
第１教室 （２Ｆ） 第２教室 （２Ｆ） 第３教室 （３Ｆ） 国語専科教室 （３Ｆ） 視聴覚ﾙｰﾑ （３Ｆ）

ももいろ　 20席 あお　 12席 きいろ　24席 だいだい　８席 きみどり　７席

３限 12:30～ 013 023 033
言語                          Lecture 医療                   　  Lecture 雑学      　　　      Competition

世界のことばをもっと知ろう ヒポクラテスからＱＯＬまで 世界１位もの知り王決定戦

～13:30

４限 13:40～ 014 024 044 054
社会                          Lecture 心理　            　        Lecture ｶﾙﾁｬｰ 　　　    　　     Workshop ｶﾙﾁｬｰ                    Theater

ｽﾎﾟｰﾂと芸術の融合

ほんとうのお金の話 神谷美恵子に学ぶ 何気ない歌の歌詞に込められた想い

～14:40

５限 14:50～ 015 025 045 055
社会                     　 Lecture 文学　 　　　     　　　Lecture ｶﾙﾁｬｰ                    Workshop ｶﾙﾁｬｰ                       Lecture

グリーンリバー教授の恋愛講座

経営戦略を人生プランに応用する イギリス文学編 クールなジャパンは何処に行く

～15:50

６限 16:00～ 016 026 036 046
ｶﾙﾁｬｰ　            　        Lecture 言語                 　      Lecture 雑学      　　　      Competition 社会 　　　    　　     Lecture

独特の食文化の「味覚」を探る 英語にまつわるトリアビアの泉 １人３分の持ち時間で聴衆を感動させる！ 伝わらない人たち

～17:00

７限 17:10～ 037
心理　             　    Workshop

自分を知り、他者を知り、受け容れる

～18:30

エニアグラム・９つの性格

「エニア」は「９」、「グラム」は「図」を表し
ます。エニアグラムは、古代ギリシャ・イ
スラムから伝わる人類の叡智です。「９
つの性格タイプ」のそれぞれの特徴と関
係を、わかりやすいワークを通じて、体験
として学びます

日本人の味覚 英語に「からむコラム」 ショート・プレゼン・バトル ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの時代

甘味、酸味、塩味、苦味、辛味などの基
本味に加え、『うま味』『コク』『風味』など
日本人特有の味覚とその表現について
の講座です。味わう習慣がつく講座。

『紫雲国語塾通信「紫のゆかり」』での連
載でおなじみのコラムが、「熱狂の日」で
ライブとして登場！英語について、興味
深いトリビアがたくさん！

３分間という短い時間のプレゼンテーショ
ン。当日与えられるテーマから発想し、
話の要点を絞り込み、なるほど！と思わ
せる展開を考え、熱の入ったトークで惹
きつける。さあ、絶対にはずさない話で、
バトルを生き残れ！

小論文のここ数年の出題トレンド。国語
力が低下し、自己中心傾向が強まる現
代、「話が伝わらない人」が増えている。
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのあり方を探る。

自分戦略の立て方 西洋文学への招待 ｱﾆﾒを好きでいるために
好きになる？ならない？

企業経営の中で活用する経営戦略を、
自分自身のこれからの受験、大学、就
職、社会人となるライフプランに置き換え
て、将来の戦略を立ててみましょう。

夏目漱石やトールキンなど、多くの作家
に多大な影響を与えてきたイギリス文
学。「階級」という概念を軸に、その歴史
をひも解いていきます。

あなたの好みはどんな人？｢草食系｣や｢
肉食系｣などの好みを検証。しかし、そこ
に隠されているのは…？討論を重ね、恋
愛の本質に迫る。

TVでアニメを放送してなくてもニコニコ動
画！わからないことはウィキペディア！
現代はオタク趣味に優しい時代。でも現
在、日本アニメ、存亡の危機なんです。

経済学への扉 生きがいについて 歌詞の森からのﾒｯｾｰｼﾞ
ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄの世界

ヒューマンキッズサイエンス

ロボット教室
（14:00～15:30）

自分で稼ぐ大人になる前にお金の役割
を知る。ダイヤモンドや電化製品を例に、
価値の尺度としてのお金を考える。「愛
はお金で買えるか」の討論も。

ハンセン病患者との交流を通して「生き
がい」とは何かを考え続けた、日本のマ
ザー・テレサ・神谷美恵子。名書 『生き
がいについて』から学ぶ。

中島みゆき「糸」。その歌詞には、人と人
との出逢いを慈しむ独特の世界がありま
す。一緒に聴き、歌うことで、その想いに
心を寄せてみませんか。

結弦くんや真央ちゃんだけではない、華
やかな世界の歴史と今を、映像でご一
緒に。

言語学入門 西洋医学の歴史 世界 No.1 クイズ

世界にあるのは英語だけじゃない。日本
語とも英語とも違う仕組みを持った言葉
がいっぱい。知れば知るほど興味が増
す、不思議な言語を紹介。

ヒポクラテスから現代に至るまでの医学
の歴史を通覧。20世紀後半から浸透し
た「患者の人権尊重」をカギに、あるべき
医療とは何かを理解します。

「世界で一番○○な国はどこ？」。政
治、経済、地理、宗教、文化、健康など
あらゆる分野をクイズで、「もの知り王」を
決定。納得の世界１位から、「まさかこの
国が！」という驚きの１位まで。今まで知
らなかった世界の姿が見えてくる。
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第１教室 （２Ｆ） 第２教室 （２Ｆ） 第３教室 （３Ｆ） 国語専科教室 （３Ｆ） 視聴覚ﾙｰﾑ （３Ｆ）

ももいろ　 20席 あお　 12席 きいろ　24席 だいだい　８席 きみどり　７席

１限 10:10～ 111 131 151
宗教                 　        Lecture 雑学      　　　       Competition 芸術　               　      Lecture

その歴史と日常生活での実践 きみは読めるか！難漢字にチャレンジ！ 宮廷娯楽から身体芸術への変遷

～11:10

２限 11:20～ 112 132 152
文学　                        Lecture 音楽                     　Workshop ｶﾙﾁｬｰ             　       Theater

全54帖の中のヤマ場と人物を紹介 いちばんコアなところからの「裏口入学」 過去のスゴイ歴史を学ぼう！

～12:20

３限 12:30～ 113 123 133 143
美術 　　　　　        　Lecture 心理　            　        Lecture ｶﾙﾁｬｰ　                 Workshop 文学 　　　　　　     　Lecture

まるで美術史！作風の変遷と壮絶な生涯 『夜と霧』から晩年まで グラスの中の宇宙を自分の手で作り出す ドイツ文学編

～13:30

４限 13:40～ 114 124 134 144 154
美術　                  　    Lecture 心理                  　 　 Lecture ｶﾙﾁｬｰ                 　 Workshop 心理                     　  Lecture ｶﾙﾁｬｰ　            　     Lecture

エジプト美術から現代美術まで フロイト VS ユング ｱﾛﾏ･ｴｯｾﾝｽの種類と効能を知ろう エニアグラム 「タイプ」と「レベル」の関係 有名ブランドの歴史と魅力

～14:40

５限 14:50～ 115 125 135 145 155
医療                           Lecture 言語　              　    Lecture ｶﾙﾁｬｰ　         　     Workshop 思想 　                     Lecture ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ                   Theater

世界に一つだけのプレート作り

人生を癒す、音楽の力 英単語の歴史と由来。暗記にも役立つ 神秘思想家の現代へのメッセージ 大阿闍梨 酒井雄哉

～15:50

６限 16:00～ 116 136 156
美術　                       Workshop 音楽　                   Workshop 教養　　　　　　　　Theater

You can't live without knowing about...

これであなたもコーディネーター 知られざる珠玉の名曲に聴き入る

～17:00

７限 17:10～ 137
音楽　                      Workshop

音楽療法士による「今」の歌の癒しの力

～18:30

SONGS・歌の向こうへ

現代の歌たちがもつ癒しの力。「YELL」
（いきものがかり）や「明日がくるなら」
（JUJU）を通して、その力を体に心に染
み込ませてみよう。涙が流れるなら、そ
れもよし。歌の力に身をゆだねよう。

色彩マスター誕生！ 涙と癒しのクラシック
Ｍ.Ｊ.

世の中は色だらけ！でも色について実は
あまり知らないような…。そんな謎だらけ
の「色」についての基礎的な知識から、
生活に役立つ色の知識まで幅広く紹介
します。

決して有名ではない、しかし、とっておき
の知られざる珠玉の曲を聴きます。静か
に、深く、味わいます。涙が出ても恥ずか
しくはありません。受講後には特別なプレ
ゼントも。

M.J.とは誰か。死してなお生き続ける稀
代の個性が、渾身の編集による映像で
今、甦る！。

ﾎﾟｰｾﾘﾝｱｰﾄの歴史と技法

｢音楽療法士｣の仕事は、科学としての医
学の手の届かない所から始まります。難
病の方を支える音楽の力について、日々
の現場の姿を伝えます。

一見無味乾燥に見える英単語だが、そ
の背後には2000年以上の歴史が隠れ
ている。単語の正体を知れば、覚える楽
しさアップ。

真っ白な器を好きなように彩って自分だ
けのテーブルウエアを作るポーセリン
アートの歴史・技法を学び、プレートを
作っていただきます。今まで日常当たり
前のように使っているテーブルウエアの
見方が変わります。

19世紀末の思想家シュタイナー。哲
学、文学、芸術のほか、教育、医学、建
築、そして農業までを網羅する総合学と
しての思想とその本質を学ぶ。

『一日一生』の著者、大阿闍梨・酒井雄
哉さん。「千日回峰」を二度も成し遂げた
酒井さんの、１回目の修行のドキュメン
ト。価値観がゆさぶられます。

エジプト美術から現代美術までを45分で
語り下ろす野蛮な試み。セザンヌを分水
嶺とする近代と現代の美術を学ぶ。空
間認識の変遷を理解する。

「無意識」を発見した、精神分析の祖フ
ロイトの思想と、その弟子であり、無意識
を集合体とみたユングの思想を学ぶ。興
味深い「夢分析」も紹介。

リラックス効果だけでなく、海外では医療
行為としても認知されるアロマテラピー。
さまざまなアロマオイルを実際に体験し、
その由来や効能を知ります。学んだ後
は、自分だけのオリジナル・オイルも作り
ます。

自分の性格タイプを知ることはエニアグ
ラムの出発点に過ぎません。タイプが横
軸ならば、人格レベルは縦軸。踏み込ん
だお話をしてみたいと考えています。

今や誰もが知る、シャネル、ディオール、
サンローラン…ファッションモードの歴史
を、その新時代を築いたデザイナーの魅
力とともに紹介します。

音楽療法の現場から 語源から知る英単語 シュタイナーに学ぶ 行 比叡山千日回峰

西洋美術の歴史 精神分析学入門 体験！アロマテラピー 性格ﾀｲﾌﾟ・自己の成長へ ﾌｧｯｼｮﾝﾓｰﾄﾞの歴史

アウシュビッツ強制収容所から生還した
フランクルが得た人生の真理とは…。人
生そのものの意義を肯定するフランクル
の生涯と思想を学ぶ。

大人になったら、ビールや焼酎だけでは
なく、おしゃれにカクテルを。プロのバー
テンダーによる、ノンアルコール・カクテ
ルの体験講座。様々な組み合わせで、
基本から応用までを学ぶ。オリジナル・カ
クテルには、ネーミング・センスも必要？

内向的・思索的で、人類普遍性を表現
しようと志向したドイツ文学を、ゲーテを
中心に知る。芸術との関わりにもふれつ
つ、その歴史と魅力を伝える。

ピカソとは誰か V・E・フランクルの世界 カクテルを作ろう！ 西洋文学への招待

天才とは何を根拠にそう呼ぶのか。彼の
場合は、時代をリードしたその作風の変
遷だろう。「時代」ごとの代表作を通覧し
ながら、変遷の足取りをたどる。

古文の定番中の定番「源氏物語」のス
トーリーを45分間で一気に紹介。その深
い世界へ招待します。もちろん、問題解
答でも、断然有利です！

音楽史をまじめにたどるのではなく、いち
ばんキョーレツな忘れられないところから
一気に入門。かなり激しいクラシック音
楽入門講座。

ブラジルＷ杯も終わりました。今回をきっ
かけに関心を持った人、これまでのすご
いプレーや試合を映像で学びませんか。
４年後への想いと理解を深めましょう。

源氏物語 全ｽﾄｰﾘｰ ｸﾗｼｯｸ音楽・入門？ World Cup Document

禅とは何か 「漢読王」 決定戦！ ｸﾗｼｯｸﾊﾞﾚｴの歴史

「座禅」は知っていても、概念としての
「禅」を知る人は少ないはず。達磨に始
まる禅の歴史からその意義までを知る。
日常生活での実践も紹介。

「きみはこの漢字が読めるか？」。動物、
植物、国名などの難読漢字が続々登場
する中高生向けクイズ。刺激に満ちた漢
字ワールドが、きみたちの挑戦を待って
いる！みんなで競い合おう。例えば⇒
「鰤」「百日紅」「葡萄牙」など。

舞台芸術や習い事としてポピュラーなバ
レエ。その誕生から発展の歴史を、時代
を変えた振付家、ダンサーとともに紹介
します。

 参加費： どちらか１日      500円   

        ２日             1,000円 
 
 ■ 申し込み方法 ： 申込用紙 にて、申し込んで 

              ください。FAXでもOKです。 

               FAX: 097-540-6671 

2014年７月21日（月） 

紫雲国語塾


