
企画責任者

（共同企画者）

～9月末

（6回程度）

～9月末

（6回程度）

※別途交通費

コース名 訪問地 日程 泊数 金額 目的と内容

 ¥38,000

音声ドラマを現役のプロフェッショナルと共に創り、配信する企画です。本講座は従来の内
容のクリエイティブ面を強化した内容になっています。企画からはじめ、生徒自ら脚本を創
作します。都内プロスタジオでの収録では、プロ声優に対して演出を行います。従来は、ス
タジオの演出席にプロのディレクターが座り、プロ声優・生徒への指示をしていましたが、
本講座では生徒のみがプロ声優に演出を行います。
1. 観察のワークショップ(担当：河合・鈴木勇)
2. 発想・企画のワークショップ(担当：河合・ディレクター)
3. 脚本創作のワークショップ(担当：プロ脚本家)
4. 脚本添削のワークショップ(担当：プロ脚本家)
5. スタジオ収録での演出体験(担当：プロ声優・エンジニア)

鈴木勇

2023年度　課外教室　企画コース

¥40,000

芸術鑑賞を通じ、様々な表現文化に触れ、熱い一瞬を胸に刻む時間を共有しましょう。同じ
舞台は二度とありません。歌舞伎からミュージカル、小劇場まで幅広いプログラムを用意す
るので、自身が自由に選んで参加してください。最低4回以上の参加が必要です。全プログラ
ム参加することも可能です。鑑賞後、感想文を必ず提出してもらいます（費用に関しては、
参加回数により追加徴収あり）。～1月31日

馳　川
松　崎

鈴木勇

7月25日 宿
泊
な
し

宿
泊
な
し

河　合

 ¥38,000

音声ドラマを現役のプロフェッショナルと共に創り、配信する企画です。本講座は従来の内
容のアクト面を強化した内容になっています。企画からはじめ、アイディアをプロの脚本家
に依頼します。プロが書いた脚本を、プロの演技指導者とともに読み合わせ、基本的な発声
方法を学びます。都内プロスタジオでの収録では、プロのディレクターのもと、プロ声優に
頼らず、生徒のみで収録します。
1. 企画・発想のワークショップ(担当：河合・ディレクター)
2. 表現のワークショップ(担当：白井・河合)
3. 演技のワークショップ(担当：プロ俳優)
4. 演技のワークショップ(担当：プロ俳優)
5. スタジオ収録での声優体験(担当：ディレクター、エンジニア)

7月25日

5 Global Studies Program 学園内

7月31日
宿
泊
な
し

後　藤

安　田

3 芝居を観る

東京近郊
各劇場

1
ボイスキャストワークショップ

♯クリエーター

都内
スタジオ
(麻布）

7月25日

宿
泊
な
し

2
ボイスキャストワークショップ

♯アクター

都内
スタジオ
(麻布）

河　合

 ¥55,000

英語を使って留学生との交流を行う5日間のプログラムです。グループワークを中心に、意見
交換をしたり、プレゼンテーションの練習・発表をしたりします。1グループにつき1人、留
学生がグループリーダーとして入ってくれるので、英語で意見交換することに慣れていない
人、苦手な人も安心して参加できます。英語が好きな人、国際交流に興味・関心がある人
は、ぜひ参加してみて下さい。（昨年度まで実施していたエンパワーメントプログラムをバージョンアップさ

せたものです。）　　※アイエスエイが提供するプログラムです。なお、このプログラムではアメリカ、カナ
ダ、イギリス、いずれかの国より来日中の大学(院)生を受け入れてくれるホストファミリーを募集しま
す。学校でのプログラムだけでなく、海外の留学生と一緒に生活をする貴重な体験ができます。

～8月4日 本間理

2022年度
観劇作品

『ミス・サイゴン』『ハリーポッターと呪いの子』『頭痛肩こり樋口一葉』『スクルージ』『アラジン』『ライオン・キング』
宝塚歌劇団（星組・月組・宙組）、新春歌舞伎、文楽鑑賞教室他

コーヒー豆を通して「本当のサステナビリティ」を体験します。
★コーヒー豆を使ったグローバル体験！：インドネシアの農家の方へのオンラインインタ
ビューとバーチャル収穫体験を行い、その農場で収穫されたコーヒー豆を焙煎・試飲しま
す。一部のレクチャーは英語で実施します。
★学ぶだけじゃない。サステナビリティを実践しよう！：試飲に使ったコーヒー豆は、無駄
にすることなく残りカスも再利用する体験をします。また、フェアトレードなコーヒー豆を
輸入・販売する計画を立案してもらい、文化祭で仕入と販売を行い、その収益をインドネシ
アの農家に寄付します。サステナビリティに実際に貢献をすることを目指します。
★世界標準のサステナビリティを体系的に学ぼう！：コーヒー豆は、世界中の環境、経済、
社会に、広く関わっています。コーヒーを通して世界を見渡すことで、いろんな社会課題や
SDGsと世界の関係性を、立体的に、体系的に学ぶことができます。
これを読んで「面白そうだな」と思ったあなた、ぜひ一緒に体験してみませんか?

人手不足で困っている、松本市周辺の農家で農作物収穫の手伝いをします。
主な作業内容は以下の通りです。
・松本市下原　スイカ農家の百瀬さん(収穫手伝い、箱詰め、運搬作業)
・松本市笹賀　トマト農家の百瀬さん(ジュース用トマトもぎ取り、運搬作業)
・松本市四賀村　会田養鶏場(平飼い鶏の卵拾い作業、場内の清掃)
・松本市島内　　於田屋農場(夏秋いちご収穫手伝い、場内の整備)
都会の喧騒から離れて、長野の大自然の中で農業体験がしたい人、またボランティア精神の
ある人を募集します。

～10日 4日 萩　野

6 農業ボランティア
松本市

（長野県）

8月7日 3泊 宮　本

7 天文教室
上越市

（新潟県）

8月11日 2泊 富　塚

 ¥60,000

50,000¥ 

新潟県上越市を訪れ、深夜までペルセウス座流星群の観測を行います。条件が良ければ、1時
間に20個程度の流星が観測できます。その他、天文台で直径65ｃｍの巨大な反射望遠鏡を
使って天体観測をしたり、課題図書を通じて宇宙や星に関する勉強会も行います。事前学習
として、流星群に関するDVD学習や、プラネタリウム見学なども計画しています。～13日 3日 小山田

 ¥85,000

北海道南部、主に函館周辺を中心に、雄大な自然の景色を堪能し、歴史やアートに触れる講
座を企画しました。
函館は神戸や横浜とともに国際貿易港として発展し、北海道の中でも早くから文化が花開い
た町です。まずは、ドラマや映画のロケ地としても有名な元町地区を中心に自由に見学し、
歴史や文化について学びます。夜は世界三大夜景のひとつといわれる函館山からの夜景を鑑
賞します。星形の西洋式城郭が美しい五稜郭公園では、豊かな自然を眺めながら美術館や
アートギャラリーを巡ります。また、「はこだて未来大学」訪問し、アートやデザインと先
進技術の融合された研究の環境にふれます。さらに、絶景と評される大沼公園に足を伸ば
し、サイクリングやボート等を楽しみながらゆっくりと散策します。「宝箱のような街」函
館の魅力を一緒に味わいませんか。

　～30日 3日 網　干

8
道南　絶景とアートと歴史に

ふれる旅
函館

（北海道）

8月28日 2泊 青　柳

長野県のまだらお高原をベースに、千曲川や野尻湖でアウトドア活動や県内各所の探訪をし
ます。初日に訪れる小布施（おぶせ）町は、葛飾北斎が晩年に暮らし創作活動をした地。人
生最後に描いた大きな天井絵のある寺院、岩松院を訪れます。町特産の栗を使った食事やモ
ンブランケーキも楽しみます。また、1400年の歴史をもつ有名な善光寺(ぜんこうじ)を参詣
し、広い本堂では座禅も体験します。都会を離れて自然豊かな涼しい高原で過ごす4日間の旅
です。

　　～31日 4日 本間正

9 まだらお高原自然教室

斑尾高原
小布施町
長野市

（長野県）

8月28日 3泊 山　口

10 世界遺産「屋久島」を遊ぶ
屋久島

（鹿児島県）

8月28日 3泊 萩　原

80,000¥ 

100,000¥ 

日本で初めて登録された世界遺産の屋久島で「縄文杉」や「白谷雲水峡」のコースをトレッ
キングし、その自然を満喫します。屋久島を楽しむには体力も必要ですし、プライベートで
訪れることも難しいです。一緒に行くメンバーによってその経験はとても貴重なものになり
ます。だからこそ今、高校の仲間と共に貴重な体験をしてみませんか。屋久島でしか感じる
ことができない、荘厳な自然から受ける素晴らしい感動を思う存分味わってください。ト
レッキングは少々ハードですが、その分かえって目の前に広がる大自然に大きく心を打たれ
るのです。ジブリ映画のような光景が自分の目の前に開ける感動をあなたに！

　～31日 4日 冨　田

4
コーヒー豆で世界とつながる
～World SDGs School～

学園内

7月24日

宿
泊
な
し

楠　木  ¥30,000

～27日



～5日

※事前学習あり

9月第1週

＋

SDGｓという言葉を聞いたことがあっても私たちができることを具体的に考え、行動に移し
ている人は多くないでしょう。この企画は、未来を生き、創っていくみなさんが考え、行動
に移すことをめざしています。その際、中心となるのがエシカルという理念・哲学です。エ
シカルとは、「人・社会・地球環境・地域に配慮した考え方や行動」をさします。この観点
から①食品ロス問題と②ソーラーシェアリングを取り上げます。①食ロスをめぐる映画
「もったいないキッチン」を鑑賞し、ワークショップを行います。そして、実際に自分の家
庭で起こっている食ロスを解決するためのレシピを考案します（通い）。②ソーラーシェア
リングは農地を立体的に活用し、エネルギーと作物を同時に創ることができるシステムで
す。市民エネルギーちば株式会社の取り組みに学び、有機農業・発電・街づくりや環境保護
について現場での作業を体験します（千葉県匝瑳市で一泊）。通いと宿泊のハイブリッド企
画です。

宿泊
8月30日
～8月31日 2日 -

50,000¥ 11 エシカルな社会を創る
学園内・
匝瑳市

(千葉市)

通い
8月28日
8月29日
9月2日

1泊 森　下

12 然別湖で自然体験
然別湖

（北海道）

8月29日 3泊 藍

99,000¥ 

羽田から帯広へワンフライト。北海道のど真ん中、満天の星が夜の湖面にきらめく大自然の
ふところで3泊4日のテント暮らし。(衣・)食・住を満たせたら、連日アウトドアスポーツに
挑戦する。薪割から始まり、カヌー・渓流釣り・アニマルウォッチングなど休む暇はない。
帰京するころ、あなたは立派なナチュラリストになっていることでしょう。なお毎日温泉に
入浴できます。～9月1日 4日 岡　部

¥0

対話型ロボットPepperを使って、人の役に立つ課題解決型のプログラム作りができます。プ
ログラムの作成経験がなくても大丈夫です。Pepperの仕組みやプログラミング方法について
一から”楽習”できます。成城大学の森由美先生にご指導いただき、Pepperを使ってどんな
社会問題を解決できるか、一緒に考えましょう。なお、プログラミングコンテストに参加し
たい人に対しては別途指導を行う予定です。～9月1日 -

13
課題解決型ロボット
プログラミング体験

学園内

8月29日 宿
泊
な
し

14 異国情緒あふれる街　長崎

長崎
雲仙

ハウス
テンボス

（長崎県）

9月1日 3泊

楠　木

髙　嶋

93,000¥ 

歴史に触れ、平和を考え、異国の香りを楽しむ旅です。1日目は「浦上天主堂」・「長崎原爆
資料館」・「平和公園」等を見学。2日目は世界産業遺産の構成要素のひとつである「軍艦
島」に上陸。その後は長崎市内に戻り、グループごとにテーマを決めて散策。坂本竜馬ファ
ンなら「亀山社中記念館」、江戸時代の交易を学ぶなら「出島」、中国文化や食に興味があ
るなら「新地中華街」、街並みや洋館建築に関心があれば「オランダ坂・グラバー園」
等々。3日目は「雲仙岳災害記念館」にて噴火について学び、地元名物「具雑煮」を食べて、
「雲仙温泉地獄めぐり」。どんな「地獄」があるのかは、お楽しみ。4日目はオランダの街並
みが見られる「ハウステンボス」で過ごします。長崎で、異国の風にふかれてみませんか？

　　～4日 4日 髙　野

松山市内自由行動から旅は始まります。滑らかな道後の湯、海風を感じながら漕ぐ自転車、
無人島を目指して漕ぐシーカヤック、伝統を体感する備前焼作陶と後楽園見学、そして瀬戸
内海に沈んでいく夕日……。瀬戸内の自然と文化を思い切り楽しみましょう。　～4日 4日 -

95,000¥ 15 瀬戸内体感の旅

松山市
（愛媛県)

尾道市
(広島県)

瀬戸内市・
岡山市

（岡山県）

9月1日 3泊 松　尾

16 世界遺産「奄美大島」
～結の島旅～

奄美大島
（鹿児島県）

9月1日 3泊 萩　野

 ¥100,000

 『結の島』とも言われる奄美大島には、「水や山うかげ、人や世間うかげ」という言葉があ
る。「水があるのは森のおかげ、木々があるのは水のおかげ。人も同じで、周りの人の助け
や支えがあってこそ」という意味である。それを、体いっぱい体験して来よう！豊かなマン
グローブの森でカヌーをしたり、太古の森「金作原原生林」で深呼吸～!!動植物を観察した
り、美しい!!奄美ブルーの海に感動したり、染め物体験や満天の星を眺めたり…自然や文化、
人を結ぶ内容です。2017年7月26日、世界遺産として登録された奄美大島。"次世代に受け
継がれるべき世界の宝"となったその場所で、自然から学び・自然を考える。その先に、未来
への生き方を考えるきっかけにつなげていくことを目的とする。

　　～4日 4日 河　野

17 出雲―神話と妖怪のふるさと

出雲市
松江市

（島根県）
米子市

（鳥取県）

9月3日 2泊

18 『新選組　―幕末の戦士たち』

京都市
（京都府）

日野市
（東京都）

9月3日 2泊

網　干

90,000¥ 

国内最強のパワースポットを訪ね、その背景にある神話に隠された古代史について実地に学
ぶ。小泉八雲や水木しげるが怪談や妖怪に強く魅かれた理由について理解できるよう、出雲
大社をはじめとする神社、いくつかの遺跡と松江城を中心に、古代から中世にかけての文化
財について学習するとともに、水木しげる記念館も訪ねる。
【主な見学先】出雲大社、古代出雲歴史博物館、荒神谷遺跡、加茂岩倉遺跡、出雲弥生の森
博物館、松江城、加賀の潜戸、水木しげる記念館

　　～5日 3日 小谷野

八木道

60,000¥ 

時折大河ドラマ等で取り上げられる新選組。課外教室という場を使って、ちょっと詳しく
探ってみませんか？彼らが活躍した京都へ旅をしてみましょう。京都の風情や美味しい料理
を楽しみつつ、歴史の知識を増やすことができますよ。これを機会に1人でも多くの人に新選
組を知って欲しいです。奮ってご参加を！！3日 本　吉

19 宝塚歌劇を観る

宝塚劇場
（東京都）

宝塚
大劇場

（兵庫県）

1泊 浅　野

 ¥90,000

20 スキー教室 未定

1月5日 3泊 阿久津

皆さんは世界で唯一、女性のみの歌劇集団「宝塚歌劇団」を知っていますか？お母さん，お
祖母さんがファンであるご家庭のみなさんは観劇されていると思いますが、高校生になった
今、その総合芸術の素晴らしさをぜひ体験してほしいです。少し紹介します。お芝居は日本
や世界の史実に基づく歴史ドラマや各国の伝統文化、文学文芸を取り入れた演目、レビュー
は多彩な衣装、舞台装置、楽曲ともに好奇心を刺激する圧倒的な迫力を目の当たりにするこ
とができます。何より素晴らしいのは、ジェンヌさん達の本気度です。本物の舞台とそのエ
ネルギーに触れる有意義な体験、感動は芸術に親しむ喜びや感受性豊かな健全な精神を育む
好機となるはずです。
また、その劇団には成城学園の卒業生が6人（内現役2名）も在籍していたのです。先輩たち
が活躍されていた総合芸術の世界を知ってもらうことも目的としています。昨年度の参加生
徒のみなさんも、その素晴らしさに感動していたようです。男子諸君の参加も大歓迎です
（昨年度は1名だけでしたが）。知らないことは損です。ダマされたと思って観劇してみて欲
しいです。その素晴らしさに圧倒されますよ。（実は私もそうでした。今ではドはまり！）

8月
　　～1月

宿
泊
な
し

杉　崎

 ¥75,000

初心者から上級者まで、各レベルに応じたスキー指導を行います。講師は全て本校の先生方
です。午前と午後の講習の他、ナイタースキー・ビデオ撮影など、スキー漬けの3日間となり
ます。初心者・初級者でも臆さずに参加して下さい。また、自己流スキーヤー諸君にとって
は正しい技術を身につけるよい機会となるでしょう。都会にいては味わえない自然の厳しさ
素晴らしさを身をもって体験し、かつ団体行動がしっかり取れるようになってもらうこと
も、このコースの大きな目標です。また、仲間や先生方の違った一面を見ることができるか
もしれません。※未定(体育科他)

　　～8日 4日 ※

2022年度
観劇公演

① 花組　東京劇場公演　② 宙組　宝塚大劇場公演　宝塚ホテル宿泊
③ 月組　東京劇場公演　④ 雪組　東京劇場公演　　⑤ 星組　東京劇場公演

都　築

 ¥85,000

嵐山の竹林や伏見稲荷大社の千本鳥居など、テレビなどでよく知られている京都の名所を実
際に巡りながら、日本の文化や歴史について学んでいきます。また、和菓子作り体験やグ
ループによる半日の自主研修など、自分たちで体験し、行動していく機会が多いのもこの企
画の特徴です。この企画を通じて思う存分、京都を満喫してみてはどうでしょうか。　　～8日 3日 嵜　口

21
京都

　～歴史と文化にふれる～
京都市

（京都府）

1月6日 2泊

‶グリュッスゴット(神のご加護を)″とはオーストリアで「こんにちは」を意味する挨拶の言
葉です。この講座の行程は、まず南ドイツのミュンヘンから入り、ディズニーランドにある
「眠れる森の美女」の城のモデルにもなっているノイシュバンシュタイン城を訪れます。そ
の後オーストリアに入り、映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台となったザルツブ
ルクに行き、映画のシーンになった場所を散策します。そこでオーストリアの田舎生活を体
験するためペンションに宿泊します。次に湖水地方と言われるザルツカンマーグートを巡
り、世界遺産の街ハルシュタットの風光明媚な湖畔を訪れたり、ミュージカル「エリザベー
ト」の舞台である温泉保養地バートイシュル等を訪れます。その後音楽の都ウィーンに行き
ます。ウィーン市内では自由散策の他、夜にはウィーン国立歌劇場でオペラ鑑賞、また、映
画「第三の男」に登場した大観覧車があるプラーター遊園地にも行く予定です。ドイツ＆
オーストリアの大自然、文化、芸術を満喫できる講座です。

　　～29日 8日 友　寄

22 グリュッス ゴット！オーストリア
ドイツ・

オーストリア

3月22日 6泊 牛　山

350,000¥ 


