
  

 

 

  

平日 ／9:30～19:30 （金曜は当面17:00まで） 

土曜 ／9:30～17:00  日曜 ／9:30～13:00 

祝日（11/3は営業）、冬季休業（12/29～1/4）  休業日 

 受付時間 

2020年９月１日発行 

北海道大学大学院文学研究院教授 

新しい教養の日本史2020 

国際情勢や経済構造、自然

環境などにも目を向けつ

つ、基本的な政治や経済の

流れ、日本史の骨格部分を

浮き彫りにしていきます。 

■第2・4金曜  10:30～12:00  10/9から 

■6か月（10回）26,400円 

橋本 雄 ほか 

秋から始まる新講座 

暮らし彩る 

●受講料に「一般」の表示がある講座は入会せずに受講できます。 ●70歳以上の方は入会金無料です。 ●表示されている金額のほかに教材費等が別途必要になる講座もあります。              ※使用写真は一部イメージを含みます。 

10/10 
（土） 

あがり症・話しベタさんのための 
スピーチ塾 

■13:00～16:00 

■会員 5,720円 一般 6,292円 テキスト代 1,100円 

(社)あがり症克服協会理事 

長年苦しんだあがり症を克服した講師が丁寧 

に指導。たった１日で劇的に変化します。 

■指定土曜 10:00～11:30  10/10から 

■2か月（5回）14,300円 

深井 尚子 

ベートーヴェンは音楽を「芸術」とし 

て高め、強い精神を持って傑作を生み 

だしました。その源泉はどこにあるの 

か、演奏をしながら解説します。 

地下鉄 「大通」 駅 4番・9番出口直結でアクセス抜群！(札幌市中央区大通西4丁目 道銀ビル12階) 

北海道大学大学院文学研究院准教授 

イスラームの東と西 

・古代の遺産とアラビア語 

・  

・モンゴルのイスラーム改宗 

・近世イスラーム三大帝国 

■第2・4水曜  10:30～12:00  10/14から 

■5か月（8回）18,304円 

佐藤 健太郎 

元札幌清田高等学校校長 

日本列島の人類史 
日本人はどこから来たか？ 

数々の研究成果や仮説を紹

介し、ホモ・サピエンスは

いかに日本列島に上陸し、

日本列島人となったか、と

いうテーマに迫ります。 

■  

■6か月（6回）17,160円 

西村 喜憲 

北海道大学大学院文学研究院教授 

『土佐日記』を読む

『古今和歌集』の選 

者として知られ、日 

本和歌史上に大きな 

足跡を遺した紀貫之 

の作品をじっくり読み解きます。 

後藤 康文 

北海道武蔵女子短期大学非常勤講師 

・キリスト教の浸透 

・建築と住環境 

・学知と教養 

・中世音楽の世界 

・中世人の生涯 

■  

■6か月（12回）27,456円 

田村 理 

諫早 庸一 

美術評論家 

西洋美術鑑賞論Ⅲ 
アヴァンギャルドの歴史的法則 

鈴木 正實 

℡ 011-222-5011 

宮松 大輔 

■  

■6か月（11回）25,168円 

■  

■6か月（6回）13,728円 

■11/29(日) 10:30～12:00 

■会員 3,432円 一般 4,004円 教材費 3,850円 

GRACE K フラワースクール主宰 

 

大石 和美 

花作家、花育家 森 直子 

■12/11(金) 13:00～15:00 

■会員 3,432円 一般 4,004円 教材費 3,300円 

 

短期 
ウォームケア 
「温活」のためのアロマテラピー 

■  

■全4回 11,440円 教材費3,080円 

あとりえ柚子香yuzca代表 

血行促進やリラックスで冷えの改善を目指

しましょう。体のメカニズムを知って、め

ぐりを整えるセルフケアをご紹介します。 

谷 淳子 

全国英語通訳案内士 

養成講座 ※中上級レベル 

通訳案内士の受験を考え

ている方、今までと違っ

たアプローチで英語学習

をしたい方にもおすすめ

の講座です。 

■  

■6か月（12回）34,320円 

文芸誌『がいこつ亭』主宰、作家、画家 

 

・もう一度ムーミンを 

  ―その多様性と世界 

・21世紀に『モモ』を 

 読む意義 

・『星の王子さま』と 

 本当に大切なもの 

■  

■6か月（6回）17,160円 

三神 恵爾 

やさしい話し方レッスン 
緊張しても心に届く 

楽しいレッスンで、体

験を自信につなげて、

あなたの理想とする話

し方を目指しましょ

う。初心者大歓迎！ 

■  

■6か月（11回）30,250円 

石橋 宜子 

見た目年齢が5～10歳若返る！ 
色彩×骨格診断 

■  

■

■

健康的で若々しく、美しく見える自分色、

似あうシルエットをご提案いたします。 

大石 和美 

■  

■全2回 会員6,424円、一般7,568円 

手軽にはじめることが 

できる盆栽を作り、育 

て方から飾り方までを 

学びます。 

・キンズ：世界最小のミカンの木  

・オリーブの木 

遠州流茶道教授 

気軽に・楽しく「いっぷく」を 

実生活で活かせるよ

うに、作法や点法を通

して、美しい所作が自

然と身に付くように

稽古を進めます。 

■  

■  

片石 宗隆 

シニアの食事と栄養 
食べて「免疫力」アップ！ 

・免疫力ってどんな力？ 

・冬の病原菌から身を 

 守るには 

・免疫力を高めるヒント 

■  

■3か月（3回）8,580円 教材費1,650円 

山際 睦子 

作曲家、札幌大谷大学芸術学部准教授 

読譜入門 
ソナタ形式の楽譜の楽しみ方 

小山 隼平 

■  

■6か月（6回）13,728円 

大人が楽しむ絵本の世界 

・Xmasには素敵 

 な絵本を 

・絵本の贈り物 

■

5か月（5回） 

■13,200円 教材費550円 

森 景子 

リコーダーをはじめよう 

■

3か月（6回） 

■10,296円 

中野 聖子 

初心者を対象と

した、入門3か月

コースです。 

■

 

■30,228円 

廣島 経明 

はじめての 
パステルハープ 

■

 

■20,592円 

小野寺 みゆき 

15弦の小さな

ハープで癒し

の音色を。 

小路 初枝 

はじめてのつまみ細工 

■

 

■17,160円 

 
 

■

 

■36,608円 

田島 裕子 

白戸 和子 

はじめてのこぎん刺し 

■

 

■17,160円 

 

■

 

■17,160円 

石毛 美智穂 

充実の夜講座 

話し方とマナーのすてきなレッスン 

■

■6か月（11回）29,040円 

小原 加奈 

ゼロから始める俳句入門 

■

■6か月（12回）27,456円 

五十嵐 秀彦 

バッチフラワーレメディ 

■

■6か月（6回）17,160円 

米林 佳良子 

タロットカードの世界 入門Ⅰ 

■

■6か月（6回）17,160円 

ミーシャ 

イラストレーター 

小さな花のイラストスケッチ 
ノート・手帳にかわいい花園 

なぜこんな形や色なの 

か、理解しながら楽し 

く学びます。絵心がな 

くても大丈夫。画材も 

自由です。 

■  

■  

藤川 志朗 

11/28
（土） 

秋の講座 受講生募集中！ 

各講座の詳細は、ホームページでご確認いただけます。ご希望の方には、詳しいご案内を無料でお送りいたします。 

小さな果実の苔盆栽 
かわいい実を小さな器に 



英会話 

映画で楽しむ英会話 中級 
“About Time” 

     
      定員7名（上級者対象） 

お問い合わせ
ください 

原文で楽しむアガサ・クリスティ 

はじめてのハングル 
30分間ショートレッスン 

ハングル初級 

やさしい中国語 入門 

中国語会話 初・中級 

ゆっくり学ぶイタリア語 

ロシア文学講読 
トルストイの短編を読む 

 

 

うつわで楽しむ豆盆栽 
仕立て方と手入れ法 

女性のための囲碁入門 

囲碁 中級・上級 

    西洋占星術入門 
     私・人のホロスコープを知る 

    タロットカードの世界 
    占い方から読み方まで  

       きっとタロットが好きになる！ 
     はじめてのタロット入門 

     お申込み方法 ①お電話・窓口でご予約 ▶ WEB・振込・窓口にて10日以内にお支払い  ②ホームページ                    でお申込み（24時間受付中！） ▶ クレジットカード決済 

●経験者対象のコースは掲載していません。 ●ほとんどの講座で体験受講（有料）や見学（無料）ができます。 ●講座の日程は一部変則となる場合があります。 ●教材費が別途必要な講座もあります。 

●講座の詳細は、ホームページでご覧いただけます。ご希望の場合はパンフレットをお送りすることもできますので、お気軽にお問い合わせください。 ●   マークは18時以降に開講する講座です。 

●現在、「新北海道スタイル」（7つのポイントプラス1）を実践しながら開講しています。当教室の感染予防対策へのご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。 ●一部開講を見合わせている講座もございます。 

『百人一首』とその周辺 
和歌文学の表現力と想像力 
『源氏物語』を味わう 
螢・常夏・篝火・野分・行幸・藤袴 
源氏物語への招待 
蜻蛉・手習・夢浮橋 

 
第二十六講 幻巻 総集編 

『万葉集』 巻十を読む 

『万葉集』の名歌を味わう 
 

歌と散文にみる 

古代のヒーロー・ヒロイン 

古代和歌を読む 『万葉集』 
巻三から巻四へ 
『古事記』 『日本書紀』をよむ 
景行天皇の時代 
古代文学を読む 『日本書紀』 

 
漢詩・漢文の名作を楽しむ 
「恋のうた」でたどる漢詩の歴史Ⅱ 
俳句入門 
現代の俳句の鑑賞と実作 
楽しい俳句 
実作指導と秀句鑑賞 

日曜俳句会 

やさしい俳句塾 

現代短歌入門 

現代短歌 

短歌はじめました。 

詩をつくる 

「わかりやすい」と言われる 

文章の書き方 

はじめての朗読 

朗読の極意 

朗読教室 

楽しい朗読 

    

響きのある美しい声を作る 

声とことばのレッスン 

      
   伝える力・話す力 

     アロマでおうちの薬箱 

おうちでできる薬膳惣菜 
健康のための薬膳＆漢方レッスン 

    おうちでできる薬膳惣菜 
    美容のための薬膳＆漢方レッスン 

新世界（ニューワールド）のワインを楽しむ 

金曜午後のティータイム 

幸せ紅茶時間 

はじめての和裁 
縫いかたの基本から 

着物・帯リメイク 

モラ 

韓国流パッチワーク ポジャギ 

日本刺繍 
日本刺繍の技法による ビーズ刺繍 

サコタカコ創作ビーズ織り 

はじめての卓上手織り 
裂織から本格織物へ 

卓上手織りで本格織物 
4枚綜絖 

地機で織る 南部裂織 

手縫いで作る 

役に立つ製本講座 
 

   シャドウボックス 
   紙でつくる３Ｄアート 

ステンドグラス 

フォークアートペインティング 
マルチローディング 

 
磁器上絵付け 

たのしい木彫り 

バード＆アニマルカービング  
木でつくる鳥と動物のアートな世界 

仏像を彫る 

表装 

たのしい陶芸 

開講中の講座一覧 

楽しいバードウォッチング 

札幌周辺 冬の里山歩き 

札幌近郊 
冬のゆったり自然散歩 

『歎異抄』と現代 ブッダと親鸞 

写経と坐禅 禅を聞く会 

仏像鑑賞入門 こころと形 

仏像の美 
救いの姿と理想の世界 

   道家の処世訓   『荘子』 

   中国古典に学ぶ 
   人生の知恵 『菜根譚』 
「易」と「陰陽五行」 
易の起源と『易経』の原型（続） 
歴史の風景 
奈良の都と万葉の人々 
「時空」で学ぶ日本中世史 
アイヌ文化の成立と中世の北海道 
北の縄文文化の魅力 
世界文化遺産登録を目指して 
日本の名城と城下町 
城の歴史とロマンを訪ねる 
お江戸に学ぶ 
武士たちの世界と秘話 

 
数寄屋と都市の建築 

 
 

君主から知るヨーロッパ史 

「美味しい」西洋史 
 

西欧の「文明開化」 
メンタルヘルス（心の健康） 
人の一生とこころの健康 
こころの臨床心理と理解学 
私の「こころの臨床」を語る 
哲学の時間 
『「いき」の構造』を読む 
宇宙の謎と人類の挑戦 
日本と宇宙の深い関係Ⅱ 
地球惑星学入門 
探査機が見た太陽系の新しい姿 
知っておきたい西洋美術 
初期イタリア・ルネサンスの美術 
日曜の朝はモーツァルト  
モーツァルトの旅(Ⅱ) 

 

   太極拳 

健康太極拳 

 
   リフレッシュ八卦掌入門 

週末朝のリフレッシュ・ヨガ 
こころとカラダに効く！ 

ストレッチ・ヨガ 

ソフトピラティス＆ 
リラックス・ストレッチ 

ボディメイキングピラティス 

基礎体力ｕｐ健康体操 

骨盤調整＆ストレッチ体操 
 

シニアの楽しい健康プログラム 
筋力アップ＆ストレッチ 

ジャズ体操 

シニアのための 

健康ストレッチ体操 

肩こり、腰痛を防ぐ 
ヒーリング・ストレッチ 

痛み解消体操 エゴスキュー 

ボディラインを美しく！ 
やさしいバレトン 
    作．AC北海道・作田徹と走る 
   
ブルース・リー武術 
ジークンドー （基礎編） 

フィリピン武術 カリ (基礎編) 

80's ヒットナンバーで踊る 
ソウル＆ディスコダンス 

フラダンス 入門 

フラメンコ 

タップダンス 

社交ダンス 

ゆっくり楽しむ 

大人のクラシックバレエ 

大人のための やさしいバレエ 

やさしい書道レッスン 
くらしの書から創作まで 

あなたの求める書に答えます 
手紙から芸術まで 

漢字書・近代詩文書  

かな書道 

カリグラフィー 
アルファベットの書道 

篆刻 雅印を彫る 

ペンで描くスケッチ 
ときめきを見つけたら 

   田島ハルと楽しむ！ 
   アナログイラスト入門 
鈴木周作の 
水彩色鉛筆で描く旅スケッチ 

鈴木周作の 
はじめて描く水彩色鉛筆画 

     洋画のデッサン 

     はじめての油絵 

洋画 

デッサン・洋画 

はじめての水彩画 
お問い合わせください 

やさしい水彩画 

水彩画 

日曜パステル画・水彩画 

 
植物画入門 

日本画 

日本画 
暮らしの中の四季を描く 

ゼロからの水墨画 

水墨画入門  

水墨画 

たのしい絵手紙 

いま、絵手紙。 
こころのレターＥＴＥＧＡＭＩ 

やさしい絵手紙  

木版画を楽しむ 

 
初歩から画像処理・編集まで 

エンジョイフォト 
北海道の風景を撮ろう 

茶道 裏千家 
お問い合わせください 

茶道 表千家 

武家の茶道 古儀茶道藪内流 

志野流香道 お問い合わせください 

池坊 

   小原流 

四季の茶花 

「きもの」のいろは 
初心者のための着付け 

 

日本のうた、こころのうたを歌う 

お問い合わせください 

心に残る愛唱歌、抒情歌を歌う 

こころのうたを歌う 

懐かしの歌声喫茶 

世界の民謡を歌う 

ヴォイストレーニング 

やさしいルネサンス合唱 

ポップス＆ジャズを歌おう 

ミュージカルナンバーを歌おう 

歌謡教室  

シャンソン・カンツォーネを歌う 

   中高年・超初心者からの 
    らくらくピアノ® 

   
   30分個別レッスン 

楽しく学ぶキーボード 
個別レッスン 

リコーダーアンサンブル 入門 

リコーダーアンサンブル 中級 

たのしいオカリナ 入門・初級 

素朴な音色 オカリナ 

    フルートを楽しむ 

 

楽しい複音ハーモニカ 

 

大人から始める  

ギターをひこう 個別レッスン 

ウクレレ 入門 

   三味線のたのしみ 
     和の音色をアンサンブルで 

長唄三味線 入門 

長唄入門 

お琴を楽しむ 

篠笛入門 伝統の音色に浸る 

詩吟 
お問い合わせください 

能に親しむ 謡曲宝生流 

はじめてのこぎん刺し 
津軽の針仕事 

伝統工芸 水引結び  

絹糸でかがる 加賀のゆびぬき 

経験者 

初心者 

入門 

初級 

さわやか健康太極拳 

太極拳 

お問い合わせください 

やさしいスペイン語 
 

初級 

中級 

教養・芸術 

文学・文芸 

話し方・くらし 

茶道・香道・いけ花・着付 

絵画・版画・写真・書道 

手芸・工芸 

音楽・邦楽 

健康・ダンス 

英語・その他の外国語 

 

現地講座 

ＮＨＫ文化センター札幌教室では、 
・マスク着用やこまめな手洗いに取り組み 
 ます。 
・施設内の定期的な換気を行います。 
・設備、器具などの定期的な消毒、洗浄を 
 行います。 

★


