
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。

東京紀尾井町キャンパス

3号棟

●PCブース（2F）

●図書館（2F）
　※閲覧のみ

●カフェテリア（B1F）
　※月～金営業

●カフェテリア（1F）
　※月～土営業

アクセス インフォメーション

●東京メトロ有楽町線　麹町駅１番出口より徒歩３分

●東京メトロ南北線　永田町駅９a 番出口より徒歩５分

●東京メトロ半蔵門線　半蔵門駅１番出口より徒歩７分

●東京メトロ丸ノ内線 ・ 銀座線　赤坂見附駅 D 出口より徒歩８分

●JR 中央線 ・ 総武線　四ツ谷駅より徒歩１０分

【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。教室内では、携帯電話や音の出る電子機器等
の電源は予めお切りください。
【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（TEL03-3234-2841）にお問い
合わせください。

 初夏に楽しむ醤油の町とアート

茂木本家美術館と上花輪歴史館＆
キッコーマン野田工場見学バスツアーバスで行こう！

2014
SPRING

美　術

昨年実施し大好評をいただい
た茂木本家美術館＆醤油工
場見学バスツアーを、今期も
開催いたします。今回は、江戸
時代の屋敷や庭園などを保
存公開している上花輪歴史館
を見学コースに加えました。
茂木本家美術館では、創立者
十二代茂木七左衛門が永年
蒐集してきた横山大観、中島
千波などによる富士山画や梅
原龍三郎らの美術作品、「粋でいなせな江戸の夏」と題した浮世絵
の企画展を、学芸員による解説付きでご鑑賞ください。
上花輪歴史館は、醤油醸造家であった上花輪村名主・高梨兵左衛
門の屋敷を保存しています。敷地全体の景観が、観賞上、学術上の
価値が高いことから、平成13年より千葉県内で初めて国の名勝「高
梨氏庭園」に指定されています。屋敷内部もご覧いただけるコース
にてご案内いたします。
キッコーマン野田工場内「もの知りしょうゆ館・御用蔵」では、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。

コード
日　程

時　間

受講料

14101
6/5
9:00～16:15
※8:45 
　東京紀尾井町キャンパス集合

5,000円（昼食代、入館料含む）

定　員 25 名
（木）

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

茂木本家美術館

上花輪歴史館

もの知りしょうゆ館

スケジュール

8:45

9:00

10:00

12:00

13:10

14:00

15:15

16:15

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

東京紀尾井町キャンパス集合

出　発

上花輪歴史館着、見学（茶・菓子付）

茂木本家美術館着、鑑賞（記念品付）

キッコーマン野田工場着、昼食（弁当）

工場見学

出　発

東京紀尾井町キャンパス着、解散

※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。



今回の歌舞伎鑑賞教室では、近松門左衛門作の義太
夫狂言で、時代物の名作をご覧いただきます。江戸時
代の初期に活躍した岩佐又兵衛という絵師の伝説な
どに取材した作品です。一途な又平とそれを助ける
お徳の夫婦の情愛が全編にあふれ、特に手水鉢に描
いた自画像が抜け出るくだりで、最高潮を迎えます。
梅玉、魁春が演じる気品あふれる正統派の舞台をお
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。

今回は、本格的な「文楽公演」をご案内い
たします。当講座の「文楽鑑賞教室」で、
初めての鑑賞に適した解説付きの文楽を
ご覧になり、その面白さを実感された方
は、ぜひご参加ください。また、文楽に興
味があっても観たことがない方も、初め
てだからこそ、この機会に「本物」をご覧
ください。
※演目、時間、料金の決定は5月の予定で
す。5月以降当事務局へお問い合わせ
ください。4月中の申込者へは決定次
第ご案内書をお送りします。

中村  梅玉中村  魁春

『傾城反魂香』一幕　土佐将監閑居の場 平成26年9月国立劇場文楽公演

【参考】平成25年9月
　　　文楽公演
　　　「伊賀越道中双六」

文楽鑑賞 （主催：国立劇場）

バックステージツアー

歌舞伎鑑賞教室 （主催：国立劇場）

②

（主催：株式会社テイト・コーポレーション）

『建礼門院右京大夫集』を読む
平清盛の息女、高倉天皇の中宮建礼門院徳子に仕えた右京大
夫の歌集（回想録）を取り上げます。平家の全盛期から滅亡に
至る歴史を目の当たりにしつつ、ままならぬ恋に身を焦がす彼
女の心と詞は、『平家物語』とは違う光の当て方で、同じ時代を
浮き彫りにしています。作品は、和歌と詞書から成り、極めて簡
潔ですが、その行間から浮かび上がる世界は約八百年前のも
のと思えない鮮度で迫って来ると思います。前半は宮廷生活の
懐かしい思い出のあれこれを、後半は清盛の孫に当たる資盛と
の恋の成り行きを中心に、『平家物語』や関係資料などを併せ見
ながら読み進める予定です。

１、「序」及び「内と中宮」

２、「中宮と建春門院」

３、「実宗との贈答」

４、「一枝の花」

５、「上の御笛」

６、「内裏近き火」

７、「蘆分け小舟の櫛」

８、「のがれがたき契り」

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）

フィリップ・ベソー／
アテネ・フランセ講師
国立東洋言語文化大学
Master2修了。日本語能
力試験1級を持ち、日本語
が堪能。東京の語学学校

や高校、大学等で豊富な教授経験を持つ。現在、
アテネ・フランセでは、フランス語講座（仏検対策講
座、書き取り、プライベートレッスン等）を担当。大道
芸が得意な一面も。

日本でもおなじみの『タンタンの大冒険』『スマーフ』と
いったフランス語圏の漫画はフランス語でBande 
Dessinée（バンド・デシネ、略してBD＝ベデ）と呼ばれ
ています。BDは日本の漫画と比較して、大判でハード
カバー、フルカラーの作品が多く、美しいアート作品と
しても楽しめるのが特徴です。『タンタンの大冒険』など
は第二次大戦後、子ども向けの作品として生まれました
が、1970年代に入ると、メビウス（本名ジャン・アンリ・
ガストン・ジロー）やエンキ・ビラルといった超絶技巧を
持った作家たちが幻想的なSF作品を生み出し、世界中
に影響を与えました。日本でも重鎮と呼ばれる漫画家た
ちがBDから影響を受けています。この講座では、BDの
歴史を紹介し、巨匠メビウスがなぜ日本の漫画家たち
に多大な影響を与えたのか、その魅力に迫ります。そし
て、逆にメビウスが日本の漫画家から受けた影響につ
いても考察します。（授業は日本語で行います）

講師

講師

主催：アテネ・フランセ

恋するスペイン ～憧れのヨーロッパ文化圏に暮らした17年間～

コード
日　程
時　間

受講料

14102
6/21
14:00～16:30
2,000円／夫婦受講3,000円

定　員 60 名
（土）

※LSメンバーズの方1,500円／
　夫婦受講2,000円

コード
日　程
時　間

料　金

会　場

14107
7/8
14:30～17:00（予定）

3,500円
〈バックステージツアー付き〉

国立劇場・大劇場（半蔵門）

定　員 30 名
（火）

コード
日　程
時　間

料　金

会　場

14109
8/30
11:00～18:00（予定）

16,000円（B席チケット代、
　　　　　受講料、昼食代含む）

事前講座 紀尾井町キャンパス
バレエ鑑賞 ＮＨＫホール（渋谷）

定　員 20 名
（土）

（火）
コード
日　程
時　間
料　金
会　場

14108
9/9
11:00～15:30を予定
6,300円前後の予定
国立劇場・小劇場（半蔵門）

定　員 10 名

コード
日　程
時　間
受講料

14103
6/13
15:00～16:30
1,000円

定　員 20 名
（金）

コード

日　程

時　間
回　数
受講料

14104

5/19、26　
6/2、9、16、23、30  7/7

月曜日11:10～12:40
全8回
16,000円〈教材費別途〉

定　員 20 名

コーディネーター・講師 ゲストスピーカー

フラメンコ

「太陽の海岸」と呼ばれるスペインのコスタデルソル。1997年、八倉巻邸に一歩足を踏み入れ
た瞬間、目に飛び込んだ地中海の迫力には思わず息を飲みました。スペイン滞在決断の背景、
コスタデルソルを選んだ理由などを立て続けにお伺いし、それはそのままＮＨＫ「趣味悠々」の
番組となりました。55歳で退職された八倉巻さんには、面白がってついて行った奥様や、大学
受験を控えつつ、あっさり両親の決断を受け入れたひとり息子さんありきですが、「どこへ行く
にも夫婦二人での行動、人の目を気にすることなく本来の人間らしい、心にゆとりのある生き方
ができたのは何よりでした。体験するものすべてが新鮮な驚きの連続で、スペイン人の大らか
さ、優しさ、そして親切心に助けられた17年間は、かけがえのない素晴らしい財産となりまし
た」（八倉巻さん）。物価は安く、人々は陽気。青い空とエメラルドグリーンの海、白壁とオレンジ瓦、と条件が揃えば心躍らないは
ずがありません。ロングステイの達人の失敗例も含めた17年間の人生ドラマに聞き惚れる午後となること間違いなしです。

ダリ美術館

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」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。豊
富な経験を基に2005年より当講座講師を務め好評を得ている。

八倉巻 等（やぐらまき・ひとし）
1935年樺太で生まれ、父の異動で満
州へ。1946年10月中国満州より引き
揚げる。1957年 (株)資生堂旭川販
社に入社。その後、札幌、名古屋、静
岡、東京、川崎の各販社を経て、60歳

定年を待たず55歳で1989年早期退職、翌年スペインに移住
し、2007年11月日本に帰国。福岡県在住。

佐々木 涼子
（ささき・りょうこ）
東京女子大学名誉教授。
舞踊評論家。専門はフラ
ンス小説と舞踊論。著書
に『世界のバレエを見てま
わる』『バレエの宇宙』『バ
レエの歴史』など。

講師

①バンドデシネ博物館

「ボレロ」「ボレロ」 「ペトルーシュカ」「ペトルーシュカ」

「スプリング・アンド・フォール」「スプリング・アンド・フォール」

「ラ・バヤデール」より”影の王国”「ラ・バヤデール」より”影の王国”
「オネーギン」より
第３幕のパ・ド・ドゥ
「オネーギン」より
第３幕のパ・ド・ドゥ

（①②トリップアドバイザー提供）

フランスのバンドデシネと日本の漫画
～宮崎駿、大友克洋、浦沢直樹に影響を与えた
　 フランス・バンドデシネ界の巨匠メビウス～

三木 紀人／
城西国際大学教授

書道
情報化が進展してい
く現代こそ、筆で書い
た文字には温かみが
あります。筆文字を美
しく見せる方法を学
びましょう。冠婚葬祭
に役立つペン字も学
べます。

定　員 20 名コード
講　師
開催日
時　間
年間受講料

14105
林 拓翠
毎月第2月曜日（8月は休講）

10:30～12:00
33,000円（一括払い）

俳句

定　員 20 名コード
講　師
開催日
時　間
年間受講料

14106
松岡 隆子
毎月第3木曜日（8月は休講）

13:00～16:00
33,000円（一括払い）

②エルジェの壁画

日本を代表するバレエ・カンパニー、東京バレエ団の創立50年を祝して
催される本公演は、バレエ団の歴史を振り返るだけでなく、20世紀バレエ
のエポックメイキング的な名作を一度に堪能できる貴重な機会です。20
世紀初頭のバレエ・リュス期の傑作「ペトルーシュカ」から天才的振付家ク
ランコの「オネーギン」、鬼才ベジャールの「ボレロ」や現代バレエの巨匠ノ
イマイヤー作品まで、充実した内容でバレエの歴史とその進化を体感でき
ます。今回、各時代のバレエ史を紐解きながら鑑賞できるように、舞踊評論

家による事前解説（昼食
付）も併わせて企画しま
した。学術的、芸術的視
点からバレエの世界を楽
しんでみませんか。

音楽鑑賞
ビリー・ヴォーン・オーケストラ

あの黄金期を知る
人にはたまらない、
そして、まだ生まれ
ていなかった人たち
には新鮮な輝きを
放って聴こえるオリ
ジナリティ溢れる素

敵なアレンジと独特のオーケストラ・サウンド。アメリ
カン・ポップスからハワイアンまで、ビリー・ヴォーン・
オーケストラのライブ・パフォーマンスは、時代の香り
をたおやかに放ち、聴きながらにして、その時代に浸っ
ていく心地良さを味わえます。「浪路はるかに」「峠の幌
馬車」「真珠貝の歌」などの名曲をお楽しみください。

コード
日　程
時　間
料　金
会　場

14111
7/24
18:00～ 20:00（予定）

S席 7,500円
オーチャードホール（渋谷）

定　員 20 名
（木）

スケジュール
11:00～12:30

12:30～15:00

15:00～18:00（予定）

事前講座（紀尾井町キャンパス）

昼食（弁当）※昼食後、自由行動

鑑賞（ＮＨＫホール）※現地集合、解散

▶

▶

▶

人生設計 芸　能

ヨーロッパの文化

古　典 趣　味

バンド・デシネの歴史とBD界の巨匠メビウスの作品
バンドデシネの歴史を簡潔に紹介します。その歴史の中に
1970年代以降活躍するメビウスを位置づけ、バンドデシ
ネ界に大きな衝撃と貢献をもたらした彼の独創的な作風
を、絵を見ながら説明します。

メビウスと日本の漫画家たちの相互影響
メビウスの作品はどのように日本の漫画家たちに受け入
れられたのか、なぜ日本の漫画家、特に重鎮と呼ばれる
宮崎駿、谷口ジロー、大友克洋、浦沢直樹などに影響を与
えたのか考察します。また、メビウスは日本の漫画から
も影響を受けました。彼は日本の漫画の何に驚かされた
のでしょうか。

第1部

第2部

林 

拓
翠
先
生
作
品

　「
書
畫
琴
碁
詩
酒
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※芸能講座の料金は郵便払込となります。 払い込み後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

photo : K.Hasegawa

バレエ鑑賞
東京バレエ団
「ドン・キホーテ」全幕

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

クラシック・バレエの中で
も、ひときわ煌びやかな舞
台が「ドン・キホーテ」。南
国スペインの陽気な雰囲
気の中、床屋のバジルとそ
の恋人キトリとの間で繰り
広げられる恋模様と、ドン・
キホーテの騎士伝説とを

コミカルに融合させた物語は、全幕バレエ作品の中でも際
立って華やかです。他に類を見ないテクニック満載の踊りと
華麗に彩る衣裳、目まぐるしく変わる舞台が観客の心をつか
んで離しません。壮大なスケール感や息もつかせぬ展開の演
出など、めっぽう愉快な舞台を心ゆくまでお楽しみください。

コード
日　程
時　間
料　金
会　場

14110
9/20
15:00～18:00（予定）

S席 9,500円
ゆうぽうとホール（五反田）

定　員 20 名
（土）

photo : K.Hasegawa

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

コンスエグラ 風車の丘

け い   せ い   は ん   ご ん   こ う

初心者から経験者までレベルを問わず学べ
ます。自分で作った俳句が、先生の添削に
よってぐっと引きしまったものになる瞬間
を、ぜひ体感ください。

授業風景

祝祭ガラ
バレエ鑑賞 ＜事前講座付き＞
東京バレエ団
創立50周年



今回の歌舞伎鑑賞教室では、近松門左衛門作の義太
夫狂言で、時代物の名作をご覧いただきます。江戸時
代の初期に活躍した岩佐又兵衛という絵師の伝説な
どに取材した作品です。一途な又平とそれを助ける
お徳の夫婦の情愛が全編にあふれ、特に手水鉢に描
いた自画像が抜け出るくだりで、最高潮を迎えます。
梅玉、魁春が演じる気品あふれる正統派の舞台をお
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。

今回は、本格的な「文楽公演」をご案内い
たします。当講座の「文楽鑑賞教室」で、
初めての鑑賞に適した解説付きの文楽を
ご覧になり、その面白さを実感された方
は、ぜひご参加ください。また、文楽に興
味があっても観たことがない方も、初め
てだからこそ、この機会に「本物」をご覧
ください。
※演目、時間、料金の決定は5月の予定で
す。5月以降当事務局へお問い合わせ
ください。4月中の申込者へは決定次
第ご案内書をお送りします。

中村  梅玉中村  魁春

『傾城反魂香』一幕　土佐将監閑居の場 平成26年9月国立劇場文楽公演

【参考】平成25年9月
　　　文楽公演
　　　「伊賀越道中双六」

文楽鑑賞 （主催：国立劇場）

バックステージツアー

歌舞伎鑑賞教室 （主催：国立劇場）

②

（主催：株式会社テイト・コーポレーション）

『建礼門院右京大夫集』を読む
平清盛の息女、高倉天皇の中宮建礼門院徳子に仕えた右京大
夫の歌集（回想録）を取り上げます。平家の全盛期から滅亡に
至る歴史を目の当たりにしつつ、ままならぬ恋に身を焦がす彼
女の心と詞は、『平家物語』とは違う光の当て方で、同じ時代を
浮き彫りにしています。作品は、和歌と詞書から成り、極めて簡
潔ですが、その行間から浮かび上がる世界は約八百年前のも
のと思えない鮮度で迫って来ると思います。前半は宮廷生活の
懐かしい思い出のあれこれを、後半は清盛の孫に当たる資盛と
の恋の成り行きを中心に、『平家物語』や関係資料などを併せ見
ながら読み進める予定です。

１、「序」及び「内と中宮」

２、「中宮と建春門院」

３、「実宗との贈答」

４、「一枝の花」

５、「上の御笛」

６、「内裏近き火」

７、「蘆分け小舟の櫛」

８、「のがれがたき契り」

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）

フィリップ・ベソー／
アテネ・フランセ講師
国立東洋言語文化大学
Master2修了。日本語能
力試験1級を持ち、日本語
が堪能。東京の語学学校

や高校、大学等で豊富な教授経験を持つ。現在、
アテネ・フランセでは、フランス語講座（仏検対策講
座、書き取り、プライベートレッスン等）を担当。大道
芸が得意な一面も。

日本でもおなじみの『タンタンの大冒険』『スマーフ』と
いったフランス語圏の漫画はフランス語でBande 
Dessinée（バンド・デシネ、略してBD＝ベデ）と呼ばれ
ています。BDは日本の漫画と比較して、大判でハード
カバー、フルカラーの作品が多く、美しいアート作品と
しても楽しめるのが特徴です。『タンタンの大冒険』など
は第二次大戦後、子ども向けの作品として生まれました
が、1970年代に入ると、メビウス（本名ジャン・アンリ・
ガストン・ジロー）やエンキ・ビラルといった超絶技巧を
持った作家たちが幻想的なSF作品を生み出し、世界中
に影響を与えました。日本でも重鎮と呼ばれる漫画家た
ちがBDから影響を受けています。この講座では、BDの
歴史を紹介し、巨匠メビウスがなぜ日本の漫画家たち
に多大な影響を与えたのか、その魅力に迫ります。そし
て、逆にメビウスが日本の漫画家から受けた影響につ
いても考察します。（授業は日本語で行います）

講師

講師

主催：アテネ・フランセ

恋するスペイン ～憧れのヨーロッパ文化圏に暮らした17年間～

コード
日　程
時　間

受講料

14102
6/21
14:00～16:30
2,000円／夫婦受講3,000円

定　員 60 名
（土）

※LSメンバーズの方1,500円／
　夫婦受講2,000円

コード
日　程
時　間

料　金

会　場

14107
7/8
14:30～17:00（予定）

3,500円
〈バックステージツアー付き〉

国立劇場・大劇場（半蔵門）

定　員 30 名
（火）

コード
日　程
時　間

料　金

会　場

14109
8/30
11:00～18:00（予定）

16,000円（B席チケット代、
　　　　　受講料、昼食代含む）

事前講座 紀尾井町キャンパス
バレエ鑑賞 ＮＨＫホール（渋谷）

定　員 20 名
（土）

（火）
コード
日　程
時　間
料　金
会　場

14108
9/9
11:00～15:30を予定
6,300円前後の予定
国立劇場・小劇場（半蔵門）

定　員 10 名

コード
日　程
時　間
受講料

14103
6/13
15:00～16:30
1,000円

定　員 20 名
（金）

コード

日　程

時　間
回　数
受講料

14104

5/19、26　
6/2、9、16、23、30  7/7

月曜日11:10～12:40
全8回
16,000円〈教材費別途〉

定　員 20 名

コーディネーター・講師 ゲストスピーカー

フラメンコ

「太陽の海岸」と呼ばれるスペインのコスタデルソル。1997年、八倉巻邸に一歩足を踏み入れ
た瞬間、目に飛び込んだ地中海の迫力には思わず息を飲みました。スペイン滞在決断の背景、
コスタデルソルを選んだ理由などを立て続けにお伺いし、それはそのままＮＨＫ「趣味悠々」の
番組となりました。55歳で退職された八倉巻さんには、面白がってついて行った奥様や、大学
受験を控えつつ、あっさり両親の決断を受け入れたひとり息子さんありきですが、「どこへ行く
にも夫婦二人での行動、人の目を気にすることなく本来の人間らしい、心にゆとりのある生き方
ができたのは何よりでした。体験するものすべてが新鮮な驚きの連続で、スペイン人の大らか
さ、優しさ、そして親切心に助けられた17年間は、かけがえのない素晴らしい財産となりまし
た」（八倉巻さん）。物価は安く、人々は陽気。青い空とエメラルドグリーンの海、白壁とオレンジ瓦、と条件が揃えば心躍らないは
ずがありません。ロングステイの達人の失敗例も含めた17年間の人生ドラマに聞き惚れる午後となること間違いなしです。

ダリ美術館

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」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。豊
富な経験を基に2005年より当講座講師を務め好評を得ている。

八倉巻 等（やぐらまき・ひとし）
1935年樺太で生まれ、父の異動で満
州へ。1946年10月中国満州より引き
揚げる。1957年 (株)資生堂旭川販
社に入社。その後、札幌、名古屋、静
岡、東京、川崎の各販社を経て、60歳

定年を待たず55歳で1989年早期退職、翌年スペインに移住
し、2007年11月日本に帰国。福岡県在住。

佐々木 涼子
（ささき・りょうこ）
東京女子大学名誉教授。
舞踊評論家。専門はフラ
ンス小説と舞踊論。著書
に『世界のバレエを見てま
わる』『バレエの宇宙』『バ
レエの歴史』など。

講師

①バンドデシネ博物館

「ボレロ」「ボレロ」 「ペトルーシュカ」「ペトルーシュカ」

「スプリング・アンド・フォール」「スプリング・アンド・フォール」

「ラ・バヤデール」より”影の王国”「ラ・バヤデール」より”影の王国”
「オネーギン」より
第３幕のパ・ド・ドゥ
「オネーギン」より
第３幕のパ・ド・ドゥ

（①②トリップアドバイザー提供）

フランスのバンドデシネと日本の漫画
～宮崎駿、大友克洋、浦沢直樹に影響を与えた
　 フランス・バンドデシネ界の巨匠メビウス～

三木 紀人／
城西国際大学教授

書道
情報化が進展してい
く現代こそ、筆で書い
た文字には温かみが
あります。筆文字を美
しく見せる方法を学
びましょう。冠婚葬祭
に役立つペン字も学
べます。

定　員 20 名コード
講　師
開催日
時　間
年間受講料

14105
林 拓翠
毎月第2月曜日（8月は休講）

10:30～12:00
33,000円（一括払い）

俳句

定　員 20 名コード
講　師
開催日
時　間
年間受講料

14106
松岡 隆子
毎月第3木曜日（8月は休講）

13:00～16:00
33,000円（一括払い）

②エルジェの壁画

日本を代表するバレエ・カンパニー、東京バレエ団の創立50年を祝して
催される本公演は、バレエ団の歴史を振り返るだけでなく、20世紀バレエ
のエポックメイキング的な名作を一度に堪能できる貴重な機会です。20
世紀初頭のバレエ・リュス期の傑作「ペトルーシュカ」から天才的振付家ク
ランコの「オネーギン」、鬼才ベジャールの「ボレロ」や現代バレエの巨匠ノ
イマイヤー作品まで、充実した内容でバレエの歴史とその進化を体感でき
ます。今回、各時代のバレエ史を紐解きながら鑑賞できるように、舞踊評論

家による事前解説（昼食
付）も併わせて企画しま
した。学術的、芸術的視
点からバレエの世界を楽
しんでみませんか。

音楽鑑賞
ビリー・ヴォーン・オーケストラ

あの黄金期を知る
人にはたまらない、
そして、まだ生まれ
ていなかった人たち
には新鮮な輝きを
放って聴こえるオリ
ジナリティ溢れる素

敵なアレンジと独特のオーケストラ・サウンド。アメリ
カン・ポップスからハワイアンまで、ビリー・ヴォーン・
オーケストラのライブ・パフォーマンスは、時代の香り
をたおやかに放ち、聴きながらにして、その時代に浸っ
ていく心地良さを味わえます。「浪路はるかに」「峠の幌
馬車」「真珠貝の歌」などの名曲をお楽しみください。

コード
日　程
時　間
料　金
会　場

14111
7/24
18:00～ 20:00（予定）

S席 7,500円
オーチャードホール（渋谷）

定　員 20 名
（木）

スケジュール
11:00～12:30

12:30～15:00

15:00～18:00（予定）

事前講座（紀尾井町キャンパス）

昼食（弁当）※昼食後、自由行動

鑑賞（ＮＨＫホール）※現地集合、解散

▶

▶

▶

人生設計 芸　能

ヨーロッパの文化

古　典 趣　味

バンド・デシネの歴史とBD界の巨匠メビウスの作品
バンドデシネの歴史を簡潔に紹介します。その歴史の中に
1970年代以降活躍するメビウスを位置づけ、バンドデシ
ネ界に大きな衝撃と貢献をもたらした彼の独創的な作風
を、絵を見ながら説明します。

メビウスと日本の漫画家たちの相互影響
メビウスの作品はどのように日本の漫画家たちに受け入
れられたのか、なぜ日本の漫画家、特に重鎮と呼ばれる
宮崎駿、谷口ジロー、大友克洋、浦沢直樹などに影響を与
えたのか考察します。また、メビウスは日本の漫画から
も影響を受けました。彼は日本の漫画の何に驚かされた
のでしょうか。
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※芸能講座の料金は郵便払込となります。 払い込み後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

photo : K.Hasegawa

バレエ鑑賞
東京バレエ団
「ドン・キホーテ」全幕

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

クラシック・バレエの中で
も、ひときわ煌びやかな舞
台が「ドン・キホーテ」。南
国スペインの陽気な雰囲
気の中、床屋のバジルとそ
の恋人キトリとの間で繰り
広げられる恋模様と、ドン・
キホーテの騎士伝説とを

コミカルに融合させた物語は、全幕バレエ作品の中でも際
立って華やかです。他に類を見ないテクニック満載の踊りと
華麗に彩る衣裳、目まぐるしく変わる舞台が観客の心をつか
んで離しません。壮大なスケール感や息もつかせぬ展開の演
出など、めっぽう愉快な舞台を心ゆくまでお楽しみください。

コード
日　程
時　間
料　金
会　場

14110
9/20
15:00～18:00（予定）

S席 9,500円
ゆうぽうとホール（五反田）

定　員 20 名
（土）

photo : K.Hasegawa

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

コンスエグラ 風車の丘

け い   せ い   は ん   ご ん   こ う

初心者から経験者までレベルを問わず学べ
ます。自分で作った俳句が、先生の添削に
よってぐっと引きしまったものになる瞬間
を、ぜひ体感ください。

授業風景

祝祭ガラ
バレエ鑑賞 ＜事前講座付き＞
東京バレエ団
創立50周年



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。

東京紀尾井町キャンパス

3号棟

●PCブース（2F）

●図書館（2F）
　※閲覧のみ

●カフェテリア（B1F）
　※月～金営業

●カフェテリア（1F）
　※月～土営業

アクセス インフォメーション

●東京メトロ有楽町線　麹町駅１番出口より徒歩３分

●東京メトロ南北線　永田町駅９a 番出口より徒歩５分

●東京メトロ半蔵門線　半蔵門駅１番出口より徒歩７分

●東京メトロ丸ノ内線 ・ 銀座線　赤坂見附駅 D 出口より徒歩８分

●JR 中央線 ・ 総武線　四ツ谷駅より徒歩１０分

【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。教室内では、携帯電話や音の出る電子機器等
の電源は予めお切りください。
【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（TEL03-3234-2841）にお問い
合わせください。

 初夏に楽しむ醤油の町とアート

茂木本家美術館と上花輪歴史館＆
キッコーマン野田工場見学バスツアーバスで行こう！

2014
SPRING

美　術

昨年実施し大好評をいただい
た茂木本家美術館＆醤油工
場見学バスツアーを、今期も
開催いたします。今回は、江戸
時代の屋敷や庭園などを保
存公開している上花輪歴史館
を見学コースに加えました。
茂木本家美術館では、創立者
十二代茂木七左衛門が永年
蒐集してきた横山大観、中島
千波などによる富士山画や梅
原龍三郎らの美術作品、「粋でいなせな江戸の夏」と題した浮世絵
の企画展を、学芸員による解説付きでご鑑賞ください。
上花輪歴史館は、醤油醸造家であった上花輪村名主・高梨兵左衛
門の屋敷を保存しています。敷地全体の景観が、観賞上、学術上の
価値が高いことから、平成13年より千葉県内で初めて国の名勝「高
梨氏庭園」に指定されています。屋敷内部もご覧いただけるコース
にてご案内いたします。
キッコーマン野田工場内「もの知りしょうゆ館・御用蔵」では、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。

コード
日　程

時　間

受講料

14101
6/5
9:00～16:15
※8:45 
　東京紀尾井町キャンパス集合

5,000円（昼食代、入館料含む）

定　員 25 名
（木）

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

茂木本家美術館

上花輪歴史館

もの知りしょうゆ館

スケジュール

8:45

9:00

10:00

12:00

13:10

14:00

15:15

16:15

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

東京紀尾井町キャンパス集合

出　発

上花輪歴史館着、見学（茶・菓子付）

茂木本家美術館着、鑑賞（記念品付）

キッコーマン野田工場着、昼食（弁当）

工場見学

出　発

東京紀尾井町キャンパス着、解散

※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。


