
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。

東京紀尾井町キャンパス

3号棟

●PCブース（2F）

●図書館（2F）
　※閲覧のみ

●カフェテリア（B1F）
　※月～金営業

●カフェテリア（1F）
　※月～土営業

アクセス インフォメーション

●東京メトロ有楽町線　麹町駅１番出口より徒歩３分

●東京メトロ南北線　永田町駅９a 番出口より徒歩５分

●東京メトロ半蔵門線　半蔵門駅１番出口より徒歩７分

●東京メトロ丸ノ内線 ・ 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

【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。教室内では、携帯電話や音の出る電子機器等
の電源は予めお切りください。
【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。

 映画に生きて

映　画

～天才監督たちとともに駆けぬけた激動の映画渡世60年～

2014
AUTUMN

10月開講

Day weekend events

スクリプターという仕事をご存知でしょうか。映画の製作準備段
階から撮影現場、そして完成するまで、監督と常に行動し、映画
のすべてを記録する重要な仕事です。日本映画の歴史において、
女性が参加した第一番目は女優、二番目がスクリプターでした。
白鳥あかね氏は、1955年、スクリプター見習いとして新藤兼人
監督の撮影現場に飛び込みました。その後、日活に入社し、小林
旭主演「渡り鳥」シリーズほか数多くの作品に関わり、日本映画
の製作を支えます。白鳥信一監督と結婚後も育児をしながらス
クリプターを続け、海外ロケにも参加しました。日活がロマンポ
ルノ製作に踏み切った際は、数少ない女性スタッフとして女優の
助けとなり、脚本家としてもデビューを飾りました。日活退社後
は、岩井俊二ら新人監督と多くの仕事を続けます。また、今村昌
平監督とともに市民ボランティアスタッフの力を結集して始めた
ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画祭は、今年20回目を迎えます。約
150作品の映画製作に関わった白鳥氏が、60年にわたる映画
人生で出会ったマキノ雅弘、斎藤武市、神代辰巳、根岸吉太郎ら
名監督との貴重な製作現場のエピソードとともに、スクリプター
という仕事、そして映画への幅広い取り組みについて語ります。
白鳥氏の情熱あふれるお話をお楽しみ下さい。

『愛と死をみつめて』（1964年/日活）撮影現場にて

コード
日　程
時　間
受講料

14201
11/1
13:20～14:50
1,000円

定　員 120 名
（土）

白鳥あかね『スクリプターはストリッパーではありません』
定価：本体2800円＋税（国書刊行会） 好評発売中　
カバー：和田誠

②

講師

白鳥 あかね（しらとり・あかね）
1932年東京生まれ。早稲田大学文学
部卒業。1955年、新藤兼人監督『狼』
でスクリプター助手を務めたのち、日活
に入社。以後スクリプターとして、中平
康、斎藤武市、今村昌平、藤田敏八、

神代辰巳、根岸吉太郎ら多くの監督作品に関わる。また、脚本家
としても活躍。スクリプターの地位向上を目指し、1992年、日本映
画スクリプター協会設立に尽力する。映画製作だけでなく広く映
画普及に寄与した功績により2004年文化庁映画賞映画功労
表彰部門を受賞。2014年には日本アカデミー賞協会特別賞を
受賞。現在、川崎市アートセンター映画・映像事業企画・作品選
考委員。



『建礼門院右京大夫集』を読む
平清盛の息女、高倉天皇の中宮建礼門院徳子に仕えた右京大
夫の歌集（回想録）を取り上げます。平家の全盛期から滅亡に
至る歴史を目の当たりにしつつ、ままならぬ恋に身を焦がす彼
女の心と詞は、『平家物語』とは違う光の当て方で、同じ時代を
浮き彫りにしています。作品は、和歌と詞書から成り、極めて簡
潔ですが、その行間から浮かび上がる世界は約八百年前のも
のと思えない鮮度で迫って来ると思います。前期は宮廷生活の
懐かしい思い出のあれこれを扱いましたが、後期は清盛の孫に
当たる資盛との恋の成り行きを中心に、『平家物語』や関係資料
などを併せ見ながら読み進める予定です。

１、「西八条の遊び」

２、「西八条の遊び」

３、「雪の朝」

４、「朝顔の花」

５、「宮にまゐらず」

６、「恋人の兄との贈答」

７、「重衡の鬼物語り」

８、「高倉院崩御」

テキスト／久松潜一・久保田淳校注『建礼門院右京大夫集』（岩波文庫）

フィリップ・ベソー／
アテネ・フランセ講師
国立東洋言語文化大学
Master2修了。日本語能
力試験1級を持ち、日本語
が堪能。東京の語学学校

や高校、大学等で豊富な教授経験を持つ。現在、
アテネ・フランセでは、フランス語講座（総合講座、
仏検対策講座、書き取り、プライベートレッスン等）
を担当。大道芸が得意な一面も。

今年91歳になった鈴木清順といえば、もちろん日本を代表する映画監督ですが、1990年代に彼を
知った人の中には、彼の、テレビドラマやバラエティ番組に顔を出していた、少しクセのある老怪優、
といった面しかご存じない方も多いかもしれません。鈴木清順監督は、1960年代に日活映画スタジ
オで『東京流れ者』『殺しの烙印』等のカラフルで滑稽な映画を監督し、その手法が『清順美学』と呼
ばれるほどカルト的な人気を博しましたが、日活ではその独創的な作風が理解されず、1967年に解
雇されました。そして、その後不遇の時代を過ごすことになりますが、2000年代まで映画監督を続
け、ジム・ジャームッシュ、ウォン・カーウァイ、クエンティン・タランティーノ等、西洋映画とアジア映
画の監督たちに大きな影響を及ぼしました。この講座では、1960年代の日本映画史の中で鈴木監
督が占めた位置を紹介し、その時代の日本映画の製作の状況と過程を考察します。そして、鈴木清
順映画の演出と美術の特徴を、同時代の監督のそれらと比較しながら紹介します。最後に、鈴木清
順の影響を受けた監督の作風の中に、その影響がどのように見られるかを説明します。フランスの
大学で鈴木清順の研究を行った、日本語堪能なフランス人男性講師が、日本語で講義を行います。

講師

講師

主催：アテネ・フランセ

新日鐵住金君津工場見学バスツアー 
～総合力世界No.1を目指す鉄鋼メーカーを訪ねよう～

やっぱりハワイ ～自然体で痛快なロングステイヤーたち～

コード
日　程
時　間
受講料

14204
11/7
15:00～16:30
1,000円

定　員 20 名
（金）

コード

日　程

時　間
回　数
受講料

14205

9/29、10/6、20、27  
11/10、17、12/1、8

月曜日11:10～12:40
全8回
16,000円〈教材費別途〉

定　員 20 名

新日鐵住金株式会社は、2012年10月、旧新日本製鐵・旧住友金属工
業の統合によって誕生しました。今回は、君津製鉄所を見学します。私
たちの生活に欠かせない鉄鋼製品がどのように作られているのか、
東京ドーム220個分の広大な敷地の中をバスで移動しながらご案内
します。新日鐵住金は、郷土（ふるさと）の森づくりを推進したり、プラ
スチック再資源化技術の研究開発に着手し、一般ごみから分別回収
された容器包装プラスチックをコークス炉で熱分解して油やガス、
コークスを生み出す高度でクリーンなリサイクル（資源再生）技術を
確立しました。
さらに君津製鉄所では貝殻をリサイクルする技術も確立し、廃棄貝を
鉄鋼生産の原料である石灰石の代替として有効利用しています。環
境にも配慮している製鉄所の「ものづくり」を体感しましょう！

楽園の島のそこかしこでたくさんの日本人に出会いました。シニア世代のロングステイヤーはもとよ
り、ベビーカーを押す若いファミリーが気楽に行き交う様を見て、「もはやここは日本か」の思いを強く
しました。オアフ島の東部にあるカイルア、ラニカイ・ビーチは米国で最も美しい海と言われる名所で、
数年前までは知る人ぞ知る秘密の場所でしたが、今や日本人が必ず訪れるツアーコースになっていま
す。ハワイ大好き日本人が、ワイキキビーチを散策するに留まらず、滞在のあり様をどんどん進化させ
てきている証拠です。さて、私は、オアフ滞在なら必携のバス定期を初日にゲットし、どこに行くにも得
意げにそのパスをかざして、乗り放題を満喫しました。今回は孫連れという付録つきで、地元の幼稚園
通いに加え、幼児のための工作教室や、CHILDREN’S DISCOVERY CENTER、水族館、動物園な
どに付き合うはめになり、一味違う地元の魅力に触れた滞在でもありました。もちろんパンケーキの店
を回り尽くし、激安婦人服店に通い詰めることも忘れていなかったのですが…。宿にしていたコンドミ
ニアムで知り合った日本人シニア夫妻や同じバスに乗り合わせた「ハワイステイ経験20年」のベテランたちが堂々と思い思いの
滞在を楽しんでいる様は痛快でした。ハワイは心をゆっくり解いてくれる妙薬のような地です。そこに流れる時間に身を任せる演
出を人生の中に取り込まない手はありません。ロングステイをするならやっぱりハワイ。たくさんのご参加、お待ちしています。

写真提供：ハワイ州観光局

『清順美学』考察
～鈴木清順が国内外の映画監督に与えた影響～

三木 紀人／
城西国際大学教授

環　境 人生設計

ヨーロッパの文化

古　典

仙台藩伊達家のお家騒動を題材にした作品で、設定を鎌倉
時代に移し奥州足利家の執権仁木弾正らが足利家の乗っ取
りを企む物語です。自らの子を犠牲にして悪人一派から幼い
君主鶴千代を守った乳母正岡が、人々が去り一人になって初
めて息子を失った悲しみを露わにする「奥殿の場」は、三味線
に合わせた音楽的なせりふ回しとしぐさで心情を表現する本
作中最大の見どころです。また、弾正が鼠の妖術を使う「床下
の場」では、せり上がりやすっぽんなどの仕掛けを用いる荒
事の名場面もあり、多様な舞台を楽しめるのが本作の魅力で
す。終演後はバックステージツアーもお楽しみいただけます。

毎年ご好評いただいている文楽鑑
賞教室を、今期もご案内いたします。
初めて文楽をご覧になる方にも楽し
く過ごしていただくために、〈大夫〉
〈三味線〉〈人形〉それぞれの「世界」
を実演を交えてご紹介する「文楽の
魅力」と、文楽を代表する名作をご
覧いただきます。文楽に興味をお持
ちでもなかなかなご覧になる機会
がない方、ぜひご参加ください。
※演目は当事務局にお問い合わせ
いただくか、国立劇場HPをご覧
ください。

坂田  藤十郎中村  梅玉

通し狂言『伽羅先代萩』四幕六場

【参考】平成25年12月
　　　文楽鑑賞教室
　　　「菅原伝授手習鑑 松王丸」

文楽鑑賞教室 （主催：国立劇場）

バックステージツアー

歌舞伎鑑賞 （主催：国立劇場）

コード
日　程
時　間

料　金

会　場

14206
11/19
12:00～17:30（予定）

1等B席 6,200円
〈バックステージツアー付き〉

国立劇場・大劇場（半蔵門）

定　員 20 名
（水）

（火）
コード
日　程
時　間
料　金
会　場

14207
12/9
14:00～16:30
3,700円
国立劇場・小劇場（半蔵門）

定　員 20 名

芸　能 ※芸能講座の料金は郵便払込となります。 払い込み後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

Day weekend events

Day weekend events

Professional development courses

Day weekend events

Day weekend events

スケジュール

10:15

10:30

12:00

13:00

15:00

16:30

▶

▶

▶

▶

▶

▶

東京紀尾井町キャンパス集合

出　発

君津工場到着、昼食（弁当）

工場見学（約120分）

出　発

東京紀尾井町キャンパス着、解散

※ご参加の際は歩き易い服装でお越しください。ハイヒー
ル、サンダル、草履の履物のほか、スカートの着用は見
学の支障となりますのでご遠慮ください。
※交通事情等により予定変更する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

コード
日　程
時　間

受講料

14203
2015/1/24
14:00～16:30
2,000円／夫婦受講3,000円

定　員 60 名
（土）

※LSメンバーズの方1,500円／
　夫婦受講2,000円

②

コーディネーター・講師 ゲスト講師

福永 佳津子（ふくなが・かつこ）
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
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」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。豊
富な経験を基に2005年より当講座講師を務め好評を得ている。

岡田 誠（おかだ・まこと）
ロングステイ財団ロングステイアドバイザー/ハワイ州観光局
認定ハワイ・スペシャリスト/ハワイステイサポート・インク代表
1971年生まれ。小学校の時から鉄道時刻表を繰る日々。
中学校で旅行計画クラブに入り、旅行プランの作成や、知
らない町を旅する愉しみに興味を抱く。旅行会社に就職

し、ハワイの魅力にはまる。その後、ハワイにロングステイをしてみたい初心者の背
中を押すアドバイスを始める。

めい   ぼく   せ ん だ い    は ぎ

コード
日　程
時　間
料　金
会　場

14208
11/8
19:00～ 20:30（予定）

B席 27,000円
NHKホール（渋谷）

定　員 20 名
（土）

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

©Kiyonori Ｈasegawa

ダンサー、オーケストラ、歌手、合唱団、総勢350名に及ぶアーティストの力を結集した他に
類を見ない大規模なスケールのモーリス・ベジャール振付「第九交響曲」。
すべてが一体となって人類の遺産ともいうべき楽聖ベートーヴェンの傑作を奏でる舞台は
従来のバレエ公演やコンサートの興奮を何十倍も凌ぐ壮大なスペクタクルです。この空前の
体験にどうぞご期待ください！

バレエ鑑賞
モーリス・ベジャール振付
ベートーヴェン  第九交響曲
指揮：ズービン・メータ
演奏：イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団
独唱：クリスティン・ルイス、藤村実穂子、
        ペーター・スヴェンソン、アレクサンダー・ヴェノグラードフ
舞踊：モーリス・ベジャールバレエ団、東京バレエ団

バレエ鑑賞（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

クリスマスの夜に少女クララが
体験した不思議の国での冒険と
トキメキ！
チャイコフスキーの名曲にのせ
て描かれ繰り広げられる夢の世
界を、ご家族みんなでお楽しみ
ください。

コード
日　程
時　間

料　金

会　場

14209
12/20
14:00～16:00（予定）

S席 9,000円
〈バックステージツアー付き〉

東京文化会館（上野）

定　員 20 名
（土）

©Kiyonori Ｈasegawa

（主催：テイト・コーポレーション）音楽鑑賞
ポール・モーリア・ラブ・サウンズ・コンサート

日本でも大人気だったポール・モーリアは
「恋はみずいろ」など数多くのヒット曲を
世界中に送り出しました。ジャン・ジャッ
ク・ジュスタフレ・グランド・オーケストラ
は、パリ・オペラ座と当時のフランスを代
表するメンバーから成り、卓越した技量と
抜群のセンスで、その華やかで迫力ある
演奏が観客を魅了しています。華麗なポー
ル・モーリア・サウンドが甦ります！

コード
日　程
時　間
料　金
会　場

14210
10/4
18:30～ 20:30（予定）

S席 9,300円
オーチャードホール（渋谷）

定　員 20 名
（土）

ジャン・ジャック・ジュスタフレ・グランド・オーケストラ

演奏予定曲：
恋はみずいろ、エーゲ海の真珠、
オリーブの首飾り、涙のトッカータ、他

東京流れ者・©日活

バスで行こう！

コード
日　程

時　間

受講料

14202
10/22
10:30～16:30
※10:15 
　東京紀尾井町キャンパス集合

3,500円（昼食代含む）

定　員 40 名
（水）

※料金は郵便払込となります。払い込み後
のキャンセルはできませんのでご了承くだ
さい。

東京バレエ団
『くるみ割り人形』



『建礼門院右京大夫集』を読む
平清盛の息女、高倉天皇の中宮建礼門院徳子に仕えた右京大
夫の歌集（回想録）を取り上げます。平家の全盛期から滅亡に
至る歴史を目の当たりにしつつ、ままならぬ恋に身を焦がす彼
女の心と詞は、『平家物語』とは違う光の当て方で、同じ時代を
浮き彫りにしています。作品は、和歌と詞書から成り、極めて簡
潔ですが、その行間から浮かび上がる世界は約八百年前のも
のと思えない鮮度で迫って来ると思います。前期は宮廷生活の
懐かしい思い出のあれこれを扱いましたが、後期は清盛の孫に
当たる資盛との恋の成り行きを中心に、『平家物語』や関係資料
などを併せ見ながら読み進める予定です。

１、「西八条の遊び」

２、「西八条の遊び」

３、「雪の朝」

４、「朝顔の花」

５、「宮にまゐらず」

６、「恋人の兄との贈答」

７、「重衡の鬼物語り」

８、「高倉院崩御」

テキスト／久松潜一・久保田淳校注『建礼門院右京大夫集』（岩波文庫）

フィリップ・ベソー／
アテネ・フランセ講師
国立東洋言語文化大学
Master2修了。日本語能
力試験1級を持ち、日本語
が堪能。東京の語学学校

や高校、大学等で豊富な教授経験を持つ。現在、
アテネ・フランセでは、フランス語講座（総合講座、
仏検対策講座、書き取り、プライベートレッスン等）
を担当。大道芸が得意な一面も。

今年91歳になった鈴木清順といえば、もちろん日本を代表する映画監督ですが、1990年代に彼を
知った人の中には、彼の、テレビドラマやバラエティ番組に顔を出していた、少しクセのある老怪優、
といった面しかご存じない方も多いかもしれません。鈴木清順監督は、1960年代に日活映画スタジ
オで『東京流れ者』『殺しの烙印』等のカラフルで滑稽な映画を監督し、その手法が『清順美学』と呼
ばれるほどカルト的な人気を博しましたが、日活ではその独創的な作風が理解されず、1967年に解
雇されました。そして、その後不遇の時代を過ごすことになりますが、2000年代まで映画監督を続
け、ジム・ジャームッシュ、ウォン・カーウァイ、クエンティン・タランティーノ等、西洋映画とアジア映
画の監督たちに大きな影響を及ぼしました。この講座では、1960年代の日本映画史の中で鈴木監
督が占めた位置を紹介し、その時代の日本映画の製作の状況と過程を考察します。そして、鈴木清
順映画の演出と美術の特徴を、同時代の監督のそれらと比較しながら紹介します。最後に、鈴木清
順の影響を受けた監督の作風の中に、その影響がどのように見られるかを説明します。フランスの
大学で鈴木清順の研究を行った、日本語堪能なフランス人男性講師が、日本語で講義を行います。

講師

講師

主催：アテネ・フランセ

新日鐵住金君津工場見学バスツアー 
～総合力世界No.1を目指す鉄鋼メーカーを訪ねよう～

やっぱりハワイ ～自然体で痛快なロングステイヤーたち～

コード
日　程
時　間
受講料

14204
11/7
15:00～16:30
1,000円

定　員 20 名
（金）

コード

日　程

時　間
回　数
受講料

14205

9/29、10/6、20、27  
11/10、17、12/1、8

月曜日11:10～12:40
全8回
16,000円〈教材費別途〉

定　員 20 名

新日鐵住金株式会社は、2012年10月、旧新日本製鐵・旧住友金属工
業の統合によって誕生しました。今回は、君津製鉄所を見学します。私
たちの生活に欠かせない鉄鋼製品がどのように作られているのか、
東京ドーム220個分の広大な敷地の中をバスで移動しながらご案内
します。新日鐵住金は、郷土（ふるさと）の森づくりを推進したり、プラ
スチック再資源化技術の研究開発に着手し、一般ごみから分別回収
された容器包装プラスチックをコークス炉で熱分解して油やガス、
コークスを生み出す高度でクリーンなリサイクル（資源再生）技術を
確立しました。
さらに君津製鉄所では貝殻をリサイクルする技術も確立し、廃棄貝を
鉄鋼生産の原料である石灰石の代替として有効利用しています。環
境にも配慮している製鉄所の「ものづくり」を体感しましょう！

楽園の島のそこかしこでたくさんの日本人に出会いました。シニア世代のロングステイヤーはもとよ
り、ベビーカーを押す若いファミリーが気楽に行き交う様を見て、「もはやここは日本か」の思いを強く
しました。オアフ島の東部にあるカイルア、ラニカイ・ビーチは米国で最も美しい海と言われる名所で、
数年前までは知る人ぞ知る秘密の場所でしたが、今や日本人が必ず訪れるツアーコースになっていま
す。ハワイ大好き日本人が、ワイキキビーチを散策するに留まらず、滞在のあり様をどんどん進化させ
てきている証拠です。さて、私は、オアフ滞在なら必携のバス定期を初日にゲットし、どこに行くにも得
意げにそのパスをかざして、乗り放題を満喫しました。今回は孫連れという付録つきで、地元の幼稚園
通いに加え、幼児のための工作教室や、CHILDREN’S DISCOVERY CENTER、水族館、動物園な
どに付き合うはめになり、一味違う地元の魅力に触れた滞在でもありました。もちろんパンケーキの店
を回り尽くし、激安婦人服店に通い詰めることも忘れていなかったのですが…。宿にしていたコンドミ
ニアムで知り合った日本人シニア夫妻や同じバスに乗り合わせた「ハワイステイ経験20年」のベテランたちが堂々と思い思いの
滞在を楽しんでいる様は痛快でした。ハワイは心をゆっくり解いてくれる妙薬のような地です。そこに流れる時間に身を任せる演
出を人生の中に取り込まない手はありません。ロングステイをするならやっぱりハワイ。たくさんのご参加、お待ちしています。

写真提供：ハワイ州観光局

『清順美学』考察
～鈴木清順が国内外の映画監督に与えた影響～

三木 紀人／
城西国際大学教授

環　境 人生設計

ヨーロッパの文化

古　典

仙台藩伊達家のお家騒動を題材にした作品で、設定を鎌倉
時代に移し奥州足利家の執権仁木弾正らが足利家の乗っ取
りを企む物語です。自らの子を犠牲にして悪人一派から幼い
君主鶴千代を守った乳母正岡が、人々が去り一人になって初
めて息子を失った悲しみを露わにする「奥殿の場」は、三味線
に合わせた音楽的なせりふ回しとしぐさで心情を表現する本
作中最大の見どころです。また、弾正が鼠の妖術を使う「床下
の場」では、せり上がりやすっぽんなどの仕掛けを用いる荒
事の名場面もあり、多様な舞台を楽しめるのが本作の魅力で
す。終演後はバックステージツアーもお楽しみいただけます。

毎年ご好評いただいている文楽鑑
賞教室を、今期もご案内いたします。
初めて文楽をご覧になる方にも楽し
く過ごしていただくために、〈大夫〉
〈三味線〉〈人形〉それぞれの「世界」
を実演を交えてご紹介する「文楽の
魅力」と、文楽を代表する名作をご
覧いただきます。文楽に興味をお持
ちでもなかなかなご覧になる機会
がない方、ぜひご参加ください。
※演目は当事務局にお問い合わせ
いただくか、国立劇場HPをご覧
ください。

坂田  藤十郎中村  梅玉

通し狂言『伽羅先代萩』四幕六場

【参考】平成25年12月
　　　文楽鑑賞教室
　　　「菅原伝授手習鑑 松王丸」

文楽鑑賞教室 （主催：国立劇場）

バックステージツアー

歌舞伎鑑賞 （主催：国立劇場）

コード
日　程
時　間

料　金

会　場

14206
11/19
12:00～17:30（予定）

1等B席 6,200円
〈バックステージツアー付き〉

国立劇場・大劇場（半蔵門）

定　員 20 名
（水）

（火）
コード
日　程
時　間
料　金
会　場

14207
12/9
14:00～16:30
3,700円
国立劇場・小劇場（半蔵門）

定　員 20 名

芸　能 ※芸能講座の料金は郵便払込となります。 払い込み後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

Day weekend events

Day weekend events

Professional development courses

Day weekend events

Day weekend events

スケジュール

10:15

10:30

12:00

13:00

15:00

16:30

▶

▶

▶

▶

▶

▶

東京紀尾井町キャンパス集合

出　発

君津工場到着、昼食（弁当）

工場見学（約120分）

出　発

東京紀尾井町キャンパス着、解散

※ご参加の際は歩き易い服装でお越しください。ハイヒー
ル、サンダル、草履の履物のほか、スカートの着用は見
学の支障となりますのでご遠慮ください。
※交通事情等により予定変更する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

コード
日　程
時　間

受講料

14203
2015/1/24
14:00～16:30
2,000円／夫婦受講3,000円

定　員 60 名
（土）

※LSメンバーズの方1,500円／
　夫婦受講2,000円

②

コーディネーター・講師 ゲスト講師

福永 佳津子（ふくなが・かつこ）
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
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」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。豊
富な経験を基に2005年より当講座講師を務め好評を得ている。

岡田 誠（おかだ・まこと）
ロングステイ財団ロングステイアドバイザー/ハワイ州観光局
認定ハワイ・スペシャリスト/ハワイステイサポート・インク代表
1971年生まれ。小学校の時から鉄道時刻表を繰る日々。
中学校で旅行計画クラブに入り、旅行プランの作成や、知
らない町を旅する愉しみに興味を抱く。旅行会社に就職

し、ハワイの魅力にはまる。その後、ハワイにロングステイをしてみたい初心者の背
中を押すアドバイスを始める。

めい   ぼく   せ ん だ い    は ぎ

コード
日　程
時　間
料　金
会　場

14208
11/8
19:00～ 20:30（予定）

B席 27,000円
NHKホール（渋谷）

定　員 20 名
（土）

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

©Kiyonori Ｈasegawa

ダンサー、オーケストラ、歌手、合唱団、総勢350名に及ぶアーティストの力を結集した他に
類を見ない大規模なスケールのモーリス・ベジャール振付「第九交響曲」。
すべてが一体となって人類の遺産ともいうべき楽聖ベートーヴェンの傑作を奏でる舞台は
従来のバレエ公演やコンサートの興奮を何十倍も凌ぐ壮大なスペクタクルです。この空前の
体験にどうぞご期待ください！

バレエ鑑賞
モーリス・ベジャール振付
ベートーヴェン  第九交響曲
指揮：ズービン・メータ
演奏：イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団
独唱：クリスティン・ルイス、藤村実穂子、
        ペーター・スヴェンソン、アレクサンダー・ヴェノグラードフ
舞踊：モーリス・ベジャールバレエ団、東京バレエ団

バレエ鑑賞（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

クリスマスの夜に少女クララが
体験した不思議の国での冒険と
トキメキ！
チャイコフスキーの名曲にのせ
て描かれ繰り広げられる夢の世
界を、ご家族みんなでお楽しみ
ください。

コード
日　程
時　間

料　金

会　場

14209
12/20
14:00～16:00（予定）

S席 9,000円
〈バックステージツアー付き〉

東京文化会館（上野）

定　員 20 名
（土）

©Kiyonori Ｈasegawa

（主催：テイト・コーポレーション）音楽鑑賞
ポール・モーリア・ラブ・サウンズ・コンサート

日本でも大人気だったポール・モーリアは
「恋はみずいろ」など数多くのヒット曲を
世界中に送り出しました。ジャン・ジャッ
ク・ジュスタフレ・グランド・オーケストラ
は、パリ・オペラ座と当時のフランスを代
表するメンバーから成り、卓越した技量と
抜群のセンスで、その華やかで迫力ある
演奏が観客を魅了しています。華麗なポー
ル・モーリア・サウンドが甦ります！

コード
日　程
時　間
料　金
会　場

14210
10/4
18:30～ 20:30（予定）

S席 9,300円
オーチャードホール（渋谷）

定　員 20 名
（土）

ジャン・ジャック・ジュスタフレ・グランド・オーケストラ

演奏予定曲：
恋はみずいろ、エーゲ海の真珠、
オリーブの首飾り、涙のトッカータ、他

東京流れ者・©日活

バスで行こう！

コード
日　程

時　間

受講料

14202
10/22
10:30～16:30
※10:15 
　東京紀尾井町キャンパス集合

3,500円（昼食代含む）

定　員 40 名
（水）

※料金は郵便払込となります。払い込み後
のキャンセルはできませんのでご了承くだ
さい。

東京バレエ団
『くるみ割り人形』



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。

東京紀尾井町キャンパス

3号棟

●PCブース（2F）

●図書館（2F）
　※閲覧のみ

●カフェテリア（B1F）
　※月～金営業

●カフェテリア（1F）
　※月～土営業

アクセス インフォメーション

●東京メトロ有楽町線　麹町駅１番出口より徒歩３分

●東京メトロ南北線　永田町駅９a 番出口より徒歩５分

●東京メトロ半蔵門線　半蔵門駅１番出口より徒歩７分

●東京メトロ丸ノ内線 ・ 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

【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。教室内では、携帯電話や音の出る電子機器等
の電源は予めお切りください。
【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。

 映画に生きて

映　画

～天才監督たちとともに駆けぬけた激動の映画渡世60年～

2014
AUTUMN

10月開講

Day weekend events

スクリプターという仕事をご存知でしょうか。映画の製作準備段
階から撮影現場、そして完成するまで、監督と常に行動し、映画
のすべてを記録する重要な仕事です。日本映画の歴史において、
女性が参加した第一番目は女優、二番目がスクリプターでした。
白鳥あかね氏は、1955年、スクリプター見習いとして新藤兼人
監督の撮影現場に飛び込みました。その後、日活に入社し、小林
旭主演「渡り鳥」シリーズほか数多くの作品に関わり、日本映画
の製作を支えます。白鳥信一監督と結婚後も育児をしながらス
クリプターを続け、海外ロケにも参加しました。日活がロマンポ
ルノ製作に踏み切った際は、数少ない女性スタッフとして女優の
助けとなり、脚本家としてもデビューを飾りました。日活退社後
は、岩井俊二ら新人監督と多くの仕事を続けます。また、今村昌
平監督とともに市民ボランティアスタッフの力を結集して始めた
ＫＡＷＡＳＡＫＩしんゆり映画祭は、今年20回目を迎えます。約
150作品の映画製作に関わった白鳥氏が、60年にわたる映画
人生で出会ったマキノ雅弘、斎藤武市、神代辰巳、根岸吉太郎ら
名監督との貴重な製作現場のエピソードとともに、スクリプター
という仕事、そして映画への幅広い取り組みについて語ります。
白鳥氏の情熱あふれるお話をお楽しみ下さい。

『愛と死をみつめて』（1964年/日活）撮影現場にて

コード
日　程
時　間
受講料

14201
11/1
13:20～14:50
1,000円

定　員 120 名
（土）

白鳥あかね『スクリプターはストリッパーではありません』
定価：本体2800円＋税（国書刊行会） 好評発売中　
カバー：和田誠

②

講師

白鳥 あかね（しらとり・あかね）
1932年東京生まれ。早稲田大学文学
部卒業。1955年、新藤兼人監督『狼』
でスクリプター助手を務めたのち、日活
に入社。以後スクリプターとして、中平
康、斎藤武市、今村昌平、藤田敏八、

神代辰巳、根岸吉太郎ら多くの監督作品に関わる。また、脚本家
としても活躍。スクリプターの地位向上を目指し、1992年、日本映
画スクリプター協会設立に尽力する。映画製作だけでなく広く映
画普及に寄与した功績により2004年文化庁映画賞映画功労
表彰部門を受賞。2014年には日本アカデミー賞協会特別賞を
受賞。現在、川崎市アートセンター映画・映像事業企画・作品選
考委員。


