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講座申し込みから受講までの流れ

麹町大通り

AUTUMN

10月開講

映　画

●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］

2012

【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。
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2012年に日活は創立100周年を迎え、その歴史を顕彰するイベントが国内外で
開催されています。城西国際大学と日活株式会社は2010年6月に連携協力に関
する包括協定を結び、新しい映像教育を展開していることもあり、本学として
も日活100周年記念の講座として、日活から講師をお招きし、特別講演会を開催
することといたしました。
今回は、1950年代後半から宣伝部に属して数多くのスターを売り出してきた植
松康郎氏を講師に迎え、各俳優のエピソードなども交えつつ、日活スターはい
かにして作られていったのかについてとっておきのお話を存分に語っていただ
きます。聞き手は、日本映画史が専門の東京国立近代美術館フィルムセンター
研究員・板倉史明氏です。

　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

日活スター誕生秘話
～元・日活宣伝部長に聞くスター養成の極意～

〈日活創立100周年記念〉

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。

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

植松 康郎
1926　年長野県生まれ。早稲田大学卒業後、日
活に入社。宣伝部員として、石原裕次郎、小林
旭、宍戸錠、高橋英樹、浅丘ルリ子、吉永小百
合らとともに日活撮影所生活を送る。67年に
は同社の宣伝部長に。以後、日活芸能代表取締
役、プロデューサーなどを経て、86年日活を退社。
日活芸術学院講師などをつとめた。

講　師

板倉 史明
1974年生。東京国立近代美術館フィルムセンター主任
研究員。京都大学大学院（博士）。専門は日本映画史。
主な論考に、「『日活アクション』というジャンルの生成を
とらえる」（『未來』480号、2006年）、「『旧劇』から『時
代劇』へ」（『時代劇伝説（日本映画史叢書④）』2005年）、
「映画館における観客の作法」（『日本映画は生きている 
第一巻』2010年）などがある。

講　師

嵐を呼ぶ男©1957日活

ギターを持った渡り鳥©1959日活
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コ ー ド　12201　　　　
講　師　 植松 康郎 /板倉 史明

時　間　土曜日 15:00～16:30

日　程　10/20

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

▲
▲

▲

ふりかえれば、石原裕次郎、小林旭、浅
丘ルリ子、吉永小百合、赤木圭一郎など、
戦後のスクリーンを華やかに彩り、日本
映画を牽引した俳優たちは、みな日活の
専属俳優としてデビューし、大スターへ
の階段を駆け上がっていきました。もち
ろん各スターの魅力や生き様が、国民の
心を捉えたことに間違いはありませんが、
彼らの人気を舞台裏で支えていたものの
ひとつは、日活の宣伝部員たちの創意工
夫と努力でもありました。宣伝部はスター
の人気を維持し、高めるために、さまざ
まなメディアを活用して、多様な広報戦
略を日々練っていたのであり、その意味
でスターは作られるものでもあったと言
えましょう。ほかでは聞けないお二人の
楽しい対談にご期待ください。

人生設計

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。

米国時代、ボランティアは互助精神と訳され、できる人ができること
をできる時にするアクションだと隣人たちから教えられた。小学校
の煉瓦塀が壊れた？それなら父親たちが出勤前に一汗流すよ。夜遅
くまで図書館を利用したい？ならば夕方5時以降はボランティアが
常駐して時間延長すればいいさ、ってな具合だ。子どもたちの幼稚
園では、先生が病気で休めば、「今日できる？ボランティア先生」な
どと父母たちに気軽に電話がかかった。さらには大学院の応募書類
には「あなたがこれまでにアメリカ社会のために貢献したことは
何？」とボランティア活動を書き込む大きなスペースが用意されて
いた。こんな風に日常的な互助活動の国から帰国してみると、日本
でも自分らしいやり方でお役に立ちたくなって、あれこれ仕掛けて
きた。日米ボランティア事情の比較に加え、私自身のボランティア活
動事例も紹介する。自分で演出するボランティアアクションの面白
さに気づけば、あなたもきっと何かのために動き出したくなるに違
いない。気負うことなく出来ることで動いた結果、自らが得ること
がどれほど大きいかも忘れずにお伝えしたい。

講　師

音　楽

前回はリストをご紹介したレクチャー＆コンサート。今回はバルトークを取り上げます。
バルトーク・ベーラ・ヴィクトル・ヤーノシュは、ブダペスト王立音楽院（後のリスト音
楽院）に入学し、作曲・ピアノを学びました。卒業後、コダーイとの出会いからハンガリー
各地の農民音楽の採集を始め、さらに周辺諸国の民族音楽をも収集・研究したことでも
知られています。民謡の持つ生命力に目覚め、科学的に分析してその語法を自分のもの
にしていったバルトークは、その傍ら音楽院ピアノ科教授として27年の間勤め、多く
の弟子を育てています。民謡の旋律やリズムだけではなく構造面も分析した上で、西欧
の音楽技法が統合されたバルトークの作品。彼の生涯、作品などについて、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していただきます。

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

コ ー ド　 12210

講　師　 和田 さやか

時　間　 土曜日 
　　　　 14:00～15:30

日　程　 2013/1/26

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

切れ味するどい名ピアニスト／作曲家
バルトーク・ベーラ

レクチャー＆コンサート

ハンガリー国立
リスト音楽院http://www.geocities.jp/sayakawada_pf/　

コ ー ド　 12211

講　師　 福永 佳津子

時　間　 土曜日 15:00～17:00

日　程　 2013/2 /9

回　数　 全1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

自らが動くボランティア講座
ロングステイ 

自分で演出するボランティアアクションの
面白さに気づこう

番外編

❶マダガスカルの産
院に粉ミルクを送る
支援ボランティア
❷マダガスカルの
バオバブの並木道

ボランティアに
関する福永氏の
新聞連載記事

❶
❷

1Part

2Part

アメリカの隣人たちに教えら
れたボランティアの醍醐味

911 の際、レッドクロスでボランティア

日本で起こしたボランティア
アクションの事例

・ベビーカーの電車持ち込みを可に。
・違法看板の撤去に奔走。
・養護学校の送迎バス乗降を手助け。など



（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: K.hasegawa
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国際日本学

今期は、源氏の武将で「文武両道」の人として知られる源頼政を取り上げ、宇治
川の戦いで自殺するまでの彼が登場する各章段を読みたいと思います。頼政は
合戦に先立って、歌人として長く活躍した人でもあり、その面の逸話も色々残っ
ています。作品にも見るべきものが多いので、それらを併せて彼の個性や多面
的な活躍を広い視野の中で見て行く予定です。
テキスト／岩波文庫『平家物語』二（梶原正昭・山下宏明校注）

日本人は、明治時代における日本の近代化をごく当たり
前のことと考えている。幕末のペリー来航を機として開
国に転じ、それから明治維新が実現し、明治政府による
文明開化政策の下で日本は近代国家になっていったとい
う教科書的説明が何の疑いもなく受け入れられている。
しかしそれは決して当たり前のプロセスではなかった。
何よりも、欧米諸国以外では19世紀のうちに近代化を達
成しえた国は日本だけなのである。アジアの諸国は欧米
列強の植民地に編入されつつあった。インドはイギリス
の、インドネシアはオランダの、ヴェトナム・ラオスはフ
ランスの、フィリピンはスペインついでアメリカの植民地

芸　能

現代バレエの巨匠といわれ、バレ
エを革新的に発展させた偉大な振
付家がモーリス・ベジャール。彼の
没後5年を記念して久々にベジャー
ルの「くるみ割り人形」が上演され
ます。3 大バレエとして有名な「く
るみ」ですが、ベジャールの本作は
いわゆる古典的なものとは一線を
画すもので、「母の愛」がテーマ。幼
くして母親を亡くしたベジャール
が、自身の幼少期の想い出を重ね
合わせながら表現する愛の物語に、
感動しない方はいないでしょう。大
いなる母の愛に包まれる悦びを、
舞台からお届けします。

徳川社会の発展と日本の近代化

古　典

東京バレエ団

芸　能

『平家物語』を読む

コ ー ド　 12203

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
　　　　  

10/15 、22 、29
11/12、19、26   12/3、10

回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費 1,260円〉

定　員　 20名

平家物語絵巻 巻第四（下）鵼の事
〈（財）林原美術館〉

歌舞伎鑑賞 文楽鑑賞教室

〈歌舞伎鑑賞・バックステージツアー〉

〈バレエ鑑賞・バック
   ステージツアー（予定）〉

「くるみ割り人形」ベジャールの
振付：モーリス・ベジャール / 音楽：P･I.チャイコフスキー

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。

※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。

※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。

コ ー ド　  12207

時　間　 土曜日

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

常に時代の先鋭に立ち続けたベ
ジャール率いるカンパニーが、ベ
ジャールの没後5年を機に、特別に
「ボレロ」を日本で上演。映画「愛
と哀しみのボレロ」で瞬く間に世
界中を席巻した本作は日本では東
京バレエ団で度々上演されますが、
実は世界的にみると上演できるバ
レエ団は希で、世界中でいまだに
本作は圧倒的な人気を誇ります。
本家本元による重厚な「ボレロ」
をお求めやすい価格にてお楽しみ
ください。きっと魂を奮い立たせ
るような感動が大きな渦となって
皆様を包み込みます。

モーリス・ベジャール・バレエ団

「ボレロ」他
振付：モーリス・ベジャール / 音楽：モーリス・ラヴェル

※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　 12202

講　師　 笠谷 和比古

　 

笠谷 和比古
国際日本文化研究センター研
究部教授（伝統文化芸術総
合研究プロジェクト長）
1949年神戸市生まれ。73年
京都大学文学部史学科卒業。
国際日本文化研究センター助
教授を経て96年4月より現職。
専門は歴史学、武家社会論。
著書に『伝統文化とグローバリ
ゼーション』『一八世紀日本の
文化状況と国際環境』『武家
政治の源流と展開』など。

モーリス・ベジャール
（撮影：川口賢典）

文化・文政期の江戸歌舞伎を代表する作者・四世鶴屋南北の円熟期における傑作をお届
け致します。お家騒動を予感させる発端「初瀬寺」から、みなさまご存知「鈴が森」、鶴屋
南北ならではの奇抜な着想で描く「山三浪宅」、そして、様式美の極致「鞘当」まで歌舞伎
の魅力が随所に詰まったこの秋、必見の名舞台です。幸四郎が初役の伴左衛門と当り役
の長兵衛―風格や貫禄に満ちた二役を勤めるほか、 八年前に当劇場で手掛けて以来持
ち役となった福助の岩橋（葛城）・お国、美しさと凛々しさを兼ね備えた染五郎の山三・
権八など適役揃いの好配役。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
ジツアーもお楽しみいただけます。この機会にぜひ本格的な舞台をご堪能ください。

昨年ご好評をいただいた文楽鑑賞教室を、今期もご案内いたし
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。

通し狂言
（主催：国立劇場）

四幕六場
うきよづ か ひよくのいなづま

コ ー ド　 12205

時　間　 水曜日 12:00～17:30（予定）

日　程　 11/21

回　数　 全 1回

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）

 『浮世柄比翼稲妻』

5

6

7

8

（※全3回一括申込み
の場合は5,000円）

講　師

第１回　10/20　 徳川社会の経済的発展と能力主義システムの形成

第２回　11/10　 18世紀日本における「知」的革命

第３回　11/17　 欧米列強のアジア進出と日本の国防戦略

御種人参（栽培種朝鮮
人参の名称：享保年間
に徳川吉宗が朝鮮か
ら種子を取り寄せ、栽
培法を確立した）

徳川吉宗

参考：平成23年度文楽鑑賞教室

松本幸四郎

土曜日
11:10～12:40

日　程　 10/20
11/10、17

回　数　 全 3回

　 　　　各 2,000円

定　員　 各 50名

となっていく。隣国の清朝中国はアヘン戦争そして第二
次アヘン戦争（アロー号事件）を通して英仏軍によって首
都北京が占領され、半植民地化の途を歩みつつあった。
そのような中で日本が独立を堅持し、資本主義的近代化
を達成しえたのは何故であったか。その根源的な理由は
明治国家にではなく、それに先立つ徳川日本社会の力量
の中に求められなければならない。アジア諸国を制覇し
植民地化する欧米列強に対して、徳川日本は何故にこれ
に対峙しうる力能を備えていたのであろうか。講義では、
日本の国家的独立と近代化を実現し得た徳川日本の力能
の性格とその形成の事情を探っていく。

時　間

受講料

「橋合戦」  戦の展開

「宮御最期」  自死のさまと辞世歌

「若宮出家」  首の行方

「鵺」  頼政の武勇

歌人頼政　

『今物語』から

「競」  平家打倒への意志と背景

１

2

3

4 「橋合戦」  戦の展開平等院鳳凰堂

ヨーロッパ
の文化

旅行好きの方の中には、フランス、パリが大好きでよく訪れるけ
れど、フランス語を学んだことがなくて苦労したことがある、少
しでもフランス語を知っていればもっと楽しめたのに…と後悔
した、そんな経験をお持ちの方が多いのではないでしょうか。こ
の講座では、フランス語を継続的に学習するのは難しいけれど、
簡単な挨拶や旅先で役立つ表現を知っておきたいという方のた
めに、細かい文法事項はひとまず置いておいて、まるごと覚えて
おけばきっと役に立つ表現をいくつかご紹介します。また、日本
語堪能なフランス人講師が、現地でしか知り得ないパリの情報
もご紹介します。パリの魅力を再発見しましょう！　

講　師

コ ー ド　 12204

講　師　  

フランス語旅行会話

マチュー・ラモン

時　間　 金曜日

マチュー・ラモン
アテネ・フランセ講師
フランス国立東洋言語文化大学
（INALCO）卒業。日本の文化に精
通し、日本語が堪能。アテネ・フラ
ンセではフランス語講座（入門科、
本科初級、初級会話、和文仏訳、
プライベートレッスン）を担当。

主催：
アテネ・フランセ

～パリの街歩き～

挨拶と自己紹介
まず、簡単な挨拶と自己紹介のフレー
ズを覚えましょう。これだけで旅が数
倍楽しく、スムーズになります。

空港からパリ到着まで
旅を幸先よく始めるために、空港から
パリに無事到着しましょう。地図の読
み方、道の尋ね方、ホテルやアパルト
マンに滞在する時の会話の方法等を学
びます。

パリの交通
パリを効率よく観光するために公共交
通機関をかしこく使いましょう。地下
鉄や電車、タクシーの乗り方を覚えます。
パリ市が導入した貸自転車 Vélib’にも
触れます。

パリのレストラン
パリ旅行の目玉のひとつは食事ではな
いでしょうか。メニューの読み方、注文の
仕方、お店での振舞い方等を学びます。

パリの買い物
デパートやマルシェでの買い物に役立
つ表現や、蚤の市での値切り方等をご
紹介します。

パリ歳時記
季節によって様々な催し物があるパリ。
冬はデパート等で見ることができるクリ
スマスのイルミネーションが観光客の
目を楽しませてくれます。季節や天気
に合わせたパリの楽しみ方をご紹介し
ます。

（主催：国立劇場）

コ ー ド　 12206

時　間　 木曜日
　　　　 14:00～16:30
　　　　  　　（予定）

日　程　 12/6

回　数　 全 1回

料　金　 3,500円

定　員　 20名 

会　場　 国立劇場・小劇場
             　　（半蔵門）

　

15:00～16:30

日　程　 10/26　11/9、16

回　数　 全 3回

受講料　 3,000円

定　員　 30名

伝統的なクラシック・バレエから革新的なコンテンポラリーへと舞踊の世界が大きく発展し
た20世紀に、常にトップで舞踊界を牽引した人物こそモーリス・ベジャールです。今回は
ベジャールの没後 5年を機に上演される作品の中から、最も彼の偉業を実感できる2公演
を皆様にご紹介します。ことのほか日本を愛し、日本人からも絶大に支持されたベジャー
ルの世界観を垣間見る貴重な機会を、どうぞ心ゆくまでご堪能ください。

実  用
コ ー ド　 12209

講　師　 伊藤 サム

時　間　 土曜日
　　　　 11:10～12:40

英語学習法についての講義です。私は「やさしくたくさん」と
いうアプローチを提唱しています。昔から英語学習では英語を
英語として直解すべきことが叫ばれてきました。しかし「訳さ
ずに理解しろ」と言われてもなかなか困難で、訳読式学習が根
強く続いています。でもプライドを捨ててレベルをいったん中
学英語に落としてしまえば、話は別です。やさしい英語なので
どんどん接するうちに、かなりの人たちは英語を英語のまま
受け入れるようになります。これが「やさしい」ことの大きな
利点です。すでに直解式に移行している方にとっては当たり前
のことですが、そうでない方にとっては学習姿勢の転換点とな
ります。「やさしくたくさん」は、スティーブン・クラッシェン氏
の第2言語習得理論であるcomprehensible input（理解可
能なインプット）をベースにしています。私がジャパンタイム
ズ社で落ちこぼれ新人記者の特訓をした際の手法でもありま
す。やがては「難しくたくさん」に至ります。

伊藤 サム　
一橋大学卒。英字新聞ジャパンタイムズ報道部記者として、外務省、首相官
邸などを担当。『週刊ＳＴ』編集長、外信部長、編集局長などを務めた。この
間、『百万人の英語』（旺文社）、『通訳・翻訳ジャーナル』（イカロス出版）など
にも執筆、フジテレビのニュース二ヵ国語放送を担当、英ＢＢＣなどにコメン
テーターとして出演。著書に『ＮＥＷＳ ＤＩＧＥＳＴビギナーズ』（ジャパンタイ
ムズ刊）、『英語はやさしく、たくさん』（講談社）など多数。英語学習法「やさし
くたくさん｣を著書とウェブサイト『英語の世界』を通して提唱している。
2009年4月よりＮＨＫ講座『ニュースで英会話』講師。

講　師

英語学習法は「やさしくたくさん」の時代へ

日　程　 2013/2/9

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

（特別鑑賞席につき2～3階
  席からご用意します）

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

15:00～18:00

日　程　 12/15

回　数　 全1回

料　金　 A席 7,000 円

コ ー ド　  12208

時　間　 土曜日
15:00～17:00

日　程　 2013/3/2

料　金　 10,000 円

Ⅰ Ⅱ

（予定）

第  1  回 第  2  回 第  3  回

簡天儀全図

ドドネウス著
『草木誌』

（予定）



（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: K.hasegawa

Photo: F.Paolini

国際日本学

今期は、源氏の武将で「文武両道」の人として知られる源頼政を取り上げ、宇治
川の戦いで自殺するまでの彼が登場する各章段を読みたいと思います。頼政は
合戦に先立って、歌人として長く活躍した人でもあり、その面の逸話も色々残っ
ています。作品にも見るべきものが多いので、それらを併せて彼の個性や多面
的な活躍を広い視野の中で見て行く予定です。
テキスト／岩波文庫『平家物語』二（梶原正昭・山下宏明校注）

日本人は、明治時代における日本の近代化をごく当たり
前のことと考えている。幕末のペリー来航を機として開
国に転じ、それから明治維新が実現し、明治政府による
文明開化政策の下で日本は近代国家になっていったとい
う教科書的説明が何の疑いもなく受け入れられている。
しかしそれは決して当たり前のプロセスではなかった。
何よりも、欧米諸国以外では19世紀のうちに近代化を達
成しえた国は日本だけなのである。アジアの諸国は欧米
列強の植民地に編入されつつあった。インドはイギリス
の、インドネシアはオランダの、ヴェトナム・ラオスはフ
ランスの、フィリピンはスペインついでアメリカの植民地

芸　能

現代バレエの巨匠といわれ、バレ
エを革新的に発展させた偉大な振
付家がモーリス・ベジャール。彼の
没後5年を記念して久々にベジャー
ルの「くるみ割り人形」が上演され
ます。3 大バレエとして有名な「く
るみ」ですが、ベジャールの本作は
いわゆる古典的なものとは一線を
画すもので、「母の愛」がテーマ。幼
くして母親を亡くしたベジャール
が、自身の幼少期の想い出を重ね
合わせながら表現する愛の物語に、
感動しない方はいないでしょう。大
いなる母の愛に包まれる悦びを、
舞台からお届けします。

徳川社会の発展と日本の近代化

古　典

東京バレエ団

芸　能

『平家物語』を読む

コ ー ド　 12203

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
　　　　  

10/15 、22 、29
11/12、19、26   12/3、10

回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費 1,260円〉

定　員　 20名

平家物語絵巻 巻第四（下）鵼の事
〈（財）林原美術館〉

歌舞伎鑑賞 文楽鑑賞教室

〈歌舞伎鑑賞・バックステージツアー〉

〈バレエ鑑賞・バック
   ステージツアー（予定）〉

「くるみ割り人形」ベジャールの
振付：モーリス・ベジャール / 音楽：P･I.チャイコフスキー

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。

※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。

※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。

コ ー ド　  12207

時　間　 土曜日

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

常に時代の先鋭に立ち続けたベ
ジャール率いるカンパニーが、ベ
ジャールの没後5年を機に、特別に
「ボレロ」を日本で上演。映画「愛
と哀しみのボレロ」で瞬く間に世
界中を席巻した本作は日本では東
京バレエ団で度々上演されますが、
実は世界的にみると上演できるバ
レエ団は希で、世界中でいまだに
本作は圧倒的な人気を誇ります。
本家本元による重厚な「ボレロ」
をお求めやすい価格にてお楽しみ
ください。きっと魂を奮い立たせ
るような感動が大きな渦となって
皆様を包み込みます。

モーリス・ベジャール・バレエ団

「ボレロ」他
振付：モーリス・ベジャール / 音楽：モーリス・ラヴェル

※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　 12202

講　師　 笠谷 和比古

　 

笠谷 和比古
国際日本文化研究センター研
究部教授（伝統文化芸術総
合研究プロジェクト長）
1949年神戸市生まれ。73年
京都大学文学部史学科卒業。
国際日本文化研究センター助
教授を経て96年4月より現職。
専門は歴史学、武家社会論。
著書に『伝統文化とグローバリ
ゼーション』『一八世紀日本の
文化状況と国際環境』『武家
政治の源流と展開』など。

モーリス・ベジャール
（撮影：川口賢典）

文化・文政期の江戸歌舞伎を代表する作者・四世鶴屋南北の円熟期における傑作をお届
け致します。お家騒動を予感させる発端「初瀬寺」から、みなさまご存知「鈴が森」、鶴屋
南北ならではの奇抜な着想で描く「山三浪宅」、そして、様式美の極致「鞘当」まで歌舞伎
の魅力が随所に詰まったこの秋、必見の名舞台です。幸四郎が初役の伴左衛門と当り役
の長兵衛―風格や貫禄に満ちた二役を勤めるほか、 八年前に当劇場で手掛けて以来持
ち役となった福助の岩橋（葛城）・お国、美しさと凛々しさを兼ね備えた染五郎の山三・
権八など適役揃いの好配役。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
ジツアーもお楽しみいただけます。この機会にぜひ本格的な舞台をご堪能ください。

昨年ご好評をいただいた文楽鑑賞教室を、今期もご案内いたし
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。

通し狂言
（主催：国立劇場）

四幕六場
うきよづ か ひよくのいなづま

コ ー ド　 12205

時　間　 水曜日 12:00～17:30（予定）

日　程　 11/21

回　数　 全 1回

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）

 『浮世柄比翼稲妻』

5

6

7

8

（※全3回一括申込み
の場合は5,000円）

講　師

第１回　10/20　 徳川社会の経済的発展と能力主義システムの形成

第２回　11/10　 18世紀日本における「知」的革命

第３回　11/17　 欧米列強のアジア進出と日本の国防戦略

御種人参（栽培種朝鮮
人参の名称：享保年間
に徳川吉宗が朝鮮か
ら種子を取り寄せ、栽
培法を確立した）

徳川吉宗

参考：平成23年度文楽鑑賞教室

松本幸四郎

土曜日
11:10～12:40

日　程　 10/20
11/10、17

回　数　 全 3回

　 　　　各 2,000円

定　員　 各 50名

となっていく。隣国の清朝中国はアヘン戦争そして第二
次アヘン戦争（アロー号事件）を通して英仏軍によって首
都北京が占領され、半植民地化の途を歩みつつあった。
そのような中で日本が独立を堅持し、資本主義的近代化
を達成しえたのは何故であったか。その根源的な理由は
明治国家にではなく、それに先立つ徳川日本社会の力量
の中に求められなければならない。アジア諸国を制覇し
植民地化する欧米列強に対して、徳川日本は何故にこれ
に対峙しうる力能を備えていたのであろうか。講義では、
日本の国家的独立と近代化を実現し得た徳川日本の力能
の性格とその形成の事情を探っていく。

時　間

受講料

「橋合戦」  戦の展開

「宮御最期」  自死のさまと辞世歌

「若宮出家」  首の行方

「鵺」  頼政の武勇

歌人頼政　

『今物語』から

「競」  平家打倒への意志と背景

１

2

3

4 「橋合戦」  戦の展開平等院鳳凰堂

ヨーロッパ
の文化

旅行好きの方の中には、フランス、パリが大好きでよく訪れるけ
れど、フランス語を学んだことがなくて苦労したことがある、少
しでもフランス語を知っていればもっと楽しめたのに…と後悔
した、そんな経験をお持ちの方が多いのではないでしょうか。こ
の講座では、フランス語を継続的に学習するのは難しいけれど、
簡単な挨拶や旅先で役立つ表現を知っておきたいという方のた
めに、細かい文法事項はひとまず置いておいて、まるごと覚えて
おけばきっと役に立つ表現をいくつかご紹介します。また、日本
語堪能なフランス人講師が、現地でしか知り得ないパリの情報
もご紹介します。パリの魅力を再発見しましょう！　

講　師

コ ー ド　 12204

講　師　  

フランス語旅行会話

マチュー・ラモン

時　間　 金曜日

マチュー・ラモン
アテネ・フランセ講師
フランス国立東洋言語文化大学
（INALCO）卒業。日本の文化に精
通し、日本語が堪能。アテネ・フラ
ンセではフランス語講座（入門科、
本科初級、初級会話、和文仏訳、
プライベートレッスン）を担当。

主催：
アテネ・フランセ

～パリの街歩き～

挨拶と自己紹介
まず、簡単な挨拶と自己紹介のフレー
ズを覚えましょう。これだけで旅が数
倍楽しく、スムーズになります。

空港からパリ到着まで
旅を幸先よく始めるために、空港から
パリに無事到着しましょう。地図の読
み方、道の尋ね方、ホテルやアパルト
マンに滞在する時の会話の方法等を学
びます。

パリの交通
パリを効率よく観光するために公共交
通機関をかしこく使いましょう。地下
鉄や電車、タクシーの乗り方を覚えます。
パリ市が導入した貸自転車 Vélib’にも
触れます。

パリのレストラン
パリ旅行の目玉のひとつは食事ではな
いでしょうか。メニューの読み方、注文の
仕方、お店での振舞い方等を学びます。

パリの買い物
デパートやマルシェでの買い物に役立
つ表現や、蚤の市での値切り方等をご
紹介します。

パリ歳時記
季節によって様々な催し物があるパリ。
冬はデパート等で見ることができるクリ
スマスのイルミネーションが観光客の
目を楽しませてくれます。季節や天気
に合わせたパリの楽しみ方をご紹介し
ます。

（主催：国立劇場）

コ ー ド　 12206

時　間　 木曜日
　　　　 14:00～16:30
　　　　  　　（予定）

日　程　 12/6

回　数　 全 1回

料　金　 3,500円

定　員　 20名 

会　場　 国立劇場・小劇場
             　　（半蔵門）

　

15:00～16:30

日　程　 10/26　11/9、16

回　数　 全 3回

受講料　 3,000円

定　員　 30名

伝統的なクラシック・バレエから革新的なコンテンポラリーへと舞踊の世界が大きく発展し
た20世紀に、常にトップで舞踊界を牽引した人物こそモーリス・ベジャールです。今回は
ベジャールの没後 5年を機に上演される作品の中から、最も彼の偉業を実感できる2公演
を皆様にご紹介します。ことのほか日本を愛し、日本人からも絶大に支持されたベジャー
ルの世界観を垣間見る貴重な機会を、どうぞ心ゆくまでご堪能ください。

実  用
コ ー ド　 12209

講　師　 伊藤 サム

時　間　 土曜日
　　　　 11:10～12:40

英語学習法についての講義です。私は「やさしくたくさん」と
いうアプローチを提唱しています。昔から英語学習では英語を
英語として直解すべきことが叫ばれてきました。しかし「訳さ
ずに理解しろ」と言われてもなかなか困難で、訳読式学習が根
強く続いています。でもプライドを捨ててレベルをいったん中
学英語に落としてしまえば、話は別です。やさしい英語なので
どんどん接するうちに、かなりの人たちは英語を英語のまま
受け入れるようになります。これが「やさしい」ことの大きな
利点です。すでに直解式に移行している方にとっては当たり前
のことですが、そうでない方にとっては学習姿勢の転換点とな
ります。「やさしくたくさん」は、スティーブン・クラッシェン氏
の第2言語習得理論であるcomprehensible input（理解可
能なインプット）をベースにしています。私がジャパンタイム
ズ社で落ちこぼれ新人記者の特訓をした際の手法でもありま
す。やがては「難しくたくさん」に至ります。

伊藤 サム　
一橋大学卒。英字新聞ジャパンタイムズ報道部記者として、外務省、首相官
邸などを担当。『週刊ＳＴ』編集長、外信部長、編集局長などを務めた。この
間、『百万人の英語』（旺文社）、『通訳・翻訳ジャーナル』（イカロス出版）など
にも執筆、フジテレビのニュース二ヵ国語放送を担当、英ＢＢＣなどにコメン
テーターとして出演。著書に『ＮＥＷＳ ＤＩＧＥＳＴビギナーズ』（ジャパンタイ
ムズ刊）、『英語はやさしく、たくさん』（講談社）など多数。英語学習法「やさし
くたくさん｣を著書とウェブサイト『英語の世界』を通して提唱している。
2009年4月よりＮＨＫ講座『ニュースで英会話』講師。

講　師

英語学習法は「やさしくたくさん」の時代へ

日　程　 2013/2/9

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

（特別鑑賞席につき2～3階
  席からご用意します）

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

15:00～18:00

日　程　 12/15

回　数　 全1回

料　金　 A席 7,000 円

コ ー ド　  12208

時　間　 土曜日
15:00～17:00

日　程　 2013/3/2

料　金　 10,000 円

Ⅰ Ⅱ

（予定）

第  1  回 第  2  回 第  3  回

簡天儀全図

ドドネウス著
『草木誌』

（予定）



（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: K.hasegawa

Photo: F.Paolini

国際日本学

今期は、源氏の武将で「文武両道」の人として知られる源頼政を取り上げ、宇治
川の戦いで自殺するまでの彼が登場する各章段を読みたいと思います。頼政は
合戦に先立って、歌人として長く活躍した人でもあり、その面の逸話も色々残っ
ています。作品にも見るべきものが多いので、それらを併せて彼の個性や多面
的な活躍を広い視野の中で見て行く予定です。
テキスト／岩波文庫『平家物語』二（梶原正昭・山下宏明校注）

日本人は、明治時代における日本の近代化をごく当たり
前のことと考えている。幕末のペリー来航を機として開
国に転じ、それから明治維新が実現し、明治政府による
文明開化政策の下で日本は近代国家になっていったとい
う教科書的説明が何の疑いもなく受け入れられている。
しかしそれは決して当たり前のプロセスではなかった。
何よりも、欧米諸国以外では19世紀のうちに近代化を達
成しえた国は日本だけなのである。アジアの諸国は欧米
列強の植民地に編入されつつあった。インドはイギリス
の、インドネシアはオランダの、ヴェトナム・ラオスはフ
ランスの、フィリピンはスペインついでアメリカの植民地

芸　能

現代バレエの巨匠といわれ、バレ
エを革新的に発展させた偉大な振
付家がモーリス・ベジャール。彼の
没後5年を記念して久々にベジャー
ルの「くるみ割り人形」が上演され
ます。3 大バレエとして有名な「く
るみ」ですが、ベジャールの本作は
いわゆる古典的なものとは一線を
画すもので、「母の愛」がテーマ。幼
くして母親を亡くしたベジャール
が、自身の幼少期の想い出を重ね
合わせながら表現する愛の物語に、
感動しない方はいないでしょう。大
いなる母の愛に包まれる悦びを、
舞台からお届けします。

徳川社会の発展と日本の近代化

古　典

東京バレエ団

芸　能

『平家物語』を読む

コ ー ド　 12203

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
　　　　  

10/15 、22 、29
11/12、19、26   12/3、10

回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費 1,260円〉

定　員　 20名

平家物語絵巻 巻第四（下）鵼の事
〈（財）林原美術館〉

歌舞伎鑑賞 文楽鑑賞教室

〈歌舞伎鑑賞・バックステージツアー〉

〈バレエ鑑賞・バック
   ステージツアー（予定）〉

「くるみ割り人形」ベジャールの
振付：モーリス・ベジャール / 音楽：P･I.チャイコフスキー

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。

※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。

※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。

コ ー ド　  12207

時　間　 土曜日

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

常に時代の先鋭に立ち続けたベ
ジャール率いるカンパニーが、ベ
ジャールの没後5年を機に、特別に
「ボレロ」を日本で上演。映画「愛
と哀しみのボレロ」で瞬く間に世
界中を席巻した本作は日本では東
京バレエ団で度々上演されますが、
実は世界的にみると上演できるバ
レエ団は希で、世界中でいまだに
本作は圧倒的な人気を誇ります。
本家本元による重厚な「ボレロ」
をお求めやすい価格にてお楽しみ
ください。きっと魂を奮い立たせ
るような感動が大きな渦となって
皆様を包み込みます。

モーリス・ベジャール・バレエ団

「ボレロ」他
振付：モーリス・ベジャール / 音楽：モーリス・ラヴェル

※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　 12202

講　師　 笠谷 和比古

　 

笠谷 和比古
国際日本文化研究センター研
究部教授（伝統文化芸術総
合研究プロジェクト長）
1949年神戸市生まれ。73年
京都大学文学部史学科卒業。
国際日本文化研究センター助
教授を経て96年4月より現職。
専門は歴史学、武家社会論。
著書に『伝統文化とグローバリ
ゼーション』『一八世紀日本の
文化状況と国際環境』『武家
政治の源流と展開』など。

モーリス・ベジャール
（撮影：川口賢典）

文化・文政期の江戸歌舞伎を代表する作者・四世鶴屋南北の円熟期における傑作をお届
け致します。お家騒動を予感させる発端「初瀬寺」から、みなさまご存知「鈴が森」、鶴屋
南北ならではの奇抜な着想で描く「山三浪宅」、そして、様式美の極致「鞘当」まで歌舞伎
の魅力が随所に詰まったこの秋、必見の名舞台です。幸四郎が初役の伴左衛門と当り役
の長兵衛―風格や貫禄に満ちた二役を勤めるほか、 八年前に当劇場で手掛けて以来持
ち役となった福助の岩橋（葛城）・お国、美しさと凛々しさを兼ね備えた染五郎の山三・
権八など適役揃いの好配役。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
ジツアーもお楽しみいただけます。この機会にぜひ本格的な舞台をご堪能ください。

昨年ご好評をいただいた文楽鑑賞教室を、今期もご案内いたし
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。

通し狂言
（主催：国立劇場）

四幕六場
うきよづ か ひよくのいなづま

コ ー ド　 12205

時　間　 水曜日 12:00～17:30（予定）

日　程　 11/21

回　数　 全 1回

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）

 『浮世柄比翼稲妻』

5

6

7

8

（※全3回一括申込み
の場合は5,000円）

講　師

第１回　10/20　 徳川社会の経済的発展と能力主義システムの形成

第２回　11/10　 18世紀日本における「知」的革命

第３回　11/17　 欧米列強のアジア進出と日本の国防戦略

御種人参（栽培種朝鮮
人参の名称：享保年間
に徳川吉宗が朝鮮か
ら種子を取り寄せ、栽
培法を確立した）

徳川吉宗

参考：平成23年度文楽鑑賞教室

松本幸四郎

土曜日
11:10～12:40

日　程　 10/20
11/10、17

回　数　 全 3回

　 　　　各 2,000円

定　員　 各 50名

となっていく。隣国の清朝中国はアヘン戦争そして第二
次アヘン戦争（アロー号事件）を通して英仏軍によって首
都北京が占領され、半植民地化の途を歩みつつあった。
そのような中で日本が独立を堅持し、資本主義的近代化
を達成しえたのは何故であったか。その根源的な理由は
明治国家にではなく、それに先立つ徳川日本社会の力量
の中に求められなければならない。アジア諸国を制覇し
植民地化する欧米列強に対して、徳川日本は何故にこれ
に対峙しうる力能を備えていたのであろうか。講義では、
日本の国家的独立と近代化を実現し得た徳川日本の力能
の性格とその形成の事情を探っていく。

時　間

受講料

「橋合戦」  戦の展開

「宮御最期」  自死のさまと辞世歌

「若宮出家」  首の行方

「鵺」  頼政の武勇

歌人頼政　

『今物語』から

「競」  平家打倒への意志と背景

１

2

3

4 「橋合戦」  戦の展開平等院鳳凰堂

ヨーロッパ
の文化

旅行好きの方の中には、フランス、パリが大好きでよく訪れるけ
れど、フランス語を学んだことがなくて苦労したことがある、少
しでもフランス語を知っていればもっと楽しめたのに…と後悔
した、そんな経験をお持ちの方が多いのではないでしょうか。こ
の講座では、フランス語を継続的に学習するのは難しいけれど、
簡単な挨拶や旅先で役立つ表現を知っておきたいという方のた
めに、細かい文法事項はひとまず置いておいて、まるごと覚えて
おけばきっと役に立つ表現をいくつかご紹介します。また、日本
語堪能なフランス人講師が、現地でしか知り得ないパリの情報
もご紹介します。パリの魅力を再発見しましょう！　

講　師

コ ー ド　 12204

講　師　  

フランス語旅行会話

マチュー・ラモン

時　間　 金曜日

マチュー・ラモン
アテネ・フランセ講師
フランス国立東洋言語文化大学
（INALCO）卒業。日本の文化に精
通し、日本語が堪能。アテネ・フラ
ンセではフランス語講座（入門科、
本科初級、初級会話、和文仏訳、
プライベートレッスン）を担当。

主催：
アテネ・フランセ

～パリの街歩き～

挨拶と自己紹介
まず、簡単な挨拶と自己紹介のフレー
ズを覚えましょう。これだけで旅が数
倍楽しく、スムーズになります。

空港からパリ到着まで
旅を幸先よく始めるために、空港から
パリに無事到着しましょう。地図の読
み方、道の尋ね方、ホテルやアパルト
マンに滞在する時の会話の方法等を学
びます。

パリの交通
パリを効率よく観光するために公共交
通機関をかしこく使いましょう。地下
鉄や電車、タクシーの乗り方を覚えます。
パリ市が導入した貸自転車 Vélib’にも
触れます。

パリのレストラン
パリ旅行の目玉のひとつは食事ではな
いでしょうか。メニューの読み方、注文の
仕方、お店での振舞い方等を学びます。

パリの買い物
デパートやマルシェでの買い物に役立
つ表現や、蚤の市での値切り方等をご
紹介します。

パリ歳時記
季節によって様々な催し物があるパリ。
冬はデパート等で見ることができるクリ
スマスのイルミネーションが観光客の
目を楽しませてくれます。季節や天気
に合わせたパリの楽しみ方をご紹介し
ます。

（主催：国立劇場）
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時　間　 木曜日
　　　　 14:00～16:30
　　　　  　　（予定）

日　程　 12/6

回　数　 全 1回

料　金　 3,500円

定　員　 20名 

会　場　 国立劇場・小劇場
             　　（半蔵門）

　

15:00～16:30

日　程　 10/26　11/9、16

回　数　 全 3回

受講料　 3,000円

定　員　 30名

伝統的なクラシック・バレエから革新的なコンテンポラリーへと舞踊の世界が大きく発展し
た20世紀に、常にトップで舞踊界を牽引した人物こそモーリス・ベジャールです。今回は
ベジャールの没後 5年を機に上演される作品の中から、最も彼の偉業を実感できる2公演
を皆様にご紹介します。ことのほか日本を愛し、日本人からも絶大に支持されたベジャー
ルの世界観を垣間見る貴重な機会を、どうぞ心ゆくまでご堪能ください。

実  用
コ ー ド　 12209

講　師　 伊藤 サム

時　間　 土曜日
　　　　 11:10～12:40

英語学習法についての講義です。私は「やさしくたくさん」と
いうアプローチを提唱しています。昔から英語学習では英語を
英語として直解すべきことが叫ばれてきました。しかし「訳さ
ずに理解しろ」と言われてもなかなか困難で、訳読式学習が根
強く続いています。でもプライドを捨ててレベルをいったん中
学英語に落としてしまえば、話は別です。やさしい英語なので
どんどん接するうちに、かなりの人たちは英語を英語のまま
受け入れるようになります。これが「やさしい」ことの大きな
利点です。すでに直解式に移行している方にとっては当たり前
のことですが、そうでない方にとっては学習姿勢の転換点とな
ります。「やさしくたくさん」は、スティーブン・クラッシェン氏
の第2言語習得理論であるcomprehensible input（理解可
能なインプット）をベースにしています。私がジャパンタイム
ズ社で落ちこぼれ新人記者の特訓をした際の手法でもありま
す。やがては「難しくたくさん」に至ります。

伊藤 サム　
一橋大学卒。英字新聞ジャパンタイムズ報道部記者として、外務省、首相官
邸などを担当。『週刊ＳＴ』編集長、外信部長、編集局長などを務めた。この
間、『百万人の英語』（旺文社）、『通訳・翻訳ジャーナル』（イカロス出版）など
にも執筆、フジテレビのニュース二ヵ国語放送を担当、英ＢＢＣなどにコメン
テーターとして出演。著書に『ＮＥＷＳ ＤＩＧＥＳＴビギナーズ』（ジャパンタイ
ムズ刊）、『英語はやさしく、たくさん』（講談社）など多数。英語学習法「やさし
くたくさん｣を著書とウェブサイト『英語の世界』を通して提唱している。
2009年4月よりＮＨＫ講座『ニュースで英会話』講師。

講　師

英語学習法は「やさしくたくさん」の時代へ

日　程　 2013/2/9

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

（特別鑑賞席につき2～3階
  席からご用意します）

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

15:00～18:00

日　程　 12/15

回　数　 全1回

料　金　 A席 7,000 円

コ ー ド　  12208

時　間　 土曜日
15:00～17:00

日　程　 2013/3/2

料　金　 10,000 円

Ⅰ Ⅱ

（予定）

第  1  回 第  2  回 第  3  回

簡天儀全図

ドドネウス著
『草木誌』

（予定）



1
講座申し込みから受講までの流れ

麹町大通り

AUTUMN

10月開講

映　画

●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］

2012

【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
か
ら
で
も
、

い
つ
で
も
、

誰
で
も
学
べ
る

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

2012年に日活は創立100周年を迎え、その歴史を顕彰するイベントが国内外で
開催されています。城西国際大学と日活株式会社は2010年6月に連携協力に関
する包括協定を結び、新しい映像教育を展開していることもあり、本学として
も日活100周年記念の講座として、日活から講師をお招きし、特別講演会を開催
することといたしました。
今回は、1950年代後半から宣伝部に属して数多くのスターを売り出してきた植
松康郎氏を講師に迎え、各俳優のエピソードなども交えつつ、日活スターはい
かにして作られていったのかについてとっておきのお話を存分に語っていただ
きます。聞き手は、日本映画史が専門の東京国立近代美術館フィルムセンター
研究員・板倉史明氏です。

　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

日活スター誕生秘話
～元・日活宣伝部長に聞くスター養成の極意～

〈日活創立100周年記念〉

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。

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

植松 康郎
1926　年長野県生まれ。早稲田大学卒業後、日
活に入社。宣伝部員として、石原裕次郎、小林
旭、宍戸錠、高橋英樹、浅丘ルリ子、吉永小百
合らとともに日活撮影所生活を送る。67年に
は同社の宣伝部長に。以後、日活芸能代表取締
役、プロデューサーなどを経て、86年日活を退社。
日活芸術学院講師などをつとめた。

講　師

板倉 史明
1974年生。東京国立近代美術館フィルムセンター主任
研究員。京都大学大学院（博士）。専門は日本映画史。
主な論考に、「『日活アクション』というジャンルの生成を
とらえる」（『未來』480号、2006年）、「『旧劇』から『時
代劇』へ」（『時代劇伝説（日本映画史叢書④）』2005年）、
「映画館における観客の作法」（『日本映画は生きている 
第一巻』2010年）などがある。

講　師

嵐を呼ぶ男©1957日活

ギターを持った渡り鳥©1959日活

2
3

4

コ ー ド　12201　　　　
講　師　 植松 康郎 /板倉 史明

時　間　土曜日 15:00～16:30

日　程　10/20

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

▲
▲

▲

ふりかえれば、石原裕次郎、小林旭、浅
丘ルリ子、吉永小百合、赤木圭一郎など、
戦後のスクリーンを華やかに彩り、日本
映画を牽引した俳優たちは、みな日活の
専属俳優としてデビューし、大スターへ
の階段を駆け上がっていきました。もち
ろん各スターの魅力や生き様が、国民の
心を捉えたことに間違いはありませんが、
彼らの人気を舞台裏で支えていたものの
ひとつは、日活の宣伝部員たちの創意工
夫と努力でもありました。宣伝部はスター
の人気を維持し、高めるために、さまざ
まなメディアを活用して、多様な広報戦
略を日々練っていたのであり、その意味
でスターは作られるものでもあったと言
えましょう。ほかでは聞けないお二人の
楽しい対談にご期待ください。

人生設計

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。

米国時代、ボランティアは互助精神と訳され、できる人ができること
をできる時にするアクションだと隣人たちから教えられた。小学校
の煉瓦塀が壊れた？それなら父親たちが出勤前に一汗流すよ。夜遅
くまで図書館を利用したい？ならば夕方5時以降はボランティアが
常駐して時間延長すればいいさ、ってな具合だ。子どもたちの幼稚
園では、先生が病気で休めば、「今日できる？ボランティア先生」な
どと父母たちに気軽に電話がかかった。さらには大学院の応募書類
には「あなたがこれまでにアメリカ社会のために貢献したことは
何？」とボランティア活動を書き込む大きなスペースが用意されて
いた。こんな風に日常的な互助活動の国から帰国してみると、日本
でも自分らしいやり方でお役に立ちたくなって、あれこれ仕掛けて
きた。日米ボランティア事情の比較に加え、私自身のボランティア活
動事例も紹介する。自分で演出するボランティアアクションの面白
さに気づけば、あなたもきっと何かのために動き出したくなるに違
いない。気負うことなく出来ることで動いた結果、自らが得ること
がどれほど大きいかも忘れずにお伝えしたい。

講　師

音　楽

前回はリストをご紹介したレクチャー＆コンサート。今回はバルトークを取り上げます。
バルトーク・ベーラ・ヴィクトル・ヤーノシュは、ブダペスト王立音楽院（後のリスト音
楽院）に入学し、作曲・ピアノを学びました。卒業後、コダーイとの出会いからハンガリー
各地の農民音楽の採集を始め、さらに周辺諸国の民族音楽をも収集・研究したことでも
知られています。民謡の持つ生命力に目覚め、科学的に分析してその語法を自分のもの
にしていったバルトークは、その傍ら音楽院ピアノ科教授として27年の間勤め、多く
の弟子を育てています。民謡の旋律やリズムだけではなく構造面も分析した上で、西欧
の音楽技法が統合されたバルトークの作品。彼の生涯、作品などについて、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していただきます。

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

コ ー ド　 12210

講　師　 和田 さやか

時　間　 土曜日 
　　　　 14:00～15:30

日　程　 2013/1/26

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

切れ味するどい名ピアニスト／作曲家
バルトーク・ベーラ

レクチャー＆コンサート

ハンガリー国立
リスト音楽院http://www.geocities.jp/sayakawada_pf/　

コ ー ド　 12211

講　師　 福永 佳津子

時　間　 土曜日 15:00～17:00

日　程　 2013/2 /9

回　数　 全1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

自らが動くボランティア講座
ロングステイ 

自分で演出するボランティアアクションの
面白さに気づこう

番外編

❶マダガスカルの産
院に粉ミルクを送る
支援ボランティア
❷マダガスカルの
バオバブの並木道

ボランティアに
関する福永氏の
新聞連載記事

❶
❷

1Part

2Part

アメリカの隣人たちに教えら
れたボランティアの醍醐味

911 の際、レッドクロスでボランティア

日本で起こしたボランティア
アクションの事例

・ベビーカーの電車持ち込みを可に。
・違法看板の撤去に奔走。
・養護学校の送迎バス乗降を手助け。など



1
講座申し込みから受講までの流れ

麹町大通り

AUTUMN

10月開講

映　画

●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］

2012
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【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/

2012年に日活は創立100周年を迎え、その歴史を顕彰するイベントが国内外で
開催されています。城西国際大学と日活株式会社は2010年6月に連携協力に関
する包括協定を結び、新しい映像教育を展開していることもあり、本学として
も日活100周年記念の講座として、日活から講師をお招きし、特別講演会を開催
することといたしました。
今回は、1950年代後半から宣伝部に属して数多くのスターを売り出してきた植
松康郎氏を講師に迎え、各俳優のエピソードなども交えつつ、日活スターはい
かにして作られていったのかについてとっておきのお話を存分に語っていただ
きます。聞き手は、日本映画史が専門の東京国立近代美術館フィルムセンター
研究員・板倉史明氏です。

　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

日活スター誕生秘話
～元・日活宣伝部長に聞くスター養成の極意～

〈日活創立100周年記念〉

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。

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

植松 康郎
1926　年長野県生まれ。早稲田大学卒業後、日
活に入社。宣伝部員として、石原裕次郎、小林
旭、宍戸錠、高橋英樹、浅丘ルリ子、吉永小百
合らとともに日活撮影所生活を送る。67年に
は同社の宣伝部長に。以後、日活芸能代表取締
役、プロデューサーなどを経て、86年日活を退社。
日活芸術学院講師などをつとめた。

講　師

板倉 史明
1974年生。東京国立近代美術館フィルムセンター主任
研究員。京都大学大学院（博士）。専門は日本映画史。
主な論考に、「『日活アクション』というジャンルの生成を
とらえる」（『未來』480号、2006年）、「『旧劇』から『時
代劇』へ」（『時代劇伝説（日本映画史叢書④）』2005年）、
「映画館における観客の作法」（『日本映画は生きている 
第一巻』2010年）などがある。

講　師

嵐を呼ぶ男©1957日活

ギターを持った渡り鳥©1959日活

2
3

4

コ ー ド　12201　　　　
講　師　 植松 康郎 /板倉 史明

時　間　土曜日 15:00～16:30

日　程　10/20

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

▲
▲

▲

ふりかえれば、石原裕次郎、小林旭、浅
丘ルリ子、吉永小百合、赤木圭一郎など、
戦後のスクリーンを華やかに彩り、日本
映画を牽引した俳優たちは、みな日活の
専属俳優としてデビューし、大スターへ
の階段を駆け上がっていきました。もち
ろん各スターの魅力や生き様が、国民の
心を捉えたことに間違いはありませんが、
彼らの人気を舞台裏で支えていたものの
ひとつは、日活の宣伝部員たちの創意工
夫と努力でもありました。宣伝部はスター
の人気を維持し、高めるために、さまざ
まなメディアを活用して、多様な広報戦
略を日々練っていたのであり、その意味
でスターは作られるものでもあったと言
えましょう。ほかでは聞けないお二人の
楽しい対談にご期待ください。

人生設計

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。

米国時代、ボランティアは互助精神と訳され、できる人ができること
をできる時にするアクションだと隣人たちから教えられた。小学校
の煉瓦塀が壊れた？それなら父親たちが出勤前に一汗流すよ。夜遅
くまで図書館を利用したい？ならば夕方5時以降はボランティアが
常駐して時間延長すればいいさ、ってな具合だ。子どもたちの幼稚
園では、先生が病気で休めば、「今日できる？ボランティア先生」な
どと父母たちに気軽に電話がかかった。さらには大学院の応募書類
には「あなたがこれまでにアメリカ社会のために貢献したことは
何？」とボランティア活動を書き込む大きなスペースが用意されて
いた。こんな風に日常的な互助活動の国から帰国してみると、日本
でも自分らしいやり方でお役に立ちたくなって、あれこれ仕掛けて
きた。日米ボランティア事情の比較に加え、私自身のボランティア活
動事例も紹介する。自分で演出するボランティアアクションの面白
さに気づけば、あなたもきっと何かのために動き出したくなるに違
いない。気負うことなく出来ることで動いた結果、自らが得ること
がどれほど大きいかも忘れずにお伝えしたい。

講　師

音　楽

前回はリストをご紹介したレクチャー＆コンサート。今回はバルトークを取り上げます。
バルトーク・ベーラ・ヴィクトル・ヤーノシュは、ブダペスト王立音楽院（後のリスト音
楽院）に入学し、作曲・ピアノを学びました。卒業後、コダーイとの出会いからハンガリー
各地の農民音楽の採集を始め、さらに周辺諸国の民族音楽をも収集・研究したことでも
知られています。民謡の持つ生命力に目覚め、科学的に分析してその語法を自分のもの
にしていったバルトークは、その傍ら音楽院ピアノ科教授として27年の間勤め、多く
の弟子を育てています。民謡の旋律やリズムだけではなく構造面も分析した上で、西欧
の音楽技法が統合されたバルトークの作品。彼の生涯、作品などについて、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していただきます。

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

コ ー ド　 12210

講　師　 和田 さやか

時　間　 土曜日 
　　　　 14:00～15:30

日　程　 2013/1/26

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

切れ味するどい名ピアニスト／作曲家
バルトーク・ベーラ

レクチャー＆コンサート

ハンガリー国立
リスト音楽院http://www.geocities.jp/sayakawada_pf/　

コ ー ド　 12211

講　師　 福永 佳津子

時　間　 土曜日 15:00～17:00

日　程　 2013/2 /9

回　数　 全1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

自らが動くボランティア講座
ロングステイ 

自分で演出するボランティアアクションの
面白さに気づこう

番外編

❶マダガスカルの産
院に粉ミルクを送る
支援ボランティア
❷マダガスカルの
バオバブの並木道

ボランティアに
関する福永氏の
新聞連載記事

❶
❷

1Part

2Part

アメリカの隣人たちに教えら
れたボランティアの醍醐味

911 の際、レッドクロスでボランティア

日本で起こしたボランティア
アクションの事例

・ベビーカーの電車持ち込みを可に。
・違法看板の撤去に奔走。
・養護学校の送迎バス乗降を手助け。など


