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※お申し込み時にお伺いする個人情報（氏名・住所等）は、各種お知らせやご連絡などに
　使用するものです。その目的以外には使用いたしません。

コ ー ド　 10201

講　師　 船曳 由美

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　 11/27

回　数　 全 1回

受講料　 1,000 円

定　員　 120名

AUTUMN

10月開講

国際日本学

TEL.03-6238-1400  FAX.03-6238-1399 E-mail  kioiclub@jiu.ac.jp

●地下鉄有楽町線／麹町駅 1番出口より徒歩3分
●地下鉄南北線／永田町駅 9番出口より徒歩5分
●地下鉄丸の内線  ●銀座線／赤坂見附駅 D出口より徒歩8分
●JR中央線・総武線／四ツ谷駅より徒歩10分

●地下鉄有楽町線　
　麹町駅 1番出口より徒歩3分
●地下鉄南北線　
　永田町駅 9番出口より徒歩5分
●地下鉄丸の内線／●銀座線
　赤坂見附駅 D出口より徒歩8分
●JR中央線・総武線
　四ツ谷駅より徒歩10分

地下鉄有楽町線
地下鉄銀座線
地下鉄南北線
地下鉄丸ノ内線
JR線

●カフェテリア（B1F）
白がベースのインテリアでとても快適な学生
食堂です。定食は400円から、麺類は180円
から、食後のケーキセットも用意しています。

●図書館（2F）
窓が広く明るい図書館です。読書・勉学用の
個別ブースもあります。各種雑誌／新聞も
備えています。 ※図書の貸出はできません

●PCブース（2F）
パソコンを利用できます。インターネットで資
料を検索することもできます。

●託児室（2F）
講座受講時に託児が必要な場合、託児室を
利用できます。
［申し込み方法］
ご利用の1週間前までに
TEL 03-6238-1400
までお申し込みください。
料金：800円（乳幼児1名、１時間につき） 

城西エクステンション・プ
ログラムの受講生の方々は
キャンパス内の施設をご利
用いただけます。

●　申し込みにあたっての注意点　●

開講時間30分前よりエクステンション・プログラム受付にて、受講料納入
手続きをいたします。受講料は現金でのお支払いとなりますので、おつり
のないようご用意ください。尚、欠席される場合は必ず下記事務局までご
連絡ください。

※電話受付時間　月～土 10:00～18:00 〈日・祝祭日休〉
TEL 03-6238-1400   FAX 03-6238-1399
E-mail  kioiclub@jiu.ac.jp
［所在地］〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26
城西大学  城西国際大学  東京紀尾井町キャンパス

城西エクステンション・プログラム事務局

2010【受講料・教材費】受講料・教材費は、消費税を含む金額です。
開講後、受講料・教材費の返金は理由に関わらずできません。
【締切・中止・変更】講座の募集は、定員に達し次第締切ります。
講座開講日の一週間前の時点で、最低開講人数に満たない場合は、やむを得
ず開講を中止させていただくことがあります。申込者にはその旨を郵送、も
しくは電話にてご連絡いたします。
都合により、代理講師による講義や日程等を変更する場合があります。
【休講・補講】講師の都合、大学行事等によりやむを得ず休講とする場合は
後日補講をおこないますが、ご希望に添えない日時になる場合があります。
事故等により講座開講時間を30分経過しても開始ができない場合は、休講扱
いとします。
【会員証】受講生には会員証を発行いたします。
会員証は他人に譲渡・貸与することはできません。紛失の場合は、受講確認
のうえ再発行いたします。会員証は、講座受講および図書館利用時に必要と
なります。来校の際は携帯してください。
【受講に際して】講義開始 5分前までに教室に入室してください。
講義に支障をきたす行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。
教室内での飲食は、講座内容に関すること以外はできません。
盗難やその他の事故等については、大学では責任を負いかねます。
キャンパスまでの通学は、公共機関をご利用ください。
講座の録音・ビデオ等での撮影は、原則としてできません。文章・写真・映像・
音楽を含む講座内容全ては、本学もしくは本学にその利用を認めた権利者に
帰属します。講座内容を本学または本学にその利用を認めた権利者の承諾を
得ずに転載、使用、複製、配布、改変などすることはできません。
【受講修了証書】修了証書発行対象講座の出席率80％以上の受講生に発行い
たします。
【千代田区講座講習会バウチャー制度】城西エクステンション・プログラムは
千代田区講座講習会バウチャー制度に参加しています。詳細は、千代田区
立九段生涯学習館（TEL03-3234-2841）にお問い合わせください。

JOSAI
EXTENSION
PROGRAM
●城西エクステンション・プログラム●
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2号棟

明治42（1909）年 8月10日に生まれた主人公寺崎テイは、著者の母で
ある。著者は、雑誌「太陽」の編集者として、松本清張氏、土門拳氏、戸
井田道三氏、中野重治氏らと仕事をともにされたとあとがきに書いてお
られる。著者の心のうちに、取材や交流を通じ、民俗学的な興味、一枚
の写真に込められた思い、村に残された風習や伝統芸能、差別とたたかっ
てきた女たちの思いなどが静かに蓄積し、醸成されたのではないか。こ
の講座では、少女テイの話に加えて、どのようにしてこの本が書かれたの
か、民俗学的アプローチ、取材の方法、著者にとってどのような母でいらし
たのか、インタビュー形式で語っていただく。い
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〈周辺地図〉

　マークの講座は単位が認定されます。自分の
ペースで単位をとりながら、城西大学・城西国
際大学への編入・推薦進学を目指すことも可能
です。詳細はお問い合わせください。単位認定制度

は単位が認定されます

『一〇〇年前の女の子』
（講談社2010年）

映画映像

フランスの書店 ＭＡＮＧＡコーナー

キネマ旬報1955年4月下旬号

キネマ旬報1957年11月上旬号　

キネマ旬報1954年
6月下旬号掲載記事

コ ー ド　  10210

戦後、日本の映画産業はどのようにして
再スタートを切り、繁栄を迎えたのか
二人の元キネマ旬報編集長が語る戦後日本映画産業秘録

黒井 和男 （元キネマ旬報編集長 
前角川映画〈旧大映〉代表取締役社長）

掛尾 良夫 （元キネマ旬報編集長 
現キネマ旬報映画総合研究所
エクゼクティブ・ディレクター）

講　師

1940年（昭和15）内務省より映画雑誌の統合が促される。1942年（昭和17）には、新興キ
ネマ、大都映画、日活製作部が合併させられ大日本映画製作株式会社（大映）が設立、初代社
長を菊池寛が務めた。情報局の川面隆三の「民間に回すフィルム1フィートもなし」という
名文句がある通り、映画産業は崩壊状態となった。1945年8月、終戦時の映画産業は劇映
画製作会社、松竹、東宝、大映の3社、劇場1000館、劇映画製作本数は月3本という戦前規
模の半分以下となっていた。日本映画はＧＨＱの検閲のもとで製作が再開され、外国映画は
ＣＭＰＥ（セントラル・モーション・ピクチャー・エクスチェンジ）のもとでおこなわれた。ま
た、ＧＨＱの戦争協力者追放令により、城戸四郎（松竹社長）、川喜多長政（東和映画社長）を
はじめとする映画関係者が公職追放となった。しかし、半分焼け落ちた映画館に大衆はつ
めかけ、1950年代に入ると映画産業は空前の復興に向かう。
本講座では、作品中心に語られてきた従来の戦後映画史とは異なる視点、映画産業界をリー
ドした経営者から町の映画館主をはじめ、当時の現場の映画人にスポットをあて、入場料金
の変遷などを交え、最大のエンターテインメントだった映画産業の熱気を語る。映画人が焼
け跡から発信した活力と、そのエネルギーをむさぼるように吸収し、貧しくとも明るさを忘
れなかった戦後の大衆の記憶を蘇らせることで、現在の沈んだ大衆心理を覚醒させる。

ヨーロッパの
文化
　

フランスにおける日本のアニメ
～キャンディ・キャンディからワンピースまで～

毎年７月には世界最大規模の『ジャパン・エキスポ』が開催され、多くの
コスプレイヤーやマンガ好きが集まるパリ。日本に次いで、世界で二番目
にマンガが読まれているフランスでは“ＭＡＮＧＡ”はすでにフランス語に
なっています。また、街中では『ハローキティ』などの日本のキャラクター
がデザインされたＴシャツを着ている若者の姿を見かけることもあり、そ
の人気は日本以上とも言えます。
それではなぜフランスではこんなにマンガやアニメキャラクターの人気が
高いのでしょうか。この講座では、これほどまでにフランスで日本のマン
ガが普及した歴史、そしてマンガやアニメが現代のフランス文化に与える
影響について、音楽を聴いてリラックスしながら、紐解いていきます。

コラン・アンジェリーク
国籍フランス。国立東洋言語
文化学院（ＩＮＡＬＣＯ）卒業。
2004年にＦＬＥ（外国人の為
のフランス語教授資格）を取
得。現在アテネ・フランセ東
京でフランス語本科、会話ク
ラス、文化教養講座などを担
当。日本語が堪能。

フランスにはBande dessinée（バンド・デシネ）と呼ばれるコ
ミック文化が元々存在しますが、1970年代に日本製アニメが
テレビで放映されるとたちまち大人気となります。その後も
続々と進出を果たす日本のアニメでしたが、フランス政府の文化
保護政策などにより一時は影を潜めることになります。1990
年代末の『ポケモン』や2000年代の宮崎アニメの大ブレーク
までの歴史をたどります。

主催：アテネ・フランセ

※講義は日本語でおこな
いますが、簡単なフラン
ス語にも触れられます。
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講　師

黒井 和男
1938年生まれ、日大芸術学部卒。
日刊興行通信社を経てキネマ旬報編集長、同社社長、角川映画社長な
どを歴任。キネマ旬報社時代、「南極物語」（83）、武田鉄矢の「刑事物
語」シリーズをプロデュース、角川映画では「着信アリ」シリーズ、「戦
国自衛隊 1549」、市川崑監督の遺作「犬神家の一族」（06）などを手
掛ける。2010年角川グループから離れ、黒井和男事務所を設立。映
画ジャーナリストとして、戦後の映画界をリードしてきた映画人を多数
取材したことから、そのオーラル・ヒストリーの記録化を進めている。

講　師

掛尾 良夫
1950年生まれ、早稲田大学政治経済学部卒。
キネマ旬報編集部時代、外国映画の買付、配給、日本映画の製作、配給、
映画館の番組編成など、映画ビジネスの様々なパートを担当。ＮＨＫ
サンダンス国際賞の立ち上げに係り、同賞、国際審査委員を務めた。
現在、キネ旬総研で、データベースの作成、映画プロデューサー人材育成、
世界の映画産業データを収集、分析などを行っている。編著書に『映画
プロデューサー求む』、『映画プロデューサーの基礎知識』、『外国映画ビ
ジネスが面白い』、『映画ビジネスデータブック2010～2011』がある。

講　師

第一部

『一〇〇年前の女の子』が
語るもの
――新しい「遠野物語」の誕生

電話・FAX・E-mailにてご希望の講座を下記事務局までお申込みください。

開講日1週間前になりましたら、事務局より「開講日のご案内」をお送りします。

1階受付で出席簿に出席の押印を受けてから、教室にお入りください。

予約申込

開講日のご案内

開講日手続き

2回目以降の受講

船曳 由美
1938年東京生まれ。62年東京大学文学部社
会学科卒業、平凡社に入社。雑誌「太陽」に
創刊時よりかかわり全国各地の民俗、祭礼、伝
統行事を取材、後に単行本とする。85年平凡
社を退社。86年集英社に入社。99年定年退
職後フリー編集者。『黒川能』（真壁仁 文・薗
部澄 写真）、『東大寺』（土門拳 写真）、Ｍ.プルー
スト『失われた時を求めて』（鈴木道彦 訳）、J.
ジョイス『ユリシーズ』（高松雄一・永川玲二・
丸谷才一 訳）などを担当。また集英社新書『日
本の古代語を探る』（西郷信綱 著）、『ブッダは、
なぜ子を捨てたか』（山折哲雄 著）など深い思索
が凝縮した書籍にかかわる。現在、刊行中の『完
訳ファーブル昆虫記』（奥本大三郎 訳）に携わる。

講　師

正月にはお正月様をお迎えし、十五夜には満月に拍手を打つ。神を畏れ仏を敬う心
にみちていた時代の、豊かな四季の暮らし。語られる少女テイの記憶の一つ一つが
絵のように鮮やかで、映像のようである。今年は、『遠野物語』発刊から百年という。
佐々木喜善の語る民話を柳田國男がまとめたこの本を、著者は心の奥深くの宝物と
語っているが、『一〇〇年前の女の子』はまさに現代の「遠野物語」である。少女が
何を感じ、何を学び、いかに生きていったかを知るとき、我々は、自らの原風景や
家族に思いを馳せつつ、震えるような感動と生きる力を得るであろう。

フランスにおける
日本のマンガ・アニメの

2008年公開の映画『20世紀少年』のワールドプレミア記者会見
はパリのルーブル美術館の『モナリザ』の前で行われました。ま
た、最近日本のアニメ主題歌がフランス人アーティストにカバー
されるなど、日本のマンガ・アニメは世界でその影響力をますま
す大きくしています。フランスで放映されたアニメ主題歌を聴
きながら、なぜ、これほどフランス人に日本のマンガ・アニメが
受け入れられたのか考察します。

第二部 フランスにおける
日本のマンガ・アニメの

時　間　 土曜日 14:00～15:30

日　程　 2011 / 2 /12

回　数　 全1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

（アテネ・フランセ講師）

時　間　 木曜日 13:20～14:50

日　程　 11/18

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 30名

歴史 影響

講　師　 コラン・アンジェリーク



                  

サリンジャーが激怒した
曰く付きの表紙

セントラル・パーク
のアヒル、　
それとも鴨？

渤海時代の大石灯塔（興隆寺境内）

渤海上京龍泉府・宮城址へ向かう

和同開珎　
東亜考古学会『東京城』
（1939年）所収　

モーリス・ベジャール

古　典

国際日本学

http://www.josai.jp/lifelong/ex/

『平家物語』巻三、鬼界島に流された三人の
その後と平重盛の死を扱う章段を読み進め
ます。 無事に帰京が叶った藤原成経と平康
頼（性照）のその後、島に残された俊寛の悲
惨な死、そして、清盛の後継者たるべき重盛
の早すぎた死などを順次見て行きます。重
盛については当時の資料を参照しつつ、物
語が彼に担わせた役割を考えます。（テキス
ト:岩波文庫 山下宏明他注『平家物語』一）

コ ー ド　 10208

講　師　 三木 紀人（城西国際大学教授）

時　間　 月曜日 11:10～12:40

　　　　 10/18、25  
　　　　 11/8、15、22、29
　　　　　12/6、13　
回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費 1,470 円〉

定　員　 20名

『平家物語』を読む

こども福祉

コ ー ド　 10203

講　師　 藤井 一二
               （金沢星稜大学特任教授）

サリンジャーの訃報が届いたのはインド洋を航海中のフジ丸に乗っていたときだった。
2010年1月28日付けの新聞だった。航海中の船に送られてくる新聞記事は厳選され、
短い。そんな中にサリンジャーの死の知らせが飛び込んできた。「文学的な隠遁者」「91
歳」。すでに隠遁生活を始めてから50年の歳月が流れ、その間に新作の出版は皆無と言っ
ていい。にもかかわらず、サリンジャーの名は『ライ麦畑でつかまえて』の主人公、ホー
ルデンの名とともに人びとの心に刻まれ、時代を越えて新たな若者の心をとらえ、共感
をもって迎えられ、世界中で読まれ続けてきた。ときにマーク・トウェインの『ハックル
ベリー・フィンの冒険』のハックと並べられ、それぞれが異なる世紀の時代と社会を辛口
で批判し、大人になることをどこかで拒否し、永遠の少年であり続けようとする生き方
が共感をもって受けとめられた。
サリンジャー亡き後、21世紀の現在、彼が描いた若者の生き方を再考してみるのは意味あ
ることだろう。我々が生きている現在、特に都会という空間であるニューヨークと東京が
極めて近似した状況を呈している中で、彼が覚えた不安と希求した＜心の原風景＞をわれ
われはもう一度、共有することになるかもしれない。もしそうならば、われわれはまだホー
ルデンのようにイノセントな心をどこかに秘めて生きているのかもしれない。

人生設計

音　楽

吉田 真穂　
桐朋女子高校音楽科を経て桐朋学園大学音楽学部卒業。パリ・エコールノルマ
ル音楽院コンサーティストコース（最高課程）卒業。ピアノを高柳朗子、小川京子、
ジェルメーヌ・ムニエの各氏に師事。第6回ヴィオッテイ・バルセシア国際コンクー
ル第4位。第18回セニガリア国際コンクール第3位。パリ、ザルツブルグ等ヨーロッ
パ各地でコンサートに出演。現在、桐朋学園芸術短期大学特任教授、桐朋学園
大学非常勤講師。

講　師

講　師

今村 楯夫　
1943年生まれ。日本ヘミング
ウェイ協会会長。東京女子大学
教授（米文学、比較文学専攻）。
主な著書に『ヘミングウェイ－人
と文学』、『ヘミングウェイの言
葉』。写真家との共著に『ヘミング
ウェイのパリ・ガイド』など。

講　師

遣唐留学生として阿倍仲麻呂（あべのなかまろ）が入唐したのは717
年、唐招提寺の開祖鑑真（がんじん）が6度目の航海で来日したのが754
年のことですが、この世紀、日本は中国東北部を中心に栄えた渤海
（ぼっかい）王国とも北の回廊で結ばれていました。｢海東盛国｣と讃え
られた渤海は、最盛時、現在の中国東北部・ロシア沿海地方・朝鮮半島北
部一帯を支配し、建国（698）から滅亡（926）に至る約230年間に記録
された対外交渉は、唐へ遣使100回余、日本へ33回余を数えます。渤海
使の起点となった渤海王城は、何度か遷都しましたが、とくに中国黒龍
江省寧安市渤海鎮の上京龍泉府址は、いまも壮大な宮殿規模を物語っ
ています。今回、渤海国と日本の交流について、①渤海使・遣渤海使の往
来と渤海王城との関係、②渤海上京城址（黒龍江省寧安市）や陝西省西
安市・河南省洛陽市で発見された日本の和同開珎（わどうかいちん）、③
中国東北の王城遺跡を中心に、交流の広がりと時代の背景を考えます。

藤井 一二　
1941年東京（目黒）生。1964年富山大学文理学部文学科（史学専攻）卒。博
士（文学）。日本古代史、地域文化史、東アジア交流史専攻。1985年金沢経済
大学経済学部教授、2002年金沢星稜大学大学院教授、経済研究所長・人間
科学研究所長などを経て、現在、金沢星稜大学特任教授。中国遼寧師範大
学・大連大学・大連民族学院の各客員教授。近年、2005～2009年度にかけ
て文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業の北東アジア交流研究プ
ロジェクトならびに第39回三菱財団助成研究（2007・2008年）の研究代表者
を務める。主な著書に『初期荘園史の研究』など、近著に『天平の渤海交流』。

講　師

コ ー ド　 10206

講　師　  

ショパン生誕200周年レクチャー＆コンサート

2010 年はショパンの生誕 200 年にあたりますが、
ショパンの音楽は忘れ去られるどころか、益々世界
中の人々に愛されているように思われます。その
失われる事のない魅力とは何でしょうか。ショパン
の代表的な作品数曲を生演奏でお聴き頂きながら、
その魅力の源泉を探ります。《直感》に頼ることも、
押し付けがましい《語法》を以て作曲する事もしな
かったショパン。ただ、ピアノという楽器とその
生涯を結んだショパンの音楽の《自由と秩序》、《哀
切と軽妙》が入り交じった表現世界を生演奏と解
説によって読み解きます。最後に《ショパン生誕
200 年》にちなんで、私が作曲した小品をお聴き
頂きます。

日　程

地球に飛び出すシニアたち

Ⓒポーランド政府観光局

Ⓒポーランド政府観光局

ショパン博物館にあるショパンのピアノ

ショパンの心臓が納められている聖十字架教会

①パタゴニア ペリトモレノ氷河
②ブエノスアイレス サン・テルモ地区／©小笠原 亜人矛
③ブエノスアイレス サンマルティン広場／©小笠原 亜人矛
④ガウチョ／©Nishimura Takeshi
　写真①②③④提供：メルコスール観光局
⑤世界遺産 イグアスの滝   写真提供：INPROTUR/メルコスール観光局

青岸渡寺 三重塔と那智の滝

ロングステイ財団共催連続講座

＝ロングステイ適地探しの旅＝
10207

　　　　　　

※LSメンバーズの方1,500 円
　／夫婦受講2,000円

コーディネー
ター・講師

福永 佳津子
（海外生活カウンセラーロングステイ財団政策
審議委員 海外邦人安全協会理事）

土曜日 14:00～16:30

2011/ 2/26

全 1回

2,000円／夫婦受講 3,000円

60名
福永 佳津子
上智大学卒。在NY6年。帰国
後は海外生活カウンセラーとし
て講演執筆多数。NHK趣味
悠 「々サトウサンペイと楽しむ
海外旅行術（ロングステイ）」講
師等。著書に『ある日海外赴
任』『アジアで暮らすとき困ら
ない本』他がある。

コーディネーター・講師

平澤 信
1939年生まれの71歳。新潟
県長岡市出身。60歳まで東
京都千代田区の金融団体に
勤務。海外旅行は、学生時代
に1か月ヨーロッパ（ギリシャ、
イタリア、フランス、イギリス、ス
イス）の美術館めぐりの旅をし
た経験に始まります。定年後
は、冬の間暖かい国を求めて、
東南アジア、インド、オセアニア、
アフリカ、中南米等を各3、4か
月間、暮らすように旅をしてい
ます。

ゲストスピーカー

コ ー ド

時　間

日　程

回　数

受講料

定　員

今回は、定年後に行ってみたい国、住んでみたい国を求
めて、五大陸をさまよった平澤信さんをゲストにお迎
えして、団体旅行で見る外国旅行とはひと味違った旅
体験をお話頂きます。日本の高齢者が「果たしてこの
国で生活できるかどうか」ということに軸足を置いて
の旅だとお聞きしています。従って、名所旧跡を回るよ
りは、一般庶民の生活の様子を見ることが旅の醍醐味
だったようです。この間、旅先で入院したり、地の果て
で医師の往診を受けるなど、高齢者の心配事はひと通
り体験されたようです。東南アジア諸国を始め、イン
ド、オセアニア、アフリカ、北米・中南米の暖かい国を
放浪し、果たしてロングステイの適地は見つかったの
でしょうか。時間長者なれども、手にする年金の少なさ
も実感し、自分の身の丈にあった国や地域探しの旅は
きっと皆様の共感を呼ぶものと思います。いろいろな
国を旅した平澤さん。今回は特に印象に残った中南米
を中心にお話頂く予定です。

≪ショパンの光≫ 
生誕200年に際して

J.D.サリンジャー追悼

コ ー ド　 10202

講　師　 今村 楯夫

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　 10/30

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

サリンジャー再考 －＜心の原風景＞とイノセンス 歴　史
天平の渤海交流
－海を渡った和同開珎－

１．少将都帰

２．有王

３．僧都死去

４．飈

５．医師問答

６．無文

７．灯炉之沙汰

８．金渡

芸　能

（
右
）坂
田
藤
十
郎　【
錦
祥
女
】、（
中
）市
川
團
十
郎【
和
藤
内
】、

（
左
）中
村
梅
玉【
甘
輝
】

コ ー ド　10209

通し狂言『国性爺合戦』
（主催：国立劇場）

　　　　 12,000円

定　員　 20名

会　場　 国立劇場

今回は、初演時に17カ月という歴史的ロング
ランを成し遂げた、近松門左衛門の代表作『国
性爺合戦』をご鑑賞いただきます。明国を舞台
に、王朝の再興を志す人々が織りなす、スケー
ルの大きな物語をお楽しみください。錦秋を
彩るにふさわしい名作を、坂田藤十郎、市川團
十郎、中村梅玉らの出演者による通し狂言で
お目にかけます。鑑賞後は、毎回好評をいただ
いている当プログラムオリジナルのバックス
テージツアーもご体験いただけます。

歌舞伎鑑賞

※先着順に受け付け、定員に
なり次第締め切ります。※料
金は郵便振込みとなります。
振込後のキャンセルはできま
せんのでご了承ください。

※先着順に受け付け、定員
になり次第締め切ります。
※料金は郵便振込みとな
ります。振込後のキャンセ
ルはできませんのでご了
承ください。

（特別席鑑賞＋バック
ステージツアー）

料　金

芸　能

コ ー ド　  10204

時　間　 土曜日 15:00～17:20（予定）

日　程　 12 /18

回　数　 全1回

東京バレエ団『Ｍ』
～三島由紀夫生誕 85年 没後40年記念公演～

作家ミシマと振付家ベジャール。2人の天才の魂が、舞台に蘇る！

（モーリス・ベジャール振付）

（主催：財団法人日本舞台芸術振興会）

　　　　 9,000円

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

鮮烈な美学と思想で、国際的にも高い評価を得ている三島由紀夫。 その心酔者であ
る世界の振付家モーリス・ベジャールが、三島の人生、文学、思想、美学をまるごと
１つのバレエに表したのがこの作品。始まりは「海」。潮騒の情景から少年ミシマ
が登場し、魂の遍歴をなぞるかのような旅を始めます。「鹿鳴館」「午後の曳航」
「金閣寺」などの著作を暗示する場面、“聖セバスチャン”のイメージの展開を経て、
三島の思想の1つである“輪廻転生”の通り、始まりと同じ海へと回帰していきま
す。初演以来、欧州の主要歌劇場で幾たびもの喝采をあびた傑作が、三島由紀夫          
の生誕85年、没後40年を迎える本年、ふたたび蘇ります！さらに当プログラム参
加者には特典として、終演後のバックステージツアーもお楽しみいただけます。

バレエ鑑賞

（Ｓ席鑑賞＋
 バックステージツアー）料　金

菱沼 典子　
2年余り看護師として勤務後、看護教育に携
わり、形態機能学（解剖生理）、基礎看護学、
看護技術学の教育・研究に当たっている。現
在、放送大学客員教授、中央教育審議会委員
を兼任。主な著書に『看護形態機能学－生
活行動からみるからだ』（日本看護協会出版
会）、『看護のための人体機能学入門』（メヂ
カルフレンド社）、共編著書に『Evidence 
based Nursing看護実践の根拠を問う』
『ケーススタディ看護形態機能学』（南江堂）、
『看護の原理－ケアすることの本質と魅力』
（ライフサポート社）がある。

講　師
健康情報が氾濫し、また医療が高度化するなかで、適切な健康情報に行き着き、
適切な保健行動を取ることは難しい。国民一人一人が健康生活の主人公であ
るために、もっとも基本的な健康情報は、自分の体がどうなっているかの理解
であろう。子ども達は、健康に日々を過ごしている限りは、切迫した健康ニー
ズを持たないが、将来の健康への備えは始まっている。子ども達には、からだ
に関する知識を持ち、自分の健康を考え、適切な保健行動や受診行動をとるこ
とができる大人になってもらいたい。そこで、就学前の子ども（幼稚園ならび
に保育園の年長児）に、からだについて教える教材を作成し、おはなし会をお
こなってきた。この活動の研究成果を踏まえて、子どもにからだのことを教え
る可能性と重要性を共に考えてみたい。あわせて、受講生が自分自身の体に関
して理解を深め、健康生活をつくっていく一助になることをめざしたい。臓器Ｔシャツ

子どもたち
による踊り

コ ー ド　 10205

講　師　 菱沼 典子

時　間　 土曜日 14:00～15:30

日　程　 10/30

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

子ども達に伝えよう
「わたしのからだ」 （聖路加看護大学教授・看護学部長

兼看護学研究科長 博士〈看護学〉）

水曜日
12:00～
17:00（予定）

時　間

ホールデンが見たイ
ンディアンの女性は
いまも自然博物館の
展示室に座っている
　

（東京女子大学教授）

日　程　 11/17

回　数　 全1回

石島 正博
（作曲家・桐朋学園大学教授）

吉田 真穂
（ピアニスト・桐朋学園芸術
 短期大学特任教授）

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　  2011/ 2/12

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

時　間　 土曜日 14:00～16:00

日　程　 12/11

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

石島 正博　
桐朋学園大学卒。作曲を三善晃に師事。79年ＭＵＳＩＣ ＴＯＤＡＹ国際作曲コン
クール・ファイナリスト、80年、日本音楽コンクール（管弦楽部門）3位、84年、第10
回民音現代音楽祭委嘱、87‐89年フランス滞在。91年、朝日作曲賞、97年、芸術
祭大賞受賞（バレエ「天上の詩」）。主な作品に「女歌」18声の女声のために
（2006）、ＷＯＶＥＮ-打楽器とピアノのために（2008）他、研究・著書に「ラヴェル
ピアノ作品全集」（全3巻）（全音楽譜出版社刊）他。現在、桐朋学園大学教授。　



                  

サリンジャーが激怒した
曰く付きの表紙

セントラル・パーク
のアヒル、　
それとも鴨？

渤海時代の大石灯塔（興隆寺境内）

渤海上京龍泉府・宮城址へ向かう

和同開珎　
東亜考古学会『東京城』
（1939年）所収　

モーリス・ベジャール

古　典

国際日本学

http://www.josai.jp/lifelong/ex/

『平家物語』巻三、鬼界島に流された三人の
その後と平重盛の死を扱う章段を読み進め
ます。 無事に帰京が叶った藤原成経と平康
頼（性照）のその後、島に残された俊寛の悲
惨な死、そして、清盛の後継者たるべき重盛
の早すぎた死などを順次見て行きます。重
盛については当時の資料を参照しつつ、物
語が彼に担わせた役割を考えます。（テキス
ト:岩波文庫 山下宏明他注『平家物語』一）

コ ー ド　 10208

講　師　 三木 紀人（城西国際大学教授）

時　間　 月曜日 11:10～12:40

　　　　 10/18、25  
　　　　 11/8、15、22、29
　　　　　12/6、13　
回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費 1,470 円〉

定　員　 20名

『平家物語』を読む

こども福祉

コ ー ド　 10203

講　師　 藤井 一二
               （金沢星稜大学特任教授）

サリンジャーの訃報が届いたのはインド洋を航海中のフジ丸に乗っていたときだった。
2010年1月28日付けの新聞だった。航海中の船に送られてくる新聞記事は厳選され、
短い。そんな中にサリンジャーの死の知らせが飛び込んできた。「文学的な隠遁者」「91
歳」。すでに隠遁生活を始めてから50年の歳月が流れ、その間に新作の出版は皆無と言っ
ていい。にもかかわらず、サリンジャーの名は『ライ麦畑でつかまえて』の主人公、ホー
ルデンの名とともに人びとの心に刻まれ、時代を越えて新たな若者の心をとらえ、共感
をもって迎えられ、世界中で読まれ続けてきた。ときにマーク・トウェインの『ハックル
ベリー・フィンの冒険』のハックと並べられ、それぞれが異なる世紀の時代と社会を辛口
で批判し、大人になることをどこかで拒否し、永遠の少年であり続けようとする生き方
が共感をもって受けとめられた。
サリンジャー亡き後、21世紀の現在、彼が描いた若者の生き方を再考してみるのは意味あ
ることだろう。我々が生きている現在、特に都会という空間であるニューヨークと東京が
極めて近似した状況を呈している中で、彼が覚えた不安と希求した＜心の原風景＞をわれ
われはもう一度、共有することになるかもしれない。もしそうならば、われわれはまだホー
ルデンのようにイノセントな心をどこかに秘めて生きているのかもしれない。

人生設計

音　楽

吉田 真穂　
桐朋女子高校音楽科を経て桐朋学園大学音楽学部卒業。パリ・エコールノルマ
ル音楽院コンサーティストコース（最高課程）卒業。ピアノを高柳朗子、小川京子、
ジェルメーヌ・ムニエの各氏に師事。第6回ヴィオッテイ・バルセシア国際コンクー
ル第4位。第18回セニガリア国際コンクール第3位。パリ、ザルツブルグ等ヨーロッ
パ各地でコンサートに出演。現在、桐朋学園芸術短期大学特任教授、桐朋学園
大学非常勤講師。

講　師

講　師

今村 楯夫　
1943年生まれ。日本ヘミング
ウェイ協会会長。東京女子大学
教授（米文学、比較文学専攻）。
主な著書に『ヘミングウェイ－人
と文学』、『ヘミングウェイの言
葉』。写真家との共著に『ヘミング
ウェイのパリ・ガイド』など。

講　師

遣唐留学生として阿倍仲麻呂（あべのなかまろ）が入唐したのは717
年、唐招提寺の開祖鑑真（がんじん）が6度目の航海で来日したのが754
年のことですが、この世紀、日本は中国東北部を中心に栄えた渤海
（ぼっかい）王国とも北の回廊で結ばれていました。｢海東盛国｣と讃え
られた渤海は、最盛時、現在の中国東北部・ロシア沿海地方・朝鮮半島北
部一帯を支配し、建国（698）から滅亡（926）に至る約230年間に記録
された対外交渉は、唐へ遣使100回余、日本へ33回余を数えます。渤海
使の起点となった渤海王城は、何度か遷都しましたが、とくに中国黒龍
江省寧安市渤海鎮の上京龍泉府址は、いまも壮大な宮殿規模を物語っ
ています。今回、渤海国と日本の交流について、①渤海使・遣渤海使の往
来と渤海王城との関係、②渤海上京城址（黒龍江省寧安市）や陝西省西
安市・河南省洛陽市で発見された日本の和同開珎（わどうかいちん）、③
中国東北の王城遺跡を中心に、交流の広がりと時代の背景を考えます。

藤井 一二　
1941年東京（目黒）生。1964年富山大学文理学部文学科（史学専攻）卒。博
士（文学）。日本古代史、地域文化史、東アジア交流史専攻。1985年金沢経済
大学経済学部教授、2002年金沢星稜大学大学院教授、経済研究所長・人間
科学研究所長などを経て、現在、金沢星稜大学特任教授。中国遼寧師範大
学・大連大学・大連民族学院の各客員教授。近年、2005～2009年度にかけ
て文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業の北東アジア交流研究プ
ロジェクトならびに第39回三菱財団助成研究（2007・2008年）の研究代表者
を務める。主な著書に『初期荘園史の研究』など、近著に『天平の渤海交流』。

講　師

コ ー ド　 10206

講　師　  

ショパン生誕200周年レクチャー＆コンサート

2010 年はショパンの生誕 200 年にあたりますが、
ショパンの音楽は忘れ去られるどころか、益々世界
中の人々に愛されているように思われます。その
失われる事のない魅力とは何でしょうか。ショパン
の代表的な作品数曲を生演奏でお聴き頂きながら、
その魅力の源泉を探ります。《直感》に頼ることも、
押し付けがましい《語法》を以て作曲する事もしな
かったショパン。ただ、ピアノという楽器とその
生涯を結んだショパンの音楽の《自由と秩序》、《哀
切と軽妙》が入り交じった表現世界を生演奏と解
説によって読み解きます。最後に《ショパン生誕
200 年》にちなんで、私が作曲した小品をお聴き
頂きます。

日　程

地球に飛び出すシニアたち

Ⓒポーランド政府観光局

Ⓒポーランド政府観光局

ショパン博物館にあるショパンのピアノ

ショパンの心臓が納められている聖十字架教会

①パタゴニア ペリトモレノ氷河
②ブエノスアイレス サン・テルモ地区／©小笠原 亜人矛
③ブエノスアイレス サンマルティン広場／©小笠原 亜人矛
④ガウチョ／©Nishimura Takeshi
　写真①②③④提供：メルコスール観光局
⑤世界遺産 イグアスの滝   写真提供：INPROTUR/メルコスール観光局

青岸渡寺 三重塔と那智の滝

ロングステイ財団共催連続講座

＝ロングステイ適地探しの旅＝
10207

　　　　　　

※LSメンバーズの方1,500 円
　／夫婦受講2,000円

コーディネー
ター・講師

福永 佳津子
（海外生活カウンセラーロングステイ財団政策
審議委員 海外邦人安全協会理事）

土曜日 14:00～16:30

2011/ 2/26

全 1回

2,000円／夫婦受講 3,000円

60名
福永 佳津子
上智大学卒。在NY6年。帰国
後は海外生活カウンセラーとし
て講演執筆多数。NHK趣味
悠 「々サトウサンペイと楽しむ
海外旅行術（ロングステイ）」講
師等。著書に『ある日海外赴
任』『アジアで暮らすとき困ら
ない本』他がある。

コーディネーター・講師

平澤 信
1939年生まれの71歳。新潟
県長岡市出身。60歳まで東
京都千代田区の金融団体に
勤務。海外旅行は、学生時代
に1か月ヨーロッパ（ギリシャ、
イタリア、フランス、イギリス、ス
イス）の美術館めぐりの旅をし
た経験に始まります。定年後
は、冬の間暖かい国を求めて、
東南アジア、インド、オセアニア、
アフリカ、中南米等を各3、4か
月間、暮らすように旅をしてい
ます。

ゲストスピーカー

コ ー ド

時　間

日　程

回　数

受講料

定　員

今回は、定年後に行ってみたい国、住んでみたい国を求
めて、五大陸をさまよった平澤信さんをゲストにお迎
えして、団体旅行で見る外国旅行とはひと味違った旅
体験をお話頂きます。日本の高齢者が「果たしてこの
国で生活できるかどうか」ということに軸足を置いて
の旅だとお聞きしています。従って、名所旧跡を回るよ
りは、一般庶民の生活の様子を見ることが旅の醍醐味
だったようです。この間、旅先で入院したり、地の果て
で医師の往診を受けるなど、高齢者の心配事はひと通
り体験されたようです。東南アジア諸国を始め、イン
ド、オセアニア、アフリカ、北米・中南米の暖かい国を
放浪し、果たしてロングステイの適地は見つかったの
でしょうか。時間長者なれども、手にする年金の少なさ
も実感し、自分の身の丈にあった国や地域探しの旅は
きっと皆様の共感を呼ぶものと思います。いろいろな
国を旅した平澤さん。今回は特に印象に残った中南米
を中心にお話頂く予定です。

≪ショパンの光≫ 
生誕200年に際して

J.D.サリンジャー追悼

コ ー ド　 10202

講　師　 今村 楯夫

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　 10/30

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

サリンジャー再考 －＜心の原風景＞とイノセンス 歴　史
天平の渤海交流
－海を渡った和同開珎－

１．少将都帰

２．有王

３．僧都死去

４．飈

５．医師問答

６．無文

７．灯炉之沙汰

８．金渡

芸　能

（
右
）坂
田
藤
十
郎　【
錦
祥
女
】、（
中
）市
川
團
十
郎【
和
藤
内
】、

（
左
）中
村
梅
玉【
甘
輝
】

コ ー ド　10209

通し狂言『国性爺合戦』
（主催：国立劇場）

　　　　 12,000円

定　員　 20名

会　場　 国立劇場

今回は、初演時に17カ月という歴史的ロング
ランを成し遂げた、近松門左衛門の代表作『国
性爺合戦』をご鑑賞いただきます。明国を舞台
に、王朝の再興を志す人々が織りなす、スケー
ルの大きな物語をお楽しみください。錦秋を
彩るにふさわしい名作を、坂田藤十郎、市川團
十郎、中村梅玉らの出演者による通し狂言で
お目にかけます。鑑賞後は、毎回好評をいただ
いている当プログラムオリジナルのバックス
テージツアーもご体験いただけます。

歌舞伎鑑賞

※先着順に受け付け、定員に
なり次第締め切ります。※料
金は郵便振込みとなります。
振込後のキャンセルはできま
せんのでご了承ください。

※先着順に受け付け、定員
になり次第締め切ります。
※料金は郵便振込みとな
ります。振込後のキャンセ
ルはできませんのでご了
承ください。

（特別席鑑賞＋バック
ステージツアー）

料　金

芸　能

コ ー ド　  10204

時　間　 土曜日 15:00～17:20（予定）

日　程　 12 /18

回　数　 全1回

東京バレエ団『Ｍ』
～三島由紀夫生誕 85年 没後40年記念公演～

作家ミシマと振付家ベジャール。2人の天才の魂が、舞台に蘇る！

（モーリス・ベジャール振付）

（主催：財団法人日本舞台芸術振興会）

　　　　 9,000円

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

鮮烈な美学と思想で、国際的にも高い評価を得ている三島由紀夫。 その心酔者であ
る世界の振付家モーリス・ベジャールが、三島の人生、文学、思想、美学をまるごと
１つのバレエに表したのがこの作品。始まりは「海」。潮騒の情景から少年ミシマ
が登場し、魂の遍歴をなぞるかのような旅を始めます。「鹿鳴館」「午後の曳航」
「金閣寺」などの著作を暗示する場面、“聖セバスチャン”のイメージの展開を経て、
三島の思想の1つである“輪廻転生”の通り、始まりと同じ海へと回帰していきま
す。初演以来、欧州の主要歌劇場で幾たびもの喝采をあびた傑作が、三島由紀夫          
の生誕85年、没後40年を迎える本年、ふたたび蘇ります！さらに当プログラム参
加者には特典として、終演後のバックステージツアーもお楽しみいただけます。

バレエ鑑賞

（Ｓ席鑑賞＋
 バックステージツアー）料　金

菱沼 典子　
2年余り看護師として勤務後、看護教育に携
わり、形態機能学（解剖生理）、基礎看護学、
看護技術学の教育・研究に当たっている。現
在、放送大学客員教授、中央教育審議会委員
を兼任。主な著書に『看護形態機能学－生
活行動からみるからだ』（日本看護協会出版
会）、『看護のための人体機能学入門』（メヂ
カルフレンド社）、共編著書に『Evidence 
based Nursing看護実践の根拠を問う』
『ケーススタディ看護形態機能学』（南江堂）、
『看護の原理－ケアすることの本質と魅力』
（ライフサポート社）がある。

講　師
健康情報が氾濫し、また医療が高度化するなかで、適切な健康情報に行き着き、
適切な保健行動を取ることは難しい。国民一人一人が健康生活の主人公であ
るために、もっとも基本的な健康情報は、自分の体がどうなっているかの理解
であろう。子ども達は、健康に日々を過ごしている限りは、切迫した健康ニー
ズを持たないが、将来の健康への備えは始まっている。子ども達には、からだ
に関する知識を持ち、自分の健康を考え、適切な保健行動や受診行動をとるこ
とができる大人になってもらいたい。そこで、就学前の子ども（幼稚園ならび
に保育園の年長児）に、からだについて教える教材を作成し、おはなし会をお
こなってきた。この活動の研究成果を踏まえて、子どもにからだのことを教え
る可能性と重要性を共に考えてみたい。あわせて、受講生が自分自身の体に関
して理解を深め、健康生活をつくっていく一助になることをめざしたい。臓器Ｔシャツ

子どもたち
による踊り

コ ー ド　 10205

講　師　 菱沼 典子

時　間　 土曜日 14:00～15:30

日　程　 10/30

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

子ども達に伝えよう
「わたしのからだ」 （聖路加看護大学教授・看護学部長

兼看護学研究科長 博士〈看護学〉）

水曜日
12:00～
17:00（予定）

時　間

ホールデンが見たイ
ンディアンの女性は
いまも自然博物館の
展示室に座っている
　

（東京女子大学教授）

日　程　 11/17

回　数　 全1回

石島 正博
（作曲家・桐朋学園大学教授）

吉田 真穂
（ピアニスト・桐朋学園芸術
 短期大学特任教授）

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　  2011/ 2/12

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

時　間　 土曜日 14:00～16:00

日　程　 12/11

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

石島 正博　
桐朋学園大学卒。作曲を三善晃に師事。79年ＭＵＳＩＣ ＴＯＤＡＹ国際作曲コン
クール・ファイナリスト、80年、日本音楽コンクール（管弦楽部門）3位、84年、第10
回民音現代音楽祭委嘱、87‐89年フランス滞在。91年、朝日作曲賞、97年、芸術
祭大賞受賞（バレエ「天上の詩」）。主な作品に「女歌」18声の女声のために
（2006）、ＷＯＶＥＮ-打楽器とピアノのために（2008）他、研究・著書に「ラヴェル
ピアノ作品全集」（全3巻）（全音楽譜出版社刊）他。現在、桐朋学園大学教授。　



                  

サリンジャーが激怒した
曰く付きの表紙

セントラル・パーク
のアヒル、　
それとも鴨？

渤海時代の大石灯塔（興隆寺境内）

渤海上京龍泉府・宮城址へ向かう

和同開珎　
東亜考古学会『東京城』
（1939年）所収　

モーリス・ベジャール

古　典

国際日本学

http://www.josai.jp/lifelong/ex/

『平家物語』巻三、鬼界島に流された三人の
その後と平重盛の死を扱う章段を読み進め
ます。 無事に帰京が叶った藤原成経と平康
頼（性照）のその後、島に残された俊寛の悲
惨な死、そして、清盛の後継者たるべき重盛
の早すぎた死などを順次見て行きます。重
盛については当時の資料を参照しつつ、物
語が彼に担わせた役割を考えます。（テキス
ト:岩波文庫 山下宏明他注『平家物語』一）

コ ー ド　 10208

講　師　 三木 紀人（城西国際大学教授）

時　間　 月曜日 11:10～12:40

　　　　 10/18、25  
　　　　 11/8、15、22、29
　　　　　12/6、13　
回　数　 全8回

受講料　 16,000円〈教材費 1,470 円〉

定　員　 20名

『平家物語』を読む

こども福祉

コ ー ド　 10203

講　師　 藤井 一二
               （金沢星稜大学特任教授）

サリンジャーの訃報が届いたのはインド洋を航海中のフジ丸に乗っていたときだった。
2010年1月28日付けの新聞だった。航海中の船に送られてくる新聞記事は厳選され、
短い。そんな中にサリンジャーの死の知らせが飛び込んできた。「文学的な隠遁者」「91
歳」。すでに隠遁生活を始めてから50年の歳月が流れ、その間に新作の出版は皆無と言っ
ていい。にもかかわらず、サリンジャーの名は『ライ麦畑でつかまえて』の主人公、ホー
ルデンの名とともに人びとの心に刻まれ、時代を越えて新たな若者の心をとらえ、共感
をもって迎えられ、世界中で読まれ続けてきた。ときにマーク・トウェインの『ハックル
ベリー・フィンの冒険』のハックと並べられ、それぞれが異なる世紀の時代と社会を辛口
で批判し、大人になることをどこかで拒否し、永遠の少年であり続けようとする生き方
が共感をもって受けとめられた。
サリンジャー亡き後、21世紀の現在、彼が描いた若者の生き方を再考してみるのは意味あ
ることだろう。我々が生きている現在、特に都会という空間であるニューヨークと東京が
極めて近似した状況を呈している中で、彼が覚えた不安と希求した＜心の原風景＞をわれ
われはもう一度、共有することになるかもしれない。もしそうならば、われわれはまだホー
ルデンのようにイノセントな心をどこかに秘めて生きているのかもしれない。

人生設計

音　楽

吉田 真穂　
桐朋女子高校音楽科を経て桐朋学園大学音楽学部卒業。パリ・エコールノルマ
ル音楽院コンサーティストコース（最高課程）卒業。ピアノを高柳朗子、小川京子、
ジェルメーヌ・ムニエの各氏に師事。第6回ヴィオッテイ・バルセシア国際コンクー
ル第4位。第18回セニガリア国際コンクール第3位。パリ、ザルツブルグ等ヨーロッ
パ各地でコンサートに出演。現在、桐朋学園芸術短期大学特任教授、桐朋学園
大学非常勤講師。

講　師

講　師

今村 楯夫　
1943年生まれ。日本ヘミング
ウェイ協会会長。東京女子大学
教授（米文学、比較文学専攻）。
主な著書に『ヘミングウェイ－人
と文学』、『ヘミングウェイの言
葉』。写真家との共著に『ヘミング
ウェイのパリ・ガイド』など。

講　師

遣唐留学生として阿倍仲麻呂（あべのなかまろ）が入唐したのは717
年、唐招提寺の開祖鑑真（がんじん）が6度目の航海で来日したのが754
年のことですが、この世紀、日本は中国東北部を中心に栄えた渤海
（ぼっかい）王国とも北の回廊で結ばれていました。｢海東盛国｣と讃え
られた渤海は、最盛時、現在の中国東北部・ロシア沿海地方・朝鮮半島北
部一帯を支配し、建国（698）から滅亡（926）に至る約230年間に記録
された対外交渉は、唐へ遣使100回余、日本へ33回余を数えます。渤海
使の起点となった渤海王城は、何度か遷都しましたが、とくに中国黒龍
江省寧安市渤海鎮の上京龍泉府址は、いまも壮大な宮殿規模を物語っ
ています。今回、渤海国と日本の交流について、①渤海使・遣渤海使の往
来と渤海王城との関係、②渤海上京城址（黒龍江省寧安市）や陝西省西
安市・河南省洛陽市で発見された日本の和同開珎（わどうかいちん）、③
中国東北の王城遺跡を中心に、交流の広がりと時代の背景を考えます。

藤井 一二　
1941年東京（目黒）生。1964年富山大学文理学部文学科（史学専攻）卒。博
士（文学）。日本古代史、地域文化史、東アジア交流史専攻。1985年金沢経済
大学経済学部教授、2002年金沢星稜大学大学院教授、経済研究所長・人間
科学研究所長などを経て、現在、金沢星稜大学特任教授。中国遼寧師範大
学・大連大学・大連民族学院の各客員教授。近年、2005～2009年度にかけ
て文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業の北東アジア交流研究プ
ロジェクトならびに第39回三菱財団助成研究（2007・2008年）の研究代表者
を務める。主な著書に『初期荘園史の研究』など、近著に『天平の渤海交流』。

講　師

コ ー ド　 10206

講　師　  

ショパン生誕200周年レクチャー＆コンサート

2010 年はショパンの生誕 200 年にあたりますが、
ショパンの音楽は忘れ去られるどころか、益々世界
中の人々に愛されているように思われます。その
失われる事のない魅力とは何でしょうか。ショパン
の代表的な作品数曲を生演奏でお聴き頂きながら、
その魅力の源泉を探ります。《直感》に頼ることも、
押し付けがましい《語法》を以て作曲する事もしな
かったショパン。ただ、ピアノという楽器とその
生涯を結んだショパンの音楽の《自由と秩序》、《哀
切と軽妙》が入り交じった表現世界を生演奏と解
説によって読み解きます。最後に《ショパン生誕
200 年》にちなんで、私が作曲した小品をお聴き
頂きます。

日　程

地球に飛び出すシニアたち

Ⓒポーランド政府観光局

Ⓒポーランド政府観光局

ショパン博物館にあるショパンのピアノ

ショパンの心臓が納められている聖十字架教会

①パタゴニア ペリトモレノ氷河
②ブエノスアイレス サン・テルモ地区／©小笠原 亜人矛
③ブエノスアイレス サンマルティン広場／©小笠原 亜人矛
④ガウチョ／©Nishimura Takeshi
　写真①②③④提供：メルコスール観光局
⑤世界遺産 イグアスの滝   写真提供：INPROTUR/メルコスール観光局

青岸渡寺 三重塔と那智の滝

ロングステイ財団共催連続講座

＝ロングステイ適地探しの旅＝
10207

　　　　　　

※LSメンバーズの方1,500 円
　／夫婦受講2,000円

コーディネー
ター・講師

福永 佳津子
（海外生活カウンセラーロングステイ財団政策
審議委員 海外邦人安全協会理事）

土曜日 14:00～16:30

2011/ 2/26

全 1回

2,000円／夫婦受講 3,000円

60名
福永 佳津子
上智大学卒。在NY6年。帰国
後は海外生活カウンセラーとし
て講演執筆多数。NHK趣味
悠 「々サトウサンペイと楽しむ
海外旅行術（ロングステイ）」講
師等。著書に『ある日海外赴
任』『アジアで暮らすとき困ら
ない本』他がある。

コーディネーター・講師

平澤 信
1939年生まれの71歳。新潟
県長岡市出身。60歳まで東
京都千代田区の金融団体に
勤務。海外旅行は、学生時代
に1か月ヨーロッパ（ギリシャ、
イタリア、フランス、イギリス、ス
イス）の美術館めぐりの旅をし
た経験に始まります。定年後
は、冬の間暖かい国を求めて、
東南アジア、インド、オセアニア、
アフリカ、中南米等を各3、4か
月間、暮らすように旅をしてい
ます。

ゲストスピーカー

コ ー ド

時　間

日　程

回　数

受講料

定　員

今回は、定年後に行ってみたい国、住んでみたい国を求
めて、五大陸をさまよった平澤信さんをゲストにお迎
えして、団体旅行で見る外国旅行とはひと味違った旅
体験をお話頂きます。日本の高齢者が「果たしてこの
国で生活できるかどうか」ということに軸足を置いて
の旅だとお聞きしています。従って、名所旧跡を回るよ
りは、一般庶民の生活の様子を見ることが旅の醍醐味
だったようです。この間、旅先で入院したり、地の果て
で医師の往診を受けるなど、高齢者の心配事はひと通
り体験されたようです。東南アジア諸国を始め、イン
ド、オセアニア、アフリカ、北米・中南米の暖かい国を
放浪し、果たしてロングステイの適地は見つかったの
でしょうか。時間長者なれども、手にする年金の少なさ
も実感し、自分の身の丈にあった国や地域探しの旅は
きっと皆様の共感を呼ぶものと思います。いろいろな
国を旅した平澤さん。今回は特に印象に残った中南米
を中心にお話頂く予定です。

≪ショパンの光≫ 
生誕200年に際して

J.D.サリンジャー追悼

コ ー ド　 10202

講　師　 今村 楯夫

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　 10/30

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

サリンジャー再考 －＜心の原風景＞とイノセンス 歴　史
天平の渤海交流
－海を渡った和同開珎－

１．少将都帰

２．有王

３．僧都死去

４．飈

５．医師問答

６．無文

７．灯炉之沙汰

８．金渡

芸　能

（
右
）坂
田
藤
十
郎　【
錦
祥
女
】、（
中
）市
川
團
十
郎【
和
藤
内
】、

（
左
）中
村
梅
玉【
甘
輝
】

コ ー ド　10209

通し狂言『国性爺合戦』
（主催：国立劇場）

　　　　 12,000円

定　員　 20名

会　場　 国立劇場

今回は、初演時に17カ月という歴史的ロング
ランを成し遂げた、近松門左衛門の代表作『国
性爺合戦』をご鑑賞いただきます。明国を舞台
に、王朝の再興を志す人々が織りなす、スケー
ルの大きな物語をお楽しみください。錦秋を
彩るにふさわしい名作を、坂田藤十郎、市川團
十郎、中村梅玉らの出演者による通し狂言で
お目にかけます。鑑賞後は、毎回好評をいただ
いている当プログラムオリジナルのバックス
テージツアーもご体験いただけます。

歌舞伎鑑賞

※先着順に受け付け、定員に
なり次第締め切ります。※料
金は郵便振込みとなります。
振込後のキャンセルはできま
せんのでご了承ください。

※先着順に受け付け、定員
になり次第締め切ります。
※料金は郵便振込みとな
ります。振込後のキャンセ
ルはできませんのでご了
承ください。

（特別席鑑賞＋バック
ステージツアー）

料　金

芸　能

コ ー ド　  10204

時　間　 土曜日 15:00～17:20（予定）

日　程　 12 /18

回　数　 全1回

東京バレエ団『Ｍ』
～三島由紀夫生誕 85年 没後40年記念公演～

作家ミシマと振付家ベジャール。2人の天才の魂が、舞台に蘇る！

（モーリス・ベジャール振付）

（主催：財団法人日本舞台芸術振興会）

　　　　 9,000円

定　員　 20名

会　場　 東京文化会館（上野）

鮮烈な美学と思想で、国際的にも高い評価を得ている三島由紀夫。 その心酔者であ
る世界の振付家モーリス・ベジャールが、三島の人生、文学、思想、美学をまるごと
１つのバレエに表したのがこの作品。始まりは「海」。潮騒の情景から少年ミシマ
が登場し、魂の遍歴をなぞるかのような旅を始めます。「鹿鳴館」「午後の曳航」
「金閣寺」などの著作を暗示する場面、“聖セバスチャン”のイメージの展開を経て、
三島の思想の1つである“輪廻転生”の通り、始まりと同じ海へと回帰していきま
す。初演以来、欧州の主要歌劇場で幾たびもの喝采をあびた傑作が、三島由紀夫          
の生誕85年、没後40年を迎える本年、ふたたび蘇ります！さらに当プログラム参
加者には特典として、終演後のバックステージツアーもお楽しみいただけます。

バレエ鑑賞

（Ｓ席鑑賞＋
 バックステージツアー）料　金

菱沼 典子　
2年余り看護師として勤務後、看護教育に携
わり、形態機能学（解剖生理）、基礎看護学、
看護技術学の教育・研究に当たっている。現
在、放送大学客員教授、中央教育審議会委員
を兼任。主な著書に『看護形態機能学－生
活行動からみるからだ』（日本看護協会出版
会）、『看護のための人体機能学入門』（メヂ
カルフレンド社）、共編著書に『Evidence 
based Nursing看護実践の根拠を問う』
『ケーススタディ看護形態機能学』（南江堂）、
『看護の原理－ケアすることの本質と魅力』
（ライフサポート社）がある。

講　師
健康情報が氾濫し、また医療が高度化するなかで、適切な健康情報に行き着き、
適切な保健行動を取ることは難しい。国民一人一人が健康生活の主人公であ
るために、もっとも基本的な健康情報は、自分の体がどうなっているかの理解
であろう。子ども達は、健康に日々を過ごしている限りは、切迫した健康ニー
ズを持たないが、将来の健康への備えは始まっている。子ども達には、からだ
に関する知識を持ち、自分の健康を考え、適切な保健行動や受診行動をとるこ
とができる大人になってもらいたい。そこで、就学前の子ども（幼稚園ならび
に保育園の年長児）に、からだについて教える教材を作成し、おはなし会をお
こなってきた。この活動の研究成果を踏まえて、子どもにからだのことを教え
る可能性と重要性を共に考えてみたい。あわせて、受講生が自分自身の体に関
して理解を深め、健康生活をつくっていく一助になることをめざしたい。臓器Ｔシャツ

子どもたち
による踊り

コ ー ド　 10205

講　師　 菱沼 典子

時　間　 土曜日 14:00～15:30

日　程　 10/30

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

子ども達に伝えよう
「わたしのからだ」 （聖路加看護大学教授・看護学部長

兼看護学研究科長 博士〈看護学〉）

水曜日
12:00～
17:00（予定）

時　間

ホールデンが見たイ
ンディアンの女性は
いまも自然博物館の
展示室に座っている
　

（東京女子大学教授）

日　程　 11/17

回　数　 全1回

石島 正博
（作曲家・桐朋学園大学教授）

吉田 真穂
（ピアニスト・桐朋学園芸術
 短期大学特任教授）

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　  2011/ 2/12

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 60名

時　間　 土曜日 14:00～16:00

日　程　 12/11

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

石島 正博　
桐朋学園大学卒。作曲を三善晃に師事。79年ＭＵＳＩＣ ＴＯＤＡＹ国際作曲コン
クール・ファイナリスト、80年、日本音楽コンクール（管弦楽部門）3位、84年、第10
回民音現代音楽祭委嘱、87‐89年フランス滞在。91年、朝日作曲賞、97年、芸術
祭大賞受賞（バレエ「天上の詩」）。主な作品に「女歌」18声の女声のために
（2006）、ＷＯＶＥＮ-打楽器とピアノのために（2008）他、研究・著書に「ラヴェル
ピアノ作品全集」（全3巻）（全音楽譜出版社刊）他。現在、桐朋学園大学教授。　
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講 座  申 し  込 み  方 法

2

3

4

1

※お申し込み時にお伺いする個人情報（氏名・住所等）は、各種お知らせやご連絡などに
　使用するものです。その目的以外には使用いたしません。
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講　師　 船曳 由美

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　 11/27

回　数　 全 1回

受講料　 1,000 円

定　員　 120名

AUTUMN

10月開講

国際日本学

TEL.03-6238-1400  FAX.03-6238-1399 E-mail  kioiclub@jiu.ac.jp

●地下鉄有楽町線／麹町駅 1番出口より徒歩3分
●地下鉄南北線／永田町駅 9番出口より徒歩5分
●地下鉄丸の内線  ●銀座線／赤坂見附駅 D出口より徒歩8分
●JR中央線・総武線／四ツ谷駅より徒歩10分

●地下鉄有楽町線　
　麹町駅 1番出口より徒歩3分
●地下鉄南北線　
　永田町駅 9番出口より徒歩5分
●地下鉄丸の内線／●銀座線
　赤坂見附駅 D出口より徒歩8分
●JR中央線・総武線
　四ツ谷駅より徒歩10分

地下鉄有楽町線
地下鉄銀座線
地下鉄南北線
地下鉄丸ノ内線
JR線

●カフェテリア（B1F）
白がベースのインテリアでとても快適な学生
食堂です。定食は400円から、麺類は180円
から、食後のケーキセットも用意しています。

●図書館（2F）
窓が広く明るい図書館です。読書・勉学用の
個別ブースもあります。各種雑誌／新聞も
備えています。 ※図書の貸出はできません

●PCブース（2F）
パソコンを利用できます。インターネットで資
料を検索することもできます。

●託児室（2F）
講座受講時に託児が必要な場合、託児室を
利用できます。
［申し込み方法］
ご利用の1週間前までに
TEL 03-6238-1400
までお申し込みください。
料金：800円（乳幼児1名、１時間につき） 

城西エクステンション・プ
ログラムの受講生の方々は
キャンパス内の施設をご利
用いただけます。

●　申し込みにあたっての注意点　●

開講時間30分前よりエクステンション・プログラム受付にて、受講料納入
手続きをいたします。受講料は現金でのお支払いとなりますので、おつり
のないようご用意ください。尚、欠席される場合は必ず下記事務局までご
連絡ください。

※電話受付時間　月～土 10:00～18:00 〈日・祝祭日休〉
TEL 03-6238-1400   FAX 03-6238-1399
E-mail  kioiclub@jiu.ac.jp
［所在地］〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26
城西大学  城西国際大学  東京紀尾井町キャンパス

城西エクステンション・プログラム事務局

2010【受講料・教材費】受講料・教材費は、消費税を含む金額です。
開講後、受講料・教材費の返金は理由に関わらずできません。
【締切・中止・変更】講座の募集は、定員に達し次第締切ります。
講座開講日の一週間前の時点で、最低開講人数に満たない場合は、やむを得
ず開講を中止させていただくことがあります。申込者にはその旨を郵送、も
しくは電話にてご連絡いたします。
都合により、代理講師による講義や日程等を変更する場合があります。
【休講・補講】講師の都合、大学行事等によりやむを得ず休講とする場合は
後日補講をおこないますが、ご希望に添えない日時になる場合があります。
事故等により講座開講時間を30分経過しても開始ができない場合は、休講扱
いとします。
【会員証】受講生には会員証を発行いたします。
会員証は他人に譲渡・貸与することはできません。紛失の場合は、受講確認
のうえ再発行いたします。会員証は、講座受講および図書館利用時に必要と
なります。来校の際は携帯してください。
【受講に際して】講義開始 5分前までに教室に入室してください。
講義に支障をきたす行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。
教室内での飲食は、講座内容に関すること以外はできません。
盗難やその他の事故等については、大学では責任を負いかねます。
キャンパスまでの通学は、公共機関をご利用ください。
講座の録音・ビデオ等での撮影は、原則としてできません。文章・写真・映像・
音楽を含む講座内容全ては、本学もしくは本学にその利用を認めた権利者に
帰属します。講座内容を本学または本学にその利用を認めた権利者の承諾を
得ずに転載、使用、複製、配布、改変などすることはできません。
【受講修了証書】修了証書発行対象講座の出席率80％以上の受講生に発行い
たします。
【千代田区講座講習会バウチャー制度】城西エクステンション・プログラムは
千代田区講座講習会バウチャー制度に参加しています。詳細は、千代田区
立九段生涯学習館（TEL03-3234-2841）にお問い合わせください。

JOSAI
EXTENSION
PROGRAM
●城西エクステンション・プログラム●
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2号棟

明治42（1909）年 8月10日に生まれた主人公寺崎テイは、著者の母で
ある。著者は、雑誌「太陽」の編集者として、松本清張氏、土門拳氏、戸
井田道三氏、中野重治氏らと仕事をともにされたとあとがきに書いてお
られる。著者の心のうちに、取材や交流を通じ、民俗学的な興味、一枚
の写真に込められた思い、村に残された風習や伝統芸能、差別とたたかっ
てきた女たちの思いなどが静かに蓄積し、醸成されたのではないか。こ
の講座では、少女テイの話に加えて、どのようにしてこの本が書かれたの
か、民俗学的アプローチ、取材の方法、著者にとってどのような母でいらし
たのか、インタビュー形式で語っていただく。い
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〈周辺地図〉

　マークの講座は単位が認定されます。自分の
ペースで単位をとりながら、城西大学・城西国
際大学への編入・推薦進学を目指すことも可能
です。詳細はお問い合わせください。単位認定制度

は単位が認定されます

『一〇〇年前の女の子』
（講談社2010年）

映画映像

フランスの書店 ＭＡＮＧＡコーナー

キネマ旬報1955年4月下旬号

キネマ旬報1957年11月上旬号　

キネマ旬報1954年
6月下旬号掲載記事

コ ー ド　  10210

戦後、日本の映画産業はどのようにして
再スタートを切り、繁栄を迎えたのか
二人の元キネマ旬報編集長が語る戦後日本映画産業秘録

黒井 和男 （元キネマ旬報編集長 
前角川映画〈旧大映〉代表取締役社長）

掛尾 良夫 （元キネマ旬報編集長 
現キネマ旬報映画総合研究所
エクゼクティブ・ディレクター）

講　師

1940年（昭和15）内務省より映画雑誌の統合が促される。1942年（昭和17）には、新興キ
ネマ、大都映画、日活製作部が合併させられ大日本映画製作株式会社（大映）が設立、初代社
長を菊池寛が務めた。情報局の川面隆三の「民間に回すフィルム1フィートもなし」という
名文句がある通り、映画産業は崩壊状態となった。1945年8月、終戦時の映画産業は劇映
画製作会社、松竹、東宝、大映の3社、劇場1000館、劇映画製作本数は月3本という戦前規
模の半分以下となっていた。日本映画はＧＨＱの検閲のもとで製作が再開され、外国映画は
ＣＭＰＥ（セントラル・モーション・ピクチャー・エクスチェンジ）のもとでおこなわれた。ま
た、ＧＨＱの戦争協力者追放令により、城戸四郎（松竹社長）、川喜多長政（東和映画社長）を
はじめとする映画関係者が公職追放となった。しかし、半分焼け落ちた映画館に大衆はつ
めかけ、1950年代に入ると映画産業は空前の復興に向かう。
本講座では、作品中心に語られてきた従来の戦後映画史とは異なる視点、映画産業界をリー
ドした経営者から町の映画館主をはじめ、当時の現場の映画人にスポットをあて、入場料金
の変遷などを交え、最大のエンターテインメントだった映画産業の熱気を語る。映画人が焼
け跡から発信した活力と、そのエネルギーをむさぼるように吸収し、貧しくとも明るさを忘
れなかった戦後の大衆の記憶を蘇らせることで、現在の沈んだ大衆心理を覚醒させる。

ヨーロッパの
文化
　

フランスにおける日本のアニメ
～キャンディ・キャンディからワンピースまで～

毎年７月には世界最大規模の『ジャパン・エキスポ』が開催され、多くの
コスプレイヤーやマンガ好きが集まるパリ。日本に次いで、世界で二番目
にマンガが読まれているフランスでは“ＭＡＮＧＡ”はすでにフランス語に
なっています。また、街中では『ハローキティ』などの日本のキャラクター
がデザインされたＴシャツを着ている若者の姿を見かけることもあり、そ
の人気は日本以上とも言えます。
それではなぜフランスではこんなにマンガやアニメキャラクターの人気が
高いのでしょうか。この講座では、これほどまでにフランスで日本のマン
ガが普及した歴史、そしてマンガやアニメが現代のフランス文化に与える
影響について、音楽を聴いてリラックスしながら、紐解いていきます。

コラン・アンジェリーク
国籍フランス。国立東洋言語
文化学院（ＩＮＡＬＣＯ）卒業。
2004年にＦＬＥ（外国人の為
のフランス語教授資格）を取
得。現在アテネ・フランセ東
京でフランス語本科、会話ク
ラス、文化教養講座などを担
当。日本語が堪能。

フランスにはBande dessinée（バンド・デシネ）と呼ばれるコ
ミック文化が元々存在しますが、1970年代に日本製アニメが
テレビで放映されるとたちまち大人気となります。その後も
続々と進出を果たす日本のアニメでしたが、フランス政府の文化
保護政策などにより一時は影を潜めることになります。1990
年代末の『ポケモン』や2000年代の宮崎アニメの大ブレーク
までの歴史をたどります。

主催：アテネ・フランセ

※講義は日本語でおこな
いますが、簡単なフラン
ス語にも触れられます。
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講　師

黒井 和男
1938年生まれ、日大芸術学部卒。
日刊興行通信社を経てキネマ旬報編集長、同社社長、角川映画社長な
どを歴任。キネマ旬報社時代、「南極物語」（83）、武田鉄矢の「刑事物
語」シリーズをプロデュース、角川映画では「着信アリ」シリーズ、「戦
国自衛隊 1549」、市川崑監督の遺作「犬神家の一族」（06）などを手
掛ける。2010年角川グループから離れ、黒井和男事務所を設立。映
画ジャーナリストとして、戦後の映画界をリードしてきた映画人を多数
取材したことから、そのオーラル・ヒストリーの記録化を進めている。

講　師

掛尾 良夫
1950年生まれ、早稲田大学政治経済学部卒。
キネマ旬報編集部時代、外国映画の買付、配給、日本映画の製作、配給、
映画館の番組編成など、映画ビジネスの様々なパートを担当。ＮＨＫ
サンダンス国際賞の立ち上げに係り、同賞、国際審査委員を務めた。
現在、キネ旬総研で、データベースの作成、映画プロデューサー人材育成、
世界の映画産業データを収集、分析などを行っている。編著書に『映画
プロデューサー求む』、『映画プロデューサーの基礎知識』、『外国映画ビ
ジネスが面白い』、『映画ビジネスデータブック2010～2011』がある。

講　師

第一部

『一〇〇年前の女の子』が
語るもの
――新しい「遠野物語」の誕生

電話・FAX・E-mailにてご希望の講座を下記事務局までお申込みください。

開講日1週間前になりましたら、事務局より「開講日のご案内」をお送りします。

1階受付で出席簿に出席の押印を受けてから、教室にお入りください。

予約申込

開講日のご案内

開講日手続き

2回目以降の受講

船曳 由美
1938年東京生まれ。62年東京大学文学部社
会学科卒業、平凡社に入社。雑誌「太陽」に
創刊時よりかかわり全国各地の民俗、祭礼、伝
統行事を取材、後に単行本とする。85年平凡
社を退社。86年集英社に入社。99年定年退
職後フリー編集者。『黒川能』（真壁仁 文・薗
部澄 写真）、『東大寺』（土門拳 写真）、Ｍ.プルー
スト『失われた時を求めて』（鈴木道彦 訳）、J.
ジョイス『ユリシーズ』（高松雄一・永川玲二・
丸谷才一 訳）などを担当。また集英社新書『日
本の古代語を探る』（西郷信綱 著）、『ブッダは、
なぜ子を捨てたか』（山折哲雄 著）など深い思索
が凝縮した書籍にかかわる。現在、刊行中の『完
訳ファーブル昆虫記』（奥本大三郎 訳）に携わる。

講　師

正月にはお正月様をお迎えし、十五夜には満月に拍手を打つ。神を畏れ仏を敬う心
にみちていた時代の、豊かな四季の暮らし。語られる少女テイの記憶の一つ一つが
絵のように鮮やかで、映像のようである。今年は、『遠野物語』発刊から百年という。
佐々木喜善の語る民話を柳田國男がまとめたこの本を、著者は心の奥深くの宝物と
語っているが、『一〇〇年前の女の子』はまさに現代の「遠野物語」である。少女が
何を感じ、何を学び、いかに生きていったかを知るとき、我々は、自らの原風景や
家族に思いを馳せつつ、震えるような感動と生きる力を得るであろう。

フランスにおける
日本のマンガ・アニメの

2008年公開の映画『20世紀少年』のワールドプレミア記者会見
はパリのルーブル美術館の『モナリザ』の前で行われました。ま
た、最近日本のアニメ主題歌がフランス人アーティストにカバー
されるなど、日本のマンガ・アニメは世界でその影響力をますま
す大きくしています。フランスで放映されたアニメ主題歌を聴
きながら、なぜ、これほどフランス人に日本のマンガ・アニメが
受け入れられたのか考察します。

第二部 フランスにおける
日本のマンガ・アニメの

時　間　 土曜日 14:00～15:30

日　程　 2011 / 2 /12

回　数　 全1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

（アテネ・フランセ講師）

時　間　 木曜日 13:20～14:50

日　程　 11/18

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 30名

歴史 影響

講　師　 コラン・アンジェリーク
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　使用するものです。その目的以外には使用いたしません。
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講　師　 船曳 由美

時　間　 土曜日 11:10～12:40

日　程　 11/27

回　数　 全 1回

受講料　 1,000 円

定　員　 120名

AUTUMN

10月開講

国際日本学

TEL.03-6238-1400  FAX.03-6238-1399 E-mail  kioiclub@jiu.ac.jp

●地下鉄有楽町線／麹町駅 1番出口より徒歩3分
●地下鉄南北線／永田町駅 9番出口より徒歩5分
●地下鉄丸の内線  ●銀座線／赤坂見附駅 D出口より徒歩8分
●JR中央線・総武線／四ツ谷駅より徒歩10分

●地下鉄有楽町線　
　麹町駅 1番出口より徒歩3分
●地下鉄南北線　
　永田町駅 9番出口より徒歩5分
●地下鉄丸の内線／●銀座線
　赤坂見附駅 D出口より徒歩8分
●JR中央線・総武線
　四ツ谷駅より徒歩10分

地下鉄有楽町線
地下鉄銀座線
地下鉄南北線
地下鉄丸ノ内線
JR線

●カフェテリア（B1F）
白がベースのインテリアでとても快適な学生
食堂です。定食は400円から、麺類は180円
から、食後のケーキセットも用意しています。

●図書館（2F）
窓が広く明るい図書館です。読書・勉学用の
個別ブースもあります。各種雑誌／新聞も
備えています。 ※図書の貸出はできません

●PCブース（2F）
パソコンを利用できます。インターネットで資
料を検索することもできます。

●託児室（2F）
講座受講時に託児が必要な場合、託児室を
利用できます。
［申し込み方法］
ご利用の1週間前までに
TEL 03-6238-1400
までお申し込みください。
料金：800円（乳幼児1名、１時間につき） 

城西エクステンション・プ
ログラムの受講生の方々は
キャンパス内の施設をご利
用いただけます。

●　申し込みにあたっての注意点　●

開講時間30分前よりエクステンション・プログラム受付にて、受講料納入
手続きをいたします。受講料は現金でのお支払いとなりますので、おつり
のないようご用意ください。尚、欠席される場合は必ず下記事務局までご
連絡ください。

※電話受付時間　月～土 10:00～18:00 〈日・祝祭日休〉
TEL 03-6238-1400   FAX 03-6238-1399
E-mail  kioiclub@jiu.ac.jp
［所在地］〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-26
城西大学  城西国際大学  東京紀尾井町キャンパス

城西エクステンション・プログラム事務局

2010【受講料・教材費】受講料・教材費は、消費税を含む金額です。
開講後、受講料・教材費の返金は理由に関わらずできません。
【締切・中止・変更】講座の募集は、定員に達し次第締切ります。
講座開講日の一週間前の時点で、最低開講人数に満たない場合は、やむを得
ず開講を中止させていただくことがあります。申込者にはその旨を郵送、も
しくは電話にてご連絡いたします。
都合により、代理講師による講義や日程等を変更する場合があります。
【休講・補講】講師の都合、大学行事等によりやむを得ず休講とする場合は
後日補講をおこないますが、ご希望に添えない日時になる場合があります。
事故等により講座開講時間を30分経過しても開始ができない場合は、休講扱
いとします。
【会員証】受講生には会員証を発行いたします。
会員証は他人に譲渡・貸与することはできません。紛失の場合は、受講確認
のうえ再発行いたします。会員証は、講座受講および図書館利用時に必要と
なります。来校の際は携帯してください。
【受講に際して】講義開始 5分前までに教室に入室してください。
講義に支障をきたす行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。
教室内での飲食は、講座内容に関すること以外はできません。
盗難やその他の事故等については、大学では責任を負いかねます。
キャンパスまでの通学は、公共機関をご利用ください。
講座の録音・ビデオ等での撮影は、原則としてできません。文章・写真・映像・
音楽を含む講座内容全ては、本学もしくは本学にその利用を認めた権利者に
帰属します。講座内容を本学または本学にその利用を認めた権利者の承諾を
得ずに転載、使用、複製、配布、改変などすることはできません。
【受講修了証書】修了証書発行対象講座の出席率80％以上の受講生に発行い
たします。
【千代田区講座講習会バウチャー制度】城西エクステンション・プログラムは
千代田区講座講習会バウチャー制度に参加しています。詳細は、千代田区
立九段生涯学習館（TEL03-3234-2841）にお問い合わせください。

JOSAI
EXTENSION
PROGRAM
●城西エクステンション・プログラム●
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http://www.josai.jp/lifelong/ex/
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明治42（1909）年 8月10日に生まれた主人公寺崎テイは、著者の母で
ある。著者は、雑誌「太陽」の編集者として、松本清張氏、土門拳氏、戸
井田道三氏、中野重治氏らと仕事をともにされたとあとがきに書いてお
られる。著者の心のうちに、取材や交流を通じ、民俗学的な興味、一枚
の写真に込められた思い、村に残された風習や伝統芸能、差別とたたかっ
てきた女たちの思いなどが静かに蓄積し、醸成されたのではないか。こ
の講座では、少女テイの話に加えて、どのようにしてこの本が書かれたの
か、民俗学的アプローチ、取材の方法、著者にとってどのような母でいらし
たのか、インタビュー形式で語っていただく。い
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〈周辺地図〉

　マークの講座は単位が認定されます。自分の
ペースで単位をとりながら、城西大学・城西国
際大学への編入・推薦進学を目指すことも可能
です。詳細はお問い合わせください。単位認定制度

は単位が認定されます

『一〇〇年前の女の子』
（講談社2010年）

映画映像

フランスの書店 ＭＡＮＧＡコーナー

キネマ旬報1955年4月下旬号

キネマ旬報1957年11月上旬号　

キネマ旬報1954年
6月下旬号掲載記事

コ ー ド　  10210

戦後、日本の映画産業はどのようにして
再スタートを切り、繁栄を迎えたのか
二人の元キネマ旬報編集長が語る戦後日本映画産業秘録

黒井 和男 （元キネマ旬報編集長 
前角川映画〈旧大映〉代表取締役社長）

掛尾 良夫 （元キネマ旬報編集長 
現キネマ旬報映画総合研究所
エクゼクティブ・ディレクター）

講　師

1940年（昭和15）内務省より映画雑誌の統合が促される。1942年（昭和17）には、新興キ
ネマ、大都映画、日活製作部が合併させられ大日本映画製作株式会社（大映）が設立、初代社
長を菊池寛が務めた。情報局の川面隆三の「民間に回すフィルム1フィートもなし」という
名文句がある通り、映画産業は崩壊状態となった。1945年8月、終戦時の映画産業は劇映
画製作会社、松竹、東宝、大映の3社、劇場1000館、劇映画製作本数は月3本という戦前規
模の半分以下となっていた。日本映画はＧＨＱの検閲のもとで製作が再開され、外国映画は
ＣＭＰＥ（セントラル・モーション・ピクチャー・エクスチェンジ）のもとでおこなわれた。ま
た、ＧＨＱの戦争協力者追放令により、城戸四郎（松竹社長）、川喜多長政（東和映画社長）を
はじめとする映画関係者が公職追放となった。しかし、半分焼け落ちた映画館に大衆はつ
めかけ、1950年代に入ると映画産業は空前の復興に向かう。
本講座では、作品中心に語られてきた従来の戦後映画史とは異なる視点、映画産業界をリー
ドした経営者から町の映画館主をはじめ、当時の現場の映画人にスポットをあて、入場料金
の変遷などを交え、最大のエンターテインメントだった映画産業の熱気を語る。映画人が焼
け跡から発信した活力と、そのエネルギーをむさぼるように吸収し、貧しくとも明るさを忘
れなかった戦後の大衆の記憶を蘇らせることで、現在の沈んだ大衆心理を覚醒させる。

ヨーロッパの
文化
　

フランスにおける日本のアニメ
～キャンディ・キャンディからワンピースまで～

毎年７月には世界最大規模の『ジャパン・エキスポ』が開催され、多くの
コスプレイヤーやマンガ好きが集まるパリ。日本に次いで、世界で二番目
にマンガが読まれているフランスでは“ＭＡＮＧＡ”はすでにフランス語に
なっています。また、街中では『ハローキティ』などの日本のキャラクター
がデザインされたＴシャツを着ている若者の姿を見かけることもあり、そ
の人気は日本以上とも言えます。
それではなぜフランスではこんなにマンガやアニメキャラクターの人気が
高いのでしょうか。この講座では、これほどまでにフランスで日本のマン
ガが普及した歴史、そしてマンガやアニメが現代のフランス文化に与える
影響について、音楽を聴いてリラックスしながら、紐解いていきます。

コラン・アンジェリーク
国籍フランス。国立東洋言語
文化学院（ＩＮＡＬＣＯ）卒業。
2004年にＦＬＥ（外国人の為
のフランス語教授資格）を取
得。現在アテネ・フランセ東
京でフランス語本科、会話ク
ラス、文化教養講座などを担
当。日本語が堪能。

フランスにはBande dessinée（バンド・デシネ）と呼ばれるコ
ミック文化が元々存在しますが、1970年代に日本製アニメが
テレビで放映されるとたちまち大人気となります。その後も
続々と進出を果たす日本のアニメでしたが、フランス政府の文化
保護政策などにより一時は影を潜めることになります。1990
年代末の『ポケモン』や2000年代の宮崎アニメの大ブレーク
までの歴史をたどります。

主催：アテネ・フランセ

※講義は日本語でおこな
いますが、簡単なフラン
ス語にも触れられます。
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講　師

黒井 和男
1938年生まれ、日大芸術学部卒。
日刊興行通信社を経てキネマ旬報編集長、同社社長、角川映画社長な
どを歴任。キネマ旬報社時代、「南極物語」（83）、武田鉄矢の「刑事物
語」シリーズをプロデュース、角川映画では「着信アリ」シリーズ、「戦
国自衛隊 1549」、市川崑監督の遺作「犬神家の一族」（06）などを手
掛ける。2010年角川グループから離れ、黒井和男事務所を設立。映
画ジャーナリストとして、戦後の映画界をリードしてきた映画人を多数
取材したことから、そのオーラル・ヒストリーの記録化を進めている。

講　師

掛尾 良夫
1950年生まれ、早稲田大学政治経済学部卒。
キネマ旬報編集部時代、外国映画の買付、配給、日本映画の製作、配給、
映画館の番組編成など、映画ビジネスの様々なパートを担当。ＮＨＫ
サンダンス国際賞の立ち上げに係り、同賞、国際審査委員を務めた。
現在、キネ旬総研で、データベースの作成、映画プロデューサー人材育成、
世界の映画産業データを収集、分析などを行っている。編著書に『映画
プロデューサー求む』、『映画プロデューサーの基礎知識』、『外国映画ビ
ジネスが面白い』、『映画ビジネスデータブック2010～2011』がある。

講　師

第一部

『一〇〇年前の女の子』が
語るもの
――新しい「遠野物語」の誕生

電話・FAX・E-mailにてご希望の講座を下記事務局までお申込みください。

開講日1週間前になりましたら、事務局より「開講日のご案内」をお送りします。

1階受付で出席簿に出席の押印を受けてから、教室にお入りください。

予約申込

開講日のご案内

開講日手続き

2回目以降の受講

船曳 由美
1938年東京生まれ。62年東京大学文学部社
会学科卒業、平凡社に入社。雑誌「太陽」に
創刊時よりかかわり全国各地の民俗、祭礼、伝
統行事を取材、後に単行本とする。85年平凡
社を退社。86年集英社に入社。99年定年退
職後フリー編集者。『黒川能』（真壁仁 文・薗
部澄 写真）、『東大寺』（土門拳 写真）、Ｍ.プルー
スト『失われた時を求めて』（鈴木道彦 訳）、J.
ジョイス『ユリシーズ』（高松雄一・永川玲二・
丸谷才一 訳）などを担当。また集英社新書『日
本の古代語を探る』（西郷信綱 著）、『ブッダは、
なぜ子を捨てたか』（山折哲雄 著）など深い思索
が凝縮した書籍にかかわる。現在、刊行中の『完
訳ファーブル昆虫記』（奥本大三郎 訳）に携わる。

講　師

正月にはお正月様をお迎えし、十五夜には満月に拍手を打つ。神を畏れ仏を敬う心
にみちていた時代の、豊かな四季の暮らし。語られる少女テイの記憶の一つ一つが
絵のように鮮やかで、映像のようである。今年は、『遠野物語』発刊から百年という。
佐々木喜善の語る民話を柳田國男がまとめたこの本を、著者は心の奥深くの宝物と
語っているが、『一〇〇年前の女の子』はまさに現代の「遠野物語」である。少女が
何を感じ、何を学び、いかに生きていったかを知るとき、我々は、自らの原風景や
家族に思いを馳せつつ、震えるような感動と生きる力を得るであろう。

フランスにおける
日本のマンガ・アニメの

2008年公開の映画『20世紀少年』のワールドプレミア記者会見
はパリのルーブル美術館の『モナリザ』の前で行われました。ま
た、最近日本のアニメ主題歌がフランス人アーティストにカバー
されるなど、日本のマンガ・アニメは世界でその影響力をますま
す大きくしています。フランスで放映されたアニメ主題歌を聴
きながら、なぜ、これほどフランス人に日本のマンガ・アニメが
受け入れられたのか考察します。

第二部 フランスにおける
日本のマンガ・アニメの

時　間　 土曜日 14:00～15:30

日　程　 2011 / 2 /12

回　数　 全1回

受講料　 1,000円

定　員　 120名

（アテネ・フランセ講師）

時　間　 木曜日 13:20～14:50

日　程　 11/18

回　数　 全 1回

受講料　 1,000円

定　員　 30名

歴史 影響

講　師　 コラン・アンジェリーク


