
コ ード　
講　師　寺脇 研 （映画評論家・京都造形芸術大学教授） 

時　間　土曜日  ～ 
日　程　
回　数　全 1回 

受講料　1,000円 
定　員　60名 

10月開講 

外国から見た 
日本 

（国際日本学） 

私の日韓映画交流史 

韓国映画ベスト100 （朝日新書2007年） 

外  国  か  ら  見  た  日  本（  国  際  日  本  学  ）の  ね  ら  い

　この４月に朝日新書から 『韓国映画ベス ト100』 という本を出版した。 
私にとって、この本の目的は、 ベスト100を語るということだけでな 
く、 さまざまな作品について語るのをきっかけにして、 現在の韓国 
映画の多様な魅力を伝えたいということにあった。韓国映画に詳 
しい人なら、他にも多くいるだろうが、私の見方に何か特別なと 
ころがあるとすれば、映画以外のところでやってきた仕事が、映 
画評論家としては珍しいという点だろう。特に2004年から2006 
年にかけては、文化庁文化部長として、 日韓文化交流の日本政府 
側責任者のひとりという立場で韓国との交渉にあたってきた。面 
白い映画の話だけでなく、 交流の実際、感激したこと、忘れられ 
ないこと、苦労したこと、韓国映画の真の姿、 それを支える人々 
などについて、現在のことも含めてお話できればと考えている。 

海外との交流が増えていけばいくほど、日本とは何だろうという問いに直面します。そこで、 
外国との関わりの中で、日本のあれこれを捉えなおすために、外国から見た日本 （国際日本学） 
を大きなテーマとして、今回３つの講座を企画しました。日韓映画交流史、群島をめぐっ 
ての話、 そして欧米における日本文学の読まれ方についてです。それぞれ、 すばらしい講師 
においでいただくことができましたので、 みなさまの参加を心よりお待ちしています。 

寺 脇 研 氏 メ ッ セ ー ジ 

私どもの大学では、今年韓国文化研究センター 
を設立し、韓国映画上映会＆シンポジウムとして 
「国境を越えた文学、アジアを結ぶ映画」を開催 
しました。このシンポジウムは、韓国文化研究 
センターの開設を記念したもので、出生地であ 
る旧朝鮮を小説化した梶山季之の 『李朝残影』 『族 
譜』 と、それを映画化した申相玉と林權澤の監督 
作品を取り上げました。 
その後、 6月20日に日韓次世代学術フォーラムを開 
催した折には、 林權澤監督ご自身がキャンパスに 
こられ、 日韓両国の若者へ、 自国文化を誇りに思 
うことの大切さを話されました。 
このように映画をキーワードにした学びに取り 
組んでいるなかで、 今回、 文化庁文化部長として、 
まさに日韓映画交流の激動と変化のときをとも 
にされた寺脇氏においでいただくことができま 
したことを大変うれしく思っています。映画は、 
人と人とをつなぐもの、 映画評論家として32年の 
キャリアをもつ一面もある寺脇氏の楽しいお話 
のあれこれをお伺いできるものと楽しみにして 
います。 

城西国際大学韓国文化研究センター共催 
キネマ旬報映画総合研究所協賛 

講　師 日韓次世代学術フォーラムにて 
林權澤監督 

寺脇 研（てらわき・けん） 
映画評論家、 ＮＰＯ法人日本映画映像文化振興セ 
ンター副理事長。文部省 （現文部科学省） 職業教育 
課長、 広島県教育長、 大臣官房審議官 （生涯学習 
政策担当） 、 文化庁文化部長を歴任、 2006年退官。 
高校時代から 『キネマ旬報』 に映画評を執筆。著書 
に 『映画に恋して』 『韓国映画ベスト100』 など。 

●城西エクステンション・プログラム●



この講座では、欧米人が “日本文学” をいかにして読み、また 
どういう点に興趣を感じているのかについてお話したいと思い 
ます。欧米において、源氏物語や平家物語そして枕草子などの 
古典の名作をはじめ、「道成寺」のような能楽、また近現代作 
家である森鴎外、夏目漱石、芥川龍之介、谷崎潤一郎、大江健 
三郎、村上春樹にいたるまで翻訳され、 
読まれている作品は多くあります。 
これらの作品が、欧米の読者にどのよ 
うに受け止められているのか、またど 
のような影響を与えているかについて、 
時代、国籍、文化、宗教などを手がかり 
に分析したいと考えています。 

2006 年 8 月 5 日公開。奄美や沖縄の島々を20 年にわたって訪れてい 
る詩人 ・ 吉増剛造。彼は今回の旅で、沖永良部島、加計呂麻島、沖縄本島、 
奄美大島をたずねた。ヤマトだけでなく周辺地域やアメリカの影響も 
受けているこの地には、特有の文化がある。そしてその中で暮らす人々 
は、それぞれ己の 「島ノ唄」 を歌っている。島々を歩いてそんな 「唄」 に 
身を浸した吉増は、やがて自らも言葉を綴り、唄い始めるのだった。 

「島の命、群島の歌」 

The Pillow Book 
（Penguin Classics 2007年） 

アーキぺラゴ 
（岩波書店2006年） 

外国から見た 
日本 

（国際日本学） 
―島尾ミホ、里栄吉氏追悼― 

コ ード　

講　師　ヘルベルト・プルチョウ
　　　　（城西国際大学教授・UCLA名誉教授） 

時　間　土曜日  ～ 

日　程　
回　数　全 1回 
受講料　1,000円 

定　員　60名 

コ ード　 　
講　師　今福 龍太 （文化人類学者）
　　　　吉増 剛造 （詩人 ・城西国際大学客員教授） 

時　間　金曜日  ～ 
日　程　
回　数　全 1回 

受講料　1,000円 
定　員　60名 

欧米における　
日本文学の読まれ方 

※講義は日本語でおこないます。 

吉増 剛造 （よします・ごうぞう） 
詩人。城西国際大学客員教授。慶應義塾 
大学国文科卒業。在学中から 『三田詩人』 
『ドラムカン』 を中心に詩作活動を展開、 
以後、先鋭的な現代詩人として高い評価を 
受ける。60年代末から詩の朗読を続ける 
一方、現代美術や音楽とのコラボレーショ 
ン、写真などの活動も意欲的に展開。近 
年銅版オブジェの制作を始める。 主な詩集に 
『黄金詩篇』 （高見順賞） 、 『オシリス、 石ノ神』 
（現代詩花椿賞） 、 『螺旋歌』 （詩歌文学館賞） 、 
『「雪の島」 あるいは 「エミリーの幽霊」 』 （芸 
術選奨文部大臣賞） など。 

講　師  講　師

　私たちにとって、大切な人であった島尾敏雄夫人島尾ミホさんと里栄吉さん 
が今年と昨年の春逝ってしまわれました。特にミホさんは、全身恋の人とも、 
太古からのシマの習俗の人というのとも違う。それは、棘の人、光の棘のひと 
逝く、巨きな戦いがとうとう終わった…あるいはとうとう始まった…というよう 
な人でした。
　今福さんと私は、アーキぺラゴをテーマに世界のあちこちで、さまざま語り 
をしているが、今回は、城西国際大学の紀尾井町キャンパスで、ミホさんと唄の 
人栄吉さんを偲び、 『島ノ唄』 （注） を一部ご覧いただきながら、二人で語り、詩 
を捧げ、今福さんの三線の音に祈りを込める、そんな会をもちたいと思う。 

（注） ：映画『島ノ唄』について 

吉 増 剛 造 先 生 メ ッ セ ー ジ 

今福 龍太（いまふく ・りゅうた） 
文化人類学者、批評家。 東京に生まれ湘南の汀で育つ。 
のちメキシコ、 カリブ海、 ブラジルなどで先住民文化やクレ 
オール （混血） 文化に深く沈潜。欧米を軸とする世界像を 
解体するための、 原初と未知に共に触れる 「声」 と 「手」 の 
奪還が、この反－人類学者の永遠の主題となった。「世 
界の響き」 が奏でる薄墨色の叡知を求めて意識の島々を 
渡る、 その航海をめぐる想念の音楽は最新作 『群島—世 
界論』 としてまもなく上梓される。 
現在、東京外国語大学大学院教授。奄美群島を舞台に 
2002年よりはじめた遊動型の野外学舎 「奄美自由大学」 
の主宰でもある。著書に 『荒野のロマネスク』 （岩波現代 
文庫） 、 『クレオール主義』 （ちくま学芸文庫） ほか多数。



日本の古典文学は四季と恋 
への人々の心寄せが基盤に 
なっています。伊勢物語は 
そのような伝統の形成を方 
向付け、源氏物語の源流に 
もなっています。テキスト 
をたどりつつその一端に触 
れ、我々もその伝統と深く 
結ばれていることを確かめ 
たいと思います。 

コ ード　
講　師　三木 紀人 （城西国際大学教授） 

時　間　月曜日  ～ 

日　程　 、  、 　 、 、  、 
回　数　全 8回 
受講料　16,650円 （資料費込み） 

定　員　20名 

水田コレクション  図録　
宮川長春  見立業平東下り図 
絹本着色横一幅 

中村吉右衛門 市川染五郎 

『伊勢物語』 を読むⅡ 

「忠臣蔵」の人気は高く、昭和の初めには歌 
舞伎 「元禄忠臣蔵」 が上演されています。今 
回は忠臣蔵にちなむ３作品「堀部彌兵衛」 

「清水一角」 「松浦の太鼓」 を、歌舞伎の今日 
を代表する役者、中村吉右衛門、市川染五 
郎他の出演で存分にお楽しみ下さい。公演 
後には毎回大好評いただいている城西エク 
ステンション・プログラムオリジナル、バッ 
クステージツアーも体験いただけます。 

拍子も小節線もないピアノ曲《グノ 
シエンヌ》、作曲家、C・ケックラン 
に『日本の根付けを想わせる』 と評 
されたピアノ小品集《スポーツと気 
晴らし》、ドビュッシーが管弦楽に 
編曲した《ジムノペディ》 … 山高帽 
に付け襟、手には雨傘というスタイ 
ルでベル・エポックのパリから戦後 
の「六人組」誕生まで、近代フラン 
ス音楽に多大な影響を与えた作曲家 
エリック ・サティの音楽を、実際のピ 
アノ演奏を聴きながら味わう、 ちょっ 
と不思議な午後のひととき。 

コ ード　
時　間　金曜日  ～  （予定） 

日　程　
回　数　全 1回 

歌舞伎鑑賞講座 
『堀部彌兵衛』 『清水一角』 
『松浦の太鼓』 

古典・芸能 

音　楽 

（主催： 国立劇場） 

（特別席鑑賞＋バックステージツアー） 
受講料　12,000円 

定　員　30名 

サティの音楽 
―ピアノを聴きながら― 

バックステージツアー 

石島 正博（いしじま・まさひろ） 
作曲家。桐朋学園音高、音大卒。82年武満徹主宰 
MUSIC TODAY国際作曲コンクール入選、 80年、 日 
本音楽コンクール （管弦楽部門） ３位、83年第７回 
サントリー地域文化賞 （映画 「潮音」） 、 87～89年フ 
ランスにて研究生活を送る。91年、 朝日作曲賞、 96年、 
バレエ 「天上の詩」 で芸術祭大賞受賞。創作の他に 
近・現代日仏音楽を主な研究領域とする。現在、 桐 
朋学園大学助教授。　

講　師 
吉田 真穂（よしだ・まほ） 
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 
大学、桐朋学園芸術短期大学非常勤講師。 

講　師 

※先着順に受け付けます。 この講座のみ受付が　
　までとなります。 
※この講座は受講料が振込みとなります。また、振込後の
　キャンセルはできませんのでご了承ください。 
※今回は公演前の歌舞伎解説はおこなわれません。 

コ ード　
講　師　石島 正博／吉田 真穂 

時　間　金曜日  ～ 
日　程　
回　数　全 1回 

受講料　1,000円 
定　員　60名 

10月20日 （土）



たっぷりある退職後の自由時間を地球のどこでどう暮らす 
か。知力、 体力、 気力ある世代のひとつの有意義な選択肢と 
して考えられるロングステイ。今ある生活に異文化暮らし 
を挟み込む醍醐味は格別です。「行ってみたい国から住みた 
い国へ」を合言葉に、ロングステイとは何かの概論や憧れか 
ら実践に移す必要な基礎知識を学びます。時差１時間と日 
本から比較的近く、英語が通じ物価が安く治安も良いマレー 
シアは、とても親日的な国です。ステイ場所は大きく分けて 
アクティブな都会派、海辺でリゾート派、田舎でのんびり派 
の３パターン。その人のマレーシアでの生活スタイルに応じ 
て選ぶことができます。 （財） ロングステイ財団の協力も得て、 
現地の最新情報を多数の資料とともにお届けします。 

ジョット・ディ ・ボンドーネ （1267年頃ー1337年） はフィレ 
ンツェ近郊の出身で、ゴシック期のイタリアの画家、彫刻 
家、建築家。平面的・装飾的なビザンティン絵画の描写法 
から現実味豊かなルネサンス絵画への先鞭をつけ、ビザン 
ティン様式が支配的だった西洋絵画に現実的、三次元的な 
空間表現や人物の自然な感情表現をもたらしました。人物 
が背後の建物や風景との比例を考慮した自然な大きさで表 
されていて、こうした描写方法は当時の絵画界においては 
革新的なものであり、「西洋絵画の父」 と言われています。 
この講座では、アッシジの聖フランチェスコと並び、ジョッ 
トの代表的な仕事のひとつであるパドヴァのスクロヴェー 
ニ （アレーナ） 礼拝堂の壁画を取り上げての講義とします。 

福永佳津子 （ふくなが・かつこ） 
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。日本経済新聞に 「地球に 
暮らす」 を連載中。 

講　師 

スクロヴェーニ礼拝堂にみるジョ ッ ト 

L’ INCONTRO ALLA PORTA AUREA Cappella degli Scrovegni, Padova 

スクロヴェーニ礼拝堂 

イタリア 
美術史

　
丸ごとマレーシア 人生設計 

※講義は日本語でおこないます。 

コーディネーター・講師 

ロングステイ財団共催連続講座 

マレーシアはロングステイ希望国と 
しては1番 （ロングステイ財団調べ） 
の国です。この国にはマレーシアマ 
イセカンドホームプログラムという 
長期滞在査証があります。 この査 
証はホームページから電子申請が 
可能です。参加者のみなさんも一緒 
に、申請書を完成してみませんか。 

コ ード　
講　師　ジュリアーノ ・デルペーロ
　　　　（イタリア文化会館・日伊協会講師） 

時　間　火曜日  ～ 

日　程　 、  、 　 、  、  、 　
回　数　全 8回 

受講料　19,000円 （資料費込み） 

定　員　20名 

マリアの物語 

ヨアキムとアンナの物語 

美徳と悪徳の物語 

キリストの物語 

取り上げる主な作品のテーマ 

黄金門の再会 

コ ード　　　
　　　　　　

※LSメンバーズの方：1,500 円
　／夫婦受講：2,000円 

・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 

理事 海外邦人安全協会理事） 

時　間　　　金曜日  ～ 

日　程　　　
回　数　　　全 1回 
受講料　　　2,000円／夫婦受講 3,000円 

定　員　　　60名 

ジュリアーノ・デルペーロ 
ミラノ大学で哲学を、 スイス・フリ 
ブルグ大学で神学を修める。エ 
ルサレムの聖書研究所でユダ 
ヤ文化、パリでイコン研究を学 
ぶ。1984年に来日。カトリック 
宣教師。著書に 『エウカリスティ 
ア』 （ドン・ボスカ社） 、 『神秘を彩 
るイコン』 （玉川大学出版部） が 
ある。 

海外ロングステイ　
　　これだけはおさえておきたい基礎知識 

マレーシアの最新情報と 
ロングステイ適地の情報をお話します。



愛の軌跡 

彼らが成しえた偉業の裏には、知られざる愛の物語が存在しまし 
た。愛する家族・恋人・祖国、そして私たち人間への深い愛…。 
地位も名誉も野心も棄て、自己に忠実に生き抜いた彼らの “愛の形” 
は、私たちの心に強く響きます。 
当講座では当時のヨーロッパ事情にも触れながら、21世紀を生き 
る私たちに彼らが遺した “愛の形”に迫ります。苦悩の生涯を貫い 
た真実の愛と信念とは…。 

コ ード　
講　師　ダミアン・プピ 

時　間　木曜日  ～ 
日　程　 /  、 　 /  、、  、 22 
回　数　全 6回 

受講料　13,000円 （資料費込み） 

定　員　20名 

コ ード　
講　師　ジュリアン・ビエルカ 

時　間　金曜日  ～ 

日　程　 /  、  /  、 
回　数　全 4回 
受講料　8,500円 （資料費込み） 

定　員　20名 

講　師 

講　師 

ヨーロッパの 
文化 

映画でめぐるパリの街 

サン＝テグジュペリと妻コンスエロ▶ 

「ぼくはアゲーの平和や、 ぼくが愛するものの質を守るために、銃弾を浴びに行きます。 
誠実さ。純真さ。忠実さ、 心のこもった仕事を守るために。 
人間的なものすべてから離れた亡命先で 嘘をついて遊ぶ、真実あてゲームはいけません」 

（サン＝テグジュペリからコンスエロへ） 

ダミアン・プピ 
サンシェ国立大学フランス語学科学士課程 
修了。国立東洋言語文化学院 （INALCO） 
日本語学科卒業。JET program にて埼玉県 
内の各高等学校でフランス語、 英語を指導。 
現在アテネ ・ フランセ東京にてフランス語教師 
を務め、視聴覚教室「クレディフ」 、 フラン 
ス語本科、会話クラス、漫画フランス語、 
文化教養講座などを担当。 

ジュリアン・ビエルカ 
ランス大学にて学士・修士号取得 （近代文 
学）。マーク・ブロッホ大学、第３スタンダー 
ル大学にて言語学を修める。その後教育者 
補佐としてフランスの小学校に勤務。現在 
アテネ ・フランセ東京でビジネスフランス語 
を担当。 

※この2講座は主に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。 

映画発祥の地フランス。これまでに数え切れな 
いほどの名作を生み出し、映画界の先頭に立ち、 
新しい世界を切り拓いてきました。なぜこれほ 
どまでにフランス映画は、独特でありながら人々 
の心を魅了させ続けるのでしょうか。スクリー 
ンを彩る華やかな女優たち、情感溢れる物語、 
お洒落な台詞、最先端のファッション…。しかし 
忘れてはならないもうひとつの名脇役は、美し 
い街並みではないでしょうか。 
この講座ではパリを舞台にした映画をお供に、 
憧れの地「パリ」の魅力に迫ります。フランス 
映画の世界に浸りながら、パリの街並みを覗い 
てみませんか。  「勝手にしやがれ」 

ストーリー 

オーギュスト・ロダンとカミーユ・クローデル　



ホテル 
ニューオータニ 

赤坂プリンス 
ホテル  最高裁判所 

国立劇場 
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迎賓館 

国立国会図書館 

国会議事堂 
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（麹町会館） 
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文藝春秋社● 

新宿通り 

赤坂プリンス 
ホテル 

JR中央線・ 
総武線 

東京紀尾井町キャンパス 

講  座  申  し  込  み  方  法 

●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 
地下鉄丸ノ内線 

地下鉄南北線 
JR線 

〈周辺地図〉 

◇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 
個室ブースもあります。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。 

◇ホール（B1F） 
同時通訳ブースなど最新設備を備えた多目 
的ホールです。学会・シンポジウム・講演会・ 
コンサートなどがおこなわれています。 

◇AVブース （2F） 
ビデオ ・DVDをゆったりとした雰囲気で視聴 
できるブースです。 

◇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に 

はキャンパス内の施設を無 

料でご利用いただけます。 

● 　 　 申 し 込 み に あ た って の 注 意 点 　 　 ● 

予約申込 
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。 

開講日のご案内 
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。 

開講日手続き 
開講日は各種手続き （会員登録、受講料納入・テキスト 
購入 〈現金〉 ） がございますので、 少し早め （15分程度） にキ 
ャンパス１階のエクステンション・ プログラム受付までお 
越しください。開講日に欠席される場合は必ず下記事務 
局までご連絡ください。尚、 受講料、 テキスト代は当日現 
金でいただきますので、 おつりのないようご用意ください 
（歌舞伎鑑賞講座を除く） 。 

2回目以降の受講 
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。 

※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 

みずほ銀行 

am/pm 

文藝春秋ビル 
東京紀尾井町 
キャンパス  至永田町駅 

至半蔵門駅 至四ッ谷駅 

紀尾井町 

麹町クリスタル 
シティ 

交番 

4番出口 

3番出口 

1番出口 2番出口 

【会員登録】城西エクステンション・ プログラムは会員制となっ 
ております。過去のプログラムに参加し、 すでに会員証をお 
持ちの方は開講日にご提示ください。 

【締切】各講座の募集は、開講日の1週間前 〈歌舞伎鑑賞講 
座のみ10月20日 （土） 〉 に締め切ります。 その時点で最低開講 
人数に満たない場合は、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。 

【休講／補講】講師の都合もしくは大学行事などにより休講 
が発生する場合は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。 

【返金】事情により受講を止める場合、途中で欠席する場合 
も納入済の受講料は返金できません。 

【千代田区講座講習会バウチャー制度】 千代田区民の方 
が城西エクステンション・プログラムに参加される場合、受 
講料の半額が千代田区から補助されます （区民ひとり年間上 
限1万円、対象講座のみ）。別途申請手続きが必要となりま 
すのでお問い合わせください （千代田区立九段生涯学習館： 
TEL.03‑3234‑2841） 。


