
2016年度　国際基督教大学　生涯学習講座

No. 講座名 講師 期間、時間 教室 講座内容 受講料 募集人数

8

新規講座新規講座新規講座新規講座

Let's study Japanese history

Let's study Japanese historyLet's study Japanese history

Let's study Japanese history

in English!!

in English!!in English!!

in English!!

日本の文明開化の光と影日本の文明開化の光と影日本の文明開化の光と影日本の文明開化の光と影
Casting Shadows onCasting Shadows onCasting Shadows onCasting Shadows on
Japan’s EnlightenmentJapan’s EnlightenmentJapan’s EnlightenmentJapan’s Enlightenment

-日本の近代化の論争を探-日本の近代化の論争を探-日本の近代化の論争を探-日本の近代化の論争を探
りましょう-りましょう-りましょう-りましょう-

開講言語は英語です

STEELE,M.

STEELE,M.STEELE,M.

STEELE,M.

       William

       William       William

       William

　(元教員)

　(元教員)　(元教員)

　(元教員)

第1回

 11月17日(木)

 10～12時

第2回

 11月18日(金)

 10～12時

第3回

 11月19日(土)

 10～12時

ダイアログ

ハウス

国際会議室

This course will examine the introduction of Western

things and ideas in the period immediately after the

Meiji　Restoration of 1868. The class will examine

Japan’s so-called　bunmei kaika  (civilization and

enlightenment)　from three different　viewpoints:

1. November 17 (Thurs): Government Encouragement

of　Westernization

2. November 18  (Fri): Fukuzawa Yukichi’s

“Encouragment of　Learning” (Gakumon no susume )

3. November 19  (Sat):  Critics of Japan’s

Westernization including　Sada Kaiseki  and Mantei

Oga .

In class discussion will focus on the enduring tension

between　East and West as seen in the history of

modern Japan.

2,000円

(各回)

30名

No. 講座名 講師 期間、時間 教室 講座内容 受講料 募集人数

9

新規講座新規講座新規講座新規講座
藍染に触れてみよう！！

藍染仕事着にみる日本人の藍染仕事着にみる日本人の藍染仕事着にみる日本人の藍染仕事着にみる日本人の
知恵と技知恵と技知恵と技知恵と技
　　　　
－藍染の魅力と共に、絣や－藍染の魅力と共に、絣や－藍染の魅力と共に、絣や－藍染の魅力と共に、絣や
刺子の技を学ぶ－刺子の技を学ぶ－刺子の技を学ぶ－刺子の技を学ぶ－

原　礼子

原　礼子原　礼子

原　礼子

(本学湯浅八

郎記念館学

芸員)

10月19日(水)

10時～12時

ダイアログ

ハウス

中会議室

 屋号を染め抜いた袢纏や、絣糸で文様を織り上げた

野良着、ドンザと呼 ばれる刺子を施した仕事着など、

江戸中期以降、藍染木綿は人々の衣服として広く愛用

されてきた。限られた布を活かし、数々の工夫を凝らし

て作られた藍染仕事着の技について学ぶ。

2,000円 30名

No. 講座名 講師 期間、時間 教室 講座内容 受講料 募集人数

2

植物、動物、鳥、昆虫の自然

観察をしましょう

ICUキャンパス自然観察教ICUキャンパス自然観察教ICUキャンパス自然観察教ICUキャンパス自然観察教
室室室室

多田　多恵

多田　多恵多田　多恵

多田　多恵

子

子子

子

（非常勤講

師、「種子た

ちの知恵」の

著者）

11月19日(土)

10時～12時

ICUキャンパ

ス内

ダイアログ

ハウス中会

議室

緑豊かなキャンパスには武蔵野の面影の残る雑木林

が残されて、四季折々の植物が見られ、アナグマなど

の野生生物も棲んでいる。ゆっくり歩いて植物や動

物、野鳥、昆虫などの存在と生態を観察する。雨天時

は室内講義。

諸注意

虫に刺されにくい服装、歩きやすい靴、帽子を着し、あ

れば双眼鏡とルーペを持参。小雨なら外を歩 くので雨

具持参。

2,000円 15名

No. 講座名 講師 期間、時間 教室 講座内容 受講料 募集人数

2

植物、動物、鳥、昆虫の自然

観察をしましょう

ICUキャンパス自然観察教ICUキャンパス自然観察教ICUキャンパス自然観察教ICUキャンパス自然観察教
室室室室

多田　多恵

多田　多恵多田　多恵

多田　多恵

子

子子

子

（非常勤講

師「種子たち

の知恵」の

著者）

上遠　岳彦

上遠　岳彦上遠　岳彦

上遠　岳彦

(講師)

2017年2月25日

(土)

10時～12時

ICUキャンパ

ス内

集合場所

本館108

緑豊かなキャンパスには武蔵野の面影の残る雑木林

が残されて、四季折々の植物が見られ、アナグマなど

の野生生物も棲んでいる。ゆっくり歩いて植物や動

物、野鳥、昆虫などの存在と生態を観察する。雨天時

は室内講義。

諸注意

虫に刺されにくい服装、歩きやすい靴、帽子を着し、あ

れば双眼鏡とルーペを持参。小雨なら外を歩 くので雨

具持参。

2,000円 15名

No. 講座名 講師 期間、時間 教室 講座内容 受講料 募集人数

4

平和についてご一緒に考えて

みましょう

法と平和法と平和法と平和法と平和
稲　正樹

稲　正樹稲　正樹

稲　正樹

（元教員）

9月19日(月)

　10時～12時

ダイアログ

ハウス　中

会議室

近代と現代の法は平和の問題をどう扱ってきたのか、

日本国憲法の平和に生きる権利とはどのような内容

か、憲法裁判における平和主義原則の位置づけ、国

際社会における平和への権利の取り組みについて、

ご一緒に考えてみましょう。

2,000円 30名

＜受講料支払期間＞　8月30日（火）から9月9日（金）

＜申込期限＞　　　　　 9月9日（金）

＜受講料支払期間＞　10月26日(水)から11月4日(金)

＜申込期限＞　　　　　 11月4日(金)

＜受講料支払期間＞　　　　　9月13日(火)から10月5日(水)

＜申込期限＞　　　　 　　　　　10月5日(水)

＜受講料支払期間＞　　　第2回　11月1日（火）から11月11日（金）

＜申込期限＞　　　　 　　　第2回　11月11日（金）

＜受講料支払期間＞　　第3回　2月8日（水）から2月17日（金）

＜申込期限＞　　　　 　　第3回　2月17日（金）



No. 講座名 講師 期間、時間 教室 講座内容 受講料 募集人数

6

フランス映画を見ながらフラン

ス語を勉強してみましょう

フランス語とフランス映画のフランス語とフランス映画のフランス語とフランス映画のフランス語とフランス映画の
魅力魅力魅力魅力

青井　明

青井　明青井　明

青井　明

（元教員）

第1回

7月4日（月）、5日

(火）、6日(水）

第2回

11月28日（月）、

29日(火)、30日

(水)

13時～15時

　　　　　　上映

15時～16時

　　　　　　講義

本館116

この講座の目的は、フランス映画の分析を通して、フラ

ンス語にも親しんでいただくことです。はじめに映画を

上映（日本語字幕付き）し、10～15分の休憩のあと、1

時間の講義を行います。

第1回

7月4日（月）　F. トリュフォー

　　　　　　　　　「トリュフォーの思春期」

　　　　　　　　　(1976年、105分）

7月5日（火）　F. トリュフォー

　　　　　　　　　「終電車」(1980年、134分）

7月6日（水）　 F. トリュフォー

　　　　　　　　　「日曜日が待ち遠しい！」

　　　　　　　　　(1983年、111分）

第2回

11月28日（月）　J.-L.ゴダール

　　　　　　　　　　「勝手にしやがれ」(1960年、90分）

11月29日（火）　J.-L.ゴダール

　　　　　　　　　　「気狂いピエロ」(1965年、112分）

11月30日（水）　 Cl. シャブロール

　　　　　　　　　　「いとこ同志」(1959年、109分）

3,000円

(各回)

30名

No. 講座名 講師 期間、時間 教室 講座内容 受講料 募集人数

8

古代人の食生活をのぞいてみ

よう

古代人の食卓古代人の食卓古代人の食卓古代人の食卓
堀内　晶子

堀内　晶子堀内　晶子

堀内　晶子

（元教員）

11月26日（土）

10時～11時

本館116

古代人が何を食べていたか、食材が残っていることは

非常にまれで、ほとんどは分解されて見えなくなってし

まいます。しかし、科学の目を通すと、見えなくなったも

のも見ることができます。科学の目から見た古代人の

食卓を紹介いたします。

1,000円 30名

No. 講座名 講師 期間、時間 教室 講座内容 受講料 募集人数

1

定員につき募集終了定員につき募集終了定員につき募集終了定員につき募集終了
ギリシャ神話・伝説の源泉へご

招待

ギリシア英雄叙事詩ギリシア英雄叙事詩ギリシア英雄叙事詩ギリシア英雄叙事詩
ホメロス『イリアス』を読むホメロス『イリアス』を読むホメロス『イリアス』を読むホメロス『イリアス』を読む

川島　重成

川島　重成川島　重成

川島　重成

4月13日、5月11

日、6月8日、7月

13日、9月14日、

10月12日、

11月9日、12月14

日、1月11日、2

月8日

（いづれも第２水

曜日）

13：30-15：30

　イリアスを読む

15：30-16：30

　ギリシャ語

ダイアログ

ハウス　中

会議室

7月13日は、

図書館マル

チメディア

ルーム

『イリアス』は紀元前８世紀にホメロスによって完成さ

れたとされる、トロイア戦争をめぐるギリシャ最古の絢

爛たる英雄叙事詩です。そこには、「武士の勲」、英雄

たちの生と死の諸相が、不死なるオリンポスの神々と

のコントラストの中に美しく謳いあげられています。『イ

リアス』こそいわゆる「ギリシア神話」の原典中の原典

であり、西洋ヒューマニズムの源泉たるギリシア文化

に固有の人間理解が、最も基本的なすがたでここに胚

胎していると言って過言ではないでしょう。

20,000円

(全10回分

一括納入,

本学FOI会

員　18,000

円)

25名

WEB申込方法 https://business.form-mailer.jp/fms/2dd3b03052266

No. 講座名 講師 期間、時間 教室 講座内容 受講料 募集人数

2

募集終了募集終了募集終了募集終了
植物、動物、鳥、昆虫の自然

観察をしましょう

ICUキャンパス自然観察教ICUキャンパス自然観察教ICUキャンパス自然観察教ICUキャンパス自然観察教
室室室室

多田　多恵

多田　多恵多田　多恵

多田　多恵

子

子子

子

（非常勤講

師、「種子た

ちの知恵」の

著者）

第1回

　6月18日(土)

　

10時～12時

ICUキャンパ

ス内

集合場所

本館108

緑豊かなキャンパスには武蔵野の面影の残る雑木林

が残されて、四季折々の植物が見られ、アナグマなど

の野生生物も棲んでいる。ゆっくり歩いて植物や動

物、野鳥、昆虫などの存在と生態を観察する。雨天時

は室内講義。

諸注意

虫に刺されにくい服装、歩きやすい靴、帽子を着し、あ

れば双眼鏡とルーペを持参。小雨なら外を歩 くので雨

具持参。

2,000円

（各回）

15名

No. 講座名 講師 期間、時間 教室 講座内容 受講料 募集人数

3

募集終了募集終了募集終了募集終了
太鼓のリズムにのって体を動

かしてみましょう

和太鼓ワークショップ和太鼓ワークショップ和太鼓ワークショップ和太鼓ワークショップ
三橋 良子

三橋 良子三橋 良子

三橋 良子

(元教員)

6月23日(木)

    24日(金)

10時～12時

体育館Vジ

ム

　

集合場所：

体育館Vジ

ム

和太鼓の演奏を通し個人としては身体意識を高め、自

分のリズムを意識する経験をする。また、集団としては

リズムを他の人と共有する楽しみ、集団のリズムを創

作する経験する。

諸注意

かならず運動着で参加してください。はだし、または上

履き（運動靴）、タオル、スポーツ飲料は各自用意して

ください。

4,000円 20名

＜受講料支払期間＞　第1回　6月17日（金）から6月29日（水）　　　第2回　11月11日（金）から11月21日（月）

＜申込期限＞　　　　 　第1回　6月29日（水）　　　　　　　　　　　　　　第2回　11月21日（月）

＜受講料支払期間＞　第1回　6月7日（火）から6月15日（水）　　　第2回　11月1日（火）から11月11日（金）　　　第3回　2月8日（水）から2月17日（金）

＜申込期限＞　　　　 　第1回　6月15日（水）　　　　　　　　　　　　　 第2回　11月11日（金）　　　　　　　　　　　　　　第3回　2月17日（金）

＜受講料支払期間＞　6月7日（火）から6月15日（水）

＜申込期限＞　　　　　 6月15日（水）

＜受講料支払期間＞　11月11日（金）から11月21日（月）

＜申込期限＞　　　　　 11月21日（月）

＜受講料支払期間＞　3月29日（火）から4月6日（水）    WEB申込　　　　https://business.form-mailer.jp/fms/2dd3b03052266

＜申込期限＞　　　　　 4月6日（水）



No. 講座名 講師 期間、時間 教室 講座内容 受講料 募集人数

7

開講中止開講中止開講中止開講中止

日米のコミュニケーションの違

いについて勉強してみましょう

異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション異文化コミュニケーション
　－日米の表現の違い－　－日米の表現の違い－　－日米の表現の違い－　－日米の表現の違い－

廣瀬　正宜

廣瀬　正宜廣瀬　正宜

廣瀬　正宜

（元教員）

第1回

7月4日（月）、5日

(火）、6日(水）

第2回

11月28日（月）、

29日(火)、30日

(水)

10時～12時

本館116

このクラスでは、日米のコミュニケーションの違いにつ

いて考え、お互いに誤解のない意思疎通ができるよう

にすることを目的とします。

以下の諸項目について、考えようと思います。

第1回

7月4日（月）　身振りと手振り、顔の表情とアイコン

　　　　　　　　　タクト

7月5日（火）　対人距離、男女のコミュニケーション

　　　　　　　　　スタイル

7月6日（水）　文化とコミュニケーションスタイル、自己

　　　　　　　　　開示

第2回

11月28日（月）自分の意見や考えを主張する、アク

　　　　　　　　　ティヴ・リスニング

11月29日（火）価値観の違い、問題解決法

11月30日（水）自文化中心主義、コミュニケーションを

                   阻害する偏見と差別

6,000円

(各回)

30名

以下のURLに住所、氏名、電話番号、メールアドレスを入力して、申し込みをお願いします。

https://business.form-mailer.jp/fms/aac742cf46803 

申込方法

受講料支払い方法

開講中止、キャンセル、変更

受講上の注意

連絡先

＜申込方法＞

　申込は、先着順にて受付けますが、満席等となった場合には、受講できないこともありますのでご了承ください。

以下いづれかの方法で申込をお願いします。

1.　上記WEB申込先に住所、氏名、電話番号、メールアドレスを入力して、申し込む。

2.　本学社会サービス担当窓口で申し込む。

3.　上記以外の申し込み方法を希望される場合には、社会サービス担当窓口に電話（0422-33-3013）でお尋ね下さい。

4.　申込の際に記載された個人情報は当生涯学習講座の事務及び次回の講座のご案内以外には使用いたしません。

＜受講料支払方法＞

上記の申込が完了し、受講料支払期間内に郵便振替または現金にて受講料をお支払いください。

1.　受講料は、前納です。

2.　郵便振替にて振込。（口座記号番号：00160-9-180606／加入者名：学校法人国際基督教大学／

　　通信欄：受講希望の講座名／住所・氏名・TEL(FAX)・メールアドレスをご記入下さい）

3.　本学社会サービス担当窓口で現金にて支払う。

4.　振込手数料は各自にてご負担ください。

5.　期限を過ぎて入金確認ができない場合は、申し込みは無効となります。

＜開講中止の場合＞

1.　受講生が定員に達しない場合は、開講しないことがありますのでその旨ご了承下さい。その際は、受講料を

　　振り込まないでください。

2.　開講中止の場合、受講料支払い開始日より前までにメールまたは、当案内にてお知らせいたします。

＜キャンセル、変更＞

1. 　一旦納入された受講料は、原則として返金できません。本学の事情で開講中止の場合は、全額返金いたします。

2.　申込期間終了後、または、開講期間中での講座の変更はできません。

3.　やむを得ない事情により受講ができなくなった場合は、必ず、初回開講日の前日までに本学社会サービス担当に

　　ご連絡ください。本人名義の銀行口座に返金いたします。振込み手数料分は、ご本人負担となります。

〒181-8585　三鷹市大沢3-10-2　国際基督教大学　社会サービス担当（本部棟2F総務グループ内）

　　　　　　　　　TEL:0422-33-3013（直）／FAX:0422-33-3786／E-mail:s-service@icu.ac.jp

　　キャンパスマップ　　　　http://www.icu.ac.jp/about/campus/index.html

　　本学ホームページのイベントニュースからのご案内　　http://www.icu.ac.jp/

　　公開講座・地域貢献からのご案内　　　　　http://www.icu.ac.jp/academics/s-service/index.html

　　社会サービス窓口取扱時間　月～金／9時30分～12時・13時～16時30分、　土、日曜、祝日は閉室。

＜個人情報の取扱＞

　申込の際に記載された個人情報は当生涯学習講座の事務及び次回の講座のご案内以外には使用いたしません。

1.　受講時には、必ず受講通知を携帯してください。

2.　講座以外の施設等の利用はできません。大学図書館のみ入館・閲覧ができます（貸出不可）。

3.　他の講座を見学することはできません。

4.　教室内の雰囲気を著しく乱す行為がある時は、受講をお断りする場合があります。

5.　教室内での喫煙・飲食はご遠慮下さい。

6.　貴重品は必ず身に付けて下さい。忘れ物をした場合は保安室（本部棟116号室／0422-33-3110）に

　　お尋ね下さい。

7.　緊急・災害時には係の指示に従って下さい。

8.　自転車は本部棟西側の駐輪場をご利用下さい。

　　自動車での来学は、A駐車場（有料・100円／時間）をご利用下さい。

9.　大学事務室でコピーをとることはできません。

＜受講料支払期間＞　第1回　6月17日（金）から6月27日（月）　　　第2回　11月11日（金）から11月21日（月）

＜申込期限＞　　　　 　第1回　6月27日（月）　　　　　　　　　　　　　　第2回　11月21日（月）

　　　WEB申込方法


