
《水戸教室・１月期》１２月１日（木）１０時から申込受付を開始します！

※金額には消費税が含まれています。

※《３か月講座》は３か月毎に受講料をお支払いただきます。

※お申込みは先着順です。満席になる場合がございますのでお申込みはお早めにお願いします。

【提携】
《藝文プライム鑑賞会》受講生だけの解説付きプライベート鑑賞会です。

講座名

講師名 尾﨑　正明

 （茨城県近代美術館館長）

講義日時 2/23（木・祝）　16時～19時　

参加費 会員 500 円

一般　 1,100 円

場所 茨城県近代美術館（水戸市千波町東久保666-1） 速水御舟《牡丹》1926（大正15）年
遠山記念館蔵

講座内容

【歴史 】
講座名

講師名

講義日時

１月期

受講料 会員 8,800 円

（5回分） 一般 10,450 円

講座内容 　

Ｎew！はじめての古文書（初級編）　《３か月講座》

並木　克央

（茨城工業高等専門学校名誉教授）

第1、第3金曜　13時30分～15時

①1/20　 ②2/3　 ③2/17　 ④3/3　 ⑤3/31

　くずし字で書かれた古文書に馴染んではきたけれども、読み進めていくと分からないこ
とも多く、その調べ方に戸惑ってしまわれる方も多いようです。この講座ではそうした方々
を対象に学んでいきます。

Ｎew！速水御舟展（はやみぎょしゅう）　　　　　　　　　＜提携先：茨城県近代美術館＞

　　　　Ｎｏ　Ｉｍａｇｅ

　僅か30年という短い画家活動ながら、近代日本画の流れを牽引し続けた速水御舟
(1894～1935)。大正期の細密描写による写実表現から古典的な絵画理念への回帰を経
て、平面性と装飾性を伴う後期作品へと至る画風の変遷やその魅力についお話ししま
す。

《申込期間》12/1（木）～2/10（金）
 申込期間内に参加費をお支払いください。お支払い後はキャンセルできません。なお、
鑑賞会当日に限り「ザ・ヒロサワシティ会館前駐車場」をご利用いただけます。



【歴史 】
講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 8,800 円

（４回分） 一般 10,450 円

講座内容 　

【文学】
講座名

講師名

講義日時

１月期

受講料 会員 5,280 円

（3回分） 一般 6,930 円

講座内容 　

講座名 万葉の歌人たち 　《３か月講座》

講師名 瀧口　泰行

（古典学者、常磐短期大学名誉教授）

講義日時 木曜　10時～１２時

1月期 ①1/12　②1/19　③1/26　 ④2/2 　⑤2/9

（1月～3月） ⑥2/16　⑦3/2　　⑧3/9　　⑨3/16　⑩3/23

受講料 会員 17,600 円

（１０回分） 一般 19,250 円

講座内容 　

　江戸時代の村や人のすがたを通して近世社会を学びます。茨城県域の事例も取り上げ
ながら、古文書・史料を読み解いていきます。

村から見た近世の茨城

千葉　真由美

（茨城大学教授）

木曜　１０時～１１時３０分

①1/26　　②2/2　　③2/9　　④3/2

　大伴家持の歌を作歌年代順に鑑賞していきます。家持をめぐる人間関係とその作歌へ
の影響や政治家家持の立場を踏まえながら歌を講読します。また、家持の詩藻のありど
ころや古今和歌集への接点を探っていきます。

　　カズオ・イシグロの日本的なものが、小津安二郎をはじめとする日本映画に影響され
た結果であることを彼自身認めていますが、その影響を想像しながら作品を読み、あらた
めてイシグロの日本的なものについて考えます。

Ｎew！カズオ・イシグロと小津安二郎　《３か月講座》

菅野  弘久

（常磐短期大学教授）

第1，第３水曜　１３時３０分～１５時３０分

①2/1 　 ②2/15　  ③3/1　 



【語学】
講座名

講師名

（スペイン語講師）

講義日時

1月期

（1月～3月）

受講料 会員 12,100 円

（１０回分） 一般 13,750 円

講座内容 　

講座名

講師名

 （スペイン語講師）

講義日時 土曜　13時～15時

1月期

（1月～3月）

受講料 会員 22,000 円

（１０回分） 一般　 23,650 円

講座内容 　

　
講座名

講師名

講義日時

1月期

（1月～3月）

受講料 会員 16,500 円

（１０回分） 一般 18,150 円

講座内容 　

歌詞のイタリア語　《３か月講座》

フーリア　フジオカ

　　　　ＮＯ　ＩＭＡＧＥ

　アリアやイタリアの歌を用いて、言葉の意味や作品の出来た背景と文化にも触れていき
ます。オペラを聴く方には内容が伝わり鑑賞の楽しみが増し、歌う方には美しい発音と表
現力が身につきます。「リゴレット」、「椿姫」、「トスカ」などを取り上げます。

①1/7　②1/14　③1/21　④1/28 　⑤2/4

⑥2/18　⑦2/25　⑧3/4　⑨3/11　⑩3/18

土曜　1３時～1４時

土曜　１１時～１２時

①1/7　②1/14　③1/21　④1/28 　⑤2/4

フーリア　フジオカ

スペイン語初級ーはじめて学ぶスペイン語　《３か月講座》

　初めてスペイン語を学ぶ方や基礎をやり直したい初心者を対象としたクラスです。
簡単な挨拶や会話、言葉のニュアンスが伝わるよう初歩の文法も学びます。
　※テキスト代は別途いただきます。

スペイン語中級　《３か月講座》

フーリア　フジオカ

　　　　Ｎｏ　Ｉｍａｇｅ①1/7　②1/14　③1/21　④1/28 　⑤2/4

⑥2/18　⑦2/25　⑧3/4　⑨3/11　⑩3/18

　前半1時間は初級クラスとの合同で基礎を復習します。後半は仲間同士や講師との
会話を通して、スペインの生活、文化などを様々な角度から学び、総合的なスペイン
語力に磨きをかけます。
　※テキスト代は別途いただきます。

（イタリア語講師）

⑥2/18　⑦2/25　⑧3/4　⑨3/11　⑩3/18



【語学】
講座名

講師名

講義日時

1月期

（1月～3月）

受講料 会員 19,800 円

（１０回分） 一般 21,450 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

1月期

（1月～3月）

受講料 会員 19,800 円

(１０回分) 一般 21,450 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

1月期

（1月～3月）

受講料 会員 19,800 円

（１０回分） 一般 21,450 円

講座内容 　

イタリア語初級　《３か月講座》

（イタリア語講師）

土曜　１５時１０分～１６時３０分

①1/7　②1/14　③1/21　④1/28 　⑤2/4

　長い間英語から遠ざかっていた方や、もう一度基礎から学びたい方に最適です。楽しい
雰囲気の中で学習していきます。
※テキスト代は別途いただきます。

フーリア　フジオカ

　流行の発信地として人気のイタリア。言葉が分かればもっと楽しめるのでは…とお思い
の方、基本から学んでみませんか。文化にも触れていきます。
　※テキスト代は別途いただきます。

英会話教室（ジェスキークラス中級）　《３か月講座》

リンズィー　ジェスキー

（英会話講師）

木曜　１０時～１２時

①1/12　②1/19　③1/26　 ④2/2 　⑤2/9

⑥2/16　⑦3/2　　⑧3/9　　⑨3/16　⑩3/23

　しばらく英語を離れていた方や、もう少し会話を上達させたい方にお勧めします。楽しい
雰囲気の中で様々な英会話の表現を学習します。

英会話教室（ジェスキークラス初級）　《３か月講座》

リンズィー　ジェスキー

　　　　ＮＯ　ＩＭＡＧＥ

（英会話講師）

木曜　14時～16時

①1/12　②1/19　③1/26　 ④2/2 　⑤2/9

⑥2/16　⑦3/2　　⑧3/9　　⑨3/16　⑩3/23

　　　　ＮＯ　ＩＭＡＧＥ

⑥2/18　⑦2/25　⑧3/4　⑨3/11　⑩3/18



【創作工芸】
講座名

講師名

講義日時

1月期

（1月～3月）

受講料 会員 18,700 円

（5回分） 一般 20,350 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

1月期

（1月～3月）

受講料 会員 22,000 円

（9回分） 一般 23,650 円

教材費

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

1月期

（1月～3月）

受講料 会員 19,800 円

（10回分） 一般 21,450 円

教材費

講座内容 　

仏像彫刻　《３か月講座》

赤土　隆光　

（仏師）　

金曜　１０時～１２時　

　和紙に岩絵具、墨、金箔等を使い、時間をかけて描きます。天然の岩絵具の美しさを感
じながら一歩一歩仕上げていきましょう。「楽しい」「難しいけど面白い」活気ある声が聞こ
えます。初心者経験者共に歓迎です。

日本画　《３か月講座》

安達　友紀　

（日本画家、創画会会友）　

第２、第４水曜　１０時～１５時　　※特定週変更

①1/11　　②1/25　　③2/8　　　

④3/8 　　⑤3/22 　   

　野鳥の愛らしい姿をそのまま木彫りにするバードカービング。道具の使い方から彫り、
塗りへと指導します。まずは四十雀から。

①1/6　　②1/13　③1/20　④2/3 　⑤2/10

⑥2/17　⑦3/3　　⑧3/10　⑨　3/17　

約2,200円 ※初回講義日に講師へお支払ください。

　立体の写経といわれる仏像彫刻。初心者の方は彫刻刀の使い方から始まり、仏手、
仏足、仏頭など部分的に制作していきます。

バードカービング　《３か月講座》

渡辺　敏治　

（野鳥彫刻家）　

金曜　１３時３０分～１５時３０分　

①1/13　　②1/20　③1/27　　④2/3 　⑤2/10

⑥2/17　　⑦2/24　⑧3/3　　⑨3/10　　⑩3/17

約1,500円～



【創作工芸】
講座名

講師名

講義日時

1月期

（1月～3月）

受講料 会員 17,600 円

（5回分） 一般 19,250 円

材料費

彫刻刀代

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

1月期

（1月～3月）

受講料 会員 19,800 円

（10回分） 一般 21,450 円

講座内容 　

【音楽】
講座名

講師名

（フルート奏者）

講義日時

1月期

（1月～3月）

受講料 会員 19,800 円

（10回分） 一般 21,450 円

講座内容 　

木彫　《３か月講座》

⑥2/14　⑦2/21　⑧2/28　⑨3/7　　⑩3/14

　個人のレベルに合わせて、丁寧に指導します。経験のある方はもちろん、初心者も安心
してご参加いただけます。
　※フルートをお持ちでない方はご相談ください。

約1,000円 ※初回講義日に講師へお支払ください。

約10,000円 ※初回講義日に講師へお支払ください。

　素朴で優しい木の感触を楽しみながら、暮らしに役立つ様々な作品を創ります。
※資格コースもあります。

フルートレッスン　【３か月講座】

後藤　晴美

火曜　1０時～1２時３０分

①1/10　②1/17　③1/24　④1/31 　⑤2/7

鈴木　泰子

（木彫家）　

第１、第３火曜　１０時～１５時　

①1/17　　②1/31　　③2/7　 　④2/21　　⑤3/7　　

　

　対象の見方、感じ方、描き方を楽しく学習します。いろいろな画材や絵画技法も体験し、
表現の幅を広げましょう。
　あのように、このように、どうすれば・・・と、新たな表現を模索中の方にも対応します。
※モデル使用の場合、費用は各自負担となります。

デッサン＋（プラス）　《３か月講座》

松本　安良　

（美術家、CAF.N会員）　

水曜　１０時～１２時

①1/11　②1/18　③1/25　④2/1 　⑤2/8

⑥2/15　⑦2/22　⑧3/1 　⑨3/8　　⑩3/15



【スポーツ】
講座名 体幹を鍛えるバレエストレッチ　《３か月講座》

講師名

講義日時 日曜　１０時～１１時３０分

1月期 ①1/8　　②1/15　　③1/22　④2/5 　　⑤2/12

（1月～3月） ⑥2/19　⑦2/26　　⑧3/5　　⑨3/12　　⑩3/19

受講料 会員 22,000 円

（10回分） 一般 23,650 円

講座内容 　

　綺麗な音楽に合わせて楽しく体を動かします。続けると強くて柔軟性のある、美しい体
に変化し、姿勢も良くなります。明るい雰囲気のクラスですのでお気軽に仲間に加わりま
せんか？丁寧に指導を致します。

（バレエ講師）

山崎　恵


