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中央区民カレッジ講座案内　2021年度　後期分

オ ラ ン 座ン イ 講
　32Pから35Pまで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のオンライン講座をご
紹介します。
　ご紹介するオンライン講座は早稲田大学がオンラインミーティング、セミナーアプリ「Zoom」でリ
アルタイム配信による講座です。受講環境、ご受講までの手順が他の講座と異なるため、ご注意ください。
※受講料の支払いは銀行窓口のみ振り込みとなります。ご注意ください。

〜ご受講までの流れ〜

8/1（日） お申し込み開始日
【対象】受講環境を整えることができる方

※詳細は36Pの「ご受講環境について」を参照

8/30（月）ごろ
決定通知および

振込用紙発送

お申し込みいただいたご住所へ振込用紙を郵送おい

たします。

9/14（火）
入金締切日

メールアドレス登録締切日

銀行窓口で受講料をお振込みください。

●	区民カレッジ生の方・ハガキでお申し込みいただ

いた方

　決定通知に従ってメールアドレスをご登録ください。

10月より順次 IDおよびPASS通知日

早稲田大学エクステンションセンターより

登録済みのメールアドレスに「ID・PASS」を送付

いたします。

10/14（木）〜 オンライン講座開始 開講10分前までにログインし、ご受講ください。
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中央区民カレッジ講座案内　2021年度　後期分

　　　　　歌舞伎劇には、日本の伝承文化や生活習俗が多く採り入れ
られています。芸のルーツや色彩の意味を知る事ができるのも、観劇
の楽しみの一つ。化粧法・歩行術・セリフ術……演技・演出・型にこ
められた意図を探り、歌舞伎観劇がより楽しくなる感性を涵養しましょ
う。画面越しではありますが、音曲体験も予定しています。

主　題

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オンライン講座】

◆歌舞伎から見る日本文化

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 10/14（木）【疫禍と歌舞伎】疫病を鎮める芸能の役割と現
在の危機について語ります。

第2回 10/21（木）【歌舞伎とは】時代と世話、雅と俗、都市と鄙
……価値の交叉・混交こそ歌舞伎。

第3回 10/28（木）【市川團十郎】襲名が延期となっている名跡の
重さを説き明かします。

第4回 11/ 4（木）【お不動さん】荒事芸の成立には不動信仰が背
景にあります。

第5回 11/11（木）【踊りと音楽】芝居の劇性とは異なる身体と音
のドラマに迫ります。

講座番号　③－10
時　間：午後7時〜8時30分
形　態：ZOOMミーティング
回　数：5回
受講料：3,500円
定　員：30名

講　師　紹　介

　早稲田大学演劇博物館招聘研究員、常
磐津節演奏家。1964年東京生。歌舞
伎研究とともに創作活動、伝統芸能普及
活動にも従事する。主著に『十代目松本
幸四郎への軌跡』(演劇出版社)、歌舞伎
創作に「幸希芝居遊」等がある。

鈴木　英一（すずき　えいいち）
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中央区民カレッジ講座案内　2021年度　後期分

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連携オンライン講座】

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連携オンライン講座】

◆西洋美術における「作者」をめぐる冒険

◆和菓子で季節を味わうー年中行事と和菓子ー

講座番号　③－11

講座番号　③－12

時　間：午後7時〜8時30分
形　態：ZOOMミーティング
回　数：5回
受講料：3,500円
定　員：30名

時　間：午後1時〜2時30分
形　態：ZOOMミーティング
回　数：5回
受講料：3,500円
定　員：30名

　　　　　近年、他の画家が描いたとされてきた作品が、レオ
ナルド作とされ、史上最高額で落札されたり、ゴヤの代表作と
されてきた『巨人』が、弟子作品に変更されたりしています。
こうした作者特定のことを西洋美術ではアトリビューション
（作品帰属）と呼んでいます。本講座では、「作者」に注目し、
目利きによるアトリビューションの方法から、署名や贋作まで
を取り上げることで、西洋美術を鑑賞する際に欠かせない基
礎教養を身につけていきます。さあ、あなたも作者「名」を
探る「名」探偵になって、美術鑑賞の冒険に出掛けてみませんか。

　　　　　雛祭りの菱餅やあこや、端午の節句には柏餅に粽と和
菓子は季節の節目となる節句に欠かせないものです。年中行事を
中心に、季節の移ろいのなかで親しまれてきた和菓子の歴史や由
来を紐解きます。
　和菓子を歴史的に紹介することを目的としますが、随時現在各
地で食べられている行事食としての和菓子についても触れて行き
ます。
　講座では絵画資料や古文書に登場する和菓子も紹介します。

主　題

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 10/15（金） なぜ作者名が変わったの？
徹底解説！作者特定の意義！

第2回 10/22（金） 誰が作者名を特定するの？
絵画の名探偵モレッリの奥義！

第3回 10/29（金） サインがあっても特定できない?!
４つの署名の縁起！

第4回 11/12（金） 指紋があれば特定できる?!
科学主義への過信と疑義！

第5回 11/26（金） 全てがソックリでも特定できない?!
贋作家たちの秘技！

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 10/20（水） 和菓子の歴史ー五感の芸術和菓子の成
り立ちという視点で検討します。

第2回 10/27（水） ４－６月の和菓子ー桜の和菓子、端午
の節句の柏餅などの紹介。

第3回 11/10（水） ７－９月の和菓子ー９月９日（重陽）
に食す栗の和菓子などの紹介。

第4回 11/17（水） １０－１２月の和菓子ー家の繁栄と長
寿、火難除けを願う亥の子餅などの紹介。

第5回 11/24（水） １－３月の和菓子ー正月の花びら餅、
雛祭りの貝の和菓子などの紹介。

講　師　紹　介

講　師　紹　介

　美術評論家、フリーキュレーター。企業美
術館学芸員として様々な美術展を企画後、フ
リーランスとして国際展等のチーフキュレー
ターを務める。現在は、キュレーションとと
もに、執筆活動を行い、著作は、50冊を超
える。

　虎屋文庫顧問。1954年生まれ。立正大学
文学部助手を経て1989年株式会社虎屋入社、
2013年虎屋文庫研究主幹にて退職。現在東洋
大学、立正大学ほか講師、NHK時代劇の考証
を行う。著書『図説和菓子の歴史』『幕末単身
赴任下級武士の食日記』（筑摩書房）

平松　洋（ひらまつ　ひろし）

青木　直己（あおき　なおみ）
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中央区民カレッジ講座案内　2021年度　後期分

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オンライン講座】

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オンライン講座】

◆中学英語で伝える日本！

◆地図を片手に漱石作品を読む

講座番号　③－13

講座番号　③－14

時　間：午後7時〜8時30分
形　態：ZOOMミーティング
回　数：10回
受講料：7,000円
定　員：30名

時　間：午後1時〜2時30分
形　態：ZOOMミーティング
回　数：5回
受講料：3,500円
定　員：30名

　　　　　この講座では、中学レベルの英文法のおさらいをし
ながら、外国人の方々と心温まるコミュニケーションをとれる
ことを目指します。さまざまな話題に対応できる幅広い語彙力
をアップさせて、日本の歴史や文化、	生活に関して、英語で説
明できるようにしましょう。	
※	基礎～初級レベル（簡単な会話が理解でき、身近な話題であ
れば応答も可能である方）

　英検3級～準2級、TOEIC400～500点程度	
※	ご使用予定の機材にマイク・カメラ機能があることをご確
認ください。講義中はマイク・ビデオをONにしてください。	

※	ご受講にあたっては、「受講環境について」に記載のPC、ス
マートフォンなどの推奨環境を必ずご確認ください。

　　　　　東京山の手の早稲田に生まれた夏目漱石は、作品の中
にさまざまな東京の姿を描いています。本郷・小石川・牛込・神田・
麹町など、都市風景はどう描かれているのでしょうか。描かれた
都市風景は、時には美しく、時にはミステリアスに作品に登場し
ます。地図を片手に作品を読むと、作品の魅力が増します。文庫
本をお手元におきつつ、紹介する地図や図像を参考に、作品の魅
力を確かめていただきたいと思います。

主　題

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容
第1回 10/22（金） ・中学3年間で学ぶ英文法をおさらい

しよう	
・大人が日常使う語彙を増やしていこ
う	

・日本の歴史や文化、生活様式などを
シンプルに説明してみよう	

・正しい発音とアクセントをできるだ
け身に着けよう	

・外国人が話す自然なスピードに慣れ
ていこう	

・丁寧な表現にもチャレンジしてみよ
う	

・効果的な自己学習方法を身に着けよ
う

第2回 10/29（金）
第3回 11/12（金）
第4回 11/19（金）
第5回 11/26（金）
第6回 12/ 3（金）
第7回 12/10（金）
第8回 1/14（金）
第9回 1/21（金）
第10回 1/28（金）

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 10/25（月）「吾輩は猫である」と「琴のそら音」
の本郷と小石川

第2回 11/ 8（月）「三四郎」に投影された本郷文化圏の
意味

第3回 11/15（月）「それから」に描かれた小石川台地と
牛込台地

第4回 11/22（月）「彼岸過迄	」にみる東京の交通網の不思
議

第5回 11/29（月）「こころ」に潜む地理的問題を探る

講　師　紹　介

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。米国オハイオ州 
Bowling Green State University留学。イ
ンターナショナルスクール、市民対象講座な
どで、子どもから社会人まで幅広い世代を対
象に英語を指導。大人向け初級～中級までの
一般英会話サロン主催。英検1級、通訳案内
士（英語）、 国連英検A級、TOEIC® 980点
取得。

　早稲田大学名誉教授、日本近代文学館専務理
事。1946年東京生まれ。早稲田大学大学院博
士課程修了。博士（文学）早大。早稲田大学文
学学術院教授を経て、現職。著書に『近代文学
にみる感受性』(やまなし文学賞）『夏目漱石の
手紙』（共著）『漱石の地図帳』などがある。

長井　紅美（ながい　くみ）

中島　国彦（なかじま　くにひこ）
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中央区民カレッジ講座案内　2021年度　後期分

回 数 日　程 講　義　内　容
第1回 10/25（月） ・効果的な英語学習方法を知ろう	

・Reading,	Listening,	Speaking,	
Wrting力を、バランスよく伸ばし
ていこう	

・日常会話だけでなく、ニュースなど
に出てくる語彙も増やしていこう

・丁寧で感じのよい英語表現を使おう
・日本の歴史や文化を英語で説明して
みよう

・日本人の暮らしについて英語で説明
してみよう	

・外国人が話す自然なスピードの英語
を聴きとろう

・相手にとってわかりやすい英語を話
そう	

第2回 11/ 8（月）
第3回 11/15（月）
第4回 11/22（月）
第5回 11/29（月）
第6回 12/ 6（月）
第7回 12/13（月）
第8回 1/17（月）
第9回 1/24（月）
第10回 1/31（月）

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連携オンライン講座】

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オンライン講座】

◆英語で紹介する日本

◆『源氏物語』への招待

講座番号　③－15

講座番号　③－16

時　間：午後7時〜8時30分
形　態：ZOOMミーティング
回　数：10回
受講料：7,000円
定　員：30名

時　間：午後1時〜2時30分
形　態：ZOOMミーティング
回　数：5回
受講料：3,500円
定　員：30名

　　　　　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などに対し、中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。
※	中級レベル（通常会話であれば、要点を理解し、応答にもそ
れほど不自由しない方）

　英検：準2級～2級、TOEIC：500点台～	
※	ご使用予定の機材にマイク・カメラ機能があることをご確
認ください。講義中はマイク・ビデオをONにしてください。	

※	ご受講にあたっては、「受講環境について」に記載のPC、
スマートフォンなどの推奨環境を必ずご確認ください。

　　　　　『源氏物語』は、生涯に一度は読みたい文学の第一位
に輝く、日本古典文学の最高峰です。物語の壮大なスケールと、
人間の心を深く掘り下げる文章により、汲めど尽きぬ魅力をたた
えた作品です。この講座は入門編として、紫式部の人生と文学、
そして『源氏物語』で最も有名な巻である桐壺巻と若紫巻を新た
な視点で読み解いていきます。源氏物語の本文や注釈・現代語訳
の解説も織り込んでいきます。ご自宅で楽しめるように、オンラ
インで源氏絵など沢山の画像もお見せしたいと思います。

主　題

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 10/26（火） 紫式部の人生と文学

第2回 11/ 9（火） 桐壺巻の世界（一）

第3回 11/16（火） 桐壺巻の世界（二）

第4回 11/30（火） 若紫巻の世界（一）

第5回 12/ 7（火） 若紫巻の世界（二）

講　師　紹　介

講　師　紹　介

　（株）オフィス・ビー・アイ代表取締役。 
慶 應 義 塾 大 学、Temple 大 学 Japan 卒 業、 
Oxford大学留学、（株）サンリオ・人事部勤
務を経て英語教師となり、現在、早稲田大学、
東京商工会議所など、多数の行政・法人機関
にて英語指導を行っている。著書に『会話が
はずむスマートフレーズ＆トピック』（ベレ
出版）ほか多数。

　東京学芸大学名誉教授。東京大学大学院人文
科学研究科修了。『源氏物語』を中心に平安文
学を専攻。『源氏物語と東アジア世界』(NHKブッ
クス)、『光源氏が愛した王朝ブランド品』(角
川選書)、『唐物の文化史』(岩波新書)ほか著書・
編著多数。

大島　さくら子（おおしま　さくらこ）

河添　房江（かわぞえ　ふさえ）
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い わ 先問 合 せ

て講 境 つ受 環 に い
●	32P～35Pの講座は早稲田大学がオンラインミーティング、セミナーアプリ「Zoom」で実施するオンライン
講座です。

　※Zoom公式サイト：https://zoom.us/
●	ご受講にあたっては、PCやスマートフォン等、インターネット回線、Zoomのクライアントソフトウェア等の準
備が必要になります。次のリンクを参考に受講環境を整えてください。なおZoomは無料プランでもご受講可能
です。

●	必ず以下のページから、Zoomがご利用になれることをご確認の上、受講をお申し込みください。
　※視聴確認ページ：Zoom公式サイト	ミーティングテスト（https://zoom.us/test/）に参加
●	早稲田大学エクステンションセンター及び中央区役所ではPCやスマートフォン等の操作、環境設定、Zoomのク
ライアントソフトのインストール等に関するサポートはいたしかねます。ZoomのFAQページなどをご参照の上
各自で設定してください。

●	受講の前日午後2時までにID・パスワードが届かない場合	ext-online@list.waseda.jp	までご連絡ください。
【トラブル発生時の対応】
●	講師のPCや配信側のインターネット接続の障害等に起因する授業の中断が30分以上あった場合は、該当授業を
休講とします。

●休講により該当講座を遂行できない場合は、補講を実施いたします。
●なお、天変地異等不測の事態の場合は上記対応をいたしかねる場合があります。
●	ご自身のPCやスマートフォン等機器やインターネット回線の障害等に起因する講座受講上のトラブルにつきまし
ては、早稲田大学エクステンションセンター及び中央区役所では責任を負いかねます。

【その他注意事項】
●講座映像の撮影、録画、録音は固くお断りいたします。
●事務局では記録のために講座映像を録画させていただきます。
●	ご欠席、遅刻およびご受講者様側の機器やインターネット接続環境の障害によりご受講ができなかった場合も、事
後の講座映像のご提供はいたしかねます。

●講座での配布教材などを他媒体で配布するなど、受講目的以外で利用することは固くお断りいたします。
●講座の視聴URL、パスワードを第三者と共有することは固くお断りいたします。
●講座終了後にアンケートを実施します。ぜひご協力ください。

【推奨環境（PC等）：	Zoom公式サイト	Windows、macOS、Linuxのシステム要件】
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-PC-Mac-Linux%E3%81%AE%E3%82%B7
%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6

【推奨環境（スマートフォン）：	Zoom公式サイト	iOSとAndroidのシステム要件】
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201179966-iOS%E3%81%A8Android%E3%81%AE%E
3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6

【講座内容と受講環境に関して】

早稲田大学エクステンションセンター
　ＴＥＬ：３２０８－２２４８
　MAIL：ext-online@list.waseda.jp
※こちらのメールアドレスは問い合わせ専用です。

【お申し込みに関して】

中央区区民部文化・生涯学習課生涯学習係
住所：中央区築地１－１－１中央区役所８階
ＴＥＬ：３５４６－５５２４
ＨＰ　：https://www.city.chuo.lg.jp/

オンライン講座の
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