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連携講座　③－1【聖路加国際大学】

◆健康に過ごすためのこころとからだの使い方
　　　　　皆さんのこころとからだは健やかですか。
　この講座では、健康に過ごすためのこころの在り方、からだの使い
方について、さらに健康に過ごすことを皆で考えていきます。
　第3回、第4回ではヨーガの動きを取り入れた演習を通して、からだ
を気持ちよく動かします。難しい動きはなく、初心者でも大丈夫です。
　心身を健康に保つヒントを一緒に見つけていきましょう。

※第3回、第4回は動きやすい服装でお越しください。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/16（水） 健やかに過ごすためのこころのもち方 保坂　隆

第2回 5/23（水） 健康的な生活習慣とこころの健康 包國　幸代

第3回 6/ 6（水） ヨーガでこころもからだも気持ちよく① 花村　睦

第4回 6/13（水） ヨーガでこころもからだも気持ちよく② 花村　睦

第5回 6/27（水） みんなで健康に過ごすために必要なこと 島内　憲夫
大久保　菜穂子

講　師　紹　介

　保坂サイコオンコロジー・クリニック院長、聖路加国際
病院診療教育アドバイザー。1977年慶応義塾大学医学
部卒業。1990〜92年に米国UCLA精神科留学、2003
年より東海大学医学部精神科教授を経て、2010年より
聖路加国際病院精神腫瘍科部長、2013年より同リエゾ
ンセンター長兼務。2017年7月退職、8月より保坂サイ
コオンコロジー・クリニック院長に就任。『50歳からは
孤独力』など著書多数。

保坂　隆（ほさか　たかし）

　ハタヨーガ・ティーチャー。立教大学・日本女子大学
卒業。米国・インドでヨーガを学び、「聞き合うコト・つ
なぐコト」をテーマに、ヨーガやコミュニケーションの
講座を開催。誰にでも分かりやすい方法で、ハタヨーガ
ストレッチと瞑想を行う。

花村　睦（はなむら　むつみ）

　聖路加国際病院副看護部長兼予防医療センター	ナース
マネジャー。聖路加看護大学（現・聖路加国際大学）修
士課程地域看護学修了。10年以上にわたり、人間ドック
の受診者に生活習慣病のアドバイスなどを行う。

包國　幸代（かねくに　さちよ）

　順天堂大学・大学院准教授。博士（スポーツ健康科学）。
聖路加国際大学教員として大学院教育に携わり、慶応義
塾大学・武蔵野大学での非常勤講師を経て現職。順天堂
大学スポーツ健康科学部で健康教育学・生涯健康論の授
業を担当。日本ヘルスプロモーション学会理事。

大久保　菜穂子（おおくぼ　なおこ）

　順天堂大学国際教養学部副学部長、特任教授。医学博
士。順天堂大学・同大学大学院修了。専門はヘルスプロ
モーション。日本各地で行政の保健医療職・住民と共に
「健康なまちづくり」を行っている。「夢はあなたの明日
を創る！」が信条。日本ヘルスプロモーション学会会長。
WHO日本HPH（Health	Promoting	Hospital）ネッ
トワークCEO（代表）。

島内　憲夫（しまのうち　のりお）

聖路加国際大学
2号館

　　メトロ日比谷線

　　メトロ有楽町線

新富町駅

築地駅

3出口

6出口
4出口

明石小学校

リハポート明石等複合施設

聖路加国際大学 聖路加国際病院

3出口

6出口
4出口

コミュニティバス
「聖路加
　国際病院」

コミュニティバス
「あかつき公園」

中央区保健所等複合施設

中央区保健所等複合施設あかつき公園あかつき公園

リハポート明石等複合施設

会　場　図

中央区築地３－８－５
☎6226－6388

定員28名

講座番号　③－1
時　間：午後6時〜7時30分
場　所：聖路加国際大学2号館
回　数：5回
受講料：1,500円
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連携講座　③－2【三井記念美術館】

◆展覧会を観る
講座番号　③－2
時　間：午後2時〜4時
場　所：三井記念美術館
回　数：2回
受講料：600円
入館料：1,400円（2回分）

　　　　　三井記念美術館が開催する平成30年度前半の展覧会にあ
わせ、企画担当者がそれぞれの専門の立場から講義を行います。
　2時間のうち1時間が講義、あとの1時間が展覧会の自由見学です。

※初めて受講される方が優先されます。
※�当日欠席者には、翌日以降の平日午前9時〜午後5時に、区役所6
階文化・生涯学習課生涯学習係で入場券をお渡しします。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/15（火） 大名茶人・松平不昧�―お殿さまの審美眼― 赤沼　多佳

第2回 7/24（火） 金剛宗家の能面と能装束 清水　実

　三井記念美術館学芸部長。國學院大學史学科卒業。専

門は宗教美術史・文化史、茶道美術。

清水　実（しみず　みのる）

　三井記念美術館参事。東京国立博物館調査員、裏千家茶

道資料館学芸部長を経て、2005年から現職。専門は東

洋陶磁・茶道美術。

赤沼　多佳（あかぬま　たか）
首都高速道路

首
都
高
速
道
路

会　場　図

中央区日本橋室町2－1－1�三井本館7階
☎5777－8600

定員40名

没後200年�特別展
大名茶人・松平不昧�─お殿さまの審美眼─
　2018年4月21日（土）〜6月17日（日）
　今年は大名茶人として名高い松江藩主松平不昧（1751―1818）が没して200年になります。不昧は広い人脈のも
とに優れた書画や名物道具、美しい調度品など、名品を数多く蒐集しましたが、その中には今日、国宝や重要文化財に指
定されているものも多く見られます。本展では不昧が愛蔵した名品の数々、さらに不昧像がうかがわれる自筆の書画や好
んで作らせた器なども紹介いたします。
特別展
金剛宗家の能面と能装束
　2018年6月30日（土）〜9月2日（日）
　京都の金剛流宗家が所蔵される能面と能装束の展覧会です。幽玄の美を象徴する優品の数々は、東京では初公開となり
ます。なかでも豊臣秀吉が愛蔵した小面三面「雪・月・花」のうち「雪」が同家に伝わっており、今回この「雪の小面」と、
当館が所蔵する旧金剛宗家伝来の「花の小面」（重要文化財）が久方ぶりに再会します。

三井記念美術館　展覧会スケジュール

講　師　紹　介
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　　　　　歌舞伎は江戸時代の日本人が創り出したエンターテ
インメントの最高傑作と言えるでしょう。そこには優れた色彩
感覚や音楽、言葉の遊びが溢れ、綿密に練り上げられたストー
リーは自由奔放に展開し、時には奇想天外な楽しさで観客を魅
了します。その主役はなんといっても、舞台で華やかなオーラ
を放つ歌舞伎俳優たち。時代を超えて、脈々と受け継がれてき
た芸は、観客からパワーを得てますます輝き出す……、だから
歌舞伎は面白い！
　今回の講座では、歌舞伎座一等席での観劇（6月公演）を通
して歌舞伎の楽しさを体感していただきます。

※初めて受講される方が優先されます。
※�第1回〜5回のうち1回にゲストをお招きする予定です。ゲストの都合により、講座内容が入れ替わる場
合がありますので、ご了承ください。

連携講座　③－3【松竹株式会社】

◆歌舞伎ものしり講座
主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/24（木） 役柄のいろいろ

金田　栄一

第2回 6/ 7（木）「三大名作」から「三之助」まで、歌舞伎の「三」

第3回 6/21（木） 観劇の手引きと観劇

第4回 7/ 5（木） 歌舞伎音楽と舞踊

第5回 7/19（木） 知っておきたい歌舞伎キーワード

講　師　紹　介

　歌舞伎座舞台㈱顧問。大学在学中は歌舞伎研究会に所属し、1971年立教大学卒業後、松竹株式会社入社。歌舞伎座宣

伝課長、副支配人、支配人、演劇本部ゼネラルマネジャーを経て、2005年5月から㈱伝統文化放送代表取締役社長就任。

2008年から歌舞伎座舞台㈱代表取締役社長、2012年から現職。

金田　栄一（かねだ　えいいち）
都営浅草線
東銀座駅

めトロ日比谷線
都営浅草線
東銀座駅

京橋郵便局

築地社会
教育会館

メトロ日比谷線
都営浅草線
東銀座駅

会場図（第3回講義終了後）

中央区銀座4－12－15
歌舞伎座外観

6/21観劇時を除く

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

定員80名

講座番号　③－3
時　間：午後2時30分〜4時
　※第3回は午後2時30分〜9時頃

場　所：築地社会教育会館ほか
　※第3回は講義後、歌舞伎座

回　数：5回
受講料：2,500円
観劇料：14,000円〜15,000円
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　　　　　「赤ちゃん学」とは、ヒトのはじまりである赤ちゃ
んの発達を運動・認知・感覚・言語および社会性の発達とその
障害のメカニズム、さらにはヒトの心の発達までを科学的に解
明しようとする新しい学問分野です。
　同志社大学では、発達という連続する変化を総合的に、そし
て多面的な視点から捉えるため、異分野研究を連携・融合させ、
研究成果を赤ちゃんの育つ現場や、「人」の成り立ちを知ろう
とする方々に還元することも目的として研究を進めています。
　学問としてヒトの発達に興味のある方はもちろん、プレママ、プレパパ、保育や育児に関わる方、すべて
の人に向けて「ヒトの発達」の基礎に関する新しい知見を学びます。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/12（土）
「赤ちゃん学」に学ぶ「睡眠」と生活リズム
〜“睡眠”の役割を正しく理解し、よい眠りについて考え
ましょう〜

小西　行郎

第2回 5/19（土）
「赤ちゃん学」に学ぶ「あそび」の大切さ
〜赤ちゃんは好奇心のかたまり。自分で動いて世界を探り、
少しずついろんな感覚を育てています〜

講　師　紹　介

　同志社大学赤ちゃん学研究センターセンター長、教授。日本赤ちゃん学会理事長、小児科医。2001年に赤ちゃんをま
るごと考える"日本赤ちゃん学会"を創設。子どもたちの行動を丁寧に観察し、発達との関係性を読み解きながら理解し、
そこから学ぼうと主張する。著書に『赤ちゃん学を学ぶ人のために（編・共著）』（世界思想社）、『赤ちゃんと脳科学』（集
英社）『赤ちゃんのしぐさBOOK』（海竜社）、『今なぜ行動発達学なのか	―胎児期からの行動メカニズム』（診断と治療社）、
『発達障害の子どもを理解する』（集英社）『はじまりは赤ちゃんから』（赤ちゃんとママ社）ほか。

小西　行郎（こにし　ゆくお）

八重洲南口

6出口 同志社大学
東京サテライト・キャンパス
京橋イーストビル3階
（1階はみずほ銀行）

八重洲中央口

JR東京駅

八重洲ブックセンター
みずほ証券

屋
疋
千

ヤンマー

ブリヂストン
美術館

中央通り

外堀通り
JR高速バス乗り場

り
通
洲
重
八

京橋駅 東京メトロ銀座線

7出口
京橋エドグラン

会場図

中央区京橋2－7－19
京橋イーストビル3階

講座番号　③－4
時　間：午後1時30分〜3時
場　所：同志社大学
　　　　東京サテライト・キャンパス
回　数：2回
受講料：1,000円

連携講座　③－4【同志社大学】

◆科学でひもとく人のはじまり
　～「赤ちゃん学」から学ぶ“睡眠”と“あそび”～

定員100名
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　　　　　2018年は日本スペイン外交関係樹立150周年の
記念すべき年。2018年のMMM美術講座は、「ベラスケスと
絵画の栄光」展、カタルーニャの独立などで世界的にもその動
向が注目されているスペインの美術と文化を取り上げます。
　講師は今回初の登壇となる大髙保二郎先生。近年これまで日
本国内で開催されてきたスペイン関連の展覧会はほとんど大髙
先生が監修に関わっていらっしゃると言っても過言ではないほ
ど、スペイン美術に精通されています。
　マドリードのプラド美術館から始まり、4回のシリーズでスペインをおおよそ一周する構成になっています。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/16（水） スペイン美術の至宝を訪ねて〜プラド美術館〜

大髙　保二郎
第2回 5/30（水） イスラム文化がスペイン美術にもたらしたもの

第3回 6/13（水） サンティアゴ・デ・コンポステーラ：カトリック巡礼と美術

第4回 6/27（水） カタルーニャの歴史、文化と芸術の興亡

講　師　紹　介

　美術史学者、早稲田大学名誉教授。専攻はスペイン美術史。1973〜76年、スペイン・マドリード大学へ留学。跡見
学園女子大学教授、上智大学教授、早稲田大学文学学術院教授を歴任。主な著作に『ベラスケス』（中央公論社）、『スペ
イン	美の貌』（ありな書房）、『ゴヤ「戦争と平和」』（新潮社）、『肖像画―姿とこころ』（集英社）、『もっと知りたいベラ
スケス』（東京美術）、共訳編『ゴヤの手紙』（岩波書店）など。

大髙　保二郎（おおたか　やすじろう）

講座番号　③－5
時　間：午前10時30分〜正午
場　所：DNP銀座ビル
回　数：4回
受講料：2,000円

連携講座　③－5【メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド】

◆絵画の楽しみ
　～風土と歴史で読み解くスペイン美術～

定員70名

会場図

中央区銀座7－7－2

ディエゴ・ベラスケス《王太子バルタサール・カルロス騎馬像》
1635年頃　マドリード、プラド美術館蔵
©�Museo�Nacional�del�Prado
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　　　　　1927年に東京高等工商学校として創立し、90年
にわたり社会に貢献する技術者を輩出している芝浦工業大学と
の連携講座です。
　中央区との連携講座は7年目を迎え、昨年に引き続き芝浦工
業大学の特徴ある最先端の研究成果をお伝えしていきます。私
たちの生活のすぐ近くにある生命科学・建築・工学・通信技術
の現在とほんの少し先の未来を学びましょう。

連携講座　③－6【芝浦工業大学】

◆最先端の工学に触れてみよう！
主　題

定員40名

講座番号　③－6
時　間：午後6時30分〜8時
場　所：築地社会教育会館
回　数：4回
受講料：1,200円

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/24（木） 脳の老化ってどんなこと？　〜からだのサビが認知症を引き起こす！〜 福井　浩二

第2回 5/31（木） 出雲大社の建築　〜本殿の推定復元について〜 藤澤　彰

第3回 6/ 7（木） 高齢者転倒骨折の力学　〜転倒シミュレーターと転倒予防グッズ〜 山本　創太

第4回 6/14（木） IoTの理解とその活用法　〜"モノ"がインターネットにつながる新しい世界〜 上岡　英史

講　師　紹　介

　芝浦工業大学システム理工学部生命科学科教授。芝浦工
業大学大学院博士課程修了、和歌山県立医科大学医学博
士研究員、北海道大学理学部助教、東京都老人総合研究
所協力研究員、National	Institutes	of	Health	Special	
Volunteer を 経て現職。Society	for	Neuroscience,	
Society	 for	Free	Radical	Research	 International,	
日本ビタミン学会、日本基礎老化学会、などに所属。老
化のメカニズム（とくに脳老化）の解明に取り組んでいる。

福井　浩二（ふくい　こうじ）

　芝浦工業大学建築学部建築学科教授。京都大学工学部
建築学科卒業、同大学院博士課程修了、京都大学工学博士。
京都大学助手を経て、2000年4月芝浦工業大学工学部
建築学科助教授、2002年4月同教授、2017年4月同
建築学部教授、現在に至る。日本建築学会、建築史学会、
社叢学会、都市史学会などに所属。出雲大社境内遺跡発
掘調査委員会の一員。歴史的建造物の保存と活用、寺社
建築に関する研究などを行っている。

藤澤　彰（ふじさわ　あきら）

　芝浦工業大学工学部機械機能工学科教授。博士（工学）。
1996年大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期課程修
了。2009年芝浦工業大学に着任。2016年より現職。「み
んなが自分の寿命を元気に全うすること」をサポートす
るため、ケガの防止や運動の補助をするプロテクタや安
全装置、病気の予測を行うシミュレーション技術の開発
を行っている。日本機械学会、自動車技術会、日本転倒
予防学会所属。

山本　創太（やまもと　そうた）

　芝浦工業大学工学部情報通信工学科教授。青山学院大
学大学院理工学研究科物理学専攻博士後期課程修了。博
士（理学）。シャープ（株）通信技術研究所、文部省宇宙
科学研究所（日本学術振興会特別研究員）、文部省学術情
報センター、国立情報学研究所などの職を経て、2007
年芝浦工業大学に着任、現在に至る。IEEE、電子情報通
信学会、情報処理学会、日本物理学会、日本人間工学会、
日本工学教育協会所属。

上岡　英史（かみおか　えいじ）
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連携講座　③－7【時事通信社】

◆海外事情 米朝戦争はあるか？緊迫する半島情勢
　　　　　日本の安全保障に最も脅威で、先行きが不透明な北朝鮮情
勢。2018年の最大の焦点は、北朝鮮の核・ミサイル開発を阻止する
ため、いよいよトランプ米政権が軍事力行使に踏み切るかどうか。ワ
シントンと北京から帰任した時事通信の記者が、トランプ大統領や北
朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の人物像なども踏まえて、現状分析を
お伝えします。

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 6/ 7（木）「予測不能」を演じるトランプ
水本　達也

第2回 6/14（木） 米朝開戦なら数百万人が犠牲に

第3回 6/21（木） 金正恩体制は何故崩壊しないか
荒木　俊光

第4回 6/28（木） 東アジアの中の北朝鮮

主　題

講　師　紹　介

　時事通信外信部編集委員。横浜市出身。1993年入社。
社会部、盛岡支局、外信部、ジャカルタ特派員（2001
〜05年）。政治部記者（外務省担当）を経てワシントン
特派員（2012〜17年）。Forbes	JAPAN（フォーブ
スジャパン）のオフィシャルコラムニスト。著書に『イ
ンドネシア』（中公新書）など。

　時事通信外信部記者。1996年入社。社会部、横浜総局、
外信部勤務を経て、ソウル特派員（2005〜09年）。北
京特派員（2012〜17年）時代に6回にわたり北朝鮮
を訪問。

水本　達也（みずもと　たつや） 荒木　俊光（あらき　としみつ）

講座番号　③－7
時　間：午後7時〜8時30分
場　所：築地社会教育会館
回　数：4回
受講料：1,200円

定員40名

2016年５月、北朝鮮・平壌でのパレード（撮影：荒木俊光記者）
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連携講座　③－8【清水建設株式会社】

◆建築に見るものづくりの歴史～建築の歴史探訪～

　　　　　文化元年（1804年）創業の清水建設株式会社は、
明治期から全国各地でさまざまな建築・土木工事に携わってき
ました。中央区内においても、歌舞伎座、三井本館、日本銀行、
服部時計店（和光）など名だたる建物が数多くあります。
　この講座では、伝統建築から近代建築までの歴史を、技術の
変遷などを交えてたどるほか、建築資料から建築の歴史を読み
解くことで、建築の新たな魅力をお伝えします。また、2017
年に国の重要文化財に指定された「旧久邇宮邸（聖心女子大学）」
の耐震改修工事を取り上げ、歴史的建造物を未来につなぐ工事
について紹介します。

講座番号　③－8
時　間：午後6時30分〜8時
場　所：清水建設㈱本社
　　　　2階　シミズホール
回　数：3回
受講料：1,500円

主　題

講　師　紹　介

　清水建設㈱技術研究所研究員。名古屋大学大学院修了。
博士（工学）。専門は歴史的建造物（明治以降の煉瓦造、
鉄筋コンクリート造建物）の保存修理。

　清水建設㈱東京支店社寺建築・住宅部工事主任｡ 清水
建設と関わりの深い渋沢栄一ゆかりの建物（晩香廬･青淵
文庫）の修理工事をはじめ､ 東京駅丸の内駅舎保存復原
工事､ 正倉院正倉整備工事､ 旧久邇宮邸（聖心女子大学）
耐震改修工事などの歴史的建造物の保存修理工事に従事｡

林　章二（はやし　しょうじ） 藤沢　雅人（ふじさわ　まさと）

　清水建設㈱技術研究所研究員。京都工芸繊維大学大学
院修了。博士（学術）。専門は近代建築史の研究と歴史的
建造物の保存・活用。

平井　直樹（ひらい　なおき）

定員60名

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 7/ 5（木） 技術から見る建築　過去から未来へ　〜現在の建築に至る建築技術の変遷〜 林　章二

第2回 7/12（木） 次世代につなぐ歴史的建造物の耐震改修工事　〜旧久邇宮邸（聖心女子大学）〜 藤沢　雅人

第3回 7/19（木） 戦後モダニズム建築の設計と施工 平井　直樹

旧久邇宮邸（聖心女子大学）

会場図

中央区京橋2－16－1
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　　　　　世界遺産は、時の権力者がその力と富を奮って築き上
げた豪華絢爛なものから、普通の人々が永々と営んできた暮らし
の英知や想い入れが紡ぎ出してきたものまで、実に幅広い。それ
らをつぶさに見ていくと、正史には表れない意外な事実や、思い
がけない魅力が発見できます。NHKが蓄積してきた765カ所
にわたる世界遺産映像の一部を駆使しながら、人類の豊かな歩み
を語っていきます。

講座番号　③－9
時　間：午後1時〜2時30分
場　所：早稲田大学
　　　　エクステンションセンター八丁堀校
回　数：5回
受講料：3,500円

主　題

メトロ東西線

メ
ト
ロ
日
比
谷
線

メ
ト
ロ
日
比
谷
線

早稲田大学エクステンションセンター
八丁堀校（京華スクエア内）

会　場　図

中央区八丁堀3－17－9�京華スクエア3階
☎5117－2073

連携講座　③－9【早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校】

◆世界遺産が語ること
定員30名

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/14（月） 世界遺産のはじまり

須磨　章

第2回 5/21（月） 文字なき世界の記憶

第3回 5/28（月） 形なきものたちの美

第4回 6/ 4（月） 外国人のニッポン発見

第5回 6/11（月） 名もなき人々の旅路

講　師　紹　介

　元NHK世界遺産プロデューサー。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。1971年にNHKに入局。一貫してドキュメンタリー
番組の企画と制作に携わり、ギャラクシー賞などを受賞。2004年からは“世界遺産プロジェクト”を立ち上げ、12年間にわたっ
て関連番組を制作してきた。現在は成城大学などで、番組制作実習やジャーナリズム論を指導し、NHK文化センターなどで
は“世界遺産講座”を展開している。主な著書に『世界遺産　知られざる物語』（角川新書）などがある。

須磨　章（すま　あきら）
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連携講座　③－10【早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校】

連携講座　③－11【早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校】

◆近代日本のアジア認識

◆地図で読む鉄道

講座番号　③－10

講座番号　③－11

時　間：午前10時30分〜正午
場　所：早稲田大学
　　　　エクステンションセンター八丁堀校
回　数：5回
受講料：3,500円

時　間：午後3時〜4時30分
場　所：早稲田大学
　　　　エクステンションセンター八丁堀校
回　数：5回
受講料：3,500円

　　　　　近代国家としての日本の発展には、アジアという地
域が大きく関わっていました。明治・大正期の日本人はアジア
をどのように認識していたのでしょうか。福沢諭吉、中江兆民、
内村鑑三、吉野作造、石橋湛山といった代表的な思想家・知識
人の著作を手がかりに分析していきます。史料引用を中心に作
成したプリントに沿って話を進めて行きます。今後、アジア諸
国との間により良い関係を構築する上でも必要なことだと思い
ます。

　　　　　明治5年の新橋〜横浜で誕生した日本の鉄道。陸上初
の近代的交通機関として華々しく登場した鉄道は、その後全国に
路線網を広げ、各地の産物を港や工場へ運び、また通勤通学者や
観光客を迅速・快適に目的地へ送り届けることに今日まで尽力し
てきました。
　人間の生活に密接な存在である鉄道は、その長い歴史の中で時
には兵士や弾薬を、震災復興には膨大な砂利や木材を、そして平
和な時には車窓を楽しむ愛好家に絶景を届けてきました。鉄道
が記された地図を観察することにより、そんな鉄道の姿を浮か
び上がらせてみましょう。

主　題

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容

第1回 5/17（木） 福沢諭吉

第2回 5/24（木） 中江兆民

第3回 5/31（木） 内村鑑三

第4回 6/ 7（木） 吉野作造

第5回 6/14（木） 石橋湛山

回�数 日　程 講　義　内　容

第1回 5/17（木） 線形の謎〜なぜその線路はそこを通っているのか

第2回 5/24（木） 首都圏の鉄道発達史〜明治5年から現在まで

第3回 5/31（木） 戦争と鉄道〜非常時の輸送体制が作った線路

第4回 6/ 7（木） 駅と駅名を考える〜駅の位置と駅名の由来

第5回 6/14（木） 列車が峠を越える〜急勾配に挑む鉄道と山越えの手法

講　師　紹　介

講　師　紹　介

　聖学院大学人文学部日本文化学科准教授。
1967年群馬県生まれ。同志社大学文学部卒業。
早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取
得退学。博士（文学）。専門は、日本近現代思想史。
著書に、『河合栄治郎』（中公新書）、『教養の思想』
（共著、社会思想社）、『イギリス理想主義の展開と
河合栄治郎』（共著、世界思想社）などがある。

　（一財）日本地図センター客員研究員、深
田研ジオ鉄普及委員会委員。1959年神奈川
県生まれ。明治大学文学部中退後、出版社勤
務を経て1991年よりフリーライターとして
地図・地名・鉄道の分野の執筆活動を開始。
著書に『地図入門』（講談社選書メチエ）、『鉄
道でゆく凸凹地形の旅』（朝日新書）、『絶景
鉄道　地図の旅』（集英社新書）など多数。『日
本鉄道旅行地図帳』（新潮社）のシリーズで
は監修を務めた。2017年に『地図マニア　
空想の旅』（集英社インターナショナル）で
斎藤茂太賞を受賞。

松井　慎一郎（まつい　しんいちろう）

今尾　恵介（いまお　けいすけ）

定員30名

定員30名
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連携講座　③－12【早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校】

◆経済人列伝～時代が生み、時代を動かした人物の軌跡～

　　　　　明治期や、戦後復興期からバブル時代などの日本経
済・社会を形成・けん引、または大きな影響を与えた外国勢も
含む経済人の苦闘と目標到達までの行動を詳説します。それぞ
れの生涯を決定づけた両親や家族、教師の存在などの大きさを
お伝えする一方、「時代」が生み出したとしか思えない背景・
風土などについても客観的な材料を紹介します。
　各人に共通するのは強い信念と集中力、あきらめずひたむき
に働く姿ですが、大らかで明るさを保持し続けていることは興味深いことです。歴史という大きな荒波に翻
弄される経済人も少なくありません。そうした幾多の葛藤を「言葉」を通じて紡ぎ出してみたいと思います。
　数字的な大きさに着目することは極力排し、時には異端と思われるようなことに先鞭をつけていった人々
の姿と思いが浮き彫りになるように進めていきます。時には受講される皆さまから質問を頂く機会もつくり
たいと思っています。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/18（金） 本田宗一郎氏と支えた人々

石井　正

第2回 6/ 8（金） 安藤百福氏と浦上郁夫氏の「食」へのこだわり

第3回 6/15（金） 広岡浅子氏と矢野恒太氏の社会への思い

第4回 6/22（金） GEジャック・ウエルチ氏の手腕と時代性

第5回 6/29（金） 堀江貴文氏らバブル時代の人々の登場

第6回 7/ 6（金） 松下幸之助氏の柔らかな発想

第7回 7/13（金） 小倉昌男氏の強い信念

第8回 7/20（金） 天才ジョブズ氏とゲイツ氏

第9回 7/27（金） 御手洗富士夫氏のDNAと荒法師・土光敏夫氏

第10回 8/ 3（金） 豊田喜一郎氏の慧眼と時代の波

講　師　紹　介

　中央大学講師、時事総合研究所客員研究員。1949年埼玉県生まれ。1971年中央大学法学部法律学科卒業。㈱時事

通信社入社後は浦和支局で警察取材を担当した以外、一貫して経済畑で勤務。1987年から92年までニューヨーク特派員。

帰国後は経済部デスク、電子メディア編集部長、産業部長、編集局総務、解説委員など歴任。2014年から㈱時事総合研

究所客員研究員。

石井　正（いしい　まさし）

定員30名

講座番号　③－12
時　間：午後3時〜4時30分
場　所：早稲田大学
　　　　エクステンションセンター八丁堀校
回　数：10回
受講料：7,000円
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連携講座　③－13【早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校】

連携講座　③－14【早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校】

◆初心者でも分かる落語の楽しみ方

◆夏目漱石の代表作を読む

講座番号　③－13

講座番号　③－14

時　間：午後3時〜4時30分
場　所：早稲田大学
　　　　エクステンションセンター八丁堀校
回　数：5回
受講料：3,500円

時　間：午後3時〜4時30分
場　所：早稲田大学
　　　　エクステンションセンター八丁堀校
回　数：5回
受講料：3,500円

　　　　　ご存知でしょうか。いま世間は落語ブームなのだそう
です。なかでも芸歴3年から20年ほどの二ツ目および若手真打
の活躍は目覚ましく、2016年頃からは一部で「イケメン落語
家ブーム」なる珍妙な事態が出来しました。ここ数年、収容人数
30名から50名ほどの落語会が一挙に増え、そこに人が詰め掛
けるといったこれまでにはなかった現象が起こっています。
　とはいうものの、やはり多くの人にとって落語は「なんとなく
知っているが、よく分からない」ものだと思います。「難しそう」
と感じている人も少なくないかもしれません。そこでこの講座
では、落語をより楽しんでいただくための簡単なコツ（落語の特
徴や方法、歴史など）についてお話しします。落語家はなぜ着物
で高座にあがるのでしょうか。またどうして女性の落語家は少な
いのでしょうか。落語に関する素朴な疑問から、落語と文学ある
いは社会との関わりといったいささか学術的な話題まで、落語に
ついてのさまざまな知識を幅広く学習していきます。

　　　　　昨年は、漱石生誕150年の年でした。さまざまな行
事が全国で行われました。今なお、漱石作品はすべての世代の読
者を獲得しています。全小説が、書店で手に入る文庫本に収録さ
れている数少ない文学者です。若い時に読んだ作品も多いと思い
ますが、実は年を取ってから読み返すと、別の意味が見えてきま
す。今まで何を読んでいたのだろうという思いが沸き起こること
もあります。今回は、漱石の代表作の幾つかを取り上げ、その作
品を読むときのポイントを確認していきます。是非、手元の本
（もちろん文庫本でも構いません）を身近に置き、作品に親し
んでいってください。

主　題

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容
第1回 5/22（火） 落語の特徴
第2回 5/29（火） 落語の方法
第3回 6/ 5（火） 落語の現在
第4回 6/12（火） 落語の歴史（1）
第5回 6/19（火） 落語の歴史（2）

回�数 日　程 講　義　内　容

第1回 6/18（月）『吾輩は猫である』はどう書かれたか

第2回 6/25（月）『坊っちゃん』の面白さ

第3回 7/ 2（月）『三四郎』の見事な構成

第4回 7/ 9（月）『それから』の達成

第5回 7/23（月）『こころ』が示すもの

講　師　紹　介

講　師　紹　介

　早稲田大学坪内博士記念演劇博物館助教。
1981年大阪府生まれ。慶應義塾大学文学部
卒業。立教大学大学院文学研究科後期博士課
程修了。博士（文学）。専門は、幕末から明
治期の芸能および文化。2016年の秋に開催
された展覧会「落語とメディア」（演劇博物館）
では企画監修を務めた。話芸の変遷や社会と
芸能の関わりなどについて研究している。

　早稲田大学名誉教授。1946年東京都生ま
れ。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修
了、博士（文学）。公益財団法人日本近代文
学館専務理事。日本近代文学専攻。著書『近
代文学にみる感受性』（筑摩書房、やまなし
文学賞）、『夏目漱石の手紙』（共著、大修館
書店）、『漱石の愛した絵はがき』（共編、岩
波書店）など。岩波書店版『白秋全集』『荷
風全集』編集委員。

宮　信明（みや　のぶあき）

中島　国彦（なかじま　くにひこ）

定員30名

定員30名
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