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 女優、五大路子氏が横浜市立大学の講義に登壇 
 ～「横浜ローザ」に見る女性像 ～ 

 

横浜市立大学の総合講義「現代社会とジェンダー」の最終講義において、女優で横浜夢座の座長を務

める五大路子氏が登壇し、長年の演劇活動で自身が演じた女性像について語ります。 

横浜市立大学では、自分の人生プランを見据えたうえで、厳しい社会をたくましく生き抜く力を養成

するキャリア教育の一環として、総合講義「現代社会とジェンダー」を開講しています。講義内容は、

様々な分野からの学問的見地に加え、企業や行政の取組を含めた現実社会の実例に至るまで、５名の研

究者が中心となりゲスト講師を交え、領域横断的に構成。学生は講義を通して、性差、性差別といった

問題に正面から向き合い、多角的視野で柔軟にジェンダーについて思考します。 

例年、最終講義は社会で活躍する女性に担当いただいており、本年は 2016 年から小中高及び大学生

に向けて読み芝居や話し合う会を実施するなど、若者との対話に注力している五大氏が登壇します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆五大路子氏プロフィール                

ごだいみちこ。神奈川県横浜市出身。

 

 

 

桐朋学園演劇科に学び、早稲田小劇場を経て新国劇へ。ＮＨ

Ｋ朝の連続テレビ小説「いちばん星」で主役デビュー。新国

劇退団後も多数のテレビや舞台に出演して現在に至る。 

1977 年年新国劇年間大賞、1978 年北条秀司賞、1996 年ひと

り芝居「横浜ローザ」で横浜文化奨励賞を受賞。1999年自身

が座長となり横浜夢座を旗揚げ。2001年神奈川イメージアッ

プ大賞。2008 年には横浜夢座の功績を称えられ第 29 回松尾

芸能賞演劇優秀賞を受賞。2011 年第 46 回長谷川伸賞受賞、

2012年横浜文化賞受賞。 2015年「横浜ローザ」のニューヨ

ーク公演を行い、ニューヨークタイムスに劇評が掲載される

など、好評を博す。同年 11月、神奈川文化賞受賞。 

2016年「横浜ローザ」が初演より 20周年を迎え、これを記

念したチャリティーコンサートを開催。 

 

※当日の取材が可能です。希望される方は、事前に下記までご連絡ください。   

お問い合わせ先 

広報室長   小林 聖子 Tel 045-787-2414 

(裏面あり) 

 

公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 記 者 発 表 資 料 

平成 30 年 7 月 10 日 
広 報 室 

■五大路子氏 特別講義    

日 時  平成 30年 7月 23日(月) 16:10～17:40 

場  所  横浜市立大学金沢八景キャンパス シーガルホール（シーガルセンター3階） 

     〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸 22-2  京浜急行「金沢八景駅」下車徒歩 5分 

対  象  横浜市立大学学生「現代社会とジェンダー」講義受講者 約 250名 

(国際総合科学部および医学部の主に 1年次生) 

 



■「現代社会とジェンダー」概要 

 

◇科目名 『現代社会とジェンダー』 共通教養(総合講義)科目 

（主に国際総合科学部、医学部 1年次生が履修する選択必修科目） 

◇日 程 前期  平成 30年 4月 9日～7月 23日   月曜 5限(16:10～17:40)  全 15回 

◇場 所 横浜市立大学金沢八景キャンパス シーガルホール   

◇対 象 横浜市立大学 学生 講義履修登録者 約 270名   

◇担当教員   佐藤響子教授 (横浜市立大学 共通教養長/ 国際総合科学群) 

◇学習到達目標  

社会に存在するジェンダー、セクシュアリティに関する現状を把握する力を養う。  

現実の個別具体的な問題に直面したときに、問題のありかを的確に把握し、対処で

きる力を養う。 

◇講義スケジュール 

回 日 内容・テーマ 担当(敬称略) 所属 

１ 4/9 導入・概論  佐藤 響子 本学国際総合科学群 教授 

２ 4/16 心理学とジェンダー 平井 美佳 本学国際総合科学群 准教授(心理学) 

３ 4/23 生物学とジェンダー 佐藤 友美 本学国際総合科学群 教授(内分泌学) 

４ 5/7 ジェンダー論概観  金井 淑子 元 立正大学教授  

５ 5/14 クィア・スタディーズ概

観 

半田 ゆり 東京大学大学院 

６ 5/21 メンズ・スタディーズと

ジェンダー 

横山 道史 

 

本学 非常勤講師 

 

７ 5/28 イスラーム地域研究と 

ジェンダー 

山﨑 和美 本学国際総合科学群 准教授 

(イスラーム地域研究) 

８ 6/4 言語学とジェンダー 佐藤 響子 本学国際総合科学群 教授 

              (コミュニケーション論)   

９ 6/11 国際法とジェンダー 瀬田 真 本学国際総合科学群 准教授  (国際法) 

10 6/18 行政の取り組み  山本 千穂 横浜市男女共同参画推進課長                  

11 6/25 経営学とジェンダー 芦澤 美智子 本学国際総合科学群 准教授(経営管理論) 

12 7/2 企業の取組実例 

 

人事部門担当

者 +( 芦 澤 美 智

子) 

株式会社横浜銀行 

 

13 7/9 文学とジェンダー  片山 亜紀 獨協大学准教授 

14 7/16 まとめ  佐藤 響子 本学国際総合科学群 教授 

15 7/23 特別講義 五大 路子 女優・横浜夢座座長 

 

※5名の研究者チーム  職位/専門/学部 (所属 国際総合科学群)  

 佐藤響子(さとうきょうこ) 教授/コミュニケーション論/国際総合科学部 国際教養学系 社会関係論コース 

佐藤友美(さとうともみ) 教授/内分泌学/国際総合科学部 理学系 生命環境コース 

芦澤美智子(あしざわみちこ) 准教授/経営管理論/国際総合科学部 経営科学系 経営学コース 

平井美佳(ひらいみか) 准教授/心理学/国際総合科学部 国際教養学系 人間科学コース  

山﨑和美(やまざきかずみ)准教授/イスラーム地域研究/国際総合科学部 国際都市学系 グローバル協力コース 

 

◆これまでの最終講義者(敬称略) 

 平成 27年度  横浜市長 林 文子 

 平成 28年度  横浜市男女共同参画推進協会 理事長 川名 薫 

平成 29年度  毎日新聞 大学センター 副部長 上杉 恵子 


