
  
 
  
 

 

 
 
 

 
 

     

中国の軍事的な海洋進出は近隣諸国の悩みの種ですが、他方で多くの国にとって

中国は最大の経済パートナーであり、相互依存関係は深まるばかりです。実は中国
は様々な二面性を有しています。発展途上国であると同時に先進工業国でもあり、

社会主義国であると同時に資本主義国だとも言えます。３年前に発足した習近平政
権も、社会主義イデオロギーを強調して政治的な引き締めを強化するのと同時に、
金融の自由化をはじめ経済的には改革を進めようとする姿勢を見せています。中国

はこれからどこへ向かい、日本はどのように中国に向き合えばよいのでしょうか。
第二次世界大戦後の国際秩序が揺らいでいる今日、日中関係を軸とする東アジア秩

序の行方に世界が注目しています。 

 

 
 

   
 

 
高原明生氏プロフィール 
８１年､東大法学部卒業後、英サセックス大で博士課程修了。８８年帰国後､笹川平和財団研究員､在香港日本領事館

専門調査員､桜美林大講師､助教授、立教大助教授（その間、在中国日本大使館専門調査員）、教授を経て２００５年か
ら現職という､多彩な経歴の東大法学部教授。西高在学中はサッカー部のかたわらスキー同好会に所属、現役に人気の
｢浪漫倶楽部｣創設時のメンバーでもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

演奏曲目 

１．The Beginning   岩代太郎 作曲   福田洋介 編曲 
吹奏楽ステージの 1曲目は三国志より赤壁の戦いを描いた超大作映画「レッドクリフ」のオープニングテーマです。5 時間

を越える長編映画で 2008 年に前編、2009 年に後編が公開されました。制作費 100 億円という空前のスケール、またトニ

ー・レオン、リン・チーリン、金城武、中村獅童といった日中の名優が競演し話題になりました。 
 

２．エニグマ変奏曲より「ニムロド」  E･エルガー 作曲  A･リード 編曲 
エニグマ変奏曲はイギリスの名作曲家エルガーにより1898年に作曲されました。14の変奏曲から構成され本日演奏する「ニ

ムロド」は 9番目の変奏曲です。「ニムロド」は単独で演奏される機会が多い曲で、1997 年の香港返還式典でも、アサート

ン指揮の香港フィルによって演奏されました。今回は吹奏楽界の巨匠 A・リードによる吹奏楽編曲でお楽しみください。 

 

３．魔訶不思議アドベンチャー   いけたけし 作曲  山里佐和子 編曲 
1984 年より週刊少年ジャンプに連載が始まった「ドラゴンボール」は当時の子供世代に絶大な人気を誇り、最近では海外

でも人気の高い冒険漫画です。話中の如意棒などの道具や孫悟空を始めとする登場人物の設定に関しては中国の伝奇小説「西

遊記」に着想を得ています。本日は 1986 年から放映されたテレビアニメ「ドラゴンボール」のテーマ曲「魔訶不思議アド

ベンチャー」をお送りします。 
 

４．歌劇「トゥーランドット」第三幕より抜粋 G･プッチーニ 作曲 井上昭史 編曲 
荒川静香さんが金メダルを取った時の音楽、あるいは三大テノールで歌われたことでも有名な「誰も寝てはならぬ」を芯（core）

に、オペラの終結部までをバンドとコーラス用に編曲してみました（トゥーランドットの名はペルシャに由来するようです

が、ここでは漢民族のお姫様の名前で、舞台は北京となっています）。初めの第三幕幕開けの音楽は、神秘的な異国情緒に溢

れ、独特の雰囲気を醸し出します。それに続くテノールのアリア「誰も寝てはならぬ」が器楽で奏された後は（一気に）オ

ペラの最後を飾る大合唱へと進み、愛と栄光を称える華やかな幕切れとなります。 

 

 楽団紹介  都立西高 OB 吹奏楽団 
私たち都立西高ＯＢ吹奏楽団は、西高吹奏楽部での活動をきっかけに知り合った仲間です。年齢も職業も異な

る多彩なメンバーが集まり、現在は３７回を迎えた演奏会のほか、この「西高の夕べ」での演奏や現役生との交流

イベントなど、年間を通じて幅広く活動しております。日頃より、当楽団の活動にご支援・ご声援をいただき心か

ら感謝申し上げます。 

本日は、私ども同様、活動を続けて

いる西高混声合唱団にご参加いただ

き、壮大な楽曲にチャレンジします。 

どうぞ最後までお楽しみください。 

 西高混声合唱団は２０００年の東 

京校歌祭に集まった都立西高同窓生 

を中心に活動を開始し、今年は結成１５周年記念コンサートを開催致しました。現在、団員は西高関係者を含む 

３０人余で構成し、頭声発声による美しい響きを大切にされる黒田彰先生（西高２７期）指揮の下、宗教曲・世界

の名曲・日本の名曲など幅広く歌っております。正しい発声で楽しく歌うことにご興味のある方はいつでもご入団

ください。 
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「親しみを感じる」 

「親しみを感じない」 

H元:第二次

天安門事件 

H４:天皇訪中 

H8:人民解放軍 

台湾沖ﾐｻｲﾙ演習 

H13:中国

WTO加盟 

H16:ｱｼﾞｱ杯 

ｻｯｶｰ中国開催 

H17:反日デモ 

H20:毒餃子事件 

H22:漁船衝突事件 

H24:日本政府 
尖閣諸島購入 

第２２回 西高の夕べ プログラム 

資料・平成 26 年度「外交に関する世論調査」（内閣府大臣官房政府広報室） 

中国に対する親近感 

第 1 部 TALK･････････････････････････14:00～15:30 

どうなる 日中関係 
高原 明生（西高２９期） 

第２部MUSIC･･････････････････････15:45～16:30 

中国・浪漫紀行 
都立西高 OB 吹奏楽団 

78.6％ 

14.7％ 

51.3％ 

45.0％ 

77.8％ 

20.0％ 

83.1％ 

14.8％ 

昭和55年 平成８年 平成 22年 平成 26年 



 

 

ごあいさつ 
 本日はご多用のところ「西高の夕べ」においでいただきありがとうございます。「西高の夕べ」は様々な分野で目

覚ましい業績を上げている西高卒業生の、タイムリーなテーマの講演を提供しております。今回は、現代中国政治

が専門の東大教授・高原明生さん(２９期、１９７７年卒業)による、緊張している隣国との関係の今、そして明日

は、です。また第二部、毎回お楽しみいただいているブラスバンドの演奏は、「中国浪漫」をテーマに、西高混声合

唱団も参加し、華麗壮大なサウンドに挑みます。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。 

 

一般財団法人西高会 
東京都立西高等学校は、1937(昭和 12)年に東京府立第十中学校として開校。今年で創立 77 周年を迎えました。「西高会」

は同校の教育活動を支援することを主目的に 1959(昭和 34)年に学校、PTA と同窓会を母体とした財団法人として設立されま
した。公益法人改革にともない、2012(平成 24)年 4 月に一般財団法人として東京都に認可されています。西高会は、西高の
隣接地に鉄筋コンクリート 3 階建の「西高会館」を保有し、これを維持・管理することを最大の目的としています。この建物・
施設は西高関係者のみならず、地域の皆様のご利用に供しています。教育活動支援の他に、講演会・演奏会活動の一つとして
西高の夕べを主催しています。活動資金は、西高在校生の保護者が大部分を拠出しています。同窓会も一部負担しています。
一般財団法人西高会の活動に、ご理解・ご支援を賜りますようお願い申しあげます。 

 

西高の夕べこれまで 
第１回１９９５年１月２８日（土）セシオン杉並 
  お 話・相川 浩、芳村 真理 
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 

第１１回２００４年１１月２８日（日）セシオン杉並 
お 話・喜早  哲    

  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 

 
 
 
 

第２回１９９５年１２月２日（土）杉並公会堂 
  お 話・辻井 喬（堤 清二）   
  演 奏・西高OB管弦楽団、都立西高OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 
 

第３回１９９６年１０月１３日（日）杉並公会堂 
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 
 

 

第４回１９９７年１２月６日（土）杉並公会堂 
  お 話・阿刀田 高 
 朗 読・阿刀田 慶子  

  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 
 

第５回１９９８年１１月２９日（日）セシオン杉並    
  お 話・藤原 正彦    
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 
 

第６回１９９９年１１月２３日（日）杉並公会堂 
  お 話・加藤 諦三    
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 
 

第７回２０００年１１月９日（日）杉並公会堂 
  お 話・秋山  駿    
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 
 

第８回２００１年１１月１８日（日）杉並公会堂 
  お 話・村崎 芙蓉子    
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 
 

 
第９回２００２年１２月１日（日）杉並公会堂 
  お 話・玉村 豊男    
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 
 

第１０回２００３年１１月３０日（日）杉並公会堂 
  お 話・黒井 千次    
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 
 

 

 
 

第１２回２００５年１２月１１日（日）セシオン杉並 
  お 話・榎本 勝起    
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 
 
第１３回２００６年１１月２６日（日）杉並公会堂 
  お 話・黒田 恭一    
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 
 
第１４回２００７年１２月２３日（日）杉並公会堂 
  お 話・鎌田  實    
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 
 

 
第１５回２００８年１１月２４日（月・祝）杉並公会堂 
  お 話・いわむら かずお  
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 
 
第１６回２００９年１１月２９日（日）杉並公会堂 
  お 話・金田一 秀穂 
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・芳村 真理 
 

第１７回２０１０年１１月２８日（日）杉並公会堂 
  お 話・池田 香代子 
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・鷹尾 あや 
 

第１８回２０１１年１１月２７日（日）杉並公会堂 
  お 話・大中 恩  ソプラノ・北原 聖子 
  ピアノ・宮下 俊也 
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・鷹尾 あや 
 
第１９回２０１２年１１月５日（月）杉並公会堂 
  お 話・眞鍋 圭子 
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
  司 会・長田 恭子 
 
第２０回２０１３年１１月２４日（日）杉並公会堂 
  お 話・小倉 純二 
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
 
第２１回２０１４年１１月２４日（月・休）杉並公会堂 
  お 話・高橋 進 
  演 奏・都立西高 OB吹奏楽団 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
第 22回    TALK & MUSIC 
 

西高の夕べ 
 

 

高原 明生 （西高29期） 
東京大学法学部教授(現代中国政治） 

 

どうなる 日中関係 

 

都立西高 OB吹奏楽団 

中国・浪漫紀行 
 

 

 

2015年11月23日（月・祝） 

開場ＰＭ１：３０ 開演ＰＭ２：００ 

終了予定ＰＭ４：３０ 

杉並公会堂 大ホール 
 

主催●一般財団法人西高会 

後援●杉並区教育委員会 都立西高等学校同窓会 

 

一般財団法人「西高会」理事長 

都立西高等学校同窓会会長 小林 周一 

第１部 

TALK 

 第２部 

MUSIC 


