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Ａ

自他尊重の自己表現アサーション
～健やかな心とさわやかな人間関係のために～

５月８日（水） １５：３０～

1年生必修

※2年生以上の学生も受講可能

推薦コメント：
平木先生は、心理臨床と家族療法の第一人者として、数多くの心理臨床家を育て
ながら活躍なさっています。そして、アサーション・トレーニングを日本に最初
に紹介した研究者でもあります。アサーションとは、自分と相手を大切にする自
己表現のあり方で、信頼に基づく人間関係を築くための考え方とコミュニケー
ションです。ご著書は、「改訂版 アサーション・トレーニング ―さわやかな
〈自己表現〉のために」（2009年 金子書房）をはじめとして数多くあります。ど
れも平木先生のやさしい語り口で読みやすい本です。図書館にも多数ありますの
で、ぜひ手に取ってお読みください。
（学生部）

B

平木 典子
統合的心理療法研究所
（IPI）顧問

日本の教育課題

５月２２日（水） １５：３０ ～
推薦コメント：
1954年生まれ。早稲田大学教育学部卒業。平成元年東京都議会議員に初当選。自民
党都連青年部長、都議会厚生文教委員会委員長などを歴任し２期７年を務め、平
成８年第41回衆議院総選挙において東京11区より初当選（現在８期目）。自民党青
年局長、法務大臣政務官、内閣官房副長官、文部科学大臣、教育再生担当大臣、
自由民主党幹事長代行などを歴任。現在は自由民主党憲法改正推進本部長として
活躍中。行き詰まった政治システムを再興し、「教育改革を通して日本の再構
築」を実現することを目標とし、人の役に立つことが自分の人生の喜びであるこ
とを念頭に活動している。
（理事長・総長 坂東眞理子）

C

下村 博文
衆議院議員

映画監督の仕事とは

５月２９日（水） １５：３０ ～
推薦コメント：
1963年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、1987年助監督として松竹入社。森
崎東、勅使河原宏、木下恵介などの巨匠に師事し、米国留学、プロデューサーを
経て、1998年「てなもんや商社」で映画監督デビュー。以後、撮影所システム最後
の世代として、多数の娯楽映画やテレビドラマを最前線で監督する。2017年フリー
となり「空飛ぶタイヤ」が本年６月公開、大ヒットを記録する。最新作「映画 少
年たち」と「居眠り磐音(いわね)」が2019年公開。
（理事長・総長 坂東眞理子）

本木 克英
映画監督
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D

TOKYOの観光都市戦略とナイトタイムエコノミー

６月１９日（水） １５：３０ ～
推薦コメント：
梅澤氏はＭＩＴの経営学修士を持ち、世界有数の経営コンサルティング企業A.T.
カーニーの日本法人会長を務めています。また、クールジャパン、インバウンド
観光、デザイン経営などのテーマで政府委員会の委員を務め、テレビ東京「ワー
ルドビジネスサテライト」のコメンテーターとしても活躍されています。最近の
著書「ＮＥＸＴＯＫＹＯ」（日経ＢＰ社）では、東京が世界でもっとも輝く都市
に変わるための全体像が示されています。東京が、ロンドン、ニューヨーク、パ
リのようにさらに魅力ある観光都市になるための戦略を語っていただきます。

梅澤 高明

（グローバルビジネス学部長 八代尚宏）
A.T. カーニー
日本法人会長

E

“Empowering Managers, Empowering Women”
～管理職のパワーアップが女性の力を強くする～

６月２９日（土） １３：１０ ～

必修の学科：英コミ、国際、ビジネス
※上記学科の学生で当該時間帯に授業がある場合は、
期限内に他の講座へ変更すること
※上記３学科以外の学科も受講可能

推薦コメント：
スタンフォード大学卒業後、ワシントン大学にて修士号（日本学、社会学）、博
士号（社会学）を取得。シカゴ大学で12年間、コーネル大学で４年間教員を務め
た後、2003年にハーバード大学教授に就任。同大学ウェザーヘッド国際問題研究
所にも所属し、2010〜2016年には社会学科長を務めた。研究テーマはジェンダー
の不平等、労働市場と雇用、社会人口学、現代日本社会学など。主な著書に『失
われた場を探して─ロストジェネレーションの社会学』『リスクに背を向ける日
本人』など。（使用言語：英語 ※日本語サマリーを当日配布）
（理事長・総長 坂東眞理子）

F

メアリー・ブリントン
ハーバード大学ライシャワー日本研究所所長
同研究所社会学教授

現代のロシアと日本

７月３日（水） １５：３０ ～
推薦コメント：
大学時代に日本での留学経験を持ち、英語も日本語も話す「知日派」のロシア外
交官として知られている。大学卒業後、駐日大使館で勤務、2010年ロシア外務省
第３アジア局局長となる。駐インドネシア大使に加えて、キリバス・東ティモー
ル並びにパプアニューギニア全権大使を兼任。2018 年1月に第６代の駐日ロシア
連邦大使に就任。ロシアから見た日本はどのように見えるのだろう。
昭和女子大学はトルストイとの関わりが深いが、現代のロシアと日本の関係は、
21世紀どのような発展をみせるか、大使から伺う。（使用言語：日本語）
（理事長・総長 坂東眞理子/学長 金子朝子）

ミハイル・ユリエ
ビッチ・ガルージン
駐日ロシア連邦大使
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G

コミュニケーション力を鍛える

１０月１６日（水）１５：３０～
推薦コメント：
堀尾正明さんは、長年アナウンサーとしてニュース、トーク番組、スポーツ番組、
地域やご近所での問題に関する番組等で多岐に渡るご活躍をされている方です。
今回のご講演では、コミュニケーション力を鍛えるために、人前で話したり情報
を伝えたりする際に気をつけていること、多様な世代の人から話題を引き出す秘
訣等を教えていただきます。
（平成30年度初等教育学科 卒業生）

堀尾 正明
フリーキャスター

H

自分の中の原石を見つける方法、育て方

１０月２３日（水） １５：３０～
推薦コメント：
茅野しのぶさんは、クリエイティブディレクターとして、ＡＫＢ48の創設以来、
今もなおＡＫＢグループの衣装制作に携わっていらっしゃいます。衣装を作る際
は、私たちと同世代であるＡＫＢ48グループのメンバーと直接話し合いをし、制
作されているそうです。そんな茅野さんから見た、今を生きる若い女性はどのよ
うに見えるのか、どのような活躍を期待しているのか、またご自身の経験につい
て、お話をお伺いしたいと思います。
（環境デザイン学科４年 西山綾夏）

茅野 しのぶ
株式会社オサレカンパニー
クリエイティブディレクター/
衣 装 デ ザ イ ナ ー

I

理想の自分になる方法

１１月６日（水） １３：１０ ～

～これからの生き方～

この日は土曜日の時間割です

推薦コメント：
学生向け就活支援サービスを手掛ける会社で、数多くの就活生をサポートしてい
る江藤さん。学生が将来について悩んでいる際は、彼らの気持ちに寄り添い、目
標達成に向けて、学生の思いを大切にしながら、前向きに考えられるよう支援し
てくださる。学生の相談を親身に聞いてくれ、こんなにも学生に熱量を注げる大
人はいらっしゃらない。今回の講演では、将来について自己決定をする大学時代
に、自分自身のことを改めて見つめる方法をお伺いしたいと思います。
（平成30年度初等教育学科 卒業生）

江藤 隆二
株式会社ストーリー代表取締役
英国GCC, Ltd認定ICCA-Japan
キ ャ リ ア ス ペ シ ャ リ ス ト
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J

どんな時でもいのちは輝く

～人生100歳時代を迎えて～

１１月１３日（水） １５：３０ ～
推薦コメント：
秋山正子さんは、一看護師としての出発点から、ご自身の看取り経験等を経て在
宅看護の道を拓き、癌患者の相談に応じる「マギーズ東京」https://maggiestokyo.org/
「暮らしの保健室」など、市民同士のつながりを大事にする活動を興して来られ
ました。誰もがいずれは必ず直面する肉親あるいは自分自身の死、身近で出会う
癌という病について、前向きに考える機会としてください。
（日本語日本文学科教授 横山紀子）

秋山 正子
認定ＮＰＯマギーズ東京センター長
（株）ケアーズ代表取締役
白十字訪問看護ステーション統括所長

K

SDGs達成に向けて -共創とイノベーションがひらく誰一人取り残さない未来－
変更あり

１１月２０日（水）１５：３０～
推薦コメント：

UNDPは、社会の様々な人々と力を合わせ、危機に耐えうる国づくりを支援し、す
べての人の生活の質を向上させるような成長を推進し持続することを目指してい
ます。2030年に持続可能な開発目標(SDGs)を達成するために、技術革新や様々な分
野の横断的な取り組みとはどういうことか、一緒に考えてみましょう。
（管理栄養学科教授 横塚昌子）

近藤 哲生
国連開発計画（UNDP）
駐日代表

L

ジャーナリストとして社会を変えてきた５０年
～女性だったから見えたこと～

１１月３０日（土） １３：１０ ～
推薦コメント：
大熊由紀子さんは、朝日新聞科学部記者として活躍され、同紙女性初の論説委員。
特に福祉分野で広く深い見識をお持ちです。著書には、『「寝たきり老人」のい
る国いない国』、社会保障政策決定のプロセスで活写した『物語介護保険：いの
ちの尊厳のための70のドラマ』（上下）など多数。「ゆき・えにしネット」主宰。
（理事長・総長 坂東眞理子/健康デザイン学科教授 花香博美）

大熊 由紀子
国際医療福祉大学大学院教授
（医療福祉ジャーナリズム分野）
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M

2020東京オリンピックを前に知っておこう。スポーツって何？

１２月４日（水）１５：３０～
推薦コメント：
2020年、東京オリンピック・パラリンピックが開かれます。宮嶋泰子さんは1980年
モスクワ大会から五輪取材を続けること19回！の第一人者です。女性金メダリス
トたちとＮＰＯ法人を設立して「女性スポーツ勉強会」を重ね、日本オリンピッ
ク委員会から2016年度女性スポーツ賞を贈られました。スポーツの世界の貴重なお
話をうかがいましょう。
（総合教育センター特命教授 稲澤裕子）

宮嶋 泰子
テレビ朝日スポーツコメンテーター
日本女子体育大学招聘教授

N

医療的ケアがあっても安心して暮らしたい
～もみじの家の目指す社会～

１２月１１日（水） １５：３０ ～
推薦コメント：
ＮＨＫの人気アナウンサーだった内多勝康さん。取材の中で福祉の道を志すよう
になり、社会福祉士の資格を取得、30年務めたＮＨＫを退職され、「もみじの
家」という子どもの医療的ケアを行う福祉施設のハウスマネージャーに転身され
ました。何をすべきか気づく力・問題に取り組む姿勢・夢を現実に変える力を
もって新しいフィールドに飛び込んだご経験や、福祉の現場から伝えたいことな
ど、貴重なお話を伺う機会となると思います。

内多 勝康

（学長室 職員）
国立成育医療研究センター
もみじの家 ハウスマネージャー
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1

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
４月２３日（火）１８：１５～

1年生必修

オーケストラ

※2年生以上の学生も受講可能

🄫🄫🄫🄫アールアンフィニ

🄫🄫🄫🄫K.Miura

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団は、桂
冠名誉指揮者に巨匠、飯守泰次郎を、常任指揮者
に名匠、高関健を擁する実力と実績を兼ね備えた、
いま伸び盛りのオーケストラ。
今回、名指揮者、梅田俊明氏がお届けするのは、
北欧の二大名曲、シベリウスの「フィンランディ
ア」、グリーグのピアノ協奏曲イ短調と、ドヴォ
ルザークの名曲、交響曲第９番「新世界より」。
独奏者には、いま人気、実力ともにNo.１の若手ピ
アニスト、實川風（じつかわかおる）を迎えて、
オーケストラとの素晴らしい共演。

2

俳優座演劇『ハーヴェイ』
５月１４日（火）１８：１５～

演

劇

見えないけど、いつもとなりに……人には見えな
い巨大ウサギ、ハーヴェイと話したり笑ったりし
ているエルウッド。勘違いとすれ違いが巻き起こ
すコメディーの先に、不思議な結末が！
1944年ブロードウェイで初演以来４年間のロング
ランを達成し、1945年ピュリツァー賞を受賞した
ヒューマンコメディの名作を上演いたします。
お金や物で社会が動いているなか、どこかに置き
忘れてしまった大切なもの。次々と展開される喜
劇の中心に、いま、もう一度見つめ直したい「何
か」が――

3

千住真理子＆横山幸雄 デュオ・リサイタル
５月２１日（火）１８：１５～

ヴァイオリン＆ピアノ
🄫🄫🄫🄫Kiyotaka Saito

贅沢なのに堅苦しくない。そんな夢の共演が実現。
馴染みのある小品をちりばめ、お互いのソロで聴
くバッハのシャコンヌは絶品。
ショパンのピアノの名曲から、お互いを引き立て
あうベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタまで、
まさに大人のデュエット。
【曲目】J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリンのための
パルティータ第２番より、ベートーヴェン：ヴァ
イオリン・ソナタ第９番「クロイツェル」 ほか
🄫🄫🄫🄫アールアンフィニ
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4

モンゴルの歌姫ウヨンタナとアジアのメロディ
５月２４日（金）１８：１５～

民族音楽

ウヨンタナは本学OGである。来日する前に中国内
モンゴル放送テレビの専属歌手として活躍。
日本のファッション業界に憧れ、1998年本学のアパ
レルコースに入学。在学中から歌手活動を再開し、
ＮＨＫ音楽評論家に「東洋のエンヤ」と称賛され、
ＮＨＫ特別番組の主題歌を歌い、ＴＢＳNews23の
テーマ音楽（坂本龍一作曲）に、また最近、滝田
洋二郎監督の初中国映画「聞煙」の音楽収録にも
参加。当コンサートでは古い友人である、中国蘇
州生まれの歌手李広宏（ＮＨＫ中国語の歌を翻訳、
歌う） をゲス トに 迎え 、 アジア の歌、 音楽 をア
コースティックバージョンでお届けする。
またアパレルコースの後輩たちがデザインするス
テージ衣装を装い、盛りだくさんの内容で20年ぶり
の人見記念講堂での披露！
【曲目】ホンガル（鴻雁）モンゴル民謡、虹を求め
て（オリジナル）、Memory (Cats)、月代表我的心（中
国歌曲）ほか

5

V.４ ４人の美しきヴァイオリニスト
ヴァイオリン

６月２１日（金）１８：１５～
日本が誇る４人の美しきヴァイオリニストによる新
ユニットがついに誕生！人の手によるもっとも完璧
な楽器といわれるヴァイオリン。その誕生から５世
紀を経た今も、謎に包まれた神秘の楽器。その奥深
さと魅力を伝えたい！とクラシック音楽界の第一線
で活躍する４人の一流女流ヴァイオリニストが集結
しました。
二重奏、四重奏など多彩な編成でヴァイオリンなら
ではの艶やかな音色と、変幻自在な表現力を味わい、
誰もがヴァイオリンの奥深い魅力を堪能できるコン
サート。
渡辺玲子、小林美恵、川久保賜紀、松田理奈、近藤
嘉宏[ピアノ]
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🄫🄫🄫🄫Akira Muto

🄫🄫🄫🄫Yuji Hori

🄫🄫🄫🄫Yuji Hori

🄫🄫🄫🄫岡部 太郎

【曲目】テレマン：４つのヴァイオリンのための協
奏曲ト長調、J.S.バッハ：トッカータとフーガ ニ
短調 ほか
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6

音楽座ミュージカル 『グッバイマイダーリン★』

６月２５日（火）１８：１５～

ミュージカル

音楽座ミュージカルは1987年の旗揚げから一貫した
テーマのオリジナルミュージカルを創り続けてきた。
それぞれの作品で「生きる」ことの根源を問いかけ
る精神性とオリジナリティを高く評価され、文化庁
芸術祭賞、紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞など多く
の演劇賞を受賞している。
今回の「グッバイマイダーリン★」は、ルーマー=
ゴッデンの『ねずみ女房』が原作。他のねずみたち
とは“ちょっとちがう”家ねずみの奥さんが、ある
日家にやってきたキジバトと出会い、そして…。大
人のための絵本といわれる作品のミュージカル化。

7

ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団
７月１１日（木）１８：１５～

オーケストラ
🄫🄫🄫🄫Sverdlovsk State Philharmony

ベルリンのコンツェルトハウスを本拠地とするドイ
ツの名門オーケストラ、ベルリン・コンツェルトハ
ウス管弦楽団を、かつて同オーケストラを手塩にか
けて育てた巨匠、エリアフ・インバルが指揮する公
演。前回2017年の日本各地での名演も記憶に新しく、
早くもこのコンビでの日本公演が実現した。
インバルの神技が冴え渡るワーグナーはじめ、ドイ
ツ音楽の真髄ともいえるブラームスの演奏はインバ
ルの音楽の集大成ともいえ、歴史的名演が期待され
る。
【曲目】ワーグナー：『トリスタンとイゾルデ』前
奏曲と愛の死、ブラームス：交響曲第２番

8

🄫🄫🄫🄫Marco Borggreveart

ブルガリアン・ヴォイス～アンジェリーテ～

１０月２日（水） １８：１５～

コーラス

地球を代表する人類遺産の声楽、「ブルガリアン・
ヴォイス」の世界的グループ=アンジェリーテの来
日公演。東欧ブルガリア全土から集められた才能あ
ふれる20名の歌い手が、それぞれの地域の伝統衣装
を身にまとい、ブルガリアの農村で女性達が歌い継
いできた民謡を披露する。ブルガリアン・ヴォイス
はクラシックの発声とは異なり、喉から絞り出すよ
うな発声と、それが何層にも折り重なる神秘的かつ
幻想的なハーモニーが特徴。豊穣の祈りや子守唄、
自然への畏れ、人生の哀楽などを歌い、自然の風景
と大地に生きる人々のエネルギーをダイレクトに伝
える。
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9

佐藤俊介 with オランダ・バッハ協会管弦楽団
１０月３日（木） １８：１５～

オランダ・バッハ協会管弦楽団は、1921年に創立さ
れ、現在は、ほぼ25名の演奏家で構成されているア
ンサンブル。
2017-2018シーズンまで音楽監督を務めたヨス・ファ
ン・フェルトホーヴェンの後継として2018年6月に33
歳の若さで六代目新音楽監督に就任した佐藤俊介は、
バッハ協会の100周年に向けて、奏者たちの頂点に
立つ指揮ではなく、奏者たちの中にあって指揮する
スタイルで、楽団を牽引している。

室内楽
🄫🄫🄫🄫Marco Borggreve

【予定曲目】バッハ：ヴァイオリン協奏曲、ピゼン
デル：ダンスの性格の模倣 ほか

10

英国女王陛下の近衛軍楽隊

１０月１５日（火）１８：１５～

ブラスバンド

“バッキンガム宮殿を守る誇り高き英国近衛軍楽隊
と、スコットランド近衛連隊バグパイパーがやって
くる！！”
エリザベス女王の居城、バッキンガム宮殿を守る誇
り高き衛兵「英国陸軍近衛連隊」。まるで、私たち
をバッキンガム宮殿にいるような錯覚へと誘い込む
ほどのきらめくファンファーレ、そして続く勇壮な
マーチ・・・。ロンドンオリンピックでも大活躍し
た、熊皮の帽子と真紅の礼装をまとった近衛軍楽隊
とスコットランド近衛連隊バグパイパーの演奏を是
非、お楽しみください。

11

舘野泉ピアノ・リサイタル ～ヤンネ・舘野を迎えて～

１０月１７日（木） １８：１５～
クラシック界のレジェンド82歳ピアニスト舘野泉。
65歳で脳溢血に倒れるも「右手を失ったのではなく、
左手の音楽を与えられたのです」と運命をしなや
かに受け止めて、尽きることのない情熱を、一層
音楽の探求に傾け、「左手のピアニスト」の独自
のジャンルを切り開いた。もはや「左手」のこと
わり など 必 要な い 、身 体 を超 える 境 地に 至っ た
「真の巨匠」の風格は、揺るぎない信念とひたむ
きな姿がもたらす、最大の魅力である。
国際的ピアニストを父にもち、フィンランドと日
本を拠点に活躍するヴァイオリニストヤンネ舘野
とともに、二人にささげられた作品と舘野泉のピ
アノのソロ作品によるプログラムで贈る。
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ピアノ

【曲目】バッハ（ブラームス編曲）・シャコン
ヌ・谷川賢作スケッチ・オブ・ジャズ２（舘野泉
＆ヤンネ舘野に捧ぐ）より ほか
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12

新日本フィルハーモニー交響楽団

１０月２４日（木） １８：１５～
テーマ：女性が活躍する道を拓いた先駆者、そして
受け継ぐ者～クララ・シューマンと伊藤恵、石﨑真
弥奈
作曲家ロベルト・シューマンの妻であり、９歳で
世界最古のオーケストラといわれるライプツィヒ・
ゲヴァントハウス管弦楽団と共演を果たした天才女
流ピアニスト・クララ=シューマン。1983年、第32
回ミュンヘン国際音楽コンクールピアノ部門で日本
人として初の優勝を果たし今現在も活躍の幅を広げ
る ピ ア ニ ス ト 伊 藤 恵 。 そ し て 、 2017 年 、 第 ２ 回
「ニーノ・ロータ国際指揮者コンクール」でニー
ノ・ロータ賞（優勝）および聴衆賞を受賞した石﨑
真弥奈。“受け継がれてきたバトン”。２人のアー
ティストが作品と演奏を通じ、お話を交えながら今
学ぶ学生の皆さんに伝えるものとは何か。

オーケストラ

©井村重人
🄫🄫🄫🄫K.MIURA

🄫🄫🄫🄫大杉隼平

【曲目】クララ・シューマン：ピアノ協奏曲 イ短
調 作品54 ほか

13

落語鑑賞会

１１月１８日（月） １８：１５～

落

語

古典落語は一般に江戸から明治時代に作られたもの
をさし、江戸時代、軽めの講談、辻話（辻芸）とし
て露の五郎兵衛らによって創作され、明治になって
三遊亭円朝によって大成され今日に至っている。
寄席入門＜下座開設＞：若手落語家
講談：一龍斎貞友
落語：桂小文治
色物：林家二楽（紙きり）
落語：三遊亭円楽

14

わらび座ミュージカル『ジパング青春記』

１１月２１日（木）１８：１５～
今から400年前、東日本大震災と同規模と言われる
大地震と津波が三陸地域を襲った。それからわず
か２年後、同じ地から伊達政宗の命でヨーロッパ
への使節団が出帆する。船に乗り込む一人の青年、
リウタ。彼を襲った絶望、友との出会い、生まれ
て初めて見つけた夢。そして海の上で彼がたどり
着く答えとは…。
劇団わらび座は、秋田県仙北市「あきた芸術村」
を拠点に、民族舞踊や和楽器などの日本の素材を
活かしたオリジナルミュージカルを制作し、全国
で年間約1,000回を上演。

ミュージカル

※過去の公演写真
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15

ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団

１２月２日（月） １８：１５～
ウィーン・フィルよりも約300年前の1548年、ザク
セン選帝侯の宮廷楽団として設立された名門オー
ケストラ、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団の主要
な楽団員によって1994年に創設。気品の有る音色の
美しさと精緻な演奏が公演の度に絶賛を博してい
る。
古楽奏法を学んだ指揮者ヘルムート・ブラニーの
下、バロック、古典派及びロマン派音楽を主なレ
パートリーとし、ＣＤも数多い。近年バロック・
オペラにも取り組み高い評価を得ているオペラ歌
手森麻季とは共演を重ね、息のぴったりと合った
クリスマスの時期に相応しい演奏会。
【予定曲目】モーツァルト：ピアノ協奏曲、バッ
ハ：ブランデンブルク協奏曲 ほか
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室内オーケストラ
🄫🄫🄫🄫Yuji Hori

