2018年度

公開講座
（前期 5月～8月）
文学・文芸・歴史
講座番号
18001

頼朝の挙兵と平泉藤原氏

※講師の都合により、日程等が変更になる場合はご了承下さい。

募集終了

―『吾妻鏡』を読む ―

講座番号
18004

東北の祈りのかたち

募集終了

～気軽に楽しく民俗学～

講師：岡田清一（本学大学院教育研究科長・教授）

講師：丹野香須美（いわき市文化財保護審議委員・本学非常勤講師）

武家政権は、六波羅の清盛政権、平泉の藤原氏を土台にして、源頼朝が鎌
倉に幕府を開いて確立しました。しかし、その道のりは平坦ではなく、結
果を見通したうえでの行動ではありませんでした。頼朝が幕府を開くこと
ができたのは、頼朝に従う武士への気遣いと、かれ自身の政治的努力の賜
物でした。頼朝成功の背景を、『吾妻鏡』を読むなかで考えていきます。

各地の祭や、家に祀られる神々、人々の願いなど、東北に受け継がれて
きた「祈り」のかたちは多種多様です。豊かな東北の「祈りの文化(民間
信仰)」について、各地の民俗文化財などをもとに学んでみませんか。
東京オリパラを前に、外国の人たちの東北への関心も高まっています。
東北の「祈りの文化」について理解を深め、国内外へ発信したり、
「おもてなし」に活かしたりしてみませんか。

【日程】5/10、24、6/7、28、7/12（全5回、木曜）
【時間】14：20～15：50 【定員】50名【受講料】5,000円
【場所】ステーションキャンパス

講座番号
18002

世界遺産平泉の文化

【日程】5/18、6/1、15（全3回、金曜）【時間】10：35～11：55
【定員】50名【受講料】1,500円【場所】仙台駅東口キャンパス
【締切】5/14（月）

募集終了

講師：千葉信胤（平泉文化遺産センター館長・本学非常勤講師）
世界文化遺産のまち平泉には、奥州藤原氏四代の栄華とその滅亡の哀史が
あり、後に夏草にまどろんだ近世のあゆみがあった。そして今、平泉はよ
みがえりの時を迎えている。本講座では、平泉900年の歴史をたどりつつ
世界遺産平泉の価値を学ぶ。さらには現代に引き継がれた文化伝統への理
解を深めたい。みなさんの眼前にこれまでとは異なった平泉の姿が現れて
くるだろう。
【日程】5/7、21、6/4、18、7/2（全5回、月曜）
【時間】14：20～15：50【定員】100名【受講料】2,500円
【場所】仙台駅東口キャンパス

講座番号
18003

募集終了

仏教美術探索

講師：門脇佳代子（本学講師）
歴史的、思想的背景、美術的評価などを交え、美術史の視点から仏像につ
いて講義します。仏像をはじめとする仏教美術は、優れた造形であると同
時に、信仰の対象であり、個別の背景をもっています。鑑賞のための教養
（基礎知識）を身につけ、信仰の歴史を理解することで、より深く図像の
もつ意味や魅力を感じてもらいたいと思います。また講義の内容と関連付
けた、仏像鑑賞ツアーなども企画します。
【日程】5/28、6/25、7/23、9/25、10/22（全5回、月曜）
【時間】14：20～15：50【定員】50名【受講料】2,500円
【場所】仙台駅東口キャンパス

講座番号
A6,A8,A9,A10,A11

伊達政宗生誕450年 募集終了
記念歴史講座

【申込み可能日程】4/28、6/30、7/28、8/25、9/22（全て土曜）
【時間】14：00～16：00 【受講料】各回500円
【場所】仙台駅東口キャンパス

講座番号
B1～B8

歴史講座
仙台藩と戊辰戦争

今年は戊辰戦争から150年にあたります。この講座は、各回のテーマご
とに専門の講師をお迎えして、8回シリーズの歴史講座です。仙台藩の
運命を、その後の宮城県の進路にも大きく影響を与えた戊辰戦争とは何
であったのか。これまで、戊辰戦争を語るとき仙台藩のことは詳しく論
じられず、賊軍、朝敵と言われてきました。仙台藩は朝敵、賊に非ずと
の立場で、明治維新とは何であったのかに迫ります。戊辰戦争の正しい
歴史を学びわれらが先人の想いに心を馳せ明日に生かしましょう。
各回のテーマと日程は、下記の通り。
B1) 5/11（金）第1回:泰平の世から戊辰内乱へ
B2) 6/25（月）第2回:幕末政局と奥羽越列藩同盟の結成
B3) 7/13（金）第3回:奥羽越列藩同盟と奥羽戦争
B4) 8/10（金）第4回:奥羽戦争の展開
B5) 9/14（金）第5回:岩出山伊達家の戊辰戦争と北海道移住
B6) 10/12（金）第6回:戊辰戦争と秋田藩
B7) 11/16（金）第7回:丸吉（まるきち）皆川家日誌に見る戊辰戦争の仙台
B8) 12/15（土）第8回:仙台藩儒者の見た異国、異国から見た戊辰戦争
【時間】14：00～16：00【定員】200名【受講料】各回500円
【場所】仙台駅東口キャンパス
【締切】開講日の10日前までのお申込みになります。

外国語・外国文化
講座番号
18005

実用タイ語会話

※講師の都合により、日程等が変更になる場合はご了承下さい。

募集終了

講師：青木アタヤ（本学非常勤講師）

【日程】5/12、19、26、6/2、9、16、23、7/7、14、21、28、8/4
（全12回、土曜）
【時間】10：30～12：00 【定員】25名
【受講料】12,000円（事前振込、教材費別）【場所】仙台駅東口キャンパス

初級中国語と中国文化紹介
3回シリーズ①

講師：川村知佳

募集終了

この講座は、①【発音編⇒語彙】⇒②【会話⇒文法⇒機能練習】⇒③【確
認問題⇒活用会話】の3ステップを30回の講座で学ぶことができます。今
回は第1ステップの募集です。きれいな標準語（北京語）の発音と、語彙
は簡体字の仕組みを解説します。最初に基本をしっかり身に付けていただ
き、次のステップ（秋に開講予定）に進み、最終的には、聞く・話す・読
む・書くができることを目標としています。
【日程】 5/8、15、22、29、6/5、12、19、26、7/3、10
（シリーズ①全10回、火曜）
【時間】13：30～15：00 【定員】25名
【受講料】10,000円（事前振込、教材費別）
【場所】仙台駅東口キャンパス

日本文化
禅に学ぶ

講師：大谷哲夫

(本学学長)

講座番号
18008

韓国語 基礎文法編

募集終了

来順（本学非常勤講師）

今回の講座の中心は、韓国語の入門者対象として、韓国語の文字（ハン
グル）の仕組みを学習する「文字・発音編」です。特に日本語にない発
音に重点を置き、正確な韓国語の発音を練習します。両国のそれぞれの
独自な面と類似な面など、言語学習を通じて両国の相互間の文化の起源
を考察するため、韓国の文化、風習などの視聴覚資料を使い、基本文法
と会話を学びます。
【日程】5/15、22、29、6/5、12、19、26、7/3、10、17
（全10回、火曜）
【時間】18：30～20：00 【定 員】25名
【受講料】10,000円（事前振込、教材費別）
【場所】仙台駅東口キャンパス

講座番号
18011

ウィークエンド茶の湯

募集終了

講師：風間典昭（元本学特任教授）

【日程】 6/6、9/12、11/7、12/5（全4回、水曜）【時間】16：00～17：30
【定員】200名 【受講料】2,000円 【場所】仙台駅東口キャンパス
【締切】5/31（木）

禅語から学ぶ生きかた

【日程】5/16、23、30、6/6、20、27、7/4、18、25、8/1
（全10回、水曜）
【時間】14：00～15：30 【定員】25名
【受講料】10,000円（事前振込、教材費別）
【場所】仙台駅東口キャンパス

※講師の都合により、日程等が変更になる場合はご了承下さい。

道元研究の第一人者である大谷哲夫先生に講義をしていただきます。
『正法眼蔵』『永平広録』などの道元禅師の思想は難しいと思ってい
らっしゃる方が多いと思いますが、やわらかな語り口に、いつの間にか
うんうんとうなづいている自分に気づくことでしょう。わかりやすく筋
道のしっかりした講義の中で道元思想の精髄に触れることができる講座
です。道元禅師に興味を持っていらっしゃる方であればどなたでも参加
できますので安心してお申し込みください。

講座番号
18009

募集終了

ドイツ語はヨーロッパにおいて最も多くの人々に話されている言語で、
ヨーロッパ文化を理解する上で最も重要な言語です。また、ゲルマン語
の特徴もよく残しています。本講座ではドイツ語についての初心者を対
象にしてA(アー)B（ベー）C（ツェー）から文法をしっかり教えます。
古城、ワイン、メルヒェン、クラシック音楽などに興味のある方も是非
参加してください。文化の話も交えて楽しく勉強します。

講師：権

(本学非常勤講師)

講座番号
18010

ドイツ語入門

講師：斉藤要子（本学非常勤講師）

本講座は、訪日タイ観光客に対応する方、タイへ旅行・出張する方、タイ
に興味のある方のための初級クラスである。12回の授業は話すことを中心
に行い、発音、必要な文型、簡単な会話を練習する。文字の読み書きは補
足的に説明する。授業は下記のテーマに沿って行うが、受講者の要望に応
じて進める。終了後、受講者がタイ語の基礎知識を理解し、自己紹介、買
い物、料理等について話せるようになることを狙いとする。

講座番号
18006

講座番号
18007

本学の茶室“道庵”で、伝統文化となった茶の湯（抹茶）がどの様に伝
来し、今日の茶の湯となったかの由来を辿りながら今後茶の湯がどの
ように展開して行くのかを”用の美”である茶道具を用いて“新しいもて
なしのお茶会（茶の改革）”を味わって頂きたいと思います。
【日程】4/28、5/12、6/9、7/7（全4回、土曜）
【時間】13：00～14：30 【定員】20名【受講料】8,000円
【場所】国見キャンパス

募集終了

講師：木村尚徳（本学非常勤講師）
曹洞宗大本山総持寺の機関誌『跳龍』に「禅語を読む」という講座を１０
０話にわたり連載してきました。本講座はそれを題材に講義します。禅語
の一つ一つは短いものですが、それぞれに深い仏教思想が込められていま
す。特に日常の心構え、人生の指針など実際の生活と密接にかかわった教
えです。難しそうですが、解りやすく、そして僧侶としての経験なども交
えながら和気あいあいと講義を進めます。
【日程】5/9、6/13、7/11、9/12、10/10、11/14、12/12（全7回、水曜）
【時間】13：30～15：00【定員】50名【受講料】3,500円
【場所】仙台駅東口キャンパス
H29年～30年実施 伊達政宗歴史講座の様子

教育・福祉・健康
講座番号
18012
講師：原

キャリアカウンセリングの理論と実践
（入門編）
募集終了
恵子（筑波大学人間系研究員）

【日程】7/19、26（全2回、木曜） 【時間】 14：20～15：50
【定員】50名 【受講料】2,000円 【場所】仙台駅東口キャンパス
【締切】7/9（月）

起業したい人のための
リスタート支援

募集終了

近年、創業しようとする人材が少なくなってきている。それは日本の経済
状況の不安定さが影響しているのか、野心を持つ日本人が少なくなってき
ているのか。なぜ創業するのか、イコール自分はどのように生きたいかと
いうことである。
人生１００年設計。自分の可能性を引き出し、新しい発見をし、そして
チャレンジしてみませんか？自分らしく生きていくために！
【日程】8/21（火）【時間】①14：20～15：50 ②16：00～17：30
【定員】50名 【受講料】2,000円 【場所】仙台駅東口キャンパス
【締切】8/10（金）

お口と健康

募集終了

幼稚園・保育所においても特別な教育的支援が必要な幼児が在籍してお
り、指導・保育場面での一人一人のニーズに応じた支援がこれまで以上
に強く求められます。そこで、今回は、障がいがある幼児の指導・保育
に携わっている幼稚園教諭・保育士を招き幼児の発達段階や特性に応じ
た効果的なかかわり方、保護者への支援の在り方、就学先決定に向けて
の関係機関との連携の仕方等についての情報交換を通して幼児期におけ
る特別支援教育についての理解を深めたいと思います。
【日程】7/7（土）【時間】13：00～16：00 【定員】100名
【対象】子どもの保護者、保育士、幼稚園教諭、小・中・高等学校教諭、
福祉専門職の方など
【受講料】大人1,000円、本学特別支援教育研究室サービス利用者は無料
【場所】仙台駅東口キャンパス 【締切】6/30（土）

講座番号
18017

東北に花を。 募集終了
東北の復興に向けた将来ビジョン

講師：櫻田義孝（衆議院議員）

講師：深澤 哲（筑波大学人間系研究員）
柴田邦昭（柴田社会福祉士事務所代表）

講座番号
18014

幼稚園・保育所における特別支援教育

講師：庭野賀津子（本学教授）、市内幼稚園教諭・保育士

近年、環境変化や働き方の多様化が進むなか、個人のキャリア形成は重
要な課題となっています。キャリア自律や個人・環境間の調整を支援す
る専門性に対する期待は、他領域で益々高まり、平成28年には国家資格
「キャリアコンサルタント」制度も整い現在に至っています。本講座で
はキャリア支援を支える基礎理論の概略を紹介し、支援における基本的
な流れや関わり方を知ることを目的とします。

講座番号
18013

講座番号
18016

募集終了

講師：土谷昌広（本学准教授）
『齢（よわい）』の部首は歯で、「歯が減ることは食事を困難にし、心身
の衰弱に直結する」ことが文字の成り立ちと言われています。口の機能低
下（噛めない、むせる、口が乾く）が栄養を介した身体への問題だけでな
く、気持ちの部分や社会性（人付き合いや仕事）にも大きく影響すること
は多くの人の共感を得るところかと思います。歯の本数が多い高齢者では
食習慣が良いだけでなく、生活の質（QOL）や運動能力が高く、生活習慣
病や認知症、寝たきりになるリスクが低下するといった研究結果も報告さ
れています。また、豊かな食生活は単純に栄養を摂るといったものだけで
なく、生涯にわたって食事を楽しみ、健康で豊かな生活を過ごすことに繋
がります。興味関心のある方のご参加を心からお待ちしております。

東日本震災から7年が経過し、震災からの復旧ステージから、震災前を
越える「復興」を果たすために、①東北独自の歴史文化を見直し②将来
へのビジョンを考える講座にしたいと思います。とくに国会議員の立場
から現在の国政についてご説明するとともに、将来の国と地方の在り方、
そして世界の中で「東北地方」のブランドを認知し確立されるためのヒ
ントをこの講座を通じて共に考えたいと思います。
【日程】6/9、6/16（全2回、土曜）【時間】13：00～14：30
【定員】100名 【受講料】無料 【場所】仙台駅東口キャンパス

講座番号
たべもの、サプリメント、薬 募集終了
18018 （薬理学者から市民への伝言）
講師：柳澤輝行（本学教授）
サプリメントをたべもの（食品）および薬との比較で整理して考えま
しょう。食品は心身を維持し健康のためには大変大切なものです。
一方、病気の治療に用い られる薬物はその効果がきわめて強力なた
めに、場合によっては有害作用を示し ます。口から摂取する物質に
ついての考え方を薬理学者が市民に向けてお伝えし たいのです。悩
みや疑問をはらす有意義な講座にどうぞご参加ください。
【日程】5/25（金）【時間】17：00～18：30
【定員】100名 【受講料】500円 【場所】仙台駅東口キャンパス
【締切】5/20（日）

【日程】6/21（木）【時間】 14：00～15：30
【定員】100名 【受講料】500円 【場所】仙台駅東口キャンパス
【締切】6/11（月）

講座番号
18015

募集終了
道具を使って広がる障がいの世界

講師：高橋俊史（本学助教）

東北福祉大学
マスコットキャラクター

様々な人々とコミュニケーションを取るツールである透明文字盤や意思
伝達装置などを体験します。
【日程】6/30（土）【時間】13：00～14：30【定員】30名
【対象】教育・福祉専門職、特別支援学校教員、当事者、
当事者家族の方など
【受講料】200円 【場所】仙台駅東口キャンパス
【締切】6/20（水）

福丸

福姫

東北福祉大学 仙台駅東口キャンパス

2018年 講座受講申込書
下記の申込書に受講希望の講座番号、必要事項をご記入の上、はがき、ＦＡＸ、電子メールでお申し込みください。
複数の講座をご希望の場合もこちらで受け付けます。
講座番号
年齢

ふりがな

氏

名

歳
〒

住 所

電話・ＦＡＸ

電話番号

ＦＡＸ番号
※ご記入いただいた情報は、講座のご連絡のみに使用いたします

会場案内
国見キャンパスおよびステーションキャンパス

< 東北福祉大学国見キャンパス >
■JR利用
JR仙山線 東北福祉大前駅下車 徒歩5分
■バス利用
・ 仙台駅駅前（9番のりば）
999・S899系統、899・S999系統、北山・子平町循環または
子平町・北山循環乗車「東北福祉大前」下車
・ 地下鉄南北線・北仙台駅から「東北福祉大前」下車
・ 地下鉄東西線・川内駅（２番のりば）から「東北福祉大前」下車

< 東北福祉大学ステーションキャンパス >
■JR利用
JR仙山線「東北福祉大前駅」下車 徒歩0分
■バス利用
仙台駅駅前（15番のりば）
870 X870 875 876 877 系統、貝ヶ森方面行き乗車「JR東北福祉
大前駅」で下車 徒歩0分

仙台駅東口キャンパス

< 仙台駅東口キャンパス >
■仙台市地下鉄
・東西線「宮城野通駅」北1出口から徒歩約1分
・南北線「仙台駅」から徒歩約7分
■ＪＲ利用
・ＪＲ仙石線「仙台駅」から徒歩約2分
その他ＪＲ線「仙台駅」より東西地下自由通路を利用し徒歩約3分

ご利用の際は、公共交通機関でお越しください。
※本学に駐車場・駐輪場のご用意はありません。

【 お申し込み・お問い合わせ 】
東北福祉大学 生涯学習支援室

〒983-8511

仙台市宮城野区榴岡2-5-26

ＴＥＬ：022-766-8834 FAX：022-766-8835 E-mail：life@tfu-mail.tfu.ac.jp
2018.11.16

