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講座申し込みから受講までの流れ
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SPRING

5月開講

環　境

城西エクステンション・プ
ログラムの受講生の方々
はキャンパス内の施設を
ご利用いただけます。

申し込みにあたっての注意点

開講時間30分前よりエクステンション・プログラム受付にて、
受講料納入手続きをいたします。受講料は現金でのお支払
いとなりますので、おつりのないようご用意ください。尚、
欠席される場合は必ず下記事務局までご連絡ください。

〈所在地〉〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26  
城西大学  城西国際大学  東京紀尾井町キャンパス

［城西エクステンション・プログラム事務局］

2013

【受講料・教材費】受講料・教材費は、消費税を含む金額です。
開講後、受講料・教材費の返金は理由に関わらずできません。

【締切・中止・変更】講座の募集は、定員に達し次第締切ります。
講座開講日の一週間前の時点で、最低開講人数に満たない場合は、やむ
を得ず開講を中止させていただくことがあります。申込者にはその旨を
郵送、もしくは電話にてご連絡いたします。
都合により、代理講師による講義や日程等を変更する場合があります。

【休講・補講】講師の都合、大学行事等によりやむを得ず休講とする場
合は後日補講をおこないますが、ご希望に添えない日時になる場合があ
ります。事故等により講座開講時間を30分経過しても開始ができない
場合は、休講扱いとします。

【会員証】受講生には会員証を発行いたします。
会員証は他人に譲渡・貸与することはできません。紛失の場合は、受講確
認のうえ再発行いたします。会員証は、講座受講および図書館利用時に
必要となります。来校の際は携帯してください。

【受講に際して】講義開始 5分前までに教室に入室してください。
講義に支障をきたす行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。
教室内での飲食は、講座内容に関すること以外はできません。
盗難やその他の事故等については、大学では責任を負いかねます。
キャンパスまでの通学は、公共機関をご利用ください。
講座の録音・ビデオ等での撮影は、原則としてできません。文章・写真・
映像・音楽を含む講座内容全ては、本学もしくは本学にその利用を認め
た権利者に帰属します。講座内容を本学または本学にその利用を認めた
権利者の承諾を得ずに転載、使用、複製、配布、改変などすることはでき
ません。

【受講修了証書】修了証書発行対象講座の出席率80％以上の受講生に発
行いたします。

【千代田区講座講習会バウチャー制度】城西エクステンション・プログラ
ムは千代田区講座講習会バウチャー制度に参加しています。詳細は、千代
田区立九段生涯学習館（TEL.03-3234-2841）にお問い合わせください。

JOSAI
EXTENSION
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●城西エクステンション・プログラム●
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http://www.josai.jp/lifelong/ex/

今春に新規開場する東京の歌舞伎座。その建て替えにあたり、設計を担当さ
れた建築家隈研吾氏をお迎えし、伝統の継承と世界的な大都市東京におけ
る新しい建築のあり方の示唆をお伺いします。隈氏は、今回の建て替えにあ
たって「歌舞伎座のシンボル性の継承」と、「20世紀は建物を壊して新築す
るか保存するかのどちらかであったが、21世紀は建物の時間や記憶の蓄積
を継承しながら新しく作りかえるということが目標となるだろう。」と語っ
ていました。隈氏から幅広い考えを聞き出してくださるインタビュアーと
して、ジャーナリスト清野由美氏をお迎えしました。清野氏は、ユニークな
視座が新鮮な『新・都市論ＴＯＫＹＯ』『新・ムラ論ＴＯＫＹＯ』（集英社新書）と
いう二冊を隈氏とともに手掛けておられます。今年2月には、隈氏の半生と
仕事ぶりが集約された語りおろし文明論『建築家、走る』（新潮社）の聞き書
きも担当されました。
新規の歌舞伎座の話を中心に、都市と空間、記憶と継承、人と建築などさま
ざまに話が広がることを期待しています。

　マークの講座は単位が認定されます。自分の
ペースで単位をとりながら、城西大学・城西国
際大学への編入・推薦進学を目指すことも可能
です。詳細はお問い合わせください。単位認定制度

は単位が認定されます

歌舞伎座における「継承」をめぐって

電話 　03-6238 -1400
受付時間 /10：00～18：00
（土曜・日曜・祝日を除く※講座開催日は受け付けます）

ＦＡＸ　03-6238-1399
任意の様式に【氏名・郵便番号・住所・電話番号・講座名】
をご記入のうえ、上記 FAX 番号へ

Ｅ-mail　kioiclub@jiu.ac.jp
任意の様式に【氏名・郵便番号・住所・電話番号・講座名】
をご記入のうえ、上記アドレスへ

開講日1週間前になりましたら、事務局より「開講日のご案内」
をお送りします。

講座申込

開講日のご案内

開講日手続き

隈 研吾（くま・けんご）
1979年東京大学大学院建築学専攻修了。コロンビア大学建築・
都市計画学科客員研究員などを経て、1990年、隈研吾建築都市
設計事務所設立。現在、東京大学工学部建築学科教授。「根津
美術館」（毎日芸術賞受賞）、梼原・木橋ミュージアム（芸術選奨文
部科学大臣賞）など受賞多数。著書に、『新・建築入門』（ちくま
新書）、『反オブジェクト』（筑摩書房）、『負ける建築』『つなぐ建築』
『小さな建築』（岩波書店）など。

講　師

清野 由美（きよの・ゆみ）
1982年東京女子大学文理学部史学科卒業。草思社編集部勤務、
英国留学を経て、1987年「日経トレンディ」誌創刊に参加。1991年
まで同編集部勤務の後、独立。国内外の都市開発、デザイン、トレ
ンド、マーケティングなどを取材した著作が多い。著書『セーラが
町にやってきた』（プレジデント社／日経ビジネス人文庫）、『ほんも
のの日本人』（日経ＢＰ社）、『「オトコらしくない」からうまくいく』（佐
藤悦子との共著・日経ＢＰ社）。

講　師

歌舞伎座  ©松竹株式会社

『建築家、走る』
（新潮社 2013年）
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コ ー ド　13101　　　　
講　師　 隈 研吾／清野 由美

時　間　土曜日 11:00～12:30

日　程　6 / 1

回　数　全 1回

受講料　1,000円

定　員　120名

TEL.03-6238-1400  FAX.03-6238-1399 E-mail  kioiclub@jiu.ac.jp

▲
▲

▲

福永 佳津子
（ふくなが・かつこ）
海外生活カウンセラー ／
ロングステイ財団政策審議委
員 ／海外邦人安全協会理事
上智大学卒。在NY6年。帰国
後は海外生活カウンセラーと
して講演執筆多数。NHK趣味
悠 「々サトウサンペイと楽しむ
海外旅行術（ロングステイ）」講
師等。著書に『ある日海外赴任』
『アジアで暮らすとき困らない
本』他がある。

コーディネーター・講師

コ ー ド　 13109

人生設計 台湾ロングステイを堪能する
ロングステイ財団共催連続講座 

平野 久美子／ノンフィクション作家。編集者を経
て執筆活動へ。アジアと日本の関係を中心に幅
広いテーマで作品を発表。「テレサ・テンが見た夢・
華人歌星伝説」「淡淡有情・忘れられた日本人の物
語」「中国茶・風雅の裏側」「トオサンの桜・散り
ゆく台湾の中の日本」「水の奇跡を呼んだ男」な
ど多数。台湾の台北市、屏東県でのロングステイ
体験がある。

篠原 豊／1942年東京都生まれ。大学卒業後、貿
易商社勤務を経て公務員となり、傍ら中国語通訳
の資格を取得。退職後、北京に遊学。その後台湾
を深く知りたいと思い、ロングステイを経験。

篠原 亮子／1946年樺太生まれ。高校卒業後、
病院勤務を経て結婚、専業主婦。実母を16年看
護し、介護福祉士・保育士の資格を取得。夫の遊
学先北京に1年滞在。その後夫とともに台湾にロ
ングステイ。

ゲストスピーカー

台湾がロングステイ人気国トップテンにラ
ンクインした。親日的な近隣国に惹かれて
新しい出会いに胸躍らせる人たちがぐんと
増えてきたことがわかる。その台湾ですで
にロングステイを堪能されている篠原さん
ご夫妻は、3・11の直後、台南の成功大学の
剣道部の学生さん5人が、自分たちで集めた
義捐金（10万円相当）を持ってきてくれたエ
ピソードを、また平野さんは、以下のコメン
トを寄せてくれている。「『日本人にとって
台湾は暮らしやすいか？』と問われれば、私

60名

受講料

定　員

2,000円／夫婦受講 3,000円
※LSメンバーズの方1,500円
　／夫婦受講2,000円

回　数　  全1回 

コーディネー
ター・講師

時　間　  土曜日 14:00～16:30

日　程　   6/8

福永 佳津子
　　

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会） （主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

Photo：Dee Conway

芸　能

世界的な人気を誇る3大バレエのひとつとして名を馳せるのが英国ロイヤル・
バレエ団。演劇的なバレエの伝統と気品ある“ロイヤル・スタイル”で皆様に
ご覧いただくのが、チャイコフスキーの3大バレエのひとつ「白鳥の湖」です。
同バレエ団が本作を上演するのは、実は日本では15年ぶりという貴重な機会
となります。最高峰の古典全幕の世界を、最高峰のバレエ団で鑑賞する贅沢
なひと時は、皆様を幻想的な世界へと誘うことでしょう。

英国ロイヤル・バレエ団
「白鳥の湖」

バレエ鑑賞

※料金は郵便払込となります。払込み後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

コ ー ド　  13110

日　程　 7/13

回　数　 全1回

料　金　 B席 14,000 円

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

ヴェルディ生誕200年祭である今年、イタリア・オペラの頂点を極めるミラ
ノ・スカラ座が来日公演を行います。その期間中に特別に催されるのがこの
特別演奏会。イタリア・オペラの殿堂であるスカラ座のサウンドを担うオー
ケストラによる圧倒的力量と迫力でオペラ楽曲の素晴らしい魅力を余すとこ
ろなく皆様にお届けします。オペラ名曲集で構成される今回のコンサートで
あれば初めての方にもお薦め。華麗なるオペラ音楽の世界へ、ようこそ！

ミラノ・スカラ座管弦楽団
特別演奏会

音楽鑑賞

18:00～20:40（予定）
時　間　 土曜日

※料金は郵便払込となります。払込み後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

コ ー ド　  13111

日　程　 9/5

回　数　 全1回

料　金　 B席 13,000 円

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

19:00～21:00（予定）
時　間　 木曜日

ヴェルディ「椿姫」第３幕への前奏曲
ロッシーニ「ウィリアム・テル」序曲　他

※曲目は演奏者の都合により変更になる場合があります。

ミラノ・スカラ座管弦楽団

写
真
提
供
：
台
湾
観
光
局

【演奏予定曲目】

ダニエル・ハーディング
　

指揮：ダニエル・ハーディング
演奏：ミラノ・スカラ座管弦楽団

は即座に『ＹＥＳ』と答える。何と言っても日本から近く、気候が温暖で温泉もあ
れば桜も咲く。治安と医療施設は合格点がつくし、台北市以外なら物価はまだ
割安感がある。台湾の食は中国大陸に比べると脂が控えめで日本人好みだし、
日本統治時代に改良した蓬莱米（ジャポニカ種）をはじめ日本食が普及してい
る。言わずと知れた親日感情の高さも心強い。戦前に日本語を習ったお年寄り
から現在勉強中の若者まで、よき友達になってくれるだろう。キャリアや趣味を
活かして社会貢献できる機会が増えれば、市民主導の交流、友好が暮らしの中
から広がる。そうなれば、日台の先人が営々と築いてきた絆は、さらに深まり、
ロングステイの充実感も増すに違いない」
本講座では、実際の住まいや町の様子なども映像でご紹介する。受講生の台湾
ロングステイが明日決行されても不思議ではない講義としたい。

龍山寺

〈オペラ名曲集〉全 4幕

（photo：Marco Brescia）

士林夜市

●PCブース（2F）
●図書館（2F）
　※閲覧のみ

●カフェテリア（B1F）
　※月～金営業

東京紀尾井町キャンパス



文　学

今年は平維盛についての物語を読みたいと思います。維盛は清盛の孫、重盛の
子として平家一門の正系を受け継ぐべき立場にありましたが、平家の没落・滅
亡に至る歴史の中で悲劇的運命を辿ります。光源氏を思い起こさせるような容
姿端麗の貴公子だった事も手伝い、物語は彼を語って哀調が冴えていますが、
平家全盛時の彼の姿は描いていません。今期は、それらも視野に入れて考える
ために、親しかった人々の文章もいくつか取り上げてみたいと思います。（後
期に一門から離脱して出家、入水に至る記述を扱う予定です。）

大正・昭和の女の子
―その時代と暮らし

古　典

西園寺実宗と維盛
西八条の遊び
維盛との贈答
維盛の入水

芸　能

国際日本学

『平家物語』を読む

コ ー ド　 13105

講　師　 三木 紀人（城西国際大学教授）

時　間　 月曜日 11:10～12: 40

　　　　  日　程 5/20 、27　6/3、10、17 、24
7/1、8

回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費別途〉

定　員　 20名
中村扇雀

茂木本家美術館

カフェMOMOA

もの知りしょうゆ館

中村錦之助
◀『黒塚』国立能楽堂提供

平家物語絵巻 七（下）維盛の都落の事〈（財）林原美術館〉

吉野ヶ里遺跡

『小さいおうち』
（文藝春秋 2010年）

『一〇〇年前の女の子』
（講談社 2010年）

（主催：国立劇場）

気品と美しさを兼ね備えた中村扇雀
が演ずる姫の正体とは…。今回の歌舞
伎鑑賞教室では、華やかな踊りと音楽
が織りなす歌舞伎舞踊の名作『紅葉
狩』をご覧いただきます。戸隠山へ紅
葉見物に出かけた武将・平維茂らは、
美しい更科姫に出会い酒宴を開きま
す。飲み過ぎて居眠りをすると夢の中
に山神が登場し、人食い鬼神がいると
警告。目覚めた維茂の前に現れたの
は、恐ろしい姿に様変わりした姫でし
た。赤い振袖姿でたおやかに踊る姫
と、恐ろしい隈取りで激しく立廻る鬼
女との対比が見どころです。常磐津・
竹本・長唄による三方掛合の演奏もお
楽しみください。鑑賞後はバックス
テージツアーもございます。

歌舞伎鑑賞教室
新歌舞伎十八番の内

料　金　 １等席 3,500円

定　員　 30名 

会　場　 国立劇場 （半蔵門）

紅葉狩』

コ ー ド　 13108

（予定）

〈バックステージ
  ツアー付き〉時　間　 金曜日

　　　　 14:30～17:00

　9：45

10：00

11：00

12：30

東京紀尾井町キャンパス１階集合

出発　

茂木本家美術館着、鑑賞

昼食（館内カフェＭＯＭＯＡ）

日　程　 6 / 7

回　数　 全 1回

※料金は郵便払込となります。払込み後の
キャンセルはできませんのでご了承ください。

※料金は郵便払込となります。払込み
後のキャンセルはできませんのでご了
承ください。

※料金は郵便払込となります。払込み後の
キャンセルはできませんのでご了承ください。

コ ー ド　 13102

講　師　 中島 京子／船曳 由美

時　間　 土曜日 14 :00～15:30

日　程　 7/6

回　数　 全１回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

環　境

丸の内“赤レンガ駅舎”が、創建時100年前の姿へ。鹿島建設が共同企業体で
進める、東京駅の保存・復原工事が、2012年10月、完成しました。戦災により
失われたままだった３階部分と南北ドームが復活し、ドーム内部も創建時の美
しい造形を取り戻しています。銅板・スレート瓦など装飾物の復原には、全国
各地から職人が集結。互いの情報と技術を交換しながら、創建時の写真など少
ない資料をもとに工事にあたりました。建物だけでなく、過去の大切な技術
を未来につなぐことも、この計画の重要な意義となりました。
地上の復原工事と並行して行われたのは、地下での免震化工事です。全長約
335mもの建物をジャッキで持ちあげ、これまで駅舎を支えていた１万本以上
の松杭を撤去。新しい地下躯体を構築し、352基の免震装置に建物の荷重を移
動しました。東京駅という巨大ターミナル駅としての機能を維持しながら、行

東京駅丸の内駅舎保存・復原工事
～100年の歴史を支え、次の100年へ繋ぐ～

茂木本家美術館＆
キッコーマン野田工場見学
バスツアー

歴史から学ぶID
～日本書紀から番号制度まで～

コ ー ド　 13103

講　師　 楠 正憲

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　 7/20

回　数　 全１回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

コ ー ド　 13104

上浪 鉄郎

時　間　 土曜日 11:00～12 :30

日　程　 6 /8

回　数　 全１回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

（東京駅丸の内駅舎保存・
復原工事共同企業体 副所長）

講　師
コ ー ド　 13106

日　程　 6 /19

回　数　 全１回

受講料　 3,500円
　　　　（昼食代・入館料含む）

定　員　 25名

※9:45 紀尾井町キャンパス集合

美　術

※ご参加の際は歩き易い服装でお越しください。
※交通事情等により予定変更する場合があります
ので、あらかじめご了承ください。

千葉県野田市の茂木
本家美術館を訪れ美
術品を鑑賞した後、
醤油工場をご見学い
ただくバスツアーを
企画いたしました。
茂木本家美術館で
は、名誉館長である
創立者十二代茂木七左衞門が永年蒐集してきた美術
品が展示されています。横山大観、中島千波などの大
家によるさまざまな富士山画、梅原龍三郎、小倉遊
亀らの作品、そして企画展では海外でも人気の高い川
瀬巴水の風景版画など、幅広い作品をご鑑賞くださ
い。巴水の版画では詩情あふれる日本の風景が楽しめ
ます。茂木本家はキッコーマン創業家の一つでもあり
ます。昼食後、キッコーマン野田工場内「もの知りしょ
うゆ館・御用蔵」へ移動し、醤油製造工程をご見学く
ださい。宮内庁へお納めする伝統的な醤油づくり技術
や装置もご覧いただけます。

◇解説「能楽のたのしみ」

◆狂言「清水」[ 喜多流 ]
　大藏千太郎ほか（シテ・交互出演）

◆能「黒塚」[ 大蔵流 ]
　香川靖嗣ほか（シテ・交互出演）

※わかりやすい座席字幕付き

毎回大好評をいただいております能楽
鑑賞教室を、今期もご案内いたします。
まず出演者による実演を交えた解説ス
テージで、楽しく伝統芸能の世界へい
ざないます（約25分）。そして、数ある
演目の中からセレクトされた初めての
鑑賞に適した名作をご覧いただきます
（狂言＝約20分、休憩＝約15分、能＝
約60分）。国立能楽堂では、日本で初の
パーソナルタイプの座席字幕システム
を取り入れ、日本語・英語の2チャンネ
ルで詞章と解説を表示。初めて能楽を
ご覧になる方にも分りやすいよう鑑賞
をサポートします。歌舞伎と並ぶ日本
の伝統芸能である能楽の本格的な舞台
を、この機会にぜひご堪能ください。

狂言『清水』
（主催：国立能楽堂）

能楽鑑賞教室

コ ー ド　 13107

回　数　 全 1回

料　金　 脇正面席 2,500円

定　員　 30名 

会　場　 国立能楽堂（千駄ヶ谷）

日　程　 6/27

時　間　 木曜日
　　　　14:00～16:00（予定）

 能『黒塚』

　　

演目・出演者

１

2

3

4

－平維盛の悲劇

東日本大震災では津波によって多くの住民情報が流さ
れましたが、その多くは無事に復元されました。年金
不正受給問題では存否の明らかでない高齢者が存命中
として扱われていることが明らかになりました。また、
年金記録問題では支払われているはずの年金保険料が
適切に記録されていない実態が明らかになりました。
これらの問題は今に始まった話ではなくて、膨大な数
の住民の情報を長期間に渡ってどのように管理するか
は、為政者にとっては昔から悩ましい課題だったよう
です。本講座では、日本における住民制度の変遷を日
本書紀に描かれている古代戸籍から振り返り、時代毎

楠 正憲（くすのき・まさのり）
1977年熊本県生まれ。学生時代からWebサイト・電子決済シス
テムの構築、認証連携プロトコルなどの設計などに携わる。2002
年マイクロソフトに入社。Windows Server製品部Product  
Manager、CTO補佐、技術標準部部長を歴任。2010年IT戦略本
部情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査
会委員、2011年12月内閣官房社会保障改革担当室番号制度推
進管理補佐官、2013年4月ヤフー（株） ID本部長。

講　師

中島 京子（なかじま・きょうこ）　
1964年東京都生まれ。86年東京女子大学文理学部史
学科卒業、主婦の友社勤務。フリーライターを経て、2003
年『ＦＵＴＯＮ』でデビュー。06年『イトウの恋』、07年『均
ちゃんの失踪』、08年『冠・婚・葬・祭』がそれぞれ吉川英治
文学新人賞候補に。10年『小さいおうち』で第143回直木
賞を受賞。著書に『平成大家族』『女中譚』『エルニーニョ』
『花桃実桃』『東京観光』『眺望絶佳』『のろのろ歩け』など。
エッセイ集に『ココ・マッカリーナの机』、訳書に『地図集』
（著・董啓章、共訳・藤井省三）がある。現在「小説すばる」
に『かたづの！』を連載中。

講　師

船曳 由美（ふなびき・ゆみ）　
1938年東京都生まれ。62年東京大学文学部社会学科
卒業、平凡社に入社。雑誌「太陽」に創刊時よりかかわり
全国各地の民俗、祭礼、伝統行事を取材、『黒川能』（真壁
仁 文・薗部澄 写真）、『東大寺』(土門拳 写真）などの単
行本を生みだす。85年平凡社を退社。86年集英社に入
社。99年定年退職後フリー編集者。Ｍ.プルースト『失われ
た時を求めて』（鈴木道彦 訳）、J.ジョイス『ユリシーズ』
（高松雄一・永川玲二・丸谷才一 訳）などを担当。現在、刊
行中の『完訳ファーブル昆虫記』(奥本大三郎 訳)にも携わ
る。2010年『一〇〇年前の女の子』を出版。

講　師

■事業主体：東日本旅客鉄道株式会社　■設計者：東日本旅客
鉄道株式会社 東京工事事務所・東京電気システム開発工事事務
所　東京駅丸の内駅舎保存・復原設計共同企業体（株式会社ジェ
イアール東日本建築設計事務所・ジェイアール東日本コンサルタン
ツ株式会社）　■監理者：東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務
所・東京電気システム開発工事事務所　株式会社ジェイアール東
日本建築設計事務所　■施工者：東京駅丸の内駅舎保存・復原
工事共同企業体（鹿島・清水・鉄建 建設共同企業体）

き交う人の足下で、過去に例を見ない大工事が進められていたのです。
総工事期間約2000日、延べ86万人もの関係者が24時間体制で携わった、日本建築史上最大級の保存・復原プロジェ
クト。終電から始発の限られた時間にも休まずに工事は行われていました。創建当時への復原と、駅舎全体の免
震化という世紀の大プロジェクトは、ひとりひとりの地道な作業の積み重ねにより完結しました。携わったすべて
の人々の努力と知恵と熱い想いを、少しでも感じていただければと思います。

建礼門院右京大夫集 平家公達草子と明月記

平家物語
 巻第七・維盛都落

5

6

7

8

テキスト／久松潜一・久保田淳校注『建礼門院右京大夫集』（岩波文庫）、
梶原正昭・山下宏明校注『平家物語』三（岩波文庫）

時　間　 水曜日 10:00～16:30

スケジュール

※食事は弁当（寿司と蕎麦のセット）
　となります

キッコーマン野田工場へ移動

工場着、見学

出発

東京紀尾井町キャンパス着、解散

13：45

14：00

15：30

16：30

直木賞受賞作『小さいおうち』（文藝春秋社刊）で、昭和初期の東京における、
ある家族の日常風景を丁寧にそしてユーモアを交えて描きだした中島京子
氏と、『一〇〇年前の女の子』（講談社刊）で、ご母堂テイさんの明治から昭
和にわたる生涯を愛情深く描いた船曳由美氏。お二人は、『小さいおうち』
文庫版のあとがきで、「私たちと地続きの時代の物語」と題した対談を行い、
大正・昭和初期という時代の“新しさ”“面白さ”を語っています。
この対談では、言葉づかい、食べもの、衣服、住居など、当時の暮らしぶりを
はじめ、市電やタクシーを使って都内を行き来する様子、デパートでローン
で買い物をするなどの消費生活がこの時代に始まっていることなど、お二人
の鋭い観察眼と、豊富な知識から、楽しいエピソードが紹介されていました。
一方で、この時代の背景にはあの苛酷な戦争があり、その影は迫りつつあり
ました。やがて日常の暮らしは根本から破壊されていくのです。その中で『小
さいおうち』の最終章に描かれた“秘められた恋の顛末”とは……。
農村から東京へ出てきた少女が、どのように自立の道を歩んでいったのか
――それぞれの作品に触れながら、私たちの母や祖母たちが暮らした大正・
昭和初期とはどんな時代であったのかをお話しいただきます。

本土寺 過去帳（松戸市教育委員会提供）

の必然性の変遷や制度設計の紆余曲折を探る中で、何
のために古代戸籍がつくられ、どのように崩壊し、な
ぜ江戸時代に改めて寺請制度が必要となったのか。明
治維新後の戸籍の近代化、戦後なぜ戸籍と住民票が分
かれているのか等の経緯を概説し、住民サービスやプ
ライバシーを巡る最近の議論を紹介しつつ、これから
のIDが解決すべき課題について検討します。

『



文　学

今年は平維盛についての物語を読みたいと思います。維盛は清盛の孫、重盛の
子として平家一門の正系を受け継ぐべき立場にありましたが、平家の没落・滅
亡に至る歴史の中で悲劇的運命を辿ります。光源氏を思い起こさせるような容
姿端麗の貴公子だった事も手伝い、物語は彼を語って哀調が冴えていますが、
平家全盛時の彼の姿は描いていません。今期は、それらも視野に入れて考える
ために、親しかった人々の文章もいくつか取り上げてみたいと思います。（後
期に一門から離脱して出家、入水に至る記述を扱う予定です。）

大正・昭和の女の子
―その時代と暮らし

古　典

西園寺実宗と維盛
西八条の遊び
維盛との贈答
維盛の入水

芸　能

国際日本学

『平家物語』を読む

コ ー ド　 13105

講　師　 三木 紀人（城西国際大学教授）

時　間　 月曜日 11:10～12: 40

　　　　  日　程 5/20 、27　6/3、10、17 、24
7/1、8

回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費別途〉

定　員　 20名
中村扇雀

茂木本家美術館

カフェMOMOA

もの知りしょうゆ館

中村錦之助
◀『黒塚』国立能楽堂提供

平家物語絵巻 七（下）維盛の都落の事〈（財）林原美術館〉

吉野ヶ里遺跡

『小さいおうち』
（文藝春秋 2010年）

『一〇〇年前の女の子』
（講談社 2010年）

（主催：国立劇場）

気品と美しさを兼ね備えた中村扇雀
が演ずる姫の正体とは…。今回の歌舞
伎鑑賞教室では、華やかな踊りと音楽
が織りなす歌舞伎舞踊の名作『紅葉
狩』をご覧いただきます。戸隠山へ紅
葉見物に出かけた武将・平維茂らは、
美しい更科姫に出会い酒宴を開きま
す。飲み過ぎて居眠りをすると夢の中
に山神が登場し、人食い鬼神がいると
警告。目覚めた維茂の前に現れたの
は、恐ろしい姿に様変わりした姫でし
た。赤い振袖姿でたおやかに踊る姫
と、恐ろしい隈取りで激しく立廻る鬼
女との対比が見どころです。常磐津・
竹本・長唄による三方掛合の演奏もお
楽しみください。鑑賞後はバックス
テージツアーもございます。

歌舞伎鑑賞教室
新歌舞伎十八番の内

料　金　 １等席 3,500円

定　員　 30名 

会　場　 国立劇場 （半蔵門）

紅葉狩』

コ ー ド　 13108

（予定）

〈バックステージ
  ツアー付き〉時　間　 金曜日

　　　　 14:30～17:00

　9：45

10：00

11：00

12：30

東京紀尾井町キャンパス１階集合

出発　

茂木本家美術館着、鑑賞

昼食（館内カフェＭＯＭＯＡ）

日　程　 6 / 7

回　数　 全 1回

※料金は郵便払込となります。払込み後の
キャンセルはできませんのでご了承ください。

※料金は郵便払込となります。払込み
後のキャンセルはできませんのでご了
承ください。

※料金は郵便払込となります。払込み後の
キャンセルはできませんのでご了承ください。

コ ー ド　 13102

講　師　 中島 京子／船曳 由美

時　間　 土曜日 14 :00～15:30

日　程　 7/6

回　数　 全１回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

環　境

丸の内“赤レンガ駅舎”が、創建時100年前の姿へ。鹿島建設が共同企業体で
進める、東京駅の保存・復原工事が、2012年10月、完成しました。戦災により
失われたままだった３階部分と南北ドームが復活し、ドーム内部も創建時の美
しい造形を取り戻しています。銅板・スレート瓦など装飾物の復原には、全国
各地から職人が集結。互いの情報と技術を交換しながら、創建時の写真など少
ない資料をもとに工事にあたりました。建物だけでなく、過去の大切な技術
を未来につなぐことも、この計画の重要な意義となりました。
地上の復原工事と並行して行われたのは、地下での免震化工事です。全長約
335mもの建物をジャッキで持ちあげ、これまで駅舎を支えていた１万本以上
の松杭を撤去。新しい地下躯体を構築し、352基の免震装置に建物の荷重を移
動しました。東京駅という巨大ターミナル駅としての機能を維持しながら、行

東京駅丸の内駅舎保存・復原工事
～100年の歴史を支え、次の100年へ繋ぐ～

茂木本家美術館＆
キッコーマン野田工場見学
バスツアー

歴史から学ぶID
～日本書紀から番号制度まで～

コ ー ド　 13103

講　師　 楠 正憲

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　 7/20

回　数　 全１回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

コ ー ド　 13104

上浪 鉄郎

時　間　 土曜日 11:00～12 :30

日　程　 6 /8

回　数　 全１回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

（東京駅丸の内駅舎保存・
復原工事共同企業体 副所長）

講　師
コ ー ド　 13106

日　程　 6 /19

回　数　 全１回

受講料　 3,500円
　　　　（昼食代・入館料含む）

定　員　 25名

※9:45 紀尾井町キャンパス集合

美　術

※ご参加の際は歩き易い服装でお越しください。
※交通事情等により予定変更する場合があります
ので、あらかじめご了承ください。

千葉県野田市の茂木
本家美術館を訪れ美
術品を鑑賞した後、
醤油工場をご見学い
ただくバスツアーを
企画いたしました。
茂木本家美術館で
は、名誉館長である
創立者十二代茂木七左衞門が永年蒐集してきた美術
品が展示されています。横山大観、中島千波などの大
家によるさまざまな富士山画、梅原龍三郎、小倉遊
亀らの作品、そして企画展では海外でも人気の高い川
瀬巴水の風景版画など、幅広い作品をご鑑賞くださ
い。巴水の版画では詩情あふれる日本の風景が楽しめ
ます。茂木本家はキッコーマン創業家の一つでもあり
ます。昼食後、キッコーマン野田工場内「もの知りしょ
うゆ館・御用蔵」へ移動し、醤油製造工程をご見学く
ださい。宮内庁へお納めする伝統的な醤油づくり技術
や装置もご覧いただけます。

◇解説「能楽のたのしみ」

◆狂言「清水」[ 喜多流 ]
　大藏千太郎ほか（シテ・交互出演）

◆能「黒塚」[ 大蔵流 ]
　香川靖嗣ほか（シテ・交互出演）

※わかりやすい座席字幕付き

毎回大好評をいただいております能楽
鑑賞教室を、今期もご案内いたします。
まず出演者による実演を交えた解説ス
テージで、楽しく伝統芸能の世界へい
ざないます（約25分）。そして、数ある
演目の中からセレクトされた初めての
鑑賞に適した名作をご覧いただきます
（狂言＝約20分、休憩＝約15分、能＝
約60分）。国立能楽堂では、日本で初の
パーソナルタイプの座席字幕システム
を取り入れ、日本語・英語の2チャンネ
ルで詞章と解説を表示。初めて能楽を
ご覧になる方にも分りやすいよう鑑賞
をサポートします。歌舞伎と並ぶ日本
の伝統芸能である能楽の本格的な舞台
を、この機会にぜひご堪能ください。

狂言『清水』
（主催：国立能楽堂）

能楽鑑賞教室

コ ー ド　 13107

回　数　 全 1回

料　金　 脇正面席 2,500円

定　員　 30名 

会　場　 国立能楽堂（千駄ヶ谷）

日　程　 6/27

時　間　 木曜日
　　　　14:00～16:00（予定）

 能『黒塚』

　　

演目・出演者

１

2

3

4

－平維盛の悲劇

東日本大震災では津波によって多くの住民情報が流さ
れましたが、その多くは無事に復元されました。年金
不正受給問題では存否の明らかでない高齢者が存命中
として扱われていることが明らかになりました。また、
年金記録問題では支払われているはずの年金保険料が
適切に記録されていない実態が明らかになりました。
これらの問題は今に始まった話ではなくて、膨大な数
の住民の情報を長期間に渡ってどのように管理するか
は、為政者にとっては昔から悩ましい課題だったよう
です。本講座では、日本における住民制度の変遷を日
本書紀に描かれている古代戸籍から振り返り、時代毎

楠 正憲（くすのき・まさのり）
1977年熊本県生まれ。学生時代からWebサイト・電子決済シス
テムの構築、認証連携プロトコルなどの設計などに携わる。2002
年マイクロソフトに入社。Windows Server製品部Product  
Manager、CTO補佐、技術標準部部長を歴任。2010年IT戦略本
部情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査
会委員、2011年12月内閣官房社会保障改革担当室番号制度推
進管理補佐官、2013年4月ヤフー（株） ID本部長。

講　師

中島 京子（なかじま・きょうこ）　
1964年東京都生まれ。86年東京女子大学文理学部史
学科卒業、主婦の友社勤務。フリーライターを経て、2003
年『ＦＵＴＯＮ』でデビュー。06年『イトウの恋』、07年『均
ちゃんの失踪』、08年『冠・婚・葬・祭』がそれぞれ吉川英治
文学新人賞候補に。10年『小さいおうち』で第143回直木
賞を受賞。著書に『平成大家族』『女中譚』『エルニーニョ』
『花桃実桃』『東京観光』『眺望絶佳』『のろのろ歩け』など。
エッセイ集に『ココ・マッカリーナの机』、訳書に『地図集』
（著・董啓章、共訳・藤井省三）がある。現在「小説すばる」
に『かたづの！』を連載中。

講　師

船曳 由美（ふなびき・ゆみ）　
1938年東京都生まれ。62年東京大学文学部社会学科
卒業、平凡社に入社。雑誌「太陽」に創刊時よりかかわり
全国各地の民俗、祭礼、伝統行事を取材、『黒川能』（真壁
仁 文・薗部澄 写真）、『東大寺』(土門拳 写真）などの単
行本を生みだす。85年平凡社を退社。86年集英社に入
社。99年定年退職後フリー編集者。Ｍ.プルースト『失われ
た時を求めて』（鈴木道彦 訳）、J.ジョイス『ユリシーズ』
（高松雄一・永川玲二・丸谷才一 訳）などを担当。現在、刊
行中の『完訳ファーブル昆虫記』(奥本大三郎 訳)にも携わ
る。2010年『一〇〇年前の女の子』を出版。

講　師

■事業主体：東日本旅客鉄道株式会社　■設計者：東日本旅客
鉄道株式会社 東京工事事務所・東京電気システム開発工事事務
所　東京駅丸の内駅舎保存・復原設計共同企業体（株式会社ジェ
イアール東日本建築設計事務所・ジェイアール東日本コンサルタン
ツ株式会社）　■監理者：東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務
所・東京電気システム開発工事事務所　株式会社ジェイアール東
日本建築設計事務所　■施工者：東京駅丸の内駅舎保存・復原
工事共同企業体（鹿島・清水・鉄建 建設共同企業体）

き交う人の足下で、過去に例を見ない大工事が進められていたのです。
総工事期間約2000日、延べ86万人もの関係者が24時間体制で携わった、日本建築史上最大級の保存・復原プロジェ
クト。終電から始発の限られた時間にも休まずに工事は行われていました。創建当時への復原と、駅舎全体の免
震化という世紀の大プロジェクトは、ひとりひとりの地道な作業の積み重ねにより完結しました。携わったすべて
の人々の努力と知恵と熱い想いを、少しでも感じていただければと思います。

建礼門院右京大夫集 平家公達草子と明月記

平家物語
 巻第七・維盛都落

5

6

7

8

テキスト／久松潜一・久保田淳校注『建礼門院右京大夫集』（岩波文庫）、
梶原正昭・山下宏明校注『平家物語』三（岩波文庫）

時　間　 水曜日 10:00～16:30

スケジュール

※食事は弁当（寿司と蕎麦のセット）
　となります

キッコーマン野田工場へ移動

工場着、見学

出発

東京紀尾井町キャンパス着、解散

13：45

14：00

15：30

16：30

直木賞受賞作『小さいおうち』（文藝春秋社刊）で、昭和初期の東京における、
ある家族の日常風景を丁寧にそしてユーモアを交えて描きだした中島京子
氏と、『一〇〇年前の女の子』（講談社刊）で、ご母堂テイさんの明治から昭
和にわたる生涯を愛情深く描いた船曳由美氏。お二人は、『小さいおうち』
文庫版のあとがきで、「私たちと地続きの時代の物語」と題した対談を行い、
大正・昭和初期という時代の“新しさ”“面白さ”を語っています。
この対談では、言葉づかい、食べもの、衣服、住居など、当時の暮らしぶりを
はじめ、市電やタクシーを使って都内を行き来する様子、デパートでローン
で買い物をするなどの消費生活がこの時代に始まっていることなど、お二人
の鋭い観察眼と、豊富な知識から、楽しいエピソードが紹介されていました。
一方で、この時代の背景にはあの苛酷な戦争があり、その影は迫りつつあり
ました。やがて日常の暮らしは根本から破壊されていくのです。その中で『小
さいおうち』の最終章に描かれた“秘められた恋の顛末”とは……。
農村から東京へ出てきた少女が、どのように自立の道を歩んでいったのか
――それぞれの作品に触れながら、私たちの母や祖母たちが暮らした大正・
昭和初期とはどんな時代であったのかをお話しいただきます。

本土寺 過去帳（松戸市教育委員会提供）

の必然性の変遷や制度設計の紆余曲折を探る中で、何
のために古代戸籍がつくられ、どのように崩壊し、な
ぜ江戸時代に改めて寺請制度が必要となったのか。明
治維新後の戸籍の近代化、戦後なぜ戸籍と住民票が分
かれているのか等の経緯を概説し、住民サービスやプ
ライバシーを巡る最近の議論を紹介しつつ、これから
のIDが解決すべき課題について検討します。

『



文　学

今年は平維盛についての物語を読みたいと思います。維盛は清盛の孫、重盛の
子として平家一門の正系を受け継ぐべき立場にありましたが、平家の没落・滅
亡に至る歴史の中で悲劇的運命を辿ります。光源氏を思い起こさせるような容
姿端麗の貴公子だった事も手伝い、物語は彼を語って哀調が冴えていますが、
平家全盛時の彼の姿は描いていません。今期は、それらも視野に入れて考える
ために、親しかった人々の文章もいくつか取り上げてみたいと思います。（後
期に一門から離脱して出家、入水に至る記述を扱う予定です。）

大正・昭和の女の子
―その時代と暮らし

古　典

西園寺実宗と維盛
西八条の遊び
維盛との贈答
維盛の入水

芸　能

国際日本学

『平家物語』を読む

コ ー ド　 13105

講　師　 三木 紀人（城西国際大学教授）

時　間　 月曜日 11:10～12: 40

　　　　  日　程 5/20 、27　6/3、10、17 、24
7/1、8

回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費別途〉

定　員　 20名
中村扇雀

茂木本家美術館

カフェMOMOA

もの知りしょうゆ館

中村錦之助
◀『黒塚』国立能楽堂提供

平家物語絵巻 七（下）維盛の都落の事〈（財）林原美術館〉

吉野ヶ里遺跡

『小さいおうち』
（文藝春秋 2010年）

『一〇〇年前の女の子』
（講談社 2010年）

（主催：国立劇場）

気品と美しさを兼ね備えた中村扇雀
が演ずる姫の正体とは…。今回の歌舞
伎鑑賞教室では、華やかな踊りと音楽
が織りなす歌舞伎舞踊の名作『紅葉
狩』をご覧いただきます。戸隠山へ紅
葉見物に出かけた武将・平維茂らは、
美しい更科姫に出会い酒宴を開きま
す。飲み過ぎて居眠りをすると夢の中
に山神が登場し、人食い鬼神がいると
警告。目覚めた維茂の前に現れたの
は、恐ろしい姿に様変わりした姫でし
た。赤い振袖姿でたおやかに踊る姫
と、恐ろしい隈取りで激しく立廻る鬼
女との対比が見どころです。常磐津・
竹本・長唄による三方掛合の演奏もお
楽しみください。鑑賞後はバックス
テージツアーもございます。

歌舞伎鑑賞教室
新歌舞伎十八番の内

料　金　 １等席 3,500円

定　員　 30名 

会　場　 国立劇場 （半蔵門）

紅葉狩』

コ ー ド　 13108

（予定）

〈バックステージ
  ツアー付き〉時　間　 金曜日

　　　　 14:30～17:00

　9：45

10：00

11：00

12：30

東京紀尾井町キャンパス１階集合

出発　

茂木本家美術館着、鑑賞

昼食（館内カフェＭＯＭＯＡ）

日　程　 6 / 7

回　数　 全 1回

※料金は郵便払込となります。払込み後の
キャンセルはできませんのでご了承ください。

※料金は郵便払込となります。払込み
後のキャンセルはできませんのでご了
承ください。

※料金は郵便払込となります。払込み後の
キャンセルはできませんのでご了承ください。

コ ー ド　 13102

講　師　 中島 京子／船曳 由美

時　間　 土曜日 14 :00～15:30

日　程　 7/6

回　数　 全１回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

環　境

丸の内“赤レンガ駅舎”が、創建時100年前の姿へ。鹿島建設が共同企業体で
進める、東京駅の保存・復原工事が、2012年10月、完成しました。戦災により
失われたままだった３階部分と南北ドームが復活し、ドーム内部も創建時の美
しい造形を取り戻しています。銅板・スレート瓦など装飾物の復原には、全国
各地から職人が集結。互いの情報と技術を交換しながら、創建時の写真など少
ない資料をもとに工事にあたりました。建物だけでなく、過去の大切な技術
を未来につなぐことも、この計画の重要な意義となりました。
地上の復原工事と並行して行われたのは、地下での免震化工事です。全長約
335mもの建物をジャッキで持ちあげ、これまで駅舎を支えていた１万本以上
の松杭を撤去。新しい地下躯体を構築し、352基の免震装置に建物の荷重を移
動しました。東京駅という巨大ターミナル駅としての機能を維持しながら、行

東京駅丸の内駅舎保存・復原工事
～100年の歴史を支え、次の100年へ繋ぐ～

茂木本家美術館＆
キッコーマン野田工場見学
バスツアー

歴史から学ぶID
～日本書紀から番号制度まで～

コ ー ド　 13103

講　師　 楠 正憲

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　 7/20

回　数　 全１回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

コ ー ド　 13104

上浪 鉄郎

時　間　 土曜日 11:00～12 :30

日　程　 6 /8

回　数　 全１回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

（東京駅丸の内駅舎保存・
復原工事共同企業体 副所長）

講　師
コ ー ド　 13106

日　程　 6 /19

回　数　 全１回

受講料　 3,500円
　　　　（昼食代・入館料含む）

定　員　 25名

※9:45 紀尾井町キャンパス集合

美　術

※ご参加の際は歩き易い服装でお越しください。
※交通事情等により予定変更する場合があります
ので、あらかじめご了承ください。

千葉県野田市の茂木
本家美術館を訪れ美
術品を鑑賞した後、
醤油工場をご見学い
ただくバスツアーを
企画いたしました。
茂木本家美術館で
は、名誉館長である
創立者十二代茂木七左衞門が永年蒐集してきた美術
品が展示されています。横山大観、中島千波などの大
家によるさまざまな富士山画、梅原龍三郎、小倉遊
亀らの作品、そして企画展では海外でも人気の高い川
瀬巴水の風景版画など、幅広い作品をご鑑賞くださ
い。巴水の版画では詩情あふれる日本の風景が楽しめ
ます。茂木本家はキッコーマン創業家の一つでもあり
ます。昼食後、キッコーマン野田工場内「もの知りしょ
うゆ館・御用蔵」へ移動し、醤油製造工程をご見学く
ださい。宮内庁へお納めする伝統的な醤油づくり技術
や装置もご覧いただけます。

◇解説「能楽のたのしみ」

◆狂言「清水」[ 喜多流 ]
　大藏千太郎ほか（シテ・交互出演）

◆能「黒塚」[ 大蔵流 ]
　香川靖嗣ほか（シテ・交互出演）

※わかりやすい座席字幕付き

毎回大好評をいただいております能楽
鑑賞教室を、今期もご案内いたします。
まず出演者による実演を交えた解説ス
テージで、楽しく伝統芸能の世界へい
ざないます（約25分）。そして、数ある
演目の中からセレクトされた初めての
鑑賞に適した名作をご覧いただきます
（狂言＝約20分、休憩＝約15分、能＝
約60分）。国立能楽堂では、日本で初の
パーソナルタイプの座席字幕システム
を取り入れ、日本語・英語の2チャンネ
ルで詞章と解説を表示。初めて能楽を
ご覧になる方にも分りやすいよう鑑賞
をサポートします。歌舞伎と並ぶ日本
の伝統芸能である能楽の本格的な舞台
を、この機会にぜひご堪能ください。

狂言『清水』
（主催：国立能楽堂）

能楽鑑賞教室

コ ー ド　 13107

回　数　 全 1回

料　金　 脇正面席 2,500円

定　員　 30名 

会　場　 国立能楽堂（千駄ヶ谷）

日　程　 6/27

時　間　 木曜日
　　　　14:00～16:00（予定）

 能『黒塚』

　　

演目・出演者

１

2

3

4

－平維盛の悲劇

東日本大震災では津波によって多くの住民情報が流さ
れましたが、その多くは無事に復元されました。年金
不正受給問題では存否の明らかでない高齢者が存命中
として扱われていることが明らかになりました。また、
年金記録問題では支払われているはずの年金保険料が
適切に記録されていない実態が明らかになりました。
これらの問題は今に始まった話ではなくて、膨大な数
の住民の情報を長期間に渡ってどのように管理するか
は、為政者にとっては昔から悩ましい課題だったよう
です。本講座では、日本における住民制度の変遷を日
本書紀に描かれている古代戸籍から振り返り、時代毎

楠 正憲（くすのき・まさのり）
1977年熊本県生まれ。学生時代からWebサイト・電子決済シス
テムの構築、認証連携プロトコルなどの設計などに携わる。2002
年マイクロソフトに入社。Windows Server製品部Product  
Manager、CTO補佐、技術標準部部長を歴任。2010年IT戦略本
部情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査
会委員、2011年12月内閣官房社会保障改革担当室番号制度推
進管理補佐官、2013年4月ヤフー（株） ID本部長。

講　師

中島 京子（なかじま・きょうこ）　
1964年東京都生まれ。86年東京女子大学文理学部史
学科卒業、主婦の友社勤務。フリーライターを経て、2003
年『ＦＵＴＯＮ』でデビュー。06年『イトウの恋』、07年『均
ちゃんの失踪』、08年『冠・婚・葬・祭』がそれぞれ吉川英治
文学新人賞候補に。10年『小さいおうち』で第143回直木
賞を受賞。著書に『平成大家族』『女中譚』『エルニーニョ』
『花桃実桃』『東京観光』『眺望絶佳』『のろのろ歩け』など。
エッセイ集に『ココ・マッカリーナの机』、訳書に『地図集』
（著・董啓章、共訳・藤井省三）がある。現在「小説すばる」
に『かたづの！』を連載中。

講　師

船曳 由美（ふなびき・ゆみ）　
1938年東京都生まれ。62年東京大学文学部社会学科
卒業、平凡社に入社。雑誌「太陽」に創刊時よりかかわり
全国各地の民俗、祭礼、伝統行事を取材、『黒川能』（真壁
仁 文・薗部澄 写真）、『東大寺』(土門拳 写真）などの単
行本を生みだす。85年平凡社を退社。86年集英社に入
社。99年定年退職後フリー編集者。Ｍ.プルースト『失われ
た時を求めて』（鈴木道彦 訳）、J.ジョイス『ユリシーズ』
（高松雄一・永川玲二・丸谷才一 訳）などを担当。現在、刊
行中の『完訳ファーブル昆虫記』(奥本大三郎 訳)にも携わ
る。2010年『一〇〇年前の女の子』を出版。

講　師

■事業主体：東日本旅客鉄道株式会社　■設計者：東日本旅客
鉄道株式会社 東京工事事務所・東京電気システム開発工事事務
所　東京駅丸の内駅舎保存・復原設計共同企業体（株式会社ジェ
イアール東日本建築設計事務所・ジェイアール東日本コンサルタン
ツ株式会社）　■監理者：東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務
所・東京電気システム開発工事事務所　株式会社ジェイアール東
日本建築設計事務所　■施工者：東京駅丸の内駅舎保存・復原
工事共同企業体（鹿島・清水・鉄建 建設共同企業体）

き交う人の足下で、過去に例を見ない大工事が進められていたのです。
総工事期間約2000日、延べ86万人もの関係者が24時間体制で携わった、日本建築史上最大級の保存・復原プロジェ
クト。終電から始発の限られた時間にも休まずに工事は行われていました。創建当時への復原と、駅舎全体の免
震化という世紀の大プロジェクトは、ひとりひとりの地道な作業の積み重ねにより完結しました。携わったすべて
の人々の努力と知恵と熱い想いを、少しでも感じていただければと思います。

建礼門院右京大夫集 平家公達草子と明月記

平家物語
 巻第七・維盛都落

5

6

7

8

テキスト／久松潜一・久保田淳校注『建礼門院右京大夫集』（岩波文庫）、
梶原正昭・山下宏明校注『平家物語』三（岩波文庫）

時　間　 水曜日 10:00～16:30

スケジュール

※食事は弁当（寿司と蕎麦のセット）
　となります

キッコーマン野田工場へ移動

工場着、見学

出発

東京紀尾井町キャンパス着、解散

13：45

14：00

15：30

16：30

直木賞受賞作『小さいおうち』（文藝春秋社刊）で、昭和初期の東京における、
ある家族の日常風景を丁寧にそしてユーモアを交えて描きだした中島京子
氏と、『一〇〇年前の女の子』（講談社刊）で、ご母堂テイさんの明治から昭
和にわたる生涯を愛情深く描いた船曳由美氏。お二人は、『小さいおうち』
文庫版のあとがきで、「私たちと地続きの時代の物語」と題した対談を行い、
大正・昭和初期という時代の“新しさ”“面白さ”を語っています。
この対談では、言葉づかい、食べもの、衣服、住居など、当時の暮らしぶりを
はじめ、市電やタクシーを使って都内を行き来する様子、デパートでローン
で買い物をするなどの消費生活がこの時代に始まっていることなど、お二人
の鋭い観察眼と、豊富な知識から、楽しいエピソードが紹介されていました。
一方で、この時代の背景にはあの苛酷な戦争があり、その影は迫りつつあり
ました。やがて日常の暮らしは根本から破壊されていくのです。その中で『小
さいおうち』の最終章に描かれた“秘められた恋の顛末”とは……。
農村から東京へ出てきた少女が、どのように自立の道を歩んでいったのか
――それぞれの作品に触れながら、私たちの母や祖母たちが暮らした大正・
昭和初期とはどんな時代であったのかをお話しいただきます。

本土寺 過去帳（松戸市教育委員会提供）

の必然性の変遷や制度設計の紆余曲折を探る中で、何
のために古代戸籍がつくられ、どのように崩壊し、な
ぜ江戸時代に改めて寺請制度が必要となったのか。明
治維新後の戸籍の近代化、戦後なぜ戸籍と住民票が分
かれているのか等の経緯を概説し、住民サービスやプ
ライバシーを巡る最近の議論を紹介しつつ、これから
のIDが解決すべき課題について検討します。

『
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講座申し込みから受講までの流れ
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5月開講

環　境

城西エクステンション・プ
ログラムの受講生の方々
はキャンパス内の施設を
ご利用いただけます。

申し込みにあたっての注意点

開講時間30分前よりエクステンション・プログラム受付にて、
受講料納入手続きをいたします。受講料は現金でのお支払
いとなりますので、おつりのないようご用意ください。尚、
欠席される場合は必ず下記事務局までご連絡ください。

〈所在地〉〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26  
城西大学  城西国際大学  東京紀尾井町キャンパス

［城西エクステンション・プログラム事務局］

2013

【受講料・教材費】受講料・教材費は、消費税を含む金額です。
開講後、受講料・教材費の返金は理由に関わらずできません。

【締切・中止・変更】講座の募集は、定員に達し次第締切ります。
講座開講日の一週間前の時点で、最低開講人数に満たない場合は、やむ
を得ず開講を中止させていただくことがあります。申込者にはその旨を
郵送、もしくは電話にてご連絡いたします。
都合により、代理講師による講義や日程等を変更する場合があります。

【休講・補講】講師の都合、大学行事等によりやむを得ず休講とする場
合は後日補講をおこないますが、ご希望に添えない日時になる場合があ
ります。事故等により講座開講時間を30分経過しても開始ができない
場合は、休講扱いとします。

【会員証】受講生には会員証を発行いたします。
会員証は他人に譲渡・貸与することはできません。紛失の場合は、受講確
認のうえ再発行いたします。会員証は、講座受講および図書館利用時に
必要となります。来校の際は携帯してください。

【受講に際して】講義開始 5分前までに教室に入室してください。
講義に支障をきたす行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。
教室内での飲食は、講座内容に関すること以外はできません。
盗難やその他の事故等については、大学では責任を負いかねます。
キャンパスまでの通学は、公共機関をご利用ください。
講座の録音・ビデオ等での撮影は、原則としてできません。文章・写真・
映像・音楽を含む講座内容全ては、本学もしくは本学にその利用を認め
た権利者に帰属します。講座内容を本学または本学にその利用を認めた
権利者の承諾を得ずに転載、使用、複製、配布、改変などすることはでき
ません。

【受講修了証書】修了証書発行対象講座の出席率80％以上の受講生に発
行いたします。

【千代田区講座講習会バウチャー制度】城西エクステンション・プログラ
ムは千代田区講座講習会バウチャー制度に参加しています。詳細は、千代
田区立九段生涯学習館（TEL.03-3234-2841）にお問い合わせください。

JOSAI
EXTENSION
PROGRAM
●城西エクステンション・プログラム●
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http://www.josai.jp/lifelong/ex/

今春に新規開場する東京の歌舞伎座。その建て替えにあたり、設計を担当さ
れた建築家隈研吾氏をお迎えし、伝統の継承と世界的な大都市東京におけ
る新しい建築のあり方の示唆をお伺いします。隈氏は、今回の建て替えにあ
たって「歌舞伎座のシンボル性の継承」と、「20世紀は建物を壊して新築す
るか保存するかのどちらかであったが、21世紀は建物の時間や記憶の蓄積
を継承しながら新しく作りかえるということが目標となるだろう。」と語っ
ていました。隈氏から幅広い考えを聞き出してくださるインタビュアーと
して、ジャーナリスト清野由美氏をお迎えしました。清野氏は、ユニークな
視座が新鮮な『新・都市論ＴＯＫＹＯ』『新・ムラ論ＴＯＫＹＯ』（集英社新書）と
いう二冊を隈氏とともに手掛けておられます。今年2月には、隈氏の半生と
仕事ぶりが集約された語りおろし文明論『建築家、走る』（新潮社）の聞き書
きも担当されました。
新規の歌舞伎座の話を中心に、都市と空間、記憶と継承、人と建築などさま
ざまに話が広がることを期待しています。

　マークの講座は単位が認定されます。自分の
ペースで単位をとりながら、城西大学・城西国
際大学への編入・推薦進学を目指すことも可能
です。詳細はお問い合わせください。単位認定制度

は単位が認定されます

歌舞伎座における「継承」をめぐって

電話 　03-6238 -1400
受付時間 /10：00～18：00
（土曜・日曜・祝日を除く※講座開催日は受け付けます）

ＦＡＸ　03-6238-1399
任意の様式に【氏名・郵便番号・住所・電話番号・講座名】
をご記入のうえ、上記 FAX 番号へ

Ｅ-mail　kioiclub@jiu.ac.jp
任意の様式に【氏名・郵便番号・住所・電話番号・講座名】
をご記入のうえ、上記アドレスへ

開講日1週間前になりましたら、事務局より「開講日のご案内」
をお送りします。

講座申込

開講日のご案内

開講日手続き

隈 研吾（くま・けんご）
1979年東京大学大学院建築学専攻修了。コロンビア大学建築・
都市計画学科客員研究員などを経て、1990年、隈研吾建築都市
設計事務所設立。現在、東京大学工学部建築学科教授。「根津
美術館」（毎日芸術賞受賞）、梼原・木橋ミュージアム（芸術選奨文
部科学大臣賞）など受賞多数。著書に、『新・建築入門』（ちくま
新書）、『反オブジェクト』（筑摩書房）、『負ける建築』『つなぐ建築』
『小さな建築』（岩波書店）など。

講　師

清野 由美（きよの・ゆみ）
1982年東京女子大学文理学部史学科卒業。草思社編集部勤務、
英国留学を経て、1987年「日経トレンディ」誌創刊に参加。1991年
まで同編集部勤務の後、独立。国内外の都市開発、デザイン、トレ
ンド、マーケティングなどを取材した著作が多い。著書『セーラが
町にやってきた』（プレジデント社／日経ビジネス人文庫）、『ほんも
のの日本人』（日経ＢＰ社）、『「オトコらしくない」からうまくいく』（佐
藤悦子との共著・日経ＢＰ社）。

講　師

歌舞伎座  ©松竹株式会社

『建築家、走る』
（新潮社 2013年）
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コ ー ド　13101　　　　
講　師　 隈 研吾／清野 由美

時　間　土曜日 11:00～12:30

日　程　6 / 1

回　数　全 1回

受講料　1,000円

定　員　120名

TEL.03-6238-1400  FAX.03-6238-1399 E-mail  kioiclub@jiu.ac.jp

▲
▲

▲

福永 佳津子
（ふくなが・かつこ）
海外生活カウンセラー ／
ロングステイ財団政策審議委
員 ／海外邦人安全協会理事
上智大学卒。在NY6年。帰国
後は海外生活カウンセラーと
して講演執筆多数。NHK趣味
悠 「々サトウサンペイと楽しむ
海外旅行術（ロングステイ）」講
師等。著書に『ある日海外赴任』
『アジアで暮らすとき困らない
本』他がある。

コーディネーター・講師

コ ー ド　 13109

人生設計 台湾ロングステイを堪能する
ロングステイ財団共催連続講座 

平野 久美子／ノンフィクション作家。編集者を経
て執筆活動へ。アジアと日本の関係を中心に幅
広いテーマで作品を発表。「テレサ・テンが見た夢・
華人歌星伝説」「淡淡有情・忘れられた日本人の物
語」「中国茶・風雅の裏側」「トオサンの桜・散り
ゆく台湾の中の日本」「水の奇跡を呼んだ男」な
ど多数。台湾の台北市、屏東県でのロングステイ
体験がある。

篠原 豊／1942年東京都生まれ。大学卒業後、貿
易商社勤務を経て公務員となり、傍ら中国語通訳
の資格を取得。退職後、北京に遊学。その後台湾
を深く知りたいと思い、ロングステイを経験。

篠原 亮子／1946年樺太生まれ。高校卒業後、
病院勤務を経て結婚、専業主婦。実母を16年看
護し、介護福祉士・保育士の資格を取得。夫の遊
学先北京に1年滞在。その後夫とともに台湾にロ
ングステイ。

ゲストスピーカー

台湾がロングステイ人気国トップテンにラ
ンクインした。親日的な近隣国に惹かれて
新しい出会いに胸躍らせる人たちがぐんと
増えてきたことがわかる。その台湾ですで
にロングステイを堪能されている篠原さん
ご夫妻は、3・11の直後、台南の成功大学の
剣道部の学生さん5人が、自分たちで集めた
義捐金（10万円相当）を持ってきてくれたエ
ピソードを、また平野さんは、以下のコメン
トを寄せてくれている。「『日本人にとって
台湾は暮らしやすいか？』と問われれば、私

60名

受講料

定　員

2,000円／夫婦受講 3,000円
※LSメンバーズの方1,500円
　／夫婦受講2,000円

回　数　  全1回 

コーディネー
ター・講師

時　間　  土曜日 14:00～16:30

日　程　   6/8

福永 佳津子
　　

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会） （主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

Photo：Dee Conway

芸　能

世界的な人気を誇る3大バレエのひとつとして名を馳せるのが英国ロイヤル・
バレエ団。演劇的なバレエの伝統と気品ある“ロイヤル・スタイル”で皆様に
ご覧いただくのが、チャイコフスキーの3大バレエのひとつ「白鳥の湖」です。
同バレエ団が本作を上演するのは、実は日本では15年ぶりという貴重な機会
となります。最高峰の古典全幕の世界を、最高峰のバレエ団で鑑賞する贅沢
なひと時は、皆様を幻想的な世界へと誘うことでしょう。

英国ロイヤル・バレエ団
「白鳥の湖」

バレエ鑑賞

※料金は郵便払込となります。払込み後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

コ ー ド　  13110

日　程　 7/13

回　数　 全1回

料　金　 B席 14,000 円

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

ヴェルディ生誕200年祭である今年、イタリア・オペラの頂点を極めるミラ
ノ・スカラ座が来日公演を行います。その期間中に特別に催されるのがこの
特別演奏会。イタリア・オペラの殿堂であるスカラ座のサウンドを担うオー
ケストラによる圧倒的力量と迫力でオペラ楽曲の素晴らしい魅力を余すとこ
ろなく皆様にお届けします。オペラ名曲集で構成される今回のコンサートで
あれば初めての方にもお薦め。華麗なるオペラ音楽の世界へ、ようこそ！

ミラノ・スカラ座管弦楽団
特別演奏会

音楽鑑賞

18:00～20:40（予定）
時　間　 土曜日

※料金は郵便払込となります。払込み後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

コ ー ド　  13111

日　程　 9/5

回　数　 全1回

料　金　 B席 13,000 円

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

19:00～21:00（予定）
時　間　 木曜日

ヴェルディ「椿姫」第３幕への前奏曲
ロッシーニ「ウィリアム・テル」序曲　他

※曲目は演奏者の都合により変更になる場合があります。

ミラノ・スカラ座管弦楽団

写
真
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供
：
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湾
観
光
局

【演奏予定曲目】

ダニエル・ハーディング
　

指揮：ダニエル・ハーディング
演奏：ミラノ・スカラ座管弦楽団

は即座に『ＹＥＳ』と答える。何と言っても日本から近く、気候が温暖で温泉もあ
れば桜も咲く。治安と医療施設は合格点がつくし、台北市以外なら物価はまだ
割安感がある。台湾の食は中国大陸に比べると脂が控えめで日本人好みだし、
日本統治時代に改良した蓬莱米（ジャポニカ種）をはじめ日本食が普及してい
る。言わずと知れた親日感情の高さも心強い。戦前に日本語を習ったお年寄り
から現在勉強中の若者まで、よき友達になってくれるだろう。キャリアや趣味を
活かして社会貢献できる機会が増えれば、市民主導の交流、友好が暮らしの中
から広がる。そうなれば、日台の先人が営々と築いてきた絆は、さらに深まり、
ロングステイの充実感も増すに違いない」
本講座では、実際の住まいや町の様子なども映像でご紹介する。受講生の台湾
ロングステイが明日決行されても不思議ではない講義としたい。

龍山寺

〈オペラ名曲集〉全 4幕

（photo：Marco Brescia）

士林夜市

●PCブース（2F）
●図書館（2F）
　※閲覧のみ

●カフェテリア（B1F）
　※月～金営業

東京紀尾井町キャンパス
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講座申し込みから受講までの流れ

至半蔵門駅至四ツ谷駅

三菱東京UFJ銀行

交番

麹町
クリスタル
シティ

ホテル
ルポール麹町

文藝春秋ビル

ファミリーマート

千代田放送会館

都市センター
ホテル

紀尾井町

永田町駅

１番出口

東京紀尾井町
キャンパス

梅林坂

９ａ出口
４番出口

平河
天満宮

２号棟

４号棟

砂防会館

麹町中学校

海運ビル
９ｂ出口

タリーズ

松屋

３号棟

ホテル 
ニューオータニ 

最高裁判所 

国立劇場 

皇　居 

迎賓館 
国立国会図書館 

国会議事堂 

 
  ● 

都道府県会
館 

都道府県会
館 

● 

文芸春秋社● 

新宿通り 

外
堀
通
り 

青山
通り
 

内
堀
通
り 麹

町
駅 

四

谷
駅 

四

谷
駅
 

永田町駅 

赤
坂
見
附
駅 

半
蔵
門
駅 

JR中央線・ 
総武線 

東京紀尾井町キャンパス 

東京メトロ有楽町線 
東京メトロ半蔵門線 

東京メトロ銀座線 
東京メトロ丸ノ内線

東京メトロ南北線 
JR線 

ツツ

４号棟

２号棟

３号棟

(麹町大通り)

ホテル
ルポール麹町

SPRING

5月開講

環　境

城西エクステンション・プ
ログラムの受講生の方々
はキャンパス内の施設を
ご利用いただけます。

申し込みにあたっての注意点

開講時間30分前よりエクステンション・プログラム受付にて、
受講料納入手続きをいたします。受講料は現金でのお支払
いとなりますので、おつりのないようご用意ください。尚、
欠席される場合は必ず下記事務局までご連絡ください。

〈所在地〉〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26  
城西大学  城西国際大学  東京紀尾井町キャンパス

［城西エクステンション・プログラム事務局］

2013

【受講料・教材費】受講料・教材費は、消費税を含む金額です。
開講後、受講料・教材費の返金は理由に関わらずできません。

【締切・中止・変更】講座の募集は、定員に達し次第締切ります。
講座開講日の一週間前の時点で、最低開講人数に満たない場合は、やむ
を得ず開講を中止させていただくことがあります。申込者にはその旨を
郵送、もしくは電話にてご連絡いたします。
都合により、代理講師による講義や日程等を変更する場合があります。

【休講・補講】講師の都合、大学行事等によりやむを得ず休講とする場
合は後日補講をおこないますが、ご希望に添えない日時になる場合があ
ります。事故等により講座開講時間を30分経過しても開始ができない
場合は、休講扱いとします。

【会員証】受講生には会員証を発行いたします。
会員証は他人に譲渡・貸与することはできません。紛失の場合は、受講確
認のうえ再発行いたします。会員証は、講座受講および図書館利用時に
必要となります。来校の際は携帯してください。

【受講に際して】講義開始 5分前までに教室に入室してください。
講義に支障をきたす行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。
教室内での飲食は、講座内容に関すること以外はできません。
盗難やその他の事故等については、大学では責任を負いかねます。
キャンパスまでの通学は、公共機関をご利用ください。
講座の録音・ビデオ等での撮影は、原則としてできません。文章・写真・
映像・音楽を含む講座内容全ては、本学もしくは本学にその利用を認め
た権利者に帰属します。講座内容を本学または本学にその利用を認めた
権利者の承諾を得ずに転載、使用、複製、配布、改変などすることはでき
ません。

【受講修了証書】修了証書発行対象講座の出席率80％以上の受講生に発
行いたします。

【千代田区講座講習会バウチャー制度】城西エクステンション・プログラ
ムは千代田区講座講習会バウチャー制度に参加しています。詳細は、千代
田区立九段生涯学習館（TEL.03-3234-2841）にお問い合わせください。

JOSAI
EXTENSION
PROGRAM
●城西エクステンション・プログラム●

い
つ
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ら
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、
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、

誰
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も
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http://www.josai.jp/lifelong/ex/

今春に新規開場する東京の歌舞伎座。その建て替えにあたり、設計を担当さ
れた建築家隈研吾氏をお迎えし、伝統の継承と世界的な大都市東京におけ
る新しい建築のあり方の示唆をお伺いします。隈氏は、今回の建て替えにあ
たって「歌舞伎座のシンボル性の継承」と、「20世紀は建物を壊して新築す
るか保存するかのどちらかであったが、21世紀は建物の時間や記憶の蓄積
を継承しながら新しく作りかえるということが目標となるだろう。」と語っ
ていました。隈氏から幅広い考えを聞き出してくださるインタビュアーと
して、ジャーナリスト清野由美氏をお迎えしました。清野氏は、ユニークな
視座が新鮮な『新・都市論ＴＯＫＹＯ』『新・ムラ論ＴＯＫＹＯ』（集英社新書）と
いう二冊を隈氏とともに手掛けておられます。今年2月には、隈氏の半生と
仕事ぶりが集約された語りおろし文明論『建築家、走る』（新潮社）の聞き書
きも担当されました。
新規の歌舞伎座の話を中心に、都市と空間、記憶と継承、人と建築などさま
ざまに話が広がることを期待しています。

　マークの講座は単位が認定されます。自分の
ペースで単位をとりながら、城西大学・城西国
際大学への編入・推薦進学を目指すことも可能
です。詳細はお問い合わせください。単位認定制度

は単位が認定されます

歌舞伎座における「継承」をめぐって

電話 　03-6238 -1400
受付時間 /10：00～18：00
（土曜・日曜・祝日を除く※講座開催日は受け付けます）

ＦＡＸ　03-6238-1399
任意の様式に【氏名・郵便番号・住所・電話番号・講座名】
をご記入のうえ、上記 FAX 番号へ

Ｅ-mail　kioiclub@jiu.ac.jp
任意の様式に【氏名・郵便番号・住所・電話番号・講座名】
をご記入のうえ、上記アドレスへ

開講日1週間前になりましたら、事務局より「開講日のご案内」
をお送りします。

講座申込

開講日のご案内

開講日手続き

隈 研吾（くま・けんご）
1979年東京大学大学院建築学専攻修了。コロンビア大学建築・
都市計画学科客員研究員などを経て、1990年、隈研吾建築都市
設計事務所設立。現在、東京大学工学部建築学科教授。「根津
美術館」（毎日芸術賞受賞）、梼原・木橋ミュージアム（芸術選奨文
部科学大臣賞）など受賞多数。著書に、『新・建築入門』（ちくま
新書）、『反オブジェクト』（筑摩書房）、『負ける建築』『つなぐ建築』
『小さな建築』（岩波書店）など。

講　師

清野 由美（きよの・ゆみ）
1982年東京女子大学文理学部史学科卒業。草思社編集部勤務、
英国留学を経て、1987年「日経トレンディ」誌創刊に参加。1991年
まで同編集部勤務の後、独立。国内外の都市開発、デザイン、トレ
ンド、マーケティングなどを取材した著作が多い。著書『セーラが
町にやってきた』（プレジデント社／日経ビジネス人文庫）、『ほんも
のの日本人』（日経ＢＰ社）、『「オトコらしくない」からうまくいく』（佐
藤悦子との共著・日経ＢＰ社）。

講　師

歌舞伎座  ©松竹株式会社

『建築家、走る』
（新潮社 2013年）

2
3

コ ー ド　13101　　　　
講　師　 隈 研吾／清野 由美

時　間　土曜日 11:00～12:30

日　程　6 / 1

回　数　全 1回

受講料　1,000円

定　員　120名

TEL.03-6238-1400  FAX.03-6238-1399 E-mail  kioiclub@jiu.ac.jp

▲
▲

▲

福永 佳津子
（ふくなが・かつこ）
海外生活カウンセラー ／
ロングステイ財団政策審議委
員 ／海外邦人安全協会理事
上智大学卒。在NY6年。帰国
後は海外生活カウンセラーと
して講演執筆多数。NHK趣味
悠 「々サトウサンペイと楽しむ
海外旅行術（ロングステイ）」講
師等。著書に『ある日海外赴任』
『アジアで暮らすとき困らない
本』他がある。

コーディネーター・講師

コ ー ド　 13109

人生設計 台湾ロングステイを堪能する
ロングステイ財団共催連続講座 

平野 久美子／ノンフィクション作家。編集者を経
て執筆活動へ。アジアと日本の関係を中心に幅
広いテーマで作品を発表。「テレサ・テンが見た夢・
華人歌星伝説」「淡淡有情・忘れられた日本人の物
語」「中国茶・風雅の裏側」「トオサンの桜・散り
ゆく台湾の中の日本」「水の奇跡を呼んだ男」な
ど多数。台湾の台北市、屏東県でのロングステイ
体験がある。

篠原 豊／1942年東京都生まれ。大学卒業後、貿
易商社勤務を経て公務員となり、傍ら中国語通訳
の資格を取得。退職後、北京に遊学。その後台湾
を深く知りたいと思い、ロングステイを経験。

篠原 亮子／1946年樺太生まれ。高校卒業後、
病院勤務を経て結婚、専業主婦。実母を16年看
護し、介護福祉士・保育士の資格を取得。夫の遊
学先北京に1年滞在。その後夫とともに台湾にロ
ングステイ。

ゲストスピーカー

台湾がロングステイ人気国トップテンにラ
ンクインした。親日的な近隣国に惹かれて
新しい出会いに胸躍らせる人たちがぐんと
増えてきたことがわかる。その台湾ですで
にロングステイを堪能されている篠原さん
ご夫妻は、3・11の直後、台南の成功大学の
剣道部の学生さん5人が、自分たちで集めた
義捐金（10万円相当）を持ってきてくれたエ
ピソードを、また平野さんは、以下のコメン
トを寄せてくれている。「『日本人にとって
台湾は暮らしやすいか？』と問われれば、私

60名

受講料

定　員

2,000円／夫婦受講 3,000円
※LSメンバーズの方1,500円
　／夫婦受講2,000円

回　数　  全1回 

コーディネー
ター・講師

時　間　  土曜日 14:00～16:30

日　程　   6/8

福永 佳津子
　　

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会） （主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

Photo：Dee Conway

芸　能

世界的な人気を誇る3大バレエのひとつとして名を馳せるのが英国ロイヤル・
バレエ団。演劇的なバレエの伝統と気品ある“ロイヤル・スタイル”で皆様に
ご覧いただくのが、チャイコフスキーの3大バレエのひとつ「白鳥の湖」です。
同バレエ団が本作を上演するのは、実は日本では15年ぶりという貴重な機会
となります。最高峰の古典全幕の世界を、最高峰のバレエ団で鑑賞する贅沢
なひと時は、皆様を幻想的な世界へと誘うことでしょう。

英国ロイヤル・バレエ団
「白鳥の湖」

バレエ鑑賞

※料金は郵便払込となります。払込み後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

コ ー ド　  13110

日　程　 7/13

回　数　 全1回

料　金　 B席 14,000 円

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

ヴェルディ生誕200年祭である今年、イタリア・オペラの頂点を極めるミラ
ノ・スカラ座が来日公演を行います。その期間中に特別に催されるのがこの
特別演奏会。イタリア・オペラの殿堂であるスカラ座のサウンドを担うオー
ケストラによる圧倒的力量と迫力でオペラ楽曲の素晴らしい魅力を余すとこ
ろなく皆様にお届けします。オペラ名曲集で構成される今回のコンサートで
あれば初めての方にもお薦め。華麗なるオペラ音楽の世界へ、ようこそ！

ミラノ・スカラ座管弦楽団
特別演奏会

音楽鑑賞

18:00～20:40（予定）
時　間　 土曜日

※料金は郵便払込となります。払込み後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

コ ー ド　  13111

日　程　 9/5

回　数　 全1回

料　金　 B席 13,000 円

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

19:00～21:00（予定）
時　間　 木曜日

ヴェルディ「椿姫」第３幕への前奏曲
ロッシーニ「ウィリアム・テル」序曲　他

※曲目は演奏者の都合により変更になる場合があります。

ミラノ・スカラ座管弦楽団

写
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【演奏予定曲目】

ダニエル・ハーディング
　

指揮：ダニエル・ハーディング
演奏：ミラノ・スカラ座管弦楽団

は即座に『ＹＥＳ』と答える。何と言っても日本から近く、気候が温暖で温泉もあ
れば桜も咲く。治安と医療施設は合格点がつくし、台北市以外なら物価はまだ
割安感がある。台湾の食は中国大陸に比べると脂が控えめで日本人好みだし、
日本統治時代に改良した蓬莱米（ジャポニカ種）をはじめ日本食が普及してい
る。言わずと知れた親日感情の高さも心強い。戦前に日本語を習ったお年寄り
から現在勉強中の若者まで、よき友達になってくれるだろう。キャリアや趣味を
活かして社会貢献できる機会が増えれば、市民主導の交流、友好が暮らしの中
から広がる。そうなれば、日台の先人が営々と築いてきた絆は、さらに深まり、
ロングステイの充実感も増すに違いない」
本講座では、実際の住まいや町の様子なども映像でご紹介する。受講生の台湾
ロングステイが明日決行されても不思議ではない講義としたい。

龍山寺

〈オペラ名曲集〉全 4幕
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士林夜市

●PCブース（2F）
●図書館（2F）
　※閲覧のみ

●カフェテリア（B1F）
　※月～金営業

東京紀尾井町キャンパス


