
日本の近代劇発祥を担った坪内逍遙の弟子、澤
田正二郎が1917年に旗揚げした劇団「新国
劇」。数々の名優、名作を生みだし、中でも「国定
忠治」や「一本刀土俵入り」など、男の芝居に大
衆の人気が集まった。1929年に澤田が亡く
なって、劇団は存亡の危機に立たされる。以後、
この劇団を支えたのは、二人の若手役者、島田
正吾と辰巳柳太郎だった。戦後の隆盛期を経
て、人気が陰ってきたころ、緒形拳は、次代を託
せると期待された逸材だった。緒形はテレビや
映画の出演が相次ぐ中、ついに退団。二人の師
との間に深い亀裂が入った。
やがて、和解のときが訪れたが、劇団は解散。辰
巳が亡くなった後、島田は80歳を過ぎてから、
ひとり芝居を始める。「白野弁十郎」「霧の音」
「人生劇場」など、新国劇の名作を演じ、98歳で
亡くなる。緒形は島田のひとり芝居を継ぐよう
に06年、「白野弁十郎」を上演し、昨年亡くなっ
た。文藝春秋08年9月号に「二人の師」について
エッセーを寄せていた。日本の演劇史上、確か
な足跡を残した新国劇の盛衰を背景に澤田、島
田、辰巳、緒形ら名優の軌跡に迫る。

『芝居の神様
 島田正吾・新国劇一代』
（吉川潮著 新潮社 2007年）

新国劇「国定忠治」忠治：澤田正二郎

『フロイトのイタリアー旅・芸術・精神分析』
（平凡社2008年）

『夢判断』：テヴェレ川と天使城を遠望1985年夏 最初の訪問地 ヴェネツィア リド島

古典・芸能ヨーロッパの
文化

立法学や立法過程論は、現在、法律解釈学を中心とする法学部教
育の中で取り扱われることなく今日に至っている。そのため、政
策決定、それを受けて法律がどのようにして作られるのかをブ
ラックボックスに例える向きもある。最近の議員立法を事例研究
として、法律作成の基本的な考え方、政策の決定、法律事項の確定
と立案、国会での審議の現状を検討するとともに、ねじれ国会に
おける立法過程を踏まえ、政府提出の法律と異なり、直接民意を
受けて行われる議員立法のダイナミクスについて考察してみる。

現代政策

緒形拳追悼－－新国劇の名優たち 

「議員立法について」
城西大学現代政策研究センター共催講座

上妻 博明　
衆議院法制局第４部副部長。
明治大学法学部法律学科卒業。衆議院法制
局入局。第３部副部長（文部科学委員会担
当）、第１部副部長（総務委員会担当）を経
て現職（国土交通委員会・災害特委担当）。
被災者生活再建支援法の一部を改正する
法律、地理空間情報活用推進基本法、海洋
基本法、観光立国推進基本法、携帯音声通
信事業者による契約者等の本人確認等及
び携帯音声通信役務の不正な利用の防止
に関する法律（オレオレ詐欺対策法）、牛海
綿状脳症対策特別措置法（BSE法）、過疎地
域自立促進特別措置法、民間資金等の活用
による公共施設等の整備等の促進に関す
る法律（PFI法）など多数の議員立法の立案
に携わる。
早稲田大学現代政治経済研究所特別研究
員（平成17年度～平成19年度）。
著書『災害対策基本法の解説』『マンション
管理適正化法の解説』など。

講　師

岡田 温司　
京都大学大学院人間・環境学研究
科教授。西洋美術史研究者。ロベル
ト・ロンギ著『芸術論叢』全２巻の翻
訳により、ピーコ・デッラ・ミランドラ
賞受賞。イタリアの画家ジョルジョ・
モランディについて書かれた『モラン
ディとその時代』により、第13回吉田
秀和賞受賞。『フロイトのイタリア－
旅・芸術・精神分析』により、第60回
読売文学賞受賞。『マグダラのマリ
ア－エロスとアガペーの聖女』（中
公新書）、『ミメーシスを超えて－美
術史の無意識を問う』（勁草書房）、
『芸術（アルス）と生政治（ビオス）』
（平凡社）など著書多数。

講　師

コ ー ド　 09008
講　師　 上妻 博明
時　間　 土曜日 15:00～16: 30
日　程　 6/ 27 
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 60名

http://ww w.josai.jp/lifelong/ex/

『平家物語』は主要人物のきわだった死に方に焦点を当て、そのことを通し
て一人ひとりを描きわけようとしているようです。今回は巻一から三まで
に登場する中から四人を取り上げ、物語の背景も見ながら彼らの生と死の
特質とそれが呼び覚ます問題について検討を加えたいと思います。

コ ー ド　 09006
講　師　 三木 紀人（城西国際大学教授）
時　間　 月曜日 13:20～14:50
　　　　  5/25　6/1、8、15、22、29
　　　　　7/6、13
回　数　 全8回
受講料　 16,000円　教材費 1,470 円
定　員　 20名

祇王寺

ロートレック作
『ディヴァン・ジャポネ』

モディリアーニラパン・アジル

前列／市川右近
中列（左から）／市川弘太郎、市川笑也、市川猿弥
後列（左から）／市川春猿、市川笑三郎

バックステージツアー

『平家物語』を読む－－人びとの生と死

コ ー ド　  09007
時　間　 水曜日 14:30～17:30（予定）
日　程　 6/17
回　数　 全1回

『華果西遊記』（主催：国立劇場）

　　　　 3,500円

定　員　  35名

発表されてから約530年経過した現在も親しまれている『西遊記』。歌舞伎では明治11年に三世河竹新
七作「通俗西遊記」として初演されています。これを当世市川猿之助が演出し、俳号『華果』を冠した作品
が本作です。爽やかな調子と踊りの巧さには定評がある市川右近をはじめ猿之助一門の俳優が奮闘す
る、奇想天外で迫力あふれる舞台にご期待下さい。鑑賞に先立ち出演者が実演を交えた解説を行い、楽
しく伝統芸能の世界へといざないます。鑑賞後には城西エクステンションオリジナルのバックステージ
ツアーもお楽しみいただけます。

歌舞伎鑑賞教室

越村 佳代子
1951年東京・深川生まれ。早稲田に育ち、
74年早稲田大政経学部卒、朝日新聞入社。
宇都宮、横浜支局、東京・社会部、日曜版編
集部などを経て、長野支局長を勤め、現在論
説委員。共著に『文様Ⅰ・Ⅱ』（朝日新聞社）。
高校時代は演劇部に所属し、早稲田小劇場
のこけら落とし公演を観たのが自慢のひとつ。
大学では京劇に夢中。いまは、藤山直美と浪
曲の国本武春の大ファン。

講　師

前回の《「国家儀礼」としての茶道》の講座において、 茶道の歴史は、国家の歴史や政
治の移り変わりと切ってもきれない関係があり、時代ごとにその役割が大きく変化を
遂げていったことを述べました。今回の講座では、その講義をさらに堀り下げ、戦国時
代の代表ともいえる織田信長から、乱世を平定し徳川時代の基礎を築いた徳川家康、
秀忠、家光と移っていった時代に焦点をあて、いかに茶道が劇的に変化を遂げたかに
ついてお話します。戦争ばかりであったように思われる戦国時代に生きた武将たち
が、茶道を利用し、いくつもの戦争を回避していたことにも目を向けます。

国際日本学
コ ー ド　 09004
　　　　 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　 6/27　
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 40名

「戦争回避」としての茶道 ー信長から徳川三代をとりあげる

※講義は日本語でおこないます。

コ ー ド　 09002
講　師　 岡田 温司（京都大学大学院教授）
時　間　 土曜日 13:20～14:50
日　程　 7/11
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 60名

※先着順に受け付けます。
　この講座のみ受付が4月28日（火）までとなります。

第60回読売文学賞受賞記念特別講演会　

後援：読売新聞/平凡社

精神分析の父フロイトとイタリア、この意外な取り合
わせにいったいどんな秘密が隠されているのだろう
か。精神分析はイタリアで生まれた、とまで言い切る
には、さすがにかなり勇気がいるとしても、フロイト
とイタリアのあいだには、これまであまり注目されて
こなかった深い関係があったのである。精神分析の
誕生を告げる記念すべき著書『夢判断』を構想して
いた頃、フロイトは、友人に「イタリアが必要です」、
「イタリアの芸術に深く入り込むつもりです」と何度
も書き送っていた。イタリア旅行を開始してからも、
しかし、なぜかローマにだけは足を踏み入れること
ができないでいた。イタリアとその芸術に憧れを抱く
一方で、ローマには言い知れぬ恐怖を感じてもいた
のである。その自分と向き合い、いわば自己分析する
ことが、精神分析誕生の大きなきっかけとなった。
本講義では、フロイトの思想とイタリア旅行、その芸
術との隠れた関係を明らかにしたい。

コ ー ド　  09005
講　師　 越村 佳代子
時　間　 土曜日 13:20～14:50
日　程　 5/16
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　  60名

（歌舞伎鑑賞〈解説＋公演〉・バックステージツアー）

ヨーロッパの
文化
　

モンマルトルの芸術家たち
近年は映画「アメリ」でも脚光を浴び、古き良きパリの面影を残し、
観光地としてだけではない楽しみ方が出来るモンマルトル。この講
座では、20世紀初頭にそのモンマルトルやモンパルナスを中心に活
動していた画家集団「エコール・ド・パリ」やその前後の画家の波乱
に満ちた生涯や作品を振り返りながら、パリやモンマルトルの魅力
を探ります。
とりあげる画家は日本でも人気の高いロートレック、ユトリロ、モ
ディリアーニとその家族。３人の作品とその生涯を年代順に紹介しな
がら、時代背景や画家達の交友関係についても触れます。また、彼
らの作品の題材にもなった「ラパン・アジル」「ムーラン・ルージュ」
などの観光地も、毎回写真を交えながら紹介し、実際にモンマルト
ルを散歩している気分を味わいます。

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。

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　 09003　
講　師　 ジュリアン・ビエルカ
時　間　 金曜日 13:20～14:50
日　程　 5/ 15　6/ 19　7/ 17
回　数　 全 3回
受講料　 6,000円
定　員　 20名

講　師

公開勉強会

面長の顔とアーモンド形の瞳が特
徴的な人物画を紹介するとともに、
妻ジャンヌ・エビュテルヌとの関係
を中心に半ば伝説化されている彼
の生涯を振り返ります。エコール・
ド・パリの画家たちの交友関係や
彼らがたむろした「アトリエ洗濯船」
にも触れます。

モディリアーニロートレック

油彩やポスター画などの作
品を解説しながら、障害を
負って生きることになった
彼の生涯や、モデルのシュ
ザンヌ・ヴァラドン（ユトリ
ロの母）との関係にも注目
します。作品の題材となっ
たムーラン・ルージュも紹介
します。

5/15

ユトリロ

モデルで画家の母ヴァラドンとの関
係や、アルコール依存症の治療によっ
て始まった画家としての人生、代表作
「ラパン・アジル」や白の時代の作品
を紹介します。

6/19
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〈ゲストスピーカー〉
 笠原 章 氏

新国劇解散後、中堅メンバーが劇
団若獅子を結成。代表の笠原章氏
は島田正吾、辰巳柳太郎に教えを受
けた。師の思い出や新国劇名作の
上演について語ってもらう。

コ ー ド　 09001
時　間　 土曜日  13:20～14:50
日　程　 6/13
受講料　 2,500 円
定　員　 150名

SPRING

5月開講

映　画

2009

キネマ旬報は、1919年の創刊から今年で
90周年になり、読者には長年のファンが
多くおられ、かつて自分たちが熱心に映画
を見た10代、20代のころの映画を、再び
じっくり味わいたいという話をよく聞き
ます。
そうした声を得て「創刊90周年記念スペ
シャル・セミナー」として、読者が熱く記
憶する1970～80年代の作品について、そ
の時代の関係者をお招きし、「名作誕生秘
話」というテーマで、城西国際大学メディ
ア学部と共催にて連続したセミナーを開
催することと致しました。

『キネマ旬報』 創刊90周年記念 スペシャル・セミナー

主催：キネマ旬報社　
共催：城西国際大学メディア学部

大島渚監督作品
「愛のコリーダ」の誕生について

司会＝掛尾良夫

JOSAI
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つ
い

か

誰
で
も
学
べ
る

http://ww w.josai.jp/lifelong/ex/

阿部定（アベサダ）事件として知られる、昭和11年5月に起きた実
在する猟奇的事件を、ハードコア・ポルノとして映画化すること
が、1972年、フランスのプロデューサーから大島渚監督に提案さ
れた。当時、映画界では世界的に性表現の解放が進む時期で、大
島渚監督は、新しいチャレンジとしてこの企画を受け入れた。し
かし、日本では前例のない撮影だけに困難は多く、そこで大島監
督は、ピンク映画界の巨匠、若松孝二氏にプロデュースを依頼し
た。キャスティングの困難、ハードなセックス・シーンの撮影など異
例づくめの製作だった。そして、カンヌ国際映画祭での反響、日本
における上映での問題など、この作品の背後にあった出来事につい
て、改めて当事者、若松孝二氏から話を聞く。

は単位が認定されます

前列右から／
当時の若松孝二氏と
大島渚監督

「愛のコリーダ」

【講座開催にあたって】

「愛のコリーダ」（1976）　監督・脚本＝大島渚
製作＝アナトール・ドーマン、若松孝二    撮影＝伊東英男
出演＝藤竜也、松田暎子、中島葵、芹明香

若松 孝二
1936年4月1日宮城県生まれ。高校を中退して上京、いくつかの仕事を経て
ヤクザの抗争に加わり、執行猶予の懲役をうける。ヤクザ時代に映画の街頭
ロケを手伝ったことから、足を洗い映画界に進む。63年ピンク映画「甘い罠」
で脚本、監督デビュー。その後、ピンク映画を通じて、自らの体験に基づい
た権力の弾圧に対する反抗と鮮烈なエロチシズムで、都市最下層のピンク映
画ファンの熱い支持を受ける。内田裕也主演「餌食」（79）、「水のないプール」
（82）で一般映画にも進出する。最新作は「実録・連合赤軍 あさま山荘への
道程（みち）」（08/キネ旬3位）。プロデューサーとしては、大島渚監督の「愛の
コリーダ」（76）、山下耕作監督「戒厳令の夜」（80）、神代辰巳監督「赤い帽子

◎ゲストスピーカー

若松孝二
〈プロデューサー〉

（キネマ旬報映画総合研究所）

名 作 誕 生 秘 話

の女」（82）などを手掛ける。



『フロイトのイタリアー旅・芸術・精神分析』
（平凡社2008年）

『夢判断』：テヴェレ川と天使城を遠望1985年夏 最初の訪問地 ヴェネツィア リド島

ヨーロッパの
文化

岡田 温司　
京都大学大学院人間・環境学研究
科教授。西洋美術史研究者。ロベル
ト・ロンギ著『芸術論叢』全２巻の翻
訳により、ピーコ・デッラ・ミランドラ
賞受賞。イタリアの画家ジョルジョ・
モランディについて書かれた『モラン
ディとその時代』により、第13回吉田
秀和賞受賞。『フロイトのイタリア－
旅・芸術・精神分析』により、第60回
読売文学賞受賞。『マグダラのマリ
ア－エロスとアガペーの聖女』（中
公新書）、『ミメーシスを超えて－美
術史の無意識を問う』（勁草書房）、
『芸術（アルス）と生政治（ビオス）』
（平凡社）など著書多数。

講　師

http://ww w.josai.jp/lifelong/ex/

前回の《「国家儀礼」としての茶道》の講座において、 茶道の歴史は、国家の歴史や政
治の移り変わりと切ってもきれない関係があり、時代ごとにその役割が大きく変化を
遂げていったことを述べました。今回の講座では、その講義をさらに堀り下げ、戦国時
代の代表ともいえる織田信長から、乱世を平定し徳川時代の基礎を築いた徳川家康、
秀忠、家光と移っていった時代に焦点をあて、いかに茶道が劇的に変化を遂げたかに
ついてお話します。戦争ばかりであったように思われる戦国時代に生きた武将たち
が、茶道を利用し、いくつもの戦争を回避していたことにも目を向けます。

国際日本学
コ ー ド　 09004
　　　　 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　 6/27　
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 40名

「戦争回避」としての茶道 ー信長から徳川三代をとりあげる

※講義は日本語でおこないます。

コ ー ド　 09002
講　師　 岡田 温司（京都大学大学院教授）
時　間　 土曜日 13:20～14:50
日　程　 7/11
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 60名

第60回読売文学賞受賞記念特別講演会　

後援：読売新聞/平凡社

精神分析の父フロイトとイタリア、この意外な取り合
わせにいったいどんな秘密が隠されているのだろう
か。精神分析はイタリアで生まれた、とまで言い切る
には、さすがにかなり勇気がいるとしても、フロイト
とイタリアのあいだには、これまであまり注目されて
こなかった深い関係があったのである。精神分析の
誕生を告げる記念すべき著書『夢判断』を構想して
いた頃、フロイトは、友人に「イタリアが必要です」、
「イタリアの芸術に深く入り込むつもりです」と何度
も書き送っていた。イタリア旅行を開始してからも、
しかし、なぜかローマにだけは足を踏み入れること
ができないでいた。イタリアとその芸術に憧れを抱く
一方で、ローマには言い知れぬ恐怖を感じてもいた
のである。その自分と向き合い、いわば自己分析する
ことが、精神分析誕生の大きなきっかけとなった。
本講義では、フロイトの思想とイタリア旅行、その芸
術との隠れた関係を明らかにしたい。

講　師



日本の近代劇発祥を担った坪内逍遙の弟子、澤
田正二郎が1917年に旗揚げした劇団「新国
劇」。数々の名優、名作を生みだし、中でも「国定
忠治」や「一本刀土俵入り」など、男の芝居に大
衆の人気が集まった。1929年に澤田が亡く
なって、劇団は存亡の危機に立たされる。以後、
この劇団を支えたのは、二人の若手役者、島田
正吾と辰巳柳太郎だった。戦後の隆盛期を経
て、人気が陰ってきたころ、緒形拳は、次代を託
せると期待された逸材だった。緒形はテレビや
映画の出演が相次ぐ中、ついに退団。二人の師
との間に深い亀裂が入った。
やがて、和解のときが訪れたが、劇団は解散。辰
巳が亡くなった後、島田は80歳を過ぎてから、
ひとり芝居を始める。「白野弁十郎」「霧の音」
「人生劇場」など、新国劇の名作を演じ、98歳で
亡くなる。緒形は島田のひとり芝居を継ぐよう
に06年、「白野弁十郎」を上演し、昨年亡くなっ
た。文藝春秋08年9月号に「二人の師」について
エッセーを寄せていた。日本の演劇史上、確か
な足跡を残した新国劇の盛衰を背景に澤田、島
田、辰巳、緒形ら名優の軌跡に迫る。

『芝居の神様
 島田正吾・新国劇一代』
（吉川潮著 新潮社 2007年）

新国劇「国定忠治」忠治：澤田正二郎

古典・芸能
緒形拳追悼－－新国劇の名優たち 

『平家物語』は主要人物のきわだった死に方に焦点を当て、そのことを通し
て一人ひとりを描きわけようとしているようです。今回は巻一から三まで
に登場する中から四人を取り上げ、物語の背景も見ながら彼らの生と死の
特質とそれが呼び覚ます問題について検討を加えたいと思います。

コ ー ド　 09006
講　師　 三木 紀人（城西国際大学教授）
時　間　 月曜日 13:20～14:50
　　　　  5/25　6/1、8、15、22、29
　　　　　7/6、13
回　数　 全8回
受講料　 16,000円　教材費 1,470 円
定　員　 20名

祇王寺

前列／市川右近
中列（左から）／市川弘太郎、市川笑也、市川猿弥
後列（左から）／市川春猿、市川笑三郎

バックステージツアー

『平家物語』を読む－－人びとの生と死

コ ー ド　  09007
時　間　 水曜日 14:30～17:30（予定）
日　程　 6/17
回　数　 全1回

『華果西遊記』（主催：国立劇場）

　　　　 3,500円

定　員　  35名

発表されてから約530年経過した現在も親しまれている『西遊記』。歌舞伎では明治11年に三世河竹新
七作「通俗西遊記」として初演されています。これを当世市川猿之助が演出し、俳号『華果』を冠した作品
が本作です。爽やかな調子と踊りの巧さには定評がある市川右近をはじめ猿之助一門の俳優が奮闘す
る、奇想天外で迫力あふれる舞台にご期待下さい。鑑賞に先立ち出演者が実演を交えた解説を行い、楽
しく伝統芸能の世界へといざないます。鑑賞後には城西エクステンションオリジナルのバックステージ
ツアーもお楽しみいただけます。

歌舞伎鑑賞教室

越村 佳代子
1951年東京・深川生まれ。早稲田に育ち、
74年早稲田大政経学部卒、朝日新聞入社。
宇都宮、横浜支局、東京・社会部、日曜版編
集部などを経て、長野支局長を勤め、現在論
説委員。共著に『文様Ⅰ・Ⅱ』（朝日新聞社）。
高校時代は演劇部に所属し、早稲田小劇場
のこけら落とし公演を観たのが自慢のひとつ。
大学では京劇に夢中。いまは、藤山直美と浪
曲の国本武春の大ファン。

講　師

※先着順に受け付けます。
　この講座のみ受付が4月28日（火）までとなります。

コ ー ド　  09005
講　師　 越村 佳代子
時　間　 土曜日 13:20～14:50
日　程　 5/16
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　  60名

（歌舞伎鑑賞〈解説＋公演〉・バックステージツアー）
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日　程

受講料

〈ゲストスピーカー〉
 笠原 章 氏

新国劇解散後、中堅メンバーが劇
団若獅子を結成。代表の笠原章氏
は島田正吾、辰巳柳太郎に教えを受
けた。師の思い出や新国劇名作の
上演について語ってもらう。



立法学や立法過程論は、現在、法律解釈学を中心とする法学部教
育の中で取り扱われることなく今日に至っている。そのため、政
策決定、それを受けて法律がどのようにして作られるのかをブ
ラックボックスに例える向きもある。最近の議員立法を事例研究
として、法律作成の基本的な考え方、政策の決定、法律事項の確定
と立案、国会での審議の現状を検討するとともに、ねじれ国会に
おける立法過程を踏まえ、政府提出の法律と異なり、直接民意を
受けて行われる議員立法のダイナミクスについて考察してみる。

現代政策 「議員立法について」
城西大学現代政策研究センター共催講座

上妻 博明　
衆議院法制局第４部副部長。
明治大学法学部法律学科卒業。衆議院法制
局入局。第３部副部長（文部科学委員会担
当）、第１部副部長（総務委員会担当）を経
て現職（国土交通委員会・災害特委担当）。
被災者生活再建支援法の一部を改正する
法律、地理空間情報活用推進基本法、海洋
基本法、観光立国推進基本法、携帯音声通
信事業者による契約者等の本人確認等及
び携帯音声通信役務の不正な利用の防止
に関する法律（オレオレ詐欺対策法）、牛海
綿状脳症対策特別措置法（BSE法）、過疎地
域自立促進特別措置法、民間資金等の活用
による公共施設等の整備等の促進に関す
る法律（PFI法）など多数の議員立法の立案
に携わる。
早稲田大学現代政治経済研究所特別研究
員（平成17年度～平成19年度）。
著書『災害対策基本法の解説』『マンション
管理適正化法の解説』など。

講　師

コ ー ド　 09008
講　師　 上妻 博明
時　間　 土曜日 15:00～16: 30
日　程　 6/ 27 
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 60名

ロートレック作
『ディヴァン・ジャポネ』

モディリアーニラパン・アジル

ヨーロッパの
文化
　

モンマルトルの芸術家たち
近年は映画「アメリ」でも脚光を浴び、古き良きパリの面影を残し、
観光地としてだけではない楽しみ方が出来るモンマルトル。この講
座では、20世紀初頭にそのモンマルトルやモンパルナスを中心に活
動していた画家集団「エコール・ド・パリ」やその前後の画家の波乱
に満ちた生涯や作品を振り返りながら、パリやモンマルトルの魅力
を探ります。
とりあげる画家は日本でも人気の高いロートレック、ユトリロ、モ
ディリアーニとその家族。３人の作品とその生涯を年代順に紹介しな
がら、時代背景や画家達の交友関係についても触れます。また、彼
らの作品の題材にもなった「ラパン・アジル」「ムーラン・ルージュ」
などの観光地も、毎回写真を交えながら紹介し、実際にモンマルト
ルを散歩している気分を味わいます。

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。

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　 09003　
講　師　 ジュリアン・ビエルカ
時　間　 金曜日 13:20～14:50
日　程　 5/ 15　6/ 19　7/ 17
回　数　 全 3回
受講料　 6,000円
定　員　 20名

講　師

公開勉強会

面長の顔とアーモンド形の瞳が特
徴的な人物画を紹介するとともに、
妻ジャンヌ・エビュテルヌとの関係
を中心に半ば伝説化されている彼
の生涯を振り返ります。エコール・
ド・パリの画家たちの交友関係や
彼らがたむろした「アトリエ洗濯船」
にも触れます。

モディリアーニロートレック

油彩やポスター画などの作
品を解説しながら、障害を
負って生きることになった
彼の生涯や、モデルのシュ
ザンヌ・ヴァラドン（ユトリ
ロの母）との関係にも注目
します。作品の題材となっ
たムーラン・ルージュも紹介
します。

5/15

ユトリロ

モデルで画家の母ヴァラドンとの関
係や、アルコール依存症の治療によっ
て始まった画家としての人生、代表作
「ラパン・アジル」や白の時代の作品
を紹介します。

6/19

7/17

ホテル
ニューオータニ
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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　 09001
時　間　 土曜日  13:20～14:50
日　程　 6/13
受講料　 2,500 円
定　員　 150名

SPRING

5月開講

映　画

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。

◇ホール（B1 F）
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　●

      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。

      2回目以降の受講

※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

2009

キネマ旬報は、1919年の創刊から今年で
90周年になり、読者には長年のファンが
多くおられ、かつて自分たちが熱心に映画
を見た10代、20代のころの映画を、再び
じっくり味わいたいという話をよく聞き
ます。
そうした声を得て「創刊90周年記念スペ
シャル・セミナー」として、読者が熱く記
憶する1970～80年代の作品について、そ
の時代の関係者をお招きし、「名作誕生秘
話」というテーマで、城西国際大学メディ
ア学部と共催にて連続したセミナーを開
催することと致しました。

『キネマ旬報』 創刊90周年記念 スペシャル・セミナー

主催：キネマ旬報社　
共催：城西国際大学メディア学部

大島渚監督作品
「愛のコリーダ」の誕生について

司会＝掛尾良夫

【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】各講座の募集は、開講日の1週間前〈歌舞伎鑑賞
教室のみ4月28日（火）〉に締切ります。各講座の締切日までに最低開講
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。また、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。
【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〉

JOSAI
EXTENSION
PROGRAM
●城西エクステンション・プログラム●
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http://ww w.josai.jp/lifelong/ex/

2号棟

阿部定（アベサダ）事件として知られる、昭和11年5月に起きた実
在する猟奇的事件を、ハードコア・ポルノとして映画化すること
が、1972年、フランスのプロデューサーから大島渚監督に提案さ
れた。当時、映画界では世界的に性表現の解放が進む時期で、大
島渚監督は、新しいチャレンジとしてこの企画を受け入れた。し
かし、日本では前例のない撮影だけに困難は多く、そこで大島監
督は、ピンク映画界の巨匠、若松孝二氏にプロデュースを依頼し
た。キャスティングの困難、ハードなセックス・シーンの撮影など異
例づくめの製作だった。そして、カンヌ国際映画祭での反響、日本
における上映での問題など、この作品の背後にあった出来事につい
て、改めて当事者、若松孝二氏から話を聞く。
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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。

〈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

科　学

講　師
加藤 立久
理学博士。昭和52年京都大学理学部
化学科卒、54年京都大学大学院理学
研究科修了、岡崎国立共同研究機構分
子科学研究所助教授を経て、平成16年
から現職｡ カーボンナノテューブ･フラー
レンを中心に分子磁性などナノサイエン
ス開発研究をしている。泥捏ね、虫捕り、
理科工作からナノサイエンスへ、何故？
の興味が第一歩です｡

み）、バーベキュ 、と困惑しますか？ 

う意味です。21世紀を支える炭素は、習字の墨やバーベ
キューの炭より、もう少し工夫を凝らした作り方をして
いますが、同じ炭素です。テニスのラケットやゴルフクラ
ブのシャフトは、炭素繊維（カーボンファイバー）製が主流
ですし、フォーミュラーワン（F1）を疾走するレーシング
カーの車体も最新型航空機の機体もカーボンファイ

ボンナノテューブ が発見されました。カーボンナノテュー
ブは電気を流し、引っ張るとダイヤモンドより強く、その
多才ぶりに人々は目を見張っています。すでにカーボン
ナノテューブを使ってガラス板にくっつくシート、目にも

コ ー ド　 09009
講　師　 加藤 立久（城西大学理学部化学科教授）
時　間　 土曜日 11:10～12:40
日　程　  7/25
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円（高校生以下 500円）
定　員　 60名

親と子の科学教室

Space Elevator

前列右から／
当時の若松孝二氏と
大島渚監督

「愛のコリーダ」

【講座開催にあたって】

「愛のコリーダ」（1976）　監督・脚本＝大島渚
製作＝アナトール・ドーマン、若松孝二    撮影＝伊東英男
出演＝藤竜也、松田暎子、中島葵、芹明香

若松 孝二
1936年4月1日宮城県生まれ。高校を中退して上京、いくつかの仕事を経て
ヤクザの抗争に加わり、執行猶予の懲役をうける。ヤクザ時代に映画の街頭
ロケを手伝ったことから、足を洗い映画界に進む。63年ピンク映画「甘い罠」
で脚本、監督デビュー。その後、ピンク映画を通じて、自らの体験に基づい
た権力の弾圧に対する反抗と鮮烈なエロチシズムで、都市最下層のピンク映
画ファンの熱い支持を受ける。内田裕也主演「餌食」（79）、「水のないプール」
（82）で一般映画にも進出する。最新作は「実録・連合赤軍 あさま山荘への
道程（みち）」（08/キネ旬3位）。プロデューサーとしては、大島渚監督の「愛の
コリーダ」（76）、山下耕作監督「戒厳令の夜」（80）、神代辰巳監督「赤い帽子

◎ゲストスピーカー

若松孝二
〈プロデューサー〉

（キネマ旬報映画総合研究所）

見えない小さなナノラジオが出現しています。近い将来、
垂直な壁を歩けるヤモリマン・スーツや、炭素製の指先
コンピュータが実現するでしょう。またカーボンナノ
テューブの発見で、宇宙空間へのエレベーター実現が可
能になりました。21世紀末には、宇宙エレベーターの中
で「上へ参ります、次は最上階・宇宙空間」とアナウンス

カーボンナノテューブ
る科学の醍醐味を、切り紙細工や模型を使って絵解きし
てみましょう。

21世紀は炭（すみ）の時代？

ぜひ親子でご参加ください。

人生設計 丸ごとスペイン

写真提供：スペイン政府観光局　
①カサレス　②フラメンコ　③バルセロナの市場

ロングステイ財団共催連続講座

09010
　　　　　　

※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）
金曜日 14:00～16: 30
9/4
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

洞澤 徹
スペイン政府観光局マーケティング・マネージャー

小西 章子
東京都出身。1962年マドリッド大学留学。1964年ボスト
ン大学卒。1975年マドリッド大学再留学（著書『スペイン
子連れ留学』）。1982年サバティカルで半年、スペインのマ
ラガにロングステイ。1976年－1993年上智大学比較文化
学部スペイン語講師。その後作家活動を始める。スペイ
ン永住許可を取得し、スペインと日本を往復する暮らしを
長く続けてきたロングステイの第一人者でもある。著書
に『スペイン女王イザベル』、『イスラム・スペイン千一夜』
『スペインの白い村から』など多数。旅行作家協会理事。

ゲストスピーカー

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

スペインの最新情報とロングステイ適地
の情報をお話します。

1
2

Part

Part

名 作 誕 生 秘 話

1

2

3

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基礎知識を学
びます。今回は、ロングステイなる地球暮らしの魅力を知る
きっかけとなった国、スペインを取り上げます。抜けるよう
な真っ青の空、その空をくっきり線引きするかのオレンジ色
の瓦屋根。そして２つのコントラストに食い込む眩しいほど
の白い外壁の家。おおらかで明るいラテン気質の国で行きか
う人が交わす快活な「オラ（こんにちは）」の響きに心躍らせ、
時に自身の体をよじってフラメンコに興じてみる。スペイ
ンのサッカーリーグで盛り上がるバールのお喋りに加わるの
もまた楽し。一日に７回色が変わる地中海がすぐそこに広
がるコスタデルソル（太陽の海岸）に、ロングステイの先輩た
ちが住み始めて長くなります。イスラムとキリスト教がぶつ
かりあった地ならばこその文化風土、そして建築物には他の
地にない神々しい魅力が一杯です。今回の講義は、スペイン・
ロングステイについてヨーロッパ史を背景にしながら語って
下さる小西章子さんの話を聞ける、めったにないチャンスで
もあります。胸ときめかせスペインでの創造的で活力ある
暮らしをイメージしてもらえたら、嬉しい限りです。

の女」（82）などを手掛ける。



日本の近代劇発祥を担った坪内逍遙の弟子、澤
田正二郎が1917年に旗揚げした劇団「新国
劇」。数々の名優、名作を生みだし、中でも「国定
忠治」や「一本刀土俵入り」など、男の芝居に大
衆の人気が集まった。1929年に澤田が亡く
なって、劇団は存亡の危機に立たされる。以後、
この劇団を支えたのは、二人の若手役者、島田
正吾と辰巳柳太郎だった。戦後の隆盛期を経
て、人気が陰ってきたころ、緒形拳は、次代を託
せると期待された逸材だった。緒形はテレビや
映画の出演が相次ぐ中、ついに退団。二人の師
との間に深い亀裂が入った。
やがて、和解のときが訪れたが、劇団は解散。辰
巳が亡くなった後、島田は80歳を過ぎてから、
ひとり芝居を始める。「白野弁十郎」「霧の音」
「人生劇場」など、新国劇の名作を演じ、98歳で
亡くなる。緒形は島田のひとり芝居を継ぐよう
に06年、「白野弁十郎」を上演し、昨年亡くなっ
た。文藝春秋08年9月号に「二人の師」について
エッセーを寄せていた。日本の演劇史上、確か
な足跡を残した新国劇の盛衰を背景に澤田、島
田、辰巳、緒形ら名優の軌跡に迫る。

『芝居の神様
 島田正吾・新国劇一代』
（吉川潮著 新潮社 2007年）

新国劇「国定忠治」忠治：澤田正二郎

『フロイトのイタリアー旅・芸術・精神分析』
（平凡社2008年）

『夢判断』：テヴェレ川と天使城を遠望1985年夏 最初の訪問地 ヴェネツィア リド島

古典・芸能ヨーロッパの
文化

立法学や立法過程論は、現在、法律解釈学を中心とする法学部教
育の中で取り扱われることなく今日に至っている。そのため、政
策決定、それを受けて法律がどのようにして作られるのかをブ
ラックボックスに例える向きもある。最近の議員立法を事例研究
として、法律作成の基本的な考え方、政策の決定、法律事項の確定
と立案、国会での審議の現状を検討するとともに、ねじれ国会に
おける立法過程を踏まえ、政府提出の法律と異なり、直接民意を
受けて行われる議員立法のダイナミクスについて考察してみる。

現代政策

緒形拳追悼－－新国劇の名優たち 

「議員立法について」
城西大学現代政策研究センター共催講座

上妻 博明　
衆議院法制局第４部副部長。
明治大学法学部法律学科卒業。衆議院法制
局入局。第３部副部長（文部科学委員会担
当）、第１部副部長（総務委員会担当）を経
て現職（国土交通委員会・災害特委担当）。
被災者生活再建支援法の一部を改正する
法律、地理空間情報活用推進基本法、海洋
基本法、観光立国推進基本法、携帯音声通
信事業者による契約者等の本人確認等及
び携帯音声通信役務の不正な利用の防止
に関する法律（オレオレ詐欺対策法）、牛海
綿状脳症対策特別措置法（BSE法）、過疎地
域自立促進特別措置法、民間資金等の活用
による公共施設等の整備等の促進に関す
る法律（PFI法）など多数の議員立法の立案
に携わる。
早稲田大学現代政治経済研究所特別研究
員（平成17年度～平成19年度）。
著書『災害対策基本法の解説』『マンション
管理適正化法の解説』など。

講　師

岡田 温司　
京都大学大学院人間・環境学研究
科教授。西洋美術史研究者。ロベル
ト・ロンギ著『芸術論叢』全２巻の翻
訳により、ピーコ・デッラ・ミランドラ
賞受賞。イタリアの画家ジョルジョ・
モランディについて書かれた『モラン
ディとその時代』により、第13回吉田
秀和賞受賞。『フロイトのイタリア－
旅・芸術・精神分析』により、第60回
読売文学賞受賞。『マグダラのマリ
ア－エロスとアガペーの聖女』（中
公新書）、『ミメーシスを超えて－美
術史の無意識を問う』（勁草書房）、
『芸術（アルス）と生政治（ビオス）』
（平凡社）など著書多数。

講　師

コ ー ド　 09008
講　師　 上妻 博明
時　間　 土曜日 15:00～16: 30
日　程　 6/ 27 
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 60名

http://ww w.josai.jp/lifelong/ex/

『平家物語』は主要人物のきわだった死に方に焦点を当て、そのことを通し
て一人ひとりを描きわけようとしているようです。今回は巻一から三まで
に登場する中から四人を取り上げ、物語の背景も見ながら彼らの生と死の
特質とそれが呼び覚ます問題について検討を加えたいと思います。

コ ー ド　 09006
講　師　 三木 紀人（城西国際大学教授）
時　間　 月曜日 13:20～14:50
　　　　  5/25　6/1、8、15、22、29
　　　　　7/6、13
回　数　 全8回
受講料　 16,000円　教材費 1,470 円
定　員　 20名

祇王寺

ロートレック作
『ディヴァン・ジャポネ』

モディリアーニラパン・アジル

前列／市川右近
中列（左から）／市川弘太郎、市川笑也、市川猿弥
後列（左から）／市川春猿、市川笑三郎

バックステージツアー

『平家物語』を読む－－人びとの生と死

コ ー ド　  09007
時　間　 水曜日 14:30～17:30（予定）
日　程　 6/17
回　数　 全1回

『華果西遊記』（主催：国立劇場）

　　　　 3,500円

定　員　  35名

発表されてから約530年経過した現在も親しまれている『西遊記』。歌舞伎では明治11年に三世河竹新
七作「通俗西遊記」として初演されています。これを当世市川猿之助が演出し、俳号『華果』を冠した作品
が本作です。爽やかな調子と踊りの巧さには定評がある市川右近をはじめ猿之助一門の俳優が奮闘す
る、奇想天外で迫力あふれる舞台にご期待下さい。鑑賞に先立ち出演者が実演を交えた解説を行い、楽
しく伝統芸能の世界へといざないます。鑑賞後には城西エクステンションオリジナルのバックステージ
ツアーもお楽しみいただけます。

歌舞伎鑑賞教室

越村 佳代子
1951年東京・深川生まれ。早稲田に育ち、
74年早稲田大政経学部卒、朝日新聞入社。
宇都宮、横浜支局、東京・社会部、日曜版編
集部などを経て、長野支局長を勤め、現在論
説委員。共著に『文様Ⅰ・Ⅱ』（朝日新聞社）。
高校時代は演劇部に所属し、早稲田小劇場
のこけら落とし公演を観たのが自慢のひとつ。
大学では京劇に夢中。いまは、藤山直美と浪
曲の国本武春の大ファン。

講　師

前回の《「国家儀礼」としての茶道》の講座において、 茶道の歴史は、国家の歴史や政
治の移り変わりと切ってもきれない関係があり、時代ごとにその役割が大きく変化を
遂げていったことを述べました。今回の講座では、その講義をさらに堀り下げ、戦国時
代の代表ともいえる織田信長から、乱世を平定し徳川時代の基礎を築いた徳川家康、
秀忠、家光と移っていった時代に焦点をあて、いかに茶道が劇的に変化を遂げたかに
ついてお話します。戦争ばかりであったように思われる戦国時代に生きた武将たち
が、茶道を利用し、いくつもの戦争を回避していたことにも目を向けます。

国際日本学
コ ー ド　 09004
　　　　 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　 6/27　
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 40名

「戦争回避」としての茶道 ー信長から徳川三代をとりあげる

※講義は日本語でおこないます。

コ ー ド　 09002
講　師　 岡田 温司（京都大学大学院教授）
時　間　 土曜日 13:20～14:50
日　程　 7/11
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 60名

※先着順に受け付けます。
　この講座のみ受付が4月28日（火）までとなります。

第60回読売文学賞受賞記念特別講演会　

後援：読売新聞/平凡社

精神分析の父フロイトとイタリア、この意外な取り合
わせにいったいどんな秘密が隠されているのだろう
か。精神分析はイタリアで生まれた、とまで言い切る
には、さすがにかなり勇気がいるとしても、フロイト
とイタリアのあいだには、これまであまり注目されて
こなかった深い関係があったのである。精神分析の
誕生を告げる記念すべき著書『夢判断』を構想して
いた頃、フロイトは、友人に「イタリアが必要です」、
「イタリアの芸術に深く入り込むつもりです」と何度
も書き送っていた。イタリア旅行を開始してからも、
しかし、なぜかローマにだけは足を踏み入れること
ができないでいた。イタリアとその芸術に憧れを抱く
一方で、ローマには言い知れぬ恐怖を感じてもいた
のである。その自分と向き合い、いわば自己分析する
ことが、精神分析誕生の大きなきっかけとなった。
本講義では、フロイトの思想とイタリア旅行、その芸
術との隠れた関係を明らかにしたい。

コ ー ド　  09005
講　師　 越村 佳代子
時　間　 土曜日 13:20～14:50
日　程　 5/16
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　  60名

（歌舞伎鑑賞〈解説＋公演〉・バックステージツアー）

ヨーロッパの
文化
　

モンマルトルの芸術家たち
近年は映画「アメリ」でも脚光を浴び、古き良きパリの面影を残し、
観光地としてだけではない楽しみ方が出来るモンマルトル。この講
座では、20世紀初頭にそのモンマルトルやモンパルナスを中心に活
動していた画家集団「エコール・ド・パリ」やその前後の画家の波乱
に満ちた生涯や作品を振り返りながら、パリやモンマルトルの魅力
を探ります。
とりあげる画家は日本でも人気の高いロートレック、ユトリロ、モ
ディリアーニとその家族。３人の作品とその生涯を年代順に紹介しな
がら、時代背景や画家達の交友関係についても触れます。また、彼
らの作品の題材にもなった「ラパン・アジル」「ムーラン・ルージュ」
などの観光地も、毎回写真を交えながら紹介し、実際にモンマルト
ルを散歩している気分を味わいます。

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。

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　 09003　
講　師　 ジュリアン・ビエルカ
時　間　 金曜日 13:20～14:50
日　程　 5/ 15　6/ 19　7/ 17
回　数　 全 3回
受講料　 6,000円
定　員　 20名

講　師

公開勉強会

面長の顔とアーモンド形の瞳が特
徴的な人物画を紹介するとともに、
妻ジャンヌ・エビュテルヌとの関係
を中心に半ば伝説化されている彼
の生涯を振り返ります。エコール・
ド・パリの画家たちの交友関係や
彼らがたむろした「アトリエ洗濯船」
にも触れます。

モディリアーニロートレック

油彩やポスター画などの作
品を解説しながら、障害を
負って生きることになった
彼の生涯や、モデルのシュ
ザンヌ・ヴァラドン（ユトリ
ロの母）との関係にも注目
します。作品の題材となっ
たムーラン・ルージュも紹介
します。

5/15

ユトリロ

モデルで画家の母ヴァラドンとの関
係や、アルコール依存症の治療によっ
て始まった画家としての人生、代表作
「ラパン・アジル」や白の時代の作品
を紹介します。

6/19
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日　程

受講料

講　師

〈ゲストスピーカー〉
 笠原 章 氏

新国劇解散後、中堅メンバーが劇
団若獅子を結成。代表の笠原章氏
は島田正吾、辰巳柳太郎に教えを受
けた。師の思い出や新国劇名作の
上演について語ってもらう。

科　学

講　師
加藤 立久
理学博士。昭和52年京都大学理学部
化学科卒、54年京都大学大学院理学
研究科修了、岡崎国立共同研究機構分
子科学研究所助教授を経て、平成16年
から現職｡ カーボンナノテューブ･フラー
レンを中心に分子磁性などナノサイエン
ス開発研究をしている。泥捏ね、虫捕り、
理科工作からナノサイエンスへ、何故？
の興味が第一歩です｡

み）、バーベキュ 、と困惑しますか？ 

う意味です。21世紀を支える炭素は、習字の墨やバーベ
キューの炭より、もう少し工夫を凝らした作り方をして
いますが、同じ炭素です。テニスのラケットやゴルフクラ
ブのシャフトは、炭素繊維（カーボンファイバー）製が主流
ですし、フォーミュラーワン（F1）を疾走するレーシング
カーの車体も最新型航空機の機体もカーボンファイ

ボンナノテューブ が発見されました。カーボンナノテュー
ブは電気を流し、引っ張るとダイヤモンドより強く、その
多才ぶりに人々は目を見張っています。すでにカーボン
ナノテューブを使ってガラス板にくっつくシート、目にも

コ ー ド　 09009
講　師　 加藤 立久（城西大学理学部化学科教授）
時　間　 土曜日 11:10～12:40
日　程　  7/25
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円（高校生以下 500円）
定　員　 60名

親と子の科学教室

Space Elevator

見えない小さなナノラジオが出現しています。近い将来、
垂直な壁を歩けるヤモリマン・スーツや、炭素製の指先
コンピュータが実現するでしょう。またカーボンナノ
テューブの発見で、宇宙空間へのエレベーター実現が可
能になりました。21世紀末には、宇宙エレベーターの中
で「上へ参ります、次は最上階・宇宙空間」とアナウンス

カーボンナノテューブ
る科学の醍醐味を、切り紙細工や模型を使って絵解きし
てみましょう。

21世紀は炭（すみ）の時代？

ぜひ親子でご参加ください。

人生設計 丸ごとスペイン

写真提供：スペイン政府観光局　
①カサレス　②フラメンコ　③バルセロナの市場

ロングステイ財団共催連続講座

09010
　　　　　　

※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）
金曜日 14:00～16: 30
9/4
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

洞澤 徹
スペイン政府観光局マーケティング・マネージャー

小西 章子
東京都出身。1962年マドリッド大学留学。1964年ボスト
ン大学卒。1975年マドリッド大学再留学（著書『スペイン
子連れ留学』）。1982年サバティカルで半年、スペインのマ
ラガにロングステイ。1976年－1993年上智大学比較文化
学部スペイン語講師。その後作家活動を始める。スペイ
ン永住許可を取得し、スペインと日本を往復する暮らしを
長く続けてきたロングステイの第一人者でもある。著書
に『スペイン女王イザベル』、『イスラム・スペイン千一夜』
『スペインの白い村から』など多数。旅行作家協会理事。

ゲストスピーカー

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

スペインの最新情報とロングステイ適地
の情報をお話します。

1
2

Part

Part

1

2

3

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基礎知識を学
びます。今回は、ロングステイなる地球暮らしの魅力を知る
きっかけとなった国、スペインを取り上げます。抜けるよう
な真っ青の空、その空をくっきり線引きするかのオレンジ色
の瓦屋根。そして２つのコントラストに食い込む眩しいほど
の白い外壁の家。おおらかで明るいラテン気質の国で行きか
う人が交わす快活な「オラ（こんにちは）」の響きに心躍らせ、
時に自身の体をよじってフラメンコに興じてみる。スペイ
ンのサッカーリーグで盛り上がるバールのお喋りに加わるの
もまた楽し。一日に７回色が変わる地中海がすぐそこに広
がるコスタデルソル（太陽の海岸）に、ロングステイの先輩た
ちが住み始めて長くなります。イスラムとキリスト教がぶつ
かりあった地ならばこその文化風土、そして建築物には他の
地にない神々しい魅力が一杯です。今回の講義は、スペイン・
ロングステイについてヨーロッパ史を背景にしながら語って
下さる小西章子さんの話を聞ける、めったにないチャンスで
もあります。胸ときめかせスペインでの創造的で活力ある
暮らしをイメージしてもらえたら、嬉しい限りです。



日本の近代劇発祥を担った坪内逍遙の弟子、澤
田正二郎が1917年に旗揚げした劇団「新国
劇」。数々の名優、名作を生みだし、中でも「国定
忠治」や「一本刀土俵入り」など、男の芝居に大
衆の人気が集まった。1929年に澤田が亡く
なって、劇団は存亡の危機に立たされる。以後、
この劇団を支えたのは、二人の若手役者、島田
正吾と辰巳柳太郎だった。戦後の隆盛期を経
て、人気が陰ってきたころ、緒形拳は、次代を託
せると期待された逸材だった。緒形はテレビや
映画の出演が相次ぐ中、ついに退団。二人の師
との間に深い亀裂が入った。
やがて、和解のときが訪れたが、劇団は解散。辰
巳が亡くなった後、島田は80歳を過ぎてから、
ひとり芝居を始める。「白野弁十郎」「霧の音」
「人生劇場」など、新国劇の名作を演じ、98歳で
亡くなる。緒形は島田のひとり芝居を継ぐよう
に06年、「白野弁十郎」を上演し、昨年亡くなっ
た。文藝春秋08年9月号に「二人の師」について
エッセーを寄せていた。日本の演劇史上、確か
な足跡を残した新国劇の盛衰を背景に澤田、島
田、辰巳、緒形ら名優の軌跡に迫る。

『芝居の神様
 島田正吾・新国劇一代』
（吉川潮著 新潮社 2007年）

新国劇「国定忠治」忠治：澤田正二郎

『フロイトのイタリアー旅・芸術・精神分析』
（平凡社2008年）

『夢判断』：テヴェレ川と天使城を遠望1985年夏 最初の訪問地 ヴェネツィア リド島

古典・芸能ヨーロッパの
文化

立法学や立法過程論は、現在、法律解釈学を中心とする法学部教
育の中で取り扱われることなく今日に至っている。そのため、政
策決定、それを受けて法律がどのようにして作られるのかをブ
ラックボックスに例える向きもある。最近の議員立法を事例研究
として、法律作成の基本的な考え方、政策の決定、法律事項の確定
と立案、国会での審議の現状を検討するとともに、ねじれ国会に
おける立法過程を踏まえ、政府提出の法律と異なり、直接民意を
受けて行われる議員立法のダイナミクスについて考察してみる。

現代政策

緒形拳追悼－－新国劇の名優たち 

「議員立法について」
城西大学現代政策研究センター共催講座

上妻 博明　
衆議院法制局第４部副部長。
明治大学法学部法律学科卒業。衆議院法制
局入局。第３部副部長（文部科学委員会担
当）、第１部副部長（総務委員会担当）を経
て現職（国土交通委員会・災害特委担当）。
被災者生活再建支援法の一部を改正する
法律、地理空間情報活用推進基本法、海洋
基本法、観光立国推進基本法、携帯音声通
信事業者による契約者等の本人確認等及
び携帯音声通信役務の不正な利用の防止
に関する法律（オレオレ詐欺対策法）、牛海
綿状脳症対策特別措置法（BSE法）、過疎地
域自立促進特別措置法、民間資金等の活用
による公共施設等の整備等の促進に関す
る法律（PFI法）など多数の議員立法の立案
に携わる。
早稲田大学現代政治経済研究所特別研究
員（平成17年度～平成19年度）。
著書『災害対策基本法の解説』『マンション
管理適正化法の解説』など。

講　師

岡田 温司　
京都大学大学院人間・環境学研究
科教授。西洋美術史研究者。ロベル
ト・ロンギ著『芸術論叢』全２巻の翻
訳により、ピーコ・デッラ・ミランドラ
賞受賞。イタリアの画家ジョルジョ・
モランディについて書かれた『モラン
ディとその時代』により、第13回吉田
秀和賞受賞。『フロイトのイタリア－
旅・芸術・精神分析』により、第60回
読売文学賞受賞。『マグダラのマリ
ア－エロスとアガペーの聖女』（中
公新書）、『ミメーシスを超えて－美
術史の無意識を問う』（勁草書房）、
『芸術（アルス）と生政治（ビオス）』
（平凡社）など著書多数。

講　師

コ ー ド　 09008
講　師　 上妻 博明
時　間　 土曜日 15:00～16: 30
日　程　 6/ 27 
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 60名

http://ww w.josai.jp/lifelong/ex/

『平家物語』は主要人物のきわだった死に方に焦点を当て、そのことを通し
て一人ひとりを描きわけようとしているようです。今回は巻一から三まで
に登場する中から四人を取り上げ、物語の背景も見ながら彼らの生と死の
特質とそれが呼び覚ます問題について検討を加えたいと思います。

コ ー ド　 09006
講　師　 三木 紀人（城西国際大学教授）
時　間　 月曜日 13:20～14:50
　　　　  5/25　6/1、8、15、22、29
　　　　　7/6、13
回　数　 全8回
受講料　 16,000円　教材費 1,470 円
定　員　 20名

祇王寺

ロートレック作
『ディヴァン・ジャポネ』

モディリアーニラパン・アジル

前列／市川右近
中列（左から）／市川弘太郎、市川笑也、市川猿弥
後列（左から）／市川春猿、市川笑三郎

バックステージツアー

『平家物語』を読む－－人びとの生と死

コ ー ド　  09007
時　間　 水曜日 14:30～17:30（予定）
日　程　 6/17
回　数　 全1回

『華果西遊記』（主催：国立劇場）

　　　　 3,500円

定　員　  35名

発表されてから約530年経過した現在も親しまれている『西遊記』。歌舞伎では明治11年に三世河竹新
七作「通俗西遊記」として初演されています。これを当世市川猿之助が演出し、俳号『華果』を冠した作品
が本作です。爽やかな調子と踊りの巧さには定評がある市川右近をはじめ猿之助一門の俳優が奮闘す
る、奇想天外で迫力あふれる舞台にご期待下さい。鑑賞に先立ち出演者が実演を交えた解説を行い、楽
しく伝統芸能の世界へといざないます。鑑賞後には城西エクステンションオリジナルのバックステージ
ツアーもお楽しみいただけます。

歌舞伎鑑賞教室

越村 佳代子
1951年東京・深川生まれ。早稲田に育ち、
74年早稲田大政経学部卒、朝日新聞入社。
宇都宮、横浜支局、東京・社会部、日曜版編
集部などを経て、長野支局長を勤め、現在論
説委員。共著に『文様Ⅰ・Ⅱ』（朝日新聞社）。
高校時代は演劇部に所属し、早稲田小劇場
のこけら落とし公演を観たのが自慢のひとつ。
大学では京劇に夢中。いまは、藤山直美と浪
曲の国本武春の大ファン。

講　師

前回の《「国家儀礼」としての茶道》の講座において、 茶道の歴史は、国家の歴史や政
治の移り変わりと切ってもきれない関係があり、時代ごとにその役割が大きく変化を
遂げていったことを述べました。今回の講座では、その講義をさらに堀り下げ、戦国時
代の代表ともいえる織田信長から、乱世を平定し徳川時代の基礎を築いた徳川家康、
秀忠、家光と移っていった時代に焦点をあて、いかに茶道が劇的に変化を遂げたかに
ついてお話します。戦争ばかりであったように思われる戦国時代に生きた武将たち
が、茶道を利用し、いくつもの戦争を回避していたことにも目を向けます。

国際日本学
コ ー ド　 09004
　　　　 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　 6/27　
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 40名

「戦争回避」としての茶道 ー信長から徳川三代をとりあげる

※講義は日本語でおこないます。

コ ー ド　 09002
講　師　 岡田 温司（京都大学大学院教授）
時　間　 土曜日 13:20～14:50
日　程　 7/11
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　 60名

※先着順に受け付けます。
　この講座のみ受付が4月28日（火）までとなります。

第60回読売文学賞受賞記念特別講演会　

後援：読売新聞/平凡社

精神分析の父フロイトとイタリア、この意外な取り合
わせにいったいどんな秘密が隠されているのだろう
か。精神分析はイタリアで生まれた、とまで言い切る
には、さすがにかなり勇気がいるとしても、フロイト
とイタリアのあいだには、これまであまり注目されて
こなかった深い関係があったのである。精神分析の
誕生を告げる記念すべき著書『夢判断』を構想して
いた頃、フロイトは、友人に「イタリアが必要です」、
「イタリアの芸術に深く入り込むつもりです」と何度
も書き送っていた。イタリア旅行を開始してからも、
しかし、なぜかローマにだけは足を踏み入れること
ができないでいた。イタリアとその芸術に憧れを抱く
一方で、ローマには言い知れぬ恐怖を感じてもいた
のである。その自分と向き合い、いわば自己分析する
ことが、精神分析誕生の大きなきっかけとなった。
本講義では、フロイトの思想とイタリア旅行、その芸
術との隠れた関係を明らかにしたい。

コ ー ド　  09005
講　師　 越村 佳代子
時　間　 土曜日 13:20～14:50
日　程　 5/16
回　数　 全 1回
受講料　 1,000円
定　員　  60名

（歌舞伎鑑賞〈解説＋公演〉・バックステージツアー）

ヨーロッパの
文化
　

モンマルトルの芸術家たち
近年は映画「アメリ」でも脚光を浴び、古き良きパリの面影を残し、
観光地としてだけではない楽しみ方が出来るモンマルトル。この講
座では、20世紀初頭にそのモンマルトルやモンパルナスを中心に活
動していた画家集団「エコール・ド・パリ」やその前後の画家の波乱
に満ちた生涯や作品を振り返りながら、パリやモンマルトルの魅力
を探ります。
とりあげる画家は日本でも人気の高いロートレック、ユトリロ、モ
ディリアーニとその家族。３人の作品とその生涯を年代順に紹介しな
がら、時代背景や画家達の交友関係についても触れます。また、彼
らの作品の題材にもなった「ラパン・アジル」「ムーラン・ルージュ」
などの観光地も、毎回写真を交えながら紹介し、実際にモンマルト
ルを散歩している気分を味わいます。

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。

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　 09003　
講　師　 ジュリアン・ビエルカ
時　間　 金曜日 13:20～14:50
日　程　 5/ 15　6/ 19　7/ 17
回　数　 全 3回
受講料　 6,000円
定　員　 20名

講　師

公開勉強会

面長の顔とアーモンド形の瞳が特
徴的な人物画を紹介するとともに、
妻ジャンヌ・エビュテルヌとの関係
を中心に半ば伝説化されている彼
の生涯を振り返ります。エコール・
ド・パリの画家たちの交友関係や
彼らがたむろした「アトリエ洗濯船」
にも触れます。

モディリアーニロートレック

油彩やポスター画などの作
品を解説しながら、障害を
負って生きることになった
彼の生涯や、モデルのシュ
ザンヌ・ヴァラドン（ユトリ
ロの母）との関係にも注目
します。作品の題材となっ
たムーラン・ルージュも紹介
します。

5/15

ユトリロ

モデルで画家の母ヴァラドンとの関
係や、アルコール依存症の治療によっ
て始まった画家としての人生、代表作
「ラパン・アジル」や白の時代の作品
を紹介します。

6/19
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日　程

受講料

講　師

〈ゲストスピーカー〉
 笠原 章 氏

新国劇解散後、中堅メンバーが劇
団若獅子を結成。代表の笠原章氏
は島田正吾、辰巳柳太郎に教えを受
けた。師の思い出や新国劇名作の
上演について語ってもらう。

ホテル
ニューオータニ

グランド
プリンスH赤坂 最高裁判所

国立劇場

皇　居

迎賓館

国立国会図書館

国会議事堂

ルポール麹町
（麹町会館）
ルポール麹町
（麹町会館）
●

都道府県会
館

都道府県会
館

●

文藝春秋社●
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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

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。

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。

◇ホール（B1 F）
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　●

      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。

      2回目以降の受講

※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】各講座の募集は、開講日の1週間前〈歌舞伎鑑賞
教室のみ4月28日（火）〉に締切ります。各講座の締切日までに最低開講
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。また、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。
【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〉

2号棟
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2号棟　

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。

〈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
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