
北欧学科非常勤講師）


9月12日～11月16日 4,200円(全2回)


漢方講座Ⅴ(東海大学)


寒い冬でも元気一杯な人がいる一方、必ず体調を崩すという人もいます。また、手
足が冷える、しもやけができるなどの症状がある人には、血流を改善したり、新陳
代謝を高めたりする漢方薬を用います。よく「かぜに葛根湯」と言われますが、悪寒
が強い、喉が痛い、だるいなど、漢方には症状に応じたきめ細やかな薬が用意され
ているので、症状をよく観察して使い分けると効果があります。本講座では、症状
に合わせた漢方の使い分けを解説いたします。


令和4年12月9日（全1回）
19：00～20：30


ユニコムプラザさがみはら　
セミナールーム１


新井 信（東海大学医学部専門診療学系漢方
医学教授）


9月12日～11月21日 2,000円(全1回)


気象予報士によるお天気講座３(東海大学)


毎日の天気の変化は、地上だけで起きるものではありません。私たちの身の回りで
起きる雨や風、暑さや寒さは、上空の空気や地球を取り巻く流れによって引き起こ
されます。それぞれの気象現象には「つながり」があるのです。この講座では、その
つながりを知ることで、天気予報や天気図をさらに深く理解することを目指しま
す。


令和4年12月14日/21日/令和5年1月11日
/18日/25日（予備日）（全4回）
15:00～16:30


オンライン講座
新井 直樹（東海大学工学部航空宇宙学科航
空操縦学専攻教授）


9月12日～11月30日 8,000円(全4回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


メディカルハーブ＆アロマ〜女性の不調ケ
ア〜(東海大学)


女性ホルモンバランスの崩れからくる身体や心の不調を、レッドクローバーティー
をはじめとしたハーブやアロマテラピーを活かし、五感に作用させながら優しくケ
アする方法を実践しながらお伝えします。講座中だけでなく、ご自宅で出来るセル
フケアを自然の香りに癒されながら学んでみませんか？ホルモンバランスを整え
て心も身体も健康に美しく過ごしていきましょう！


令和4年12月16日（全1回）
19:30〜21:00


オンライン講座
青山 泉（東海大学医学部医学科専門診療学
系漢方医学客員講師）


9月12日～11月30日 3,000円(全1回)


光の基礎と北欧照明レッスン(東海大学)


北欧照明は眩しくないこと、デザインが美しいこと、ペンダントや置き型ランプが多
いことが特徴です。しかしデザインだけでランプを選ぶと、生活しやすい部屋にな
りません。光の明るさ、色温度、LED電球の選び方といった光の基礎から、どんな
ランプをどこに置くと機能的で美しいスペースができるかなど、実際的な知識が楽
しく学びます。また、今回はルイスポールセンジャパン株式会社のショールームで実
際のランプの光も体験できます。


令和4年12月17日（全1回）
17:00～18:30


ルイスポールセンジャパン
株式会社　ショールーム


荒谷　真司（ルイスポールセンジャパン株式
会社 LPアカデミー）、柴山　由理子（東海大
学文化社会学部北欧学科講師）


9月12日～11月30日 2,000円(全1回)


超稀少体験：20年以上熟成したワインを試
飲する（その１）(東海大学)


世界のワインの99.99％は、ワインができた１年以内に飲み切ります。残りの
0.01％は、20年、30年と熟成させると、チョコレート、ミルク紅茶、鰹の旨味の動
物系の官能的な香りになります。「神の飲み物」で、ワインの醍醐味です。この講座
では、20年以上熟成させたボルドー系、ブルゴーニュ系の赤ワインの古酒を試飲
をし、神の領域に足を踏み入れます。


令和4年12月21日/令和5年1月11日（全2回）
19:00～20:30


ユニコムプラザさがみはら　
実習室１


葉山 考太郎（ワイン・ジャーナリスト） 9月12日～12月7日 20,000円(全2回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


9/16～10/14


9/16～10/14


9/12～11/16


9/12～11/21


9/12～11/30


9/12～11/30


9/12～11/30


9/12～12/7


11/26,12/10,1/21,2/4,25,3/4


11/26,12/10,17,1/21,2/4,18


12/3,10


12/9


12/14,21,1/11,18,25


12/16


12/17


12/21,1/11







大学連携　
 1月開催
　　【東海大学】


大学連携　
 1月開催
　　【東海大学】


講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


考古学講座Ⅲ(東海大学)


石器は人類が作った最古の道具とされます。石器の形態は、旧石器時代から新石
器時代にかけて、簡素なものから複雑なものへ、不格好なものから左右対称の美し
いものへと変化します。こうした石器の変化には、人間や人間社会のどのような要
因と関わりがあったのでしょうか。本講演では、実物の石器を紹介しながら、西アジ
ア（中東）を舞台に石器の進化史について講義します。


令和5年1月7日（全1回）
10:00～11:30


ユニコムプラザさがみはら　
セミナールーム2


有村 誠（東海大学文学部歴史学科考古学専
攻教授）


9月12日～12月21日 2,000円(全1回)


論語2(東海大学)


社会のあらゆる場面において人と人との関係を潤いあるものにし、心豊かに人生
を送るためのヒントを私たちに与えてくれるもの、それは、２５００年の風雪に耐え
て生き残ってきた書物、『論語』です。孔子やその弟子たちの、折りに触れての言葉
の数々が私たちの胸にまで響きます。楽しみながらいつの間にか、『論語』の真髄
が身に付くこの講義をぜひどうぞ。


令和5年1月10日/17日/24日/31日（全4回）
10:30～12:00


オンライン講座 四竈 正夫（東海大学名誉教授） 9月12日～12月21日 8,000円(全4回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


ヨーロッパ世界遺産紀行(東海大学)


ドナウ川は南ドイツの源泉からルーマニアの黒海まで、全長2850kmに及ぶ欧州
第2の大河で、10カ国を流れています。その広大な流域にはローマ帝国やハプス
ブルク帝国などによって高度の文化が育まれ、ドナウ文化圏が形成されました。本
講座では前期の上中流域に続き、下流域のブルガリアとルーマニアの世界遺産を
自然遺産を含めて探訪し、豊な自然と文化を紹介します。


令和5年1月12日/19日/26日（全3回）
13：00～14：30


オンライン講座 金原 保夫（東海大学名誉教授） 9月12日～12月21日 6,000円(全3回)


現地から『いま』を伝える、デンマークの暮ら
し(東海大学)


この講座では、幸せの国と呼ばれるデンマークでの暮らしを「リバビリティ（住みや
すさ）」、「ワークライフ」、「デジタル化」というデンマークが世界的に有名な特徴を
テーマにご紹介します。デンマーク人講師が実体験を交えながら、首都コペンハー
ゲンでの「アーバンライフ」や、デンマークだから実現できるワークライフバランス、
デジタル化など、具体的な事例も交えながら、その価値観や取り組み、デンマーク
の暮らしの『いま』をお話します。


令和5年1月13日/20日/27日（全3回）
19:00～20：30


オンライン講座


ヤコブ・スキュット・イエンセン（東海大学ヨー
ロッパ学術センター副所長）、アレクサン
ダー・ニコラス・ヴォ―ラ（東海大学ヨーロッ
パ学術センターコーディネーター）


9月12日～12月21日 6,000円(全3回)


考古学講座Ⅳ(東海大学)


この講座ではこれまでにもエミシについて何度か話してきました。文献に語られる
ようなエミシは５世紀ごろまでは東北北部にもいましたが７世紀以降は北海道に住
んでいたというものでした。ただし８世紀初頭に出羽と渡島のエミシがウマを千頭
貢いだという文字記録があります。さて、このエミシはどこでそんなに多くのウマ
を飼っていたのでしょう？古代のウマについての様々な情報を考古学的に考え、エ
ミシとは誰かについて語ります。


令和5年1月14日（全1回）
10：00～11：30


ユニコムプラザさがみはら　
セミナールーム2


松本 建速（東海大学文学部歴史学科考古学
専攻教授）


9月12日～12月21日 2,000円(全1回)


スウェーデンのお菓子と文化(東海大学)


日本でも時折耳にするようになったスウェーデンのフィーカ（Fika＝お茶する）と
いう文化。第１回は、その歴史や、一年を通してどのようなお菓子や食文化がある
のかをご紹介していきます。第２回では、実際にスウェーデンのクラシックなクッ
キー4種を作ります。焼きたてのクッキーを試食しながら、楽しいFikaの時間を過
ごしましょう。
なお、この講座は第１回をオンライン、第２回を対面（ユニコムプラザさがみはら）で
実施します。


令和5年1月20日/27日（全2回）
20日　14:00～15:30
27日　14:00～16:00


第1回：オンライン
第2回：ユニコムプラザさ
がみはら　実習室１


筒井 友子（Lilla Katten[リッラ・カッテン]
店長）


9月12日～12月21日 6,000円(全2回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


超稀少体験：20年以上熟成したワインを試
飲する（その２）(東海大学)


世界のワインの99.99％は、ワインができた１年以内に飲み切ります。残りの
0.01％は、20年、30年と熟成させると、チョコレート、ミルク紅茶、鰹の旨味の動
物系の官能的な香りになります。「神の飲み物」で、ワインの醍醐味です。この講座
では、20年以上熟成させたブルゴーニュ系、シャンパーニュ系の白ワインの古酒を
試飲をし、神の領域に足を踏み入れます。


令和5年1月25日/2月1日（全2回）
19:00～20:30


ユニコムプラザさがみはら　
実習室１


葉山 考太郎（ワイン・ジャーナリスト） 9月12日～1月11日 20,000円(全2回)


漢方講座Ⅵ(東海大学)


消化器領域は胃がんや大腸がんなどの悪性腫瘍が多いだけでなく、原因不明の腹
痛や下痢など胃腸の機能失調に起因する症状も多くあります。漢方は機能を改善
して不快な自覚症状を取り去ることに優れているため、これらの機能性疾患は漢
方治療のよい適応となるため、だるいなどの全身症状、気管支喘息、腰痛なども胃
腸虚弱に着目して漢方薬で治療すると、さまざまな病気がよくなることもありま
す。本講座では、胃腸虚弱に着目した漢方についてご紹介します。


令和5年1月27日（全1回）
19：00～20：30


ユニコムプラザさがみはら　
セミナールーム１


新井 信（東海大学医学部専門診療学系漢方
医学教授）


9月12日～1月11日 2,000円(全1回)


9/12～12/21


9/12～12/21


9/12～12/21


9/12～12/21


9/12～12/21


9/12～12/21


9/12～1/11


9/12～1/11


1/7


1/10,17,24,31


1/12,19,26


1/13,20,27


1/14


1/20,27


1/25,2/1


1/27







　　【学校法人文化学園】 　　【学校法人文化学園】


講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


パターンからつくる私の帽子(学校法人文化
学園)


帽子の種類や各部位の名称から、採寸、パターン作り、仮縫い、補正、縫製方法まで
を学びます。
基本のパターンで1作品を製作後、各自でパターンをアレンジし自分に似合うバラ
ンス、サイズ感をさぐり応用デザインで布製の帽子1作品を製作します。
布地や副資材は講師のアドバイスを受け、各自ご準備いただきます。


令和5年1月25日／2月1日／8日／15日／22
日／3月8日／15日
(水曜日全7回　計14講座）　＊1回＝2講座換算
13:45 - 16:15（150分）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


帽子作家　文化服装学院非常勤講師　窪田　
恵美子


11月22日～1月10日 28,000円(全7回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


男の服づくり【男性限定】(学校法人文化学
園)


ものづくり好きの男性集まれ! 自慢の一着になることまちがいなし!
縫製工場で使用されている工業用の縫製機器数種類を駆使し、初めてでも本格的
な一着が作れます。丁寧な指導で初心者でも安心して学べます。オリジナルの一着
を作りましょう!
2023年1月はジャケットを製作します。
生地や付属品は講座日当日講師のおすすめを参考に別途購入していただきます。


令和5年1月28日／2月4日／18日
(土曜日全3回（6コマ）　計12講座）　＊1コマ＝
2講座換算
10:00 - 16：00(昼休憩1時間）（150分×2コ
マ）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


文化服装学院専任講師　井戸川　倫也 11月21日～1月10日 24,000円(全3回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


今日着たい服が今日できる!(学校法人文化
学園)


初心者でも大丈夫!「Today's Pattern」を使ってソーイング。
ソーイング向け型紙通販サイト「ハンドメイド・カンパニーパターン」の”Today's 
Pattern”の中から好きなデザインを選び製作します。裁断や縫い方のコツなど丁
寧な説明を受けながら製作し、3回で完成させましょう。きれいにできるコツを学
びながら着たい服をつくろう!布地や付属品、「Today's Pattern」の型紙は別途
必要で当日購入可能です。


令和5年1月31日／2月7日／14日
(火曜日全3回　計6講座）　＊1回＝2講座換算
10:00 - 12：30（150分）


文化服装学院内講義室・実
習室
(当日エントランスロビーに
て掲示発表）


元文化服装学院講師　竹本　裕美 11月21日～1月10日 12,000円(全3回)
別途材料費あり
詳細はHP参照


自主企画講座
　10月開催


自主企画講座
　10月開催


講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


Zoomの使い方講座(渋谷区生涯活躍推進
課)


■本講座は、ハチコウ大学の単位認定の対象外です。
■当日は、事前に「Zoom」のアプリをダウンロード済みのご自分のスマホかタブ
レット端末と、イヤホンをご持参ください。
「Zoom」のアプリは「Zoom Cloud Meetings」をダウンロードしてください。
　渋谷ハチコウ大学の学生でZoomの使い方に不安をお持ちの人を対象にした
「Zoomの使い方講座」を開催いたします。
　Zoomの基本的な使い方をマスターし、気軽にオンライン講座に参加できるよう
になりましょう！
（内容）　
オンラインツール「Zoom」の使い方に不安をお持ちの人が、実際にオンライン講座
を申込み、受講できるようになることを目指します。
渋谷区が認定したデジタル活用支援員※が丁寧に説明しますので、初心者の方で
も安心してご参加ください。
※区の研修を受講し認定試験に合格した区内在住・在勤・在学の人です。


令和4年10月17日
14:00～15:00


渋谷生涯活躍ネットワー
ク・シブカツ


9月2３日～10月３日 無料 なし


新選組副長　土方歳三の戊辰戦争
幕末の京都の治安維持に身命を賭した新選組。副長として新選組を率いた土方歳
三は、近藤勇や沖田総司を失ってなお、戊辰戦争を戦い続け、ついに、箱館で壮絶
な最後を迎えます。土方歳三が戊辰戦争をどう戦ったのか、丁寧にお話しします。


令和4年10月27日
14:00～15:30


渋谷生涯活躍ネットワー
ク・シブカツ
(渋谷ヒカリエ8階)


歴史講師　近藤　圭二 9月30日～10月13日 無料


11/22～1/10


11/21～1/10


11/21～1/10


1/25,2/1,8,15,22,3/8,15


1/28,2/4,18


1/31,2/7,14


9/30～10/13


10/27


9/2３～10/3
10/17







自主企画講座
　12月開催


自主企画講座
　12月開催


講座名 講座内容 開催日程 開催場所 講師名 申込期間 受講料 材料等 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


海の藻類が地球を冷やす(渋谷区生涯活
躍推進課)


 雲には、太陽光の一部を反射して地球の気温を適度に冷やす役割があります。し
かし、雲が作られるには、大気中に微小粒子が存在しなければなりません。海の藻
類は、微小粒子の元になる化合物を生成しています。つまり、藻類は雲の形成に深
く関わっているのです。演者は、日本南極地域観測隊に参加して南大洋、あるいは
小笠原諸島父島などで微小粒子の観測研究を行ってきました。これら観測データ
から明らかになった藻類と微小粒子との関係を紹介します。また、微小粒子が大気
環境に与える様々な影響を理解することは、将来の地球環境の正確な予測につな
がることを示したいと思います。


令和4年12月1日
13:00～14:30


渋谷生涯活躍ネットワー
ク・シブカツ


古賀　聖治
(国立研究開発法人　産業技術総合研究所)


11月1日～11月15日 無料 なし


紅葉や黄葉の日比谷公園と空から見下
ろす江戸城(渋谷区生涯活躍推進課)


東京ミッドタウン日比谷のパークビューガーデンから、日比谷公園を見下ろしてか
ら、日本初の近代的な洋風公園である日比谷公園の紅葉や黄葉を愛でながら歩き
ます。その後、江戸城を歩いてから、ゴールに向かいます。


令和4年12月7日
14:00～16:00


日比谷公園及び皇居周辺 歴史講師　近藤　圭二 11月7日～11月21日 無料 なし


11/1～11/15


12/1


11/7～11/21
12/7





