
コ ー ド　 09101
時　間　 土曜日 13:20～14:50
日　程　 12 /12
受講料　 1,000 円
定　員　 150名

AUTUMN

10月開講

映　画

2009

『キネマ旬報』 創刊90周年記念 スペシャル・セミナー
司会＝掛尾良夫
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1959年1月17日に生まれた山口百恵は今年で 50歳を迎えた。72年、中
学２年のとき、自ら日本テレビ『スター誕生！』に応募、見事合格した。
デビュー当時こそ、同期の桜田淳子、森昌子に遅れをとったが、74年の『ひ
と夏の経験』が45万枚の大ヒットとなって大きく成長した。以後、歌手から
テレビ・ドラマの“赤い”シリーズ、そして映画女優として、1980年の引退まで、
伝説に残るアイドルとして 70 年代を駆け抜けた。大林宣彦監督は、商業
映画監督としてデビューする前から、ＣＭディレクターとして山口百恵を演
出していた。山口百恵は川端康成「伊豆の踊り子」、三島由起夫「潮騒」、
堀辰雄「風立ちぬ」、松本清張「霧の旗」といった文芸映画が続き、新機軸を
狙って、大林宣彦監督、ジェームス三木原案の「ふりむけば愛」に出演した。
続いて大林宣彦プロデューサー、藤田敏八監督、山口百恵主演で「天使を誘惑」
が作られた。
ＣＭディレクターとして、映画監督として山口百恵のデビューから引退まで
を見続けてきた大林宣彦監督が、女優としての魅力、素顔の山口百恵を語る。

は単位が認定されます

キネマ旬報 1978 年7月下旬号
「ふりむけば愛」特集

キネマ旬報 1980年1月上旬号
「天使を誘惑」特集

1938年、広島県尾道市生まれ。子供の頃か
ら自宅にあった8ミリ映写機を扱い、大学へ
入ると、自主映画作家の先駆けとして活躍、
世界の映画シーンで高い評価を受ける。大
学を中退、ＣＭでも活躍、チャールズ・ブロン
ソンが出演する作品などを手がける。77年
「ＨＯＵＳＥ/ハウス」で商業映画にデビュー、以
後、山口百恵、三浦友和主演「ふりむけば愛」
（78）、薬師丸ひろ子主演「ねらわれた学園」
 （81）、原田知世主演「時をかける少女」（83）
など、時代のトップ・アイドルの作品を手がけ
る。同時に故郷、尾道を舞台にした「転校生」
（82）、「さびしんぼう」（85）で独自の世界を
築きあげた。最新作は「その日のまえに」（08）
がある。

◎ゲストスピーカー

大林 宣彦〈映画作家〉

（キネマ旬報映画総合研究所）

12/12（土）  
映画女優としての山口百恵を語る

大 林 宣 彦



（キネマ旬報映画総合研究所）

                  

日本軍大連港にて

大連大和旅館

旅順港西岸 
日本海軍記念碑

映　画

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

国際日本学

コ ー ド　 09103
講　師　 伊藤 サム
時　間　 土曜日 13:20～14:50
日　程　 11/21
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 40名

ＮＨＫ大河ドラマ「太平記」「秀吉」の演出家として知られる佐藤幹夫氏が、2009年
11月から、毎年末、3年にわたって放送される超大作ドラマ「坂の上の雲」の脚本、
演出を手掛けることになった。この作品は、あの司馬遼太郎の同名の原作をもとに
したもので、秋山兄弟を阿部寛、本木雅弘、正岡子規を香川照之が演じている。閉
塞感に包まれる現在、近代国家を建設しようとする100余年前の若者たちを通して、
佐藤幹夫は何を描こうとしたのか。そして、日露戦争の重要なポイントとなった旅
順・203高地は、現在の日本、中国の交流の場となっている。「坂の上の雲」とは、
封建の世から目覚めたばかりの日本が、そこを登れば、やがては手が届くと思い焦
がれた欧米的近代『国家』というものを “ 坂の上にたなびく一筋の雲 ”に例えた切な
さと憧憬をこめた題名である。

この講座では、日本の近代化に奔走した青春群像の魅力、
現代の日本人にとっての“ 坂の上の雲 ”はあるのか、
そして明治と現在の旅順について語る。

英語学習の王道は、ネイティブ同様に英字新聞を毎日読むことです(超大量読解)。しかし
最初に英字新聞を読みこなせるようになるまでには、いくつかの関門があります。そこで
入門者のために、どのように英字新聞を読めばいいのか、学校では教えてくれない「見出し
文法」、現代英語の構文などのコツを解説します。さらに、ジャパンタイムズ新人記者研
修での特訓ノウハウを紹介。これは、言語学者スティーブン・クラッシェン氏の第二言語
習得理論であるcomprehensible input（理解可能なインプット）をベースにしたもので

伊藤 サム　
一橋大学卒。英字新聞ジャパンタイムズ報道部記者として、外務省、首相
官邸などを担当。『週刊ＳＴ』編集長、外信部長、編集局長などを務め
た。この間、『百万人の英語』（旺文社）、『通訳・翻訳ジャーナル』（イカロ
ス出版）などにも執筆、フジテレビのニュース二ヵ国語放送を担当、英
ＢＢＣなどにコメンテーターとして出演。著書に『ＮＥＷＳ ＤＩＧＥＳＴビギ
ナーズ』（ジャパンタイムズ刊）、『英語はやさしく、たくさん』（講談社イン
ターナショナル）など多数。英語学習法「やさしくたくさん｣を著書とウェ
ブサイト『英語の世界』を通して提唱している。2009年4月よりＮＨＫ
講座『ニュースで英会話』講師。

講　師

英字新聞の読み方 ― 英語学習の王道
ジャパンタイムズ提携講座

『キネマ旬報』 創刊90周年記念 スペシャル・セミナー
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司会＝掛尾良夫

コ ー ド　 09102
時　間　 土曜日 13:20～14:50
日　程　 12 /5
受講料　 1,000 円
定　員　 150名

昭和20年7月5日東京生まれ。東京大学文
学部卒。主な作品に、芸術作品賞「破獄」「海
の群星」、芸術選奨新人賞「約束の旅」、放
送文化基金賞「私の愛したウルトラセブ
ン」、モンテカルロテレビ祭グランプリ「蝉
しぐれ」、大河ドラマ「太平記」「秀吉」、ス
ペシャルドラマ「聖徳太子」ほかドキュメ
ンタリーも含め多数。

◎ゲストスピーカー

佐藤 幹夫〈ＮＨＫディレクター〉

「坂の上の雲」と旅順の風景
佐 藤 幹 夫 が  語  る



古　典
『平家物語』の冒頭部分から読み進めた前期
に続いて、今期は巻1から4までの内、平清
盛と関わった主要人物の中から、「祇王・祇
女と仏御前」「俊寛僧都とその周辺」にしぼっ
て、関係章段を読みます。芸に生きた白拍子
たちと大寺院の高僧及びその関係者と、登
場する人物の階層は対照的ですが、いずれ
も清盛の横暴さの犠牲になった人びとを中
心とする物語です。平家の時代を浮き彫り
にしつつ劇的に語られていて、後世に多彩
な影響を与えています。その影響の跡も見
ながらテキストの行間を読み解いていきた
いと思います。全8回編成で、二つの話題
それぞれを4回ずつ扱う予定です。主要テ
キストは岩波文庫本ですが、適宜他の諸本
も比較・参照しながら、検討を加えます。

コ ー ド　 09105
講　師　 三木 紀人
　　　　　（城西国際大学教授）

時　間　 月曜日 11:10～12:40
　　　　  10/19、26　
　　　　  11/2、9、16、30
　　　　　12/7、14
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
 －－人びとの生と死

ハンナ・アーレント
「起こってはならないことが
起こってしまった」

モダニズム建築に特徴的な水盤

『死と誕生 ハイデガー・
 九鬼周造・アーレント』
（東京大学出版会 2008年）

哲　学

森 一郎　
1962年8月13日、埼玉県に生まれ
る。東京大学文学部卒業。同大学
大学院人文科学研究科博士課程
中途退学。東京大学助手、東京女子
大学専任講師、助教授を経て、現
在、東京女子大学現代教養学部人
文学科教授。専攻は、哲学・哲学史、
特にニーチェ、ハイデガー、アーレン
トを中心にした西洋近現代哲学研
究。主な業績としては、『ハイデッ
ガー全集第79巻 ブレーメン講演と
フライブルク講演』（翻訳、創文社
2003年）、『ハイデッガーと思索の
将来 ―哲学への<寄与>―』（共著、
理想社2006年）、『死と誕生 ハイ
デガー・九鬼周造・アーレント』（単
著、東京大学出版会2008年、第
21回和辻哲郎文化賞受賞）。

講　師

コ ー ド　 09104
講　師　 森 一郎（東京女子大学教授）
時　間　 土曜日 15:00～16:30
日　程　 12/5
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 60名

第21回和辻哲郎文化賞受賞記念特別講演会

この講演では、イントロダクションとして「死
と誕生」のテーマを概説したのち、本来のテー
マたる「世界への愛」へと一歩踏み出すこと
にしたい。
生あるものはすべて、死すべき運命にある。
だが「いのち」は、死という終わりをもつのみ
ならず、誕生という始まりをもつ。人間を「生
まれ出づる者ども」として捉えることは、実
存の「始まり」性格に光を当てることにつなが
る。たまたまこの世に生まれ、存在し始めた
いのちは、あらたに始める力能をはらんでお
り、偶然のめぐり合いによって「第二の誕生」
を迎える。そんなありそうにないことが、そ
れでも起こると信じてよいのだ。
われわれ人間がそこに生まれては、そこから
去っていく世界は、個々のいのちを超えて、
存続する。世代にまたがって共有される世界
は、大小さまざまな物から成る。たとえば、
書物や建物。伝承されてきた物を大切に守り、
後代に伝えてゆくことは、「世界への愛」のか
たちなのである。今日、モダニズム建築の建
て替え問題が各地で噴出しているが、この問
題は、われわれの共同世界そのものが危機に
瀕していることを如実に物語っている。

日　程

祇王寺

俊寛堂

死と誕生  もしくは世界への愛



国際日本学

この春、学校法人城西大学に、水田家から名
品鈴木春信「六玉川」が寄贈されました。 
この「六玉川」は、6枚揃いで現存している
のは、ＮＹメトロポリタン美術館とこの寄
贈作品の2セットしかありません。特に今
回寄贈されたものは、保存状態が美しく、
極めて貴重なものでした。このことを契機
に、この秋の講座では、日本を離れてし
まった素晴らしい日本の美術品について、
さまざまにお話をしたいと思います。ど
のような作品群が、どのような経緯で日本
を離れ、外国でいかなる評価を得ているの
かをアメリカのメトロポリタン美術館、ボ
ストン美術館、そしてフランスのギメ東洋
美術館の所蔵作品に触れながら、講義し
ます。

コ ー ド　 09107

　　　　 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 11:10～12:40

日　程　 2010/ 1/23　
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 60名

日本を離れた日本コレクション紀行
―メトロポリタン美術館、ギメ東洋美術館、ボストン美術館―

※講義は日本語でおこないます。

人生設計

講　師

“ 暮らす ”サンディエゴ

写真提供：カリフォルニア州観光局　Robert Holmes　
①サンディエゴのダイニング　②ジュリアン・カフェのアップル・パイ　
③サンディエゴのスカイライン   ④ローマ岬のカブリヨ灯台

鈴木春信《六玉川 井出の玉川》
昭和4年 (1767) 頃 中判錦絵揃物
所蔵　学校法人城西大学水田美術館メトロポリタン美術館

ロングステイ財団共催連続講座

09106

　　　　　　

※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理事
海外邦人安全協会理事）

土曜日 14:00～16:30

2010/ 1/23
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

末兼 郁二
昭和 5 年生まれ（79歳）。損害保険
と住宅産業の会社を退職後、初めて
の海外渡航地、米国サンディエゴで家
と車を持ち、７年間、滞在を繰り返す。
滞在ビザを取り、さらには自動車運転・
ヨット操縦及びスキューバ・ダイビン
グの免許を取得。全米の50州すべて
を走破し、米国にある殆どの国立公
園を訪問する快挙も達成した。帰国
後はアメリカ以外にヨーロッパ、タヒ
チ、中南米を旅し、クルーズも豪華客
船のみならず自分で操縦してカリブ
海やエーゲ海やタヒチを航海。ロン
グステイ愛好会の「ロングステイクラ
ブ」所属。大阪在住。 

ゲストスピーカー

概論＋アメリカで
“ 暮らす”ということ

サンディエゴに暮らした
ステイ経験者からの報告

コ ー ド

時　間
日　程
回　数

受講料

定　員

「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、憧れを実践に移すための具体策を学びます。こ
れまでタイ、マレーシア、カナダ、ハワイ、ＮＺ、スペインなど、ステ
イの人気国をいくつも取り上げてきました。今回は米国西海岸の
サンディエゴ滞在から学ぶダイナミックで大陸的な米国ステイの
話です。「初心者ならまずサンディエゴから始めよ」と先輩ステイ
経験者たちが口を揃えて言うにはそれなりの根拠があります。今
回のゲストである末兼さんは、サンディエゴの気候のよさ、物価の
安さ、治安の良さに加えて、国境の町ゆえ他国語に寛容であるだけ
でなく、英語が苦手な人のために無料の英会話教室が用意されて
いること、道路交通網や駐車場が整備されていて交通渋滞がほと
んどないこと、スポーツや趣味活動の費用が安く、気楽に楽しめる
こと、風光明媚な観光地がたくさんあること、総合病院では日本語
が通じ、診療に不安がないことなど、その抜群の魅力をあげます。
「やっぱりアメリカがいい」というステイ希望者には見逃せない講
義となることでしょう。多数のご参加をお待ちしています。

2Part1Part

概論＋アメリカで
“ 暮らす”ということ

❶

❹

❷
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芸　能

坂田藤十郎 市川團十郎

マルメゾン城

シュミーズドレスのジョゼフィーヌ

バックステージツアー

コ ー ド　  09109
時　間　 金曜日 12: 00～17:00（予定）
日　程　 11/13
回　数　 全1回

『歌舞伎十八番の内 外郎売』『傾城反魂香』
『大津絵道成寺』（主催：国立劇場）

　　　　 12,000円

定　員　 20名

坂田藤十郎と市川團十郎。東西両優の顔合わせが国
立劇場では10年ぶりに実現します。
まずは市川宗家のお家芸『外郎売』。團十郎の曽我
五郎が爽やかな弁舌を披露します。続く近松門左衛
門の名作『傾城反魂香』は、大津絵師又平＝團十郎、
女房おとく＝藤十郎の共演でおくる必見の舞台。互
いを思いやる夫婦の情愛、又平の自画像に起こる
奇跡など見どころの多い一幕です。最後は『大津絵
道成寺』。大津絵から抜け出た人物を踊り分ける藤
十郎の華麗な五変化をお楽しみください。鑑賞後
はバックステージツアーもご体験いただけます。

歌舞伎鑑賞会

※先着順に受け付け、定員になり次第締め切ります。
※料金は振込みとなります。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

ヨーロッパの
文化
　

皇妃ジョゼフィーヌ
―波乱の人生と
　　　美学が遺した文化―

フランス史において、輝かしい栄光を収めた
皇帝ナポレオン・ボナパルト。しかし彼の成
功の陰には、フランス革命を経て、激動の時
代を共に生きた女帝ジョゼフィーヌの存在を
決して欠くことはできません。彼女が最も愛
した館といわれるマルメゾン城。現在もなお、
そこには彼女が生涯をかけ情熱を注ぎ込んだ
見事なバラの庭園が息づき、ナポレオンとの
思い出の品々、また数々の調度品が展示され
ています。当講座では、ジョゼフィーヌを語
る上で外せないキーワードを取り上げ、マル
メゾン城の魅力や女帝ジョゼフィーヌにまつ
わる逸話を様々な角度から紹介し、知られざ
る彼女の素顔に迫ります。皇帝ナポレオンが
愛した妻、ジョゼフィーヌとは…。

ルシリア・ダシルバ・コバヤシ
メス大学大学院文学部歴史学科
卒業。2006年より外資系企業や
日本企業、市立文化センターに
てフランス語講師として活躍。
現在アテネ・フランセで初級・中
級フランス語、文化・教養クラス
担当。

自然、とりわけバラを深く愛したジョゼフィーヌ。彼女が過ごし
たパリ郊外のマルメゾン城は彼女の暮らしぶりを知ることので
きる博物館としても見ごたえがあります。彼女の名前がついた
バラや、彼女のお抱え画家であり植物画の第一人者であるル
ドゥーテのボタニカルアート作品を紹介します。

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。
　

コ ー ド　 09108　
講　師　 ルシリア・ダシルバ・コバヤシ
時　間　 木曜日 15: 00～16:30
日　程　 10/ 15、22、29
回　数　 全 3回
受講料　 6,000円
定　員　 40名

講　師

第一章
～思い出の地マルメゾン城とバラ～

フランス革命前のマリー＝アントワネットに代表される、ロコ
コ調の華美な装飾様式に対する反動として生まれた帝政期の
モードはエンパイアスタイルと呼ばれました。質素ながらも古典
的で女性らしいシュミーズドレスは現代においても魅力的です。
革命前後のスタイルの移り変わりを考察します。

第二章
～第一帝政期のエレガンス～

浮気を繰り返す悪女のイメージが強いジョゼフィーヌ。ナポレオ
ンの生涯や、世界史上でジョゼフィーヌが果たした役割、またナ
ポレオンとの関係を振り返りつつ、知られざる二人の逸話を紹
介します。自然を愛するジョゼフィーヌの内面、素顔に迫ります。

第三章
～フランス皇妃ジョゼフィーヌ～

10/15

10/22

10/29
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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。

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
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。

●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  kioiclu b@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

【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。
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2号棟　

　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

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
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