
生涯学習講座のご案内

二松学舎大学

（６分野１２講座）開講講座一覧

メール kashiwa@nishogakusha-u.ac.jp

年 月開講（春）２０２２ ５

お申込期間

４月４日～４月１４日
２０２２年

●学食・売店がご利用いただけます。
●無料スクールバスを運行しています。
（柏駅東口企業バス乗場から

柏キャンパスまで20分）

6分野
12講座 番号 講 座 名 講座形式 講 師

国文学
2201 万葉第三期の歌人と作品 対面/オンライン 青柳 まや

2202 古文書の基礎とその展開 対面/オンライン 寺内 進

中国文学

2203 漢詩をよむ 対面 吉崎 一衛

2204 唐代の名詩鑑賞Ⅰ 対面 大地 武雄

2205 漢文講読講座 対面 録田 勲

書 道
2206 楷書のいろいろ 対面 寺内 進

2207 行書の基本 対面 伊藤 忠綱

語 学
2208
2209

初級英会話 ※同一講座２コマ 対面 岡田 リアン

芸能・演劇 2210 20世紀シネマ『楽園館』 対面 白井 雅彦

教 養
2211 シルクロード悠久の天地に立つ 対面 山田 勝久

2212 江戸の流行り病 対面 松尾 政司

電話　04-7191-8753 → 04-7191-8751



2201 万葉第三期の歌人と作品 －令和の年号と大伴旅人を中心にー 講師/ 青柳 まや [本学講師]

開講日時 木曜日／13:10～14:40 5月19日、6月2日・16日・30日、7月14日 定員 50名

2202 古文書の基礎とその展開 －崩し字・変体仮名から書画解読へー 講師/ 寺内 進 [本学講師]

開講日時 木曜日／13:10～14:40 5月12日・26日、6月9日・23日、7月7日 定員 50名

2203 漢詩をよむ 講師/ 吉崎 一衛 [本学名誉教授]

開講日時 月曜日／10:50～12:20 5月16日・30日、6月6日・27日、7月4日 ※対面式のみ 定員 50名

2204 唐代の名詩鑑賞Ⅰ 講師/ 大地 武雄 [本学名誉教授]

開講日時 月曜日／13:10～14:40 5月16日・30日、6月13日・27日、7月11日 ※対面式のみ 定員 50名

2205 漢文講読講座 －武帝の内治と外征ー 講師/ 録田 勲 [附属柏高校元教諭]

開講日時 火曜日／10:50～12:20 5月10日・24日、6月14日・28日、7月12日 ※対面式のみ 定員 50名

2206 楷書のいろいろ －書道史に見る書風の違いを味わおうー 講師/ 寺内 進 [本学講師]

開講日時 木曜日／10:50～12:20 5月12日・26日、6月9日・23日、7月7日 ※対面式のみ 定員 30名

2207 行書の基本 －蘭亭序を通して基本点画を学ぶ－ 講師/ 伊藤 忠綱 [本学講師]

開講日時 水曜日／10:50～12:20 5月18日、6月1日・15日・29日、7月13日 ※対面式のみ 定員 30名

2208
2209 初級英会話 －LET’S ENJOY ENGLISHー ※同一講座２コマ 講師/ 岡田 リアン [本学元講師]

開講日時 2208 水曜日／10:50～12:20 5月11日・25日、6月8日・22日、7月6日 定員 25名
2209 水曜日／13:10～14:40 5月11日・25日、6月8日・22日、7月6日 定員 25名

2210 20世紀シネマ『楽園館』 フランス発 ヌーヴェル・ヴァーグ傑作集 支配人/ 白井 雅彦 [本学特任講師]

開講日時 金曜日／12:30～14:40 5月20日、6月3日・17日、7月1日・15日 ※対面式のみ 定員 50名

2211 シルクロード悠久の天地に立つ
－西域の歴史と文化を学ぶー

講師/ 山田 勝久[大阪教育大学名誉教授]

開講日時 火曜日／10:50～12:20 5月17日・31日、6月7日・21日、7月5日 ※対面式のみ 定員 50名

2212 江戸の流行り病 講師/ 松尾 政司 [本学元講師]

開講日時 水曜日／13:10～14:40 5月18日、6月1日・15日・29日、7月13日 ※対面式のみ 定員 50名

講座紹介 国文学
中国
文学 書 道 語 学

芸能
演劇 教 養

※対面式のみ



フリガナ 年 齢 性 別

お名前 男 ・ 女

ご住所

電話 メール
アドレス

緊急連絡先 突然の休講などのお知らせの際に必要となりますので、
携帯電話等、連絡の取れる番号をご記入ください。

▼ ご 記 入 欄 ▼

2022年度 生涯学習講座（春）申込用紙

郵送
による
お申込み

▼対面形式でご受講希望の方▼

〒277-0902
千葉県柏市大井2590
二松学舎大学 行

こちらの申込用紙にご記入の上、
下記にご郵送ください。

こちらのQRコードからお申し込みください↑

フォーム
による
お申込み

▼オンラインでご受講希望の方▼

郵送
による
お申込み

または

番 号 講座名（講師名）
ご希望の講座形式（どちらか一つ）に

〇を記入してください

対 面 オンライン

2201 万葉第三期の歌人と作品（青柳 まや）

2202 古文書の基礎とその展開（寺内 進）

2203 漢詩をよむ（吉崎 一衛）

2204 唐代の名詩鑑賞Ⅰ（大地 武雄）

2205 漢文講読講座（録田 勲）

2206 楷書のいろいろ（寺内 進）

2207 行書の基本（伊藤 忠綱）

2208 初級英会話（岡田 リアン） ※水曜午前

2209 初級英会話（岡田 リアン） ※水曜午後

2210 ２０世紀シネマ『楽園館』（白井 雅彦）

2211 シルクロード悠久の天地に立つ（山田 勝久）

2212 江戸の流行り病（松尾 政司）




