
コード   19105
日　程   8/31（全1回）
時　間   土曜日 14：00～15：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名団塊の世代が75歳となる「2025年問題」が現下の大きな課題ですが、次に来る課題は第
2次ベビーブーム世代が65歳となる「2040年問題」です。社会保障・人口問題研究所の平成
29年推計によれば、わが国の65歳以上人口は、2015年の3,387万人から第二次ベビーブーム
世代が老年人口となる2042年まで増加を続け、3,935万人でピークを迎え、その後は減少を
続け、2065年には3,381万人になると予測されています。一方、15～64歳人口は、2015年の
7,728万人から減少の一途をたどり、2040年には6,000万人を割り、2065年には4,529万人
となると予測されています（出生中位推計）。15～64歳人口は出生率の動向によって変わりえ
ますが、65歳以上の人口予測は、死亡率の大幅な変動がない限り、ほぼ予測値通りに推移す
るでしょう。このような社会が到来する2040年に向け、わたしたちはどのように対応してい
けばよいのでしょうか。本講座では、2040年問題とは何かを説明しつつ、その対応としての健
康なまちづくり、皆が生き生きと暮らせるまちづくりをどのように進めるかについて、皆さんと
考えたいと思います。

いかにして2040年問題を乗り越えるか 
−2040年問題と生き生きと暮らせるまちづくり−

【講師】
福島 靖正（ふくしま やすまさ）
国立保健医療科学院長。1959年熊本県生ま
れ。1984年熊本大学医学部を卒業し、同年国
立公衆衛生院に研究員として採用、公衆衛生
（特に人口学）の研究に従事。1987年旧厚生
省に移り、公衆衛生行政に従事。厚生労働省
大臣官房審議官（医政局担当）、健康局長など
を経て2018年から現職。他省庁（法務省、農
水省、内閣府）、地方自治体（埼玉県、和歌山
県、熊本市）での勤務も経験。医師、医学博士。

死ぬまで働く時代を考える 〜マルチに生きる〜

コード   19104
日　程   7/20（全1回）
時　間   土曜日 14：00～15：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名

【講師】
上妻 博明（こうづま ひろあき）
ハリウッド大学院大学特任教授。専門分野は
行政法、行政学、地域デザイン、ビジネス法
務。明治大学法学部法律学科卒業後、衆議院
法制局に入局。被災者生活再建支援法、過疎
地域自立促進特別措置法、オレオレ詐欺対
策法、PFI法など多数の議員立法の立案に携
わる。衆議院常任委員会専門員（衆議院調査
局内閣調査室長）を経て退任し、2018年より
現職。著書に『災害対策基本法の解説』『マン
ション管理適正化法の解説』など。

ベストセラー「ライフ・シフト」の共著者リンダ・グラットン英国ロンドンビジネススクール教授
は、政府の「人生100年時代構想会議（2031）」で、「一つ確かなことは、100歳まで生きるとす
るならば、70歳あるいは80歳まで働くことになる、ということです。そうしなければ、非生産的
な生活を余りに長く過ごすことになります」と発言している。他方、ベビーブーム世代が引退し、
高齢期の年金、保険制度を維持し、貧
困をどのように防止するかは、我が国
を含め世界においても大きな政治課
題となっている。このような時代を踏
まえ、青年期、壮年期、老年期という3
ステージを直線的に捉えて来た従来
の考え方に大きな変化が生じ始めて
いる。本講座では、このような時代の
流れを、政治、法律、経済等の視点から
新たに捉えなおし、人生100年時代を
各人がどのように生きることが重要か
ということについて考える。

2050年（30年後）の人口ピラミッド（予想）

 鎌倉資本主義
（2018 プレジデント社）

カマコン定例会

コード   19103
日　程   8/24（全1回）
時　間   土曜日 14：00～15：30
受講料   ￥1,000

定　員   120名「日本的面白コンテンツ」の開発をメインに「面白法人」を名乗る株式会社カヤックの代表取締
役CEO柳澤大輔さん（45）。資本主義を肯定しながらその先にある、よりよい連携の形を模索
して、コンテンツ制作から、まちの社員食堂、まちの保育園、鎌倉自宅葬儀社まで、人が生きる全
般を地域とともに仕事にしている。6年前にカヤックをはじめ鎌倉に拠点を置くベンチャー企業
の経営者が、鎌倉をもっと元気にすることを目的に地域団体「カマコン」を立ち上げた。現在参
加者は約150人。月一回の定例会で、プロジェクトの提案と実現を話し合っている。カマコンを
通じて、自分の住んでいる町の課題を「ジブン
ゴト（自分ごと）化」することこそが活動のコア
ポイント。今回は、鎌倉発の試みを通じて、地域
で仕事をする人、暮らす人が「地域を愛する気
持ち」と「面白いこと」を媒介に、幸せ度が上が
る助け合い、補い合う仕組みを柳澤さんにお話
しいただく。
【面白法人カヤック】
日本的面白コンテンツ事業。鎌倉に本社を置き、「ぼくらの甲子園！ポケット」シリーズなどの自
社ゲームアプリ、ゲームコミュニティアプリ「Lobi」のほか、受託案件では各種キャンペーンアプ
リ、Webサイトやデバイスなどオリジナリティあるコンテンツを数多く発信する。

面白法人カヤックが「鎌倉資本主義」を通じて目指すもの

【講師】
柳澤 大輔（やなさわ だいすけ）
面白法人カヤック代表取締役CEO
1998年、面白法人カヤック設立。鎌倉に本社
を置き、ゲームアプリ、各種キャンペーンアプ
リやWebサイトなどのコンテンツを発信。

人生100年時代【社会貢献活動編】

人生100年時代【学び編】

人生100年時代【学び編】

「少しでも社会貢献できれば…」「ボランティアに参加してみたい…」「仲間と何か活動を始めたい…」そん
な方へのヒントになればと63歳でNPOを立ち上げた経験を踏まえてお話します。社会貢献って世の為人
の為？との問いかけからはじまり、ちょっと立ち止まって自分の中でのボランティア活動の位置づけを考え
ていただきます。何のためにどのくらい、どこで、どういう人たちと一緒に活動したいか等がイメージでき
れば、ご自分に合った活動とのマッチングや自分流に参加できる活動を探すのは容易です。そして、ボラン
ティア活動で大切なことを経験に基づきお話したいと思います。「ボランティアをきっかけに新たな人生

に」「SLOWを
大事にすると今
まで見えなかっ
たものが見え
てくる」「モノを運ぶ運河の水も一滴の雫から」「1時間は誰にとって
も平等」「いい汗かいて作業を楽しめば」「人と人のつながりや支援
の輪の拡がり」等々。お会いするのを楽しみにしています。

【NPO法人プラネットカナール】
一人暮らし用の家電家具を、必要でなくなった人から、必要とし
ている児童養護施設を巣立つ若者に届ける巣立ち応援活動を展
開、15施設を応援中。トラックや保管場所、システム・配送サービ
スなどを無償で提供いただき、お金がなくてもはじめられる活動
のロールモデルとして全国展開を検討中。ボランティアは87歳
の2名を含め、高校生・大学生・中高年。施設を巣立つ若者が微笑
みに変わる瞬間Moment of Smile™をイメージしながら活動し
ている。

これまでのライフプランが通用しなくなる人生100年時代。そんな人生100年時代を生き抜くにあたって、
私たちは、いかにして近未来を予測し、対応を考える必要があるのでしょうか。
今回は、いくつになっても学び直しができ、新しいことにチャレンジできる社会について示唆をいただきたく、
これらの素晴らしい講師のみなさんにおいでいただきました。

人生

自分に合った活動・自分流のボランティア参加
コード   19101
日　程   6/8（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名

【講師】
鈴木 邦明（すずき くにあき）
NPO法人プラネットカナール理事長
1975年IBM入社、コンサル事業立
上げに携わる。ジブラルタ生命執
行役員CIO、Abeam Consulting
執行役員を経て2015年NPO法人
プラネットカナール設立。

人生100年時代【社会貢献活動編】

100年時代

災害は生命・財産に大きな被害をもたらす。災害の起こる頻度は人為的現象によるもの以外は自然
現象のため変えることはできないが、発生する被害の大きさは平常時からの備えで変えられる。特
に人的被害の最小化には災害時の医療活動や人命救助活動の向上・強化が望まれ、被災地内外で
の医療活動に携わる医療従事者や地域住民および団体の効果的で迅速かつ継続的な協力関係が
必要となる。これを可能にするためには災害の専門家だけではなく、一般の多くの医療従事者や地
域住民や各種団体に対して災害時の人命救助活動の基礎教育・訓練およびその活動の組織化プロ

グラムを作成・
構築すること
が基本となる。
本NPOはライ
センス取得や
理念にとらわれず敷居を下げたあくまで自己啓発のための「手
ぶらで参加し何かを学んで帰る」を基本理念とし、可能な限り
実践的かつ理解しやすい教育・実習を行っている。

【NPO法人救急災害研修機構】
本NPO法人は災害時における医療活動を実施する医療従事者、
および災害時における人命救助やその支援活動を実施する市
民・団体に対して、災害時対応の基本教育活動や組織構築活動を
指導することで災害時の人的被害の最小化を図ることを目的と
する。また、専門的研究活動が不可欠であることから研究活動も
実施する。

災害の被害者は災害の専門家だけでは救えない
コード   19102
日　程   7/6（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名

【講師】
佐々木 勝（ささき まさる）
NPO法人救急災害研修機構理事長
1977年東京医科大学卒。2004年
東京DMAT（Disaster Medical 
Assistance Team）設立。2012年
都立広尾病院長。2016年4月内閣
官房参与を拝命し災害医療、自衛隊
医療の拡充に努める。

人生100年時代【社会貢献活動編】

全体講義

搬送

トリアージ実践訓練

野外実地訓練

配送準備ボランティア

Moment of Smile

目録贈呈

贈呈式記念撮影

2 0 1 9  S P R I N G  S U M M E R
城西エクステンション・プログラムの受講生の方々は
キャンパス内の施設をご利用いただけます。

東京紀尾井町キャンパス1号棟

●図書館（2F）※図書閲覧のみ

●カフェテリア（B1F）※月～金営業

3号棟

●カフェテリア（1F）※月～土営業

● 東京メトロ有楽町線  麹町駅１番出口より徒歩３分
● 東京メトロ南北線  永田町駅９番出口より徒歩５分

● 東京メトロ半蔵門線  半蔵門駅１番出口より徒歩７分
● 東京メトロ丸ノ内線・銀座線　赤坂見附駅D出口より徒歩８分

● JR 中央線・総武線  四ツ谷駅より徒歩１０分

【受講料・教材費】
受講料・教材費は、消費税を含む金額です。開講後、受講料・教材費の返金は理由に
関わらずできません。
【締切・中止・変更】
講座の募集は、定員に達し次第締切ります。講座開講日の一週間前の時点で、最低
開講人数に満たない場合は、やむを得ず開講を中止させていただくことがありま
す。申込者にはその旨を郵送、電話もしくはE-mail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時・教室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

〒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

TEL.03-6238-1400  FAX.03-6238-1399
https://www.facebook.com/josaikioichoextension

アクセス・インフォメーション

申し込みにあたっての注意点

講座申し込みから受講までの流れ

講座申し込み

開講日・開講教室のご案内

開講日手続き

受付時間／9：00～17：00
（土曜・日曜・祝日を除く※講座開講日は
 受け付けます。）

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

開講日1週間前になりましたら、事務局より日時・開講教室等を記載した「受講に関するご案内」をお送りします。

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

1

2
3

び図書館利用時に必要となります。来校の際は携帯してください。
【受講に際して】
講義開始5分前までに教室に入室してください。講義に支障をきたす行為があった
場合は、受講をお断りすることがあります。教室内での飲食は、講座内容に関するこ
と以外はできません。盗難やその他の事故等については、大学では責任を負いか
ねます。キャンパスまでの通学は、公共機関をご利用ください。講座の録音・ビデオ
等での撮影は、原則としてできません。文章・写真・映像・音楽を含む講座内容全て
は、本学もしくは本学にその利用を認めた権利者に帰属します。講座内容を本学ま
たは本学にその利用を認めた権利者の承諾を得ずに転載、使用、複製、配布、改変
などすることはできません。教室内では、携帯電話や音の出る電子機器等の電源は
予めお切りください。
【受講修了証書】
修了証書発行対象講座の出席率80％以上の受講生に発行いたします。
【千代田区講座講習会バウチャー制度】
城西エクステンション・プログラムは千代田区講座講習会バウチャー制度に参加し
ています。詳細は、千代田区立九段生涯学習館（TEL03-3234-2841）にお問い合
わせください。

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。

至四ツ谷駅

三菱UFJ銀行

交番

麹町
クリスタル
シティ

ホテル
ルポール麹町

文藝春秋ビル

ファミリーマート

千代田放送会館

都市センター
ホテル

紀尾井町

永田町駅

半
蔵
門
駅

麹
町
駅

１番出口

東京紀尾井町

９ａ出口

４番出口

平河
天満宮

２号棟

４号棟

砂防会館

麹町中学校

海運ビル

９ｂ出口

タリーズ

松屋

ファミリーマート ローソン

オリジン
弁当

１番出口

３号棟

５号棟キャンパス１号棟

◆ 東京紀尾井町キャンパスご案内

E-mail kioiclub@jiu.ac.jp
URL http://www.josai.jp/lifelong/ex/

生涯教育講座案内

いつからでも、

いつでも、

誰でも学べる

城西エクステンション・プログラム

教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜ 教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜

出典：「日本の将来推計人口（平成29年度推計）」
        （国立社会保障・人口問題研究所）（http://www.ipss.go.jp/）



コード   19105
日　程   8/31（全1回）
時　間   土曜日 14：00～15：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名団塊の世代が75歳となる「2025年問題」が現下の大きな課題ですが、次に来る課題は第
2次ベビーブーム世代が65歳となる「2040年問題」です。社会保障・人口問題研究所の平成
29年推計によれば、わが国の65歳以上人口は、2015年の3,387万人から第二次ベビーブーム
世代が老年人口となる2042年まで増加を続け、3,935万人でピークを迎え、その後は減少を
続け、2065年には3,381万人になると予測されています。一方、15～64歳人口は、2015年の
7,728万人から減少の一途をたどり、2040年には6,000万人を割り、2065年には4,529万人
となると予測されています（出生中位推計）。15～64歳人口は出生率の動向によって変わりえ
ますが、65歳以上の人口予測は、死亡率の大幅な変動がない限り、ほぼ予測値通りに推移す
るでしょう。このような社会が到来する2040年に向け、わたしたちはどのように対応してい
けばよいのでしょうか。本講座では、2040年問題とは何かを説明しつつ、その対応としての健
康なまちづくり、皆が生き生きと暮らせるまちづくりをどのように進めるかについて、皆さんと
考えたいと思います。

いかにして2040年問題を乗り越えるか 
−2040年問題と生き生きと暮らせるまちづくり−

【講師】
福島 靖正（ふくしま やすまさ）
国立保健医療科学院長。1959年熊本県生ま
れ。1984年熊本大学医学部を卒業し、同年国
立公衆衛生院に研究員として採用、公衆衛生
（特に人口学）の研究に従事。1987年旧厚生
省に移り、公衆衛生行政に従事。厚生労働省
大臣官房審議官（医政局担当）、健康局長など
を経て2018年から現職。他省庁（法務省、農
水省、内閣府）、地方自治体（埼玉県、和歌山
県、熊本市）での勤務も経験。医師、医学博士。

死ぬまで働く時代を考える 〜マルチに生きる〜

コード   19104
日　程   7/20（全1回）
時　間   土曜日 14：00～15：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名

【講師】
上妻 博明（こうづま ひろあき）
ハリウッド大学院大学特任教授。専門分野は
行政法、行政学、地域デザイン、ビジネス法
務。明治大学法学部法律学科卒業後、衆議院
法制局に入局。被災者生活再建支援法、過疎
地域自立促進特別措置法、オレオレ詐欺対
策法、PFI法など多数の議員立法の立案に携
わる。衆議院常任委員会専門員（衆議院調査
局内閣調査室長）を経て退任し、2018年より
現職。著書に『災害対策基本法の解説』『マン
ション管理適正化法の解説』など。

ベストセラー「ライフ・シフト」の共著者リンダ・グラットン英国ロンドンビジネススクール教授
は、政府の「人生100年時代構想会議（2031）」で、「一つ確かなことは、100歳まで生きるとす
るならば、70歳あるいは80歳まで働くことになる、ということです。そうしなければ、非生産的
な生活を余りに長く過ごすことになります」と発言している。他方、ベビーブーム世代が引退し、
高齢期の年金、保険制度を維持し、貧
困をどのように防止するかは、我が国
を含め世界においても大きな政治課
題となっている。このような時代を踏
まえ、青年期、壮年期、老年期という3
ステージを直線的に捉えて来た従来
の考え方に大きな変化が生じ始めて
いる。本講座では、このような時代の
流れを、政治、法律、経済等の視点から
新たに捉えなおし、人生100年時代を
各人がどのように生きることが重要か
ということについて考える。

2050年（30年後）の人口ピラミッド（予想）

 鎌倉資本主義
（2018 プレジデント社）

カマコン定例会

コード   19103
日　程   8/24（全1回）
時　間   土曜日 14：00～15：30
受講料   ￥1,000

定　員   120名「日本的面白コンテンツ」の開発をメインに「面白法人」を名乗る株式会社カヤックの代表取締
役CEO柳澤大輔さん（45）。資本主義を肯定しながらその先にある、よりよい連携の形を模索
して、コンテンツ制作から、まちの社員食堂、まちの保育園、鎌倉自宅葬儀社まで、人が生きる全
般を地域とともに仕事にしている。6年前にカヤックをはじめ鎌倉に拠点を置くベンチャー企業
の経営者が、鎌倉をもっと元気にすることを目的に地域団体「カマコン」を立ち上げた。現在参
加者は約150人。月一回の定例会で、プロジェクトの提案と実現を話し合っている。カマコンを
通じて、自分の住んでいる町の課題を「ジブン
ゴト（自分ごと）化」することこそが活動のコア
ポイント。今回は、鎌倉発の試みを通じて、地域
で仕事をする人、暮らす人が「地域を愛する気
持ち」と「面白いこと」を媒介に、幸せ度が上が
る助け合い、補い合う仕組みを柳澤さんにお話
しいただく。
【面白法人カヤック】
日本的面白コンテンツ事業。鎌倉に本社を置き、「ぼくらの甲子園！ポケット」シリーズなどの自
社ゲームアプリ、ゲームコミュニティアプリ「Lobi」のほか、受託案件では各種キャンペーンアプ
リ、Webサイトやデバイスなどオリジナリティあるコンテンツを数多く発信する。

面白法人カヤックが「鎌倉資本主義」を通じて目指すもの

【講師】
柳澤 大輔（やなさわ だいすけ）
面白法人カヤック代表取締役CEO
1998年、面白法人カヤック設立。鎌倉に本社
を置き、ゲームアプリ、各種キャンペーンアプ
リやWebサイトなどのコンテンツを発信。

人生100年時代【社会貢献活動編】

人生100年時代【学び編】

人生100年時代【学び編】

「少しでも社会貢献できれば…」「ボランティアに参加してみたい…」「仲間と何か活動を始めたい…」そん
な方へのヒントになればと63歳でNPOを立ち上げた経験を踏まえてお話します。社会貢献って世の為人
の為？との問いかけからはじまり、ちょっと立ち止まって自分の中でのボランティア活動の位置づけを考え
ていただきます。何のためにどのくらい、どこで、どういう人たちと一緒に活動したいか等がイメージでき
れば、ご自分に合った活動とのマッチングや自分流に参加できる活動を探すのは容易です。そして、ボラン
ティア活動で大切なことを経験に基づきお話したいと思います。「ボランティアをきっかけに新たな人生

に」「SLOWを
大事にすると今
まで見えなかっ
たものが見え
てくる」「モノを運ぶ運河の水も一滴の雫から」「1時間は誰にとって
も平等」「いい汗かいて作業を楽しめば」「人と人のつながりや支援
の輪の拡がり」等々。お会いするのを楽しみにしています。

【NPO法人プラネットカナール】
一人暮らし用の家電家具を、必要でなくなった人から、必要とし
ている児童養護施設を巣立つ若者に届ける巣立ち応援活動を展
開、15施設を応援中。トラックや保管場所、システム・配送サービ
スなどを無償で提供いただき、お金がなくてもはじめられる活動
のロールモデルとして全国展開を検討中。ボランティアは87歳
の2名を含め、高校生・大学生・中高年。施設を巣立つ若者が微笑
みに変わる瞬間Moment of Smile™をイメージしながら活動し
ている。

これまでのライフプランが通用しなくなる人生100年時代。そんな人生100年時代を生き抜くにあたって、
私たちは、いかにして近未来を予測し、対応を考える必要があるのでしょうか。
今回は、いくつになっても学び直しができ、新しいことにチャレンジできる社会について示唆をいただきたく、
これらの素晴らしい講師のみなさんにおいでいただきました。

人生

自分に合った活動・自分流のボランティア参加
コード   19101
日　程   6/8（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名

【講師】
鈴木 邦明（すずき くにあき）
NPO法人プラネットカナール理事長
1975年IBM入社、コンサル事業立
上げに携わる。ジブラルタ生命執
行役員CIO、Abeam Consulting
執行役員を経て2015年NPO法人
プラネットカナール設立。

人生100年時代【社会貢献活動編】

100年時代

災害は生命・財産に大きな被害をもたらす。災害の起こる頻度は人為的現象によるもの以外は自然
現象のため変えることはできないが、発生する被害の大きさは平常時からの備えで変えられる。特
に人的被害の最小化には災害時の医療活動や人命救助活動の向上・強化が望まれ、被災地内外で
の医療活動に携わる医療従事者や地域住民および団体の効果的で迅速かつ継続的な協力関係が
必要となる。これを可能にするためには災害の専門家だけではなく、一般の多くの医療従事者や地
域住民や各種団体に対して災害時の人命救助活動の基礎教育・訓練およびその活動の組織化プロ

グラムを作成・
構築すること
が基本となる。
本NPOはライ
センス取得や
理念にとらわれず敷居を下げたあくまで自己啓発のための「手
ぶらで参加し何かを学んで帰る」を基本理念とし、可能な限り
実践的かつ理解しやすい教育・実習を行っている。

【NPO法人救急災害研修機構】
本NPO法人は災害時における医療活動を実施する医療従事者、
および災害時における人命救助やその支援活動を実施する市
民・団体に対して、災害時対応の基本教育活動や組織構築活動を
指導することで災害時の人的被害の最小化を図ることを目的と
する。また、専門的研究活動が不可欠であることから研究活動も
実施する。

災害の被害者は災害の専門家だけでは救えない
コード   19102
日　程   7/6（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名

【講師】
佐々木 勝（ささき まさる）
NPO法人救急災害研修機構理事長
1977年東京医科大学卒。2004年
東京DMAT（Disaster Medical 
Assistance Team）設立。2012年
都立広尾病院長。2016年4月内閣
官房参与を拝命し災害医療、自衛隊
医療の拡充に努める。

人生100年時代【社会貢献活動編】

全体講義

搬送

トリアージ実践訓練

野外実地訓練

配送準備ボランティア

Moment of Smile

目録贈呈

贈呈式記念撮影

2 0 1 9  S P R I N G  S U M M E R
城西エクステンション・プログラムの受講生の方々は
キャンパス内の施設をご利用いただけます。

東京紀尾井町キャンパス1号棟

●図書館（2F）※図書閲覧のみ

●カフェテリア（B1F）※月～金営業

3号棟

●カフェテリア（1F）※月～土営業

● 東京メトロ有楽町線  麹町駅１番出口より徒歩３分
● 東京メトロ南北線  永田町駅９番出口より徒歩５分

● 東京メトロ半蔵門線  半蔵門駅１番出口より徒歩７分
● 東京メトロ丸ノ内線・銀座線　赤坂見附駅D出口より徒歩８分

● JR 中央線・総武線  四ツ谷駅より徒歩１０分

【受講料・教材費】
受講料・教材費は、消費税を含む金額です。開講後、受講料・教材費の返金は理由に
関わらずできません。
【締切・中止・変更】
講座の募集は、定員に達し次第締切ります。講座開講日の一週間前の時点で、最低
開講人数に満たない場合は、やむを得ず開講を中止させていただくことがありま
す。申込者にはその旨を郵送、電話もしくはE-mail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時・教室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

〒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

TEL.03-6238-1400  FAX.03-6238-1399
https://www.facebook.com/josaikioichoextension

アクセス・インフォメーション

申し込みにあたっての注意点

講座申し込みから受講までの流れ

講座申し込み

開講日・開講教室のご案内

開講日手続き

受付時間／9：00～17：00
（土曜・日曜・祝日を除く※講座開講日は
 受け付けます。）

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

開講日1週間前になりましたら、事務局より日時・開講教室等を記載した「受講に関するご案内」をお送りします。

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

1

2
3

び図書館利用時に必要となります。来校の際は携帯してください。
【受講に際して】
講義開始5分前までに教室に入室してください。講義に支障をきたす行為があった
場合は、受講をお断りすることがあります。教室内での飲食は、講座内容に関するこ
と以外はできません。盗難やその他の事故等については、大学では責任を負いか
ねます。キャンパスまでの通学は、公共機関をご利用ください。講座の録音・ビデオ
等での撮影は、原則としてできません。文章・写真・映像・音楽を含む講座内容全て
は、本学もしくは本学にその利用を認めた権利者に帰属します。講座内容を本学ま
たは本学にその利用を認めた権利者の承諾を得ずに転載、使用、複製、配布、改変
などすることはできません。教室内では、携帯電話や音の出る電子機器等の電源は
予めお切りください。
【受講修了証書】
修了証書発行対象講座の出席率80％以上の受講生に発行いたします。
【千代田区講座講習会バウチャー制度】
城西エクステンション・プログラムは千代田区講座講習会バウチャー制度に参加し
ています。詳細は、千代田区立九段生涯学習館（TEL03-3234-2841）にお問い合
わせください。

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。

至四ツ谷駅

三菱UFJ銀行

交番

麹町
クリスタル
シティ

ホテル
ルポール麹町

文藝春秋ビル

ファミリーマート

千代田放送会館

都市センター
ホテル

紀尾井町

永田町駅

半
蔵
門
駅

麹
町
駅

１番出口

東京紀尾井町

９ａ出口

４番出口

平河
天満宮

２号棟

４号棟

砂防会館

麹町中学校

海運ビル

９ｂ出口

タリーズ

松屋

ファミリーマート ローソン

オリジン
弁当

１番出口

３号棟

５号棟キャンパス１号棟

◆ 東京紀尾井町キャンパスご案内

E-mail kioiclub@jiu.ac.jp
URL http://www.josai.jp/lifelong/ex/

生涯教育講座案内

いつからでも、

いつでも、

誰でも学べる

城西エクステンション・プログラム

教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜ 教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜

出典：「日本の将来推計人口（平成29年度推計）」
        （国立社会保障・人口問題研究所）（http://www.ipss.go.jp/）



コード   19105
日　程   8/31（全1回）
時　間   土曜日 14：00～15：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名団塊の世代が75歳となる「2025年問題」が現下の大きな課題ですが、次に来る課題は第
2次ベビーブーム世代が65歳となる「2040年問題」です。社会保障・人口問題研究所の平成
29年推計によれば、わが国の65歳以上人口は、2015年の3,387万人から第二次ベビーブーム
世代が老年人口となる2042年まで増加を続け、3,935万人でピークを迎え、その後は減少を
続け、2065年には3,381万人になると予測されています。一方、15～64歳人口は、2015年の
7,728万人から減少の一途をたどり、2040年には6,000万人を割り、2065年には4,529万人
となると予測されています（出生中位推計）。15～64歳人口は出生率の動向によって変わりえ
ますが、65歳以上の人口予測は、死亡率の大幅な変動がない限り、ほぼ予測値通りに推移す
るでしょう。このような社会が到来する2040年に向け、わたしたちはどのように対応してい
けばよいのでしょうか。本講座では、2040年問題とは何かを説明しつつ、その対応としての健
康なまちづくり、皆が生き生きと暮らせるまちづくりをどのように進めるかについて、皆さんと
考えたいと思います。

いかにして2040年問題を乗り越えるか 
−2040年問題と生き生きと暮らせるまちづくり−

【講師】
福島 靖正（ふくしま やすまさ）
国立保健医療科学院長。1959年熊本県生ま
れ。1984年熊本大学医学部を卒業し、同年国
立公衆衛生院に研究員として採用、公衆衛生
（特に人口学）の研究に従事。1987年旧厚生
省に移り、公衆衛生行政に従事。厚生労働省
大臣官房審議官（医政局担当）、健康局長など
を経て2018年から現職。他省庁（法務省、農
水省、内閣府）、地方自治体（埼玉県、和歌山
県、熊本市）での勤務も経験。医師、医学博士。

死ぬまで働く時代を考える 〜マルチに生きる〜

コード   19104
日　程   7/20（全1回）
時　間   土曜日 14：00～15：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名

【講師】
上妻 博明（こうづま ひろあき）
ハリウッド大学院大学特任教授。専門分野は
行政法、行政学、地域デザイン、ビジネス法
務。明治大学法学部法律学科卒業後、衆議院
法制局に入局。被災者生活再建支援法、過疎
地域自立促進特別措置法、オレオレ詐欺対
策法、PFI法など多数の議員立法の立案に携
わる。衆議院常任委員会専門員（衆議院調査
局内閣調査室長）を経て退任し、2018年より
現職。著書に『災害対策基本法の解説』『マン
ション管理適正化法の解説』など。

ベストセラー「ライフ・シフト」の共著者リンダ・グラットン英国ロンドンビジネススクール教授
は、政府の「人生100年時代構想会議（2031）」で、「一つ確かなことは、100歳まで生きるとす
るならば、70歳あるいは80歳まで働くことになる、ということです。そうしなければ、非生産的
な生活を余りに長く過ごすことになります」と発言している。他方、ベビーブーム世代が引退し、
高齢期の年金、保険制度を維持し、貧
困をどのように防止するかは、我が国
を含め世界においても大きな政治課
題となっている。このような時代を踏
まえ、青年期、壮年期、老年期という3
ステージを直線的に捉えて来た従来
の考え方に大きな変化が生じ始めて
いる。本講座では、このような時代の
流れを、政治、法律、経済等の視点から
新たに捉えなおし、人生100年時代を
各人がどのように生きることが重要か
ということについて考える。

2050年（30年後）の人口ピラミッド（予想）

 鎌倉資本主義
（2018 プレジデント社）

カマコン定例会

コード   19103
日　程   8/24（全1回）
時　間   土曜日 14：00～15：30
受講料   ￥1,000

定　員   120名「日本的面白コンテンツ」の開発をメインに「面白法人」を名乗る株式会社カヤックの代表取締
役CEO柳澤大輔さん（45）。資本主義を肯定しながらその先にある、よりよい連携の形を模索
して、コンテンツ制作から、まちの社員食堂、まちの保育園、鎌倉自宅葬儀社まで、人が生きる全
般を地域とともに仕事にしている。6年前にカヤックをはじめ鎌倉に拠点を置くベンチャー企業
の経営者が、鎌倉をもっと元気にすることを目的に地域団体「カマコン」を立ち上げた。現在参
加者は約150人。月一回の定例会で、プロジェクトの提案と実現を話し合っている。カマコンを
通じて、自分の住んでいる町の課題を「ジブン
ゴト（自分ごと）化」することこそが活動のコア
ポイント。今回は、鎌倉発の試みを通じて、地域
で仕事をする人、暮らす人が「地域を愛する気
持ち」と「面白いこと」を媒介に、幸せ度が上が
る助け合い、補い合う仕組みを柳澤さんにお話
しいただく。
【面白法人カヤック】
日本的面白コンテンツ事業。鎌倉に本社を置き、「ぼくらの甲子園！ポケット」シリーズなどの自
社ゲームアプリ、ゲームコミュニティアプリ「Lobi」のほか、受託案件では各種キャンペーンアプ
リ、Webサイトやデバイスなどオリジナリティあるコンテンツを数多く発信する。

面白法人カヤックが「鎌倉資本主義」を通じて目指すもの

【講師】
柳澤 大輔（やなさわ だいすけ）
面白法人カヤック代表取締役CEO
1998年、面白法人カヤック設立。鎌倉に本社
を置き、ゲームアプリ、各種キャンペーンアプ
リやWebサイトなどのコンテンツを発信。

人生100年時代【社会貢献活動編】

人生100年時代【学び編】

人生100年時代【学び編】

「少しでも社会貢献できれば…」「ボランティアに参加してみたい…」「仲間と何か活動を始めたい…」そん
な方へのヒントになればと63歳でNPOを立ち上げた経験を踏まえてお話します。社会貢献って世の為人
の為？との問いかけからはじまり、ちょっと立ち止まって自分の中でのボランティア活動の位置づけを考え
ていただきます。何のためにどのくらい、どこで、どういう人たちと一緒に活動したいか等がイメージでき
れば、ご自分に合った活動とのマッチングや自分流に参加できる活動を探すのは容易です。そして、ボラン
ティア活動で大切なことを経験に基づきお話したいと思います。「ボランティアをきっかけに新たな人生

に」「SLOWを
大事にすると今
まで見えなかっ
たものが見え
てくる」「モノを運ぶ運河の水も一滴の雫から」「1時間は誰にとって
も平等」「いい汗かいて作業を楽しめば」「人と人のつながりや支援
の輪の拡がり」等々。お会いするのを楽しみにしています。

【NPO法人プラネットカナール】
一人暮らし用の家電家具を、必要でなくなった人から、必要とし
ている児童養護施設を巣立つ若者に届ける巣立ち応援活動を展
開、15施設を応援中。トラックや保管場所、システム・配送サービ
スなどを無償で提供いただき、お金がなくてもはじめられる活動
のロールモデルとして全国展開を検討中。ボランティアは87歳
の2名を含め、高校生・大学生・中高年。施設を巣立つ若者が微笑
みに変わる瞬間Moment of Smile™をイメージしながら活動し
ている。

これまでのライフプランが通用しなくなる人生100年時代。そんな人生100年時代を生き抜くにあたって、
私たちは、いかにして近未来を予測し、対応を考える必要があるのでしょうか。
今回は、いくつになっても学び直しができ、新しいことにチャレンジできる社会について示唆をいただきたく、
これらの素晴らしい講師のみなさんにおいでいただきました。

人生

自分に合った活動・自分流のボランティア参加
コード   19101
日　程   6/8（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名

【講師】
鈴木 邦明（すずき くにあき）
NPO法人プラネットカナール理事長
1975年IBM入社、コンサル事業立
上げに携わる。ジブラルタ生命執
行役員CIO、Abeam Consulting
執行役員を経て2015年NPO法人
プラネットカナール設立。

人生100年時代【社会貢献活動編】

100年時代

災害は生命・財産に大きな被害をもたらす。災害の起こる頻度は人為的現象によるもの以外は自然
現象のため変えることはできないが、発生する被害の大きさは平常時からの備えで変えられる。特
に人的被害の最小化には災害時の医療活動や人命救助活動の向上・強化が望まれ、被災地内外で
の医療活動に携わる医療従事者や地域住民および団体の効果的で迅速かつ継続的な協力関係が
必要となる。これを可能にするためには災害の専門家だけではなく、一般の多くの医療従事者や地
域住民や各種団体に対して災害時の人命救助活動の基礎教育・訓練およびその活動の組織化プロ

グラムを作成・
構築すること
が基本となる。
本NPOはライ
センス取得や
理念にとらわれず敷居を下げたあくまで自己啓発のための「手
ぶらで参加し何かを学んで帰る」を基本理念とし、可能な限り
実践的かつ理解しやすい教育・実習を行っている。

【NPO法人救急災害研修機構】
本NPO法人は災害時における医療活動を実施する医療従事者、
および災害時における人命救助やその支援活動を実施する市
民・団体に対して、災害時対応の基本教育活動や組織構築活動を
指導することで災害時の人的被害の最小化を図ることを目的と
する。また、専門的研究活動が不可欠であることから研究活動も
実施する。

災害の被害者は災害の専門家だけでは救えない
コード   19102
日　程   7/6（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名

【講師】
佐々木 勝（ささき まさる）
NPO法人救急災害研修機構理事長
1977年東京医科大学卒。2004年
東京DMAT（Disaster Medical 
Assistance Team）設立。2012年
都立広尾病院長。2016年4月内閣
官房参与を拝命し災害医療、自衛隊
医療の拡充に努める。

人生100年時代【社会貢献活動編】

全体講義

搬送

トリアージ実践訓練

野外実地訓練

配送準備ボランティア

Moment of Smile

目録贈呈

贈呈式記念撮影
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城西エクステンション・プログラムの受講生の方々は
キャンパス内の施設をご利用いただけます。

東京紀尾井町キャンパス1号棟

●図書館（2F）※図書閲覧のみ

●カフェテリア（B1F）※月～金営業

3号棟

●カフェテリア（1F）※月～土営業

● 東京メトロ有楽町線  麹町駅１番出口より徒歩３分
● 東京メトロ南北線  永田町駅９番出口より徒歩５分

● 東京メトロ半蔵門線  半蔵門駅１番出口より徒歩７分
● 東京メトロ丸ノ内線・銀座線　赤坂見附駅D出口より徒歩８分

● JR 中央線・総武線  四ツ谷駅より徒歩１０分

【受講料・教材費】
受講料・教材費は、消費税を含む金額です。開講後、受講料・教材費の返金は理由に
関わらずできません。
【締切・中止・変更】
講座の募集は、定員に達し次第締切ります。講座開講日の一週間前の時点で、最低
開講人数に満たない場合は、やむを得ず開講を中止させていただくことがありま
す。申込者にはその旨を郵送、電話もしくはE-mail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時・教室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

〒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

TEL.03-6238-1400  FAX.03-6238-1399
https://www.facebook.com/josaikioichoextension

アクセス・インフォメーション

申し込みにあたっての注意点

講座申し込みから受講までの流れ

講座申し込み

開講日・開講教室のご案内

開講日手続き

受付時間／9：00～17：00
（土曜・日曜・祝日を除く※講座開講日は
 受け付けます。）

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

開講日1週間前になりましたら、事務局より日時・開講教室等を記載した「受講に関するご案内」をお送りします。

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

1

2
3

び図書館利用時に必要となります。来校の際は携帯してください。
【受講に際して】
講義開始5分前までに教室に入室してください。講義に支障をきたす行為があった
場合は、受講をお断りすることがあります。教室内での飲食は、講座内容に関するこ
と以外はできません。盗難やその他の事故等については、大学では責任を負いか
ねます。キャンパスまでの通学は、公共機関をご利用ください。講座の録音・ビデオ
等での撮影は、原則としてできません。文章・写真・映像・音楽を含む講座内容全て
は、本学もしくは本学にその利用を認めた権利者に帰属します。講座内容を本学ま
たは本学にその利用を認めた権利者の承諾を得ずに転載、使用、複製、配布、改変
などすることはできません。教室内では、携帯電話や音の出る電子機器等の電源は
予めお切りください。
【受講修了証書】
修了証書発行対象講座の出席率80％以上の受講生に発行いたします。
【千代田区講座講習会バウチャー制度】
城西エクステンション・プログラムは千代田区講座講習会バウチャー制度に参加し
ています。詳細は、千代田区立九段生涯学習館（TEL03-3234-2841）にお問い合
わせください。

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。

至四ツ谷駅

三菱UFJ銀行

交番

麹町
クリスタル
シティ

ホテル
ルポール麹町

文藝春秋ビル

ファミリーマート

千代田放送会館

都市センター
ホテル

紀尾井町

永田町駅

半
蔵
門
駅

麹
町
駅

１番出口

東京紀尾井町

９ａ出口

４番出口

平河
天満宮

２号棟

４号棟

砂防会館

麹町中学校

海運ビル

９ｂ出口

タリーズ

松屋

ファミリーマート ローソン

オリジン
弁当

１番出口

３号棟

５号棟キャンパス１号棟

◆ 東京紀尾井町キャンパスご案内

E-mail kioiclub@jiu.ac.jp
URL http://www.josai.jp/lifelong/ex/

生涯教育講座案内

いつからでも、

いつでも、

誰でも学べる

城西エクステンション・プログラム

教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜ 教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜

出典：「日本の将来推計人口（平成29年度推計）」
        （国立社会保障・人口問題研究所）（http://www.ipss.go.jp/）



能楽鑑賞教室（主催：国立能楽堂）

解説 能楽の楽しみ／狂言「文山立」  能「船弁慶」

解説 歌舞伎のみかた／「菅原伝授手習鑑－車引－」「棒しばり」

歌舞伎と並ぶ日本の伝統芸能である能楽を、分かり
やすくお楽しみいただける能楽鑑賞教室をご案内い
たします。まず出演者による実演を交えた解説で能
楽の世界へいざないます（約30分）。そして、数ある
演目の中から初めての鑑賞に適した名作をご覧いただきます（狂言＝約30分、能＝約1時間）。
狂言「文山立」は、二人の山立（山賊）の喧嘩が果し合いとなり、遺書を書くうちに仲直りするという他愛
ない筋書きが笑いを誘います。
能「船弁慶」は、ストーリー展開の面白さもさることながら、義経や弁慶、静御前などの登場人物一人一人
が大変魅力的に描かれ、前半と後半のコントラストが見事な能の人気曲です。
パーソナルタイプの字幕システム（日本語・英語）で詞章と解説を表示し鑑賞をサポートします。この機
会にぜひ本格的な舞台をご堪能ください。

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

文楽鑑賞（主催：国立劇場）

日本の三大伝統芸能の一つであ
る文楽。世界にも類を見ない大
人のための人形劇として海外で
も高い評価を得ており、ユネスコ
の「無形文化遺産」に登録されています。
太夫、三味線、人形遣いの三業一体の総合
芸術である文楽を、存分にお楽しみいた
だける国立劇場の9月公演をご案内いた
します。初めての方も、この機会にぜひ「本
物」をご鑑賞ください。
※演目、時間は5月に決定予定です。当事
務局へお問合せください。

国立劇場 9月文楽公演〈第一部〉

日本の伝統芸能に親しんでいただくことを目的として毎年上演されている歌舞伎鑑
賞教室をご案内いたします。まず、歌舞伎のイロハを出演者が舞台上で実演を交え
わかりやすく解説します（約30分）。そして、初めての鑑賞に適した名作・名場面をご

覧いただきます（70～100分）。
今回の演目「菅原伝授手習鑑－車引－」は、菅原伝授手習鑑の三段目に位置し、人形浄瑠璃（文楽）におい
ては短い場面でしかありませんでした。しかし、歌舞伎化するにあたってショーアップされた豪快な一幕と
なり、様々な見得や飛び六方など、荒事の演出が取り入れられ、歌舞伎の様式美をご堪能いただける屈指
の名作です。
演目「棒しばり」は、狂言「棒縛」を基にした、軽やかで可笑しみ溢れる人気舞踊で誰もが楽しめる作品です。
主演は現代歌舞伎を担う若手の花形で、健康的で清潔な芸風が魅力の尾上松緑。荒事から世話物まで、男
性的でスケールの大きい役柄を得意とする松緑の、全身から溢れ出るような力強い舞台をぜひご堪能く
ださい。

歌舞伎鑑賞教室（主催：国立劇場）

コード   19118
日　程   7/17（全1回）
時　間   水曜日 11:00～13:30（予定）
料　金   1等席 ￥3,800

定　員   20名
会　場   国立劇場（半蔵門）

コード   19119
日　程   9/12（全1回）
時　間   木曜日 11:00～15:30（予定）
料　金   1等席 ￥7,000

定　員   10名
会　場   国立劇場・小劇場（半蔵門）

コード   19117
日　程   6/27（全1回）
時　間   木曜日 11:00～13:00（予定）
料　金   正面席 ￥3,000

定　員   15名
会　場   国立能楽堂（千駄ヶ谷）

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

アキレウスとペンテシレイア
（エキセキアス画 前525年頃
 ロンドン大英博物館）

トロイア戦争の三人の英雄たち
（2018 春風社）

【講師】
山本 紀志子（やまもと きしこ）
和光大学卒業。アテネフランセ
ディプロム（卒業資格）、ブルヴェ
（教授資格）取得。グルノーブル大
学、ブルターニュ大学でフランス
語、フランス文学を学ぶ。1983年
より文化学院に勤務、フランス語、
フランス文学、バイブル、ギリシャ
神話を教える。現在はアテネフラ
ンセ講師、大学エクステンション講
座、カルチャーセンターなどでフラ
ンス語を教える。毎年横浜イギリ
ス館においてレクチャーコンサー
トも行っている。

尾上 松緑（四代目）
昭和50年2月5日生まれ。初代尾上辰之助（三世尾上松緑追贈）の長男。55年1月国立劇場で本名で初お目見え。56年2月歌舞伎座
で二代目尾上左近を名のり初舞台。平成3年5月歌舞伎座で二代目尾上辰之助を襲名。平成14年5・6月歌舞伎座で四代目尾上松緑
を襲名。古典を重んじながらも色々な役に挑戦し、歌舞伎役者としてだけでなく、舞踊家としても平成元年6月に藤間流家元・六世藤
間右衛門を襲名。

コード   19112
日　程   6/29（全1回）
時　間   土曜日 10：30～12：00
受講料   ￥1,000

定　員   50名

フランス語の窓 −日本に定着したフランス語の数々

明治の開国により西洋文化が急速に日本に取り入れられた時、英語ばか
りではなくフランス語もかなり日本の中に浸透しました。明治、大正、昭
和初期の小説を読むと、カタカナで「シャッポ」「シャボン」などという言葉
が目につきます。これらは実はすべてフランス語起源の言葉です。同じ
ラテン系の言語ポルトガル語が語源の「パン」は日本にキリスト教を伝え
た16世紀の宣教師たちがポルトガル、スペイン出身であったことにより
ます。鎖国が解かれた後、フランス
のパリ外国宣教会の宣教師たち
が、長崎、横浜、函館の教会建設に
尽力することとなり、そうした状況
からフランス語から日本語に定着

したものが数多く生まれています。元はフランス語のrestaurant（レ
ストラン）は、今は世界中で使われています。日本語の中にフランス語
起源の言葉を見つけ、フランス語に少しでも馴染みになれるようにと
いうのがこの講座の目的です。一つの言語を知ることは、もう一つの
別の世界が開けてくることでもあります。

コード   19107
日　程   5/20、27  6/3、10、17、24  7/1、8（全8回）
時　間   月曜日 11：10～12：40
受講料   ￥16,000（テキスト代別途）

定　員   20名

古典講座  「徒然草」を読み直す

【講師】
三木 紀人（みき すみと）
1935年、東京生まれ。東京大学卒
業、東京大学大学院人文科学研究科
博士課程単位取得満期退学。お茶の
水女子大学教授、城西国際大学客員
教授などを経て、現在、お茶の水女
子大学名誉教授。専門は日本中世文
学。主な著書に、新潮日本古典集成
『方丈記・発心集』（新潮社）、『徒然草
（全訳注）』全4巻（講談社学術文庫）、
『鴨長明』（講談社学術文庫）など。

ホメロスとギリシャ悲劇から―
『トロイア戦争の三人の英雄たち−アキレウスとアイアスとオデッセウス』

コード   19106
日　程   6/22（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥1,000

定　員   50名

【講師】
川井 万里子（かわい まりこ）
1938年6月20日生まれ。東京女子大学英
米文学科卒、東京都立大学大学院英文科
修士卒、文学修士。現在、東京経済大学名
誉教授。主な著書に『トロイア戦争の三人
の英雄たちーアキレウスとアイアスとオ
デッセウス』単著（春風社、2018）、『甦る
シェイクスピア―没後四百年記念論集』日
本シェイクスピア協会編、共著（研究社、
2016）、ジョージ・チャップマン著『みんな
愚か者』単訳（成美堂、1993）など。

ギリシャ軍最強の三英雄は、足が早くて、速攻型の美青年アキ
レウス、真っ正直な仁侠(にんきょう)と守りに強い大男アイア
ス、策略と雄弁が得意の最初の近代的個人主義者オデッセウ
ス。アキレウスの戦線離脱で傾いたギリシャ勢を立て直すのは
誰か。アキレウスの死後その名誉ある武具を受け継ぐのは誰
か。興奮と感動渦巻く三人の戦い
の物語に浮彫になるのは労使間の
所得格差、指揮官の判断ミス、戦争
と性暴力、母権制と父権制、滅亡し
た文明の再興、世代交代、英雄時代
から市民社会、武力より強い雄弁の
力など、普遍的かつ今日的なテー
マの数々。三千年の時空を越え、世
界と人生に根源的な問いを投げか
ける古典文学の精髄を読む。

中世文学史に現れる隠遁者が
何を支えとし、何を求めて生き
たか。その問題を「徒然草」、特
に比較的若い時期の兼好が書
いたと思われる章段から探って
みたい。「兼好法師家集」などに
見える彼の歌も参考にし、また、
西行・長明・慈円など先達の作
品の影響、夏目漱石など後世の
享受者の受け止め方も視野に
入れて検討する。
テキスト／三木紀人『徒然草全
訳注・一』（講談社学術文庫）

『徒然草全訳注・一』
（講談社学術文庫）

 十  段　　望ましい家居

　　同　　西行の面影

十一段　　ある幻滅

十二段　　「友」を求めて

十四段　　和歌の昔と今（上）

　　同　　和歌の昔と今（下）

十五段　　旅立つ喜び

十八段　　清貧へのあこがれ

コード   19111
日　程   6/22（全1回）
受講料   ￥2,000／夫婦受講￥3,000

定　員   60名
時　間   土曜日 14:30～17:00

※LSメンバーズの方￥1,500／夫婦受講￥2,000

ときどきイタリア・プチステイ ＝アモーレ！イタリア＝

【講師】

【ゲスト講師】

福永 佳津子（ふくなが かつこ）
ロングステイ財団政策審議委員。海外邦人安全協会
理事。NPO国際人をめざす会副会長。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。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。2005年より当講座
講師を務め、豊富な経験を基にわかりやすい講座で
好評を得ている。

宮澤 乃里子（みやざわ のりこ）
お茶の水女子大学卒。NHKにディレクターとして入
局。「できるかな」「おかあさんといっしょ」などの子ど
も番組を中心に、美術、趣味、教育番組を制作演出。
「カリジェと安野光雅展」の企画実施も手掛ける。国
際放送プロデューサー等を経て、2004年に退職。そ
の後11年間、相模女子大学人間社会学部社会マネ
ジメント学科教授を務める。著書に「めるへんいっぱ
いスイス紀行」「めるへんいっぱいデンマーク紀行」
ほか。日本旅行作家協会会員。元NPO国際人をめざ
す会理事。

松下 日奈子（まつした ひなこ）
慶応義塾大学院修了。ニューヨーク、シカゴ、香港に
駐在生活経験あり。英語、中国語、西語、アラビア語
が堪能。米州関係を専門とし共著「ラテンアメリカ政
治と社会」等。放送大学、神奈川歯科大学、海外子女
教育振興財団で教鞭を執る。慶応義塾大学マンドリ
ンクラブOGとして紀尾井ホール、オペラシティなど
で演奏。NPO国際人をめざす会理事。

ついこの間まで大学教授だった宮澤乃里子さ
ん。ご無沙汰の口上は決まって「イタリアに
行っていたの」ですから。以前は一人旅や、ご
夫婦のレンタカー旅だったのが、最近はもっぱ
ら“ちょこっとステイ”を楽しんでいるそうです。
忙しい合間を縫って、まるで温泉にひょいと出
かけるかのようにイタリア・プチステイを軽や
かに挟んでいる様は憧れです。滞在先のヴィラ
で料理を習い、ご近所とピザパーティで盛り上
がったローマ。ドーモ広場に面したアパートで
広場を行き交う人を眺めるだけでわくわくしたフィレンツェ。湖畔のアパートに滞在し、世界遺
産のサクラモンテを巡ったオルタ・サンジュリオ。教会のコンサートやオペラ、島巡りや魚市場、
さらにミラノまで足を延ばしてサッカーを楽しんだベネチア。手つかずの自然に包まれたリ
ゾート地の貸し別荘でゆったり過ごしたサルデニア島。何もせずに海だけを眺めて過ごす、世
界一大好きなポジターノ。温泉のテーマパークがある温泉の島、イスキア島。美しい広場でパリ
オ（競馬）の興奮を楽しんだシエナ。ブドウ狩りを堪能したトスカーナ…と滞在ストーリーは次か
ら次へ。そんな躍動する滞在の具体例を、撮りためたプライベートな映像や写真で、ご紹介い
ただきます。ご本人曰く。「英語は片言。イタリア語はぜんぜん。」それでも、困ったことは、ほとん
どないそうです。宮澤さんは、大学教授の前はNHKのディレクターで、まだ「ロングステイ」とい

う言葉が定着する前に海外ロングステイ番組（教
育テレビの「趣味悠々」）を製作したのですから、時
代の先駆けでした。さらにその番組の講師役が福
永だったというオチもつきます。本講座はさらにイ
タリア生まれの弦楽器、マンドリンの演奏を友人
の松下日奈子さんにお願いしました。お二人のコ
ラボを堪能する素敵な午後となりますよう。

地球にロングステイ

【講師】
松永 智美（まつなが ともみ）
料理研究家、ジュエリーデザイナー。工房「貌 
KATACHI」主宰。1954年、京都市生まれ。嵯峨
美術短期大学卒業。京都育ちならではの繊細
な美意識をベースに、ジュエリーと料理の創作
に取り組む。素食は台北の素食第一人者である
洪銀龍に師事する。唐招提寺での格式ある食事
会や、京都国立博物館での茶席をはじめ、京都
の料理店「丹」や和菓子店「鍵善良房」など老舗
とコラボレートした創意素食会を催す。

清野 由美（きよの ゆみ）
ジャーナリスト。城西国際大学院非常勤講師。
慶應義塾大学院修了。英ケンブリッジ大学客員
研究員。「世界を股にかけた地を這う取材」を
モットーに、都市文化、ライフスタイル、各界先
端人の取材を手がける。主著書に『住む場所を
選べば、生き方が変わる』（講談社）、『観光亡国
論』（アレックス・カーと共著、中公新書ラクレ）
ほか。

コード   19110
日　程   9/21（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥2,500（試食付き）

定　員   40名

松永智美の「創意素食」入門 −美しくダマされる料理

ハレの席からファストフードまで、台湾の日常に幅広く根付いて
いる料理が「素食（スーシー）」。動物性の食材を一切使わない、
精進料理の中華版です。京都在住の料理研究家・ジュエリーデ
ザイナーの松永智美さん
は、台湾との縁をきっか
けに、「素食」の伝統と
ルールを大切にしなが
ら、そこに日本ならでは食
材と、自らの創意を加え
て、斬新な「食のクリエー
ション」を行っています。
仏教にルーツを持つ「素
食」は、「三厭（さんえん＝

鶏、肉、魚）」「五葷（ごくん＝ネギ、ニラ、ニンニク、ラッキョウ、
タマネギ）」を使わない、という基本的なルールがあります。
野菜、キノコ、豆類という健康によい食材を使いながら、魚介
の刺身や「東坡肉」など、いかに本物に似せていくかという知
的な遊び心も満載。当日は、簡単な試食を召し上がっていた
だきながら、「創意素食」の世界をひも解いていきます。

学校法人城西大学化石ギャラリー

ボトリオレピス（いわゆる甲胄魚の仲間）の化石
（化石ギャラリー所蔵）2018年春夏期開催講座の様子

地球・生命史講座 〈化石割り実習付〉−化石を取り出す喜びを体験する−

コード   19108
日　程   5/25（全1回）
時　間   土曜日 11：00～13：00
受講料   ￥2,000（実習費込）

定　員   15名（高校生以上）

コード   19109
日　程   5/25（全1回）
時　間   土曜日 14：30～16：30
受講料   ￥2,000（実習費込）

定　員   15名（高校生以上）

【講師】
宮田 真也（みやた しんや）
学校法人城西大学化石ギャラリー学芸員。
2014年早稲田大学大学院創造理工学研究科
地球・環境資源理工学専攻博士課程修了。博
士（理学）。魚類化石の分類学を専門とする。所
属学会は日本古生物学会（特別会員、友の会
幹事）、日本地質学会、日本魚類学会など。

高橋 謙輔（たかはし けんすけ）
学校法人城西大学化石ギャラリー企画・広報担当。
南カリフォルニア大学人文学部卒業。カリフォルニア州立大学ロサン
ゼルス校芸術専攻科修士課程修了。芸術学修士（MFA)。元カリフォ
ルニア州立大学フラトン校美術学部講師。専門は現代美術・工芸論、
博物館展示・教育論。米国陶芸教育学会、民族芸術学会所属。

―生命の星地球―地球は約46億年の歴史があ
りますが、過去の地球にはどのような生命が育ま
れていたのでしょうか？「化石」は過去の生命(い
のち)のすがたを教えてくれる地球からの宝物で
す。大都会の中心にそびえる紀尾井町キャンパス
内で、化石ギャラリー学芸員による講義と、化石
を取り出す体験をしていただきます。自らの手で
化石を取り出す喜びや楽しさを一緒に体験して
みませんか。
（紀尾井町キャンパス化石ギャラリー展示室解説
10分、トピック解説+実習100分、移動・休憩10分）
※保護ゴーグル・軍手の貸出し有り。汚れてもよい服装、
もしくはエプロン持参でご参加ください。

書を楽しむ（書道講座）
筆で書いた文字には温かみがあります。筆文字を美しく見せ
る方法を学びましょう。また、人には「らしさ」があり、それが
「良さ」になります。それは書く文字にも表れます。丁寧な指導
に定評のある講師のもと、皆さんの持っている「らしさ」を表
現してみませんか？
◎書道道具のお預かりを承りますので、手ぶらで通学ができます。
◎お一人様１回に限り無料でご体験いただけます（道具貸し出し有）。
※8月は開催いたしません

コード   19114
時　間   毎月第二月曜日 10:30～12:00
受講料   ￥3,000／月

講　師   三澤 拓琇／拓門書道会

定　員   15名

※開始月から2020年3月までの月数分
　（8月を除く）を一括払い

日本の心を詠む（俳句講座）

コード   19113
時　間   毎月第三木曜日 13:00～16:00

受講料   ￥3,000／月

講　師   松岡 隆子／「栞」代表

定　員   15名

※開始月から2020年3月までの月数分（8月を除く）を一括払い

初心者から経験者までレベルは問いませ
ん。必要な基礎知識を分りやすく解説し、実
作も丁寧に指導します。ときには吟行会も行
い感性を磨きます。四季と自然を十七音字
に託す、日本の素晴らしい伝統文芸の魅力
を一緒に学びましょう。
◎お一人様１回に限り無料でご体験いただけます。
※8月は開催いたしません

趣  味

芸  能

教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜

【参考】平成30年9月文楽公演『良弁杉由来』

フェリ、ボッレ＆フレンズ

アレッサンドラ・フェリ、ロ
ベルト・ボッレというイタ
リアが生んだ偉大なス
ターダンサーを中心とし
たスペシャルな舞台を上
演いたします。ハンブル
ク・バレエ団のプリンシパ
ルをはじめ、豪華メンバー
も出演予定です。どうぞお
楽しみに！

コード   19116
日　程   8/3（全1回）
時　間   土曜日 13:00～15:30（予定）
料　金   S席 ￥16,700 

定　員   10名
会　場   文京シビックホール（後楽園）

英国ロイヤル・バレエ団 

「ドン・キホーテ」 全3幕
英国最大の規模と名声を誇る英国ロイヤル・バレエ団が3年ぶ
りに来日します！〝ロイヤル・スタイル″と呼ばれる気品ある様
式、演劇的なレパートリーなど独自の伝統と魅力を慕って世界
各地から優秀なダンサーが集まり、現在日本人プリンシパルも
2名活躍しています。今回上演される「ドン・キホーテ」は、ロイヤ

ル・スタイルを極めたカルロス・アコスタによる演出と振付、ミュージカルのスタッフを起
用した舞台美術を取り入れ、生き生きとした〝リアルな人間らしさ″にこだわり、現代人
が共感できる物語として生まれ変わりました。超絶技巧が盛
り込まれたエキサイティングな踊りと英国が誇る舞台芸術の
魅力をたっぷりとお楽しみください。

バレエ鑑賞（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

高田 茜

コード   19115
日　程   6/25（全1回）
時　間   火曜日 18:30～21:30（予定）
料　金   S席 ￥23,000　C席 ￥14,000

定　員   各10名
会　場   東京文化会館（上野）

©Bill Cooper/ROH

教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜

尾上松緑

【参考】平成30年9月文楽公演『増補忠臣蔵』

©Andrej Uspenski

©Johan Persson/ROH

※公演内容の詳細は当事務局へ
　お問合せください。

この夏、あなたはレジェンドを目撃する。

http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜教  養



能楽鑑賞教室（主催：国立能楽堂）

解説 能楽の楽しみ／狂言「文山立」  能「船弁慶」

解説 歌舞伎のみかた／「菅原伝授手習鑑－車引－」「棒しばり」

歌舞伎と並ぶ日本の伝統芸能である能楽を、分かり
やすくお楽しみいただける能楽鑑賞教室をご案内い
たします。まず出演者による実演を交えた解説で能
楽の世界へいざないます（約30分）。そして、数ある
演目の中から初めての鑑賞に適した名作をご覧いただきます（狂言＝約30分、能＝約1時間）。
狂言「文山立」は、二人の山立（山賊）の喧嘩が果し合いとなり、遺書を書くうちに仲直りするという他愛
ない筋書きが笑いを誘います。
能「船弁慶」は、ストーリー展開の面白さもさることながら、義経や弁慶、静御前などの登場人物一人一人
が大変魅力的に描かれ、前半と後半のコントラストが見事な能の人気曲です。
パーソナルタイプの字幕システム（日本語・英語）で詞章と解説を表示し鑑賞をサポートします。この機
会にぜひ本格的な舞台をご堪能ください。

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

文楽鑑賞（主催：国立劇場）

日本の三大伝統芸能の一つであ
る文楽。世界にも類を見ない大
人のための人形劇として海外で
も高い評価を得ており、ユネスコ
の「無形文化遺産」に登録されています。
太夫、三味線、人形遣いの三業一体の総合
芸術である文楽を、存分にお楽しみいた
だける国立劇場の9月公演をご案内いた
します。初めての方も、この機会にぜひ「本
物」をご鑑賞ください。
※演目、時間は5月に決定予定です。当事
務局へお問合せください。

国立劇場 9月文楽公演〈第一部〉

日本の伝統芸能に親しんでいただくことを目的として毎年上演されている歌舞伎鑑
賞教室をご案内いたします。まず、歌舞伎のイロハを出演者が舞台上で実演を交え
わかりやすく解説します（約30分）。そして、初めての鑑賞に適した名作・名場面をご

覧いただきます（70～100分）。
今回の演目「菅原伝授手習鑑－車引－」は、菅原伝授手習鑑の三段目に位置し、人形浄瑠璃（文楽）におい
ては短い場面でしかありませんでした。しかし、歌舞伎化するにあたってショーアップされた豪快な一幕と
なり、様々な見得や飛び六方など、荒事の演出が取り入れられ、歌舞伎の様式美をご堪能いただける屈指
の名作です。
演目「棒しばり」は、狂言「棒縛」を基にした、軽やかで可笑しみ溢れる人気舞踊で誰もが楽しめる作品です。
主演は現代歌舞伎を担う若手の花形で、健康的で清潔な芸風が魅力の尾上松緑。荒事から世話物まで、男
性的でスケールの大きい役柄を得意とする松緑の、全身から溢れ出るような力強い舞台をぜひご堪能く
ださい。

歌舞伎鑑賞教室（主催：国立劇場）

コード   19118
日　程   7/17（全1回）
時　間   水曜日 11:00～13:30（予定）
料　金   1等席 ￥3,800

定　員   20名
会　場   国立劇場（半蔵門）

コード   19119
日　程   9/12（全1回）
時　間   木曜日 11:00～15:30（予定）
料　金   1等席 ￥7,000

定　員   10名
会　場   国立劇場・小劇場（半蔵門）

コード   19117
日　程   6/27（全1回）
時　間   木曜日 11:00～13:00（予定）
料　金   正面席 ￥3,000

定　員   15名
会　場   国立能楽堂（千駄ヶ谷）

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

アキレウスとペンテシレイア
（エキセキアス画 前525年頃
 ロンドン大英博物館）

トロイア戦争の三人の英雄たち
（2018 春風社）

【講師】
山本 紀志子（やまもと きしこ）
和光大学卒業。アテネフランセ
ディプロム（卒業資格）、ブルヴェ
（教授資格）取得。グルノーブル大
学、ブルターニュ大学でフランス
語、フランス文学を学ぶ。1983年
より文化学院に勤務、フランス語、
フランス文学、バイブル、ギリシャ
神話を教える。現在はアテネフラ
ンセ講師、大学エクステンション講
座、カルチャーセンターなどでフラ
ンス語を教える。毎年横浜イギリ
ス館においてレクチャーコンサー
トも行っている。

尾上 松緑（四代目）
昭和50年2月5日生まれ。初代尾上辰之助（三世尾上松緑追贈）の長男。55年1月国立劇場で本名で初お目見え。56年2月歌舞伎座
で二代目尾上左近を名のり初舞台。平成3年5月歌舞伎座で二代目尾上辰之助を襲名。平成14年5・6月歌舞伎座で四代目尾上松緑
を襲名。古典を重んじながらも色々な役に挑戦し、歌舞伎役者としてだけでなく、舞踊家としても平成元年6月に藤間流家元・六世藤
間右衛門を襲名。

コード   19112
日　程   6/29（全1回）
時　間   土曜日 10：30～12：00
受講料   ￥1,000

定　員   50名

フランス語の窓 −日本に定着したフランス語の数々

明治の開国により西洋文化が急速に日本に取り入れられた時、英語ばか
りではなくフランス語もかなり日本の中に浸透しました。明治、大正、昭
和初期の小説を読むと、カタカナで「シャッポ」「シャボン」などという言葉
が目につきます。これらは実はすべてフランス語起源の言葉です。同じ
ラテン系の言語ポルトガル語が語源の「パン」は日本にキリスト教を伝え
た16世紀の宣教師たちがポルトガル、スペイン出身であったことにより
ます。鎖国が解かれた後、フランス
のパリ外国宣教会の宣教師たち
が、長崎、横浜、函館の教会建設に
尽力することとなり、そうした状況
からフランス語から日本語に定着

したものが数多く生まれています。元はフランス語のrestaurant（レ
ストラン）は、今は世界中で使われています。日本語の中にフランス語
起源の言葉を見つけ、フランス語に少しでも馴染みになれるようにと
いうのがこの講座の目的です。一つの言語を知ることは、もう一つの
別の世界が開けてくることでもあります。

コード   19107
日　程   5/20、27  6/3、10、17、24  7/1、8（全8回）
時　間   月曜日 11：10～12：40
受講料   ￥16,000（テキスト代別途）

定　員   20名

古典講座  「徒然草」を読み直す

【講師】
三木 紀人（みき すみと）
1935年、東京生まれ。東京大学卒
業、東京大学大学院人文科学研究科
博士課程単位取得満期退学。お茶の
水女子大学教授、城西国際大学客員
教授などを経て、現在、お茶の水女
子大学名誉教授。専門は日本中世文
学。主な著書に、新潮日本古典集成
『方丈記・発心集』（新潮社）、『徒然草
（全訳注）』全4巻（講談社学術文庫）、
『鴨長明』（講談社学術文庫）など。

ホメロスとギリシャ悲劇から―
『トロイア戦争の三人の英雄たち−アキレウスとアイアスとオデッセウス』

コード   19106
日　程   6/22（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥1,000

定　員   50名

【講師】
川井 万里子（かわい まりこ）
1938年6月20日生まれ。東京女子大学英
米文学科卒、東京都立大学大学院英文科
修士卒、文学修士。現在、東京経済大学名
誉教授。主な著書に『トロイア戦争の三人
の英雄たちーアキレウスとアイアスとオ
デッセウス』単著（春風社、2018）、『甦る
シェイクスピア―没後四百年記念論集』日
本シェイクスピア協会編、共著（研究社、
2016）、ジョージ・チャップマン著『みんな
愚か者』単訳（成美堂、1993）など。

ギリシャ軍最強の三英雄は、足が早くて、速攻型の美青年アキ
レウス、真っ正直な仁侠(にんきょう)と守りに強い大男アイア
ス、策略と雄弁が得意の最初の近代的個人主義者オデッセウ
ス。アキレウスの戦線離脱で傾いたギリシャ勢を立て直すのは
誰か。アキレウスの死後その名誉ある武具を受け継ぐのは誰
か。興奮と感動渦巻く三人の戦い
の物語に浮彫になるのは労使間の
所得格差、指揮官の判断ミス、戦争
と性暴力、母権制と父権制、滅亡し
た文明の再興、世代交代、英雄時代
から市民社会、武力より強い雄弁の
力など、普遍的かつ今日的なテー
マの数々。三千年の時空を越え、世
界と人生に根源的な問いを投げか
ける古典文学の精髄を読む。

中世文学史に現れる隠遁者が
何を支えとし、何を求めて生き
たか。その問題を「徒然草」、特
に比較的若い時期の兼好が書
いたと思われる章段から探って
みたい。「兼好法師家集」などに
見える彼の歌も参考にし、また、
西行・長明・慈円など先達の作
品の影響、夏目漱石など後世の
享受者の受け止め方も視野に
入れて検討する。
テキスト／三木紀人『徒然草全
訳注・一』（講談社学術文庫）

『徒然草全訳注・一』
（講談社学術文庫）

 十  段　　望ましい家居

　　同　　西行の面影

十一段　　ある幻滅

十二段　　「友」を求めて

十四段　　和歌の昔と今（上）

　　同　　和歌の昔と今（下）

十五段　　旅立つ喜び

十八段　　清貧へのあこがれ

コード   19111
日　程   6/22（全1回）
受講料   ￥2,000／夫婦受講￥3,000

定　員   60名
時　間   土曜日 14:30～17:00

※LSメンバーズの方￥1,500／夫婦受講￥2,000

ときどきイタリア・プチステイ ＝アモーレ！イタリア＝

【講師】

【ゲスト講師】

福永 佳津子（ふくなが かつこ）
ロングステイ財団政策審議委員。海外邦人安全協会
理事。NPO国際人をめざす会副会長。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。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。2005年より当講座
講師を務め、豊富な経験を基にわかりやすい講座で
好評を得ている。

宮澤 乃里子（みやざわ のりこ）
お茶の水女子大学卒。NHKにディレクターとして入
局。「できるかな」「おかあさんといっしょ」などの子ど
も番組を中心に、美術、趣味、教育番組を制作演出。
「カリジェと安野光雅展」の企画実施も手掛ける。国
際放送プロデューサー等を経て、2004年に退職。そ
の後11年間、相模女子大学人間社会学部社会マネ
ジメント学科教授を務める。著書に「めるへんいっぱ
いスイス紀行」「めるへんいっぱいデンマーク紀行」
ほか。日本旅行作家協会会員。元NPO国際人をめざ
す会理事。

松下 日奈子（まつした ひなこ）
慶応義塾大学院修了。ニューヨーク、シカゴ、香港に
駐在生活経験あり。英語、中国語、西語、アラビア語
が堪能。米州関係を専門とし共著「ラテンアメリカ政
治と社会」等。放送大学、神奈川歯科大学、海外子女
教育振興財団で教鞭を執る。慶応義塾大学マンドリ
ンクラブOGとして紀尾井ホール、オペラシティなど
で演奏。NPO国際人をめざす会理事。

ついこの間まで大学教授だった宮澤乃里子さ
ん。ご無沙汰の口上は決まって「イタリアに
行っていたの」ですから。以前は一人旅や、ご
夫婦のレンタカー旅だったのが、最近はもっぱ
ら“ちょこっとステイ”を楽しんでいるそうです。
忙しい合間を縫って、まるで温泉にひょいと出
かけるかのようにイタリア・プチステイを軽や
かに挟んでいる様は憧れです。滞在先のヴィラ
で料理を習い、ご近所とピザパーティで盛り上
がったローマ。ドーモ広場に面したアパートで
広場を行き交う人を眺めるだけでわくわくしたフィレンツェ。湖畔のアパートに滞在し、世界遺
産のサクラモンテを巡ったオルタ・サンジュリオ。教会のコンサートやオペラ、島巡りや魚市場、
さらにミラノまで足を延ばしてサッカーを楽しんだベネチア。手つかずの自然に包まれたリ
ゾート地の貸し別荘でゆったり過ごしたサルデニア島。何もせずに海だけを眺めて過ごす、世
界一大好きなポジターノ。温泉のテーマパークがある温泉の島、イスキア島。美しい広場でパリ
オ（競馬）の興奮を楽しんだシエナ。ブドウ狩りを堪能したトスカーナ…と滞在ストーリーは次か
ら次へ。そんな躍動する滞在の具体例を、撮りためたプライベートな映像や写真で、ご紹介い
ただきます。ご本人曰く。「英語は片言。イタリア語はぜんぜん。」それでも、困ったことは、ほとん
どないそうです。宮澤さんは、大学教授の前はNHKのディレクターで、まだ「ロングステイ」とい

う言葉が定着する前に海外ロングステイ番組（教
育テレビの「趣味悠々」）を製作したのですから、時
代の先駆けでした。さらにその番組の講師役が福
永だったというオチもつきます。本講座はさらにイ
タリア生まれの弦楽器、マンドリンの演奏を友人
の松下日奈子さんにお願いしました。お二人のコ
ラボを堪能する素敵な午後となりますよう。

地球にロングステイ

【講師】
松永 智美（まつなが ともみ）
料理研究家、ジュエリーデザイナー。工房「貌 
KATACHI」主宰。1954年、京都市生まれ。嵯峨
美術短期大学卒業。京都育ちならではの繊細
な美意識をベースに、ジュエリーと料理の創作
に取り組む。素食は台北の素食第一人者である
洪銀龍に師事する。唐招提寺での格式ある食事
会や、京都国立博物館での茶席をはじめ、京都
の料理店「丹」や和菓子店「鍵善良房」など老舗
とコラボレートした創意素食会を催す。

清野 由美（きよの ゆみ）
ジャーナリスト。城西国際大学院非常勤講師。
慶應義塾大学院修了。英ケンブリッジ大学客員
研究員。「世界を股にかけた地を這う取材」を
モットーに、都市文化、ライフスタイル、各界先
端人の取材を手がける。主著書に『住む場所を
選べば、生き方が変わる』（講談社）、『観光亡国
論』（アレックス・カーと共著、中公新書ラクレ）
ほか。

コード   19110
日　程   9/21（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥2,500（試食付き）

定　員   40名

松永智美の「創意素食」入門 −美しくダマされる料理

ハレの席からファストフードまで、台湾の日常に幅広く根付いて
いる料理が「素食（スーシー）」。動物性の食材を一切使わない、
精進料理の中華版です。京都在住の料理研究家・ジュエリーデ
ザイナーの松永智美さん
は、台湾との縁をきっか
けに、「素食」の伝統と
ルールを大切にしなが
ら、そこに日本ならでは食
材と、自らの創意を加え
て、斬新な「食のクリエー
ション」を行っています。
仏教にルーツを持つ「素
食」は、「三厭（さんえん＝

鶏、肉、魚）」「五葷（ごくん＝ネギ、ニラ、ニンニク、ラッキョウ、
タマネギ）」を使わない、という基本的なルールがあります。
野菜、キノコ、豆類という健康によい食材を使いながら、魚介
の刺身や「東坡肉」など、いかに本物に似せていくかという知
的な遊び心も満載。当日は、簡単な試食を召し上がっていた
だきながら、「創意素食」の世界をひも解いていきます。

学校法人城西大学化石ギャラリー

ボトリオレピス（いわゆる甲胄魚の仲間）の化石
（化石ギャラリー所蔵）2018年春夏期開催講座の様子

地球・生命史講座 〈化石割り実習付〉−化石を取り出す喜びを体験する−

コード   19108
日　程   5/25（全1回）
時　間   土曜日 11：00～13：00
受講料   ￥2,000（実習費込）

定　員   15名（高校生以上）

コード   19109
日　程   5/25（全1回）
時　間   土曜日 14：30～16：30
受講料   ￥2,000（実習費込）

定　員   15名（高校生以上）

【講師】
宮田 真也（みやた しんや）
学校法人城西大学化石ギャラリー学芸員。
2014年早稲田大学大学院創造理工学研究科
地球・環境資源理工学専攻博士課程修了。博
士（理学）。魚類化石の分類学を専門とする。所
属学会は日本古生物学会（特別会員、友の会
幹事）、日本地質学会、日本魚類学会など。

高橋 謙輔（たかはし けんすけ）
学校法人城西大学化石ギャラリー企画・広報担当。
南カリフォルニア大学人文学部卒業。カリフォルニア州立大学ロサン
ゼルス校芸術専攻科修士課程修了。芸術学修士（MFA)。元カリフォ
ルニア州立大学フラトン校美術学部講師。専門は現代美術・工芸論、
博物館展示・教育論。米国陶芸教育学会、民族芸術学会所属。

―生命の星地球―地球は約46億年の歴史があ
りますが、過去の地球にはどのような生命が育ま
れていたのでしょうか？「化石」は過去の生命(い
のち)のすがたを教えてくれる地球からの宝物で
す。大都会の中心にそびえる紀尾井町キャンパス
内で、化石ギャラリー学芸員による講義と、化石
を取り出す体験をしていただきます。自らの手で
化石を取り出す喜びや楽しさを一緒に体験して
みませんか。
（紀尾井町キャンパス化石ギャラリー展示室解説
10分、トピック解説+実習100分、移動・休憩10分）
※保護ゴーグル・軍手の貸出し有り。汚れてもよい服装、
もしくはエプロン持参でご参加ください。

書を楽しむ（書道講座）
筆で書いた文字には温かみがあります。筆文字を美しく見せ
る方法を学びましょう。また、人には「らしさ」があり、それが
「良さ」になります。それは書く文字にも表れます。丁寧な指導
に定評のある講師のもと、皆さんの持っている「らしさ」を表
現してみませんか？
◎書道道具のお預かりを承りますので、手ぶらで通学ができます。
◎お一人様１回に限り無料でご体験いただけます（道具貸し出し有）。
※8月は開催いたしません

コード   19114
時　間   毎月第二月曜日 10:30～12:00
受講料   ￥3,000／月

講　師   三澤 拓琇／拓門書道会

定　員   15名

※開始月から2020年3月までの月数分
　（8月を除く）を一括払い

日本の心を詠む（俳句講座）

コード   19113
時　間   毎月第三木曜日 13:00～16:00

受講料   ￥3,000／月

講　師   松岡 隆子／「栞」代表

定　員   15名

※開始月から2020年3月までの月数分（8月を除く）を一括払い

初心者から経験者までレベルは問いませ
ん。必要な基礎知識を分りやすく解説し、実
作も丁寧に指導します。ときには吟行会も行
い感性を磨きます。四季と自然を十七音字
に託す、日本の素晴らしい伝統文芸の魅力
を一緒に学びましょう。
◎お一人様１回に限り無料でご体験いただけます。
※8月は開催いたしません

趣  味

芸  能

教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜

【参考】平成30年9月文楽公演『良弁杉由来』

フェリ、ボッレ＆フレンズ

アレッサンドラ・フェリ、ロ
ベルト・ボッレというイタ
リアが生んだ偉大なス
ターダンサーを中心とし
たスペシャルな舞台を上
演いたします。ハンブル
ク・バレエ団のプリンシパ
ルをはじめ、豪華メンバー
も出演予定です。どうぞお
楽しみに！

コード   19116
日　程   8/3（全1回）
時　間   土曜日 13:00～15:30（予定）
料　金   S席 ￥16,700 

定　員   10名
会　場   文京シビックホール（後楽園）

英国ロイヤル・バレエ団 

「ドン・キホーテ」 全3幕
英国最大の規模と名声を誇る英国ロイヤル・バレエ団が3年ぶ
りに来日します！〝ロイヤル・スタイル″と呼ばれる気品ある様
式、演劇的なレパートリーなど独自の伝統と魅力を慕って世界
各地から優秀なダンサーが集まり、現在日本人プリンシパルも
2名活躍しています。今回上演される「ドン・キホーテ」は、ロイヤ

ル・スタイルを極めたカルロス・アコスタによる演出と振付、ミュージカルのスタッフを起
用した舞台美術を取り入れ、生き生きとした〝リアルな人間らしさ″にこだわり、現代人
が共感できる物語として生まれ変わりました。超絶技巧が盛
り込まれたエキサイティングな踊りと英国が誇る舞台芸術の
魅力をたっぷりとお楽しみください。

バレエ鑑賞（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

高田 茜

コード   19115
日　程   6/25（全1回）
時　間   火曜日 18:30～21:30（予定）
料　金   S席 ￥23,000　C席 ￥14,000

定　員   各10名
会　場   東京文化会館（上野）

©Bill Cooper/ROH

教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜

尾上松緑

【参考】平成30年9月文楽公演『増補忠臣蔵』

©Andrej Uspenski

©Johan Persson/ROH

※公演内容の詳細は当事務局へ
　お問合せください。

この夏、あなたはレジェンドを目撃する。

http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜教  養



能楽鑑賞教室（主催：国立能楽堂）

解説 能楽の楽しみ／狂言「文山立」  能「船弁慶」

解説 歌舞伎のみかた／「菅原伝授手習鑑－車引－」「棒しばり」

歌舞伎と並ぶ日本の伝統芸能である能楽を、分かり
やすくお楽しみいただける能楽鑑賞教室をご案内い
たします。まず出演者による実演を交えた解説で能
楽の世界へいざないます（約30分）。そして、数ある
演目の中から初めての鑑賞に適した名作をご覧いただきます（狂言＝約30分、能＝約1時間）。
狂言「文山立」は、二人の山立（山賊）の喧嘩が果し合いとなり、遺書を書くうちに仲直りするという他愛
ない筋書きが笑いを誘います。
能「船弁慶」は、ストーリー展開の面白さもさることながら、義経や弁慶、静御前などの登場人物一人一人
が大変魅力的に描かれ、前半と後半のコントラストが見事な能の人気曲です。
パーソナルタイプの字幕システム（日本語・英語）で詞章と解説を表示し鑑賞をサポートします。この機
会にぜひ本格的な舞台をご堪能ください。

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

文楽鑑賞（主催：国立劇場）

日本の三大伝統芸能の一つであ
る文楽。世界にも類を見ない大
人のための人形劇として海外で
も高い評価を得ており、ユネスコ
の「無形文化遺産」に登録されています。
太夫、三味線、人形遣いの三業一体の総合
芸術である文楽を、存分にお楽しみいた
だける国立劇場の9月公演をご案内いた
します。初めての方も、この機会にぜひ「本
物」をご鑑賞ください。
※演目、時間は5月に決定予定です。当事
務局へお問合せください。

国立劇場 9月文楽公演〈第一部〉

日本の伝統芸能に親しんでいただくことを目的として毎年上演されている歌舞伎鑑
賞教室をご案内いたします。まず、歌舞伎のイロハを出演者が舞台上で実演を交え
わかりやすく解説します（約30分）。そして、初めての鑑賞に適した名作・名場面をご

覧いただきます（70～100分）。
今回の演目「菅原伝授手習鑑－車引－」は、菅原伝授手習鑑の三段目に位置し、人形浄瑠璃（文楽）におい
ては短い場面でしかありませんでした。しかし、歌舞伎化するにあたってショーアップされた豪快な一幕と
なり、様々な見得や飛び六方など、荒事の演出が取り入れられ、歌舞伎の様式美をご堪能いただける屈指
の名作です。
演目「棒しばり」は、狂言「棒縛」を基にした、軽やかで可笑しみ溢れる人気舞踊で誰もが楽しめる作品です。
主演は現代歌舞伎を担う若手の花形で、健康的で清潔な芸風が魅力の尾上松緑。荒事から世話物まで、男
性的でスケールの大きい役柄を得意とする松緑の、全身から溢れ出るような力強い舞台をぜひご堪能く
ださい。

歌舞伎鑑賞教室（主催：国立劇場）

コード   19118
日　程   7/17（全1回）
時　間   水曜日 11:00～13:30（予定）
料　金   1等席 ￥3,800

定　員   20名
会　場   国立劇場（半蔵門）

コード   19119
日　程   9/12（全1回）
時　間   木曜日 11:00～15:30（予定）
料　金   1等席 ￥7,000

定　員   10名
会　場   国立劇場・小劇場（半蔵門）

コード   19117
日　程   6/27（全1回）
時　間   木曜日 11:00～13:00（予定）
料　金   正面席 ￥3,000

定　員   15名
会　場   国立能楽堂（千駄ヶ谷）

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

アキレウスとペンテシレイア
（エキセキアス画 前525年頃
 ロンドン大英博物館）

トロイア戦争の三人の英雄たち
（2018 春風社）

【講師】
山本 紀志子（やまもと きしこ）
和光大学卒業。アテネフランセ
ディプロム（卒業資格）、ブルヴェ
（教授資格）取得。グルノーブル大
学、ブルターニュ大学でフランス
語、フランス文学を学ぶ。1983年
より文化学院に勤務、フランス語、
フランス文学、バイブル、ギリシャ
神話を教える。現在はアテネフラ
ンセ講師、大学エクステンション講
座、カルチャーセンターなどでフラ
ンス語を教える。毎年横浜イギリ
ス館においてレクチャーコンサー
トも行っている。

尾上 松緑（四代目）
昭和50年2月5日生まれ。初代尾上辰之助（三世尾上松緑追贈）の長男。55年1月国立劇場で本名で初お目見え。56年2月歌舞伎座
で二代目尾上左近を名のり初舞台。平成3年5月歌舞伎座で二代目尾上辰之助を襲名。平成14年5・6月歌舞伎座で四代目尾上松緑
を襲名。古典を重んじながらも色々な役に挑戦し、歌舞伎役者としてだけでなく、舞踊家としても平成元年6月に藤間流家元・六世藤
間右衛門を襲名。

コード   19112
日　程   6/29（全1回）
時　間   土曜日 10：30～12：00
受講料   ￥1,000

定　員   50名

フランス語の窓 −日本に定着したフランス語の数々

明治の開国により西洋文化が急速に日本に取り入れられた時、英語ばか
りではなくフランス語もかなり日本の中に浸透しました。明治、大正、昭
和初期の小説を読むと、カタカナで「シャッポ」「シャボン」などという言葉
が目につきます。これらは実はすべてフランス語起源の言葉です。同じ
ラテン系の言語ポルトガル語が語源の「パン」は日本にキリスト教を伝え
た16世紀の宣教師たちがポルトガル、スペイン出身であったことにより
ます。鎖国が解かれた後、フランス
のパリ外国宣教会の宣教師たち
が、長崎、横浜、函館の教会建設に
尽力することとなり、そうした状況
からフランス語から日本語に定着

したものが数多く生まれています。元はフランス語のrestaurant（レ
ストラン）は、今は世界中で使われています。日本語の中にフランス語
起源の言葉を見つけ、フランス語に少しでも馴染みになれるようにと
いうのがこの講座の目的です。一つの言語を知ることは、もう一つの
別の世界が開けてくることでもあります。

コード   19107
日　程   5/20、27  6/3、10、17、24  7/1、8（全8回）
時　間   月曜日 11：10～12：40
受講料   ￥16,000（テキスト代別途）

定　員   20名

古典講座  「徒然草」を読み直す

【講師】
三木 紀人（みき すみと）
1935年、東京生まれ。東京大学卒
業、東京大学大学院人文科学研究科
博士課程単位取得満期退学。お茶の
水女子大学教授、城西国際大学客員
教授などを経て、現在、お茶の水女
子大学名誉教授。専門は日本中世文
学。主な著書に、新潮日本古典集成
『方丈記・発心集』（新潮社）、『徒然草
（全訳注）』全4巻（講談社学術文庫）、
『鴨長明』（講談社学術文庫）など。

ホメロスとギリシャ悲劇から―
『トロイア戦争の三人の英雄たち−アキレウスとアイアスとオデッセウス』

コード   19106
日　程   6/22（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥1,000

定　員   50名

【講師】
川井 万里子（かわい まりこ）
1938年6月20日生まれ。東京女子大学英
米文学科卒、東京都立大学大学院英文科
修士卒、文学修士。現在、東京経済大学名
誉教授。主な著書に『トロイア戦争の三人
の英雄たちーアキレウスとアイアスとオ
デッセウス』単著（春風社、2018）、『甦る
シェイクスピア―没後四百年記念論集』日
本シェイクスピア協会編、共著（研究社、
2016）、ジョージ・チャップマン著『みんな
愚か者』単訳（成美堂、1993）など。

ギリシャ軍最強の三英雄は、足が早くて、速攻型の美青年アキ
レウス、真っ正直な仁侠(にんきょう)と守りに強い大男アイア
ス、策略と雄弁が得意の最初の近代的個人主義者オデッセウ
ス。アキレウスの戦線離脱で傾いたギリシャ勢を立て直すのは
誰か。アキレウスの死後その名誉ある武具を受け継ぐのは誰
か。興奮と感動渦巻く三人の戦い
の物語に浮彫になるのは労使間の
所得格差、指揮官の判断ミス、戦争
と性暴力、母権制と父権制、滅亡し
た文明の再興、世代交代、英雄時代
から市民社会、武力より強い雄弁の
力など、普遍的かつ今日的なテー
マの数々。三千年の時空を越え、世
界と人生に根源的な問いを投げか
ける古典文学の精髄を読む。

中世文学史に現れる隠遁者が
何を支えとし、何を求めて生き
たか。その問題を「徒然草」、特
に比較的若い時期の兼好が書
いたと思われる章段から探って
みたい。「兼好法師家集」などに
見える彼の歌も参考にし、また、
西行・長明・慈円など先達の作
品の影響、夏目漱石など後世の
享受者の受け止め方も視野に
入れて検討する。
テキスト／三木紀人『徒然草全
訳注・一』（講談社学術文庫）

『徒然草全訳注・一』
（講談社学術文庫）

 十  段　　望ましい家居

　　同　　西行の面影

十一段　　ある幻滅

十二段　　「友」を求めて

十四段　　和歌の昔と今（上）

　　同　　和歌の昔と今（下）

十五段　　旅立つ喜び

十八段　　清貧へのあこがれ

コード   19111
日　程   6/22（全1回）
受講料   ￥2,000／夫婦受講￥3,000

定　員   60名
時　間   土曜日 14:30～17:00

※LSメンバーズの方￥1,500／夫婦受講￥2,000

ときどきイタリア・プチステイ ＝アモーレ！イタリア＝

【講師】

【ゲスト講師】

福永 佳津子（ふくなが かつこ）
ロングステイ財団政策審議委員。海外邦人安全協会
理事。NPO国際人をめざす会副会長。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。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。2005年より当講座
講師を務め、豊富な経験を基にわかりやすい講座で
好評を得ている。

宮澤 乃里子（みやざわ のりこ）
お茶の水女子大学卒。NHKにディレクターとして入
局。「できるかな」「おかあさんといっしょ」などの子ど
も番組を中心に、美術、趣味、教育番組を制作演出。
「カリジェと安野光雅展」の企画実施も手掛ける。国
際放送プロデューサー等を経て、2004年に退職。そ
の後11年間、相模女子大学人間社会学部社会マネ
ジメント学科教授を務める。著書に「めるへんいっぱ
いスイス紀行」「めるへんいっぱいデンマーク紀行」
ほか。日本旅行作家協会会員。元NPO国際人をめざ
す会理事。

松下 日奈子（まつした ひなこ）
慶応義塾大学院修了。ニューヨーク、シカゴ、香港に
駐在生活経験あり。英語、中国語、西語、アラビア語
が堪能。米州関係を専門とし共著「ラテンアメリカ政
治と社会」等。放送大学、神奈川歯科大学、海外子女
教育振興財団で教鞭を執る。慶応義塾大学マンドリ
ンクラブOGとして紀尾井ホール、オペラシティなど
で演奏。NPO国際人をめざす会理事。

ついこの間まで大学教授だった宮澤乃里子さ
ん。ご無沙汰の口上は決まって「イタリアに
行っていたの」ですから。以前は一人旅や、ご
夫婦のレンタカー旅だったのが、最近はもっぱ
ら“ちょこっとステイ”を楽しんでいるそうです。
忙しい合間を縫って、まるで温泉にひょいと出
かけるかのようにイタリア・プチステイを軽や
かに挟んでいる様は憧れです。滞在先のヴィラ
で料理を習い、ご近所とピザパーティで盛り上
がったローマ。ドーモ広場に面したアパートで
広場を行き交う人を眺めるだけでわくわくしたフィレンツェ。湖畔のアパートに滞在し、世界遺
産のサクラモンテを巡ったオルタ・サンジュリオ。教会のコンサートやオペラ、島巡りや魚市場、
さらにミラノまで足を延ばしてサッカーを楽しんだベネチア。手つかずの自然に包まれたリ
ゾート地の貸し別荘でゆったり過ごしたサルデニア島。何もせずに海だけを眺めて過ごす、世
界一大好きなポジターノ。温泉のテーマパークがある温泉の島、イスキア島。美しい広場でパリ
オ（競馬）の興奮を楽しんだシエナ。ブドウ狩りを堪能したトスカーナ…と滞在ストーリーは次か
ら次へ。そんな躍動する滞在の具体例を、撮りためたプライベートな映像や写真で、ご紹介い
ただきます。ご本人曰く。「英語は片言。イタリア語はぜんぜん。」それでも、困ったことは、ほとん
どないそうです。宮澤さんは、大学教授の前はNHKのディレクターで、まだ「ロングステイ」とい

う言葉が定着する前に海外ロングステイ番組（教
育テレビの「趣味悠々」）を製作したのですから、時
代の先駆けでした。さらにその番組の講師役が福
永だったというオチもつきます。本講座はさらにイ
タリア生まれの弦楽器、マンドリンの演奏を友人
の松下日奈子さんにお願いしました。お二人のコ
ラボを堪能する素敵な午後となりますよう。

地球にロングステイ

【講師】
松永 智美（まつなが ともみ）
料理研究家、ジュエリーデザイナー。工房「貌 
KATACHI」主宰。1954年、京都市生まれ。嵯峨
美術短期大学卒業。京都育ちならではの繊細
な美意識をベースに、ジュエリーと料理の創作
に取り組む。素食は台北の素食第一人者である
洪銀龍に師事する。唐招提寺での格式ある食事
会や、京都国立博物館での茶席をはじめ、京都
の料理店「丹」や和菓子店「鍵善良房」など老舗
とコラボレートした創意素食会を催す。

清野 由美（きよの ゆみ）
ジャーナリスト。城西国際大学院非常勤講師。
慶應義塾大学院修了。英ケンブリッジ大学客員
研究員。「世界を股にかけた地を這う取材」を
モットーに、都市文化、ライフスタイル、各界先
端人の取材を手がける。主著書に『住む場所を
選べば、生き方が変わる』（講談社）、『観光亡国
論』（アレックス・カーと共著、中公新書ラクレ）
ほか。

コード   19110
日　程   9/21（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥2,500（試食付き）

定　員   40名

松永智美の「創意素食」入門 −美しくダマされる料理

ハレの席からファストフードまで、台湾の日常に幅広く根付いて
いる料理が「素食（スーシー）」。動物性の食材を一切使わない、
精進料理の中華版です。京都在住の料理研究家・ジュエリーデ
ザイナーの松永智美さん
は、台湾との縁をきっか
けに、「素食」の伝統と
ルールを大切にしなが
ら、そこに日本ならでは食
材と、自らの創意を加え
て、斬新な「食のクリエー
ション」を行っています。
仏教にルーツを持つ「素
食」は、「三厭（さんえん＝

鶏、肉、魚）」「五葷（ごくん＝ネギ、ニラ、ニンニク、ラッキョウ、
タマネギ）」を使わない、という基本的なルールがあります。
野菜、キノコ、豆類という健康によい食材を使いながら、魚介
の刺身や「東坡肉」など、いかに本物に似せていくかという知
的な遊び心も満載。当日は、簡単な試食を召し上がっていた
だきながら、「創意素食」の世界をひも解いていきます。

学校法人城西大学化石ギャラリー

ボトリオレピス（いわゆる甲胄魚の仲間）の化石
（化石ギャラリー所蔵）2018年春夏期開催講座の様子

地球・生命史講座 〈化石割り実習付〉−化石を取り出す喜びを体験する−

コード   19108
日　程   5/25（全1回）
時　間   土曜日 11：00～13：00
受講料   ￥2,000（実習費込）

定　員   15名（高校生以上）

コード   19109
日　程   5/25（全1回）
時　間   土曜日 14：30～16：30
受講料   ￥2,000（実習費込）

定　員   15名（高校生以上）

【講師】
宮田 真也（みやた しんや）
学校法人城西大学化石ギャラリー学芸員。
2014年早稲田大学大学院創造理工学研究科
地球・環境資源理工学専攻博士課程修了。博
士（理学）。魚類化石の分類学を専門とする。所
属学会は日本古生物学会（特別会員、友の会
幹事）、日本地質学会、日本魚類学会など。

高橋 謙輔（たかはし けんすけ）
学校法人城西大学化石ギャラリー企画・広報担当。
南カリフォルニア大学人文学部卒業。カリフォルニア州立大学ロサン
ゼルス校芸術専攻科修士課程修了。芸術学修士（MFA)。元カリフォ
ルニア州立大学フラトン校美術学部講師。専門は現代美術・工芸論、
博物館展示・教育論。米国陶芸教育学会、民族芸術学会所属。

―生命の星地球―地球は約46億年の歴史があ
りますが、過去の地球にはどのような生命が育ま
れていたのでしょうか？「化石」は過去の生命(い
のち)のすがたを教えてくれる地球からの宝物で
す。大都会の中心にそびえる紀尾井町キャンパス
内で、化石ギャラリー学芸員による講義と、化石
を取り出す体験をしていただきます。自らの手で
化石を取り出す喜びや楽しさを一緒に体験して
みませんか。
（紀尾井町キャンパス化石ギャラリー展示室解説
10分、トピック解説+実習100分、移動・休憩10分）
※保護ゴーグル・軍手の貸出し有り。汚れてもよい服装、
もしくはエプロン持参でご参加ください。

書を楽しむ（書道講座）
筆で書いた文字には温かみがあります。筆文字を美しく見せ
る方法を学びましょう。また、人には「らしさ」があり、それが
「良さ」になります。それは書く文字にも表れます。丁寧な指導
に定評のある講師のもと、皆さんの持っている「らしさ」を表
現してみませんか？
◎書道道具のお預かりを承りますので、手ぶらで通学ができます。
◎お一人様１回に限り無料でご体験いただけます（道具貸し出し有）。
※8月は開催いたしません

コード   19114
時　間   毎月第二月曜日 10:30～12:00
受講料   ￥3,000／月

講　師   三澤 拓琇／拓門書道会

定　員   15名

※開始月から2020年3月までの月数分
　（8月を除く）を一括払い

日本の心を詠む（俳句講座）

コード   19113
時　間   毎月第三木曜日 13:00～16:00

受講料   ￥3,000／月

講　師   松岡 隆子／「栞」代表

定　員   15名

※開始月から2020年3月までの月数分（8月を除く）を一括払い

初心者から経験者までレベルは問いませ
ん。必要な基礎知識を分りやすく解説し、実
作も丁寧に指導します。ときには吟行会も行
い感性を磨きます。四季と自然を十七音字
に託す、日本の素晴らしい伝統文芸の魅力
を一緒に学びましょう。
◎お一人様１回に限り無料でご体験いただけます。
※8月は開催いたしません

趣  味

芸  能

教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜

【参考】平成30年9月文楽公演『良弁杉由来』

フェリ、ボッレ＆フレンズ

アレッサンドラ・フェリ、ロ
ベルト・ボッレというイタ
リアが生んだ偉大なス
ターダンサーを中心とし
たスペシャルな舞台を上
演いたします。ハンブル
ク・バレエ団のプリンシパ
ルをはじめ、豪華メンバー
も出演予定です。どうぞお
楽しみに！

コード   19116
日　程   8/3（全1回）
時　間   土曜日 13:00～15:30（予定）
料　金   S席 ￥16,700 

定　員   10名
会　場   文京シビックホール（後楽園）

英国ロイヤル・バレエ団 

「ドン・キホーテ」 全3幕
英国最大の規模と名声を誇る英国ロイヤル・バレエ団が3年ぶ
りに来日します！〝ロイヤル・スタイル″と呼ばれる気品ある様
式、演劇的なレパートリーなど独自の伝統と魅力を慕って世界
各地から優秀なダンサーが集まり、現在日本人プリンシパルも
2名活躍しています。今回上演される「ドン・キホーテ」は、ロイヤ

ル・スタイルを極めたカルロス・アコスタによる演出と振付、ミュージカルのスタッフを起
用した舞台美術を取り入れ、生き生きとした〝リアルな人間らしさ″にこだわり、現代人
が共感できる物語として生まれ変わりました。超絶技巧が盛
り込まれたエキサイティングな踊りと英国が誇る舞台芸術の
魅力をたっぷりとお楽しみください。

バレエ鑑賞（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

高田 茜

コード   19115
日　程   6/25（全1回）
時　間   火曜日 18:30～21:30（予定）
料　金   S席 ￥23,000　C席 ￥14,000

定　員   各10名
会　場   東京文化会館（上野）

©Bill Cooper/ROH

教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜

尾上松緑

【参考】平成30年9月文楽公演『増補忠臣蔵』

©Andrej Uspenski

©Johan Persson/ROH

※公演内容の詳細は当事務局へ
　お問合せください。

この夏、あなたはレジェンドを目撃する。

http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜教  養



能楽鑑賞教室（主催：国立能楽堂）

解説 能楽の楽しみ／狂言「文山立」  能「船弁慶」

解説 歌舞伎のみかた／「菅原伝授手習鑑－車引－」「棒しばり」

歌舞伎と並ぶ日本の伝統芸能である能楽を、分かり
やすくお楽しみいただける能楽鑑賞教室をご案内い
たします。まず出演者による実演を交えた解説で能
楽の世界へいざないます（約30分）。そして、数ある
演目の中から初めての鑑賞に適した名作をご覧いただきます（狂言＝約30分、能＝約1時間）。
狂言「文山立」は、二人の山立（山賊）の喧嘩が果し合いとなり、遺書を書くうちに仲直りするという他愛
ない筋書きが笑いを誘います。
能「船弁慶」は、ストーリー展開の面白さもさることながら、義経や弁慶、静御前などの登場人物一人一人
が大変魅力的に描かれ、前半と後半のコントラストが見事な能の人気曲です。
パーソナルタイプの字幕システム（日本語・英語）で詞章と解説を表示し鑑賞をサポートします。この機
会にぜひ本格的な舞台をご堪能ください。

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

文楽鑑賞（主催：国立劇場）

日本の三大伝統芸能の一つであ
る文楽。世界にも類を見ない大
人のための人形劇として海外で
も高い評価を得ており、ユネスコ
の「無形文化遺産」に登録されています。
太夫、三味線、人形遣いの三業一体の総合
芸術である文楽を、存分にお楽しみいた
だける国立劇場の9月公演をご案内いた
します。初めての方も、この機会にぜひ「本
物」をご鑑賞ください。
※演目、時間は5月に決定予定です。当事
務局へお問合せください。

国立劇場 9月文楽公演〈第一部〉

日本の伝統芸能に親しんでいただくことを目的として毎年上演されている歌舞伎鑑
賞教室をご案内いたします。まず、歌舞伎のイロハを出演者が舞台上で実演を交え
わかりやすく解説します（約30分）。そして、初めての鑑賞に適した名作・名場面をご

覧いただきます（70～100分）。
今回の演目「菅原伝授手習鑑－車引－」は、菅原伝授手習鑑の三段目に位置し、人形浄瑠璃（文楽）におい
ては短い場面でしかありませんでした。しかし、歌舞伎化するにあたってショーアップされた豪快な一幕と
なり、様々な見得や飛び六方など、荒事の演出が取り入れられ、歌舞伎の様式美をご堪能いただける屈指
の名作です。
演目「棒しばり」は、狂言「棒縛」を基にした、軽やかで可笑しみ溢れる人気舞踊で誰もが楽しめる作品です。
主演は現代歌舞伎を担う若手の花形で、健康的で清潔な芸風が魅力の尾上松緑。荒事から世話物まで、男
性的でスケールの大きい役柄を得意とする松緑の、全身から溢れ出るような力強い舞台をぜひご堪能く
ださい。

歌舞伎鑑賞教室（主催：国立劇場）

コード   19118
日　程   7/17（全1回）
時　間   水曜日 11:00～13:30（予定）
料　金   1等席 ￥3,800

定　員   20名
会　場   国立劇場（半蔵門）

コード   19119
日　程   9/12（全1回）
時　間   木曜日 11:00～15:30（予定）
料　金   1等席 ￥7,000

定　員   10名
会　場   国立劇場・小劇場（半蔵門）

コード   19117
日　程   6/27（全1回）
時　間   木曜日 11:00～13:00（予定）
料　金   正面席 ￥3,000

定　員   15名
会　場   国立能楽堂（千駄ヶ谷）

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

アキレウスとペンテシレイア
（エキセキアス画 前525年頃
 ロンドン大英博物館）

トロイア戦争の三人の英雄たち
（2018 春風社）

【講師】
山本 紀志子（やまもと きしこ）
和光大学卒業。アテネフランセ
ディプロム（卒業資格）、ブルヴェ
（教授資格）取得。グルノーブル大
学、ブルターニュ大学でフランス
語、フランス文学を学ぶ。1983年
より文化学院に勤務、フランス語、
フランス文学、バイブル、ギリシャ
神話を教える。現在はアテネフラ
ンセ講師、大学エクステンション講
座、カルチャーセンターなどでフラ
ンス語を教える。毎年横浜イギリ
ス館においてレクチャーコンサー
トも行っている。

尾上 松緑（四代目）
昭和50年2月5日生まれ。初代尾上辰之助（三世尾上松緑追贈）の長男。55年1月国立劇場で本名で初お目見え。56年2月歌舞伎座
で二代目尾上左近を名のり初舞台。平成3年5月歌舞伎座で二代目尾上辰之助を襲名。平成14年5・6月歌舞伎座で四代目尾上松緑
を襲名。古典を重んじながらも色々な役に挑戦し、歌舞伎役者としてだけでなく、舞踊家としても平成元年6月に藤間流家元・六世藤
間右衛門を襲名。

コード   19112
日　程   6/29（全1回）
時　間   土曜日 10：30～12：00
受講料   ￥1,000

定　員   50名

フランス語の窓 −日本に定着したフランス語の数々

明治の開国により西洋文化が急速に日本に取り入れられた時、英語ばか
りではなくフランス語もかなり日本の中に浸透しました。明治、大正、昭
和初期の小説を読むと、カタカナで「シャッポ」「シャボン」などという言葉
が目につきます。これらは実はすべてフランス語起源の言葉です。同じ
ラテン系の言語ポルトガル語が語源の「パン」は日本にキリスト教を伝え
た16世紀の宣教師たちがポルトガル、スペイン出身であったことにより
ます。鎖国が解かれた後、フランス
のパリ外国宣教会の宣教師たち
が、長崎、横浜、函館の教会建設に
尽力することとなり、そうした状況
からフランス語から日本語に定着

したものが数多く生まれています。元はフランス語のrestaurant（レ
ストラン）は、今は世界中で使われています。日本語の中にフランス語
起源の言葉を見つけ、フランス語に少しでも馴染みになれるようにと
いうのがこの講座の目的です。一つの言語を知ることは、もう一つの
別の世界が開けてくることでもあります。

コード   19107
日　程   5/20、27  6/3、10、17、24  7/1、8（全8回）
時　間   月曜日 11：10～12：40
受講料   ￥16,000（テキスト代別途）

定　員   20名

古典講座  「徒然草」を読み直す

【講師】
三木 紀人（みき すみと）
1935年、東京生まれ。東京大学卒
業、東京大学大学院人文科学研究科
博士課程単位取得満期退学。お茶の
水女子大学教授、城西国際大学客員
教授などを経て、現在、お茶の水女
子大学名誉教授。専門は日本中世文
学。主な著書に、新潮日本古典集成
『方丈記・発心集』（新潮社）、『徒然草
（全訳注）』全4巻（講談社学術文庫）、
『鴨長明』（講談社学術文庫）など。

ホメロスとギリシャ悲劇から―
『トロイア戦争の三人の英雄たち−アキレウスとアイアスとオデッセウス』

コード   19106
日　程   6/22（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥1,000

定　員   50名

【講師】
川井 万里子（かわい まりこ）
1938年6月20日生まれ。東京女子大学英
米文学科卒、東京都立大学大学院英文科
修士卒、文学修士。現在、東京経済大学名
誉教授。主な著書に『トロイア戦争の三人
の英雄たちーアキレウスとアイアスとオ
デッセウス』単著（春風社、2018）、『甦る
シェイクスピア―没後四百年記念論集』日
本シェイクスピア協会編、共著（研究社、
2016）、ジョージ・チャップマン著『みんな
愚か者』単訳（成美堂、1993）など。

ギリシャ軍最強の三英雄は、足が早くて、速攻型の美青年アキ
レウス、真っ正直な仁侠(にんきょう)と守りに強い大男アイア
ス、策略と雄弁が得意の最初の近代的個人主義者オデッセウ
ス。アキレウスの戦線離脱で傾いたギリシャ勢を立て直すのは
誰か。アキレウスの死後その名誉ある武具を受け継ぐのは誰
か。興奮と感動渦巻く三人の戦い
の物語に浮彫になるのは労使間の
所得格差、指揮官の判断ミス、戦争
と性暴力、母権制と父権制、滅亡し
た文明の再興、世代交代、英雄時代
から市民社会、武力より強い雄弁の
力など、普遍的かつ今日的なテー
マの数々。三千年の時空を越え、世
界と人生に根源的な問いを投げか
ける古典文学の精髄を読む。

中世文学史に現れる隠遁者が
何を支えとし、何を求めて生き
たか。その問題を「徒然草」、特
に比較的若い時期の兼好が書
いたと思われる章段から探って
みたい。「兼好法師家集」などに
見える彼の歌も参考にし、また、
西行・長明・慈円など先達の作
品の影響、夏目漱石など後世の
享受者の受け止め方も視野に
入れて検討する。
テキスト／三木紀人『徒然草全
訳注・一』（講談社学術文庫）

『徒然草全訳注・一』
（講談社学術文庫）

 十  段　　望ましい家居

　　同　　西行の面影

十一段　　ある幻滅

十二段　　「友」を求めて

十四段　　和歌の昔と今（上）

　　同　　和歌の昔と今（下）

十五段　　旅立つ喜び

十八段　　清貧へのあこがれ

コード   19111
日　程   6/22（全1回）
受講料   ￥2,000／夫婦受講￥3,000

定　員   60名
時　間   土曜日 14:30～17:00

※LSメンバーズの方￥1,500／夫婦受講￥2,000

ときどきイタリア・プチステイ ＝アモーレ！イタリア＝

【講師】

【ゲスト講師】

福永 佳津子（ふくなが かつこ）
ロングステイ財団政策審議委員。海外邦人安全協会
理事。NPO国際人をめざす会副会長。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。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。2005年より当講座
講師を務め、豊富な経験を基にわかりやすい講座で
好評を得ている。

宮澤 乃里子（みやざわ のりこ）
お茶の水女子大学卒。NHKにディレクターとして入
局。「できるかな」「おかあさんといっしょ」などの子ど
も番組を中心に、美術、趣味、教育番組を制作演出。
「カリジェと安野光雅展」の企画実施も手掛ける。国
際放送プロデューサー等を経て、2004年に退職。そ
の後11年間、相模女子大学人間社会学部社会マネ
ジメント学科教授を務める。著書に「めるへんいっぱ
いスイス紀行」「めるへんいっぱいデンマーク紀行」
ほか。日本旅行作家協会会員。元NPO国際人をめざ
す会理事。

松下 日奈子（まつした ひなこ）
慶応義塾大学院修了。ニューヨーク、シカゴ、香港に
駐在生活経験あり。英語、中国語、西語、アラビア語
が堪能。米州関係を専門とし共著「ラテンアメリカ政
治と社会」等。放送大学、神奈川歯科大学、海外子女
教育振興財団で教鞭を執る。慶応義塾大学マンドリ
ンクラブOGとして紀尾井ホール、オペラシティなど
で演奏。NPO国際人をめざす会理事。

ついこの間まで大学教授だった宮澤乃里子さ
ん。ご無沙汰の口上は決まって「イタリアに
行っていたの」ですから。以前は一人旅や、ご
夫婦のレンタカー旅だったのが、最近はもっぱ
ら“ちょこっとステイ”を楽しんでいるそうです。
忙しい合間を縫って、まるで温泉にひょいと出
かけるかのようにイタリア・プチステイを軽や
かに挟んでいる様は憧れです。滞在先のヴィラ
で料理を習い、ご近所とピザパーティで盛り上
がったローマ。ドーモ広場に面したアパートで
広場を行き交う人を眺めるだけでわくわくしたフィレンツェ。湖畔のアパートに滞在し、世界遺
産のサクラモンテを巡ったオルタ・サンジュリオ。教会のコンサートやオペラ、島巡りや魚市場、
さらにミラノまで足を延ばしてサッカーを楽しんだベネチア。手つかずの自然に包まれたリ
ゾート地の貸し別荘でゆったり過ごしたサルデニア島。何もせずに海だけを眺めて過ごす、世
界一大好きなポジターノ。温泉のテーマパークがある温泉の島、イスキア島。美しい広場でパリ
オ（競馬）の興奮を楽しんだシエナ。ブドウ狩りを堪能したトスカーナ…と滞在ストーリーは次か
ら次へ。そんな躍動する滞在の具体例を、撮りためたプライベートな映像や写真で、ご紹介い
ただきます。ご本人曰く。「英語は片言。イタリア語はぜんぜん。」それでも、困ったことは、ほとん
どないそうです。宮澤さんは、大学教授の前はNHKのディレクターで、まだ「ロングステイ」とい

う言葉が定着する前に海外ロングステイ番組（教
育テレビの「趣味悠々」）を製作したのですから、時
代の先駆けでした。さらにその番組の講師役が福
永だったというオチもつきます。本講座はさらにイ
タリア生まれの弦楽器、マンドリンの演奏を友人
の松下日奈子さんにお願いしました。お二人のコ
ラボを堪能する素敵な午後となりますよう。

地球にロングステイ

【講師】
松永 智美（まつなが ともみ）
料理研究家、ジュエリーデザイナー。工房「貌 
KATACHI」主宰。1954年、京都市生まれ。嵯峨
美術短期大学卒業。京都育ちならではの繊細
な美意識をベースに、ジュエリーと料理の創作
に取り組む。素食は台北の素食第一人者である
洪銀龍に師事する。唐招提寺での格式ある食事
会や、京都国立博物館での茶席をはじめ、京都
の料理店「丹」や和菓子店「鍵善良房」など老舗
とコラボレートした創意素食会を催す。

清野 由美（きよの ゆみ）
ジャーナリスト。城西国際大学院非常勤講師。
慶應義塾大学院修了。英ケンブリッジ大学客員
研究員。「世界を股にかけた地を這う取材」を
モットーに、都市文化、ライフスタイル、各界先
端人の取材を手がける。主著書に『住む場所を
選べば、生き方が変わる』（講談社）、『観光亡国
論』（アレックス・カーと共著、中公新書ラクレ）
ほか。

コード   19110
日　程   9/21（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥2,500（試食付き）

定　員   40名

松永智美の「創意素食」入門 −美しくダマされる料理

ハレの席からファストフードまで、台湾の日常に幅広く根付いて
いる料理が「素食（スーシー）」。動物性の食材を一切使わない、
精進料理の中華版です。京都在住の料理研究家・ジュエリーデ
ザイナーの松永智美さん
は、台湾との縁をきっか
けに、「素食」の伝統と
ルールを大切にしなが
ら、そこに日本ならでは食
材と、自らの創意を加え
て、斬新な「食のクリエー
ション」を行っています。
仏教にルーツを持つ「素
食」は、「三厭（さんえん＝

鶏、肉、魚）」「五葷（ごくん＝ネギ、ニラ、ニンニク、ラッキョウ、
タマネギ）」を使わない、という基本的なルールがあります。
野菜、キノコ、豆類という健康によい食材を使いながら、魚介
の刺身や「東坡肉」など、いかに本物に似せていくかという知
的な遊び心も満載。当日は、簡単な試食を召し上がっていた
だきながら、「創意素食」の世界をひも解いていきます。

学校法人城西大学化石ギャラリー

ボトリオレピス（いわゆる甲胄魚の仲間）の化石
（化石ギャラリー所蔵）2018年春夏期開催講座の様子

地球・生命史講座 〈化石割り実習付〉−化石を取り出す喜びを体験する−

コード   19108
日　程   5/25（全1回）
時　間   土曜日 11：00～13：00
受講料   ￥2,000（実習費込）

定　員   15名（高校生以上）

コード   19109
日　程   5/25（全1回）
時　間   土曜日 14：30～16：30
受講料   ￥2,000（実習費込）

定　員   15名（高校生以上）

【講師】
宮田 真也（みやた しんや）
学校法人城西大学化石ギャラリー学芸員。
2014年早稲田大学大学院創造理工学研究科
地球・環境資源理工学専攻博士課程修了。博
士（理学）。魚類化石の分類学を専門とする。所
属学会は日本古生物学会（特別会員、友の会
幹事）、日本地質学会、日本魚類学会など。

高橋 謙輔（たかはし けんすけ）
学校法人城西大学化石ギャラリー企画・広報担当。
南カリフォルニア大学人文学部卒業。カリフォルニア州立大学ロサン
ゼルス校芸術専攻科修士課程修了。芸術学修士（MFA)。元カリフォ
ルニア州立大学フラトン校美術学部講師。専門は現代美術・工芸論、
博物館展示・教育論。米国陶芸教育学会、民族芸術学会所属。

―生命の星地球―地球は約46億年の歴史があ
りますが、過去の地球にはどのような生命が育ま
れていたのでしょうか？「化石」は過去の生命(い
のち)のすがたを教えてくれる地球からの宝物で
す。大都会の中心にそびえる紀尾井町キャンパス
内で、化石ギャラリー学芸員による講義と、化石
を取り出す体験をしていただきます。自らの手で
化石を取り出す喜びや楽しさを一緒に体験して
みませんか。
（紀尾井町キャンパス化石ギャラリー展示室解説
10分、トピック解説+実習100分、移動・休憩10分）
※保護ゴーグル・軍手の貸出し有り。汚れてもよい服装、
もしくはエプロン持参でご参加ください。

書を楽しむ（書道講座）
筆で書いた文字には温かみがあります。筆文字を美しく見せ
る方法を学びましょう。また、人には「らしさ」があり、それが
「良さ」になります。それは書く文字にも表れます。丁寧な指導
に定評のある講師のもと、皆さんの持っている「らしさ」を表
現してみませんか？
◎書道道具のお預かりを承りますので、手ぶらで通学ができます。
◎お一人様１回に限り無料でご体験いただけます（道具貸し出し有）。
※8月は開催いたしません

コード   19114
時　間   毎月第二月曜日 10:30～12:00
受講料   ￥3,000／月

講　師   三澤 拓琇／拓門書道会

定　員   15名

※開始月から2020年3月までの月数分
　（8月を除く）を一括払い

日本の心を詠む（俳句講座）

コード   19113
時　間   毎月第三木曜日 13:00～16:00

受講料   ￥3,000／月

講　師   松岡 隆子／「栞」代表

定　員   15名

※開始月から2020年3月までの月数分（8月を除く）を一括払い

初心者から経験者までレベルは問いませ
ん。必要な基礎知識を分りやすく解説し、実
作も丁寧に指導します。ときには吟行会も行
い感性を磨きます。四季と自然を十七音字
に託す、日本の素晴らしい伝統文芸の魅力
を一緒に学びましょう。
◎お一人様１回に限り無料でご体験いただけます。
※8月は開催いたしません

趣  味

芸  能

教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜

【参考】平成30年9月文楽公演『良弁杉由来』

フェリ、ボッレ＆フレンズ

アレッサンドラ・フェリ、ロ
ベルト・ボッレというイタ
リアが生んだ偉大なス
ターダンサーを中心とし
たスペシャルな舞台を上
演いたします。ハンブル
ク・バレエ団のプリンシパ
ルをはじめ、豪華メンバー
も出演予定です。どうぞお
楽しみに！

コード   19116
日　程   8/3（全1回）
時　間   土曜日 13:00～15:30（予定）
料　金   S席 ￥16,700 

定　員   10名
会　場   文京シビックホール（後楽園）

英国ロイヤル・バレエ団 

「ドン・キホーテ」 全3幕
英国最大の規模と名声を誇る英国ロイヤル・バレエ団が3年ぶ
りに来日します！〝ロイヤル・スタイル″と呼ばれる気品ある様
式、演劇的なレパートリーなど独自の伝統と魅力を慕って世界
各地から優秀なダンサーが集まり、現在日本人プリンシパルも
2名活躍しています。今回上演される「ドン・キホーテ」は、ロイヤ

ル・スタイルを極めたカルロス・アコスタによる演出と振付、ミュージカルのスタッフを起
用した舞台美術を取り入れ、生き生きとした〝リアルな人間らしさ″にこだわり、現代人
が共感できる物語として生まれ変わりました。超絶技巧が盛
り込まれたエキサイティングな踊りと英国が誇る舞台芸術の
魅力をたっぷりとお楽しみください。

バレエ鑑賞（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

高田 茜

コード   19115
日　程   6/25（全1回）
時　間   火曜日 18:30～21:30（予定）
料　金   S席 ￥23,000　C席 ￥14,000

定　員   各10名
会　場   東京文化会館（上野）

©Bill Cooper/ROH

教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜

尾上松緑

【参考】平成30年9月文楽公演『増補忠臣蔵』

©Andrej Uspenski

©Johan Persson/ROH

※公演内容の詳細は当事務局へ
　お問合せください。

この夏、あなたはレジェンドを目撃する。

http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜教  養



コード   19105
日　程   8/31（全1回）
時　間   土曜日 14：00～15：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名団塊の世代が75歳となる「2025年問題」が現下の大きな課題ですが、次に来る課題は第
2次ベビーブーム世代が65歳となる「2040年問題」です。社会保障・人口問題研究所の平成
29年推計によれば、わが国の65歳以上人口は、2015年の3,387万人から第二次ベビーブーム
世代が老年人口となる2042年まで増加を続け、3,935万人でピークを迎え、その後は減少を
続け、2065年には3,381万人になると予測されています。一方、15～64歳人口は、2015年の
7,728万人から減少の一途をたどり、2040年には6,000万人を割り、2065年には4,529万人
となると予測されています（出生中位推計）。15～64歳人口は出生率の動向によって変わりえ
ますが、65歳以上の人口予測は、死亡率の大幅な変動がない限り、ほぼ予測値通りに推移す
るでしょう。このような社会が到来する2040年に向け、わたしたちはどのように対応してい
けばよいのでしょうか。本講座では、2040年問題とは何かを説明しつつ、その対応としての健
康なまちづくり、皆が生き生きと暮らせるまちづくりをどのように進めるかについて、皆さんと
考えたいと思います。

いかにして2040年問題を乗り越えるか 
−2040年問題と生き生きと暮らせるまちづくり−

【講師】
福島 靖正（ふくしま やすまさ）
国立保健医療科学院長。1959年熊本県生ま
れ。1984年熊本大学医学部を卒業し、同年国
立公衆衛生院に研究員として採用、公衆衛生
（特に人口学）の研究に従事。1987年旧厚生
省に移り、公衆衛生行政に従事。厚生労働省
大臣官房審議官（医政局担当）、健康局長など
を経て2018年から現職。他省庁（法務省、農
水省、内閣府）、地方自治体（埼玉県、和歌山
県、熊本市）での勤務も経験。医師、医学博士。

死ぬまで働く時代を考える 〜マルチに生きる〜

コード   19104
日　程   7/20（全1回）
時　間   土曜日 14：00～15：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名

【講師】
上妻 博明（こうづま ひろあき）
ハリウッド大学院大学特任教授。専門分野は
行政法、行政学、地域デザイン、ビジネス法
務。明治大学法学部法律学科卒業後、衆議院
法制局に入局。被災者生活再建支援法、過疎
地域自立促進特別措置法、オレオレ詐欺対
策法、PFI法など多数の議員立法の立案に携
わる。衆議院常任委員会専門員（衆議院調査
局内閣調査室長）を経て退任し、2018年より
現職。著書に『災害対策基本法の解説』『マン
ション管理適正化法の解説』など。

ベストセラー「ライフ・シフト」の共著者リンダ・グラットン英国ロンドンビジネススクール教授
は、政府の「人生100年時代構想会議（2031）」で、「一つ確かなことは、100歳まで生きるとす
るならば、70歳あるいは80歳まで働くことになる、ということです。そうしなければ、非生産的
な生活を余りに長く過ごすことになります」と発言している。他方、ベビーブーム世代が引退し、
高齢期の年金、保険制度を維持し、貧
困をどのように防止するかは、我が国
を含め世界においても大きな政治課
題となっている。このような時代を踏
まえ、青年期、壮年期、老年期という3
ステージを直線的に捉えて来た従来
の考え方に大きな変化が生じ始めて
いる。本講座では、このような時代の
流れを、政治、法律、経済等の視点から
新たに捉えなおし、人生100年時代を
各人がどのように生きることが重要か
ということについて考える。

2050年（30年後）の人口ピラミッド（予想）

 鎌倉資本主義
（2018 プレジデント社）

カマコン定例会

コード   19103
日　程   8/24（全1回）
時　間   土曜日 14：00～15：30
受講料   ￥1,000

定　員   120名「日本的面白コンテンツ」の開発をメインに「面白法人」を名乗る株式会社カヤックの代表取締
役CEO柳澤大輔さん（45）。資本主義を肯定しながらその先にある、よりよい連携の形を模索
して、コンテンツ制作から、まちの社員食堂、まちの保育園、鎌倉自宅葬儀社まで、人が生きる全
般を地域とともに仕事にしている。6年前にカヤックをはじめ鎌倉に拠点を置くベンチャー企業
の経営者が、鎌倉をもっと元気にすることを目的に地域団体「カマコン」を立ち上げた。現在参
加者は約150人。月一回の定例会で、プロジェクトの提案と実現を話し合っている。カマコンを
通じて、自分の住んでいる町の課題を「ジブン
ゴト（自分ごと）化」することこそが活動のコア
ポイント。今回は、鎌倉発の試みを通じて、地域
で仕事をする人、暮らす人が「地域を愛する気
持ち」と「面白いこと」を媒介に、幸せ度が上が
る助け合い、補い合う仕組みを柳澤さんにお話
しいただく。
【面白法人カヤック】
日本的面白コンテンツ事業。鎌倉に本社を置き、「ぼくらの甲子園！ポケット」シリーズなどの自
社ゲームアプリ、ゲームコミュニティアプリ「Lobi」のほか、受託案件では各種キャンペーンアプ
リ、Webサイトやデバイスなどオリジナリティあるコンテンツを数多く発信する。

面白法人カヤックが「鎌倉資本主義」を通じて目指すもの

【講師】
柳澤 大輔（やなさわ だいすけ）
面白法人カヤック代表取締役CEO
1998年、面白法人カヤック設立。鎌倉に本社
を置き、ゲームアプリ、各種キャンペーンアプ
リやWebサイトなどのコンテンツを発信。

人生100年時代【社会貢献活動編】

人生100年時代【学び編】

人生100年時代【学び編】

「少しでも社会貢献できれば…」「ボランティアに参加してみたい…」「仲間と何か活動を始めたい…」そん
な方へのヒントになればと63歳でNPOを立ち上げた経験を踏まえてお話します。社会貢献って世の為人
の為？との問いかけからはじまり、ちょっと立ち止まって自分の中でのボランティア活動の位置づけを考え
ていただきます。何のためにどのくらい、どこで、どういう人たちと一緒に活動したいか等がイメージでき
れば、ご自分に合った活動とのマッチングや自分流に参加できる活動を探すのは容易です。そして、ボラン
ティア活動で大切なことを経験に基づきお話したいと思います。「ボランティアをきっかけに新たな人生

に」「SLOWを
大事にすると今
まで見えなかっ
たものが見え
てくる」「モノを運ぶ運河の水も一滴の雫から」「1時間は誰にとって
も平等」「いい汗かいて作業を楽しめば」「人と人のつながりや支援
の輪の拡がり」等々。お会いするのを楽しみにしています。

【NPO法人プラネットカナール】
一人暮らし用の家電家具を、必要でなくなった人から、必要とし
ている児童養護施設を巣立つ若者に届ける巣立ち応援活動を展
開、15施設を応援中。トラックや保管場所、システム・配送サービ
スなどを無償で提供いただき、お金がなくてもはじめられる活動
のロールモデルとして全国展開を検討中。ボランティアは87歳
の2名を含め、高校生・大学生・中高年。施設を巣立つ若者が微笑
みに変わる瞬間Moment of Smile™をイメージしながら活動し
ている。

これまでのライフプランが通用しなくなる人生100年時代。そんな人生100年時代を生き抜くにあたって、
私たちは、いかにして近未来を予測し、対応を考える必要があるのでしょうか。
今回は、いくつになっても学び直しができ、新しいことにチャレンジできる社会について示唆をいただきたく、
これらの素晴らしい講師のみなさんにおいでいただきました。

人生

自分に合った活動・自分流のボランティア参加
コード   19101
日　程   6/8（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名

【講師】
鈴木 邦明（すずき くにあき）
NPO法人プラネットカナール理事長
1975年IBM入社、コンサル事業立
上げに携わる。ジブラルタ生命執
行役員CIO、Abeam Consulting
執行役員を経て2015年NPO法人
プラネットカナール設立。

人生100年時代【社会貢献活動編】

100年時代

災害は生命・財産に大きな被害をもたらす。災害の起こる頻度は人為的現象によるもの以外は自然
現象のため変えることはできないが、発生する被害の大きさは平常時からの備えで変えられる。特
に人的被害の最小化には災害時の医療活動や人命救助活動の向上・強化が望まれ、被災地内外で
の医療活動に携わる医療従事者や地域住民および団体の効果的で迅速かつ継続的な協力関係が
必要となる。これを可能にするためには災害の専門家だけではなく、一般の多くの医療従事者や地
域住民や各種団体に対して災害時の人命救助活動の基礎教育・訓練およびその活動の組織化プロ

グラムを作成・
構築すること
が基本となる。
本NPOはライ
センス取得や
理念にとらわれず敷居を下げたあくまで自己啓発のための「手
ぶらで参加し何かを学んで帰る」を基本理念とし、可能な限り
実践的かつ理解しやすい教育・実習を行っている。

【NPO法人救急災害研修機構】
本NPO法人は災害時における医療活動を実施する医療従事者、
および災害時における人命救助やその支援活動を実施する市
民・団体に対して、災害時対応の基本教育活動や組織構築活動を
指導することで災害時の人的被害の最小化を図ることを目的と
する。また、専門的研究活動が不可欠であることから研究活動も
実施する。

災害の被害者は災害の専門家だけでは救えない
コード   19102
日　程   7/6（全1回）
時　間   土曜日 11：00～12：30
受講料   ￥1,000

定　員   60名

【講師】
佐々木 勝（ささき まさる）
NPO法人救急災害研修機構理事長
1977年東京医科大学卒。2004年
東京DMAT（Disaster Medical 
Assistance Team）設立。2012年
都立広尾病院長。2016年4月内閣
官房参与を拝命し災害医療、自衛隊
医療の拡充に努める。

人生100年時代【社会貢献活動編】

全体講義

搬送

トリアージ実践訓練

野外実地訓練

配送準備ボランティア

Moment of Smile

目録贈呈

贈呈式記念撮影

2 0 1 9  S P R I N G  S U M M E R
城西エクステンション・プログラムの受講生の方々は
キャンパス内の施設をご利用いただけます。

東京紀尾井町キャンパス1号棟

●図書館（2F）※図書閲覧のみ

●カフェテリア（B1F）※月～金営業

3号棟

●カフェテリア（1F）※月～土営業

● 東京メトロ有楽町線  麹町駅１番出口より徒歩３分
● 東京メトロ南北線  永田町駅９番出口より徒歩５分

● 東京メトロ半蔵門線  半蔵門駅１番出口より徒歩７分
● 東京メトロ丸ノ内線・銀座線　赤坂見附駅D出口より徒歩８分

● JR 中央線・総武線  四ツ谷駅より徒歩１０分

【受講料・教材費】
受講料・教材費は、消費税を含む金額です。開講後、受講料・教材費の返金は理由に
関わらずできません。
【締切・中止・変更】
講座の募集は、定員に達し次第締切ります。講座開講日の一週間前の時点で、最低
開講人数に満たない場合は、やむを得ず開講を中止させていただくことがありま
す。申込者にはその旨を郵送、電話もしくはE-mail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時・教室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

〒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

TEL.03-6238-1400  FAX.03-6238-1399
https://www.facebook.com/josaikioichoextension

アクセス・インフォメーション

申し込みにあたっての注意点

講座申し込みから受講までの流れ

講座申し込み

開講日・開講教室のご案内

開講日手続き

受付時間／9：00～17：00
（土曜・日曜・祝日を除く※講座開講日は
 受け付けます。）

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

開講日1週間前になりましたら、事務局より日時・開講教室等を記載した「受講に関するご案内」をお送りします。

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

1

2
3

び図書館利用時に必要となります。来校の際は携帯してください。
【受講に際して】
講義開始5分前までに教室に入室してください。講義に支障をきたす行為があった
場合は、受講をお断りすることがあります。教室内での飲食は、講座内容に関するこ
と以外はできません。盗難やその他の事故等については、大学では責任を負いか
ねます。キャンパスまでの通学は、公共機関をご利用ください。講座の録音・ビデオ
等での撮影は、原則としてできません。文章・写真・映像・音楽を含む講座内容全て
は、本学もしくは本学にその利用を認めた権利者に帰属します。講座内容を本学ま
たは本学にその利用を認めた権利者の承諾を得ずに転載、使用、複製、配布、改変
などすることはできません。教室内では、携帯電話や音の出る電子機器等の電源は
予めお切りください。
【受講修了証書】
修了証書発行対象講座の出席率80％以上の受講生に発行いたします。
【千代田区講座講習会バウチャー制度】
城西エクステンション・プログラムは千代田区講座講習会バウチャー制度に参加し
ています。詳細は、千代田区立九段生涯学習館（TEL03-3234-2841）にお問い合
わせください。

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。

至四ツ谷駅

三菱UFJ銀行

交番

麹町
クリスタル
シティ

ホテル
ルポール麹町

文藝春秋ビル

ファミリーマート

千代田放送会館

都市センター
ホテル

紀尾井町

永田町駅

半
蔵
門
駅

麹
町
駅

１番出口

東京紀尾井町

９ａ出口

４番出口

平河
天満宮

２号棟

４号棟

砂防会館

麹町中学校

海運ビル

９ｂ出口

タリーズ

松屋

ファミリーマート ローソン

オリジン
弁当

１番出口

３号棟

５号棟キャンパス１号棟

◆ 東京紀尾井町キャンパスご案内

E-mail kioiclub@jiu.ac.jp
URL http://www.josai.jp/lifelong/ex/

生涯教育講座案内

いつからでも、

いつでも、

誰でも学べる

城西エクステンション・プログラム

教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜ 教  養 http://www.josai.jp/lifelong/ex/城西エクステンション・プログラム ｜

出典：「日本の将来推計人口（平成29年度推計）」
        （国立社会保障・人口問題研究所）（http://www.ipss.go.jp/）
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