
黒澤明が選んだ100本の映画

映　画

～映画を愛する父との思い出の日々～

2015
SPRING

5月開講

Day weekend events

黒澤明監督（1910～1998年）は、世界的にその

名が知られた日本映画の巨匠です。国内外に多

くのファンを持ち「世界のクロサワ」と呼ばれて

います。その黒澤監督が生前、娘の和子さんに

語った「私が愛する映画100本」を、死後和子さ

んが書き起こし、監督自身の寸評を加えたリス

トがあります。選出されたリストは映画史に名を

残すいわゆる「名作」ばかりではなく、実験的・

前衛的色合の濃い作品も含まれており、監督の

映画に対する純粋な眼差が感じられます。昨年4月、『黒澤明が選んだ100本の映画』（文春新書）にまとめられた100作品の

解説を執筆した和子さんが、「子供時代」、「父と共に仕事をした時代」、「亡くなった今」の3つの時代を軸に、父・黒澤明との思

い出を語ります。監督と和子さんは共に映画ファンとして、映画館を出た後、喫茶店で時が過

ぎるのも忘れて、夢中になって観た映画の感想を述べ合うこともあったといいます。また、3

人のお子さんを育てながら衣装デザイナーとして長年活躍してきた和子さんが、映画界で

働く大変さと楽しさを語ります。

黒澤明監督と和子さん（1980年頃）

コード
日　程
時　間
受講料

15101
5/30
13:20～14:50
1,000円

定　員 60 名
（土）

黒澤和子 編『黒澤明が選んだ100本の映画』
定価：本体780円＋税（2014年 文春新書）

②

講師

黒澤 和子（くろさわ・かずこ）
1954年、黒澤明の長女として東京に生まれる。ＳＵＮデザイン研究
所にてスタイリストの勉強をした後、伊東衣服研究所デザイン科に入
学。卒業後はデザイン会社を設立し、ファッションやデザインに従事
する。1990年の黒澤明監督作品『夢』（90）から黒澤組に参加し、
以降『八月の狂詩曲』(91)、『まあだだよ』(93)と衣裳を担当。最近
も、『武士の一分』（06）、『どろろ』（07）、『私は貝になりたい』（08）、
『アウトレイジ』（10）、『そして父になる』（13）、『清洲会議』（13）等
多くの映画作品やコマーシャルで衣裳デザインを行っている。

の3つの時代を軸に、父・黒澤明との思

時が過

た、3

界で

黒澤和子 編『黒澤明が選んだ100本の映画』

没後17年、娘が語る“世界のクロサワ”



知っていそうで知らない
ノーベル賞の話 
コード
日　程
時　間
受講料

15102
9/5
11:10～12:40
1,000円

定　員 60 名
（土）

一商社マンとしてストックホルム在住5
年、事務所から徒歩5分のコンサート
ホールで毎年行われるノーベル賞授賞
式を身近に見聞きしているうちに、この
スウェーデンの誇る一大文化事業ノー
ベル賞とはどうして誕生したのか、どん
な仕組みで運営されているのか、受賞者
の選考はどのように行われるのかなどに
興味を持つようになりました。まずはてっ
とり早く知識を得るべく日本の留守宅に
関係の書籍を送るよう依頼したのです
が、受賞業績の意義、受賞者の研究歴や
その功績など科学関係の出版物は多く
あるが、ノーベル賞そのものについて書
かれたものは見当たらないとのこと。そ
れでは自分で勉強するしかないというこ
とになりました。それからノーベル賞を
追いかけて25年余、その成果の一端を
ご紹介します。特にノーベル賞誕生に至
る経緯、さまざまな困難などについては
日本ではほとんど知られていないので
皆様のご興味を引けば幸いです。

北尾 利夫（きたお・としお）
1935年京都市生まれ。58年大阪外国語大学ドイツ語学科卒業、住友商
事株式会社入社。ロンドン事務所長代理、食品部長、ストックホルム事務
所長、サミット製油株式会社取締役社長などを歴任。現在、公益財団法人
日本腎臓財団顧問。日本スウェーデン協会、スウェーデン社会研究所会員。
ストックホルム在勤時以来、アルフレッド・ノーベルやノーベル賞の研究をラ

イフラークとする。著書に『知っていそうで知らないノーベル賞の話』（平凡社新書）がある。

講師

国際日本学 Day weekend events

『建礼門院右京大夫集』を読む
『建礼門院右京大夫集』に出ている
藤原隆信との恋について、二人の
歌集を比較しつつ、お互いの意識
の異同などについて検討する。隆
信は『伊勢物語』の「昔男」や『源氏
物語』の「光源氏」にみずからをな
ぞらえている「色好み」だが、その
事のいわれも考えたい。

コード

日　程

時　間
回　数
受講料

15105

5/18、25  
6/1、8、15、22、29  7/6

月曜日11:10～12:40
全8回
16,000円〈教材費別途〉

定　員 20 名

講師

三木 紀人／
城西国際大学教授

１、 出会い ‒ なぎさの波

２、 うわさ ‒ 焚く藻の煙

３、 祈り ‒ もろかづら

４、 疑心 ‒ 馴れし枕

５、 試み ‒ 花橘

６、 破局 ‒ つらきけしき

７、 道心 ‒ 暁の声

８、 喪失 ‒ ある後姿

古　典 Professional development courses

歴史考古学への招待

「いにしえをかんがえるがくもん」と書いて
「考古学」ですが、現代の考古学の定義は時
代・対象のくくりを超え、初期人類から現代史
まで、人類史の全領域に及びつつあります。
「歴史考古学」は60年代に提唱され、中世以
降の歴史時代を解明するために工夫された
新しい学問領域です。歴史時代の解明には
文書、民俗誌など多くの歴史資料が存在しま
すが、歴史考古学は発掘調査に始まる考古
学の方法論を中心に、他の学問領域と連携し
て進める学際性に大きな特徴があります。
本講座では、まず考古学全般および歴史考
古学の概要、さらに現状と課題についてお話
します。その上で具体的な研究例として、講師が専門とする近世琉球史から「墓と喫煙」
をテーマに講義します。葬送儀礼も喫煙も、現代社会では原形を失いつつある文化習俗
ですが、発掘調査、民俗調査、文献史料調査が総合されることで何が浮かび上がって来
るのか、歴史考古学の観点から迫ってみたいと思います。

コード
日　程
時　間
受講料

15104
6/6
11:10～12:40
1,000円

定　員 60 名
（土）

石井 龍太（いしい・りょうた）
1979年千葉生まれ。東京大学大学院博士後期課程単位満了退学、博士
（文学）。船橋市埋蔵文化財調査事務所補助調査員、日本学術振興会特
別研究員、東京大学総合研究博物館特任研究員などを経て、2014年、城
西大学経営学部助教に就任。専門分野は琉球諸島の近世考古学、民族
考古学。著書に『島瓦の考古学』（新典社）、『近世琉球王国と東アジア交

流』『岩波講座日本歴史 第20巻』（岩波書店）など。

講師

歴　史 Professional development courses

琉球諸島の墓出土キセル（17世紀後半）

発掘調査の様子

テキスト／久松潜一・久保田淳『建礼門院右京
大夫集』（岩波文庫）
『隆信朝臣集』については必要箇所のコピーを
配布

2014年ノーベル賞発表を知らせる
ノーベル博物館内のパネル

,

2014年ノーベル賞発表を知らせる

2014年のノーベル文学賞受賞によって、日
本でも広く知られることとなったフランス人
作家パトリック・モディアノ。フランス本国で
は、最も権威ある文学賞であるゴンクール賞
を受賞し、「モディアノ中毒」という言葉があ
るほどの人気作家です。モディアノの著作は
30以上にも及び、すべてを紹介することはできませんが、この講座では、ハンガ
リー（現ルーマニア）トランシルヴァニア地方出身の写真家ブラッサイが1930～
40年代に撮った写真に、モディアノが文章を付けた、1990年出版の写真集『やさ
しいパリ』を取り上げ、モディアノとブラッサイが見たパリの風景をたどっていきま
す。時代を超えて出会ったふたつの才能がつくり出す、ふたつの大戦の間の時代
のパリの雰囲気を味わいましょう。フランス近代文学を専門とするフランス人男性
講師が、映像を交えながらご紹介します。（授業は日本語で行います）

主催：アテネ・フランセ

コード
日　程
時　間
受講料

15103
7/24
15:00～16:30
1,000円

定　員 60 名
（金）

ジュリアン・ビエルカ／アテネ・フランセ講師
マルク・ブロック大学D.E.A.。専門はフランス近代文学。F.L.E.(フラ
ンス語教授資格)を取得。アテネ・フランセでは、フランス語総合講座
（初級・中級）、フランス文学、作文等の講座を担当。当講座では
2009年「モンマルトルの芸術家たち」、2010年「パリ・オペラ座ガル
ニエ宮」の講師を務めた。

講師

モディアノのパリ
～ノーベル賞作家パトリック・モディアノの
   『やさしいパリ』～

～モノから迫る近世列島史～

～藤原隆信との恋～

モディアノの代表作の紹介
ナチス・ドイツ占領下のパリで出会った両親のもと、パトリック・モディア
ノは1945年に生まれました。2014年に彼がノーベル文学賞を受賞した
理由は「最も捉え難い人間の宿命を想起させるとともに、占領下の世界
を浮き彫りにした記憶の芸術」であるからでした。一体どういうことでしょ
うか。代表的な作品を紹介しながら、その意味をひも解いていきます。

モディアノとブラッサイの『やさしいパリ』
1930年代の「夜のパリ」の写真を数多く撮ったブラッサイは、写真家
であると同時に画家や彫刻家としても知られています。その多才なブ
ラッサイの写真に、モディアノが、自身の両親が出会った古き良き時代
を思い起こして文章を付けた『やさしいパリ（Paris tenderesse）』を
見ながら、当時のパリの街や人々の息づかいを感じてみましょう。現在
のパリの写真や地図などとも比較してみます。

第1部

第2部

ヨーロッパの文化 Day weekend events



海外で身を守る=健康と安全
Part1 「世界一病気に狙われている日本人」　濱田篤郎
Part2 「海外滞在を安全に」　福永佳津子

大量渡航時代が始まって久しく、2013年度の海外渡航者数は1747万人と単純計算で国民の7人に
1人が海外に渡航していることになります。出張や駐在、旅行や留学、そしてロングステイと目的は
様々ですが、日本人にとって、もはや海外が特別に身構える場所ではないかのようです。しかし、一方
で、その実昨年は西アフリカにおいてはエボラ出血熱が、また国内においてはデング熱の流行が大き
な問題としてクローズアップされたことは記憶に新しいところです。外務省の海外邦人援助統計
(2013年)を見れば、同年の邦人死亡者数は601人となり、その7割が疾病によるものと報告されてい
ます。今回は日頃海外勤務者や海外旅行者の診療に当たっておられる濱田篤郎先生をお招きして、海
外に出かける前の準備段階ですること、滞在中に気をつけること、帰国後に配慮することについて、
たっぷりお話し頂きます。さらに海外に出かけるに当たっては、健康のみならず様々な犯罪のターゲッ
トにならないよう、また思わぬ事件事故に遭遇しないよう、事前にしっかり情報を集め、自分の身は自分で守る構えを知っておく必
要があるでしょう。備えあれば憂いなし。海外滞在を有意義にするための秘訣をお伝えできればと思います。

人生設計

『義経千本桜』渡海屋の場 大物浦の場 平成27年9月国立劇場文楽公演
文楽鑑賞 （主催：国立劇場）歌舞伎鑑賞教室 （主催：国立劇場）

コード
日　程
時　間

料　金

会　場

15109
7/7
14:30～17:40（予定）

3,500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
（火）

コード
日　程
時　間
料　金
会　場

15110
9/10
11:00～16:00
6,400円前後の予定
国立劇場・小劇場（半蔵門）

定　員 10 名
（木）

頃の予定

歌舞伎十八番のひとつである本作全五段のうち、独
立して上演される機会の多い二段目「渡海屋 大物浦
の場」をご鑑賞ください。源義経の活躍で打ち滅ぼさ
れた平家一門。しかし実は、大将の一人・新中納言知
盛は生きており、船問屋の渡海屋の主人・銀平に変
装し、義経への復讐の機会をうかがっていました。さ
てその結末は…。大胆なフィクションと壮大なスケー
ルで描いた、歌舞伎の醍醐味を満喫できる屈指の名
作をご堪能ください。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。

昨年に引き続き本格的な文楽公演をご案
内いたします。当講座の「文楽鑑賞教室」で、
初めての解説付きの文楽をご覧になりその
面白さを実感された方は、ぜひご参加くだ
さい。また、文楽に興味があってもまだ観た
ことがない方も、初めてだからこそこの機会
に「本物」をご覧ください。
※演目、時間、料金の決定は5月の予定です。
5月以降当事務局へお問合せください。
4月中の申込者へは決定次第ご案内書を
お送りします。

【参考】平成26年文楽公演
　　　『双蝶々曲輪日記』

バックステージツアー

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

コード
日　程
時　間

受講料

15106
7/11
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

ゲスト講師コーディネーター・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。

濱田 篤郎（はまだ・あつお）
東京医科大学教授／東京医科大学病院渡航者医療セン
ター部長／日本渡航医学会理事長
1981年東京慈恵会医科大学卒業後、米国に留学し感染症、
渡航医学を修得。帰国後、東京慈恵会医科大学講師を経て
海外勤務健康管理センターで新型インフルエンザやデング

熱などの感染症対策事業を運営。2010年より現職に着任し海外勤務者や海外旅行
者の診療にあたっている。著書に『旅と病の三千年史』『トラベルクリニック』他がある。

（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

英国二大バレエ団のひとつ、英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団が4年ぶりに来日しま
す！英国演劇的バレエの伝統を継承する振付家のビントリーが流麗な振付と軽やかなドラ
マ性という持ち味を存分に発揮しました。英国らしい美しい美術や、大人から子供まで楽
しめるエンターテイメント性も大きな魅力です。これぞ英国バレエの真髄と呼べる舞台の
日本初演、ぜひご期待ください！

バレエ鑑賞
英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団
『シンデレラ』全3幕
コード
日　程
時　間

料　金

会　場

15107
5/2
14:00～16:45（予定）

S席16,500円、D席7,500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）

photo: Bill Cooper

ロングステイ番外編

出典：
外務省 海外安全ホームページ
（http://www.anzen.mofa.go.jp/）

尾上 菊之助

この夏、海外にお出かけの方のために

コード
日　程
時　間
料　金
会　場

15108
6/13
14:00～17:00（予定）

S席 8,800円
東京文化会館（上野）

定　員 20 名
（土）

バレエ鑑賞（主催：公益財団法人日本舞台芸術振興会）

東京バレエ団は、濃厚なエキゾティシズムと
ドラマ、クラッシック・バレエの美が見事に
溶け合った壮大なスペクタクル「ラ・バヤ
デール」3年ぶりの上演に挑みます。伝説の
バレリーナ、ナタリア・マカロワが振付・演出した本作品は、長らく失われていた最
終幕を復活させた名版です。古代インドを舞台に愛憎ドラマを軸として展開される
華やかなバレエやエキゾチックなダンスをどうぞお楽しみください！

photo: Kiyonori Hasegawa

東京バレエ団『ラ・バヤデール』全3幕



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1号棟

3号棟

●PCブース（2F）

●図書館（2F）
　※閲覧のみ

●カフェテリア（B1F）
　※月～土営業

●カフェテリア（1F）
　※月～土営業

【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。

● 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９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


