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中央区民カレッジ講座案内　2022年度　前期分

オ ラ ン 座ン イ 講
　P33からP35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での振り込みのみとなります。ご了承ください。

～ご受講までの流れ～

4/1（金） 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「受講環境について」を参照

4/28（木）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決定通知および振込

用紙を郵送いたします。

5/20（金）
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

いた方は、決定通知に従ってメールアドレスをご登

録ください。

6/10（金）

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。

6/17（金）～ 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　2022年度　前期分

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】

◆ピラティスで心地よい体づくり

◆徳川家康の城

講座番号　③－11

講座番号　③－12

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

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

　　　　　ピラティスは戦時中、リハビリとして行われていた
ほど老若男女どなたでもできる運動です。運動不足になりがち
な現代社会、デスクワークで肩こり・腰痛など悩みは尽きませ
ん。普通運動が筋肉表面側を主に使うのに対し、ピラティスで
は体の内側筋肉を使い、姿勢や身体機能を改善させます。体の
パフォーマンス向上、猫背・反り腰、O・X脚修正、ケガ予防・
リハビリ、ボディラインを整えたい方に必須です。歪みを正す
ことで筋肉が正しく使われ、代謝アップにより太りにくくな
ります。マット一枚でできるエクササイズ。体を伸ばしなが
ら鍛え、動きながら身体を癒していきます。心地よい体を手に
入れませんか？
【持ち物】標準サイズのタオル、バスタオル、クッション（必要
に応じて）、足元がしっかりした動かない椅子をご用意ください。

　　　　　2023年に放送予定のNHK大河ドラマ『どうする家
康』は、タイトルの通り、徳川家康を主人公にしています。徳川
家康は、三河国の岡崎城に生まれ、その後、浜松城・駿府城・江
戸城へと居城を移し、最期は駿府城で迎えました。その間には、
将軍宣下の祝儀を行う二条城なども築いています。戦国時代には、
居城を移すことは一般的ではなく、これだけ居城を移しているの
は稀有なことです。その徳川家康にゆかりの5城を取り上げ、歴
史や構造についてわかりやすく解説するとともに、なぜ居城を移
すことになったのか、その謎についても迫ります。

主　題

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 6/17（金） 基礎技術と身体調整　プレピラティス実施

第2回 6/24（金） ウエスト周り・お腹の鍛錬、
体の正しい使い方を学ぼう

第3回 7/ 1（金） 体の向きを変え体幹力強化、
３D背骨動きにチャレンジ

第4回 7/ 8（金） 日常に生かせる体幹トレーニング　
良い姿勢づくり

第5回 7/15（金） 筋持久力、柔軟性、動ける体づくりメソッド

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 6/16（木） 岡崎城　徳川家康出生の城

第2回 6/23（木） 浜松城　遠江への進出と武田氏との戦い

第3回 6/30（木） 江戸城　江戸開幕　

第4回 7/ 7（木） 二条城　将軍宣下を祝う城

第5回 7/14（木） 駿府城　最期を迎えた隠居城

講　師　紹　介

講　師　紹　介

　国際ライセンス取得・ピラティスインスト
ラクター　国際ライセンス・ピークピラティ
スコンプリヘンシブ（総合）、Pat Guyton
　Pilates　Conservatory（フル認定）資
格取得。女性雑誌やスポーツメーカーイベン
ト、公共施設や企業フィットネス講師、アス
リートへの指導経験あり。グループエクササ
イズインストラクター歴23年、スポーツパー
ソナルトレーナー歴17年。

　静岡英和学院大学講師・日本城郭協会理事。
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。戦国時代の武将・城郭・甲冑・刀剣に詳
しい。主な著書に『家康と茶屋四郎次郎』（静
岡新聞社）、『戦国合戦史事典』（新紀元社）、『天
空の城を行く』（平凡社）、『日本の城・城合戦』

（西東社）、『ずかん武具』（技術評論社）など多数。
2020年NHK大河ドラマ『麒麟がくる』に資
料提供として参加した。

小玉　美恵子（こだま　みえこ）

小和田　泰経（おわだ　やすつね）
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中央区民カレッジ講座案内　2022年度　前期分

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！

◆英語で紹介する日本

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：5回
受講料：3,500円
定　員：30名

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

　　　　　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

　　　　　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〜

主　題

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 6/17（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 6/24（金）

第3回 7/ 1（金）

第4回 7/ 8（金）

第5回 7/15（金）

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 6/20（月）（1）リスニング教材に、異文化間コミュ
ニケーションに欠かせない重要、かつ興
味深いテーマを取り上げ、聞こえた英語
をそのまま再生する「英→英」の訓練を
行います
（2）日本的事象（文化・芸能・スポーツ・
食生活・歴史・年中行事など）を、英語
で説明する、あるいはわかりやすい日本
語に訳す訓練をおこないます「日→英」
「英→日」
（3）日常会話に必要となる幅広い語彙
力をつけていきます

第2回 6/27（月）

第3回 7/ 4（月）

第4回 7/11（月）

第5回 7/25（月）

講　師　紹　介

講　師　紹　介

　㈱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。

　（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。

長井　紅美（ながい　くみ）

大島　さくら子（おおしま　さくらこ）

※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
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中央区民カレッジ講座案内　2022年度　前期分

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 6/21（火） 旗本三島政養日記の世界を知る―政養
の聟養子入りと結婚

第2回 6/28（火） 旗本三島家の女性たち―奥方・娘・妾・
奥女中

第3回 7/ 5（火） 安政大地震による被災と屋敷の再建―
旗本屋敷の構造を読み解く

第4回 7/12（火） 旗本三島家とつながる様々な人々―家臣・
商人・芸人・医者・学者・知行所百姓

第5回 7/19（火） 明治維新の混乱のなか、三島家家族は
どう対応したのか？

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】

◆日記史料を通して知る江戸時代旗本の家族と生活

◆初心者のための音楽理論入門「音楽の感動のひみつ」
　ー音階と旋律の感動の理由を研究するー

講座番号　③－15

講座番号　③－16

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

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

　　　　　江戸時代の旗本は、屋敷で、家族とともにどのよう
な生活をおくっていたのでしょうか。1300石取の旗本である
三島政養という人物が記した日記をひもとくと、旗本の私生活
に関する様々な実態を知ることができます。この日記は、なか
なか書き留められにくい、上層武士の家族に対するまなざしを
感じ取ることのできる、とても貴重な史料なのです。また、旗
本(主人)と家族の関係のみならず、旗本に仕えた家臣・奥女中
などが、どのように暮らしていたのかも分かります。講座では、
日記の原文（活字史料で提示します）の紹介も交えてお話し
ます。政養が残した言葉に触れることによって、江戸時代の
旗本の喜怒哀楽が、共感できるものとして受け止められるの
ではないかと思います。

　　　　　音楽が持っている「感動の理由」を音階と旋律を中心
に5回に渡って、学習します。「ドレミファソラシド」はどのよ
うに発明されたのか?教会旋法の魅力とは何か?ヨナ抜き音階は
なぜ郷愁を誘うのか?、古今東西の名旋律にはどんな秘密がある
のか?実際にこれらが使われた名曲を分析しながら、「音楽で感
動する理由」を探ります。大学で18年間教えている音楽講義の
エッセンスを開陳いたします。

主　題

主　題

回 数 日　程 講　義　内　容

第1回 6/21（火） ドレミファソラシド音階の誕生

第2回 6/28（火） 教会旋法の不思議

第3回 7/ 5（火） 感動の五音音階①

第4回 7/12（火） 感動の五音音階②、世界の音階

第5回 7/19（火） 音形で分析する名旋律の秘密

講　師　紹　介

講　師　紹　介

　東京農業大学非常勤講師。1975年生ま
れ。東京大学大学院人文社会系研究科日本文
化研究専攻博士課程修了。専攻は日本近世史。
幕府直轄領(天領)の支配のしくみや、旗本・
御家人などについて研究をしている。著書に

『長崎奉行遠山景晋日記』(共編、清文堂出版、
2005年)、『江戸幕府の御家人』（東京堂出版、
2021年）などがある。

　オーディオ・ビジュアル／音楽評論家。UA
レコード合同会社主宰。日本経済新聞社、プレ
ジデント社（雑誌「プレジデント」副編集長)
を経て、独立。津田塾大学では2004年以来、
音楽理論、音楽史を教えている。2015年から
早稲田大学エクステンションセンター講師(音
楽)。HIVI、モーストリー・クラシック、PEN、ゲッ
トナビなどの雑誌に音楽、映像、メディア技術
に関する記事多数執筆。音楽専門局「ミュージッ
ク・バード」では、2つレギュラー番組を持つ。

戸森　麻衣子（ともり　まいこ）

麻倉　怜士（あさくら　れいじ）
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中央区民カレッジ講座案内　2022年度　前期分

い わ 先問 合 せ

て講 境 つ受 環 に い
●�33P〜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。

●講座での配布教材等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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