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中央区民カレッジ講座案内　2019年度　後期分

　　　　　2015年3月14日、北陸新幹線が金沢まで開業し、首都
圏-金沢間が最短で2時間半で結ばれ、金沢がぐっと近くなりました。
金沢をより身近に感じていただくため、この講座ではさまざまな角度
から金沢をご紹介いたします。
　金沢市を県庁所在地にもつ石川県は、加賀、能登それぞれの地域が
独自の歴史・文化・自然環境を持ち、それらによって育まれてきた産
業や技術、そして時を経て醸成されてきた生活文化や風習、もてなしの風土があり、新幹線開業後、国内外
から数多くの観光客が押し寄せています。
　一方で、他の地方同様に石川県もまた、人口減少による諸課題を抱える課題先進地域の一つでもあります。
　今年度は、金沢・加賀・能登の「リアルな今」にスポットをあて、金沢大学ならではの研究アプローチで
それぞれの地域と共創し取り組む持続可能な地域づくりについて紹介し、これからの日本の未来をつくる重
要なファクターである「地域」の可能性について考えます。
　この講座を機に金沢・加賀・能登への興味・関心が深まることで、実際に足を運んでいただくきっかけに
なれば幸いです。

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 11/23(土) 次世代の公共交通を担う自動運転技術と市街地実証実験 米陀　佳祐

第2回 11/30(土) むらづくりのセーフティーネット
－必要なものは活性化だけですか－ 林　直樹

第3回 12/ 7(土) ローカルの可能性　生きている実感を求めて 蜂屋　大八

主　題

講　師　紹　介

　金沢大学新学術創成研究機構	未来社会創造研究コア	自
動運転ユニット	助教。博士（情報科学）。北海道大学大学
院情報科学研究科博士後期課程修了。専門は移動ロボッ
ト、画像処理、人工知能。

　金沢大学人間社会研究域人間科学系（人間社会学域地
域創造学類）准教授。博士（農学）。京都大学大学院農学
研究科博士後期課程修了。専門は農業土木、農村計画。

米陀　佳祐（よねだ　けいすけ）

　金沢大学先端科学・社会共創推進機構	准教授。博士（教
育学）。筑波大学大学院人間総合科学研究科教育基礎学専
攻博士後期課程修了。専門は社会教育学、地域づくり。

蜂屋　大八（はちや　だいはち）

林　直樹（はやし　なおき）

講座番号　③－9
時　間：午後2時～3時30分
場　所：築地社会教育会館
回　数：3回
受講料：900円

連携講座　③－9【金沢大学】

◆金沢・加賀・能登学術ノート
　〜いしかわから見える日本の未来可能性〜

定員60名
託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

金沢駅鼓門（写真データ：金沢市）
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中央区民カレッジ講座案内　2019年度　後期分

　昭和音楽大学教授（音楽学）。東京藝術大学音楽学部楽理
科、同大学院修士課程を経て、同博士後期課程修了。専門
は西洋音楽史および現代の音楽・音楽美学。西洋芸術音楽
における声の伝統をテーマに研究。他方で執筆や、ラジオ・
TV音楽番組への出演、公開講座や講演を通じ、古楽から現
代音楽までさまざまなジャンルの音楽の紹介に努めている。
NHK-FM「オペラ・ファンタスティカ」番組パーソナリ
ティ。近著『わからない音楽なんてない！子どものための
コンサートを考える』（アルテスパブリッシング）（共著）。

有田　栄（ありた�さかえ）

　　　　　大人気！音楽ホールでのクラシック鑑賞をより楽し
むための講座です。今回のテーマは「チャイコフスキー」。有
田栄（時々作曲家たちが憑依）による親しみやすい講義でその
人柄や作品の魅力に迫ります。最終回は、第一生命ホールでピ
アノ三重奏曲「ある偉大な芸術家の想い出のために」を楽しみ
ます。バレエ音楽などで有名なチャイコフスキーですが、亡く
なった友人ピアニストのために書かれたこの名作は必聴です。
出演は、人気実力ともに日本を代表するピアニスト小山実稚恵
ほか。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 1/11（土） 花も嵐も！〜チャイコフスキーの人生と作品概説

有田　栄

第2回 2/ 8（土） 覗いてみよう！チャイコフスキーの道具箱
〜音楽の魅力の秘密（弦楽器体験コーナー有）

第3回 2/15（土）

第一部
講義「ある偉大な芸術家の想い出のために」を楽しむために
第二部
公演鑑賞「小山実稚恵の室内楽」（午後2 時〜）
出演： 小山実稚恵（ピアノ）　矢部達哉（バイオリン）　
　　　宮田大（チェロ）
曲目： チャイコフスキー：ピアノ三重奏曲 「ある偉大な芸術

家の想い出のために」Op. 50　他

講　師　紹　介
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第1回、2回　中央区晴海1－8－10　5階
第3回　中央区晴海1－8－9

講座番号　③－10
時　間：午前10時30分～午後0時30分
　　　　※�第3回は午前10時30分～

午後4時
場　所：�晴海トリトンスクエア
　　　　オフィスタワーX棟5階会議室
　　　　※第3回は、第一生命ホール
回　数：3回
受講料：1,500円
鑑賞料：4,500円

連携講座　③－10【認定特定非営利活動法人トリトン・アーツ・ネットワーク】

◆弦楽器体験つきで楽しむ、クラシック音楽講座
　チャイコフスキーの想い出

定員40名

　音楽活動を通じて地域社会に貢献する認定NPO法人。
晴海トリトンスクエア内にある第一生命ホールを拠点と
し、ホールの主催公演である芸術活動と、周辺地域を中
心としたコミュニティ活動を２本の柱として、会員とサ
ポーター（ボランティア）、寄付者の支えを受けて実施し
ている。

認定NPO法人トリトン・アーツ・
ネットワーク（TAN）とは
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　　　　　2010年代は民主党政権の発足や東日本大震災で始
まりました。尖閣諸島国有化をめぐり日中関係は悪化。自民党
が政権に返り咲き、安倍内閣は長期政権となりました。消費税
率が上昇し、「爆買い」する中国人観光客が増加した10年間で
もありました。東京五輪が開かれる2020年を皮切りに次の
10年、政治、経済、国際関係や世相はどう動いていくのでしょ
う。朝日新聞のベテラン記者が解説します。
※講師と講演のテーマは変更される場合があります。

講座番号　③－11
時　間：午後4時～5時30分
場　所：朝日新聞東京本社
　　　　2階読者ホール
回　数：5回
受講料：1,500円

主　題

講　師　紹　介

　朝日新聞編集委員兼論説委員（政治担当）。1989年
入社。佐賀支局、西部本社社会部（福岡）などを経て
1995年から東京本社政治部。首相官邸、自民党、外務
省などを担当。2004年、米ワシントンのジョンズ・ホ
プキンス大学高等国際問題研究大学院客員研究員。帰国
後、政治部次長などを経て現職。朝日新聞オピニオン面
でコラム「多事奏論」を執筆。

　朝日新聞論説委員（経済担当）。1995年に入社、静岡
支局、盛岡支局、経済部、オピニオン編集部などを経て、
2018年7月から現職。税財政分野や食品・流通業界な
どを取材してきた。著書に『消費税日記　検証増税786
日の攻防』（プレジデント社）。

国分　高史（こくぶ　たかし） 伊藤　裕香子（いとう　ゆかこ）

　朝日新聞論説委員（スポーツ担当）。静岡県生まれ。
1984年入社。鹿児島支局などをへてスポーツ部に。米
国アトランタ支局員として1996年のアトランタ五輪と
米国スポーツをカバー。五輪は長野冬季大会などを合わ
せて夏冬計7大会を現地で取材。東京本社スポーツ部長、
静岡総局長を経て現職。

　朝日新聞論説委員（国際担当）。神奈川県鎌倉市出身。
1990年入社。中国・南京大学と韓国・延世大学に研修留
学。前橋支局、大阪社会部、外報部などを経て、上海、北京、
瀋陽の特派員に。2013～18年に中国総局長。共著に『紅
の党―習近平体制誕生の内幕』（朝日新聞出版）など。

　朝日新聞編集委員（大衆文化担当）。1961年神奈川県
川崎市生まれ。88年入社。東京社会部で長年、遊軍を担当。
下町を中心にマチダネを書き続ける。著書に『裏昭和史
探検』『東京スケッチブック』『寅さんの向こうに』『寅さ
んの伝言』など多数。「日本唯一の大衆文化担当編集委員」
と言われ、哲学や民俗学、北方領土問題にも斬り込む。

西山　良太郎（にしやま　りょうたろう）
古谷　浩一（ふるや　こういち）

小泉　信一（こいずみ　しんいち）

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第１回 1/16（木） 日本政治の課題　〜最新の状況を踏まえて〜 国分　高史

第２回 1/23（木） 消費税と社会保障のこれから 伊藤　裕香子

第３回 1/30（木） スポーツと社会の新しい形　〜２度目の東京五輪開催〜 西山　良太郎

第４回 2/ 6（木） 巨大な隣国、中国とのつきあい方 古谷　浩一

第５回 2/13（木） 寅さんの伝言　〜彼はいま、何を語るのか〜 小泉　信一

銀座
中学校

首都高速道路

会　場　図

中央区築地５－３－２

連携講座　③－11【朝日新聞社】

◆朝日新聞記者が時事を読み解く
　〜2020年代の幕開けに〜

定員70名
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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】

◆神道と日本文化〜神道の誕生〜

　　　　　この講座では、外国人観光客あるいは日本に興味があ
る外国の友人たちに対し、初級レベルの英語で日本の歴史や文化、
人々のくらし方が伝えられるようになることを目指します。簡単
なボランティア通訳に興味がある方に特にお勧めの内容です。 
※英検準2級以上、またはTOEIC®500点台程度の方が対象です。
※ レベルや内容などについてのお問い合わせは早稲田大学エク

ステンションセンター八丁堀校(5117-2073)の講座担当
までご連絡ください。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容
第1回 10/ 3（木） ・ 外国人に対応するための英語力UPを目指

す上で知っておきたいこと
・丁寧な英語表現、気配りを表す表現について
・日本のことや文化を説明してみよう
・外国人にとって聞きやすい英語を話そう
・自然なスピードの英語を聞き取ろう
・話しかけるときに便利なフレーズについて
・ リスニングトレーニング〜音と音のつなが

りに注意しよう〜

第2回 10/10（木）
第3回 10/17（木）
第4回 10/24（木）
第5回 11/ 7（木）
第6回 11/14（木）
第7回 11/21（木）
第8回 11/28（木）
第9回 12/ 5（木）
第10回 12/12（木）

定員30名

講座番号　③－12
時　間：午後5時～6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

　　　　　日本の歴史や文化は、神道の影響なくしては理解でき
ない。神道は日本人の自然観、美的感覚、共同体や政治的権威
の認識、「聖なるもの」の概念などの形成に重要な役割を果たし
てきた。この5回の講義は神道の初期形成期に焦点を合わせる。
神祭りの一番早い時期はいつだったのか。神祭りの場所はどうい
う場所だったのか。私たちが想像するような「神社」はいつ頃か
ら現れたのか。縄文時代から伊勢神宮と出雲大社が建設された７
世紀まで、早期「神道」の形成をたどる。
※日本語で授業を実施します。

講座番号　③－13
時　間：午後5時～6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
線う

な
ぎ
屋

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　③－12【早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校】

◆英語で紹介する日本
定員30名

回�数 日　程 講　義　内　容
第1回 10/ 8（火）「神」の概念；神祭りと依り代（神籬、磐座、磐境）、注連縄と鳥居
第2回 10/15（火） 本殿のない神社　（1）奈良県の大神神社
第3回 10/29（火） 本殿のない神社　（2）奈良県の石上神宮、長野県の諏訪大社
第4回 11/ 5（火） 仏教の導入と神社の建設
第5回 11/12（火） 伊勢神宮のはじまり

講　師　紹　介

　株式会社オフィス・ビー・アイ講師。
南山大学外国語学部英米科卒業(アメ
リカ社会学専攻)。株式会社オフィス・
ビー・アイ、インターナショナルスクー
ル、市民対象講座などで、子供から社
会人まで幅広い世代を対象に英語を指
導。英検1級、通訳案内士(英語)、
国連英検A級、TOEIC®980点取得。

�長井　紅美（ながい　くみ）

講　師　紹　介

　アメリカのオハイオ州に生まれ、
1966年に留学生として渡日、1969
年国際基督教大学卒業。その後ニュー
ヨークにあるコロンビア大学で日本文
化、文学と宗教史を学び、1982年に
博士号取得。専門分野は日本の宗教史。
40年間アメリカと日本の大学（早稲
田大学を含む）で教鞭をとる。出版物
は江戸時代の「心学」の開祖石田梅岩、
大阪の高僧慈雲尊者などについて多数。

�Paul�Watt（ポール・ワット）
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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】

連携講座　③－15【早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校】

◆日本の城のすべて

◆2020年東京五輪から22年カタールW杯へ－日本サッカーの未来像を探るー

講座番号　③－14

講座番号　③－15

時　間：午後5時～6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5時～6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

　　　　　日本の城は、いまから2000年以上も前の弥生時代
に誕生したとされます。日本100名城に、佐賀県の吉野ヶ里遺
跡が選ばれているのも、そのためです。当初は、堀と柵や塀な
どで囲まれるだけだった城も、次第に進化していきました。そ
して、戦国時代から江戸時代にかけては、天守と石垣をもつ城
として完成したのです。 最近の城ブームのなかで、観光地とし
て訪ねる方も増えてきました。美しい歴史的な景観を楽しむの
も、城めぐりの醍醐味でしょう。ただ、城は本来、敵から領土
と領民を守るために築かれたものでした。城を訪ねるときには、
そうした視点をもっていただければ、さらに楽しめるはずです。
城には、天守や櫓のように、美しい建物も多くあります。しかし、
そうした建物には、実は敵を迎え撃つための仕掛けがたくさん
施されています。一見すると気がつかないような仕掛けがわか
るようになると、もっと楽しめるようになるでしょう。
　この講座では、城の歴史はもとより、建物や堀・石垣に隠さ
れた秘密の仕掛けまでを探っていきます。城に関するあらゆる
内容を網羅していますので、これから城を探訪してみようと思
う方に最適な講座となっています。

　　　　　2018年のロシアＷ杯でベスト８にあと一歩まで迫っ
た日本代表は、森保一監督のもとで世代交代を図りながら、次回
のカタールＷ杯予選へ向けて強化をはかっています。そのプロセ
スでは、森保一監督がチームの指揮を兼任する2020年の東京
五輪も重要な意味を持っています。10代後半から20代前半の
有望株も多く登場しているなかで、森保一監督はどのようなサッ
カーを構築し、東京五輪とカタールＷ杯で成功を収めようとして
いるのか。日本サッカーの「これまで」を振り返りながら、「こ
れから」目指していくべき未来像を探っていきます。

主　題

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容

第1回 10/10（木） 城の歴史2000年
第2回 10/17（木） 天守や御殿などの建物
第3回 10/24（木） 城を守った堀・土塁・石垣
第4回 10/31（木） 城下町の構造
第5回 11/ 7（木） 城を攻める

回�数 日　程 講　義　内　容
第1回 10/18（金） 日本代表のこれまで〜1992年から2014年まで

第2回 10/25（金） 日本代表のこれまで〜2014年から2018年まで

第3回 11/ 8（金） 日本代表のこれから〜2018年からの日本代表

第4回 11/15（金） 日本代表のこれから〜年代別日本代表の足跡

第5回 11/22（金） 日本サッカーの進むべき道とは

講　師　紹　介

講　師　紹　介

　1968年生まれ。法政大学法学部卒。91年
より98年までサッカー専門誌に所属し、98
年秋よりフリーランスに。サッカーＷ杯は98
年から18年まで6大会連続で取材中。国際ス
ポーツプレス協会、日本スポーツプレス協会会
員。Ｊリーグ登録フリーランス。大宮アルディー
ジャオフィシャルライター。『日本サッカー代
表監督総論』（双葉社）など著書多数。

　静岡英和学院大学講師。1972年東京都生
まれ。國學院大學大学院文学研究科博士課程
後期退学。専門分野は日本中世史。著書に『戦
国合戦史事典』(新紀元社)、『天空の城を行く』
(平凡社)など多数。2017年NHK大河ドラ
マ『おんな城主	直虎』に資料提供として参加
した。

戸塚　啓（とつか　けい）

小和田　泰経（おわだ　やすつね）

定員30名

定員30名



36

ま
な
び
の
コ
ー
ス
（
連
携
講
座
）

中央区民カレッジ講座案内　2019年度　後期分

連携講座　③－16【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　③－17【早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校】

◆江戸幕府の御家人

◆ロックの社会学

講座番号　③－16

講座番号　③－17

時　間：午後5時～6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

時　間：午後5時～6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

　　　　　この講座は、江戸幕府の御家人についてその特質を知り、江戸時代
の武士社会に対する理解を深めることを目的としています。御家人とは、徳川将
軍直属の家臣で、将軍へ御目見することが叶わない序列の低い武士層を指します。
それに対し旗本は序列の高い直臣です。中央区域に組屋敷を与えられていた江戸
町奉行所の与力・同心も御家人に含まれます。時代劇や時代小説にもでてきます
ので名称は知られていると思いますが、御家人の職務にはどのような種類があっ
たのか、生活ぶりはどのようであったのか、などなかなかイメージが湧かないの
ではないでしょうか。また、八丁堀の同心の子として生まれた人物が江戸町奉行
にまで出世することは可能だったのか、同心以外の職務を選ぶことはできたのか、
といった素朴な疑問もあるかもしれません。そうした御家人について、ごく基本
的なことがらから、意外に思われるようなことまで、具体的な史料を示しながら
解説していきます。江戸時代の古地図を携えてする街歩きが楽しくなるような、
いろいろなトピックも盛り込んでお伝えしようと思います。

　　　　　戦後世界的に発達した「若者文化」の中心にはロック
ンロール＝ロックがあります。
　この講座では、そのロック発展の過程における社会学的ファク
トの数々を、音楽的な内容と共に検証します。
　音楽が大きく力を持った時代におきたさまざまな現象の裏に潜
む、社会の状況や、音楽産業の状況、人々の精神性の変化につい
て、動画を見ながら、楽しく分かりやすく説明します。
　1950年代のロックンロールの誕生から、2000年代のフェ
スの時代まで、全５回でロックの全貌を理解していただき、現代
社会に対して新しい視点を獲得していただきます。

主　題

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容
第１回 11/15（金） 御家人について知ろう！
第２回 11/22（金） 大名・藩士・旗本と御家人はなにが違うのか？
第３回 12/ 6（金） 御家人のさまざまなお仕事（その１）
第４回 12/13（金） 御家人のさまざまなお仕事（その２）
第５回 12/20（金） 江戸切絵図から読み解く御家人の住所
第６回 1/17（金） 御家人の家計―収入と支出
第７回 1/24（金） 御家人の父と子―相続の実態
第８回 1/31（金） 御家人の家族とその暮らしぶり
第９回 2/ 7（金）「藤岡屋日記」にみる御家人のスキャンダル
第１０回 2/14（金） 明治維新後、御家人はどこへ消えたのか？

回�数 日　程 講　義　内　容

第1回 11/20（水） ロックンロールの誕生と若者文化の勃興

第2回 11/27（水） ビートルズのもたらした革命

第3回 12/ 4（水） 70年代のロックの細分化とパンクの勃興

第4回 12/11（水） ロックの批評性獲得とMTV、ヒップホップ

第5回 12/18（水） フェスの社会学

講　師　紹　介

講　師　紹　介

　早稲田大学エクステンションセンター講
師、東京農業大学非常勤講師。東京大学人文
社会系研究科博士課程修了。専門は日本近世
史（江戸時代）。江戸幕府の代官や代官の配
下として地域行政を担っていた下級役人たち
の研究、江戸幕府の財政部門である勘定所に
関する研究などをおこなっている。共編著に
『長崎奉行遠山景晋日記』（清文堂出版刊）が
ある。

　アーティスト、作詞家。1980年ハルメン
ズでデビュー、86年パール兄弟で再デビュー、
作詞家として、沢田研二、小泉今日子、サディ
スティック・ミカ・バンド、ムーンライダーズ
他多数に提供。著書に『歯科医のロック』他多数。
2003年フランスで『スシ頭の男』でデビュー、
12年『ロックとメディア社会』（新泉社）でミュー
ジックペンクラブ賞受賞。2016年パール兄弟
30周年ライブ、「35世紀」ハルメンズX（ビ
クター）、2017年「ジョリッツ登場」（BM.3）、
最新刊『エッジィな男、ムッシュかまやつ』（中
村俊夫と共著、リットー17年10月）。

戸森　麻衣子（ともり　まいこ）

サエキけんぞう

定員30名

定員30名


