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講座申し込みから受講までの流れ

AUTUMN

10月開講

美　学

●カフェテリア（B1F）
白がベースのインテリアでとても快適な学
生食堂です。月～金営業。※学校行事によ
りご利用いただけない場合がございます。

●図書館（2F）
窓が広く明るい図書館です。読書・勉学用
の個別ブースもあります。各種雑誌/新聞も
備えています。 ※図書の貸出はできません。

●PCブース（2F）
パソコンを利用できます。インターネットで
資料を検索することもできます。

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］

2011

【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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http://www.josai.jp/lifelong/ex/

日本古来の身体技法が見直されている。その要は「腰肚」や「臍下丹田」に収
斂されたのち、形を練り、整え崩し、「たたずまい」としてあらわれる。都市
にあっても自然に適い、からだがおのずから発する美しさとは何か。日本古
来の風土に根ざした「衣」「食」「住」の形を読み解いていくことで、欧米文化
とはまったく異なる「自然」や「人間」とのかかわり方のあることが見えてくる。
“日本人の身体の美意識”を仏像に探り、プロポーションの起源を探り、キモノ、
坐法、仏像、能などの伝統文化を渉猟しながら、連綿と受け継がれてきた日本
の身体技法を極め、しぐさの様式として、私たちの身に沁み込んだ立居振舞
いの美学を再発見する。

　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

映画映像

コ ー ド　  11211

講　師　 掛尾 良夫

時　間　 土曜日
　　　　 14:00～15:30

日　程　 10/29

映画人たちの1945年8月15日
～映画人たちは、8月15日、何をしていたのか～

『日本のいちばん長い日』（半藤一利原作／映画版・岡本喜八監督）は、1945年8月15日、ポツダム宣言
受諾と玉音放送をめぐって、内閣、近衛師団、陸軍大臣をはじめとする人々の激しい攻防が描かれてい
る。では、その日、映画人たちは何をしていたのか。キネマ旬報1960年8月下旬号に『八月十五日の日
本映画』という特集があり、そこでは1945年8月15日に何をしていたかということを、小津安二郎、
稲垣浩、伊藤大輔、市川昆、山本嘉次郎、内田吐夢、新藤兼人、円谷英二といった映画監督、坂東妻三郎、
市川右太衛門、片岡千恵蔵、田中絹代、長谷川一夫、山田五十鈴、池辺良といった俳優、永田雅一（大映
取締役）、森岩雄（東宝撮影所長）、大谷博（松竹社長）、川喜多長政、川喜多かしこ（東和映画社長・副社
長）といった映画業界人など、錚々たる顔ぶれの40人以上の映画人が手記を寄せている。
外地で映画を作っていた監督、兵士として出征していた人、地方に慰問公演に出ていた人たち。稲垣
浩監督が伝える14日と15日の軍関係者の態度の変わりよう、飢えで朦朧としながらフィリピンの山
中を彷徨っていた池辺良、山本嘉次郎監督と高峰秀子の風船と原子爆弾を間違えた騒動、山田五十鈴
と原節子の戦争が終わったら農業でもやろうという話しなどが続く。そして、9月22日、映画界首脳が
GHQから呼び出され、戦前の検閲に変わるGHQによる時代劇製作禁止などの指導を提示されたと
き、菊池寛（大映社長）が英語で反論するところを記した森岩雄の原稿は映像が浮かび上がるほどの
迫力がある。それらの手記の行間からは、終戦の解放感とこれからやってくる占領の不安に揺れる気
持ちが伝わってくる。
この講座では、戦前の検閲、終戦時の解放感と不安、戦後のGHQによる指導と闘う映画人たちの姿を
写真、参考資料で再現します。また、当時、宝塚海軍航空隊に所属し、宝塚の穴の中にいた新藤兼人監
督に、新たに聞いた話も紹介します。

掛尾 良夫
キネマ旬報映画総合研究所エクゼクティブ・ディレクター
1950年生まれ、早稲田大学政治経済学部卒。キネマ旬報編集部時代、外国映画の買付、
配給、日本映画の製作、配給、映画館の番組編成など、映画ビジネスの様々なパートを担
当。ＮＨＫサンダンス国際賞の立ち上げに係り、同賞、国際審査委員を務めた。現在、キネ旬
総研で、データベースの作成、映画プロデューサー人材育成、世界の映画産業データを収集、
分析などを行っている。編著書に『映画プロデューサー求む』、『映画プロデューサーの基礎
知識』、『外国映画ビジネスが面白い』、『映画ビジネスデータブック2010～2011』がある。

講　師

日本人の身体の美意識

電話 　03-6238 -1400
受付時間 /10：00～18：00（土曜・日曜・祝日を除く）

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。

1階受付で出席簿に出席の押印を受けてから、教室にお入りください。

講座申込

開講日のご案内

開講日手続き

2回目以降の受講

矢田部 英正／武蔵野身体研究所所長（体育学修士 / 被服学
博士）／お茶の水女子大学非常勤講師
専門は身体文化論。姿勢研究の一環として椅子の開発、制
作も手がける。著書に『たたずまいの美学』（中公文庫）、『椅
子と日本人のからだ』（ちくま文庫）など多数。
http://www.corpus.jp/

講　師

仏像を見ているとあらためてその立ち方、坐り方がしみじみと美しいと感じま
す。文楽、歌舞伎、能など日本の伝統的な芸能に表れるしぐさもまた特別なもの
といえましょう。今回の講座では、その美しさの理由をいろいろな角度から解き
明かしていただき、身体を自然に保つことで、負担のかからない動き、見た目の
よさ、爽快感や安定感、そして健康にもつながるというお話をうかがいます。

回　数　 全1回

受講料　 1,000円

定　員　  80名

コ ー ド　 11212

コ ー ド　 11201　　　　
講　師　 矢田部 英正

時　間　 土曜日 
　　　　 11:10～12:40

日　程　 10/29

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 80名

人生設計 神々の島、インドネシア・バリ島で
とことんゆっくり

ロングステイ財団共催連続講座 

＝キララの国でじゃらんじゃらん＝

福永 佳津子
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。

水谷 洋子／タイ、マレーシア、インドネシア
滞在は通算で13年。ロングステイアドバイ
ザーとしてバリ島ロングステイの情報発信を
続けている。

小林 繁之／プロデューサーとして働いてい
たテレビ局を定年退職後、バリに移り住ん
で7年。両国の文化交流とバリと日本に関す
る歴史の掘り起こし作業に従事している。

ゲストスピーカー

昨今、ロングステイ希望国はアジアに大きくシフトしていま
す。ひょいとひとまたぎすれば、Ｔシャツ短パンで過ごせる常
夏の国がすぐそこにあるのですから、厳冬を嫌って旅支度を
したくなっても不思議ではありません。今回は「神々の島」と
言われるバリ島暮らしを取り上げます。バリヒンドゥー教と
いう独自の宗教を持ち、先祖を敬い、年長者を尊敬し、家族を
大切にする心優しいバリ人たち。彼らと同じゆったりした時
空間に身を置けば、魂を休める滞在になること間違いなしで
す。宗教行事は朝な夕ないたるところで。家や店の前には毎
朝、「チャナン」というお供え物が置かれ、道行く私たちの足
を止めます。またガムラン音楽に導かれてみれば、情熱的で
艶やかなバリダンスに出くわします。ジャワ更紗（バティック）

①棚田の風景タナバン 
②レゴン
③タナロット寺院 
④ケチャックダンス（ウルワトゥ寺院）

日本人と西洋人
の歩き方

『美しい日本の身体』
（筑摩書房 2007 年）

キネマ旬報 1960年8月下旬号

掲載された特集記事

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 

の模様は日本の古典柄に通じ、思わず体に巻きつけたくなる
もの。木彫りの工芸品や影紙芝居の高い技術もバリならでは
です。そんなバリ島ステイの魅力をたっぷりお伝えするために
お二人のゲストをお迎えします。ひとりは、バリ島の情報発信
に精力的なロングステイアドバイザーの水谷洋子さん。ご自
身のステイ経験をもとに、具体的な滞在術を教えて頂きます。
もうひとりは、バリ島に住み始めて7年という小林繁之さん。
バリ島と日本の文化交流活動を続け、バリ島と日本に関係す
る歴史の掘り起こし作業に従事されています。バリ島または
バリ人がいかに日本または日本人と近い存在であるかなど
を中心にお話頂きます。昔懐かしい原風景に出会えるバリ島
滞在。たくさんのご参加をお待ちしています。
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TEL.03-6238-1400  FAX.03-6238-1399 E-mail  kioiclub@jiu.ac.jp

▲
▲

▲

ギメ美術館 如来坐像　撮影：矢田部英正

コーディネー
ター・講師

コーディネーター・講師

時　間　  土曜日
　　　　  14:00～16:30

日　程　  2012/2/4

福永 佳津子

水田コレクション図録　
菱川師宣　
髪梳図 絹本着色横一幅



ホテルニューオータニ

photo : Kiyonori Hasegawa

屋上緑化（ローズガーデン）

コンポスト・プラント／食品残渣を有機肥料に変える

今年は、東日本大震災による影響で、エコな取り組み
が必須となっています。そこで、2010年春に実施し
大好評をいただいた環境施設見学ツアーを今期も開
催することにいたしました。積極的にエコシステムに
取り組んでいるホテルニューオータニの、通常であれ
ば非公開となっている主要な環境施設の中から、排熱
や夜間電力を利用した給湯設備、屋上緑化（ローズ
ガーデン）、厨房から出る1日1000トンの排水を浄化、
中水とする中水造水プラント、食品残滓を乾燥・発酵
させ、肥料を作るコンポストプラントなどを、設備専

環境施設見学ツアー＆THE Sky Buffet

10:00      紀尾井町キャンパス1 階集合

10:10～　ホテルニューオータニへ移動
　　　　　　（徒歩約10分）

10:30～　環境施設見学

※ご参加の際は歩き易い服装でお越しください。
※ご案内コースには、一部暑い所や、階段の昇降がございます。お足もとには十分お気を付けください。

（ホテルニューオータニ 
  ザ・メイン17階 THE Skyにて）

●スケジュール

12:00～  ランチ

終了後現地解散

コ ー ド　 11205

時　間　 木曜日 10:30～13:30

※10：00 紀尾井町キャンパス集合
（昼食含む） 〈昼食代（1ドリンク、

サービス料込み）含む〉

定　員　 25名

回　数　 全 1回

受講料　 6,000円

日　程　 11/10

任として46年勤務されている山本正巳さんにより案内いただく「環境施設
見学ツアー」です。見学後、環境施設を体感いただくべく食事会もセットし
ましたので、ぜひ都心の巨大ホテルでの取り組みをご覧ください。

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

飯尾 唯紀
城西大学語学教育センター助教
1970年生まれ。北海道大学文学
研究科博士課程（西洋史学）修了。
日本学術振興会研究員、外務省専
門調査員としてハンガリー及びイギ
リスで中欧地域の歴史や政治につ
いて調査・研究の後、2011年より
現職。地域の信仰や生活習慣など、
人々の生活に根ざした歴史の研究
を行う。著書に『近世ハンガリー農
村社会の研究』など。

古　典

ヨーロッパ
の文化

音　楽

『平家物語』巻二、三を平重盛関係の記事を
中心として読み進める。重盛は父の清盛が
悪人として描かれているのに対して、深い
教養があり、思慮分別に富んでいたが、父に
先立って死に、それが平家の滅亡への流れの
因となる。心ならずそのようになったのでは
なく、彼はみずからの早世を願うような一面
があって、物語では独特な内面の持ち主とし
て登場している。その屈折した人柄ゆえに、
近年あまり人気がないが、関係資料を活用
し、文章の行間から彼の知られざる魅力を
読み解いていきたい。

フランスにはメトロポールと呼ばれる本土の他に、海外県、海外領土（DOM-TOM）とい
う地域があります。タヒチやニューカレドニアは有名ですが、アフリカ大陸の東に位置
するレユニオン島もリゾート地としてフランス人が多数訪れる海外県であり、また
2010年には世界自然遺産にも登録された魅力あふれる島です。この講座では、美しい
自然の成り立ちや、フランスの植民地となった歴史的背景、バニラやコーヒーなどの生
産や観光などの産業、そして人々の生活にスポットをあて、美しい映像を見ながら、レユ
ニオンをルーツとするフランス人男性講師と楽しく学んでいきます。講義は日本語でお
こないますが、簡単なフランス語、クレオール語にも触れられます。

『平家物語』を読む

ロマン派の時代̶̶̶それは作曲家が個性を追求し始めた時代、そして民衆が自由に音楽
を享受した時代でもあります。今年生誕200周年を迎える「ピアノの魔術師」として知られ
るフランツ・リストは、ロマン派の芸術家で、当時ヨーロッパで最も賞賛された超絶技巧
のピアニストでした。ハンガリー名リスト・フェレンツといい、ハンガリー語がほとんど
話せないことを後ろめたく思いながらも、11歳までを過ごしたハンガリーを祖国として愛
し、後年はブダペストに音楽院を設立するために尽力したのです。この音楽院の２階にリス
トは居住しレッスンを行い、同じ階にある演奏会場で学生達の音楽会が行われました。今
回のレクチャー＆コンサートにおいては、内面や感情を音楽によって表現しようとした作曲
家リストの生涯、作品、技巧、またリストを取り巻く芸術家たちについて、このリスト音楽
院で学んだ和田さやかさんに演奏とともにわかりやすく紹介をしていただきます。

芸　能

講　師

和田 さやか／洗足学園音楽大学講師
洗足学園音楽大学音楽部器楽専攻ピアノ科卒業。同専攻科を修了。ハンガリー国立リス
ト音楽院ディプロマコース修了、ディプロマ及びM.A.取得。1999～2001年、ハンガリー政府
給費奨学生。第3回リスト・バルトーク国際コンクール特別賞受賞。天皇皇后両陛下がハン
ガリー御来訪の際、御前演奏。2007年、本学の「ハンガリー文化センター設立記念コン
サート」で演奏。2009年、日本・ハンガリー交流年記念事業の一環として来日したハンガ
リー国立リスト音楽院管弦楽団とリストのピアノ協奏曲を演奏。ソロ・室内楽両分野におい
て日本、ハンガリーなどで活動している。

講　師

講　師

コ ー ド　 11210

講　師　  

東京バレエ団が世界に誇る名作バレエが本作。バレエ界の巨匠モー
リス・ベジャールが東京バレエ団のために創作した本作は、実は海
外公演実績の方が多いという。本作の世界的評価の高さを証明す
るものであろう。本作は歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」をバレエ化し、
音楽は黛敏郎氏という、東西の芸術のコラボレーションが生んだ奇
跡の舞台。日本人なら誰しも知る忠臣蔵の世界を、討ち入りの月に
バレエで楽しむ。まさに現代的な歴史と舞台の鑑賞スタイルではな
いか。2012年5月にはパリ・オペラ座での上演も決定している本作
は、日本人なら一度は観るべき世界。共に歴史に思いをはせるひと
時を。公演後のバックステージツアーも予定。

コ ー ド　 11206

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

インド洋に浮かぶフランス、
レユニオン島

コ ー ド　 11202

講　師　 和田 さやか

時　間　 土曜日 
　　　　 14:00～15:30

日　程　 11/12

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

ハンガリーが誇る天才ピアニスト
リスト・フェレンツ

環　境

１、教訓状
２、同上
３、烽火之沙汰
４、同上
５、御産
６、公卿揃
７、無文
８、灯炉之沙汰・
　　金渡

ハンガリーワインが語る
中央ヨーロッパの歴史

フランツ・リスト生誕200周年記念レクチャー＆コンサート 〈第2回〉 〈モーリス・ベジャール振付〉

日本でもワイン消費の習慣が定着しつつありますが、ヨー
ロッパでは1000年以上の昔から、ワインやビールが食生活
や経済活動の中で重要な位置を占め、領主と農民のせめぎ合
いのなかで酒を巡って様々な人間関係が築かれていました。
ワインという嗜好品に着目し、原材料となるブドウを作り、
醸造し、消費してきた人々の営みを見ることで、当時の生き
生きとした社会の姿をかいまみることができます。
この講座では、日本ではまだ馴染みの薄い中央ヨーロッパの
ハンガリーのワインに焦点を当て、中世から近代にかけての
生産、消費、流通の各場面をみていきます。ワイン生産の北限
ラインはちょうど中央ヨーロッパを貫いているので、アルコー
ル文化を通じてビール消費の盛んなプラハとワインを好む
ブダペストやウィーンという地域の多様性への目も開けてく
るでしょう。宗教改革の時代に教皇に捧げられた貴腐ワイン
の由来や、16世紀にウィーンまで攻め上がったオスマン帝国
軍とワイン文化の関係など、歴史の表舞台の裏で活躍したワ
インを手がかりに、この地域の歴史を再現していきます。

フロリアン・オーブリィ

時　間　 金曜日 15:00～16:30

日　程　 11/25

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 30名

フロリアン・オーブリィ
アテネ・フランセ講師
レユニオン大学修士。専門はFLE（外国語として
のフランス語教授法）。日本の文化に精通し、日
本語が堪能。語学学校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（本科、会話）、プライベートレッスンを担当。

主催：アテネ・フランセ

～多様な文化が入り混じる世界遺産の島～

コ ー ド　 11203

講　師　  飯尾 唯紀

時　間　 土曜日
              11:10～12:40

日　程　 11/26

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

ハ
ン
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ー
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立
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ト
音
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院

リスト・フェレンツ記念博物館にある
リストの左手像

愛の夢 第３番『おお、愛しうる限り愛せ』、エステ荘の噴水、他

【演奏予定曲】

ヨーロッパ
の文化

（主催：国立劇場）

参考：平成22年文楽鑑賞教室

歌舞伎、能楽に続き文楽鑑賞教室をご案内いたしま
す。まず〈解説：文楽の魅力〉では、義太夫の表現や人
形の遣い方など実演を交えた解説で楽しく伝統芸
能の世界へといざないます。そして、数ある演目の中
から初めての鑑賞に適した名作・名場面の上演をご
覧いただきます。文楽に興味をお持ちでもなかなか
ご覧になる機会がない方、ぜひご参加ください。
※演目は当事務局にお問い合わせいただくか、国立劇場
HP（http://www.ntj.jac.go.jp/）をご覧ください。

文楽鑑賞教室

※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　  11204

時　間　 火曜日 14:00～16:30（予定）

日　程　 12/6

回　数　 全1回

料　金　 3,400円

定　員　 20名

会　場　 国立劇場・小劇場（半蔵門）

芸　能

10/17 、24、31  
11/14、21、28    12/5、12　

回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費 1,470 円〉

定　員　 20名芸　能

坂田藤十郎

正林寺山門/この辺りに重盛の邸宅があったとされる

重盛公像 京都下京区浄教寺
（朝日新聞社刊 『カメラ散歩 平家物語』）

レユニオン島の風景
（トリップアドバイザー提供）

（主催：国立劇場）

今回は大作者近松門左衛門の作品から、
時代物、世話物の傑作を一つずつ御覧い
ただきます。『日本振袖始』は、素戔鳴尊と
八岐の大蛇の戦いを題材に、恋ありスペ
クタクルありの華麗でドラマチックな神
話の世界をお楽しみいただきます。『曽根
崎心中』は、藤十郎が1300回以上演じて
きた屈指の当り役であるお初に、恋人徳
兵衛を息子翫雀がつとめる親子共演で
す。お求めやすい価格の１等Ｂ席でのご
鑑賞後、バックステージツアーを予定し
ております。この機会にぜひ本格的な舞
台をご堪能ください。

歌舞伎鑑賞

料　金　 １等Ｂ席 6,000円

定　員　 20名 

会　場　 国立劇場・大劇場
            （半蔵門）

『日本振袖始』二幕
 『曽根崎心中』一幕三場

にほんふりそではじめ

そ ね ざ き し ん じ ゅ う

コ ー ド　 11207

（予定）

〈歌舞伎鑑賞・バックステー
  ジツアー（予定）〉

〈バレエ鑑賞・  
   バックステージツアー（予定）〉

時　間　 水曜日
　　　　 12:00～17:30

日　程　 11/16

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。

東京バレエ団「ザ・カブキ」
～世界中で20万人を超える人々を感動させた
不滅の名作！ ベジャールのバレエ忠臣蔵～

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　  11208

時　間　 土曜日 15:00～18:00（予定）

日　程　 12/17

回　数　 全1回

L.v.ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調 Op.18-4

C.M.v.ウェーバー　  ：クラリネット五重奏曲  変ロ長調 Op.34

L.v.ベートーヴェン：七重奏曲 変ホ長調 Op.20

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

※出演者の都合により曲目が変更になる場合がございます。
　あらかじめご了承ください。※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。

～ウィーン独特の音楽が息づく、
　 ウィーン音楽の正統な継承者たち～

音楽鑑賞

コ ー ド　  11209

時　間　 金曜日 19:00～21:00（予定）

日　程　 12/2

回　数　 全1回

料　金　Ｓ席 7,500 円

定　員　 20名

会　場　 紀尾井ホール（四ツ谷）

今回が創立40周年の記念ツアーとなる、ウィーン・フィルのトップメンバーたちによる室
内楽の最高峰が3年半ぶりに来日。ウィーン・フィルの中でも最古の歴史を持つというこの
アンサンブルは、音楽の都ウィーンそのものといえる存在だ。なぜなら、ウィーンは音楽派
も演奏法も独特に発展を遂げた優美さ、流麗さを持ち、この室内楽こそそれらを正統的に
継承する楽団であるから。今回の演奏でもそんな歴史と伝統に培われた、典雅なる調べを
楽しむことができる。クラシックは難しい？いやいや、素直に耳に響く音色に身を任せて
欲しい。体に浸透していくウィーン色に染まる悦を楽しんでいただけることだろう。

ウィーン室内合奏団

【演奏予定曲】

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

料　金　 S席 8,000 円

photo : Kiyonori Hasegawa

http://www.geocities.jp/sayakawada_pf/　

すさのおのみこと

やまた おろち



ホテルニューオータニ

photo : Kiyonori Hasegawa

屋上緑化（ローズガーデン）

コンポスト・プラント／食品残渣を有機肥料に変える

今年は、東日本大震災による影響で、エコな取り組み
が必須となっています。そこで、2010年春に実施し
大好評をいただいた環境施設見学ツアーを今期も開
催することにいたしました。積極的にエコシステムに
取り組んでいるホテルニューオータニの、通常であれ
ば非公開となっている主要な環境施設の中から、排熱
や夜間電力を利用した給湯設備、屋上緑化（ローズ
ガーデン）、厨房から出る1日1000トンの排水を浄化、
中水とする中水造水プラント、食品残滓を乾燥・発酵
させ、肥料を作るコンポストプラントなどを、設備専

環境施設見学ツアー＆THE Sky Buffet

10:00      紀尾井町キャンパス1 階集合

10:10～　ホテルニューオータニへ移動
　　　　　　（徒歩約10分）

10:30～　環境施設見学

※ご参加の際は歩き易い服装でお越しください。
※ご案内コースには、一部暑い所や、階段の昇降がございます。お足もとには十分お気を付けください。

（ホテルニューオータニ 
  ザ・メイン17階 THE Skyにて）

●スケジュール

12:00～  ランチ

終了後現地解散

コ ー ド　 11205

時　間　 木曜日 10:30～13:30

※10：00 紀尾井町キャンパス集合
（昼食含む） 〈昼食代（1ドリンク、

サービス料込み）含む〉

定　員　 25名

回　数　 全 1回

受講料　 6,000円

日　程　 11/10

任として46年勤務されている山本正巳さんにより案内いただく「環境施設
見学ツアー」です。見学後、環境施設を体感いただくべく食事会もセットし
ましたので、ぜひ都心の巨大ホテルでの取り組みをご覧ください。

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

飯尾 唯紀
城西大学語学教育センター助教
1970年生まれ。北海道大学文学
研究科博士課程（西洋史学）修了。
日本学術振興会研究員、外務省専
門調査員としてハンガリー及びイギ
リスで中欧地域の歴史や政治につ
いて調査・研究の後、2011年より
現職。地域の信仰や生活習慣など、
人々の生活に根ざした歴史の研究
を行う。著書に『近世ハンガリー農
村社会の研究』など。

古　典

ヨーロッパ
の文化

音　楽

『平家物語』巻二、三を平重盛関係の記事を
中心として読み進める。重盛は父の清盛が
悪人として描かれているのに対して、深い
教養があり、思慮分別に富んでいたが、父に
先立って死に、それが平家の滅亡への流れの
因となる。心ならずそのようになったのでは
なく、彼はみずからの早世を願うような一面
があって、物語では独特な内面の持ち主とし
て登場している。その屈折した人柄ゆえに、
近年あまり人気がないが、関係資料を活用
し、文章の行間から彼の知られざる魅力を
読み解いていきたい。

フランスにはメトロポールと呼ばれる本土の他に、海外県、海外領土（DOM-TOM）とい
う地域があります。タヒチやニューカレドニアは有名ですが、アフリカ大陸の東に位置
するレユニオン島もリゾート地としてフランス人が多数訪れる海外県であり、また
2010年には世界自然遺産にも登録された魅力あふれる島です。この講座では、美しい
自然の成り立ちや、フランスの植民地となった歴史的背景、バニラやコーヒーなどの生
産や観光などの産業、そして人々の生活にスポットをあて、美しい映像を見ながら、レユ
ニオンをルーツとするフランス人男性講師と楽しく学んでいきます。講義は日本語でお
こないますが、簡単なフランス語、クレオール語にも触れられます。

『平家物語』を読む

ロマン派の時代̶̶̶それは作曲家が個性を追求し始めた時代、そして民衆が自由に音楽
を享受した時代でもあります。今年生誕200周年を迎える「ピアノの魔術師」として知られ
るフランツ・リストは、ロマン派の芸術家で、当時ヨーロッパで最も賞賛された超絶技巧
のピアニストでした。ハンガリー名リスト・フェレンツといい、ハンガリー語がほとんど
話せないことを後ろめたく思いながらも、11歳までを過ごしたハンガリーを祖国として愛
し、後年はブダペストに音楽院を設立するために尽力したのです。この音楽院の２階にリス
トは居住しレッスンを行い、同じ階にある演奏会場で学生達の音楽会が行われました。今
回のレクチャー＆コンサートにおいては、内面や感情を音楽によって表現しようとした作曲
家リストの生涯、作品、技巧、またリストを取り巻く芸術家たちについて、このリスト音楽
院で学んだ和田さやかさんに演奏とともにわかりやすく紹介をしていただきます。

芸　能

講　師

和田 さやか／洗足学園音楽大学講師
洗足学園音楽大学音楽部器楽専攻ピアノ科卒業。同専攻科を修了。ハンガリー国立リス
ト音楽院ディプロマコース修了、ディプロマ及びM.A.取得。1999～2001年、ハンガリー政府
給費奨学生。第3回リスト・バルトーク国際コンクール特別賞受賞。天皇皇后両陛下がハン
ガリー御来訪の際、御前演奏。2007年、本学の「ハンガリー文化センター設立記念コン
サート」で演奏。2009年、日本・ハンガリー交流年記念事業の一環として来日したハンガ
リー国立リスト音楽院管弦楽団とリストのピアノ協奏曲を演奏。ソロ・室内楽両分野におい
て日本、ハンガリーなどで活動している。

講　師

講　師
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講　師　  

東京バレエ団が世界に誇る名作バレエが本作。バレエ界の巨匠モー
リス・ベジャールが東京バレエ団のために創作した本作は、実は海
外公演実績の方が多いという。本作の世界的評価の高さを証明す
るものであろう。本作は歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」をバレエ化し、
音楽は黛敏郎氏という、東西の芸術のコラボレーションが生んだ奇
跡の舞台。日本人なら誰しも知る忠臣蔵の世界を、討ち入りの月に
バレエで楽しむ。まさに現代的な歴史と舞台の鑑賞スタイルではな
いか。2012年5月にはパリ・オペラ座での上演も決定している本作
は、日本人なら一度は観るべき世界。共に歴史に思いをはせるひと
時を。公演後のバックステージツアーも予定。

コ ー ド　 11206

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

インド洋に浮かぶフランス、
レユニオン島

コ ー ド　 11202

講　師　 和田 さやか

時　間　 土曜日 
　　　　 14:00～15:30

日　程　 11/12

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

ハンガリーが誇る天才ピアニスト
リスト・フェレンツ

環　境

１、教訓状
２、同上
３、烽火之沙汰
４、同上
５、御産
６、公卿揃
７、無文
８、灯炉之沙汰・
　　金渡

ハンガリーワインが語る
中央ヨーロッパの歴史

フランツ・リスト生誕200周年記念レクチャー＆コンサート 〈第2回〉 〈モーリス・ベジャール振付〉

日本でもワイン消費の習慣が定着しつつありますが、ヨー
ロッパでは1000年以上の昔から、ワインやビールが食生活
や経済活動の中で重要な位置を占め、領主と農民のせめぎ合
いのなかで酒を巡って様々な人間関係が築かれていました。
ワインという嗜好品に着目し、原材料となるブドウを作り、
醸造し、消費してきた人々の営みを見ることで、当時の生き
生きとした社会の姿をかいまみることができます。
この講座では、日本ではまだ馴染みの薄い中央ヨーロッパの
ハンガリーのワインに焦点を当て、中世から近代にかけての
生産、消費、流通の各場面をみていきます。ワイン生産の北限
ラインはちょうど中央ヨーロッパを貫いているので、アルコー
ル文化を通じてビール消費の盛んなプラハとワインを好む
ブダペストやウィーンという地域の多様性への目も開けてく
るでしょう。宗教改革の時代に教皇に捧げられた貴腐ワイン
の由来や、16世紀にウィーンまで攻め上がったオスマン帝国
軍とワイン文化の関係など、歴史の表舞台の裏で活躍したワ
インを手がかりに、この地域の歴史を再現していきます。

フロリアン・オーブリィ

時　間　 金曜日 15:00～16:30

日　程　 11/25

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 30名

フロリアン・オーブリィ
アテネ・フランセ講師
レユニオン大学修士。専門はFLE（外国語として
のフランス語教授法）。日本の文化に精通し、日
本語が堪能。語学学校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（本科、会話）、プライベートレッスンを担当。

主催：アテネ・フランセ

～多様な文化が入り混じる世界遺産の島～

コ ー ド　 11203

講　師　  飯尾 唯紀

時　間　 土曜日
              11:10～12:40

日　程　 11/26

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

ハ
ン
ガ
リ
ー
国
立
リ
ス
ト
音
楽
院

リスト・フェレンツ記念博物館にある
リストの左手像

愛の夢 第３番『おお、愛しうる限り愛せ』、エステ荘の噴水、他

【演奏予定曲】

ヨーロッパ
の文化

（主催：国立劇場）

参考：平成22年文楽鑑賞教室

歌舞伎、能楽に続き文楽鑑賞教室をご案内いたしま
す。まず〈解説：文楽の魅力〉では、義太夫の表現や人
形の遣い方など実演を交えた解説で楽しく伝統芸
能の世界へといざないます。そして、数ある演目の中
から初めての鑑賞に適した名作・名場面の上演をご
覧いただきます。文楽に興味をお持ちでもなかなか
ご覧になる機会がない方、ぜひご参加ください。
※演目は当事務局にお問い合わせいただくか、国立劇場
HP（http://www.ntj.jac.go.jp/）をご覧ください。

文楽鑑賞教室

※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　  11204

時　間　 火曜日 14:00～16:30（予定）

日　程　 12/6

回　数　 全1回

料　金　 3,400円

定　員　 20名

会　場　 国立劇場・小劇場（半蔵門）

芸　能

10/17 、24、31  
11/14、21、28    12/5、12　

回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費 1,470 円〉

定　員　 20名芸　能

坂田藤十郎

正林寺山門/この辺りに重盛の邸宅があったとされる

重盛公像 京都下京区浄教寺
（朝日新聞社刊 『カメラ散歩 平家物語』）

レユニオン島の風景
（トリップアドバイザー提供）

（主催：国立劇場）

今回は大作者近松門左衛門の作品から、
時代物、世話物の傑作を一つずつ御覧い
ただきます。『日本振袖始』は、素戔鳴尊と
八岐の大蛇の戦いを題材に、恋ありスペ
クタクルありの華麗でドラマチックな神
話の世界をお楽しみいただきます。『曽根
崎心中』は、藤十郎が1300回以上演じて
きた屈指の当り役であるお初に、恋人徳
兵衛を息子翫雀がつとめる親子共演で
す。お求めやすい価格の１等Ｂ席でのご
鑑賞後、バックステージツアーを予定し
ております。この機会にぜひ本格的な舞
台をご堪能ください。

歌舞伎鑑賞

料　金　 １等Ｂ席 6,000円

定　員　 20名 

会　場　 国立劇場・大劇場
            （半蔵門）

『日本振袖始』二幕
 『曽根崎心中』一幕三場

にほんふりそではじめ

そ ね ざ き し ん じ ゅ う

コ ー ド　 11207

（予定）

〈歌舞伎鑑賞・バックステー
  ジツアー（予定）〉

〈バレエ鑑賞・  
   バックステージツアー（予定）〉

時　間　 水曜日
　　　　 12:00～17:30

日　程　 11/16

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。

東京バレエ団「ザ・カブキ」
～世界中で20万人を超える人々を感動させた
不滅の名作！ ベジャールのバレエ忠臣蔵～

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　  11208

時　間　 土曜日 15:00～18:00（予定）

日　程　 12/17

回　数　 全1回

L.v.ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調 Op.18-4

C.M.v.ウェーバー　  ：クラリネット五重奏曲  変ロ長調 Op.34

L.v.ベートーヴェン：七重奏曲 変ホ長調 Op.20

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

※出演者の都合により曲目が変更になる場合がございます。
　あらかじめご了承ください。※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。

～ウィーン独特の音楽が息づく、
　 ウィーン音楽の正統な継承者たち～

音楽鑑賞

コ ー ド　  11209

時　間　 金曜日 19:00～21:00（予定）

日　程　 12/2

回　数　 全1回

料　金　Ｓ席 7,500 円

定　員　 20名

会　場　 紀尾井ホール（四ツ谷）

今回が創立40周年の記念ツアーとなる、ウィーン・フィルのトップメンバーたちによる室
内楽の最高峰が3年半ぶりに来日。ウィーン・フィルの中でも最古の歴史を持つというこの
アンサンブルは、音楽の都ウィーンそのものといえる存在だ。なぜなら、ウィーンは音楽派
も演奏法も独特に発展を遂げた優美さ、流麗さを持ち、この室内楽こそそれらを正統的に
継承する楽団であるから。今回の演奏でもそんな歴史と伝統に培われた、典雅なる調べを
楽しむことができる。クラシックは難しい？いやいや、素直に耳に響く音色に身を任せて
欲しい。体に浸透していくウィーン色に染まる悦を楽しんでいただけることだろう。

ウィーン室内合奏団

【演奏予定曲】

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

料　金　 S席 8,000 円

photo : Kiyonori Hasegawa

http://www.geocities.jp/sayakawada_pf/　

すさのおのみこと

やまた おろち



ホテルニューオータニ

photo : Kiyonori Hasegawa

屋上緑化（ローズガーデン）

コンポスト・プラント／食品残渣を有機肥料に変える

今年は、東日本大震災による影響で、エコな取り組み
が必須となっています。そこで、2010年春に実施し
大好評をいただいた環境施設見学ツアーを今期も開
催することにいたしました。積極的にエコシステムに
取り組んでいるホテルニューオータニの、通常であれ
ば非公開となっている主要な環境施設の中から、排熱
や夜間電力を利用した給湯設備、屋上緑化（ローズ
ガーデン）、厨房から出る1日1000トンの排水を浄化、
中水とする中水造水プラント、食品残滓を乾燥・発酵
させ、肥料を作るコンポストプラントなどを、設備専

環境施設見学ツアー＆THE Sky Buffet

10:00      紀尾井町キャンパス1 階集合

10:10～　ホテルニューオータニへ移動
　　　　　　（徒歩約10分）

10:30～　環境施設見学

※ご参加の際は歩き易い服装でお越しください。
※ご案内コースには、一部暑い所や、階段の昇降がございます。お足もとには十分お気を付けください。

（ホテルニューオータニ 
  ザ・メイン17階 THE Skyにて）

●スケジュール

12:00～  ランチ

終了後現地解散

コ ー ド　 11205

時　間　 木曜日 10:30～13:30

※10：00 紀尾井町キャンパス集合
（昼食含む） 〈昼食代（1ドリンク、

サービス料込み）含む〉

定　員　 25名

回　数　 全 1回

受講料　 6,000円

日　程　 11/10

任として46年勤務されている山本正巳さんにより案内いただく「環境施設
見学ツアー」です。見学後、環境施設を体感いただくべく食事会もセットし
ましたので、ぜひ都心の巨大ホテルでの取り組みをご覧ください。

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

飯尾 唯紀
城西大学語学教育センター助教
1970年生まれ。北海道大学文学
研究科博士課程（西洋史学）修了。
日本学術振興会研究員、外務省専
門調査員としてハンガリー及びイギ
リスで中欧地域の歴史や政治につ
いて調査・研究の後、2011年より
現職。地域の信仰や生活習慣など、
人々の生活に根ざした歴史の研究
を行う。著書に『近世ハンガリー農
村社会の研究』など。

古　典

ヨーロッパ
の文化

音　楽

『平家物語』巻二、三を平重盛関係の記事を
中心として読み進める。重盛は父の清盛が
悪人として描かれているのに対して、深い
教養があり、思慮分別に富んでいたが、父に
先立って死に、それが平家の滅亡への流れの
因となる。心ならずそのようになったのでは
なく、彼はみずからの早世を願うような一面
があって、物語では独特な内面の持ち主とし
て登場している。その屈折した人柄ゆえに、
近年あまり人気がないが、関係資料を活用
し、文章の行間から彼の知られざる魅力を
読み解いていきたい。

フランスにはメトロポールと呼ばれる本土の他に、海外県、海外領土（DOM-TOM）とい
う地域があります。タヒチやニューカレドニアは有名ですが、アフリカ大陸の東に位置
するレユニオン島もリゾート地としてフランス人が多数訪れる海外県であり、また
2010年には世界自然遺産にも登録された魅力あふれる島です。この講座では、美しい
自然の成り立ちや、フランスの植民地となった歴史的背景、バニラやコーヒーなどの生
産や観光などの産業、そして人々の生活にスポットをあて、美しい映像を見ながら、レユ
ニオンをルーツとするフランス人男性講師と楽しく学んでいきます。講義は日本語でお
こないますが、簡単なフランス語、クレオール語にも触れられます。

『平家物語』を読む

ロマン派の時代̶̶̶それは作曲家が個性を追求し始めた時代、そして民衆が自由に音楽
を享受した時代でもあります。今年生誕200周年を迎える「ピアノの魔術師」として知られ
るフランツ・リストは、ロマン派の芸術家で、当時ヨーロッパで最も賞賛された超絶技巧
のピアニストでした。ハンガリー名リスト・フェレンツといい、ハンガリー語がほとんど
話せないことを後ろめたく思いながらも、11歳までを過ごしたハンガリーを祖国として愛
し、後年はブダペストに音楽院を設立するために尽力したのです。この音楽院の２階にリス
トは居住しレッスンを行い、同じ階にある演奏会場で学生達の音楽会が行われました。今
回のレクチャー＆コンサートにおいては、内面や感情を音楽によって表現しようとした作曲
家リストの生涯、作品、技巧、またリストを取り巻く芸術家たちについて、このリスト音楽
院で学んだ和田さやかさんに演奏とともにわかりやすく紹介をしていただきます。

芸　能

講　師

和田 さやか／洗足学園音楽大学講師
洗足学園音楽大学音楽部器楽専攻ピアノ科卒業。同専攻科を修了。ハンガリー国立リス
ト音楽院ディプロマコース修了、ディプロマ及びM.A.取得。1999～2001年、ハンガリー政府
給費奨学生。第3回リスト・バルトーク国際コンクール特別賞受賞。天皇皇后両陛下がハン
ガリー御来訪の際、御前演奏。2007年、本学の「ハンガリー文化センター設立記念コン
サート」で演奏。2009年、日本・ハンガリー交流年記念事業の一環として来日したハンガ
リー国立リスト音楽院管弦楽団とリストのピアノ協奏曲を演奏。ソロ・室内楽両分野におい
て日本、ハンガリーなどで活動している。

講　師

講　師

コ ー ド　 11210

講　師　  

東京バレエ団が世界に誇る名作バレエが本作。バレエ界の巨匠モー
リス・ベジャールが東京バレエ団のために創作した本作は、実は海
外公演実績の方が多いという。本作の世界的評価の高さを証明す
るものであろう。本作は歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」をバレエ化し、
音楽は黛敏郎氏という、東西の芸術のコラボレーションが生んだ奇
跡の舞台。日本人なら誰しも知る忠臣蔵の世界を、討ち入りの月に
バレエで楽しむ。まさに現代的な歴史と舞台の鑑賞スタイルではな
いか。2012年5月にはパリ・オペラ座での上演も決定している本作
は、日本人なら一度は観るべき世界。共に歴史に思いをはせるひと
時を。公演後のバックステージツアーも予定。

コ ー ド　 11206

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

インド洋に浮かぶフランス、
レユニオン島

コ ー ド　 11202

講　師　 和田 さやか

時　間　 土曜日 
　　　　 14:00～15:30

日　程　 11/12

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

ハンガリーが誇る天才ピアニスト
リスト・フェレンツ

環　境

１、教訓状
２、同上
３、烽火之沙汰
４、同上
５、御産
６、公卿揃
７、無文
８、灯炉之沙汰・
　　金渡

ハンガリーワインが語る
中央ヨーロッパの歴史

フランツ・リスト生誕200周年記念レクチャー＆コンサート 〈第2回〉 〈モーリス・ベジャール振付〉

日本でもワイン消費の習慣が定着しつつありますが、ヨー
ロッパでは1000年以上の昔から、ワインやビールが食生活
や経済活動の中で重要な位置を占め、領主と農民のせめぎ合
いのなかで酒を巡って様々な人間関係が築かれていました。
ワインという嗜好品に着目し、原材料となるブドウを作り、
醸造し、消費してきた人々の営みを見ることで、当時の生き
生きとした社会の姿をかいまみることができます。
この講座では、日本ではまだ馴染みの薄い中央ヨーロッパの
ハンガリーのワインに焦点を当て、中世から近代にかけての
生産、消費、流通の各場面をみていきます。ワイン生産の北限
ラインはちょうど中央ヨーロッパを貫いているので、アルコー
ル文化を通じてビール消費の盛んなプラハとワインを好む
ブダペストやウィーンという地域の多様性への目も開けてく
るでしょう。宗教改革の時代に教皇に捧げられた貴腐ワイン
の由来や、16世紀にウィーンまで攻め上がったオスマン帝国
軍とワイン文化の関係など、歴史の表舞台の裏で活躍したワ
インを手がかりに、この地域の歴史を再現していきます。

フロリアン・オーブリィ

時　間　 金曜日 15:00～16:30

日　程　 11/25

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 30名

フロリアン・オーブリィ
アテネ・フランセ講師
レユニオン大学修士。専門はFLE（外国語として
のフランス語教授法）。日本の文化に精通し、日
本語が堪能。語学学校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（本科、会話）、プライベートレッスンを担当。

主催：アテネ・フランセ

～多様な文化が入り混じる世界遺産の島～

コ ー ド　 11203

講　師　  飯尾 唯紀

時　間　 土曜日
              11:10～12:40

日　程　 11/26

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名
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リスト・フェレンツ記念博物館にある
リストの左手像

愛の夢 第３番『おお、愛しうる限り愛せ』、エステ荘の噴水、他

【演奏予定曲】

ヨーロッパ
の文化

（主催：国立劇場）

参考：平成22年文楽鑑賞教室

歌舞伎、能楽に続き文楽鑑賞教室をご案内いたしま
す。まず〈解説：文楽の魅力〉では、義太夫の表現や人
形の遣い方など実演を交えた解説で楽しく伝統芸
能の世界へといざないます。そして、数ある演目の中
から初めての鑑賞に適した名作・名場面の上演をご
覧いただきます。文楽に興味をお持ちでもなかなか
ご覧になる機会がない方、ぜひご参加ください。
※演目は当事務局にお問い合わせいただくか、国立劇場
HP（http://www.ntj.jac.go.jp/）をご覧ください。

文楽鑑賞教室

※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。
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時　間　 火曜日 14:00～16:30（予定）

日　程　 12/6

回　数　 全1回

料　金　 3,400円

定　員　 20名

会　場　 国立劇場・小劇場（半蔵門）

芸　能

10/17 、24、31  
11/14、21、28    12/5、12　

回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費 1,470 円〉

定　員　 20名芸　能

坂田藤十郎

正林寺山門/この辺りに重盛の邸宅があったとされる

重盛公像 京都下京区浄教寺
（朝日新聞社刊 『カメラ散歩 平家物語』）

レユニオン島の風景
（トリップアドバイザー提供）

（主催：国立劇場）

今回は大作者近松門左衛門の作品から、
時代物、世話物の傑作を一つずつ御覧い
ただきます。『日本振袖始』は、素戔鳴尊と
八岐の大蛇の戦いを題材に、恋ありスペ
クタクルありの華麗でドラマチックな神
話の世界をお楽しみいただきます。『曽根
崎心中』は、藤十郎が1300回以上演じて
きた屈指の当り役であるお初に、恋人徳
兵衛を息子翫雀がつとめる親子共演で
す。お求めやすい価格の１等Ｂ席でのご
鑑賞後、バックステージツアーを予定し
ております。この機会にぜひ本格的な舞
台をご堪能ください。

歌舞伎鑑賞

料　金　 １等Ｂ席 6,000円

定　員　 20名 

会　場　 国立劇場・大劇場
            （半蔵門）

『日本振袖始』二幕
 『曽根崎心中』一幕三場

にほんふりそではじめ

そ ね ざ き し ん じ ゅ う
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（予定）

〈歌舞伎鑑賞・バックステー
  ジツアー（予定）〉

〈バレエ鑑賞・  
   バックステージツアー（予定）〉

時　間　 水曜日
　　　　 12:00～17:30

日　程　 11/16

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。

東京バレエ団「ザ・カブキ」
～世界中で20万人を超える人々を感動させた
不滅の名作！ ベジャールのバレエ忠臣蔵～

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。
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時　間　 土曜日 15:00～18:00（予定）

日　程　 12/17

回　数　 全1回

L.v.ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調 Op.18-4

C.M.v.ウェーバー　  ：クラリネット五重奏曲  変ロ長調 Op.34

L.v.ベートーヴェン：七重奏曲 変ホ長調 Op.20

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

※出演者の都合により曲目が変更になる場合がございます。
　あらかじめご了承ください。※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。

～ウィーン独特の音楽が息づく、
　 ウィーン音楽の正統な継承者たち～

音楽鑑賞
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時　間　 金曜日 19:00～21:00（予定）

日　程　 12/2

回　数　 全1回

料　金　Ｓ席 7,500 円

定　員　 20名

会　場　 紀尾井ホール（四ツ谷）

今回が創立40周年の記念ツアーとなる、ウィーン・フィルのトップメンバーたちによる室
内楽の最高峰が3年半ぶりに来日。ウィーン・フィルの中でも最古の歴史を持つというこの
アンサンブルは、音楽の都ウィーンそのものといえる存在だ。なぜなら、ウィーンは音楽派
も演奏法も独特に発展を遂げた優美さ、流麗さを持ち、この室内楽こそそれらを正統的に
継承する楽団であるから。今回の演奏でもそんな歴史と伝統に培われた、典雅なる調べを
楽しむことができる。クラシックは難しい？いやいや、素直に耳に響く音色に身を任せて
欲しい。体に浸透していくウィーン色に染まる悦を楽しんでいただけることだろう。

ウィーン室内合奏団

【演奏予定曲】

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

料　金　 S席 8,000 円

photo : Kiyonori Hasegawa

http://www.geocities.jp/sayakawada_pf/　

すさのおのみこと

やまた おろち



1
講座申し込みから受講までの流れ

AUTUMN

10月開講

美　学

●カフェテリア（B1F）
白がベースのインテリアでとても快適な学
生食堂です。月～金営業。※学校行事によ
りご利用いただけない場合がございます。

●図書館（2F）
窓が広く明るい図書館です。読書・勉学用
の個別ブースもあります。各種雑誌/新聞も
備えています。 ※図書の貸出はできません。

●PCブース（2F）
パソコンを利用できます。インターネットで
資料を検索することもできます。

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］

2011

【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/

日本古来の身体技法が見直されている。その要は「腰肚」や「臍下丹田」に収
斂されたのち、形を練り、整え崩し、「たたずまい」としてあらわれる。都市
にあっても自然に適い、からだがおのずから発する美しさとは何か。日本古
来の風土に根ざした「衣」「食」「住」の形を読み解いていくことで、欧米文化
とはまったく異なる「自然」や「人間」とのかかわり方のあることが見えてくる。
“日本人の身体の美意識”を仏像に探り、プロポーションの起源を探り、キモノ、
坐法、仏像、能などの伝統文化を渉猟しながら、連綿と受け継がれてきた日本
の身体技法を極め、しぐさの様式として、私たちの身に沁み込んだ立居振舞
いの美学を再発見する。

　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

映画映像
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講　師　 掛尾 良夫

時　間　 土曜日
　　　　 14:00～15:30

日　程　 10/29

映画人たちの1945年8月15日
～映画人たちは、8月15日、何をしていたのか～

『日本のいちばん長い日』（半藤一利原作／映画版・岡本喜八監督）は、1945年8月15日、ポツダム宣言
受諾と玉音放送をめぐって、内閣、近衛師団、陸軍大臣をはじめとする人々の激しい攻防が描かれてい
る。では、その日、映画人たちは何をしていたのか。キネマ旬報1960年8月下旬号に『八月十五日の日
本映画』という特集があり、そこでは1945年8月15日に何をしていたかということを、小津安二郎、
稲垣浩、伊藤大輔、市川昆、山本嘉次郎、内田吐夢、新藤兼人、円谷英二といった映画監督、坂東妻三郎、
市川右太衛門、片岡千恵蔵、田中絹代、長谷川一夫、山田五十鈴、池辺良といった俳優、永田雅一（大映
取締役）、森岩雄（東宝撮影所長）、大谷博（松竹社長）、川喜多長政、川喜多かしこ（東和映画社長・副社
長）といった映画業界人など、錚々たる顔ぶれの40人以上の映画人が手記を寄せている。
外地で映画を作っていた監督、兵士として出征していた人、地方に慰問公演に出ていた人たち。稲垣
浩監督が伝える14日と15日の軍関係者の態度の変わりよう、飢えで朦朧としながらフィリピンの山
中を彷徨っていた池辺良、山本嘉次郎監督と高峰秀子の風船と原子爆弾を間違えた騒動、山田五十鈴
と原節子の戦争が終わったら農業でもやろうという話しなどが続く。そして、9月22日、映画界首脳が
GHQから呼び出され、戦前の検閲に変わるGHQによる時代劇製作禁止などの指導を提示されたと
き、菊池寛（大映社長）が英語で反論するところを記した森岩雄の原稿は映像が浮かび上がるほどの
迫力がある。それらの手記の行間からは、終戦の解放感とこれからやってくる占領の不安に揺れる気
持ちが伝わってくる。
この講座では、戦前の検閲、終戦時の解放感と不安、戦後のGHQによる指導と闘う映画人たちの姿を
写真、参考資料で再現します。また、当時、宝塚海軍航空隊に所属し、宝塚の穴の中にいた新藤兼人監
督に、新たに聞いた話も紹介します。

掛尾 良夫
キネマ旬報映画総合研究所エクゼクティブ・ディレクター
1950年生まれ、早稲田大学政治経済学部卒。キネマ旬報編集部時代、外国映画の買付、
配給、日本映画の製作、配給、映画館の番組編成など、映画ビジネスの様々なパートを担
当。ＮＨＫサンダンス国際賞の立ち上げに係り、同賞、国際審査委員を務めた。現在、キネ旬
総研で、データベースの作成、映画プロデューサー人材育成、世界の映画産業データを収集、
分析などを行っている。編著書に『映画プロデューサー求む』、『映画プロデューサーの基礎
知識』、『外国映画ビジネスが面白い』、『映画ビジネスデータブック2010～2011』がある。

講　師

日本人の身体の美意識

電話 　03-6238 -1400
受付時間 /10：00～18：00（土曜・日曜・祝日を除く）

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。

1階受付で出席簿に出席の押印を受けてから、教室にお入りください。

講座申込

開講日のご案内

開講日手続き

2回目以降の受講

矢田部 英正／武蔵野身体研究所所長（体育学修士 / 被服学
博士）／お茶の水女子大学非常勤講師
専門は身体文化論。姿勢研究の一環として椅子の開発、制
作も手がける。著書に『たたずまいの美学』（中公文庫）、『椅
子と日本人のからだ』（ちくま文庫）など多数。
http://www.corpus.jp/

講　師

仏像を見ているとあらためてその立ち方、坐り方がしみじみと美しいと感じま
す。文楽、歌舞伎、能など日本の伝統的な芸能に表れるしぐさもまた特別なもの
といえましょう。今回の講座では、その美しさの理由をいろいろな角度から解き
明かしていただき、身体を自然に保つことで、負担のかからない動き、見た目の
よさ、爽快感や安定感、そして健康にもつながるというお話をうかがいます。

回　数　 全1回

受講料　 1,000円

定　員　  80名

コ ー ド　 11212

コ ー ド　 11201　　　　
講　師　 矢田部 英正

時　間　 土曜日 
　　　　 11:10～12:40

日　程　 10/29

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 80名

人生設計 神々の島、インドネシア・バリ島で
とことんゆっくり

ロングステイ財団共催連続講座 

＝キララの国でじゃらんじゃらん＝

福永 佳津子
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。

水谷 洋子／タイ、マレーシア、インドネシア
滞在は通算で13年。ロングステイアドバイ
ザーとしてバリ島ロングステイの情報発信を
続けている。

小林 繁之／プロデューサーとして働いてい
たテレビ局を定年退職後、バリに移り住ん
で7年。両国の文化交流とバリと日本に関す
る歴史の掘り起こし作業に従事している。

ゲストスピーカー

昨今、ロングステイ希望国はアジアに大きくシフトしていま
す。ひょいとひとまたぎすれば、Ｔシャツ短パンで過ごせる常
夏の国がすぐそこにあるのですから、厳冬を嫌って旅支度を
したくなっても不思議ではありません。今回は「神々の島」と
言われるバリ島暮らしを取り上げます。バリヒンドゥー教と
いう独自の宗教を持ち、先祖を敬い、年長者を尊敬し、家族を
大切にする心優しいバリ人たち。彼らと同じゆったりした時
空間に身を置けば、魂を休める滞在になること間違いなしで
す。宗教行事は朝な夕ないたるところで。家や店の前には毎
朝、「チャナン」というお供え物が置かれ、道行く私たちの足
を止めます。またガムラン音楽に導かれてみれば、情熱的で
艶やかなバリダンスに出くわします。ジャワ更紗（バティック）

①棚田の風景タナバン 
②レゴン
③タナロット寺院 
④ケチャックダンス（ウルワトゥ寺院）

日本人と西洋人
の歩き方

『美しい日本の身体』
（筑摩書房 2007 年）

キネマ旬報 1960年8月下旬号

掲載された特集記事

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 

の模様は日本の古典柄に通じ、思わず体に巻きつけたくなる
もの。木彫りの工芸品や影紙芝居の高い技術もバリならでは
です。そんなバリ島ステイの魅力をたっぷりお伝えするために
お二人のゲストをお迎えします。ひとりは、バリ島の情報発信
に精力的なロングステイアドバイザーの水谷洋子さん。ご自
身のステイ経験をもとに、具体的な滞在術を教えて頂きます。
もうひとりは、バリ島に住み始めて7年という小林繁之さん。
バリ島と日本の文化交流活動を続け、バリ島と日本に関係す
る歴史の掘り起こし作業に従事されています。バリ島または
バリ人がいかに日本または日本人と近い存在であるかなど
を中心にお話頂きます。昔懐かしい原風景に出会えるバリ島
滞在。たくさんのご参加をお待ちしています。

2
3

4

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

▲
▲

▲

ギメ美術館 如来坐像　撮影：矢田部英正

コーディネー
ター・講師

コーディネーター・講師

時　間　  土曜日
　　　　  14:00～16:30

日　程　  2012/2/4

福永 佳津子

水田コレクション図録　
菱川師宣　
髪梳図 絹本着色横一幅



1
講座申し込みから受講までの流れ

AUTUMN

10月開講

美　学

●カフェテリア（B1F）
白がベースのインテリアでとても快適な学
生食堂です。月～金営業。※学校行事によ
りご利用いただけない場合がございます。

●図書館（2F）
窓が広く明るい図書館です。読書・勉学用
の個別ブースもあります。各種雑誌/新聞も
備えています。 ※図書の貸出はできません。

●PCブース（2F）
パソコンを利用できます。インターネットで
資料を検索することもできます。

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］

2011

【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
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、

い
つ
で
も
、

誰
で
も
学
べ
る

http://www.josai.jp/lifelong/ex/

日本古来の身体技法が見直されている。その要は「腰肚」や「臍下丹田」に収
斂されたのち、形を練り、整え崩し、「たたずまい」としてあらわれる。都市
にあっても自然に適い、からだがおのずから発する美しさとは何か。日本古
来の風土に根ざした「衣」「食」「住」の形を読み解いていくことで、欧米文化
とはまったく異なる「自然」や「人間」とのかかわり方のあることが見えてくる。
“日本人の身体の美意識”を仏像に探り、プロポーションの起源を探り、キモノ、
坐法、仏像、能などの伝統文化を渉猟しながら、連綿と受け継がれてきた日本
の身体技法を極め、しぐさの様式として、私たちの身に沁み込んだ立居振舞
いの美学を再発見する。

　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

映画映像

コ ー ド　  11211

講　師　 掛尾 良夫

時　間　 土曜日
　　　　 14:00～15:30

日　程　 10/29

映画人たちの1945年8月15日
～映画人たちは、8月15日、何をしていたのか～

『日本のいちばん長い日』（半藤一利原作／映画版・岡本喜八監督）は、1945年8月15日、ポツダム宣言
受諾と玉音放送をめぐって、内閣、近衛師団、陸軍大臣をはじめとする人々の激しい攻防が描かれてい
る。では、その日、映画人たちは何をしていたのか。キネマ旬報1960年8月下旬号に『八月十五日の日
本映画』という特集があり、そこでは1945年8月15日に何をしていたかということを、小津安二郎、
稲垣浩、伊藤大輔、市川昆、山本嘉次郎、内田吐夢、新藤兼人、円谷英二といった映画監督、坂東妻三郎、
市川右太衛門、片岡千恵蔵、田中絹代、長谷川一夫、山田五十鈴、池辺良といった俳優、永田雅一（大映
取締役）、森岩雄（東宝撮影所長）、大谷博（松竹社長）、川喜多長政、川喜多かしこ（東和映画社長・副社
長）といった映画業界人など、錚々たる顔ぶれの40人以上の映画人が手記を寄せている。
外地で映画を作っていた監督、兵士として出征していた人、地方に慰問公演に出ていた人たち。稲垣
浩監督が伝える14日と15日の軍関係者の態度の変わりよう、飢えで朦朧としながらフィリピンの山
中を彷徨っていた池辺良、山本嘉次郎監督と高峰秀子の風船と原子爆弾を間違えた騒動、山田五十鈴
と原節子の戦争が終わったら農業でもやろうという話しなどが続く。そして、9月22日、映画界首脳が
GHQから呼び出され、戦前の検閲に変わるGHQによる時代劇製作禁止などの指導を提示されたと
き、菊池寛（大映社長）が英語で反論するところを記した森岩雄の原稿は映像が浮かび上がるほどの
迫力がある。それらの手記の行間からは、終戦の解放感とこれからやってくる占領の不安に揺れる気
持ちが伝わってくる。
この講座では、戦前の検閲、終戦時の解放感と不安、戦後のGHQによる指導と闘う映画人たちの姿を
写真、参考資料で再現します。また、当時、宝塚海軍航空隊に所属し、宝塚の穴の中にいた新藤兼人監
督に、新たに聞いた話も紹介します。

掛尾 良夫
キネマ旬報映画総合研究所エクゼクティブ・ディレクター
1950年生まれ、早稲田大学政治経済学部卒。キネマ旬報編集部時代、外国映画の買付、
配給、日本映画の製作、配給、映画館の番組編成など、映画ビジネスの様々なパートを担
当。ＮＨＫサンダンス国際賞の立ち上げに係り、同賞、国際審査委員を務めた。現在、キネ旬
総研で、データベースの作成、映画プロデューサー人材育成、世界の映画産業データを収集、
分析などを行っている。編著書に『映画プロデューサー求む』、『映画プロデューサーの基礎
知識』、『外国映画ビジネスが面白い』、『映画ビジネスデータブック2010～2011』がある。

講　師

日本人の身体の美意識

電話 　03-6238 -1400
受付時間 /10：00～18：00（土曜・日曜・祝日を除く）

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。

1階受付で出席簿に出席の押印を受けてから、教室にお入りください。

講座申込

開講日のご案内

開講日手続き

2回目以降の受講

矢田部 英正／武蔵野身体研究所所長（体育学修士 / 被服学
博士）／お茶の水女子大学非常勤講師
専門は身体文化論。姿勢研究の一環として椅子の開発、制
作も手がける。著書に『たたずまいの美学』（中公文庫）、『椅
子と日本人のからだ』（ちくま文庫）など多数。
http://www.corpus.jp/

講　師

仏像を見ているとあらためてその立ち方、坐り方がしみじみと美しいと感じま
す。文楽、歌舞伎、能など日本の伝統的な芸能に表れるしぐさもまた特別なもの
といえましょう。今回の講座では、その美しさの理由をいろいろな角度から解き
明かしていただき、身体を自然に保つことで、負担のかからない動き、見た目の
よさ、爽快感や安定感、そして健康にもつながるというお話をうかがいます。

回　数　 全1回

受講料　 1,000円

定　員　  80名

コ ー ド　 11212

コ ー ド　 11201　　　　
講　師　 矢田部 英正

時　間　 土曜日 
　　　　 11:10～12:40

日　程　 10/29

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 80名

人生設計 神々の島、インドネシア・バリ島で
とことんゆっくり

ロングステイ財団共催連続講座 

＝キララの国でじゃらんじゃらん＝

福永 佳津子
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。

水谷 洋子／タイ、マレーシア、インドネシア
滞在は通算で13年。ロングステイアドバイ
ザーとしてバリ島ロングステイの情報発信を
続けている。

小林 繁之／プロデューサーとして働いてい
たテレビ局を定年退職後、バリに移り住ん
で7年。両国の文化交流とバリと日本に関す
る歴史の掘り起こし作業に従事している。

ゲストスピーカー

昨今、ロングステイ希望国はアジアに大きくシフトしていま
す。ひょいとひとまたぎすれば、Ｔシャツ短パンで過ごせる常
夏の国がすぐそこにあるのですから、厳冬を嫌って旅支度を
したくなっても不思議ではありません。今回は「神々の島」と
言われるバリ島暮らしを取り上げます。バリヒンドゥー教と
いう独自の宗教を持ち、先祖を敬い、年長者を尊敬し、家族を
大切にする心優しいバリ人たち。彼らと同じゆったりした時
空間に身を置けば、魂を休める滞在になること間違いなしで
す。宗教行事は朝な夕ないたるところで。家や店の前には毎
朝、「チャナン」というお供え物が置かれ、道行く私たちの足
を止めます。またガムラン音楽に導かれてみれば、情熱的で
艶やかなバリダンスに出くわします。ジャワ更紗（バティック）

①棚田の風景タナバン 
②レゴン
③タナロット寺院 
④ケチャックダンス（ウルワトゥ寺院）

日本人と西洋人
の歩き方

『美しい日本の身体』
（筑摩書房 2007 年）

キネマ旬報 1960年8月下旬号

掲載された特集記事

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 

の模様は日本の古典柄に通じ、思わず体に巻きつけたくなる
もの。木彫りの工芸品や影紙芝居の高い技術もバリならでは
です。そんなバリ島ステイの魅力をたっぷりお伝えするために
お二人のゲストをお迎えします。ひとりは、バリ島の情報発信
に精力的なロングステイアドバイザーの水谷洋子さん。ご自
身のステイ経験をもとに、具体的な滞在術を教えて頂きます。
もうひとりは、バリ島に住み始めて7年という小林繁之さん。
バリ島と日本の文化交流活動を続け、バリ島と日本に関係す
る歴史の掘り起こし作業に従事されています。バリ島または
バリ人がいかに日本または日本人と近い存在であるかなど
を中心にお話頂きます。昔懐かしい原風景に出会えるバリ島
滞在。たくさんのご参加をお待ちしています。
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TEL.03-6238-1400  FAX.03-6238-1399 E-mail  kioiclub@jiu.ac.jp

▲
▲

▲

ギメ美術館 如来坐像　撮影：矢田部英正

コーディネー
ター・講師

コーディネーター・講師

時　間　  土曜日
　　　　  14:00～16:30

日　程　  2012/2/4

福永 佳津子

水田コレクション図録　
菱川師宣　
髪梳図 絹本着色横一幅


