
1
講座申し込みから受講までの流れ

SPRING

5月開講

看　護

●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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日々の生活において自分の身の回りのことをするのに援助が必要な状態、あるいは、
支援がなければ１人での生活に支障が生じる状態を要介護・要支援状態といいます。
このとき問われるのは、日常生活機能の自立の度合いです。病気や障害、あるいは
加齢変化に伴う健康障害により日常生活の自立が損なわれることも確かですが、心
身がどの程度に健康か、あるいはどのように不健康な状況なのかということと、要
介護状態とは必ずしもイコールではありません。ただし、共に日常生活の質（QOL）
に大きく関わります。
私たちは健康維持のために自助努力をし、さまざまな保健医療サービスを利用しま
す。同様に生活機能に関しても、その自立維持のための自助・共助・公助のしくみを
知り上手に利用できれば、健康状態を更に良好に保てるはずです。
しかし、どんなに健康に留意しても、他者からの介護や支援を必要とするときがく
るやもしれません。そこで、どのような時も、QOLを考えたサービスが受けられるよ
うに、看護や介護の役割を紹介するとともに、介護保険の賢い利用法について情報
提供しようと思います。加えて、QOL重視の立場から、医療技術の進歩した長寿社
会ゆえの終末期の重要な決断についてもふれてみたいと思います。

　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

明日の健康－明日の介護
〈城西国際大学看護学部開設記念〉

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

小玉 敏江
城西国際大学看護学部教授
東京都出身。1968年、聖路加
看護大学卒業。東京都特別区
保健所にて保健婦として勤務
した後、1980年より看護基
礎教育課程の看護師および保
健師教育に従事。2012年4月
より現職。高齢者の地域ケア
を課題とした調査・研究を継続
中であり、著書には『高齢者の
健康自己管理と地域的支援』
『難聴高齢者のサポートハンド
ブック』などがある。

講　師

２０１２年４月城西国際大学に看護学部を開設することになりました。他学部と
連携した特色ある看護教育を行い、国際社会地域社会で役立つ看護士の育成を
目指します。このたびの看護学部の開設を記念しまして、さまざまな保健医療
サービスを学ぶことで、介護や支援が必要となったときによりよい選択ができる
よう下記の講座を開催することといたしました。

19世紀末から20世紀にわたって活躍した画家・アーティストのフランスにおける足跡をたどるバーチャル紀行
に出かけませんか？マチス、ピカソなど巨匠の小さな美術館が点在する南仏コートダジュールから建築家ル・
コルビュジエが活躍したパリとその郊外、そして日本へと旅を続けます。アート鑑賞になじみのない方もフラ
ンス人男性講師のおしゃべりとともに旅を楽しみましょう。（授業は日本語でおこないます）

コ ー ド　 12101　　　　
講　師　 小玉 敏江

時　間　 土曜日 
　　　　 11:10～12:40

日　程　 6/16

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

オテル・デュー（フランス・ボーヌに現存する
中世のホスピス〈施療院〉）

2
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TEL.03-6238-1400  FAX.03-6238-1399 E-mail  kioiclub@jiu.ac.jp
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健康状態は何でみる　　　

要介護・要支援状態とは
どういう状態か　　　

自立した状態はQOL
（生活の質）の重要要素　　　

医療・介護に携わる
看護・介護　　　

介護保険の利用方法　　

ケアマネジャー（介護支
援専門員）との出会い

終末期の考え方

実  用
コ ー ド　 12110

講　師　 伊藤 サム

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　 6/30

英字新聞やＣＮＮなどニュース英語に入門されたい
方、あるいは学習中の方のために必要な知識をご案
内します。今回は、受講生のみなさんがお持ちであろ
うさまざまな疑問に答えていく「Ｑ＆Ａ」セッション
を中心にいたしますので、ぜひ何か質問を考えてき
てください。素朴な疑問、高度な質問、どんなもので
もお気軽にどうぞ。内容は「ニュース英語にはどんな
特徴があるのか？」、「学習の心構えは？」、知ってお
きたい災害ニュース用語、英語における表記の重要
性などが考えられます。ニュース英語は脚光を浴び
ています。教科書とは違い、現実の世界をそのまま映
すauthentic(本物の)教材によって、世界について学
び、同時に英語の力も伸ばす「一石二鳥」です。私が講
師を務めるＮＨＫ『ニュースで英会話』は開講４年目
に入りました。ニュース英語そのものはレベルが英
検準一級ぐらい、ＣＥＦＲ(ヨーロッパ言語共通参照
枠)では「Ｂ2」レベルとなります。

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 ＤＩＧ
ＥＳＴ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』（講談社インターナ
ショナル）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

ニュース英語入門 Ｑ＆Ａ

ヨーロッパ
の文化

紺碧の海に降り注ぐまぶしい陽光。どこまでも青く澄み渡った
空。赤・黄・紫…と鮮やかな色彩に包まれる大地。まるで神様がこ
の地を選び、作り上げたかのような見事なコントラストがそこに
は広がっています。訪れる人々に生きる活力を与える南仏は、多
くの画家たちをもいざなってきました。見るもの、感じるものす
べてが作品への意欲をかきたて、彼らを奮い立たせてきたことで
しょう。すばらしい題材と出会い、そこで誕生した不朽の名作は
数知れません。街の至るところに美術館が混在するフランスで
は、芸術を鑑賞することが生活の一部となっています。今回はエ
スプリの薫り漂う南仏コートダジュールの小さな美術館をいくつ
か取り上げ、美術館の見どころ、そこにまつわる画家や、彼らの作
品などをご紹介します。美しさのほかに大切な“何か”を語りかけ
る南仏で、画家たちの熱い息使いに一緒に耳を傾けましょう。

講　師

コ ー ド　 12111

講　師　  

フランスアート紀行

ダミアン・プピ

時　間　 土曜日 15:00～16:30

日　程　 5/19　6/2、30

回　数　 全 3回

受講料　 3,000円

定　員　 25 名

ダミアン・プピ
アテネ・フランセ講師
サンシェ国立大学フランス
語学科卒業。国立東洋言語
文化大学（ＩＮＡＬＣＯ）日本
語学科卒業。JET program
にて埼玉県内の各高等学校
でフランス語、英語を指導。
現在アテネ・フランセにてフ
ランス語講師を務め、入門
科、和文仏訳講座、会話クラ
ス、漫画フランス語、文化教
養講座などを担当。

主催：
アテネ・フランセ

～コートダジュールを愛した画家たち～

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 40名

～ Flânerie dans l’  art avec Damien～

  南仏の小さな美術館巡り

「住居は住むための機械である」とい
う、その思想を表した言葉が有名な、日
本にもファンの多い建築家ル・コルビュ
ジエ。彼を始めとする20世紀初頭の建
築家の出現により、建築家の役割は建
物を造るだけにとどまらず、都市開発や
地域開発にまで及び、その後の私たち
現代人の生活にも大きな影響を与えま
した。この講座では、コルビュジエが主
に活躍したフランスや、コルビュジエ
の弟子も多かった東京での彼の作品を
巡り、彼の思想、表現方法がどのような
ものであったのかを探っていきます。

コ ー ド　 12112

講　師　  ダミアン・プピ

時　間　 土曜日
　　　　15:00～16:30

日　程　 7/14

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 25 名

フランスと日本の
コルビュジエ建築を巡って

コートダジュールの中心都市ニースには、見ごたえのある美
術館が数多く存在します。その中でも聖書をテーマとした作
品を所蔵するシャガー
ル美術館と、切り絵や
彫刻など、その世界観
がよく表れた作品を所
蔵するマティス美術館を
紹介します。

第二次大戦後の1946年に
この地のグリマルディ城を
アトリエとしたピカソも、
南仏に魅了された画家のひ
とりです。世界に点在する
ピカソ美術館の特徴も取り
上げます。

イタリアと国境を接するこの街は2月のレモン祭が有名です。
この街では美術館そして「結婚の間」がある市庁舎で、詩人
ジャン・コクトーの息づかいを感じることができます。

フランスの
コルビュジエ

独自の尺度「モデュロール」を用いた集合
住宅「マルセイユのユニテ・ダビタシオ
ン」、「近代建築の五原則」を実践した「サ
ヴォワ邸」、印象的な曲面の「ロンシャン
の礼拝堂」など、フランスにあるコルビュ
ジエ建築やゆかりの地方を紹介します。

東京の
コルビュジエ

上野の国立西洋美術館を始め、ここ
東京にもあるコルビュジエやその弟
子たちの設計による建築物を紹介
します。本講座の講師が所属してい
るフランス語学校アテネ・フランセも
彼の弟子、吉阪隆正による建物です。

5/19

マティス美術館

第一部 第二部

ロンシャンの礼拝堂 上野の国立西洋美術館 3

4

5
6

7

1

2

ニース：マティス美術館、シャガール美術館

アンティーブ：ピカソ美術館

マントン：コクトー美術館

6/2

6/30
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第　二　章

写真：トリップアドバイザー提供



『方丈記』のなつかしさは
どこから来るか
－「ゆく河」「吹く風」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:©Dimo Dimov/ Volksoper photo:©Stuttgarter Ballett

環　境

これまでは、平家物語を冒頭から読み進めてきたが、趣
向を少し変え、物語の作中人物を選んでそれを巡っての
展開にする。今期は平清盛の末弟忠度を取り上げて、物
語の諸本の比較、説話での語られ方を検討、忠度自身の
歌、さらに関係資料も利用して、彼の内面外面を読み解

昨年の大震災をどう受け止め、以後の人生にどう立
ち向かうかという課題について、『方丈記』は指針と
なる古典として注目されました。なぜ、これがその
ように扱われるのか、作品の成立の800年紀の年に
当たり、改めて考えてみたいと思います。色々な切
り口や迫り方があるはずですが、今回は、作者鴨長
明の自然への対し方に焦点を当てます。ややもすれ
ば孤立しがちだった彼に「河」「風」などが示したも
ののあれこれを、和歌にも視野を広げ、さらには、近
現代の作品とも対比しながら検討する予定です。

株式会社大林組が施工者として建設工事に携わった「東京スカイツリー」は、2008 年7月14日に工事着工、
2011年3月18日にタワーとしては世界一の高さである634ｍに到達、そして2012年2月29 日に工事の
完成を迎えました。この約 3 年半におよぶタワーの建設は、まさに大林組の「チャレンジ」の象徴でした。
これまで誰も経験したことのない高さのタワーをつくるにあたり、大林組の保有する技術の粋を集めて、
さまざまな困難を克服する必要がありました。日本中に深く大きな傷跡を残した東日本大震災にも被害を
出すことなく、復興のシンボルとしての役割をも担いながら、5月22日にいよいよ開業を迎えます。
本講演では、巨大であることと精密であることを両立させながら、未知の領域での建設工事を計画通りに
進めることを可能にした大林組のさまざまな技術や工法のご紹介を通じて、日本の力と、我々の「ものづ
くり」にかける情熱を感じていただければと思います。

芸　能

バレエの世界地図を見渡した時、現在ひときわ大きな輝きを見せるの
が、この 6月に来日するシュツットガルト・バレエ団です。今回上演さ
れる作品から、「じゃじゃ馬馴らし」を皆さまにご提供いたします。本作
はシェイクスピア原作ですが、シェイクスピアの饒舌なセリフの数々を
バレエの身体表現に置き換え、その完成度の高さから振付家であるジョ
ン・クランコの最高傑作ともいわれる名作。物語の軸となる主人公の夫
婦間の変化を描いた本作は、止まらぬ笑いと至福の愛に包まれた感動的
な作品であり、クランコ自らが率い育てたこのバレエ団こそが本家本元
といえる彼らの代表的作品でもあります。10年ぶりに日本で披露される
本作で、改めて人との絆を感じながら観劇の素晴らしさもご実感いただ
けることでしょう。愛と笑いとアクション、他ではちょっとお目にかか
れない憂き世を救うドラマで、心も少し温かくしませんか？

コ ー ド　 12104

　　　  
時　間　

東京スカイツリー®の建設
～世界一の高さへの挑戦～

古　典

小学唱歌
「青葉の笛」から

平忠度集

今物語

シュツットガルト・バレエ団

芸　能

芸　能

7/14日　程

回　数　 全1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

『平家物語』を読む

コ ー ド　 12105

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 5/21 、28  
6/4、11、18 、25   7/2、9

回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費 1,365 円〉

定　員　 20名

中村橋之助（俊寛）

長明法師画像

平家物語絵巻 巻第七（下）忠度の都落の事
〈（財）林原美術館〉

（主催：国立劇場）

人気・実力を兼ね備えた中村橋之助が
鑑賞教室で『俊寛』を演じます。平清盛
への謀反を企て鬼界ヶ島に流された
俊寛僧都、丹波少将成経、平判官康頼。
都から三人の特赦の知らせを告げる
使者が現れますが、愛妻の死を知り絶
望した俊寛は仇である使者を討ち、自
分のかわりに成経の妻となった海女・
千鳥を旅立たせます。しかしいざ船が
動きだすと、俊寛は船が見えなくなる
まで力の限り叫ぶのでした。絶海の孤
島にひとり取り残される俊寛の孤独
が、見る者の心を打つ義太夫狂言の傑
作です。鑑賞前には趣向を凝らした解
説、鑑賞後はバックステージツアーも
お楽しみいただけます。

歌舞伎鑑賞教室

料　金　 １等席 3,500円

定　員　 35名 

会　場　 国立劇場 （半蔵門）

平家女護島『俊寛』
鬼界ヶ島の場
コ ー ド　 12109

（予定）

〈バックステージ
  ツアー付き〉

時　間　 火曜日
　　　　 14:30～17:00

日　程　 6 /5

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。

「じゃじゃ馬馴らし」
ウィリアム・シェイクスピア原作
ジョン・クランコ振付

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。
※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　  12106

時　間　 土曜日 18:30～20:30（予定）

日　程　 6/2

回　数　 全1回

料　金　 A席 14,000 円

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

〈事前講座付き〉

ウィーン・フォルクスオーパー
オペレッタ「こうもり」
Ｊ．シュトラウスⅡ作曲 
ハインツ・ツェドニク演出

オペレッタ鑑賞

コ ー ド　 12102

田村 達一

時　間　 土曜日 14 :00～15:30

日　程　 6 /16

回　数　 全１回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

（㈱大林組  技術本部
  企画推進室  副部長）講　師

コ ー ド　 12107

人生設計 アジアでする安心・気楽な
介護・看護ステイ

ロングステイ財団共催連続講座 

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。

上東野 幸男／東南アジアとの深い関わりは60年間。
タイ駐在6年。学生時代は児童（施設ボランティア）、
タイ駐在中は学生（財団設立、奨学金）、退職後の最近
の10年は高齢者への応援活動に従事している。「海
外ロングステイは、特に要介護者の心身の健康維持・
回復に有効であることを多くの人に知ってもらいた
い」との思いを講義で存分に語ってもらう。（慶応大
学経済学部卒、三菱電機勤務40年）

ゲストスピーカー

退職したら、「まってました」と「ロングステイ満喫人生」にすんなり切
り替えられるかと思いきや、そうは問屋が卸さない事情が立ちはだか
る。老親を残して自分だけが常夏の国でオーシャンビューを楽しむそん
な親不孝ができるはずがない。しかしあと10年待ったら、こちらの体
力が危ない。などと気持ちがもたつき、ストレスを溜めている人は少
なくなかろう。そんな理由でステイに踏み出せない人たちに、「ご両親
を連れてのロングステイはお薦め」、とアジアの介護事情を詳細に語っ
てくれるのが今回のゲストの上東野さんだ。例えばタイ・バンコクのク
ルアイナムタイ病院グループは、介護ホームの運営と、看護助手、介護
士、マッサージ師の資格を持ち、日本語ができるケアスタッフを派遣す
るサービスを開始。月単位約1万6000～1万8000バーツ（約47,500
円）で住み込みも可能という。タイ以外でもひとり暮らしが難しい老親
を伴ったステイに踏み切り、メイドさんに日常的な世話を頼んで、自身
は積極的にステイを楽しんでいる人たちもいる。日本より遥かに低い
コストで賄えることや、アジア人が持つ高齢者に対する敬愛の気持ち
に支えられているという。「お蔭で健康が回復し、寿命がぐんと伸び
た」となれば、最高の親孝行だ。むしろ安心できる介護・看護環境に惹
かれて、アジアステイを積極的に考える人が出てきても不思議ではな
い。映像による実際のアジア滞在日本人の介護実態なども紹介し、老
親と共にするアジア看護・介護ステイの最新事情をお知らせする。

ワットアルーンとチャオプラヤ川

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

コーディネーター・講師

時　間　  土曜日 14:00～16:30

日　程　   9/1

福永 佳津子

◇解説「能楽のたのしみ」

◆狂言「柿山伏」[ 大蔵流 ]
　山本泰太郎ほか（シテ・交互出演）

◆能「葵上」[ 観世流 ]
　梅若紀彰ほか（シテ・交互出演）

※わかりやすい字幕付き

『葵上』国立能楽堂提供

昨年春に大好評をいただきました能楽鑑賞
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『柿山伏』
（主催：国立能楽堂）

能楽鑑賞教室
かきやまぶし あおいのうえ

コ ー ド　 12108

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　 6/20

時　間　 水曜日
　　　　14:00～16:00（予定）

 能『葵上』

（城西国際大学教授）

土曜日 11:10～12:40

講　師　 三木 紀人

きたい。彼は政治軍事の双方でそれほど際立った人物で
はなく、功績にも乏しいが、いわゆる「文武両道」の人と
して知られる。そのような事を考えながら、彼の魅力に
せまりたい。基本的なテキストは岩波文庫本の（三）で、
この他に使うものについてはコピーを配布する。

　　

演目・出演者

平家物語巻第七
「忠教都落」

巻第九
「忠教最期」

エピローグ　
岡部六弥太について

１

2

3

4
5

6

7

8

～平忠度をめぐって～

音楽の都と言えば…。誰しもがためらわずにウィーンとその名を答
えるでしょう。そのウィーンからオペレッタの殿堂として名高い
ウィーン・フォルクスオーパーがこの 5月に来日公演を行います。今
回はその中から最も親しみ深い「こうもり」を取り上げ、皆さまと事
前講座で歌劇場の歴史的背景や作品の魅力を掘り下げてから公演を
鑑賞する特別企画をご用意。ウィーン喜歌劇の最高傑作と称される
本作の最大の魅力は、なんといっても上質な「笑い」。それを間近で
お楽しみいただく前に、なにゆえに広く永く本作が愛されるのかを
音楽評論家の堀内修氏を講師に迎え、その魅力を紐解いていきます。
宝石のように煌びやかな舞台装置や衣裳、シャンパンのように軽や
かにはじけるワルツやポルカの音楽は、まさに歌劇場が大人の玉手
箱であることを実感するでしょう。ここでしか楽しめない至福のひと
時を、心ゆくまでご堪能ください。

堀内 修
音楽評論家。クラシック音楽、特にオペラに関する評論を、新聞や雑誌などで
行ってきた。テレビ・ＦＭ放送でも解説役をつとめている。「オペラ入門」「モー
ツァルト、オペラのすべて」等の著書がある。

講　師

コ ー ド　 　　　　　　　　　　　　 12103

時　間

日　程

会　場

定　員

料　金　 

事前講座（講師：堀内 修）

木曜日 13:20～14:50

5/10

紀尾井町キャンパス

オペレッタ鑑賞

月曜日 14 :30～17:30（予定）

5/14

東京文化会館（上野）

内　容

事前講座＋A席鑑賞 25,000 円

20名

ウィーン・フォルクスオーパーの「こうもり」
現代のミュージカルの源流はウィンナ・オペレッタ
にあります。ワルツ王として19世紀ヨーロッパの人
気者だったヨハン・シュトラウスの「こうもり」がそ
の代表作で、いまも世界中で上演されるエンターテ
インメントです。それは19世紀末ウィーンの爛熟した
文化の香りを放ち、その香りを楽しめるのは本劇
場上演において他にありません！

堀内 修氏メッセージ

■事業主体：東武鉄道・東武タワースカイツリー　■設計・監理者：株式会社日建設計　■施工者：株式会社大林組



『方丈記』のなつかしさは
どこから来るか
－「ゆく河」「吹く風」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:©Dimo Dimov/ Volksoper photo:©Stuttgarter Ballett

環　境

これまでは、平家物語を冒頭から読み進めてきたが、趣
向を少し変え、物語の作中人物を選んでそれを巡っての
展開にする。今期は平清盛の末弟忠度を取り上げて、物
語の諸本の比較、説話での語られ方を検討、忠度自身の
歌、さらに関係資料も利用して、彼の内面外面を読み解

昨年の大震災をどう受け止め、以後の人生にどう立
ち向かうかという課題について、『方丈記』は指針と
なる古典として注目されました。なぜ、これがその
ように扱われるのか、作品の成立の800年紀の年に
当たり、改めて考えてみたいと思います。色々な切
り口や迫り方があるはずですが、今回は、作者鴨長
明の自然への対し方に焦点を当てます。ややもすれ
ば孤立しがちだった彼に「河」「風」などが示したも
ののあれこれを、和歌にも視野を広げ、さらには、近
現代の作品とも対比しながら検討する予定です。

株式会社大林組が施工者として建設工事に携わった「東京スカイツリー」は、2008 年7月14日に工事着工、
2011年3月18日にタワーとしては世界一の高さである634ｍに到達、そして2012年2月29 日に工事の
完成を迎えました。この約 3 年半におよぶタワーの建設は、まさに大林組の「チャレンジ」の象徴でした。
これまで誰も経験したことのない高さのタワーをつくるにあたり、大林組の保有する技術の粋を集めて、
さまざまな困難を克服する必要がありました。日本中に深く大きな傷跡を残した東日本大震災にも被害を
出すことなく、復興のシンボルとしての役割をも担いながら、5月22日にいよいよ開業を迎えます。
本講演では、巨大であることと精密であることを両立させながら、未知の領域での建設工事を計画通りに
進めることを可能にした大林組のさまざまな技術や工法のご紹介を通じて、日本の力と、我々の「ものづ
くり」にかける情熱を感じていただければと思います。

芸　能

バレエの世界地図を見渡した時、現在ひときわ大きな輝きを見せるの
が、この 6月に来日するシュツットガルト・バレエ団です。今回上演さ
れる作品から、「じゃじゃ馬馴らし」を皆さまにご提供いたします。本作
はシェイクスピア原作ですが、シェイクスピアの饒舌なセリフの数々を
バレエの身体表現に置き換え、その完成度の高さから振付家であるジョ
ン・クランコの最高傑作ともいわれる名作。物語の軸となる主人公の夫
婦間の変化を描いた本作は、止まらぬ笑いと至福の愛に包まれた感動的
な作品であり、クランコ自らが率い育てたこのバレエ団こそが本家本元
といえる彼らの代表的作品でもあります。10年ぶりに日本で披露される
本作で、改めて人との絆を感じながら観劇の素晴らしさもご実感いただ
けることでしょう。愛と笑いとアクション、他ではちょっとお目にかか
れない憂き世を救うドラマで、心も少し温かくしませんか？

コ ー ド　 12104

　　　  
時　間　

東京スカイツリー®の建設
～世界一の高さへの挑戦～

古　典

小学唱歌
「青葉の笛」から

平忠度集

今物語

シュツットガルト・バレエ団

芸　能

芸　能

7/14日　程

回　数　 全1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

『平家物語』を読む

コ ー ド　 12105

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 5/21 、28  
6/4、11、18 、25   7/2、9

回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費 1,365 円〉

定　員　 20名

中村橋之助（俊寛）

長明法師画像

平家物語絵巻 巻第七（下）忠度の都落の事
〈（財）林原美術館〉

（主催：国立劇場）

人気・実力を兼ね備えた中村橋之助が
鑑賞教室で『俊寛』を演じます。平清盛
への謀反を企て鬼界ヶ島に流された
俊寛僧都、丹波少将成経、平判官康頼。
都から三人の特赦の知らせを告げる
使者が現れますが、愛妻の死を知り絶
望した俊寛は仇である使者を討ち、自
分のかわりに成経の妻となった海女・
千鳥を旅立たせます。しかしいざ船が
動きだすと、俊寛は船が見えなくなる
まで力の限り叫ぶのでした。絶海の孤
島にひとり取り残される俊寛の孤独
が、見る者の心を打つ義太夫狂言の傑
作です。鑑賞前には趣向を凝らした解
説、鑑賞後はバックステージツアーも
お楽しみいただけます。

歌舞伎鑑賞教室

料　金　 １等席 3,500円

定　員　 35名 

会　場　 国立劇場 （半蔵門）

平家女護島『俊寛』
鬼界ヶ島の場
コ ー ド　 12109

（予定）

〈バックステージ
  ツアー付き〉

時　間　 火曜日
　　　　 14:30～17:00

日　程　 6 /5

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。

「じゃじゃ馬馴らし」
ウィリアム・シェイクスピア原作
ジョン・クランコ振付

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。
※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　  12106

時　間　 土曜日 18:30～20:30（予定）

日　程　 6/2

回　数　 全1回

料　金　 A席 14,000 円

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

〈事前講座付き〉

ウィーン・フォルクスオーパー
オペレッタ「こうもり」
Ｊ．シュトラウスⅡ作曲 
ハインツ・ツェドニク演出

オペレッタ鑑賞

コ ー ド　 12102

田村 達一

時　間　 土曜日 14 :00～15:30

日　程　 6 /16

回　数　 全１回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

（㈱大林組  技術本部
  企画推進室  副部長）講　師

コ ー ド　 12107

人生設計 アジアでする安心・気楽な
介護・看護ステイ

ロングステイ財団共催連続講座 

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。

上東野 幸男／東南アジアとの深い関わりは60年間。
タイ駐在6年。学生時代は児童（施設ボランティア）、
タイ駐在中は学生（財団設立、奨学金）、退職後の最近
の10年は高齢者への応援活動に従事している。「海
外ロングステイは、特に要介護者の心身の健康維持・
回復に有効であることを多くの人に知ってもらいた
い」との思いを講義で存分に語ってもらう。（慶応大
学経済学部卒、三菱電機勤務40年）

ゲストスピーカー

退職したら、「まってました」と「ロングステイ満喫人生」にすんなり切
り替えられるかと思いきや、そうは問屋が卸さない事情が立ちはだか
る。老親を残して自分だけが常夏の国でオーシャンビューを楽しむそん
な親不孝ができるはずがない。しかしあと10年待ったら、こちらの体
力が危ない。などと気持ちがもたつき、ストレスを溜めている人は少
なくなかろう。そんな理由でステイに踏み出せない人たちに、「ご両親
を連れてのロングステイはお薦め」、とアジアの介護事情を詳細に語っ
てくれるのが今回のゲストの上東野さんだ。例えばタイ・バンコクのク
ルアイナムタイ病院グループは、介護ホームの運営と、看護助手、介護
士、マッサージ師の資格を持ち、日本語ができるケアスタッフを派遣す
るサービスを開始。月単位約1万6000～1万8000バーツ（約47,500
円）で住み込みも可能という。タイ以外でもひとり暮らしが難しい老親
を伴ったステイに踏み切り、メイドさんに日常的な世話を頼んで、自身
は積極的にステイを楽しんでいる人たちもいる。日本より遥かに低い
コストで賄えることや、アジア人が持つ高齢者に対する敬愛の気持ち
に支えられているという。「お蔭で健康が回復し、寿命がぐんと伸び
た」となれば、最高の親孝行だ。むしろ安心できる介護・看護環境に惹
かれて、アジアステイを積極的に考える人が出てきても不思議ではな
い。映像による実際のアジア滞在日本人の介護実態なども紹介し、老
親と共にするアジア看護・介護ステイの最新事情をお知らせする。

ワットアルーンとチャオプラヤ川

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

コーディネーター・講師

時　間　  土曜日 14:00～16:30

日　程　   9/1

福永 佳津子

◇解説「能楽のたのしみ」

◆狂言「柿山伏」[ 大蔵流 ]
　山本泰太郎ほか（シテ・交互出演）

◆能「葵上」[ 観世流 ]
　梅若紀彰ほか（シテ・交互出演）

※わかりやすい字幕付き

『葵上』国立能楽堂提供

昨年春に大好評をいただきました能楽鑑賞
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『柿山伏』
（主催：国立能楽堂）

能楽鑑賞教室
かきやまぶし あおいのうえ

コ ー ド　 12108

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　 6/20

時　間　 水曜日
　　　　14:00～16:00（予定）

 能『葵上』

（城西国際大学教授）

土曜日 11:10～12:40

講　師　 三木 紀人

きたい。彼は政治軍事の双方でそれほど際立った人物で
はなく、功績にも乏しいが、いわゆる「文武両道」の人と
して知られる。そのような事を考えながら、彼の魅力に
せまりたい。基本的なテキストは岩波文庫本の（三）で、
この他に使うものについてはコピーを配布する。

　　

演目・出演者

平家物語巻第七
「忠教都落」

巻第九
「忠教最期」

エピローグ　
岡部六弥太について

１

2

3

4
5

6

7

8

～平忠度をめぐって～

音楽の都と言えば…。誰しもがためらわずにウィーンとその名を答
えるでしょう。そのウィーンからオペレッタの殿堂として名高い
ウィーン・フォルクスオーパーがこの 5月に来日公演を行います。今
回はその中から最も親しみ深い「こうもり」を取り上げ、皆さまと事
前講座で歌劇場の歴史的背景や作品の魅力を掘り下げてから公演を
鑑賞する特別企画をご用意。ウィーン喜歌劇の最高傑作と称される
本作の最大の魅力は、なんといっても上質な「笑い」。それを間近で
お楽しみいただく前に、なにゆえに広く永く本作が愛されるのかを
音楽評論家の堀内修氏を講師に迎え、その魅力を紐解いていきます。
宝石のように煌びやかな舞台装置や衣裳、シャンパンのように軽や
かにはじけるワルツやポルカの音楽は、まさに歌劇場が大人の玉手
箱であることを実感するでしょう。ここでしか楽しめない至福のひと
時を、心ゆくまでご堪能ください。

堀内 修
音楽評論家。クラシック音楽、特にオペラに関する評論を、新聞や雑誌などで
行ってきた。テレビ・ＦＭ放送でも解説役をつとめている。「オペラ入門」「モー
ツァルト、オペラのすべて」等の著書がある。

講　師

コ ー ド　 　　　　　　　　　　　　 12103

時　間

日　程

会　場

定　員

料　金　 

事前講座（講師：堀内 修）

木曜日 13:20～14:50

5/10

紀尾井町キャンパス

オペレッタ鑑賞

月曜日 14 :30～17:30（予定）

5/14

東京文化会館（上野）

内　容

事前講座＋A席鑑賞 25,000 円

20名

ウィーン・フォルクスオーパーの「こうもり」
現代のミュージカルの源流はウィンナ・オペレッタ
にあります。ワルツ王として19世紀ヨーロッパの人
気者だったヨハン・シュトラウスの「こうもり」がそ
の代表作で、いまも世界中で上演されるエンターテ
インメントです。それは19世紀末ウィーンの爛熟した
文化の香りを放ち、その香りを楽しめるのは本劇
場上演において他にありません！

堀内 修氏メッセージ

■事業主体：東武鉄道・東武タワースカイツリー　■設計・監理者：株式会社日建設計　■施工者：株式会社大林組



『方丈記』のなつかしさは
どこから来るか
－「ゆく河」「吹く風」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:©Dimo Dimov/ Volksoper photo:©Stuttgarter Ballett

環　境

これまでは、平家物語を冒頭から読み進めてきたが、趣
向を少し変え、物語の作中人物を選んでそれを巡っての
展開にする。今期は平清盛の末弟忠度を取り上げて、物
語の諸本の比較、説話での語られ方を検討、忠度自身の
歌、さらに関係資料も利用して、彼の内面外面を読み解

昨年の大震災をどう受け止め、以後の人生にどう立
ち向かうかという課題について、『方丈記』は指針と
なる古典として注目されました。なぜ、これがその
ように扱われるのか、作品の成立の800年紀の年に
当たり、改めて考えてみたいと思います。色々な切
り口や迫り方があるはずですが、今回は、作者鴨長
明の自然への対し方に焦点を当てます。ややもすれ
ば孤立しがちだった彼に「河」「風」などが示したも
ののあれこれを、和歌にも視野を広げ、さらには、近
現代の作品とも対比しながら検討する予定です。

株式会社大林組が施工者として建設工事に携わった「東京スカイツリー」は、2008 年7月14日に工事着工、
2011年3月18日にタワーとしては世界一の高さである634ｍに到達、そして2012年2月29 日に工事の
完成を迎えました。この約 3 年半におよぶタワーの建設は、まさに大林組の「チャレンジ」の象徴でした。
これまで誰も経験したことのない高さのタワーをつくるにあたり、大林組の保有する技術の粋を集めて、
さまざまな困難を克服する必要がありました。日本中に深く大きな傷跡を残した東日本大震災にも被害を
出すことなく、復興のシンボルとしての役割をも担いながら、5月22日にいよいよ開業を迎えます。
本講演では、巨大であることと精密であることを両立させながら、未知の領域での建設工事を計画通りに
進めることを可能にした大林組のさまざまな技術や工法のご紹介を通じて、日本の力と、我々の「ものづ
くり」にかける情熱を感じていただければと思います。

芸　能

バレエの世界地図を見渡した時、現在ひときわ大きな輝きを見せるの
が、この 6月に来日するシュツットガルト・バレエ団です。今回上演さ
れる作品から、「じゃじゃ馬馴らし」を皆さまにご提供いたします。本作
はシェイクスピア原作ですが、シェイクスピアの饒舌なセリフの数々を
バレエの身体表現に置き換え、その完成度の高さから振付家であるジョ
ン・クランコの最高傑作ともいわれる名作。物語の軸となる主人公の夫
婦間の変化を描いた本作は、止まらぬ笑いと至福の愛に包まれた感動的
な作品であり、クランコ自らが率い育てたこのバレエ団こそが本家本元
といえる彼らの代表的作品でもあります。10年ぶりに日本で披露される
本作で、改めて人との絆を感じながら観劇の素晴らしさもご実感いただ
けることでしょう。愛と笑いとアクション、他ではちょっとお目にかか
れない憂き世を救うドラマで、心も少し温かくしませんか？

コ ー ド　 12104

　　　  
時　間　

東京スカイツリー®の建設
～世界一の高さへの挑戦～

古　典

小学唱歌
「青葉の笛」から

平忠度集

今物語

シュツットガルト・バレエ団

芸　能

芸　能

7/14日　程

回　数　 全1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

『平家物語』を読む

コ ー ド　 12105

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 5/21 、28  
6/4、11、18 、25   7/2、9

回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費 1,365 円〉

定　員　 20名

中村橋之助（俊寛）

長明法師画像

平家物語絵巻 巻第七（下）忠度の都落の事
〈（財）林原美術館〉

（主催：国立劇場）

人気・実力を兼ね備えた中村橋之助が
鑑賞教室で『俊寛』を演じます。平清盛
への謀反を企て鬼界ヶ島に流された
俊寛僧都、丹波少将成経、平判官康頼。
都から三人の特赦の知らせを告げる
使者が現れますが、愛妻の死を知り絶
望した俊寛は仇である使者を討ち、自
分のかわりに成経の妻となった海女・
千鳥を旅立たせます。しかしいざ船が
動きだすと、俊寛は船が見えなくなる
まで力の限り叫ぶのでした。絶海の孤
島にひとり取り残される俊寛の孤独
が、見る者の心を打つ義太夫狂言の傑
作です。鑑賞前には趣向を凝らした解
説、鑑賞後はバックステージツアーも
お楽しみいただけます。

歌舞伎鑑賞教室

料　金　 １等席 3,500円

定　員　 35名 

会　場　 国立劇場 （半蔵門）

平家女護島『俊寛』
鬼界ヶ島の場
コ ー ド　 12109

（予定）

〈バックステージ
  ツアー付き〉

時　間　 火曜日
　　　　 14:30～17:00

日　程　 6 /5

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。

「じゃじゃ馬馴らし」
ウィリアム・シェイクスピア原作
ジョン・クランコ振付

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。
※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　  12106

時　間　 土曜日 18:30～20:30（予定）

日　程　 6/2

回　数　 全1回

料　金　 A席 14,000 円

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

〈事前講座付き〉

ウィーン・フォルクスオーパー
オペレッタ「こうもり」
Ｊ．シュトラウスⅡ作曲 
ハインツ・ツェドニク演出

オペレッタ鑑賞

コ ー ド　 12102

田村 達一

時　間　 土曜日 14 :00～15:30

日　程　 6 /16

回　数　 全１回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

（㈱大林組  技術本部
  企画推進室  副部長）講　師

コ ー ド　 12107

人生設計 アジアでする安心・気楽な
介護・看護ステイ

ロングステイ財団共催連続講座 

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。

上東野 幸男／東南アジアとの深い関わりは60年間。
タイ駐在6年。学生時代は児童（施設ボランティア）、
タイ駐在中は学生（財団設立、奨学金）、退職後の最近
の10年は高齢者への応援活動に従事している。「海
外ロングステイは、特に要介護者の心身の健康維持・
回復に有効であることを多くの人に知ってもらいた
い」との思いを講義で存分に語ってもらう。（慶応大
学経済学部卒、三菱電機勤務40年）

ゲストスピーカー

退職したら、「まってました」と「ロングステイ満喫人生」にすんなり切
り替えられるかと思いきや、そうは問屋が卸さない事情が立ちはだか
る。老親を残して自分だけが常夏の国でオーシャンビューを楽しむそん
な親不孝ができるはずがない。しかしあと10年待ったら、こちらの体
力が危ない。などと気持ちがもたつき、ストレスを溜めている人は少
なくなかろう。そんな理由でステイに踏み出せない人たちに、「ご両親
を連れてのロングステイはお薦め」、とアジアの介護事情を詳細に語っ
てくれるのが今回のゲストの上東野さんだ。例えばタイ・バンコクのク
ルアイナムタイ病院グループは、介護ホームの運営と、看護助手、介護
士、マッサージ師の資格を持ち、日本語ができるケアスタッフを派遣す
るサービスを開始。月単位約1万6000～1万8000バーツ（約47,500
円）で住み込みも可能という。タイ以外でもひとり暮らしが難しい老親
を伴ったステイに踏み切り、メイドさんに日常的な世話を頼んで、自身
は積極的にステイを楽しんでいる人たちもいる。日本より遥かに低い
コストで賄えることや、アジア人が持つ高齢者に対する敬愛の気持ち
に支えられているという。「お蔭で健康が回復し、寿命がぐんと伸び
た」となれば、最高の親孝行だ。むしろ安心できる介護・看護環境に惹
かれて、アジアステイを積極的に考える人が出てきても不思議ではな
い。映像による実際のアジア滞在日本人の介護実態なども紹介し、老
親と共にするアジア看護・介護ステイの最新事情をお知らせする。

ワットアルーンとチャオプラヤ川

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

コーディネーター・講師

時　間　  土曜日 14:00～16:30

日　程　   9/1

福永 佳津子

◇解説「能楽のたのしみ」

◆狂言「柿山伏」[ 大蔵流 ]
　山本泰太郎ほか（シテ・交互出演）

◆能「葵上」[ 観世流 ]
　梅若紀彰ほか（シテ・交互出演）

※わかりやすい字幕付き

『葵上』国立能楽堂提供

昨年春に大好評をいただきました能楽鑑賞
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『柿山伏』
（主催：国立能楽堂）

能楽鑑賞教室
かきやまぶし あおいのうえ

コ ー ド　 12108

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　 6/20

時　間　 水曜日
　　　　14:00～16:00（予定）

 能『葵上』

（城西国際大学教授）

土曜日 11:10～12:40

講　師　 三木 紀人

きたい。彼は政治軍事の双方でそれほど際立った人物で
はなく、功績にも乏しいが、いわゆる「文武両道」の人と
して知られる。そのような事を考えながら、彼の魅力に
せまりたい。基本的なテキストは岩波文庫本の（三）で、
この他に使うものについてはコピーを配布する。

　　

演目・出演者

平家物語巻第七
「忠教都落」

巻第九
「忠教最期」

エピローグ　
岡部六弥太について

１

2

3

4
5

6

7

8

～平忠度をめぐって～

音楽の都と言えば…。誰しもがためらわずにウィーンとその名を答
えるでしょう。そのウィーンからオペレッタの殿堂として名高い
ウィーン・フォルクスオーパーがこの 5月に来日公演を行います。今
回はその中から最も親しみ深い「こうもり」を取り上げ、皆さまと事
前講座で歌劇場の歴史的背景や作品の魅力を掘り下げてから公演を
鑑賞する特別企画をご用意。ウィーン喜歌劇の最高傑作と称される
本作の最大の魅力は、なんといっても上質な「笑い」。それを間近で
お楽しみいただく前に、なにゆえに広く永く本作が愛されるのかを
音楽評論家の堀内修氏を講師に迎え、その魅力を紐解いていきます。
宝石のように煌びやかな舞台装置や衣裳、シャンパンのように軽や
かにはじけるワルツやポルカの音楽は、まさに歌劇場が大人の玉手
箱であることを実感するでしょう。ここでしか楽しめない至福のひと
時を、心ゆくまでご堪能ください。

堀内 修
音楽評論家。クラシック音楽、特にオペラに関する評論を、新聞や雑誌などで
行ってきた。テレビ・ＦＭ放送でも解説役をつとめている。「オペラ入門」「モー
ツァルト、オペラのすべて」等の著書がある。

講　師

コ ー ド　 　　　　　　　　　　　　 12103

時　間

日　程

会　場

定　員

料　金　 

事前講座（講師：堀内 修）

木曜日 13:20～14:50

5/10

紀尾井町キャンパス

オペレッタ鑑賞

月曜日 14 :30～17:30（予定）

5/14

東京文化会館（上野）

内　容

事前講座＋A席鑑賞 25,000 円

20名

ウィーン・フォルクスオーパーの「こうもり」
現代のミュージカルの源流はウィンナ・オペレッタ
にあります。ワルツ王として19世紀ヨーロッパの人
気者だったヨハン・シュトラウスの「こうもり」がそ
の代表作で、いまも世界中で上演されるエンターテ
インメントです。それは19世紀末ウィーンの爛熟した
文化の香りを放ち、その香りを楽しめるのは本劇
場上演において他にありません！

堀内 修氏メッセージ

■事業主体：東武鉄道・東武タワースカイツリー　■設計・監理者：株式会社日建設計　■施工者：株式会社大林組



1
講座申し込みから受講までの流れ

SPRING

5月開講

看　護

●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●
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http://www.josai.jp/lifelong/ex/

日々の生活において自分の身の回りのことをするのに援助が必要な状態、あるいは、
支援がなければ１人での生活に支障が生じる状態を要介護・要支援状態といいます。
このとき問われるのは、日常生活機能の自立の度合いです。病気や障害、あるいは
加齢変化に伴う健康障害により日常生活の自立が損なわれることも確かですが、心
身がどの程度に健康か、あるいはどのように不健康な状況なのかということと、要
介護状態とは必ずしもイコールではありません。ただし、共に日常生活の質（QOL）
に大きく関わります。
私たちは健康維持のために自助努力をし、さまざまな保健医療サービスを利用しま
す。同様に生活機能に関しても、その自立維持のための自助・共助・公助のしくみを
知り上手に利用できれば、健康状態を更に良好に保てるはずです。
しかし、どんなに健康に留意しても、他者からの介護や支援を必要とするときがく
るやもしれません。そこで、どのような時も、QOLを考えたサービスが受けられるよ
うに、看護や介護の役割を紹介するとともに、介護保険の賢い利用法について情報
提供しようと思います。加えて、QOL重視の立場から、医療技術の進歩した長寿社
会ゆえの終末期の重要な決断についてもふれてみたいと思います。

　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

明日の健康－明日の介護
〈城西国際大学看護学部開設記念〉

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

小玉 敏江
城西国際大学看護学部教授
東京都出身。1968年、聖路加
看護大学卒業。東京都特別区
保健所にて保健婦として勤務
した後、1980年より看護基
礎教育課程の看護師および保
健師教育に従事。2012年4月
より現職。高齢者の地域ケア
を課題とした調査・研究を継続
中であり、著書には『高齢者の
健康自己管理と地域的支援』
『難聴高齢者のサポートハンド
ブック』などがある。

講　師

２０１２年４月城西国際大学に看護学部を開設することになりました。他学部と
連携した特色ある看護教育を行い、国際社会地域社会で役立つ看護士の育成を
目指します。このたびの看護学部の開設を記念しまして、さまざまな保健医療
サービスを学ぶことで、介護や支援が必要となったときによりよい選択ができる
よう下記の講座を開催することといたしました。

19世紀末から20世紀にわたって活躍した画家・アーティストのフランスにおける足跡をたどるバーチャル紀行
に出かけませんか？マチス、ピカソなど巨匠の小さな美術館が点在する南仏コートダジュールから建築家ル・
コルビュジエが活躍したパリとその郊外、そして日本へと旅を続けます。アート鑑賞になじみのない方もフラ
ンス人男性講師のおしゃべりとともに旅を楽しみましょう。（授業は日本語でおこないます）

コ ー ド　 12101　　　　
講　師　 小玉 敏江

時　間　 土曜日 
　　　　 11:10～12:40

日　程　 6/16

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

オテル・デュー（フランス・ボーヌに現存する
中世のホスピス〈施療院〉）

2
3

4

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

▲
▲

▲

健康状態は何でみる　　　

要介護・要支援状態とは
どういう状態か　　　

自立した状態はQOL
（生活の質）の重要要素　　　

医療・介護に携わる
看護・介護　　　

介護保険の利用方法　　

ケアマネジャー（介護支
援専門員）との出会い

終末期の考え方

実  用
コ ー ド　 12110

講　師　 伊藤 サム

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　 6/30

英字新聞やＣＮＮなどニュース英語に入門されたい
方、あるいは学習中の方のために必要な知識をご案
内します。今回は、受講生のみなさんがお持ちであろ
うさまざまな疑問に答えていく「Ｑ＆Ａ」セッション
を中心にいたしますので、ぜひ何か質問を考えてき
てください。素朴な疑問、高度な質問、どんなもので
もお気軽にどうぞ。内容は「ニュース英語にはどんな
特徴があるのか？」、「学習の心構えは？」、知ってお
きたい災害ニュース用語、英語における表記の重要
性などが考えられます。ニュース英語は脚光を浴び
ています。教科書とは違い、現実の世界をそのまま映
すauthentic(本物の)教材によって、世界について学
び、同時に英語の力も伸ばす「一石二鳥」です。私が講
師を務めるＮＨＫ『ニュースで英会話』は開講４年目
に入りました。ニュース英語そのものはレベルが英
検準一級ぐらい、ＣＥＦＲ(ヨーロッパ言語共通参照
枠)では「Ｂ2」レベルとなります。

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 ＤＩＧ
ＥＳＴ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』（講談社インターナ
ショナル）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

ニュース英語入門 Ｑ＆Ａ

ヨーロッパ
の文化

紺碧の海に降り注ぐまぶしい陽光。どこまでも青く澄み渡った
空。赤・黄・紫…と鮮やかな色彩に包まれる大地。まるで神様がこ
の地を選び、作り上げたかのような見事なコントラストがそこに
は広がっています。訪れる人々に生きる活力を与える南仏は、多
くの画家たちをもいざなってきました。見るもの、感じるものす
べてが作品への意欲をかきたて、彼らを奮い立たせてきたことで
しょう。すばらしい題材と出会い、そこで誕生した不朽の名作は
数知れません。街の至るところに美術館が混在するフランスで
は、芸術を鑑賞することが生活の一部となっています。今回はエ
スプリの薫り漂う南仏コートダジュールの小さな美術館をいくつ
か取り上げ、美術館の見どころ、そこにまつわる画家や、彼らの作
品などをご紹介します。美しさのほかに大切な“何か”を語りかけ
る南仏で、画家たちの熱い息使いに一緒に耳を傾けましょう。

講　師

コ ー ド　 12111

講　師　  

フランスアート紀行

ダミアン・プピ

時　間　 土曜日 15:00～16:30

日　程　 5/19　6/2、30

回　数　 全 3回

受講料　 3,000円

定　員　 25 名

ダミアン・プピ
アテネ・フランセ講師
サンシェ国立大学フランス
語学科卒業。国立東洋言語
文化大学（ＩＮＡＬＣＯ）日本
語学科卒業。JET program
にて埼玉県内の各高等学校
でフランス語、英語を指導。
現在アテネ・フランセにてフ
ランス語講師を務め、入門
科、和文仏訳講座、会話クラ
ス、漫画フランス語、文化教
養講座などを担当。

主催：
アテネ・フランセ

～コートダジュールを愛した画家たち～

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 40名

～ Flânerie dans l’  art avec Damien～

  南仏の小さな美術館巡り

「住居は住むための機械である」とい
う、その思想を表した言葉が有名な、日
本にもファンの多い建築家ル・コルビュ
ジエ。彼を始めとする20世紀初頭の建
築家の出現により、建築家の役割は建
物を造るだけにとどまらず、都市開発や
地域開発にまで及び、その後の私たち
現代人の生活にも大きな影響を与えま
した。この講座では、コルビュジエが主
に活躍したフランスや、コルビュジエ
の弟子も多かった東京での彼の作品を
巡り、彼の思想、表現方法がどのような
ものであったのかを探っていきます。

コ ー ド　 12112

講　師　  ダミアン・プピ

時　間　 土曜日
　　　　15:00～16:30

日　程　 7/14

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 25 名

フランスと日本の
コルビュジエ建築を巡って

コートダジュールの中心都市ニースには、見ごたえのある美
術館が数多く存在します。その中でも聖書をテーマとした作
品を所蔵するシャガー
ル美術館と、切り絵や
彫刻など、その世界観
がよく表れた作品を所
蔵するマティス美術館を
紹介します。

第二次大戦後の1946年に
この地のグリマルディ城を
アトリエとしたピカソも、
南仏に魅了された画家のひ
とりです。世界に点在する
ピカソ美術館の特徴も取り
上げます。

イタリアと国境を接するこの街は2月のレモン祭が有名です。
この街では美術館そして「結婚の間」がある市庁舎で、詩人
ジャン・コクトーの息づかいを感じることができます。

フランスの
コルビュジエ

独自の尺度「モデュロール」を用いた集合
住宅「マルセイユのユニテ・ダビタシオ
ン」、「近代建築の五原則」を実践した「サ
ヴォワ邸」、印象的な曲面の「ロンシャン
の礼拝堂」など、フランスにあるコルビュ
ジエ建築やゆかりの地方を紹介します。

東京の
コルビュジエ

上野の国立西洋美術館を始め、ここ
東京にもあるコルビュジエやその弟
子たちの設計による建築物を紹介
します。本講座の講師が所属してい
るフランス語学校アテネ・フランセも
彼の弟子、吉阪隆正による建物です。
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1
講座申し込みから受講までの流れ

SPRING

5月開講

看　護

●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●
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http://www.josai.jp/lifelong/ex/

日々の生活において自分の身の回りのことをするのに援助が必要な状態、あるいは、
支援がなければ１人での生活に支障が生じる状態を要介護・要支援状態といいます。
このとき問われるのは、日常生活機能の自立の度合いです。病気や障害、あるいは
加齢変化に伴う健康障害により日常生活の自立が損なわれることも確かですが、心
身がどの程度に健康か、あるいはどのように不健康な状況なのかということと、要
介護状態とは必ずしもイコールではありません。ただし、共に日常生活の質（QOL）
に大きく関わります。
私たちは健康維持のために自助努力をし、さまざまな保健医療サービスを利用しま
す。同様に生活機能に関しても、その自立維持のための自助・共助・公助のしくみを
知り上手に利用できれば、健康状態を更に良好に保てるはずです。
しかし、どんなに健康に留意しても、他者からの介護や支援を必要とするときがく
るやもしれません。そこで、どのような時も、QOLを考えたサービスが受けられるよ
うに、看護や介護の役割を紹介するとともに、介護保険の賢い利用法について情報
提供しようと思います。加えて、QOL重視の立場から、医療技術の進歩した長寿社
会ゆえの終末期の重要な決断についてもふれてみたいと思います。

　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

明日の健康－明日の介護
〈城西国際大学看護学部開設記念〉

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

小玉 敏江
城西国際大学看護学部教授
東京都出身。1968年、聖路加
看護大学卒業。東京都特別区
保健所にて保健婦として勤務
した後、1980年より看護基
礎教育課程の看護師および保
健師教育に従事。2012年4月
より現職。高齢者の地域ケア
を課題とした調査・研究を継続
中であり、著書には『高齢者の
健康自己管理と地域的支援』
『難聴高齢者のサポートハンド
ブック』などがある。

講　師

２０１２年４月城西国際大学に看護学部を開設することになりました。他学部と
連携した特色ある看護教育を行い、国際社会地域社会で役立つ看護士の育成を
目指します。このたびの看護学部の開設を記念しまして、さまざまな保健医療
サービスを学ぶことで、介護や支援が必要となったときによりよい選択ができる
よう下記の講座を開催することといたしました。

19世紀末から20世紀にわたって活躍した画家・アーティストのフランスにおける足跡をたどるバーチャル紀行
に出かけませんか？マチス、ピカソなど巨匠の小さな美術館が点在する南仏コートダジュールから建築家ル・
コルビュジエが活躍したパリとその郊外、そして日本へと旅を続けます。アート鑑賞になじみのない方もフラ
ンス人男性講師のおしゃべりとともに旅を楽しみましょう。（授業は日本語でおこないます）

コ ー ド　 12101　　　　
講　師　 小玉 敏江

時　間　 土曜日 
　　　　 11:10～12:40

日　程　 6/16

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

オテル・デュー（フランス・ボーヌに現存する
中世のホスピス〈施療院〉）

2
3

4

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

▲
▲

▲

健康状態は何でみる　　　

要介護・要支援状態とは
どういう状態か　　　

自立した状態はQOL
（生活の質）の重要要素　　　

医療・介護に携わる
看護・介護　　　

介護保険の利用方法　　

ケアマネジャー（介護支
援専門員）との出会い

終末期の考え方

実  用
コ ー ド　 12110

講　師　 伊藤 サム

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　 6/30

英字新聞やＣＮＮなどニュース英語に入門されたい
方、あるいは学習中の方のために必要な知識をご案
内します。今回は、受講生のみなさんがお持ちであろ
うさまざまな疑問に答えていく「Ｑ＆Ａ」セッション
を中心にいたしますので、ぜひ何か質問を考えてき
てください。素朴な疑問、高度な質問、どんなもので
もお気軽にどうぞ。内容は「ニュース英語にはどんな
特徴があるのか？」、「学習の心構えは？」、知ってお
きたい災害ニュース用語、英語における表記の重要
性などが考えられます。ニュース英語は脚光を浴び
ています。教科書とは違い、現実の世界をそのまま映
すauthentic(本物の)教材によって、世界について学
び、同時に英語の力も伸ばす「一石二鳥」です。私が講
師を務めるＮＨＫ『ニュースで英会話』は開講４年目
に入りました。ニュース英語そのものはレベルが英
検準一級ぐらい、ＣＥＦＲ(ヨーロッパ言語共通参照
枠)では「Ｂ2」レベルとなります。

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 ＤＩＧ
ＥＳＴ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』（講談社インターナ
ショナル）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

ニュース英語入門 Ｑ＆Ａ

ヨーロッパ
の文化

紺碧の海に降り注ぐまぶしい陽光。どこまでも青く澄み渡った
空。赤・黄・紫…と鮮やかな色彩に包まれる大地。まるで神様がこ
の地を選び、作り上げたかのような見事なコントラストがそこに
は広がっています。訪れる人々に生きる活力を与える南仏は、多
くの画家たちをもいざなってきました。見るもの、感じるものす
べてが作品への意欲をかきたて、彼らを奮い立たせてきたことで
しょう。すばらしい題材と出会い、そこで誕生した不朽の名作は
数知れません。街の至るところに美術館が混在するフランスで
は、芸術を鑑賞することが生活の一部となっています。今回はエ
スプリの薫り漂う南仏コートダジュールの小さな美術館をいくつ
か取り上げ、美術館の見どころ、そこにまつわる画家や、彼らの作
品などをご紹介します。美しさのほかに大切な“何か”を語りかけ
る南仏で、画家たちの熱い息使いに一緒に耳を傾けましょう。

講　師

コ ー ド　 12111

講　師　  

フランスアート紀行

ダミアン・プピ

時　間　 土曜日 15:00～16:30

日　程　 5/19　6/2、30

回　数　 全 3回

受講料　 3,000円

定　員　 25 名

ダミアン・プピ
アテネ・フランセ講師
サンシェ国立大学フランス
語学科卒業。国立東洋言語
文化大学（ＩＮＡＬＣＯ）日本
語学科卒業。JET program
にて埼玉県内の各高等学校
でフランス語、英語を指導。
現在アテネ・フランセにてフ
ランス語講師を務め、入門
科、和文仏訳講座、会話クラ
ス、漫画フランス語、文化教
養講座などを担当。

主催：
アテネ・フランセ

～コートダジュールを愛した画家たち～

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 40名

～ Flânerie dans l’  art avec Damien～

  南仏の小さな美術館巡り

「住居は住むための機械である」とい
う、その思想を表した言葉が有名な、日
本にもファンの多い建築家ル・コルビュ
ジエ。彼を始めとする20世紀初頭の建
築家の出現により、建築家の役割は建
物を造るだけにとどまらず、都市開発や
地域開発にまで及び、その後の私たち
現代人の生活にも大きな影響を与えま
した。この講座では、コルビュジエが主
に活躍したフランスや、コルビュジエ
の弟子も多かった東京での彼の作品を
巡り、彼の思想、表現方法がどのような
ものであったのかを探っていきます。

コ ー ド　 12112

講　師　  ダミアン・プピ

時　間　 土曜日
　　　　15:00～16:30

日　程　 7/14

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 25 名

フランスと日本の
コルビュジエ建築を巡って

コートダジュールの中心都市ニースには、見ごたえのある美
術館が数多く存在します。その中でも聖書をテーマとした作
品を所蔵するシャガー
ル美術館と、切り絵や
彫刻など、その世界観
がよく表れた作品を所
蔵するマティス美術館を
紹介します。

第二次大戦後の1946年に
この地のグリマルディ城を
アトリエとしたピカソも、
南仏に魅了された画家のひ
とりです。世界に点在する
ピカソ美術館の特徴も取り
上げます。

イタリアと国境を接するこの街は2月のレモン祭が有名です。
この街では美術館そして「結婚の間」がある市庁舎で、詩人
ジャン・コクトーの息づかいを感じることができます。

フランスの
コルビュジエ

独自の尺度「モデュロール」を用いた集合
住宅「マルセイユのユニテ・ダビタシオ
ン」、「近代建築の五原則」を実践した「サ
ヴォワ邸」、印象的な曲面の「ロンシャン
の礼拝堂」など、フランスにあるコルビュ
ジエ建築やゆかりの地方を紹介します。

東京の
コルビュジエ

上野の国立西洋美術館を始め、ここ
東京にもあるコルビュジエやその弟
子たちの設計による建築物を紹介
します。本講座の講師が所属してい
るフランス語学校アテネ・フランセも
彼の弟子、吉阪隆正による建物です。
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