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先住民族 チャモロの人びとを訪ねる
基地・戦争・平和を考える
もう一つの視点に出会う旅
●案内人：長島怜央（法政大学大学院社会学研究科博士後期課程）

アメリカの海外領土であるグア
ムは、現在の米軍再編のなかで、
沖縄に駐留する海兵隊の移転先
となっており、また、普天間基
地の移転先としても検討されて

います。その海兵隊移転の費用のうちの約６割にあた
る 60 億９千万ドルを日本政府が負担するということ
も決定されています。ところが、これらのことはグア
ムの人びとの頭越しに進められています。これまで、
スペイン、アメリカ、日本による植民地支配をグアム

の人びとは生き抜
いてきました。日
本占領時代に大宮
島と名を変えられ
たグアムでは、日
本軍による先住民
族チャモロの人び
との虐待や虐殺が

ありました。戦後は米軍基地の大規模な建設に続いて、
観光産業が発展しています。この旅では、グアムで米
軍基地拡大に反対の声を上げる先住民族チャモロの人
びとを訪ね、グアムの歴史と現状を学びながら、基地
と平和について考えます。

美味しい紅茶の故郷を訪ねる旅
●案内人：中村尚司（パルシック理事 /スリランカ専門）

パルシックの人気商品「ウバ紅茶」の産地で
あるスリランカの歴史や風土を、じっくりと学ぶ旅で
す。世界遺産にも登録される、宮殿跡の岩山「シーギ
リヤ・ロック」、そして一枚の岩をくりぬいて作られた
石窟寺院、ダンブッラ黄金寺院…。
紀元前に建てられた仏教遺跡に、ス
リランカ文化のルーツを探ります。
そして、ウバでは、有機栽培に取り
組む紅茶園を訪ね、紅茶摘みの女性
たちと交流、南部デニヤヤでは、小
規模紅茶農家を訪れて、生産現場を
見学します。「インド洋の真珠」と
呼ばれる小さな島に凝縮された宗教や文化が織りなす
諸相、そして、現代のスリランカ社会について、旅を
通して考えます。

コーヒー生産者を訪ねる旅
パルシックは 2002 年か
ら東ティモールアイナロ
県マウベシ郡のコーヒー
生産者支援事業を実施し
ています。この旅では、
東ティモールのコーヒー
生産地を訪ね、実際にコー
ヒー生産を手伝います。
パルシックの人気商品「カ
フェ・ティモール」の産
地で、コーヒー生産者と
一緒にコーヒーのチェ

リー摘みから加工までを体験してみませんか？  村に泊
まり、農民と直接ふれあうことで、私たちが飲んでい
るコーヒーができるまでをたっぷり知ることのできる、
貴重な機会です。「誰が、どこで、どのようにコーヒー
を作っているのか」、その生産の現場を一緒に見に行き
ましょう。

漁民とともにマングローブを植える旅
マレーシア、ペナンの美しい街並み
は、19 世紀の英国植民地の面影を
今に伝え、世界遺産にも指定されて
います。中国系、インド系、マレー
系住民という多民族によって構成さ
れるこの地は、食も、建築も、言語
も多彩で、とても魅力的。リゾート
地としても有名なペナンですが、沿
岸開発や排水による水質汚染が進ん
でおり、環境保全の重要性も高まっ
ています。地域の人びとと協働して
マングローブ植林、手長エビの稚魚放流などの活動に
取り組んでいる沿岸漁民のグループを訪ね、マングロー
ブ植林をともに行い、地域住民が中心となる環境保全
運動の重要性を考える旅です。

エクスポージャー（Exposure）とは、「身をさらす」という意味です。PARC 自由学校・パルシックの海外エクスポー
ジャー・ツアーは、日常から離れて異なる社会に越境し、そこに生きる人びとの現実に身をさらす旅です。訪問
先での人びととの出会いや交流、新しい発見によって、あなた自身の価値観や日本社会を見る目もきっと変わる
はずです。

＊ エクスポージャー・ツアーにはどなたでもご参加いただけます。
＊ 掲載された日程は予定ですので、変更の可能性があります。
＊ 詳細なスケジュールの送付をご希望の方は事務局までご連絡ください。
＊ 各プログラムの日程と内容、参加費などの詳細は決まり次第、各団体のホームページに掲載しますので、そちらもご覧ください。

スリランカ

東ティモール

マレーシア

グアム

9⽉

9⽉8⽉ 12⽉

海外エクスポージャー・ツアーに参加しませんか？

◎お問い合わせ・お申し込みは

特定非営利活動法人 パルシック　〒101-0063 千代田区神田淡路町 1-7-11 東洋ビル
TEL:03-3253-8990　FAX:03-5209-3453  E-mail:offi  ce@parcic.org   http://www.parcic.org

チャモロ・ダンス（写真提供：長島怜央）

【グアム】

【スリランカ】【東ティモール】 【マレーシア】

パルシック（PARC Interpeoples' Cooperation）は、PARC の姉妹団体です。国境を越えて、
人と人とが協力する「民際協力」活動を行っています。詳細は P52 をご覧下さい。
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今年は、ロンドンを本拠にグローバルに活躍する平和運動家・フェミニスト理論
家、シンシア・コックバーン（Cynthia Cockburn）さんの本を読みます。Women in 
Black での活動でも著名なコックバーンさんは、この本で、セルビア、パレスチナ・
イスラエル、コロンビアなどの現場に身を置くなかから、戦争や人種主義とジェン
ダーの関係に鋭いフェミニスト分析を加えていきます。人柄と同じく文章は平易、
かつ平明です。
●主著：『アメリカ帝国と戦後日本国家の解体─新日米同盟への抵抗線』社会評論社 2006 ●共訳書：ジャイ・
セン他著『世界社会フォーラム 帝国への挑戦』作品社 2005 

「しょうがない」じゃ済まされない
─軍事費の出所をテッテー検証！
田中 優（環境活動家 /未来バンク事業組合理事長）

平和活動の多くが「モグラたたきゲーム」に陥っています。あち
こちで問題が噴出するのですが、その原因は自分がゲーム機にコ
インを入れるからです。これを解決する手段を考えましょう。
●主著：『ヤマダ電機で電気自動車（クルマ）を買おう』武田ランダムハウスジャ
パン 2010/『幸せを届けるボランティア 不幸を招くボランティア』河出書房新社 
2010 ●参考文献：グループ KIKI『どうして郵貯がいけないの─金融と地球環境』
北斗出版 1993/ 田中優『戦争をやめさせ環境破壊をくいとめる新しい社会の
つくり方―エコとピースのオルタナティブ』合同出版 2005 わたしにとっての沖縄と米軍基地

─１人のアメリカ人として
ジョナサン・ヤマグチ（ピースボート国際部スタッフ）　

以前、沖縄に６年間住んでいた私は、ピースボー
トの仲間と「US for Okinawa 平和プロジェクト」
を立ち上げ、沖縄県外に住むアメリカ人とともに
沖縄を訪れました。米軍基地の現状や辺野古への
移設反対運動に触れたり、大浦湾の貴重な生物多様性につい
ても学ぶことができました。経験を通じて学ぶことは、状況
を改善するための第一歩です。皆さんのご意見を聞くのを楽
しみにしています。

NO BASEは可能だ！
─フィリピン、米国、エクアドル、コスタリカから
伊藤千尋（朝日新聞記者〈元サンパウロ、バルセロナ、ロサンゼルス支局長〉）
沖縄の基地をどこに「移設」するかと紛糾してい
るが、世界では基地の撤去が進んでいる。その実
例を現場から紹介したい。
●主著：『変革の時代─理想は実現できる！ こころを熱くする伊
藤千尋・講演集２』シネ・フロント社 2010/『一人の声が世界を変えた！』新日
本出版社 2010 ●参考文献：伊藤千尋『活憲の時代―コスタリカから９条へ こ
ころを熱くする伊藤千尋・講演集１』シネ・フロント社 2008/ 伊藤千尋『反米
大陸─中南米がアメリカにつきつける NO！』集英社新書 2007

● 2011 年５月～ 10 月　● 基本的に隔週金曜日 19:00 ～ 21:00　
● 全 10 回 / 定員 30 名　● 受講料 28,000 円　※出かける回は交通費・宿泊費などが別途かかります。

● 2011 年５月～ 12 月　● 隔週木曜日 19:00 ～ 21:00
● 全 14 回 / 定員 15 人　● 受講料 38,000 円

● 2011 年５月～ 12 月　● 隔週火曜日 10:00 ～ 12:00
● 全 15 回 / 定員 15 人　● 受講料 40,000 円

● 2011 年５月～ 2012 年１月　● 隔週水曜日 19:00 ～ 21:00
● 全 15 回 / 定員 15 名　● 受講料 45,000 円
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基地を減らそうと努力をしている人は世界中に大勢います。アメリカを含め世界中で、実際に基地をなくし
て雇用も増やした例もあります。そんな人たちとつながり、「基地のない世界」を考えるために、英語を学び
ませんか。ゲストの話を日本語で聞いて、学んだことや論点をみんなで手分けして英語でまとめて、最後に
は発表会を企画・開催します。日本にいる外国人の方がたにも、ぜひ聞きにきてもらいましょう。話したい
内容をきっちり整理していけば、英語はいくらでも話せることを体感してください。できるだけカンタンな
英語で、表現する練習もしますので、英語があまり得意でない方でも大丈夫。一緒に発信していきましょう！

このクラスでは「読む・書く・話す」を一連の流れとして、英語を学んでいきます。まず、世界の新聞や雑誌、
インターネット、ビデオ、映像などから気になるトピックを集め、語彙や上手な表現方法を学びます。その
上で、参加者がそれぞれテーマを決めて文章を書き、効果的なエッセイの書き方を習得し、感想や意見をも
とに皆でディスカッションをします。扱うテーマは、世界で広がる市民運動、環境、労働、教育、平和など
の社会問題が中心となりますが、みなさん自身の発信したいテーマももちろん取り上げます。英語で深く掘
り下げて考え、論理的に表現する力を鍛え、英語で発信するチカラを一緒に学びませんか？

インターネットや雑誌、新聞の英文記事を読み、その背景の解説も学びながら議論するクラスです。開発と
貿易、紛争と人権、労働、環境やエネルギー問題など、国際的なトピックから、参加者とともにテーマを選
んでいきます。英語の文章を読み解く力、日本語らしく訳す力、そしてあふれる情報を判断する力を身につ
けると同時に、さまざまなものの見方や考え方に出会うことができます。

シンシア・コックバーン（Cynthia Cockburn）の “From Where We Stand: War, Women's Activism and 
Feminist Analysis” を読む
講師とともに１冊の本をじっくりと読み、ともに議論し、考えを深めあうクラスです。

超カンタン英語で世界の人とNO BASE!
「読 書 話 連 流 英語 学 ず 世

キムとジェンスの英語で発信！

雑誌 新 英文 事 読 背景 解説 学び が 議論 発

世界のニュースから国際情勢を読み解こう

（ ）

武藤一羊の英文精読

ことばの
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基地経済は不経済
─フィリピンと沖縄から学ぶ
石山永一郎（共同通信編集委員〈元マニラ支局長、ワシントン特派員〉）

「沖縄経済は『基地経済』で成り立っている」との
誤解がいまだにあるが、基地経済こそ実は「不経
済」。フィリピンの米軍基地跡地の今と沖縄の現状
を比較しつつ語ります。
●主著：『彼らは戦場に行った―ルポ 新・戦争と平和』（編著）共同通信社 
2009/『マニラ発ニッポン物語』共同通信社 1996 ●参考文献：松宮敏樹『こ
うして米軍基地は撤去された！─フィリピンの選択』新日本出版社 1996/ 半田
滋『ドキュメント防衛融解―指針なき日本の安全保障』旬報社 2010

沖縄県を訪ねる

沖縄に「平和 ･基地 ･安保」を押し付けない処方箋
案内人：又吉京子

歩いて・見て・自分の足元を考える。沖縄に「来
ると」考えられるといわれる「平和・基地・安保」
を、自分の住む町で考え行動するヒントを見つけ
るツアーです。
●参考文献：沖縄県生活福祉部援護課（編）『平和への証言 沖縄県立平和祈
念資料館ガイドブック』沖縄県生活福祉部援護課 1983/ 沖縄県知事公室基地
対策課『沖縄の米軍基地』沖縄県知事公室基地対策課 2008

現地講師予定：屋良朝博（沖縄タイムス社論説兼編集委員）

キンバリー・
ヒューズ
（フリーライター／翻訳家／大学講師）

ジェンス・
ウィルキンソン
（翻訳家）

⽇ 程

⽇ 程

⽇ 程

	 ５⽉	 19
	 ６⽉	 ２、16、30
	 ７⽉	 14、28
	 ９⽉	 ８、22
	 10⽉	 ６、20
	 11⽉	 10、24
	 12 ⽉	 ８、22

	 ５⽉	 10、24
	 ６⽉	 ７、21
	 ７⽉	 ５、19
	 ８⽉	 30
	 ９⽉	 13、27
	 10 ⽉	 11、25
	 11⽉	 ８、22
	 12⽉	 ６、20

	 ５⽉	 11、25
	 ６⽉	 ８、22
	 ７⽉	 ６、20
	 ８⽉	 31
	 ９⽉	 14、28
	 10 ⽉	 12、26
	 11⽉	 ９、30
	 12⽉	 14
	 １⽉	 11

ことばの
学校

ことばの
学校

佐久間智子
（PARC理事）

松元千枝
（ジャーナリスト/活動家）

井上礼子
（パルシック代表理事）

武藤一羊（ピープルズ・プラン研究所運営委員）

テキスト：Cynthia Cockburn“From Where We 
Stand: War, Women's Activism and Feminist 
Analysis”Zed Books, UK/USA, 2007

講師＆コーディネーター：古山葉子
（大使館職員 /フリー通訳・翻訳）

⽇ 程
	 ５⽉	 13、27
	 ６⽉	 10、24
	 ７⽉	 ８、16〜 18

	 ９⽉	 ２、16、30
	 10⽉	 14

（沖縄キリスト教センター館長代行/坪反戦地主会員・
「カマドゥー小 (ぐぅわ )たちの集い」メンバー）
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● 2011 年５月～ 12 月　● 隔週月曜日 19:00 ～ 21:00
● 全 14 回 / 定員 15 名　● 受講料 36,000 円

2007 年９月、「先住民族の権利に関する国連宣言」が採択されるなど、世界各地で先住民族の権
利の回復を求める運動が活発化しています。しかし、私たちは、日本の先住民族であるアイヌの
人びとの文化や周辺化されてきた歴史についてどこまで知っているでしょうか？ このクラスでは、
アイヌのことばを中心に、生活のなかで息づく文化、価値観、精神世界、そしてアイヌの歩んでき
た歴史を学びます。

アイヌのことばと文化を学ぼうことばの
学校

アイヌ文化の背景と土台
上村英明（恵泉女学園大学教員）

ちょっと斜めに日本の近代を見直し、
アイヌ民族の視点に立ってみようかなと
思っています。
●主著：『知っていますか？ アイヌ民族一問一答 新版』解放出
版社 2008 ●参考文献：上村英明『知っていますか？ アイヌ民
族一問一答 新版』解放出版社 2008/小笠原信之『アイヌ差別
問題読本̶シサムになるために』緑風出版 2004

アイヌ語かるたで遊ぼう！
小笠原小夜（nikaop・hapo ne tay 所属）

アイヌ民族に伝わる唄や踊りを学ぶ傍ら、アイヌ
文様のデザインやイラストを描いている小笠原さ
んと一緒に、アイ
ヌ語かるたで楽し
くアイヌ語を学び
ましょう！

インカの言葉・ケチュア語ヘのお誘い 
─アルファベットと発音

★6/13 ★ 10/31

5/31 10/4

10/18

11/1

11/15

12/3（⼟）14：00〜 16：30

12/13

1/10

6/14

6/28

7/12

7/26

9/20

● 2011 年５月～ 2012 年１月　● 基本的に隔週火曜日 19:00 ～ 21:00
● 全 13 回 / 定員 20 名　● 受講料 34,000 円

マチュピチュやナスカ、アルパカやピューマ…皆さんもよくご存じのこれらの言葉は、実は古のインカの民
の公用語であり、現在も南米アンデス地方で広く使われている「ケチュア語」を語源としています。このク
ラスでは、ケチュア語を案内役に、講師が翻訳したドキュメンタリー番組の映像も用いながら、音楽やダンス、
祭りや食べものなど多様な視点からアンデスの文化や文明をご紹介します。クラスの後半では、ケチュア語
の語彙（Rimaykuna）や思想（Hamut'aykuna）について学び、考えます。また、スペシャルゲストを迎え、
ボリビアやエクアドルなどケチュア語を話す人びとの現在の社会状況についてのお話も聞きます。

ケチュア語でひも解くアンデスの文化と文明ことばの
学校

マリオ・ホセ・アタパウカル・オバンド（ペルー・ケチュア語アカデミー正会員、同日本支部長）

プロフィール：講師は多くの大学でスペイン語を教えるほか、アンデス文明・ラテンアメリカ文化セミナーを行なう。ケチュア語アカデミー
会員としてNHK他のドキュメンタリー番組、映画の翻訳や通訳も多数経験。文化人類学、アンデス文明が専門。最近の研究テーマは、
アンデスおよびマヤ・アステカにおけるフクロウについて。

アンデス世界の動物たち ─文法構造1
◆資料映像：『天涯の地に少年は育つ
アンデス　神の糸を刈る日』（NHK/2006）

アンデスの子育て ─家庭での会話
◆資料映像：プラネットベービーズ『ボリビア 標高 4300メートル 
天空の子育て』（NHK/2010）

アンデスの医者・カヤワヤ ─仕事での会話
◆資料映像：『カヤワヤ～精霊と生きるアンデスの医者』
（NHK/2010）

世界文化遺産クスコ ─時間に関する言葉

アンデスの祭礼と食べもの、ケチュア
語の歌

アンデス先住民族の社会言語史と
ケチュア語族の全体像
細川弘明（PARC代表理事 /京都精華大学教員）

アンデス地域全体でのケチュア語の分布状況・言語
史・方言差、アイマラ語との関係、スペインによる植民地統治
との関係、現代の先住民族運動との関係について解説します。
●主著：『よくわかる環境社会学』（共著）ミネルヴァ書房 2009/『共感する環
境学―地域の人びとに学ぶ』（共著）ミネルヴァ書房 2000 ●参考文献：『言
語学大辞典　第 1巻（世界言語編 上）』三省堂 1988 所収の「ケチュア語族」

「アイマラ語」などの項目 / 柴田武（編）『世界のことば小事典』大修館書店 
1993 所収の「ケチュア語」の項目

アンデスにおける「水」─文法構造2

アンデスの文字とデザイン、
ナスカの地上絵 ─文法構造3

聖地マチュピチュ ─読み書き練習1

映画を観る

スクリーンに溢れるケチュア語
─ボリビア映画を観て知るアンデス現代史
◆上映作品：『コンドルの血』
（監督：ホルヘ・サンヒネス /ボリビア/82 分 /1969）

太田昌国（現代企画室 /民族問題研究） 

ケチュアの民が出演し、母語で自己表現をした先駆的な映画を
観て、制作当時にこの映画がアンデスの社会・政治・文化状況
の中でもった意味をめぐって討議します。面白い映画です。
●主著：『千の日と夜の記憶』現代企画室 1994/『「国家と戦争」異説─戦時
体制下の省察』現代企画室 2004 ●参考文献：ドミティーラ・バリオス、モエマ・
ヴィーゼル『私にも話させて─アンデスの鉱山に生きる人々の物語』（訳書）現
代企画室 1984/ 太田昌国（編著）『アンデスで先住民の映画を撮る―ウカマウ
の実践 40 年と日本からの協働 20 年』現代企画室 2000

（D「ケチュア語でひも解くアンデスの文化と文明」クラスと合同）

雄牛とコンドル、2つの世界の出会い
─読み書き練習2

◆資料映像：『アンデスの神舞い降りて～聖鳥コン
ドルと村人の祈り』（NHK/1996）

アンデスの生物多様性 
─読み書き練習3

◆資料映像：『標高 4000メートル アンデス塩の道～ボリビア最後
のリャマの隊商』（フジテレビ /2000）

※講義内容は受講生のご要望も取り入れながら柔軟に対応します。

⽇ 程
	 ５⽉	 16、30
	 ６⽉	 ★13、27
	 ７⽉	 11、25
	 ８⽉	 29
	 ９⽉	 12、26
	 10 ⽉	 17、★31
	 11⽉	 14、28
	 12 ⽉	 12

講師：成田英敏（慶應志木高校非常勤講師／漫画家／ペウレ・ウタリの会会員）

アイヌ語については、簡単なテキストを使用してまず初歩的な文法を学
びます。他にも映像や音声資料も用いてアイヌ文化について色々なこと
を学んでいきましょう。

ゲスト講師：弓野恵子（アイヌ文化アドバイザー）

アイヌ文化の伝承者・遠山サキさんの長女として生まれ、10 年ほど前にアイヌ文化に目覚
められた弓野さんに母から受け継いだ歌や口琴ムックリ、料理などを教えていただきます。
※講座中２～３回ほどお越しいただく予定です。

★マークの回はゲスト講師をお呼びします（詳細は下記）
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2011 年のニッポンの風景─そこには経済優先の「開発」によって破壊された環境や、豊かな自然と調和す
る暮らしから遠ざけられ、生活の糧をも奪われてきた人びとの姿があります。また時の政権の方針転換のた
びに翻弄され続けてきた住民の怒りがあります。政府や企業によって押しつけられた開発や利潤追求の動き
に対して、地域住民たちは身体を張ってたたかい、運動・アクションを起こしています。その人たちの声を
聞き、いま現場で何が起こっているのかを知り、その地の住民でない私たちに何ができるのかをともに考え
ること。それがこのツアーの目的です。訪問する先は、いまもっとも深刻かつ切迫する現場である、山口県
の上関原発建設予定地と、群馬県の八ツ場ダム建設予定地です。どの回も現場やテーマ、運動に詳しい講師
による事前学習会を行ないます。ひとりひとりが一歩踏み出し、運動の輪を広げていきましょう！

アクション・ツアー！
─ 人びとの運動の現場とつながろう

山口県熊毛郡上関町長島を訪ねる

宝の海を守る闘い
─反原発からエネルギーと経済の自立を目指して
案内人：祝島島民の会
　　 ：高島美登里（長島の自然を守る会）

■事前学習会
　日時：７月４日（月）19:00 ～ 21:00
講師：伴 英幸（原子力資料情報室 共同代表）

瀬戸内海に浮かぶ祝島は、海上
交通の要所として万葉集にも歌
われた、歴史と豊かな自然に彩
られた小さな島です。他地域で
は絶滅に瀕した生物が、島の周
囲の豊かな自然環境の中で生き
ており、瀬戸内海のホットスポッ
ト、「奇跡の海」ともいわれています。古くから漁民たちはこ
の海で漁をし、自然に寄り添った暮らしを営んできました。

しかし、この地は 30 年近く前、中国電力の上関原発建設予
定地となりました。予定地から約４キロメートル先の祝島で
は計画が持ち上がった当初から、上関原発建設に反対の表明
を続け、漁民たちは 10 億円にものぼる漁業補償金も受け取っ
ていません。2010年には祝島を舞台にした映画も２本作られ、
全国的に建設反対の声が高まっている中、中国電力は海の埋
立工事を強行に進めようとし、連日現地では住民による身体
を張った抗議行動が行われています。

一方で、2011 年「祝島自然エ
ネルギー 100% プロジェクト」
が立ち上がり、人びとは自然エ
ネルギーの自給と経済の自立を
目指しています。 

この旅では、現地で活動をつづ
けている祝島島民の会と高島美

登里さんを案内人に、反原発運動の現状と課題を知り、原発
に依存しない新たな地域づくりの未来について考えます。地
元の方々とつながると同時に、瀬戸内海の原風景ともいわれ
る自然の豊かさも全身で感じましょう。

群馬県吾妻郡長野原町を訪ねる

建設中止？ 再検証？
一体どうなる！ 八ッ場ダム
案内人：渡辺洋子（八ッ場あしたの会）

■事前学習会
　日時：７月 29日（金）19:00 ～ 21:00
講師：関 良基（拓殖大学教員）

八ッ場ダムは、首都圏の治水と利水を目的に、半世紀以上前
に国の名勝・吾妻渓谷に計画されました。道路・鉄道等の周
辺工事は進んでいたものの、地元での激しいダム反対闘争を
経て、本体工事は始まっていませんでした。一方で、ダム建
設を前提に将来の生活設計を立ててきた住民は、計画から半
世紀がたつ中で、生活の糧を奪われ、温泉等の観光資源や地
域コミュニティも破壊されてきました。

2009 年、最初の構想発表から
58 年を経て、民主党政権により
ダム中止方針が発表されました。
そしてこの中止発表からわずか
２年後の 2010 年 11 月、馬淵
国土交通相は、「『中止の方向性』
という言葉に言及せず、一切の

予断を持たずに再検証する」と述べ、「中止」の方針を事実上
撤回しました。２度の大きな方針転換に、現地住民には大き
な動揺と混乱が起きました。

利水者でもある利根川下流域に住むわたしたち首都圏の住民
はこの問題にどう向き合えばよいのでしょうか。地元の方が
たはどのように思っているのでしょうか。中央での議論がな
されている間にも、現場では、橋や道路の建設などのダム関
連事業が引き続き進められています。

このツアーでは、地域で活動されてきた八ッ場あしたの会の
渡辺洋子さんを案内人に迎え、八ッ場ダム建設計画が壮大に
繰り広げられている現場を実際に歩きます。ダム計画に翻弄
されてきた地元住民の方がたの軌跡を見つめるとともに、地
域を再生し、住民が安心して暮らせるための方途を一緒に考
えます。

7/23（⾦）〜 25（⽉）3泊 4⽇ 8/27（⼟）〜 28（⽇）1泊 2⽇
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アジア金融協力体制と地域統合への動き
飯島寛之（東京富士大学准教授）

通貨危機から 15 年。中国の台頭や世界金融危機
などアジアを取り巻く環境が大きく変化するなか
で、アジアの金融協力体制はどうあるべきか。そ
の成果と課題について考えます。
●主著：『バブル・リレー─21世紀型世界恐慌をもたらしたもの』（共著）岩
波書店 2009/『国際通貨体制と世界金融危機』（共著）日本経済評論社 2011
●参考文献：飯島寛之「新局面へ動き始めたアジア金融協力体制─『一〇〇
年に一度の大津波』の中で」『世界』2009 年７月号 岩波書店 / 飯島寛之「世
界金融危機とアジア金融協力の行方」『生活経済政策』No.161 生活経済政策
研究所 2010 年６月

中国市場は日本経済の生命線 !? 
─日中のより良いパートナーシップの鍵はどこに
莫
モ ウ

 邦
バ ン フ

富（作家 /ジャーナリスト）

中国と日本のビジネスにおける関係の歴史を紐解
きつつ、今後のより良い関係を創るためにはどう
したらよいかを考える。
●主著：『「中国全省を読む」事典』新潮文庫 2009/『莫邦富（Mo Bang fu）
が案内する中国最新市場 22 の地方都市』海竜社 2010 ●参考文献：莫邦富『日
中「アジア・トップ」への条件─謙虚になれ中国、寛容になれ日本』朝日新書 
2008/ 莫邦富『中国ビジネスはネーミングで決まる』平凡社新書 2008

中国黒洞（ブラックホール）が世界をのみ込む？
─人・モノ・カネがめぐる時代
浜 矩子（エコノミスト） 
世界中を震わせた同時不況を得た後の、中国経済
を中心とするアジアそして世界経済の動向につい
て、ドルの終焉・グローバルジャングル経済・地
域統合という切り口からお話しいただきます。
●主著：『グローバル恐慌─金融暴走時代の果てに』岩波新書 2009/『ドル終
焉─グローバル恐慌は、ドルの最後の舞台となる !』ビジネス社 2010/『浜矩
子の「新しい経済学」─グローバル市民主義の薦め』角川 SSC 新書 2010

グローバリゼーションのなかで
困難に直面する中国の農業・農民
─中国の三農問題の現状と課題
大島一二

中国の農業・農村・農民問題（これらを総称して「三農問題」
という）の実態を、現地調査の成果を中心に報告します。
●主著：『中国野菜と日本の食卓―産地、流通、食の安全・安心』（編著）芦
書房 2007/『中国「調和社会」構築の現段階』（共著）アジア経済研究所 2011
●参考文献：大島一二「三農問題の深化と農村の新たな担い手の形成」佐々木智
弘（編著）『中国野菜と日本の食卓―産地、流通、食の安全・安心』芦書房 2007/
大島一二（共著）『中国「調和社会」構築の現段階』アジア経済研究所 2011

ガソリンの本当の値段？ 
─BRICs 台頭によるエネルギー争奪戦のゆくえ
岩間剛一（和光大学経済経営学部教授・経済学科長）

中国は 2010 年に日本を抜いて世界第２位の経済大国となった。
年率 10％を超える高度経済成長とともに、石油、石炭をはじめと
した資源の買い漁りを再び始め、それが国際エネルギー価格高騰
の一因ともなっている。また２兆 5,000 億ドルを超える世界最大
の外貨準備高を活用して、海外の油田権益の取得に邁進し、熾烈
な資源争奪戦を展開している。そうした中国のエネルギーの爆食
の動向と日本のエネルギー安全保障についてやさしく解説する。
●主著：『資源開発プロジェクトの経済工学と環境問題─資源開発プロジェク
ト評価と地球環境問題』とりい書房 2004/『「ガソリン」本当の値段─石油高
騰から始まる“ 食の危機 ”』アスキー新書 2007 ●参考文献：岩間剛─『資源
開発プロジェクトの経済工学と環境問題―資源開発プロジェクト評価と地球
環境問題』とりい書房 2004/ 岩間剛一『「ガソリン」本当の値段─石油高騰か
ら始まる“ 食の危機 ”』アスキー新書 2007

中国企業と商人のアフリカ進出
─その背景と現地の反応
吉田栄一（アジア経済研究所地域研究センターアフリカ研究グループ研究員）
中国のアフリカ進出は、鉱物資源確保から商人の
流入まで多角的に展開しています。一気になだれ
込んで来た中国をアフリカ現地ではどう見ている
のか考察します。
●主著：西川芳明・吉田栄一編『地域の振興―制度構築の多様性と課題』ア
ジア経済研究所 2009/ ●参考文献：吉田栄一「中国のアフリカ経済進出にと
もなう都市地域開発」『アジ研 ワールド・トレンド』No.185 アジア経済研究
所 2011年２月 / 吉田栄一「中国の対アフリカ経済進出について―政府、企業、
商人」『東亜』No.521 財団法人霞山会 2010 年 11月

超高齢化社会を迎える東アジア
─介護・福祉をアジアで支えあう準備が日本にあるか
安里和晃（京都大学大学院文学研究科特定准教授 )

中国、韓国、日本の東アジアの国々では、「超高齢化」社会を
迎えています。どこも「誰が老いた親を介護するのか」とい
う問題に直面し、家父長制に基づく伝統と現実との狭間で揺
れています。この回では、看護・介護分野における外国人労
働者の受け入れについて、アジア地域統合という視点も含め
てお話しいただきます。
●主著：『労働鎖国ニッポンの崩壊─人口減少社会の担い手はだれか』ダイヤ
モンド社 2011（近刊）/「東アジアにおける家事労働の国際商品化とインドネ
シア人労働者の位置づけ」『異文化コミュニケーション研究』第 18 号 神田外
国語大学異文化コミュニケーション研究所編 2006

● 2011 年５月～ 12 月　● 基本的に隔週月曜日 19:00 ～ 21:00　
● 全 13 回 / 定員 30 名　● 受講料 36,000 円

5/20（⾦）

6/27

5/30

6/13

生産と消費がスパイラル状に拡大し、世界経済の中心となりつつあるアジア。ドルを中心とする米
国主導の経済体制がかげりを見せる一方で、人・モノ・技術そしてマネーは、中国・インドという
アジアの大国を中心にして駆け巡っています。このクラスでは、大きく変容しているアジアのうね
りとグローバル経済の動きを、中国・インド・ASEAN までを視野に入れ読み解きます。また食糧、
労働、医療、人の移動などをアジアレベルでどのように「自給」していけるのか、アジアの１国と
しての日本には何が求められているのかを構想していきます。

グローバリゼーションと中国の世界戦略世界を知る
学校

現行の覇権国家（米）と
来るべき覇権国家（中）の時間差を計る
越智道雄（アメリカ評論家 /翻訳家 /明治大学名誉教授）

なぜ米は沖縄から海兵隊 8000 をグアムに移すの
か？ それがなぜ 2014 年なのか？ なぜ「太平洋軍
管区総司令部（PACOM）」がハワイにあるのか？ 
などから入る。
●主著：『ワスプ（WASP）─アメリカン・エリートはどうつくられるか』中公新
書 1998/『誰がオバマを大統領に選んだのか』NTT 出版 2008 ●参考文献：
越智道雄『ブッシュ家とケネディ家』朝日選書 2003/ 越智道雄『アメリカン・
エスタブリッシュメント』NTT 出版 2006

TPPによって暮らしはどう変わる？
─農産物・サービス貿易の自由化と日本の「成長戦略」
を問う

萩原伸次郎（横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授）

現在民主党政権下で参加が問われている（講義の
段階ではすでに決着済みかもしれませんが）TPP

（環太平洋戦略的経済連携協定）への参加が、日本
経済へどのような影響を与えるのかについて論じ
ます。
●主著：『米国はいかにして世界経済を支配したか』青灯社 2008/『通商産業
政策』日本経済評論社 2003 ●参考文献：萩原伸次郎『TPP「第３の構造改革」

（仮）』かもがわ出版 2011（近刊）/ 萩原伸次郎『ワシントン発の経済「改革」
増補改訂版─オバマ政権・TPPと日本（仮）』新日本出版社 2011（近刊）

7/11

7/25

8/29

9/12

10/3

10/17

10/31

11/14

進む医療の国際化
─医療ツーリズムの動向
植村佳代（株式会社日本政策投資銀行産業調査部 副調査役）
世界の医療ツーリズム（メディカル・ツーリズム）市場が拡
大傾向にある。世界の動向を概観するとともに、わが国にお
ける潜在的な需要や問題点・課題について考えてみたい。
●参考文献：ジョゼフ・ウッドマン『メディカルツーリズム―国境を超える患者た
ち』（訳書）医薬経済社 2008/ 松山幸弘『医療改革と経済成長─改革論争の常
識は誤り! “ 日本版医療ニューディール計画 ” 成功への提言』日本医療企画 2010

Ⅰ . 揺らぐ世界秩序と中国の動き

Ⅲ . 持続可能な世界とアジアを構想する

Ⅱ . 資源をめぐる争奪戦と越境する
　グローバル・ビジネス

中国は何処へ行く？ 
辻 康吾（毎日新聞名誉職員 /現代中国資料研究会代表）

にわかに肥大し変容しつつある「中国問題」への
適切なアプローチを探り、「中国的特質」とは何か
を考えたい。
●編訳著：韓鉄『中国共産党史の論争点』岩波書店 2008 ●参考文献：リンダ・
ヤーコブソン、リーン・ノックス（共著）『中国の新しい対外政策』（訳書）岩
波書店 2011（近刊）※可能ならば魯迅の「阿 Q 正伝」を読んでおいてください。

（桃山学院大学経済学部教授〈2011 年４月～〉/
元・青島農業大学合作社学院教授）

東アジア共同体構築への道と日本再生の条件
進藤榮一

東アジア共同体は必要か、可能か。21 世紀情報革
命が生み出したアジア域内共通のリスクと利益と
文化を検証し、中国脅威論と TPP を題材とし、日
本再生の条件を探る。
●主著：『国際公共政策―「新しい社会」へ』日本経済評論社 2010/『脱グロー
バリズムの世界像─同時代史を読み解く』日本経済評論社 2003 ●参考文献：
進藤榮一『東アジア共同体をどうつくるか』ちくま新書 2007/ 進藤榮一・平川
均（共編）『東アジア共同体を設計する』日本経済評論社 2006 

（筑波大学大学院名誉教授 /早稲田大学アジア研究機構前客員
教授 /日本新技術促進機構会長 /国際アジア共同体学会代表）

12/5
成長なき時代の「国家」と
経済のあり方を構想する
中野剛志（京都大学助教 /元経済産業省課長補佐）　

2020 年代後半、経済成長がなくなった時代を想
定し、国家経済運営のあるべき姿を議論します。
●主著：『国力論─経済ナショナリズムの系譜』以文社 2008/『考
えるヒントで考える』幻戯書房 2010 ●参考文献：中野剛志（共編著）『成長な
き時代の「国家」を構想する─経済政策のオルタナティヴ・ヴィジョン』ナカ
ニシヤ出版 2010

（10「脱成長の時代を生きる」クラスと合同）

ⓒ産経新聞
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超大国・アメリカが中東でおこなってきたこと
─ブッシュ・オバマ政権を中心に
油井大三郎（東京女子大学現代教養学部教授）

2001 年９月 11 日の同時多発テロ事件以来、米国
は中東に泥沼的な介入を続けている。オバマ大統
領は「文明間の対話」を提唱しているが、果たし
てそれは実現可能なのか、この問いを歴史的に考
えてみたい。
●主著：『なぜ戦争観は衝突するか─日本とアメリカ』岩波現代文庫 2007/

『好戦の共和国 アメリカ─戦争の記憶をたどる』岩波新書 2008 ●参考文献：
油井大三郎『戦後世界秩序の形成─アメリカ資本主義と東地中海地域 1944-
1947』東京大学出版会 1985/レザー・アスラン『仮想戦争─イスラーム・イスラ
エル・アメリカの原理主義』（訳書）藤原書店 2010

● 2011 年５月～ 12 月　● 基本的に隔週金曜日 19:00 ～ 21:00　
● 全 10 回 / 定員 30 名　● 受講料 30,000 円

6/3

6/17

7/15

7/23

9/9

2011 年、チュニジアから始まった民衆デモは、エジプトへ飛び火し、その後次々と近隣のアラブ
諸国へと広がっていきました。人びとは長きにわたる独裁政権に NO をつきつけ、民主的な社会を
求め立ちあがったのです。またその背景には、特に 911 後のアフガン・イラクへの攻撃や、イス
ラエル支援等の米国の中東政策に絶えず従属させられてきた歴史に対する明確な否定の意思が込め
られています。911 から 10 年を迎える今年、このクラスでは前半で 911 後の中東情勢を大きく
分析し、後半でアラブ諸国の民衆デモについて扱います。反米・民主化を求める民衆運動は、何を
私たちに問いかけているのでしょうか。アラブの視点から徹底的に考えます。

アラブ大変動
─ 911から10年、立ち上がる民衆の力

世界を知る
学校

誰が殺されてきたのか
─メディアが伝えてこなかった被害者のいのち
◆上映作品：『ガザ攻撃』
〈『ガザに生きる』５部作の第５部〉
　（監督：土井敏邦 /日本 /90 分）

土井敏邦（ジャーナリスト）【予定】

2008 年のイスラエルのガザ攻撃は約 1400 人（７
割が民間人）の犠牲者を出しました。被害は人命
や家屋に限らず、工場や農地など産業基盤も破壊
されました。被害の実態を遺族や関係者の証言を
元に描いたドキュメンタリー作品を観ながら、人びとの声を
十分に伝えられない既存のメディアの問題をお話しいただき
ます。
●主著：『パレスチナの声、イスラエルの声』岩波書店 2004/『アメリカのユダ
ヤ人』岩波新書 1991●参考文献：土井敏邦『沈黙を破る』岩波書店 2008/ド
キュメンタリー DVD『沈黙を破る』2010

エジプト革命と揺らぐ米国の中東政策
北沢洋子（国際問題評論家）    

チュニジア、エジプト革命は、青年の平和的なデ
モによって成功した。アラブの独裁政権や王政を
支援して、イスラエルを守ってきた米国の中東政
策はジレンマに陥っている。
●主著：『利潤か人間か─グローバル化の実態と新しい社会運動』コモンズ 
2003

失敗に終わった「対テロ」戦争
─アフガン、イラクの現場から
谷山博史（日本国際ボランティアセンター〈JVC〉代表理事）

対テロ戦争の失敗―アフガニスタン、イラク、パ
レスチナの戦争の現場からアフガン、イラクで対
テロ戦争はなぜ失敗したのか。日本は戦争に関与
することで何を失ったのか。日本政府と市民がな
すべきことは何か。紛争を理解することが平和の鍵です。

アラブの民衆革命とグローバル経済
─民営化・債務・貧困にNOをつきつけた人びと
福田邦夫（明治大学教授）

2011 年にアラブ諸国に広がった民衆革命の大き
なうねり。それは単なる『ネット革命』ではなく、
金融や貿易の自由化、国営企業の民営化を推し進
めてきたグローバル経済への抵抗運動でもありま
す。貧困や失業、食糧難を引き起こしている経済のあり方を
問いながら、アラブ諸国の社会運動の可能性について、お話
しいただきます。
●主著：『グローバリゼーションと国際貿易』（共著）大月書店 2006/『独立後
第三世界の政治・経済過程の変容─アルジェリアの研究事例（明治大学社会
科学研究所叢書）』 西田書店 2006

10/21

11/4

11/19（⼟）午後

12/2

フェイスブックとTwitterが世界を変える!?
─アラブ諸国の民衆メディア運動
アレズ・ファクレジャハニ（ジャーナリスト/東京外国語大学研究員 ) 

【依頼中】
アラブ諸国に広がる民衆デモの要因の一つには、フェイスブッ
クや Twitter 等のメディアがあるといわれています。チュニ
ジア・エジプトのデモが巻き起こる中で、イランでは政府が
ソーシャルメディアの影響力を恐れて、国外に拠点をおいて
いる「緑の運動」のサイトらにサーバー攻撃、民衆はその攻
撃をすり抜け発信するというネット空間での攻防戦が繰り広
げられています。この回ではイラン出身のジャーナリストを
お迎えしてアラブ諸国の民衆の本音に迫り、メディア運動の
課題と可能性をお話しいただきます。
●参考 HP：「中東のイラン出身ジャーナリスト 中東政治・社会研究者」http://
touji-shabeyalda.blogspot.com/

アラブ民主化へのチカラ
─チュニジア・エジプトのデモが投げかけたもの
ダルウィッシュ・ホサム（東京外国語大学大学院講師・研究員）
チュニジア・エジプト革命は、「永続的かつ安定的」と呼ばれ
たエジプトの独裁体制に立ち向かった若者たちによって牽引
されました。彼・彼女らは特定の組織された政治勢力ではなく、
底辺の一般大衆による変革が可能だということを証明しまし
た。エジプト民衆は今後どのような社会の姿を希求している
のかについてお話しいただきます。
●参考文献：「エッセイ279：ホサム・ダルウィッシュ『最近のエジプト情勢に
ついての所見』」関口グローバル研究会 http://www.aisf.or.jp/sgra/active/
sgra2011/post_389.php

フェアトレードという連帯の形
─互いのエンパワーメント
皆川万葉（パレスチナ・オリーブ）

パレスチナからフェアトレードでオリーブ商品を
輸入・販売。現地生産者や日本のお店・個人とつ
ながって一人一人が大切にされる社会を一緒につ
くっていこうという経験からお話しします。
●参考文献：『パレスチナ/イスラエルの女たちは語る』刊行委員会（編）『パ
レスチナ/イスラエルの女たちは語る─オリーブがつくる平和へのオルタナティ
ブ』つげ書房新社 2002

早尾貴紀（東京経済大学教員 /パレスチナ情報センター）

パレスチナへの開発援助がイスラエルによる占領
体制に組み込まれている !?  政治経済からモラルま
でが崩壊していった 10 年間を振り返りつつ、あ
るべき市民のつながりを考えたい。
●主著：『ユダヤとイスラエルのあいだ』青土社 2008/ ●参考文献：サラ・ロイ

『ホロコーストからガザへ―パレスチナの政治経済学』（訳書）青土社 2009

人びとがつくる「アラブ世界」への視点
岡 真理（京都大学大学院人間・環境学研究科教授）　　　

パレスチナ問題やアラブ民衆革命を論じる際、日
本社会にいる私たちは、どのような場から語って
いるのでしょうか。私たちはそれらと無関係に居
るのでしょうか？ これらの課題が民衆の目線から
国際的に認識され解決の途に至らない理由の一つとして、私
たちの認識が一方の当事者に都合よく操作されているという
事実があります。いかにしてアラブの人びととつながる回路
を持ち、状況を変えていけるか、その道筋についてお話しい
ただきます。
●主著：『アラブ―祈りとしての文学』みすず書房 2008/『棗椰子の木陰で―第三
世界フェミニズムと文学の力』青土社 2006 ●参考文献：サラ・ロイ『ホロコース
トからガザへ  パレスチナの政治経済学』青土社 2009/WiSEC（編）『Women in 
Struggle ─目線─パレスチナ 占領・ジェンダー・人権を考える』WiSEC 2008

ことばとビートで紡ぐ占領への抵抗
─アラブ・ヒップホップとパレスチナの若者たち 
田浪亜央江
（大学非常勤講師 /ミーダーン〈パレスチナ・対話のための広場〉運営委員）

陰惨な死と恐怖だけがパレスチナではない。占領
や差別に抵抗する者たちの文化は、支配者たちの
文化より圧倒的にカッコよく、力強い。これがお
伝えしたいことです。
●主著：『〈不在者〉たちのイスラエル―占領文化とパレスチナ』インパクト出
版会 2008 ●参考文献：山本薫「我々を隔てることはできない─映画『スリン
グショット・ヒップホップ』が見せたパレスチナラップの可能性」『インパクション』
175 号 インパクト出版会 2010

（13「抵抗の文化―近未来のためのアクティヴィズム」クラスと合同）

10/6
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拉致問題をどう乗り越えるか
蓮池 透（元・北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局長）

拉致問題は、何の進展もないまま９年目に入った。
これを 10 年にしてはならない。十年一昔という。
昔のことではない。今解決しようと思えばできる
のではないか。ではどうしたら良いのか。考えて
みたい。
●主著：『拉致─左右の垣根を超えた闘いへ』かもがわ出版 2009/『拉致２─
左右の垣根を超える対話集』（共著）かもがわ出版 2009 ●参考文献：蓮池透

『拉致─左右の垣根を超えた闘いへ』かもがわ出版 2009/蓮池透・森達也他『拉
致２─左右の垣根を超える対話集』かもがわ出版 2009

ネット右翼のコリアンバッシング
─「在特会」を事例に
安田浩一（ジャーナリスト）　
排外主義を煽る人たちの素顔とは。なぜ安直なナ
ショナリズムに絡めとられるのか。そして、「在特
会」を生み出した社会に生きる者としての「私た
ちの責任」をも考えてみたい。
●主著：『ルポ 差別と貧困の外国人労働者』光文社新書 2010/『外国人研修
生殺人事件』七つ森書館 2007 ●参考文献：『g２』Vol.６講談社 2010

オリエンテーション

【対談】私たちは北朝鮮とどう向きあうのか
大江正章（コモンズ代表 /ジャーナリスト/PARC理事）

バッシングからは何も生まれません。事実をよく
知ったうえで、何を変えればよいか、隣国のふつ
うの人びとや在日コリアンとどう付き合っていく
かを考えていきましょう。
●主著：『地域の力─食・農・まちづくり』岩波新書 2008 ●参考文献：金聖甫

（共著）『写真と絵で見る北朝鮮現代史』（訳書）コモンズ 2010/ 石任生（撮影）
＋安海龍（文）『北朝鮮の日常風景』（訳書）コモンズ 2007

姜
カ ン

 誠
ソ ン

（ルポライター）　
隣人との交際を絶つことはできません。拉致問題、
植民地支配の未清算など、さまざまな問題を抱え
る北朝鮮と日本はどのように向き合っていくの
か？ そのことをいっしょに考えたいと思います。
●主著：『越境人たち 六月の祭り』集英社 2003 ●参考文献：姜誠「北朝鮮理
解にマスメディアとの差異─在日コリアン・エスニックメディアに見る延坪島砲
撃事件」『新聞研究』No.715 社団法人日本新聞協会 2011年２月 / 姜誠「在日
コリアンのエスニック・メディアの状況」『学術の動向』2011年１月号 財団法
人日本学術協力財団

映画を観る

「脱北者」が経験すること…
女性の場合
◆上映作品：『クロッシング』
　（監督：キム・テギュン/ 韓国 /107 分 /2008）

宋
ソ ン

 允
ユ ン ボ ク

復
その凄惨さゆえに、映画『クロッシング』でもほ
のめかすに留めた脱北者の経験の一端なりともを
共有したい。強制送還された脱北者の終着点、「政
治犯収容所」にも触れる。
●参考文献：安明哲『北朝鮮絶望収容所―完全統制区域の阿鼻地獄』（訳書）
ワニ文庫 2000/ 申東赫『収容所に生まれた僕は愛を知らない』ベストセラー
ズ 2008

金正日・金正恩体制の耐久性を検証する
礒﨑敦仁（慶應義塾大学専任講師）

ソ連・東欧の社会主義体制崩壊から早 20 年。つ
いに三代目をお披露目した北朝鮮。体制維持の要
因を多角的に検証し、今後について共にブレイン
ストーミングしてみましょう。
●主著：『北朝鮮入門─ LIVE 講義』（共著）東洋経済新報社 2010/『北朝鮮と
人間の安全保障』（共編著）慶應義塾大学出版会 2009 ●参考文献：礒﨑敦
仁・澤田克己『北朝鮮入門─ LIVE 講義』東洋経済新報社 2010

韓国の若者の北朝鮮観と
準戦時体制の基盤としての徴兵制度
きむ そんは（立教大学生 /PANDA〈韓国の徴兵制について考える会〉）
私たちは「偶然」韓国で生まれただけで、北朝鮮、
中国、日本にも恨む理由はなく、ただバンドがや
りたい「人間」だ。若者の自由を束縛する韓国の「徴
兵制度」についてお話しする。
●参考 HP：連載「パンにハムをはさむニダ」『マガジン９』http://www.
magazine9.jp/kim/ ●参考文献：権仁淑『韓国の軍事文化とジェンダー』（訳
書）御茶の水書房 2006/ 雨宮処凛『怒りのソウル─日本以上の「格差社会」
を生きる韓国』金曜日 2008

北朝鮮内部はどうなっているのか？
大きく変化する隣国の実情を伝える
石丸次郎（ジャーナリスト/アジアプレス）

現在、北朝鮮の人たちと一緒に取材チームを作って記録活動
をしています。豊富な動画と写真を使って、大変化を遂げる
北朝鮮内部の実情を解説します。
●責任編集：『季刊リムジンガン 北朝鮮内部からの通信』第１号～第５号 ア
ジアプレス出版部 2008 ～2011/ ●参考文献：石丸次郎『北朝鮮からの脱出者
たち』講談社 +α文庫 2006/ 石丸次郎（責任編集）『季刊リムジンガン 北朝
鮮内部からの通信』第５号 アジアプレス出版部 2011年４月（近刊）

● 2011 年５月～ 12 月　● 基本的に隔週火曜日 19:00 ～ 21:00
● 全 12 回 / 定員 30 名　● 受講料 34,000 円

5/10

6/11（⼟）

5/24

韓国・大延坪島に対する砲撃や、核実験、そして金正日の後継者として突然登場した金正恩─こう
した事象の積み重ねによって、90 年代以降に生まれた南北統一・和解ムードは一転し、朝鮮半島
情勢は一触即発の緊張状態にあります。米国・中国という二つの大国の戦略の影響を受けながら、
北朝鮮はますます孤立し、国際社会からも遠ざかっていっています。その一方で、日本では北朝鮮
に対して「独裁」「飢餓」「正体不明の危険な国」という偏ったイメージから脱せず、その歴史や現
在を生きる人びととつながる回路を見出せずにいます。このクラスでは、北朝鮮についての基本的
な知識を学んだ上で、いまの喫緊の課題を深く掘り下げます。映像・映画などを使用しながら、「ほ
んとうの北朝鮮」の姿を見つめ、私たちが隣人としてどう行動するべきかをともに議論しましょう。

どうなる!?  北朝鮮
─ 平和な東アジアを創る

世界を知る
学校

日本と朝鮮半島の100年史から
私たちの歴史観を問いなおす
和田春樹（東京大学名誉教授）

日韓併合から 100 年が過ぎた現在、改めて北朝鮮の近現代史
と日本のかかわりを、お話しいただきます。私たちがもつ北
朝鮮へのまなざしはどうつくられ、再生産されてきたのか─。
歴史をとらえかえし、「誤解」や「思いこみ」をときほぐして
いきましょう。
●主著：『これだけは知っておきたい 日本と朝鮮の一〇〇史』平凡社 2010/『日
露戦争 起源と開戦【上】』岩波書店 2009/『日露戦争 起源と開戦【下】』岩波
書店 2010

映画を観る

将軍様に捧げる革命の恋歌
─日本植民地時代の記憶と「我が式社会主義」
李
イ

 香
ヒャンジン

鎮（立教大学）

北朝鮮の映画論は社会主義リアリズムに基づいた
抗日革命伝統から「唯一・主体思想」を主唱する
首領文学論へ移った。本講義はその変化が日本植
民地期の朝鮮人民革命闘争の解釈に如何なる影響
を与えたのかを考察する。
●主著："Contemporary Korean Cinema: Identity, Culture, and Politics" Manchester 
University Press 2001/『韓流の社会学 フ̶ァンダム、家族、異文化交流』岩波
書店 2008

6/21

7/19

9/3（⼟）午後

9/13

10/4

10⽉中の⼟⽇で⽇程調整中

10/11

10/25

11/8

荒れ狂ったメディアと警察のバッシング
─対北朝鮮圧力政策の実態
青木 理（ジャーナリスト）　
拉致問題を機に日本社会に高まった反北朝鮮ムー
ドは、北朝鮮と関係のある人々へのバッシングを
拡散させた。警察の動きなどから、その異常さを振り返る。
●主著：『ルポ 拉致と人々─救う会・公安警察・朝鮮総連』岩波書店 2011/『北
朝鮮に潜入せよ』講談社現代新書 2006 ●参考文献：青木理『ルポ 拉致と人々
─救う会・公安警察・朝鮮総連』岩波書店 2011/ 青木理・和田春樹・蓮池透
ほか（共著）『拉致問題を考え直す』青灯社 2010

北朝鮮核ミサイルへの対策はあるのか？ 
田岡俊次（軍事ジャーナリスト）　　
北朝鮮の核は深刻な脅威だが、ミサイル防衛は一
斉登射に対抗できず、位置不明のミサイルを攻撃
で壊すのも不可能。相手が自暴自棄なら抑止も効
かない。日本はどうすべきか。
●主著：『Superpowers at Sea：An Assessment of the Naval Arms Race』
Oxford University Press 1989/『北朝鮮・中国はどれだけ恐いか』朝日新書 
2007 ●参考文献：船橋洋一『ザ・ペニンシュラ・クエスチョン―朝鮮半島第二
次核危機』朝日新聞社 2006/ドン・オーバードーファー『二つのコリア─国際
政治の中の朝鮮半島』（訳書）共同通信社 1998

Ⅰ . 北朝鮮へのまなざし
─植民地支配から現代まで

Ⅱ . 現代北朝鮮の闇
─国家と人びとの暮らしの間

Ⅲ . 北朝鮮と日本社会
─差別と非難のまなざしはどうつくられるのか

Ⅳ . 平和な東アジアを構想する

東京のコリアン・タウン枝川：朝鮮学校を訪ねる

在日コリアン・朝鮮学校について
知っていますか？
─教育・文化・暮らしの視点から
宋
ソ ン

 賢
ヒョンジン

道（東京朝鮮第二初級学校新校舎建設委員会事務局）

在日コリアン、朝鮮学校の歴史と現状、今後の課
題についてお話しします。
●参考文献：江東・在日朝鮮人の歴史を記録する会編『東京の
コリアン・タウン─枝川物語』樹花舎 2004/ 枝川裁判支援連
絡会編『とりあげないでわたしの学校―枝川朝鮮学校裁判の記
録〈第一集〉』樹花舎 2006

撮影者　岩尾克治

（「NO FENCE」事務局長 / 元『統一日報』記者）
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経済学者はなぜ経済成長を前提とするのか
─金融資本主義に代わる「公共的な資本主義」の形とは
間宮陽介（京都大学大学院人間・環境学研究科教授）　

現代の資本主義は、「貨幣による貨幣の生産」を主
とする経済（金融資本主義）へと変貌を遂げつつ
あります。このようななか、どのようにすれば人
間本来の経済を取り戻すことができるか、考えて
いきたいと思います。
●主著：『法人企業と現代資本主義』岩波書店 1993/『同時代論─市場主義
とナショナリズムを超えて』岩波書店 1999 ●参考文献：J.M.ケインズ『雇用、
利子および貨幣の一般理論（上・下）』（間宮陽介訳）岩波文庫 2008

社会保障と雇用をどうする !?
─新自由主義から新福祉国家へ
後藤道夫（都留文科大学教員）

十数年間の激しい構造改革で日本社会は壊れかかっています。
しかし、それ以前の日本社会でも国民の生活保障はとても脆
弱でした。日本に必要な「福祉国家革命」を考えます。
●主著：『反「構造改革」』青木書店 2002/『改訂版 なぜ富と貧困は広がるの
か─格差社会を変えるチカラをつけよう』（共著）旬報社 2009 ●参考文献：
京都府保険医協会編『社会保障でしあわせになるために─「社会保障基本法」
への挑戦』かもがわ出版 2007/ 後藤道夫・渡辺治ほか（共著）『新自由主義
か新福祉国家か─民主党政権下の日本の行方』旬報社 2009

埼玉県小川町を訪ねる

有機農業を核とした地域自立の経済づくり
─農家から商店街・地場産業活性化への広がり
案内人：高橋優子（NPO生活工房つばさ・游理事長）

地域の有機農産物を地元の酒蔵や豆腐屋が提携（全
量買取、即金、再生産可能価格）で支え、農家の
やる気を生み出し、有機的な関係が地域の経済の
好循環を生み出しています。
●参考文献：大和田順子『アグリ・コミュニティビジネス─農山村力×交流力
でつむぐ幸せな社会』学芸出版社 2011/ 岸康彦（編）『農に人あり志あり』創
森社 2009

ラオスで考えた、幸福に結びつく豊かさとは？
─開発がもたらした「貧困」からの転換
新井綾香

開発援助には日本の税金や企業が大きく関わって
います。その開発援助は果たして本当に途上国の
人びとを幸せにしているのでしょうか。村から眺
めた開発援助の姿をお話しします。
●主著：『ラオス 豊かさと「貧しさ」のあいだ─現場で考えた国際協力とNGO
の意義』コモンズ 2010 ●参考文献：新井綾香『ラオス 豊かさと「貧しさ」の
あいだ─現場で考えた国際協力とNGO の意義』コモンズ 2010

「希望は、商店街」
─シャッター商店街を再生するプロジェクト
古川康造（高松丸亀町商店街振興組合 理事長）

少子化高齢社会に対応した新しい形の地方自治組
織の創設を目指して、中心市街地再生に向けて、
日々精力的に取り組んでいます。そもそもなぜ中
心市街地の活性化が必要なのか？ 人口減、高齢化
社会では過去の様々な仕組みが通用しなくなってきました。
新しい街の仕組みをご披露します。
●参考 HP：「高松丸亀町商店街」http://www.kame3.jp/

貧困をなくし、誰もが幸せに暮らせる政策を
湯浅 誠（自立生活サポートセンターもやい事務局長）

人口構成、世帯構成の急激な変化、グローバル化
と貧困層の拡大に、どうにもついていけていない
ように見える日本社会。なんでなんだろう？ 何が
必要なんだろう？ そんなことを考えてみます。
●主著：『反貧困─「すべり台社会」からの脱出』岩波新書 2008/『どんとこい、
貧困！』理論社 2009

豊かさの江戸モデル
鬼頭 宏（上智大学教授）

人口と開発が停滞した 18 世紀のひとびとのくら
しを顧みることによって、産業社会が限界に達し
た現代を生きる知恵を探ってみたい。
●主著：『人口から読む日本の歴史』講談社学術文庫 2000/『〔図説〕人口で
見る日本史̶縄文時代から近未来社会まで』PHP 研究所 2007 ●参考文献：
鬼頭宏『文明としての江戸システム』講談社 2010/ 鬼頭宏『環境先進国 江戸』
PHP 新書 2002

「南」の教え
─アフリカと日本の山村から見えたこと
勝俣 誠（明治学院大学教員）　
経済成長がないと食べていけないとよく言われますが、「遅れ
た『南』」に学ぶコトはないのでしょうか。「南」は「南」へ、

「北」は「北」へ、を二つの地域の村から考えます。
●使用教材：勝俣誠「「沖縄問題」は「南北問題」」季刊『環』Vol.43 2010 
Autumn 藤原書店（※オリエンテーションの時に配布しますので、各自読んで
から参加してください）●主著：『アフリカは本当に貧しいのか─西アフリカで
考えたこと』朝日選書 1993、朝日新聞出版オンデマンド版 2008

● 2011 年５月～ 12 月　● 基本的に隔週月曜日 19:00 ～ 21:00  
● 全 15 回 / 定員 30 名　● 受講料 38,000 円

5/9 6/17（⾦）

7/4

7/11

7/23（⼟）

5/23

6/6

生命系の経済学・再考
─コモンズ・地域循環を切り口に
丸山真人（東京大学大学院総合文化研究科教授）　

経済成長のためにより多くの資源を浪費することと、豊かに
暮らすためにより少ない資源を利用することと、どちらが現
実的であるかを考えます。
●主著：『グローバル化の行方』（共著）新世社 2004/『アジア太平洋環境の
新視点』（共著）彩流社 2005 ●参考文献：玉野井芳郎『エコノミーとエコロジー
─広義の経済学への道（新装版）』みすず書房 2002/ハーマン・デイリー『持
続可能な発展の経済学』（訳書）みすず書房 2005

経済成長が頭打ちとなり、先行きが見通せない現代。いかにして新たな市場を見つけ、利潤を上げ
て経済を活性化していくかという議論が日々なされています。その根底には、「経済成長がなけれ
ば社会や暮らしが成り立たない」という「常識」があります。しかし、本当にそれは正しいのでしょ
うか？ 経済成長という「常識」や「神話」から自由になることは、すなわち、私たちがこれまで
自明の理としてきた「幸せ」や「豊かさ」の意味を問い直すことでもあります。ひと握りの人が巨
額の富を手にする一方で、膨大な貧困層が生み出される世界、人間らしい働き方や社会への参加が
奪われた世界、経済合理性の追求によって環境破壊が起こっている世界、そして人と人とが分断さ
れた「不安社会」─。こうした現状を転換していくために、私たちは何ができるのかを考えます。

脱成長の時代を生きる
─ ポスト新自由主義の豊かさと幸せ

世界を知る
学校

脱成長への道
─ラトゥーシュを導き手として
中野佳裕（立命館大学客員研究員）　
ラトゥーシュの脱成長論を、近代世界システムの構造的暴力
を克服する倫理学＆民主主義理論として紹介します。生命の
尊厳を守る新しい社会をみんなで考えましょう。
●主著：「脱成長の正義論」勝俣誠＋マルク・アンベール（編著）『分かち合い
の社会を創る』コモンズ 2011（近刊）/「セルジュ・ラトゥーシュの思想圏につ
いて」セルジュ・ラトゥーシュ『経済成長なき社会発展は可能か？─〈脱成長〉
と〈ポスト開発〉の経済学』（訳書）作品社 2010

ワーカーズコープの地域福祉事業所を訪ねる

仕事おこしの協同組合・協同労働の可能性
古谷直道（日本労働者協同組合〈ワーカーズコープ〉連合会顧問）

社会の構造が大きく変化するこの時代に、一人ひ
とりが自分の働き方を振り返り、新しい働き方に
も視野を広げましょう。東京近郊の現場を訪問し、
ワーカーズコープと協同労働の可能性を考えます。
●参考文献：協同総合研究所編『［研究年報］新しい公共と市民自治─「新
しい公共と市民自治」研究会報告』協同総合研究所 2009

9/5

9/26

10/15（⼟）午後

10/24

11/7

11/21

12/5

12/19

社会的排除の構造に、イタリア協同組合は
どこまで迫れるか ─協同労働の思想と実践
田中夏子（都留文科大学文学部社会学科教員） 

労働現場で、あるいは暮らしの場で、社会的排除
がますます深刻化する今日。その排除への対応に
奔走するのみならず、排除の構造そのものに介入
するための協同組合や協同労働は、いかにして可
能なのか、検討と議論を行なう予定です。
●主著：『イタリア社会的経済の地域展開』日本経済評論社 2005/『現場発 ス
ローな働き方と出会う』（共著）岩波書店 2004

成長なき時代の「国家」と
経済のあり方を構想する
中野剛志（京都大学助教 /元経済産業省課長補佐）　

2020 年代後半、経済成長がなくなった時代を想定し、国家
経済運営のあるべき姿を議論します。
●主著：『国力論─経済ナショナリズムの系譜』以文社 2008/『考えるヒントで
考える』幻戯書房 2010 ●参考文献：中野剛志（共編著）『成長なき時代の「国家」
を構想する─経済政策のオルタナティヴ・ヴィジョン』ナカニシヤ出版 2010

（07「グローバリゼーションと中国の世界戦略」クラスと合同）

脱成長の豊かな地域
大江正章（コモンズ代表 /ジャーナリスト/PARC理事）

既存の経済成長とは異なる社会発展と真の豊かさ
を実現している地域を、各地で取材してきました。仕事を創り、
いのちを守り、人が集う魅力的な活動を紹介していきます。
●主著：『地域の力─食・農・まちづくり』岩波新書 2008/『新しい公共と自治
の現場』（共著）コモンズ 2011●参考文献：勝俣誠＋マルク・アンベール（編著）

『分かち合いの社会を創る』コモンズ 2011（近刊）/ 大江正章『地域の力─食・
農・まちづくり』岩波新書 2008

（日本国際ボランティアセンター ラオス事務所前代表 /
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）　

世
界
を
知
る
学
校

世
界
を
知
る
学
校

なぜ、デンマーク人は幸福な国を
つくることに成功したのか
ケンジ・ステファン・スズキ
（S.R.A.Denmark 代表 /風のがっこう代表）

デンマークの人達は長い歳月をかけ、「ゆりかごから墓場まで」
国民が支援し合う社会をつくり、世界で最も幸せな国民と呼
ばれる国家を建国しました。どうしてそのような国をつくる
ことができたのか…。
●主著：『デンマークが超福祉大国になったこれだけの理由』合同出版 2010/

『消費税 25％で世界一幸せな国デンマークの暮らし』角川 SSC 新書 2010 ●
参考文献：ケンジ・ステファン・スズキ『デンマークという国 自然エネルギー
先進国─「風のがっこう」からのレポート』合同出版 2007/ケンジ・ステファン・
スズキ『なぜ、デンマーク人は幸福な国をつくることに成功したのか─どうして、
日本では人が大切にされるシステムをつくれないのか』合同出版 2008
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世界を知る
学校

コーヒーとフェアトレード
─東ティモールの経験
井上礼子（NPO法人パルシック代表理事） 

香しいコーヒーは、もはや私たちの生活にとって
なくてはならぬもの。「うちカフェ」がブームと言
われ、自宅でコーヒーの焙煎までする人が増えて
いる。その香りのなかで、このコーヒーを１粒１
粒摘み取り、果肉を除去し…という作業をする生産者たちに
も思いを馳せたい。

東京都文京区を訪ねる

珈琲の焙煎を体感しよう！
河野雅信（珈琲サイフォン株式会社 代表取締役社長）

一般消費者の方は生豆を見たことがなく、黒く煎っ
た豆が輸入されていると勘違いしている方も多く
いらっしゃいます。生豆がどの様にして焙煎され
るのか体験してみましょう。
●主著：『知識ゼロからのコーヒー入門』幻冬舎 2009

5/13 9/10（⼟）10:00 〜 12:00	

10/14

11/11

6/3

7/8

● 2011 年５月～ 11 月　● 基本的に毎月第２金曜日 19:00 ～ 21:00　
● 全６回 / 定員 30 名　● 受講料 20,000 円 

世界中の人が愛してやまない飲みもの、コーヒー。コーヒーはどのように生まれ、なぜおいしいのでしょう？ 
その答えを探るべく、フェアトレードやコーヒーに長年携わってこられた方がたを講師に招いて、コーヒー
の実が生まれ、私たちの口に入るまでの一連の流れを追いかけます。地球と人に優しい「フェアトレード」
という輸出入や流通について具体的に学ぶと同時に、実際に焙煎やコーヒーの美味しい淹れ方も体験します。
１杯の美味しいコーヒーが持つ物語を一緒にひもときながら、コーヒーの向こう側にある産地の風景や生産
者の暮らしを感じてみましょう。

おいしいコーヒーの物語
─ フェアトレードから考える

「キリマンジャロ」の産地・ルカニ村
─フェアトレードの役割と課題
辻村英之（京都大学教員）

私が主導しているルカニ村・フェアトレード・プ
ロジェクトを事例とし、写真をふんだんに利用し
て、フェアトレードの意義と困難さについて具体
的に説明します。
●主著：『おいしいコーヒーの経済論─「キリマンジャロ」の苦い現実』太田
出版 2009/『コーヒーと南北問題─「キリマンジャロ」のフードシステム』日本
経済評論社 2004 ●参考文献：辻村英之『おいしいコーヒーの経済論─「キリ
マンジャロ」の苦い現実』太田出版 2009　

メキシコでのフェアトレード・
コーヒーショップ作りをめざして
山本純一（慶應義塾大学教員）

日本にメキシコ・マヤビニック生産者協同組合の
フェアトレード・コーヒーを紹介するだけでなく、
メキシコ国内でのフェアトレード・コーヒーショッ
プ作りをめざしています。
●主著：『メキシコから世界が見える』集英社新書 2004/『インターネットを武
器にした〈ゲリラ〉─反グローバリズムとしてのサパティスタ運動』慶應義塾
大学出版会 2002 ●参考文献：山本純一・田島英一（共編著）『協働体主義─
中間組織が開くオルタナティブ』慶應義塾大学出版会 2009/ 山本純一「コー
ヒーのフェアトレードの可能性と課題」山本純一・野村亨（共編著）『グローバ
ル・ナショナル・ローカルの現在』慶應義塾大学出版会 2006

〈８月〉東ティモール
フェアトレードコーヒー生産者を訪ねる旅
パルシックの人気商品「カフェ・ティモール」の生産者の村を訪ね、
コーヒーの生産を手伝いながら、農民とふれあう旅へ一緒に行き
ませんか。※別途参加費がかかります。詳細は P２をご覧ください。

良いコーヒー、悪いコーヒー、普通のコー
ヒー。美味しいコーヒーとまずいコーヒー 
松本勝芳（石光商事株式会社 東京コーヒーチーム）

「コーヒーは嗜好品だから個性に見合った味わいが
良いよね！」でも、それって本当？ 品質って何？ 
味覚って何？ 味作りって何？ 「良いコーヒー」と

「美味しいコーヒー」の違いを考えましょう。
●編集協力：河野雅信『知識ゼロからのコーヒー入門』幻冬舎 2009 ●参考文
献：全日本コーヒー検定委員会『コーヒー検定教本（改定版）』全日本コーヒー
商工組合連合会 2006/ 広瀬幸雄『もっと知りたいコーヒー学─工学屋が探究
する焙煎・抽出・粉砕・鑑定 etc.』旭屋出版 2007　　

コーヒーの輸入、焙煎から販売まで
岩田 斉（コーヒー鑑定士）

コーヒー価格は現在、世界需給バランス、投機対
象など様々な要因で急騰しており、品質と価格をしっかりと
目利きできることがますます重要になってきたと思います。
このような状況下での貿易取引、品質、価格とコーヒーに関
わる目利きの話を中心にしたいと思っています。

〈９月〉スリランカ
美味しい紅茶の故郷を訪ねる旅
スリランカ紅茶園を訪ね、有機紅茶生産の取り組みを見学すると
ともにスリランカの歴史を学ぶ旅も開催予定です。
※別途参加費がかかります。詳細は P２をご覧下さい。

世界を知る
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紅茶の本場、スリランカから
─生産者の暮らしとインド・タミールの歴史
中村尚司（パルシック理事）

紅茶を味わうとき、生産者が誰か気にしない。美
味しくて安全なら十分だ。しかし、時には生産者
が「ハウルの動く城」のような苦労を背負ってい
ることも考えてみよう。
●主著：『地域自立の経済学』日本評論社 1998/『人びとのアジア─民際学の
視座から』岩波新書 1994 ●参考文献：中村尚司『スリランカ水利研究序説
─灌漑農業の史的考察』論創社 1988/ 反差別国際運動アジア委員会・反差
別国際運動日本委員会編『スリランカの内戦と人権』解放出版社 2008

茶の味、色、成分を科学する
冨田 勲（静岡県立大学名誉教授 /茶学術研究会前会長）

紅茶も緑茶も同じツバキ科のチヤの樹の葉から作
られる。しかし、その味や色が違うのは何故なの
だろう。それは製法が違い、含まれる成分が違う
からである。ここでは、紅茶が飲み物として、世
界に君臨している理由を考える。
●主著：『茶の化学成分と機能』（共著）弘学出版 2002 ●参考文献：佐野満昭・
斉藤由美『紅茶の保健機能と文化』アイケイコーポレーション 2008
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● 2011 年５月～ 11 月　● 基本的に毎月第四金曜日 19:00 ～ 21:00　
● 全６回 / 定員 30 名　● 受講料 20,000 円 

私たちにホッと心安らぐ時間を与えてくれる紅茶。茶の木からは、紅茶、緑茶、ウーロン茶…、色も香りも
違うお茶ができあがります。 紀元前の中国で発祥したと言われる茶は、なぜ世界中の人びとに愛され、飲
まれるようになったのでしょうか。 このクラスでは、茶の文化が世界に広まるに至った歴史、紅茶から見
える世界の南北問題、同じ木から全く違う味の飲み物ができあがる理由、さらには、美味しく紅茶を飲むた
めの秘訣について学びます。オプショナルで、スリランカ料理店での食事会や、イギリス式のアフタヌーン
ティーを楽しむお茶会も企画しています。

香る紅茶の物語

静岡県掛川市を訪ねる

茶摘み体験で、緑茶と紅茶の違いを知ろう！
服部吉明（株式会社流通サービス代表取締役 /ハットリ農園）

美味しいお茶は土作りから。畑を見ると、違いが
よく分かります。茶摘み、手もみを体験しながら、

緑茶と紅茶の違いを
知りましょう。品種
や茶園ごとのそれぞれの木の特
徴を、実際に飲んで試してみま
せんか。

茶のルーツに迫る
─中国茶文化の歴史
川谷眞佐枝（日本中国茶普及協会理事/NPO法人現代喫茶人の会副理事長）
緑茶・烏龍茶・紅茶、全てのお茶のルーツは中国
にあります。５千年の歴史を持つ中国茶ですが、
今回は、その文化面に焦点を絞り、じっくり歴史
を辿ってみたいと思います。
●主著：『もっと気軽にティーパーティー 紅茶とお菓子』冬花社 2004 ●参考
文献：布目潮渢『茶経詳解』淡交社 2001/ 陳宗懋（編）『中国茶経』上海文
化出版社 1992

セイロンティーの奥深い魅力
堀江敏樹（ティーハウスムジカ オーナー）

2012 年は、紅茶の中でも日本人に最も親しみの
あるセイロンティーの、茶業 145 年記念の年に当
ります。個性的な優良品質茶が生産されますが、
日本の市場において RTD ─ TEA（ペットボトル・
缶紅茶）に商品化され、リーフティーの消費は減少の傾向に
あります。環境問題もあわせて今一度セイロンティーを見直
したいと思います。
●主著：『紅茶の本 決定版』南船北馬舎 2006/『カルカッタのチャイ屋さん』
南船北馬舎 1996

スリランカの茶園で過ごして
中永美津代（セイロン紅茶専門店ミツティー店長）

スリランカでの茶園滞在の体験をふまえ、セイロン
ティーの奥深い魅力、それぞれの産地による違いや、
スリランカの紅茶文化についてお話しします。
●主著：末広美津代『そんな紅茶で満足ですか―スリランカの本物の味と香り
を楽しむ秘訣』祥伝社黄金文庫 2002/ 末広美津代『泣いて笑ってスリランカ─
体当たり紅茶修業の１年日記』 ダイヤモンド社 2006（２冊とも著者名は刊行当時）

パルシック講座 パルシック講座
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たのしいアクティヴィズム①
反撃の作法篇
イルコモンズ / 小田マサノリ
（元・現代美術家 /文化人類学者 /アクティヴィスト/東京外国語大学アジア・
アフリカ言語文化研究所特任研究員 /中央大学文学部兼任講師）

20 世紀の終わりの世界に混乱と不幸をもたらしたグローバリ
ズムに対する人びとの反撃は路上からはじまりました。その
反撃はいまも多様な戦術やスタイルを次々に生み出しながら
続いています。この講義では「シアトル以後」から「エジプ
ト以後」の現在までの世界の多様なムーヴメントをお手本と
しながら、私たちにもできる「反撃の作法」を学びます。
●参考 HP：「イルコモンズのふた。」http://illcomm.exblog.jp/

いまここから始まる抵抗
毛利嘉孝（東京芸術大学准教授）

「抵抗」というと大袈裟な響きがありますが、実は
ふだんの日常生活の中にさまざまな「抵抗」の契
機が潜んでいます。最近の国内外の文化政治運動
を手がかりに、日常生活の「抵抗」の実践を考え
たいと思います。
●主著：『ストリートの思想─転換期としての1990 年代』NHK ブックス 2009/

『はじめてのDiY─何でもお金で買えると思うなよ！』ブルース・インターアクショ
ンズ 2008 ●参考文献：毛利嘉孝『ストリートの思想─転換期としての1990
年代』NHK ブックス 2009/ 毛利嘉孝『はじめての DiY ─何でもお金で買える
と思うなよ！』ブルース・インターアクションズ 2008

ことばとビートで紡ぐ占領への抵抗
─アラブ・ヒップホップとパレスチナの若者たち 
田浪亜央江
（大学非常勤講師 /ミーダーン〈パレスチナ・対話のための広場〉運営委員）

陰惨な死と恐怖だけがパレスチナではない。占領
や差別に抵抗する者たちの文化は、支配者たちの
文化より圧倒的にカッコよく、力強い。これがお
伝えしたいことです。
●主著：『〈不在者〉たちのイスラエル─占領文化とパレスチナ』インパクト出
版会 2008 ●参考文献：山本薫「我々を隔てることはできない─映画『スリン
グショット・ヒップホップ』が見せたパレスチナラップの可能性」『インパクション』
175 号 インパクト出版会 2010

（08「アラブ大変動」クラスと合同）

映画を観る

セクシュアルマイノリティとして
生きること、語ること
◆上映作品：『しみじみと歩いてる』
（監督：島田暁 /日本 /77 分 /2010）

島田 暁（映像作家 /ブログ「フツーに生きてるGAYの日常」主宰）

ゲイである自分のことを、ブログを書きながら徐々に受け入
れ、映像を YouTube に載せながら性的マイノリティの多様さ
を知り、映画を作るに至るまでの体験を語ります。
●参考 HP：「フツーに生きてる GAYの日常」http://akaboshi07.blog44.fc2.com/

韓国における抵抗の文化と「場」
─民主化闘争から現在まで
金
キ ム

 友
ウ

子
ヂ ャ

（立命館大学国際言語文化研究所研究員）

抵抗の運動や文化の創出において「場」はどのよ
うな意味をもっていたのか。「場」に注目して、韓
国の民主化闘争を振り返りつつ、2000 年代に出
現した新しい動きを紹介する。 
●主著：『歩きながら問う─研究空間〈スユ＋ノモ〉の実践』（編訳）インパク
ト出版会 2008/『ディアスポラから世界を読む─離散を架橋するために』（共
著）明石書店 2009 ●参考文献：金友子（編訳）『歩きながら問う─研究空間〈ス
ユ＋ノモ〉の実践』インパクト出版会 2008

貧乏人の反乱！
─街にのさばるマヌケ大作戦
松本 哉（素人の乱）

くだらない金持ち中心社会などには目もくれず、
すでに大バカな奴らが続々と謎の社会を切り拓い
ている！ さあ、キミも明日からとんでもないこと
をしでかしてみないか !?
●主著：『貧乏人の逆襲！─タダで生きる方法』筑摩書房 2008/『素人の乱』（共
編）河出書房新社 2008

アビジャンのストリート音楽
─文化の模倣と創造
鈴木裕之（国士舘大学文化人類学教授）

新しい文化が生まれるとはどういうことか？ アビジャンのス
トリート音楽を通して、現代アフリカの若者によるアクティ
ヴィズムを紹介します。
●主著：『ストリートの歌─現代アフリカの若者文化』世界思想社 2000/「アフ
リカ文化論─音楽から見たアフリカ社会  伝統から現代まで」舩田クラーセン
さやか（編）『アフリカ学入門─ポップカルチャーから政治経済まで』（共著）
明石書店 2010 ●参考文献：マビヌオリ・カヨデ・イドウ『フェラ・クティ―戦
うアフロ・ビートの伝説』（鈴木ひろゆき訳）晶文社 1998/ エレン・リー『ルー
ツ・オヴ・レゲエ―最初のラスタ  レナード・ハウエルの生涯』（鈴木ひろゆき訳）
音楽之友社 2003

映画を観る

アーティストが問う戦後日本
─映画『ANPO』が紡ぐ抵抗の表現
アライ＝ヒロユキ（美術・文化社会批評）

◆上映作品：『ANPO』
　（監督：リンダ・ホーグランド/アメリカ・日本 /89 分 /2010/ 配給・宣伝：アップリンク）

映画『ANPO』は戦後の欺瞞を暴くアーティストのドキュメ
ントです。1950 年代の反基地闘争から近年の沖縄問題まで、
社会批評をも担ってきた美術の系譜を紹介します。
●主著：『宇宙戦艦ヤマトと70 年代ニッポン』社会評論社 2010 ●参考文献：
池田龍雄『夢・現・記 ─画家の時代への証言』現代企画室 1990/ 桂川寛『廃
虚の前衛─回想の戦後美術』一葉社 2004

● 2011 年５月～ 11 月　● 基本的に隔週木曜日 19:00 ～ 21:00　
● 全 12 回 / 定員 30 名　● 受講料 32,000 円 
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7/30（⼟）午後	360分

6/4（⼟）14:00 〜 16：30

6/16

働く者たちの魂のことば
─経済の高度成長で消えた労働者の歌と文学
鎌田 慧（ジャーナリスト）　
労働者の文化は、労働運動とともにあった。労働運動が消えて、
労働者の文化が消えた。労働者よ、歌え！
●主著：『自動車絶望工場─ある季節工の日記』講談社文庫 1983/『空港 25
時間』講談社文庫 2010 ●参考文献：小林多喜二『蟹工船 一九二八・三・
一五』岩波文庫 2003/ 葉山嘉樹『セメント樽の中の手紙』角川文庫 2008

いつの時代にも、抑圧や差別、国家、戦争、占領、貧困、搾取などに対する人びとの抵抗があります。権力
に対する直接的な対峙という形をとることもあれば、映像、文学、音楽、アート、歌などのシーンを形成し
ながら時代のうねりをつくり出すこともあります。それらの作品の影響は大きく、実は私たちの想像をはる
かに超える豊かな手法やスタイルに満ちています。人びとは、なぜ、何に、どのようにして立ち向かってい
るのか。その社会的背景や構造について学ぶと同時に、「抵抗」という文化を生み出してきた人びとの原動
力に迫ります。生きにくい社会を変えていきたいと思うあなた、「抵抗」のためのアクティビズムを学び、
今この場から動き出してみませんか？

抵抗の文化
─ 近未来のためのアクティヴィズム

社会を知る
学校

チェ・ゲバラ―未完の革命
太田昌国（現代企画室）

今なお語り継がれることが多い革命家チェ・ゲバ
ラが遺した理論と生き方を、現在の課題に即してふりかえり
ます。特に資本主義批判と民族問題の観点を重視します。
●主著：『「拉致」異論─日朝関係をどう考えるか』河出文庫 2008/『新たな
グローバリゼーションの時代を生きて』河合文化教育研究所 2011●参考文献：
太田昌国『チェ・ゲバラ プレイバック』現代企画室 2009/ チェ・ゲバラ『マル
クス=エンゲルス素描』（訳書）現代企画室 2010

たのしいアクティヴィズム②
未来の政治篇
イルコモンズ / 小田マサノリ
（元・現代美術家 /文化人類学者 /アクティヴィスト/東京外国語大学アジア・
アフリカ言語文化研究所特任研究員 /中央大学文学部兼任講師）

20 世紀の終わりの世界に混乱と不幸をもたらしたグローバリ
ズムに対する人びとの反撃は路上からはじまりました。その
反撃はいまも多様な戦術やスタイルを次々に生み出しながら
続いています。この講義では「シアトル以後」から「エジプ
ト以後」の現在までの世界の多様なムーヴメントを回顧しな
がら、「未来のアクティヴィズム」を展望します。
●参考 HP：「イルコモンズのふた。」http://illcomm.exblog.jp/

9/8

9/22 19:00 〜 21:30

10/6

10/20

11/10

11/24

中国─生きることと働くことを結ぶための
労働者の表現活動
胡
コ

 冬
ト ウ

竹
チ ク

（法政大学沖縄文化研究所奨励研究員）

歴史と現実との矛盾の「はざま」で、幾度の屈折
を経ながらも、表現することで自らを解放し、他
者と連帯しようとしてきた中国の労働者。彼・彼
女らはいま再び、芝居や音楽、踊り等の「主体的
な表現」を武器にして、自らの「尊厳」を守ろうとしている。
●主著：新崎盛暉『沖縄現代史』（中国語版・翻訳）北京三聯書店 2010/『ア
ジアのなかで沖縄現代史を問い直す』（共著）沖縄大学地域研究所 2010 ●
参考文献：ジャ・ジャンクー『ジャ・ジャンクー「映画」「時代」「中国」を語る』

（訳書）以文社 2009/ 丸川哲史『ポスト〈改革開放〉の中国─新たな段階に突
入した中国社会・経済』作品社 2010
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映画『しみじみと歩いてる』より
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社会的起業ってなに？ 
大江正章（コモンズ代表 /ジャーナリスト/PARC理事）

地球と子孫の未来を壊さず、自分に納得ゆく仕事
をするのは、決して非現実的ではありません。自
らの起業体験もふまえて、楽しさと困難さの双方
をお話しします。
●主著：『地域の力─食・農・まちづくり』岩波新書 2008/『農業という仕事─
食と環境を守る』岩波ジュニア新書 2001●参考文献：田中優（編著）『おカ
ネが変われば世界が変わる─市民が創る NPO バンク』コモンズ 2008

千代田区外神田「アーツ千代田3331」を訪ねる

アートを仕事に
─障がいのある人の表現活動の価値を社会に問う
柴崎由美子

障がいのある人のアートを広告や商品のデザイン
に使用することを仲介し、仕事につなげるエイブ
ルアート・カンパニー。現場見学と実践紹介を通
して、障がい・アート・仕事の関係をみつめます。
●主著：日本障害者芸術文化協会（編）『こんなアートスペースがあったらいい
な─障害のある人・アート・まち』財団法人たんぽぽの家 2000/『文化政策と
CCD セミナー 持続可能な文化発展』（講演録）財団法人たんぽぽの家 2009
●参考文献：播磨靖夫（編著）『生命の樹のある家─進化する NPO、深化す
る NPO』財団法人たんぽぽの家 2003/ エイブル・アート・ジャパン（編著）『生
きるための試行─エイブル・アートの実験』フィルムアート社 2010

荒川区東日暮里を訪ねる

野宿者と共に立ち上げた協同事業
中村光男（企業組合 あうん） 
山谷の日雇労働者や野宿者の活動をベースに、企
業組合あうんをどのように運営し、その将来をど
う考えているのか、今回、経験を交えてお話した
いと思っています。
●参考文献：共生型経済推進フォーラム編『誰も切らない、分けない経済─
時代を変える社会的企業』株式会社同時代社 2009

つくる人、運ぶ人、使う人、
みんなを幸せにするエシカルジュエリー
白木夏子（HASUNA Co.,Ltd. 代表取締役）

貧困問題、環境問題…ジュエリー業界を取り巻
く環境は、様々な問題を抱えている場合があり
ます。そうした問題の解決に向けて働きかける
HASUNA。社会起業の事例をご紹介します。
●参考文献：桃井和馬『辺境からの E メール Photo-essay』求龍堂 1999/ 大
島七々三『社会起業家の教科書』中経出版 2010

ラッシュジャパン
─石けんから始まる社会変革
秋山映美（株式会社ラッシュジャパン キャンペーン担当）

ラッシュは環境や平和などの社会的課題を消費者に伝える
キャンペーンを行なっています。例えば、東南アジアではパー
ム油を生産するプランテーションによって、熱帯の森が次々
と破壊されています。解決に向けた第一歩として、私たちに
できることは何かを考えます。
●参考 HP：ラッシュジャパン「PALM FREE はじめの一歩」
http://www.lushjapan.com/contents/palmfree/index.asp
FoE Japan「パーム油と森林」http://www.foejapan.org/forest/palm/index.html

フェアトレードの拡大とピープル・ツリーの歩み
胤森なお子（ピープル・ツリー 常務取締役）

フェアトレード・ファッションを牽引する「ピー
プル・ツリー」20 年の歩みを、社会企業家サフィ
ア・ミニーの軌跡、さまざまな人びとの参加と支え、
講師自身の体験や想いなどを交えてお話します。
●参考文献：長坂寿久（編著）『日本のフェアトレード─世界を変える希望の
貿易』明石書店 2008/ サフィア・ミニー『おしゃれなエコが世界を救う─女社
長のフェアトレード奮闘記』日経 BP 社 2008

「協同」のチカラで循環型社会を実現！　
─コープ自然派の挑戦
岸 健二（生活協同組合連合会コープ自然派事業連合 商品担当理事）

コープ自然派は関西・四国の８生協で事業連合を
組織しています。全国にある13の事業連合のうち、
一番小さく、一番新しい。事業の中心は有機農業
の推進です。1000 人の有機農業者を育て、地域
経済の発展・地域循環社会を実現することが目標です。昨年、
有機のがっこうを熊本・徳島に開校して、高品質・多収量な
有機野菜の生産をめざしています。
●参考文献：内橋克人『浪費なき成長─新しい経済の起点』光文社 2000/小
祝政明『有機栽培の肥料と堆肥─つくり方・使い方』農山漁村文化協会 2009

パン屋さんでも社会を変えられる　
チャールズ・マクジルトン
（セカンドハーベスト・ジャパン理事長）

あなたも明日からパン屋さんになれます。
●参考文献：大原悦子『フードバンクという挑戦─貧困と飽食のあいだで』岩
波書店 2008

● 2011 年５月～ 12 月　● 基本的に隔週水曜日 19:00 ～ 21:00　
● 全 14 回 / 定員 30 名　● 受講料 38,000 円

5/18 6/29

7/13

7/27

6/2（⽊）

6/15

一杯のコーヒー・紅茶から始まる民際協力
井上礼子（NPO法人パルシック代表理事）

貧困問題の解決のための民際協力を、日本社会の
広範な人々の参加を得て行なうために、どのよう
な社会的企業としての在り方が可能かを、みなさ
んと一緒に考えたい。その際に WIN-WIN といわ
れる言葉の裏にあるウサン臭さや限界も見ておきたい。
●訳書：ジョン・ピルジャー『世界の新しい支配者たち─欺瞞と暴力の現場か
ら』岩波書店 2004 ●主著：アジア太平洋資料センター『徹底解剖 100 円ショッ
プ─日常化するグローバリゼーション』（共著）コモンズ 2004

不況や雇用崩壊、環境問題や貧困・格差が社会に広がり、自分らしく生き生きと働く場が壊れつつ
ある現在。そうしたなか、社会変革・社会貢献と収益事業を両立させる「社会起業」というクリエ
イティブな働き方・生き方が注目されています。このクラスでは、多彩な講師陣を迎え、それぞれ
の活動や事業を始めたきっかけ、そこに込められた思い、また実際の運営のしくみややりがい、困
難などを、具体的な体験や事例も交えながら、ざっくばらんにお話しいただきます。

社会的起業
─ 仕事をとおして社会を変える！

世界を知る
学校

地域の貧困問題を解決する社会起業
藤田孝典（NPO法人ほっとポット代表理事 /社会福祉士）
ほっとポットは 2006 年に創設した生活困窮者支援
を行なう NPO 法人です。社会起業をきっかけに地
域にアクションを起こしている実践を紹介します。
●主著：『反貧困のソーシャルワーク実践─ NPO「ほっとポット」の挑戦』（共
編著）明石書店 2010 ●参考文献：藤田孝典・金子充（共編著）『反貧困のソー
シャルワーク実践─ NPO「ほっとポット」の挑戦』明石書店 2010/ 牧里毎治（監
修）『福祉系 NPO のすすめ』ミネルヴァ書房 2011（近刊）

マイクロファイナンスで
すべての人に自立するチャンスを
慎
シ ン

 泰
テ ジ ュ ン

俊（LIVING IN PEACE代表理事）

金融サービスは、人間が生きていくのに欠かせない社会イン
フラの一つです。まだ金融へのアクセスを持たない人々に機
会を提供するマイクロファイナンスの仕組み、その課題につ
いてお話しします。
●主著：『15 歳からのファイナンス理論入門─桃太郎は、なぜ、犬、猿、キ
ジを仲間にしたのか？』ダイヤモンド社 2009 ●参考文献：ムハマド・ユヌス ,
アラン・ジョリ『ムハマド・ユヌス自伝─貧困なき世界をめざす銀行家』（訳
書）早川書房 1998/Stuart Rutherford,Sukhwinder Arora『The Poor and Their 
Money』Practical Action 2011

9/7

9/21

10/8（⼟）午後

10/19

11/2

11/19（⼟）13：00〜 15：00

11/30

12/17（⼟）午後

音楽×デザイン×ヒトで
世界から貧困をなくそう！ 
長島美紀（一般財団法人mudef 事務局長）　

国際協力を「広報する」ということ。「何も知らない」人に関
心を持ってもらうには何が必要でしょうか？ アーティストと
一緒に国際協力を行なう mudef の取り組みを紹介します。
●主著：『FGM（女性性器損傷）とジェンダーに基づく迫害概念をめぐる諸課
題─フェミニズム国際法の視点からの一考察』早稲田大学出版部 2011● HP:

「mudef-Music Design Foundation」http://www.mudef.net/

毎日お金を稼ぐ仕事が
社会に貢献しなくては意味がない
浅井 隆（アップリンク社長）

戦後、日本の企業は自分の会社のためでなく、国民の生活を
豊かにするという思いを込めてモノ作りをしてきました。今
の日本では、子どもや弱者からお金をいかに巻き上げるかを、
上場している企業が考えています。テレビでゲーム代無料と
宣伝し、ゲームにはまった子どもから数万円を巻き上げる企
業はその代表です。もちろん、そのCMを流しているテレビ局、
その同列の新聞社もそうです。この講義では、未来の日本で
生きていくために必要な「仕事」について話したいと思います。
● HP：「浅井隆の日記」http://www.webdice.jp/diary/10/ ●参考 HP：web
マガジン「webDICE」http://www.webdice.jp

世田谷区経堂「paxi house tokyo」を訪ねる

ぱくぱく !  パクチーで旅と平和の空間づくり
佐谷 恭

“ 旅と平和 ” を切り口にさまざまなことにチャレン
ジする旅人の佐谷恭と申します。常識を疑い、冗
談を本気にまで高めてきた面白起業ストーリーを
お話しします。
●主著：『ぱくぱく！パクチー』情報センター出版局 2008

※この回は「paxi house tokyo」で行ない、その後交流会も予定しています（別途飲
食代がかかります）。

（エイブルアート・カンパニー本部・関西事務局〈財団法
人たんぽぽの家〉）

（株式会社旅と平和代表取締役社長 /パクチーハウス東京チー
フカタリスト）
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検察とは何か
─まずはゼロから学ぼう
青木 理（ジャーナリスト） 
未曽有の混乱に揺れる検察組織。しかし、その権能はあまり
知られていない。本講座では強大な権力機関＝検察の闇を徹
底総覧していくが、まずは検察の基礎と現状を確認する。
●主著：『国策捜査─暴走する特捜検察と餌食にされた人たち』金曜日 2008/

『絞首刑』講談社 2009 ●参考文献：青木理『国策捜査─暴走する特捜検察
と餌食にされた人たち』金曜日 2008

刑期を終えて私が語りたいこと
鈴木宗男（新党大地代表 /前衆議院議員）

起訴されてから刑期を終えるまで、一体何があっ
たのか、事件の真相やご自身の体験をたっぷり語っ
ていただきます。
●主著：『ムネオの伝言』扶桑社 2010

なぜ「検察官司法」なのか
木谷 明（法政大学大学院法務研究科教授 /元最高裁調査官）

長年、裁判所をも事実上屈服させてきた検察。そ
の巨大な力の源泉はどこにあるのか。制度と運用
の問題点を具体的事例に基づいて解説し、その真
の姿を明らかにする。
●主著：『刑事裁判の心─事実認定適正化の方策〔新版〕』法律文化社 2004/『刑
事事実認定の理想と現実』法律文化社 2009 ●参考文献：木谷明『刑事事実
認定の理想と現実』の第二章 法律文化社 2009

検察審査会の仕組みと課題
─裁判員裁判と比較して
竹田昌弘（共同通信社会部編集委員）

検察審査会は、小沢一郎さんたちの強制起訴で耳
慣れた機関になりました。同じように有権者が参
加している裁判員裁判と比較しながら、その仕組
みや課題などをお話しします。
●主著：『知る、考える裁判員制度』岩波ブックレット 2008/『銀行が喰いつ
くされた日』（共著）講談社＋α文庫 2003 ●参考文献：検察審査会法の条文

（http://p.tl/40V3）

検察とメディア　裏の癒着構造
川端幹人（元「噂の真相」副編集長）

メディアはなぜ、検察の不正・腐敗を見逃してき
たのか。編集していた雑誌が報復起訴を受けた体
験を紹介しながら、記者クラブ制度にとどまらな
いメディアと検察の裏の癒着構造を暴いてみたい
と考えています。
●主著：『中吊り倶楽部─「メディアの辻説法師」と「業界の地獄耳」の高級
時事漫談』（共著）洋泉社 2008

刑事司法に巣食う病の改善に向けて
青木 理（ジャーナリスト）　　
本講座を通じ、日本の刑事司法が深刻な構造的病
理を抱えていることが分かったはずだ。それをい
かに改善させていくのか。問題点をあらためて総
覧し、改善への道を考える。
●主著：『国策捜査─暴走する特捜検察と餌食にされた人たち』金曜日 2008/

『絞首刑』講談社 2009 ●参考文献：青木理『国策捜査─暴走する特捜検察と
餌食にされた人たち』金曜日 2008

村木厚子事件を取材して
江川紹子（ジャーナリスト）

厚労省元局長・村木厚子が巻き込まれた冤罪、検
察官による証拠物の改ざん等の事件をきっかけに、
検察の様々な問題点が明らかになった。最高裁の
検証、検察の在り方検討会議の提言を経て、検察
はどこまで変わるのか、変わらないのか、裁判所や弁護士は
大丈夫なのか、私たちの人権は守られるのか。
●主著 ：『六人目の犠牲者─名張毒ぶどう酒殺人事件』岩波書店 2011（近刊）
/『人を助ける仕事─「いきがい」を見つめた 37人の記録』小学館文庫 2004
●参考文献：里見繁『冤罪をつくる検察、それを支える裁判所─そして冤罪
はなくならない 』インパクト出版会 2010/ 週刊朝日取材班・今西憲之『私は無
実です─検察と闘った厚労省官僚村木厚子の 445日』朝日新聞出版 2010

つめ切りケアが虐待に
─勾留102日間。変わっていく供述調書
上田里美（看護士 /つめ切り事件冤罪被害者）

コーディネーター：青木 理（ジャーナリスト）

私は 2007 年７月２日に「傷害」容疑で逮捕されました。入
院患者のつめを剥いだと言われたのです。毎日、毎日取調べ
を受け、真実をしゃべっても違うと否定され、私の心はボロ
ボロになっていきました。次第に刑事さんが良い人に思え、
今の私を救ってくれるのはこの人だと思うようになり、“自白 ”
と言われる調書が出来上がっていきました。

● 2011 年６月～ 12 月  ● 基本的に隔週木曜日 19:00 ～ 21:00  
● 全 12 回 / 定員 30 名　● 受講料 36,000 円

5/12 6/23

7/7

7/21

5/28（⼟）午後

6/9

告発！ 検察の裏金づくりの全貌
三井 環（元大阪高等検察庁公安部長）

2001 年 10 月末、検察最大の汚点となることが行
われた。これを「けもの道」という。それが原点
となり、政権への多くの捜査が打ち切られたり、
政権による検察を利用した捜査が行なわれたりす
るに至った。検察の闇を問いたい。
●主著：『検察の大罪─裏金隠しが生んだ政権との黒い癒着』講談社 2010/『あ
る検事の告発─「正義」を殺した検察・裏ガネ作りの全貌』双葉新書 2010
●参考文献：三井環『「権力」に操られる検察─五つの特捜事件に隠された闇』
双葉新書 2010/ 三井環『検察との闘い』創出版 2010

特捜部検事による証拠の改ざん、取調室の中で変えられていく証書、自白の強要、冤罪、調査活動
費不正流用疑惑─。検察による権力犯罪や汚職などの不祥事が次々と明るみになり、検察に巣食
う闇の権力が日本社会全体をも覆いつくしています。検察はいつから、不正を正す「正義」の組織
ではなくなってしまったのでしょうか？ 検事を１人逮捕すれば、検察は変わるのでしょうか？ こ
のクラスでは、実際に被害にあった方がたにそれぞれの実体験について生の声を聞くとともに、専
門家やジャーナリストから検察の内部事情や構造的問題等を学びます。検察の闇を暴きながら、い
かに検察の暴走を止め、どのように変えていくべきかをともに考え議論するクラスです。

検察は「正義」か？　社会を知る
学校

足利事件は「菅家さんの無罪」で終わらない
─足利事件と検察
佐藤博史（弁護士 /早稲田大学法科大学院教授）

足利事件は、テープ録音された検察官の取り調べ
の恐怖を教えるとともに、真犯人の DNA を明らか
にした。しかし真犯人は野放しである。わが国の
検察の闇がここにもある。
●主著：『刑事弁護の技術と倫理─刑事弁護の心・技・体』有斐閣 2007/『目
で見る刑事訴訟法教材〔第２版〕』（共著）有斐閣 2009 ●参考文献：佐藤博
史・菅家利和『訊問の罠─足利事件の真実』角川書店 2009/ 下野新聞社編
集局（編）『冤罪  足利事件─ ｢らせんの真実｣ を追った四〇〇日』下野新聞
社 2010

検察の「正義」をめぐる構造的な問題
郷原信郎（名城大学教授 /コンプライアンス研究センター長 /弁護士）

昨今の検察問題について、事例をふまえ、「検察の
正義」を問い直す。
●主著：『検察が危ない』ベスト新書 2010/『組織の思考が止ま
るとき』毎日新聞社 2011●参考文献：郷原信郎『組織の思考
が止まるとき』毎日新聞社 2011

9/1

9/29

10/13

10/27

12/15

⽇程調整中

政治と検察
─民主化への動き
保坂展人（前衆議院議員 /ジャーナリスト）

政治権力の上位に検察権力が君臨する摩訶不思議
な体制はなぜ変わらなかったかを検証します。
●主著：『次世代政治家活用法─困ったとき、怒ったときにあき
らめるな！』リヨン社 2003/『いじめの光景』集英社文庫 1994
●参考文献：保坂展人・海渡雄一『共謀罪とは何か』岩波ブッ
クレット 2006/ 今西憲之・週刊朝日取材班 『私は無実です─検察と闘った厚労
省官僚村木厚子の 445日』

社
会
を
知
る
学
校

社
会
を
知
る
学
校
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オリエンテーション

ブラック企業と現代の労働の風景
─自動車絶望工場から、現代のヤミ労働の
現場まで

鎌田 慧（ジャーナリスト）

労働者が無権利状態になったひとつの原因は、労働者が労働
者としての教育や文化活動を奪われたことにある。労働者の
自立と権利獲得のために理論武装が必要だ。
●主著：『自動車絶望工場─ある季節工の日記』講談社文庫 1983/『日本の解
放区を旅する』七つ森書館 2010

サイバーアクティビズムの可能性
印鑰智哉（メディアアクティビスト）

インターネットを使って大きな参加型キャン
ペーンが可能になる。中南米でもアフリカでも
大きな力を生み出している。ブラック企業と闘
う時にこれを使わない手はない。
●サイバーアクティビズム参考 HP：
http://www.slideshare.net/tomonada/presentations

人を使い捨てる企業と闘う労働組合
須田光照（全国一般東京東部労働組合書記長）

不当解雇、賃金不払い、パワハラなどの理不尽に
職場で直面した時、泣き寝入りする必要はありま
せん。憲法の「団結権」を使って、労働組合でブラッ
ク企業と闘う道があります。
●参考 HP：全国一般東京東部労働組合　http://www.toburoso.org/

海外に原発輸出？  
─日本政府と大企業の知られざるアジア進出戦略
西尾 漠（原子力資料情報室共同代表）

原発輸出は最悪の公害輸出。ナゼか熱心な菅政権。
原子力産業側も「悲願の日の丸原発輸出」と言うが、
果たして本音は？ 安全性は？ 核不拡散は？ 社会
的リスクは？ 
●主著：『原発は地球にやさしいか─［温暖化防止に役立つというウソ］』緑風
出版 2008/『新版  原発を考える 50 話』岩波ジュニア新書 2006 ●参考文献：
原子力資料情報室編『原子力市民年鑑 2010』七つ森書館 2010

市民参加の「パームオイル・リサーチ・ユニット」
の経験から
─レアリゼの経験から
三沢健直（レアリゼ代表）

レアリゼという市民メディアで行っているグループリサーチ
の実験について、ご紹介します。正直言って、まだこれから
の試みなのですが、僅かなりとも参考になれば幸いです。
● 参 考 文 献：「 レアリゼ」http://www.realiser.org/unit/communication/
article/index.php?id=1

メディアを武器に
─メディア・アクティビズムの可能性
白石 草（OurPlanet-TV 代表）

デジタル技術の進歩によって、個人による調査や
記録が大きな役割を果たす時代になっています。メディア・
アクティビズムについて理解を深め、仲間入りしてください！
●主著：『ビデオカメラでいこう─ゼロから始めるドキュメンタリー制作』七つ
森書館 2008/『コミュニティメディアの未来─新しい声を伝える経路』（共著）
晃洋書房 2010 ●参考文献：白石草『メディアをつくる─小さな声を伝える（仮）』
岩波書店 2011（近刊）

ブラック企業の取材現場から
─ジャーナリストに学ぶ潜入調査、データ収集などの
調査方法

ブラック企業や、現代の労働・貧困の現場を調査・取材し、
社会に発信することには大きな意義があります。ブラック企
業の隠された実態や、それを見えにくくする社会構造につい
て、テレビ局でドキュメンタリー制作に携わる第一線のジャー
ナリストからお話を聞きます。

24時間ノンストップの絶望工場 
─コンビニエンス・ストアの実態
古川琢也（ルポライター）

もはや現代人の生活に不可欠なコンビニ。しかし
加盟店のオーナーたちは、対本部の関係で極めて
不利な契約を結ばされています。本部による、巧
妙かつ悪質な手口を解説します。
●主著：『セブン - イレブンの正体』（共著）金曜日 2008 ●参考文献：古川
琢也・金曜日取材班『セブン - イレブンの正体』金曜日 2008/ 渡辺仁『セブン
- イレブンの罠─鈴木敏文の驕りとビジネスモデル大崩壊 裁かれた日本一の小
売業』金曜日 2009

● 2011 年６月～ 2012 年１月　● 基本的に隔週火曜日 19:00 ～ 21:00
● 全 14 回 / 定員 30 名　● 受講料 36,000 円

5/10 6/21

7/5

7/19

5/24

6/4（⼟）15：00〜 17：00

世界を駆け巡るマネーと
貧困層から資源を奪うグローバルビジネス
佐久間智子（PARC理事）

食料価格高騰の背景には、富裕層による独占的な
資源消費があります。持続不可能かつ不公正な資
源消費を促進しているグローバル経済の実態を
知り、オルタナティブを考えます。
●主著：『穀物をめぐる大きな矛盾』筑波書房 2010/『肥満と飢餓─世界フード・
ビジネスの不幸のシステム』作品社 2010 ●参考文献：『FOOD,INC.』Public 
Aff airs 2009/『Rising Global Interest in Farmland:Can It Yield Sustainable and 
Equitable Benefi ts?』The World Bank 2010

人を人とも思わず使い捨てる企業、金儲けのためなら資源収奪も環境破壊も問題なしといわんばか
りの企業、権力と癒着し、世の中を支配しようと企む企業…。現代の闇・ブラック企業は、私たち
の日常のあちこちに存在しているにもかかわらず、その実態は十分に知られていません。このクラ
スでは、ジャーナリストや専門家とともに現代のブラック企業の実態を検証したうえで、何らかの
アクションを起こすことができるよう、具体的なスキルやノウハウ、発信の方法を学びます。また、
最終回では調査報告会も開催します。初めての方でもやる気があれば大丈夫！ ブラック企業の闇
に、今こそ深く切り込んで、一緒にアクションを起こしていきましょう！

調査入門 ブラック企業WATCH!
─ 調べて、モノ申し、現実を変えよう

連続ゼミ

貧困ビジネスの実態
─クレサラ・多重債務問題
宇都宮健児（弁護士）

クレジット、サラ金（消費者金融）を利用して返済困難に陥っ
た多重債務者を食い物にする悪徳業者・悪徳弁護士・悪徳司
法書士などによる、貧困ビジネスの実態を暴く。
●主著：『弁護士、闘う─宇都宮健児の事件帖』岩波書店 2009/『弁護士冥利
─だから私は闘い続ける』東海教育研究所 2009 ●参考文献：宇都宮健児『消
費者金融─実態と救済』岩波新書 2002/ 宇都宮健児『多重債務の正しい解決
法─解決できない借金問題はない』花伝社 2007

ブラック企業の裏にある
政官財トライアングルの人脈図
有森 隆（ジャーナリスト）

2011 年は政治、経済、社会のいずれも混沌。価値の転換期
にこそ暴力装置を持ったチカラが正義となる。そのメカニズ
ムを語り尽くす。
●主著：『日銀エリートの「挫折と転落」─木村剛「天、我に味方せず」』講談
社 2010/『強欲起業家─「勝ち組」がなぜコケたか』静山社文庫 2010 ●参考
文献：有森隆『強欲起業家─「勝ち組」がなぜコケたか』静山社文庫 2010/
有森隆『銀行消滅─あなたのメインバンクの危機を見極める（上・下）』講談
社＋α文庫 2010

8/30

9/13

9/27

10/11

10/25

11/8

11/22

1/17

ブラック企業の告発　
─ジャーナリズムの在り方と役割
加治康男（ジャーナリスト/共同通信元記者）

14 年ぶりに帰国して以来、掃除夫、学習塾講師、日雇作業員
などに従事、日本社会を裏から直接観察してきた。ブラック
企業についての既成観念を打ち破る講義をしたい。
●主著：日刊マニラ新聞編『フィリピンで働く』（共著）めこん 2001/『米世界
戦略と米軍のフィリピン回帰（仮）』つげ書房新社 2011（近刊）●参考 HP：「加
治康男の報道記録」http://mediacritique.dip.jp/（特に労働関係記事などを
参照）

企業へのアクション！
このクラスでは、受講生の関心・問題意識にそって、講義と
は別にテーマを設定し個人・グループで調査を進めていきま
す。その成果や途中経過を持ち寄り、企業に対して何らかの
アクションを起こしてみましょう。質問状や申し入れ、ウェ
ブを使ったアンケートやコメント募集など具体的な計画を立
てます。

調査報告会
企業に対するアクションの結果や、各自で調べた成果（わかっ
たこと・わからなかったこと）を発表するミニイベントです。
完璧なレポートでなくても大丈夫。ここから先が調査のはじ
まりです。参加者との質疑や議論からさらに調査・アクショ
ンを発展させていきましょう！
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● 2011 年５月～ 2012 年２月
● 基本的に毎月一回月曜日 19:00 ～ 21:00  
● 全 10 回 / 定員 30 名　● 受講料 28,000 円

昨年度大変好評いただいた「『資本論』講座」をさらにブラッシュアップしました。膨大で難解といわれる『資
本論』ですが、その中には、現代社会の問題をひも解くカギがふんだんに散りばめられています。これらを
丁寧に読み解くことで、リストラ、格差社会、サブプライム恐慌など、私たちを取り巻く問題の根本原因が、
目からウロコが落ちたようにはっきりと見えてくるのです。さらに、ワークシェアリング、フェアトレード、
ベーシックインカムなどが、今なぜ盛り上がりを見せるのか？ 次代を切り拓く思想に発展可能なのか？ に
ついても考えていきます。初めて『資本論』に挑戦したい！ という方から、資本主義の次の時代を展望し
たい！ という方にまで、ぜひご参加いただきたい講座です。 

目からウロコの『資本論』
─ そうだったのか！リストラ、格差社会、サブプライム恐慌

連続ゼミ

講師＆コーディネーター：嶋 崇
（雑誌編集者・経済学研究家）

●主著：『いまこそ「資本論」』朝日新聞出版 2008

オリエンテーション
　

『資本論』第1巻 ①　
“ 最も難解 ” と言われている第一巻の一章は、資本主義の根本
矛盾を探し出す最重要箇所。ポイントを誰にでも分かるよう
に解説していきます。

5/23

9/27（⽕）

10/24

11/21

12/19

1/23

2/20

6/20

7/25

9/1（⽊）

『資本論』第1巻 ②
なぜ、過労死が起こるほど働きまわらなければならないのか？
なぜ、リストラが起こるのか？その秘密を探っていきましょう。

オランダ型ワークシェアリングの思想
─雇用の均等待遇とは何か
長坂寿久（拓殖大学国際学部教員）　
世界は 90 年代後半から雇用の平等化に向かって取り組んで
きました。他方日本はその頃、雇用格差造りに邁進してきま
した。なぜこのようなことが起こったのでしょうか。
●主著：『NGO 発、「市民社会力」─新しい世界モデルへ』明石書店 2007/「CSR=
企業とNGO の新しい協働」『ITI 季刊 No.78 2009 年冬号』財団法人国際貿易
投資研究所（ITI）2009 年 12 月●参考文献：長坂寿久『オランダモデル─制
度疲労なき成熟社会』日本経済新聞社 2000/ 長坂寿久『オランダを知るため
の 60 章─エリア・スタディーズ』明石書店 2007

『資本論』第3巻 ②
サブプライム恐慌など私たちの社会を混乱に陥れる、現代の
資本主義最大のモンスター “ 金融資本 ” の正体に迫ります。

『資本論』第3巻 ③
バブルとその崩壊のときに必ず現れる「土地問題」。その原因
となる “ 土地の代金 ” とはそもそも何なのか？ を考えます。

『資本論』で読み解く現代の恐慌
─サブプライム危機

150年も前に書かれた『資本論』で、21世紀のサブプライム恐慌が
スラスラ解読できてしまう！ こんな驚きの体験をぜひ！ 

『資本論』第2巻・第3巻 ①
第２巻最大の難所 “ 再生産表式 ” と、頭を悩ます第３巻の “ 転形問
題 ” もクリアに解説。何度も挫折したという人もこれなら納得！

ベーシックインカム論の意義と限界
─『資本論』の経済学との親和性
伊藤 誠（東京大学名誉教授／日本学士院会員）

広く関心を集めているベーシックインカムとはどのような構
想か。欧米の論議では社会主義を志向する系譜も強く意識さ
れている。マルクスの理論との親和性も再考してみたい。
●主著：『「資本論」を読む』講談社学術文庫 2006/『サブプライムから世界
恐慌へ─新自由主義の終焉とこれからの世界』青土社 2009 ●参考文献：伊
藤誠「ベーシックインカム論を検証する」『世界』2011年３月号/P・ヴァン・パリー
ス『ベーシック・インカムの哲学─すべての人にリアルな自由を』（訳書）勁草
書房 2009

フェアトレードの思想
─リローカリゼーションの時代へ
長坂寿久（拓殖大学国際学部教員）

世界の改革への入口がフェアトレード（FT）です。途上国の人々
の自立支援、開発協力と同時に、消費者である私自身の改革、
自治体改革、地域造り、ローカリゼーション運動です。
●参考文献：長坂寿久（編著）『日本のフェアトレード─世界を変える希望の
貿易』明石書店 2008/ 長坂寿久（編著）『世界と日本のフェアトレード市場』
明石書店 2009

ミヒャエルエンデ作『モモ』で読み解く
未来への指針

『資本論』を使って『モモ』を読み解くと、未来へのヒントが
たくさん現れます。去年度の講座で大好評を博したテーマ！
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● 2011 年６月～ 12 月　● 第１月曜日 19:00 ～ 21:00　
● 全６回／定員 30 名　● 受講料 20,000 円 

PARC が制作している映像作品を使い、「授業」を作るクラスです。環境問題やグローバリゼーショ
ン、貧困問題など、現在起こっている問題を取り上げます。各回、一つの映像作品をみんなで見た
後、最初は講師が、３回目からは受講生がそれぞれ授業案を発表します。講座では、小学生から高
校生までのそれぞれのレベルにあわせて、生徒が興味を持ってしっかりと考え、問題と向き合うこ
とのできる授業の作り方を考えます。学校の先生だけでなく、開発教育や環境教育に興味のある方
や、本当はとても身近な問題なのに日常から遠く思われがちなテーマについて、どうしたらより良
く人に伝えられるのかを学びたい方も大歓迎です。コーディネーターには、小学校で長年開発教育
を実践してきた千葉保さんをお迎えします。また、ビデオの制作者も参加し、作品に入りきらなかっ
た情報などもたっぷりとお話しします。

映像を使って授業をつくろう
─ 環境・貧困・グローバル化をテーマに

連続ゼミ

⽇ 程
	 6⽉	 6
	 7 ⽉	 4
	 9 ⽉	 5
	 10 ⽉	 3
	 11⽉	 7
	 12 ⽉	 5

講師＆コーディネーター：千葉 保（國學院大學非常勤講師）

PARC の映像作品を使用した授業を一緒に考えましょう。開
発教育・環境教育・貧困問題など現代の問題を生徒と共に考
える授業を創りましょう。
●主著：『お金で死なないための本─いつでもカード、どこでもローンの落とし
穴』太郎次郎社エディタス 2007/『コンビニ弁当16 万キロの旅̶食べものが
世界を変えている』太郎次郎社エディタス 2005

「ペットボトルの水」
急激に消費量を伸ばすペットボト
ルの水。売れる理由、安全性、高
価格のからくり、容器の処理の問
題、自然環境や途上国の人びとの
生活に与える影響などを検証する。

「食べるためのマグロ、売るためのマグロ」
超低温冷凍、輸入、乱獲、養殖、
市場を通さない流通─。マグロを
例に、グローバル化するフードビ
ジネスと消費の構造を検証する。

「食卓と海─水産資源を活かし、守る」
魚や貝、海藻など食卓を支える水
産資源の枯渇が世界中で懸念され
ている。資源を利用しながら守っ
ている人びとの具体的なとりくみ
を各地で取材、自然の恵みと持続
的につきあっていく方法を考える。

「パームオイル─近くて遠い油のはなし」
日常生活のさまざまな場面で使わ
れているパームオイル。その生産
現場で起きている問題とは─。知
らない場所で作られたモノを、知
らないうちに大量に消費している
私たちの暮らしを問い直す。

「海と森と里と─つながりの中に生きる」
すべての生き物の生命は、自然の
巧みな循環に支えられている。「開
発」がその循環を断ち切ってきた
歴史を振り返りながら、人と自然
とのかかわりを問い直す。

「近くて遠い、遠くて近い貧困問題」
「貧困」と「自分」はつながって
いるのか？ 大学生を中心とした
プロジェクトメンバーが、「労働」
という視点から、取材や議論、湯
浅誠さんや浜矩子さんの授業を通
して探っていく。 

̶クラスで扱うビデオ̶

※アジア太平洋資料センター（PARC）では世界の現実をとらえ、社会を見つめなおす視点を提供する映像作品を制作・販売しています。図
書館や大学、開発教育の現場などで活用されています。
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● 2011 年３月～ 2012 年１月　● 定員 42 人
● 参加料 34,000 円（指導料・肥料・種子・農具使用料込） 
● 畑での講習会：３月中旬～１月下旬に全 16 回程度。座学は７月中旬と１月下旬。

都市農業のプロである白石さんの指導を受けながら、低農薬で実際に野菜を育てるクラスです。週
末に定期的に講習を受けながら、作業を行います。
期間中は講習日以外でも畑に通うことができます。最盛期にはたくさん穫れるので、ぜひ、こまめ
に（交代でかまいませんので週２回くらい）収穫に行ってください。トマト、とうもろこし、きゅ
うり、枝豆などの夏野菜とにんじん、ねぎ、はくさい、ブロッコリーなどの冬作物あわせて 30 種
類ほどの野菜を育てます。畑で四季を感じながら、じっくりと「農」と向き合うコースです。畑に
通ううちに「農」仲間との交流も深まります。このほかオプションで、長野県での田植え・稲刈り・
畑の交流会などにも参加できます。

『東京で農業！』環境と
暮らしの
学校

畑主： 白石好孝（江戸時代から300年続く農家／東京農業大学客員教授）

●主著：『都会の百姓です。よろしく』コモンズ 2001/『体にやさしい・おいしい野菜のつくり方』2001

○畑：白石農園　
東京都練馬区大泉町 1-54 

東武東上線和光市駅からバス 15 分・西武池袋線
大泉学園駅からバス 20 分、または自転車で 20 分

（大泉学園駅北口で４時間未満 100 円 /４時間以上
200 円で自転車が借りられます） 

○オリエンテーション
日時：２月 24 日（木）19:00 ～ 21:00
会場：PARC 自由学校

（東京都千代田区神田淡路町 1-7-11）
・申込手続きを完了された方が対象です。 
・ここで班分けや詳細な説明を行いますので、か

ならずお越しください。（欠席される場合は別途
対応いたしますのでご相談ください） 

○クラスの進めかた
・土曜午前班、土曜午後班、日曜午前班のグルー

プに分かれて、グループごとに１区画の畑を作
ります。 

・講習会は、基本的に班ごとに決めてある曜日・
時間に受けていただくことになります。講習会
のある日は、そのあと作業をします。 

・土の話、日本の農業の現状や有機農業についての
座学もあり、「農」への知識をより深められます。

※毎年大人気の講座ですのでキャンセル待ちになる可能性もあります。2012 年度「東京で農業！」クラスお申し込み受付は 2011年11月より開始予
定ですので受講希望の方は事務局までお問い合わせ下さい。一年間作物を育て向き合うクラスですので一年間しっかりと通える方を対象としています。

2011 年３月 19日・20日スタート

環
境
と
暮
ら
し
の
学
校
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茨城県那珂市を訪ねる

大家族カフェがつなぐ地域と世界
島 宏子（EATSARTS〈パン工房＋ローフードカフェfamIsland〉主宰）

アート活動と食育を融合させた「チルドレンズ
ミュージアム」をイメージして、大家族をベースに、
創作的なパン作りからスタートさせた EATSARTS

（イーツ・アーツ）。現在はローフードカフェをオー
プンし、ナチュラルなライフスタイルを提案しています。
●主著：エッセイ「屋久島より」『週刊茨城朝日』（2002年４月～2004 年３月連載）

山梨県北杜市を訪ねる

村・人・時代をつくる
曽根原久司（NPO法人えがおつなげて代表理事）　
東京での銀行などへの経営コンサルタントを通し
て日本の未来に危機を感じ、その救済モデルを創
造すべく、東京から山梨の農山村地域へと移住。
農林業をベースとした “ 都市と農村の共生社会 ”
の実現を目指している。
●主著：『NPO と社会的企業の経営学─新たな公共デザインと社会創造』（共
著）ミネルヴァ書房 2009/『風の人・土の人─地域の生存とNPO』（共著）公
人の友社 2007

エコを仕事に豊かに生きる
大江正章（コモンズ代表 /ジャーナリスト/PARC理事）

一番大切な仕事だから第一次産業。未来を拓き、
新たな需要を創り出す掛け算だから第六次産業。
おカネはそこそこだけど心と身体がとっても豊か
な小利大安の世界を生きましょう。
●主著：『地域の力─食・農・まちづくり』岩波新書 2008/『農業という仕事─
食と環境を守る』岩波ジュニア新書 2001●参考文献：安井孝『地産地消と学
校給食─有機農業と食育のまちづくり』コモンズ 2010/ 浜田久美子『森の力
─育む、癒す、地域をつくる』岩波新書 2008

福島県喜多方市猪苗代町を訪ねる

地域に根差した食と農
浅見彰宏（ひぐらし農園）　　
会津ではいま、有機農業の新しい波が生まれてい
ます。会津各地で行なわれているユニークな取り組み、そこ
に集う若者たちとの交流をぜひお楽しみください。豊かな農
業資源を活かす仕組みを一緒に考えましょう。

あさってのエコやロハスではなく
甲斐良治

私たちは、「近代」の行き詰まりともいえる現在の
危機を根本的に解決する主体は、国家や国際機関
ではなく、“ 地域 ” だと考えています。農山村地域
のさまざまな実践から見える希望について語りた
いと思います。
●編集：『増刊現代農業 地域から変わる日本─地元学とはなにか』農文協 
2001年５月号 /『増刊現代農業 若者はなぜ、農山村に向かうのか』農文協 
2005 年８月号●参考文献：『増刊現代農業 地域から変わる日本─地元学とは
なにか』農文協 2001年５月号 /『増刊現代農業 若者はなぜ、農山村に向かう
のか』農文協 2005 年８月号　

森の恵みを活かすビジネス
大場龍夫（株式会社森のエネルギー研究所代表取締役）

未来への危機感から自然エネルギー研究を経て会
社設立へ。仕事は喜びという価値創造。未利用森
林資源活用のためのサプライチェーン構築ビジネ
スの実際。
●主著：『バイオマスハンドブック』（共編著）オーム社 2002/『森林バイオマ
ス最前線』全国林業改良普及協会 2005 ●参考文献：大場龍夫『森林バイオ
マス最前線』全国林業改良普及協会 2005

千葉県鴨川を訪ねる

地域通貨安房マネーがつなげる
ゆるやかなコミュニティ
林 良樹　

安房マネーは、現在約 180 世帯 300 名が参加す
るネットワークとなり、人と人とをつなぎ、生活
を助け合い、また自分たちの暮らしに必要なプロ
ジェクトを生みだす「創造のネットワーク」とし
て機能しています。
●主著（絵）：ノリ・ハドル,きくちゆみ『バタフライ─もし地球が蝶になったら』
ハーモニクス出版 2002 ●参考文献：名倉幸次郎『持続可能な社会をめざす８
人のライフスタイル』白水社 2010/ 塩見直紀と種まき大作戦『土から平和へ』
コモンズ 2009

埼玉県小川町を訪ねる 

有機農業が生み出した循環型経済
案内人：高橋優子（NPO法人生活工房つばさ・游理事長）

霜里農場の有機農業は、人と人、人と自然との有
機的な関係から成り立つ「小利大安」の豊かな世
界です。それは新しい私たちの目指す未来の価値
観かもしれません。

● 2011 年５月～ 12 月　● 全 12 回 / 定員 30 名
● 受講料 40,000 円　※でかける回は交通費・宿泊費などが別途かかります。

5/11（⽔）19：00〜 21：00

7/2（⼟）

7/31（⽇） 

5/28（⼟）〜 29（⽇）1泊 2⽇

6/11（⼟）

「環境にも優しく、自分らしく生き生きと働ける仕事がしたい」と願っているあなた。農業・林業
や漁業、エコショップ、環境 NPO・NGO、半農半 X、こだわりの素材を使ったレストランなど、
その選択肢は多様にあります。すでにエコを仕事にしている多彩な講師陣の現場を訪ね、仕事のや
りがいや楽しさ、難しさを学ぶと同時に、それぞれの方の暮らしの豊かさを五感を使って感じます。
私たちの仕事と生き方をみつめなおし、「エコ仕事」への一歩を踏み出してみませんか。たくさん
の出会いと生きるヒントがぎっしりつまったクラスです。

エコを仕事にしよう環境と
暮らしの
学校

杉並区西荻を訪ねる

100歳のフェアトレーダーに
生き方・働き方を学ぶ
─南米・アフリカに単身いまも仕入れに
白田博彦（ニッコリーナ クリエーテイブディレクター）

「着眼大局・着手小局、苦しい課題こそ楽しく解こ
う」を実践してきた発想法を紹介。生きた教材！ 100 歳の畏
怖すべき先輩・安藤久蔵さんに会えば、ちいさい悩みは吹っ
飛びます。
●主著：『環境プレイヤーズ・ハンドブック2005 ─サステナブル世紀の環境コ
ミュニケーション』（共著）ダイヤモンド社 2004/『sleep book ─１日のおわり
に開く本』（共著）マガジンハウス 2005

安藤久蔵（アロマフレッシュ店主）　　
プロフィール：1911 年、千葉県生まれ。インパー
ルから奇跡の帰還後、遠洋漁業経営を経て、85 歳
でコーヒーのフェアトレードを起業。

茨城県石岡市を訪ねる

新規就農で生活するということ
大谷理伸（百姓）　　
有機農業の里・八郷で米作りをします。草取りは
キツイですが、その後の一杯は格別です。田植え、
稲刈り、収穫祭と、ぜひ参加してください。

8/31（⽔）19：00〜 21：00

9/28（⽔）19：00〜 21：00

10/8（⼟）〜 10（⽉・祝）2泊 3⽇

10/30（⽇）

11/12（⼟）〜 13（⽇）1泊 2⽇

11/26（⼟）

12/7（⽔）19：00〜 21：00

神奈川県横浜市を訪ねる

資源を守り、市民とともに歩む漁業
斉田芳之 ( 横浜市漁業協同組合柴支所所属組合理事 /神奈川県漁業指導士 )

私は横浜の漁家に生まれ、小さい頃から海
が好きで漁師になって 34 年になります。
漁業と資源管理、その他の活動の紹介を通
じて、海の素晴らしさをお話しします。
●主著：磯部雅彦編『江戸前の魚喰いねぇ！─豊饒の
海 東京湾』東京新聞出版部 2010（以前行なった講演
内容が載っています）●参考文献：磯部雅彦編『江戸
前の魚喰いねぇ！─豊饒の海 東京湾』東京新聞出版部 2010

千代田区お茶の水「GAIA」を訪ねる  

みんな八百屋になーれ
清水仁司（GAIA 代表）

僕は八百屋が大好き（GAIA も含む）。魚屋も肉屋
も豆腐屋も大好き。大型店、安売り、消費者の嗜
好 etc. 理由は様々だが、好きな店がどんどん無く
なっていく。どうしたら小さな専門店がつくれる
か？ その仕事で食べていけるか？ 簡単には答えは出ないけ
ど、意欲や前向きさ、興味がある方と熱い話ができたらいいな。 
●主著：『GAIA のまかない日記帖』木魂社 2010/ 新井由己＋自然食通信社編
集部『エコロジーショップの働きかた─ GAIA という仕事場』自然食通信社 
2007 ●参考文献：長本光男『みんな八百屋になーれ』晶文社 1982/イ・ヨンソク,
キム・ヨンハン『僕らの八百屋チョンガンネ─野菜や楽しさ、売ってます。』（訳書）
NHK 出版 2005/SANCTUARY『新装版 自由であり続けるために、僕らは夢でメ
シを喰う─自分の店』サンクチュアリ出版 2003

（社団法人農山漁村文化協会〈農文協〉編集局 季刊地域・
全集グループ長）

（地球芸術家 / 鴨川自然王国理事 / 地域通貨「安房マネー」
事務局 /NPO法人うず理事長）　

環
境
と
暮
ら
し
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校

環
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と
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の
学
校
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東京都新宿区を訪ねる

新宿のカフェ＆インフォショップツアー！　

仲間と一緒に手作りカフェ
─文化の発信拠点として
カフェ・ラバンデリア
自分たちが好きに使える場所として始めた「カフェ・ ラバン
デリア」は、４人で運営しています。作るきっかけや日々のお
話がみなさんの将来のヒントになればと思います。

ことはじめ
─まず、いまの自分に聞いてみる

「コミュニティ・カフェクラス」という「旅」の始まりです。あ
なたの内側にある大切な情報に触れることから始めましょう。
受講生と講師で楽しく交流しましょう！（おいしいお茶付き♪）

東京都新宿区「サロン・ド・カフェ こもれび」を訪ねる

ホームレス支援と居場所
─フェアトレードコーヒー焙煎プロジェクト
うてつあきこ（自立生活サポートセンターもやい）

「サロン・ド・カフェ こもれび」で焙煎したてのおいしいコー
ヒーを片手に、のんびり交流してみませんか。１杯のコーヒー
に秘められた数々の物語が見えてくるかも…。

仲間と一緒に活動するために必要なこと
─自治力を持とう

カフェなどの場づくりをする際、仲間や組織で取り組む時は
もちろん、たった一人ではじめる店だって、様々な関係先と
の協力は不可欠です。複数の人びとが継続的に意思を通わせ、
協力関係を作っていくために必要なこととは？ 会議や定例会
のやり方、必要な準備、必ずやること・絶対にやってはいけ
ないことなど、組織運営にも役立つことを押さえます。

1DAY CAFEを徹底的に振り返る
─体験をチカラに変えるには？

全員で集まって、1DAY CAFE を振り返ります。反省会？ そ
れとも打ち上げ？ どちらもやってもいいですが、ここでは「体
験をていねいに振り返る」ということに取り組みます。活動
をより良いものにしていくためには、成功した場合も失敗し
た場合も、はたまた微妙な場合も、それを振り返り、チカラ
にしていく「仕組み」が大切です。

● 2011 年５月～ 11 月　●基本的に隔週金曜日 19:00 ～ 21:00　
●全 12 回 / 定員 30 名 　●受講料 36,000 円　※出かける回は交通費・宿泊費などが別途かかります。

5/20

6/18 ⽇（⼟）午後

6/4( ⼟）午後

人と人を結ぶ場としての「コミュニティ・カフェ」。その魅力的な響きに導かれて、自分の思いや夢を実現
するための場づくりの理論と実践を学んでみませんか。いま全国に広がっているコミュニティ・カフェは、
環境や福祉、貧困などの問題を解決しながら、事業としても成立するビジネスモデルとしても注目されてい
ます。そして何よりも、出会いと交流の場・情報発信拠点・「ほっとできるみんなの居場所」として求めら
れています。それぞれの「場」のイメージを膨らませ、こだわりのあるカフェを訪問し、最後は受講生が１
日カフェをオープンします。カフェに限らず、場づくり・組織運営に関わる方にもお勧めのクラスです。

コミュニティ・カフェをつくろう！環境と
暮らしの
学校

東京都国分寺市「Cafe Slow」を訪ねる

フェアトレードと「スロー・カフェ」宣言！
吉岡 淳（カフェスロー代表）　
地域の中で、ほっとくつろげる空間としてのカ
フェ、エコロジーや貧困問題、フェアトレードの

生産者たちの暮らしと
私たちがつながる空間
としてのカフェ…。カフェスロー
の立ち上げから現在までの経験か
ら、カフェを起業することの意味
と楽しさをお話しいただきます。

7/1	

7/16（⼟）午後

7/22

9/10（⼟）

9/30	

「模擬」カフェプランづくりをしよう！
受講生がいくつかのチームに分かれて、チームごとに「模擬の」
カフェプランづくりをします。模擬といっても、後日開催さ
れる「1DAY CAFE」の実際の準備をかねています。現場訪問
からのインスピレーション、そして学んできたプランの作り
方、チームの作り方、実際の動き方などを、ここで実践して
みましょう。

東京都町田市でワークショップ＆「金魚玉珈琲」を訪ねる

「場づくり」って何だろう？
─コミュニティ・カフェの本質とは？

幅広い意味を持つ「コミュニティ・カフェ」って何だろう？ 
その一番根っこを「場づくり」と考え、場づくりの本質につ

いて学び、深めます。参加者全員で
「場づくり」という視点を獲得し、共
有するのが目的です。終了後、講師・
長田英史さんの運営する「金魚玉珈
琲」でお茶します！

1DAY CAFE　
─コミュニティ・カフェ体験！

いよいよ受講生による１日カフェ。お客
様を迎えながら店員としての体験をし、
また、客としての体験を通して、実際に動くことに挑戦しま
す。イメージを現実のものにして、あなたはどう感じるでしょ
うか？ 実のあるまとまった体験をして、今後の「自分らしい
場づくり」の糧にしてください。

─ あなただからできる、あなたらしい場づくり

講師＆コーディネーター：長田英史（NPO法人れんげ舎代表理事）

コミュニティ・カフェという枠組みにあまりこだわらず、それを手がかりに
して、自分と向き合い、自分のつくりたい場がどのようなものか、どうすれ
ばつくれるのか、学び深めていきましょう。いつも自由さと共に！
●参考 URL：「START POINT ─たった一人から始める NPO･地域活動」http://www.startpoint.jp/
●参考文献：見田宗介『宮澤賢治─存在の祭りの中へ』岩波現代文庫 2001

10/29（⼟）午後

成田圭祐（インフォショップ「Irregular Rhythm Asylum」店主）

小さなスペースに、世界各地の対抗文化 / 運動か
ら発信される情報がつまっています。あなた自身
が、今後何かを創ったり、発信したりするための
アイデアが見つかるかも…。
●主著：「「UNGDOMSHUSET」をあらゆる場所に」『VOL』02 以文社 2007/「グ
ラフィック連載」『オルタ』2008 年７/８月号～2009 年９/10 月号 アジア太平
洋資料センター●参考文献：高祖岩三郎『新しいアナキズムの系譜学』河出書
房新社 2009/ 毛利嘉孝『はじめての DiY ─なんでもお金で買えると思うなよ！』
ブルース・インターアクションズ 2008

コミュニティ・カフェ
場づくりのプランをつくろう
これまで経験したことをベースに、それぞれが描くカフェとい
う場づくりのイメージをさらに具体化させてみましょう。「資
金は？」「素材の調達は？」「店舗はどうするの？」等々、い
ざ夢をプランにする際には考えなければならないこともたく
さんありますが、まずはプランを立て、実行可能かを考えます。

11/11

11/25
発表会＆クロージングパーティ　
─おわりがはじまり

コミュニティ・カフェクラスもこの日が最後！ プラン発表会
を兼ねたクロージングパーティを開催します。それぞれが考
える今後のことについて、話し合いましょう。クラスをクラ
スだけで終わらせない、あなただからできる、あなたらしい
場づくりのスタートポイントにしてください。

10/15（⼟）〜 16（⽇）1泊 2⽇
新潟県新潟市を訪ねる

みんなで合宿！ カフェを訪問して語ろう
これまで積み重ねてきた内容をさらに深めます。訪問先の実
践を学び交流するとともに、受講生同士で感想や意見を出し
あい、楽しく語る合宿です。

人と人、人と社会とのつながりの“場”づくり
常設型地域の茶の間・うちの実家
子どもからお年寄りまで、障がいの有無を問わず、気軽にい
られる場をつくり、お互いの不自由を知り、助け合える地域
づくりにつなげる。
●主著：河田珪子・清水義晴『普通の人が社会を変える―日本一の福祉都市
づくり』（共著）博進堂 2009

（F「コミュニティ・カフェをつくろう」クラスと合同）



36 37PARC FREEDOM SCHOOL PARC FREEDOM SCHOOL

パンの魂
─発酵が教えてくれた人生の宝物
ピエール・ブッシュ（株式会社ノヴァ代表取締役社長）

来日して三十数年、4500 年の歴史をもつパンの
ルーツを日本で伝えてきました。国産小麦、石臼
挽き全粒粉、伝統製法（自家製酵母種）の、素朴
な材料と愛情だけのシンプルなパン作りを広めた
いと思っています。

オリエンテーション

地域がはぐくむ伝統食
森田和彦（株式会社ヤマキ 販売部マネジャー）

日本人を支えてきた伝統食には、味噌・醤油をは
じめ、様々な食品があります。日本の将来のため、
もっと国産の農産物を使った伝統食品を食べま
しょう。

発酵の里・千葉県神
こうざき

崎を訪ねる

寺田本家蔵見学とみなみ屋さんの
発酵マクロビ料理教室
─トージバの拠点「とーじ舎」に宿泊して農作業
寺田 優（寺田本家蔵人）

発酵の里こうざきに伝わる発酵の技を体感しませ
んか。初日は蔵見学と料理教室。夜は「とーじ舎」
に宿泊して、翌日は農作業に参加します。
●参考文献：寺田啓佐『発酵道─酒蔵の微生物が教えてくれた人間の生き方』
河出書房新社 2007/ なかじ『お酒を楽しむ人のための簡単マクロビオティック
レシピ』洋泉社 2009

群馬県片品村を訪ねる

カヲル婆さんに教わる
糀
こうじ

から仕込む味噌づくり
桐山三智子（iikarakan/片品生活塾）

須藤カヲル

40 年続く味噌加工所で米糀から味噌を
仕込みます。自然農で栽培された地大豆
を使用。先生は 83 歳になるカヲル婆さ
ん。婆ちゃんたちのイーカラカン（いい加減）話も聞けますよ。
●主著：連載「いーからかん人生相談」『うかたま』農文協 2009 年冬号（vol.13）～

おいしい発酵漬物の復権
前田安彦（宇都宮大学名誉教授/全日本漬物協同組合連合会常任顧問）
現在の漬物は、微生物の関与しないものが大部分
です。発酵で生成する乳酸によって、野菜の色の
劣化など、外観が悪くなるからです。本当はうま
い発酵漬物の復活についてお話しします。
●主著：『漬物学─その化学と製造技術』幸書房 2002 ●参考文献：前田安彦

『日本人と漬物─漬物はとにかく低塩にそして美しくなりました。』全日本漬物
協同組合連合会 1996

● 2011 年５月～ 12 月　● 全 12 回 / 定員 30 名　
● 受講料 38,000 円　※出かける回と実技の回は交通費・宿泊費・材料費などが別途かかります。

5/17（⽕）19:00 〜 21:00

6/28（⽕）19:00 〜 21:00

6/4（⼟）

6/18（⼟）〜 19（⽇）1泊 2⽇

昔から人類は菌を食べ、菌とともに生きてきました。さまざまな微生物との響き合いが作り出す「発
酵」をテーマに、からだ、地域、食、暮らしを見直してみませんか。発酵食を作って、食べて、出
かけて、どんどん元気になるクラスです。自分の周りを快適・幸せなぷくぷく発酵場にして、楽し
さの連鎖反応を起こしましょう！　

うますぎてゴメン !  元気になれてゴキゲン ! 
ぷくぷく発酵術

環境と
暮らしの
学校

神奈川県藤野を訪ねる

心も体も発酵合宿！ 
気功入門と発酵健康食づくり
禹 泰久（道家丹陽観「丹陽医仙気功（丹仙功）」創始）

気功の歴史は、5000 年に及ぶ、自然と人間とは何かを問う
探究であり、中医学原理（漢方）の要です。丹陽医仙気功は、
ラージャーヨガと道家気功を融合し、体系化した現代の気功
医学（人体科学）です。

岡村志麻子（鍼灸マッサージ師）

いいものを口にしても、吸収できないと意味があ
りません。気功で体を活性化させ、摂取したもの
を吸収しやすい身体づくりの基礎と、発酵食づく
りを学ぶ２日間を♪
※会場には猫がいます。ご了承ください。

野生の菌に生き方を学ぶ
─酵母からCOBOへ
植田夏雄（ウエダ家 COBO Lab 主宰）

目に見えない野生の乳酸菌・酵母を、旬の素材をビンに入れ
るだけで誰もが育てられるように、ウエダ家がお教えします。
たったこれだけで、食、生活、社会環境すべてのビジョンを
じぶんで描くようになります。
●著書：ウエダ家『酵母ごはん─暮らしにしみ入るおいしさ』学陽書房 2006/ 
ウエダ家『はじめての自家製酵母パン─季節の酵母でうまくつくれる』家の光
協会 2010/ ウエダ家『ウエダ家のえがくスープ』学陽書房 2011（近刊）

7/16（⼟）〜 18（⽉）2泊 3⽇

9/3（⼟）〜 4（⽇）1泊 2⽇

10/1（⼟）

⽇程調整中

10/18（⽕）19:00 〜 21:00

11/15（⽕）19:00 〜 21:00

11/29（⽕）19:00 〜 21:00

12/10（⼟）午後

神奈川県葉山町を訪ねる

天然酵母を育ててみよう
角田 聡

フランス製の石臼製粉機で自家製粉を体験してく
ださい。良い粉が良い酵母を育てます。

乳酸菌が沢山！ 
手作りキムチ実習＆世界の発酵食品試食大会
玄
ヒョン

 美
ミ

兒
ア

（翻訳家）

キムチは、家庭や地域、使う材料によって、味や
風味が異なります。また、発酵食品であるキムチ
は日にちの経過とともに色々な味が楽しめる食べ
物です。簡単なコツを覚えて、自分流キムチ作り
にチャレンジしてみましょう。普段は滅多に味わえない作り
たてのキムチは、果たしてどんな味？

埼玉県秩父市を訪ねて

平成の名水百選「武甲山伏流水」で醸す酒造り
長谷川浩一（武甲酒造 13代目蔵元）

全国新酒鑑評会審査員も務める蔵元に直接ご案内
いただきます。酒造りの内側を垣間見ることによ
り、もっと美味しく、もっと粋に、日本酒を楽し
む呑み方もご紹介いただきます。
●参考文献：秋山裕一『日本酒』岩波新書 1994

（ホンビック株式会社代表取締役 /
天然酵母パン工房・ コルネットオーナー）

生命おどる発酵と醸造を求めて
片山雄介（株式会社片山代表取締役）

大学の講義では訊
き

くことの出来ない「生
い の ち

命おどる」
実学講座。生きている様々なお酒を唎

き

きながら、
日本の発酵・醸造文化を味わい、学びます。そし
てこの講座を通し、日本のこれからの「国の形」
をしばし見つめてみたいと思います。
●主著：『人在りて我有り─さらば、和蔵会』和蔵会事務局（無尽蔵）1997/『家
業（エコロジー）スタイルの時代─自分らしく働きたい人に』（共著）ほたる出
版 1998

環
境
と
暮
ら
し
の
学
校

環
境
と
暮
ら
し
の
学
校

（味噌づくり師匠 /片品村
生活改善グループ）

テンペを作ってみよう！
─畑のカマンベール？ テンペ菌で作る無塩発酵大豆
日本テンペ協会
テンペは、ゆでた大豆を原料
にテンペ菌を使って発酵させ
ます。白い菌糸が美しく、ケー
キ状に固まりますので、スラ
イスしたり、サイコロ状にし
て色んな料理に使えます。
●参考文献：『日本テンペ研究会誌 No.１～７』日本テンペ研究会 /『テンペが
効く』主婦の友社 2003
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表現の学校

● 2011 年６月～ 10 月　● 隔週金曜日 19:00 ～ 21:00　● 全８回 / 定員 20 名　● 受講料 28,000 円
● 会場：エイブルアート・スタジオ　〒 101-0021 東京都千代田区外神田 6-11-14 アーツ千代田 3331 B111（地下１階）

現代社会はとにかく生きにくいですよね。しかし歴史をふりかえってみると、実はほとんどのアーティスト
はいつも社会のアウトサイダーだったのです。そしてアーティストは「生きにくさ」をエネルギーに変えて

「美術史」を変革してきました。 このクラスでは、まずはスライドを用いて、さまざまな作品を見ることでアー
トの歴史や形式を学びます。その上で、アートの背後に隠されたアーティストたちの感じ方や世界の捉え方
を共に考えるワークショップを行ない、自分たちの生きるエネルギーへと変えていきます。「アート」を軸に、
レクチャーで左脳を、ワークショップで右脳を刺激して、自分や他者、そして今生きている社会を見つめて
みませんか？ ちょっと美術が苦手な方、初めての方にこそお勧めの講座です。

生きることは表現すること
─ アーティストと一緒に〈わたし〉を描いてみよう

中津川浩章（美術家）

プロフィール：アーティスト。国内外で、展覧会多数。障がい者施設工房「集」のアートディレクションや
展覧会の企画・プロデュース、大学・専門学校でアートを通したコミニケーションスキル開発やデザイン・
美術教育に携わる。

☆共催：エイブル・アート・ジャパン
障がいとアートを切り口に社会に新しい価値観を提案するNPO。ギャラリーやショップ、アートスタジオの運営、美術館や劇場への
アクセスプログラムの企画、展覧会やワークショップ等の企画・運営、著作権の二次使用を促す仕組みの開発・展開などを行ってい
ます。「エイブル・アート・ジャパン オフィシャルサイト」：http://www.ableart.org/

☆エイブルアート・スタジオ
障がいのある人が参加できる各種アトリエプログラムをはじめ、アート・社会・福祉などを切り口としたさまざまな講座やワークショッ
プを実施しているエイブル・アート・ジャパンが運営するアートスペースです。

ものの見方を変えてみると・・・?!
─レオナルド・ダ・ヴィンチとドローイング

6/10

見ること、感じること、そして描くことには、どんな関係
があるのでしょう。普段と違う方法でものを観察してみま
しょう。視点を変えて同じものを見てみると、自らの固定
観念や思いこみに気付かされます。アイマスクをしたり利
き手以外の手を使ったりしながら、描くとは何なのかを考
え体験します。

6/24 点描体験によって
色と時間を表現しよう
─印象派からゴッホへ

印象派の成立からゴッホの絵画までを学んだ上で、色の点
で絵を描きながら考えましょう！

7/8 抽象絵画ってなに？
─カンディンスキーとクレーから抽象絵画へ

なぜ抽象絵画が生まれたの？ 構図とトリミングからその精
神的背景を探り、実際に方法を学んで描いてみましょう。

7/22 プレゼンテーションと講評
三回分の講義で描いた作品について、どんな思いで何を感じな
がら作ったのかを発表します。自分でつくった作品を語ること
での気づき、他者の感想を聞くことで新たな発見もあるはず。

自分って何だろう？　
─写真でつくるマンダラ・コラージュ

9/2

セルフイメージコラージュをマンダラの形で制作し、自分自身
を見つめなおすと同時に、アートセラピーについて学びます。

9/16 夢と自分と社会の関係って？
─シュルレアリスムと夢ドローイング

自分が見た夢を操る「夢日記」をつけ、そのイメージや風
景を描いていきます。夢は自我の反映だけでなく、日々の
生活や社会からの情報をも反映しています。

10/7 色で気持ちを表現しよう
─表現主義から　　　　　　　　　　　
「生の芸術・アールブリュット」まで

自らの気持ちや衝動のままに創作する芸術ジャンルをさす
「アールブリュット」。この回では表現主義やアールブリュッ
トについて学び、色彩で自分の感情表現をしてみます。そ
のことを通して、「表現」とは何か、「芸術」とは何かを問
い直します。

10/21 プレゼンテーションと講評
三回分の講義で作った作品について、互いに感想や意見を出し
合うことで、さらに深めます。アートは誰にでも表現でき、語
ることができるということを、実感することが大切です。時代
や状況が変わっても、ひとりひとりの生きるエネルギーとして
のアートの本質は変わりません。つくって終わりではなく、時
代を見る目と表現の楽しさを体験し語り合いましょう！

表
現
の
学
校

【日　時】 3 月 12日（土）13:30 ～ 17:00（開場 13:00）
【会　場】 アジア太平洋資料センター（PARC）
 東京都千代田区神田淡路町 1-7-11 東洋ビル 3F
 TEL 03-5209-3450　※地図は裏表紙をご覧下さい。

【参加費】 300 円（ソフトドリンクチケット付き）

【内　容】 ◇参加者皆でアートワークショップ！
 コーディネーター：中津川浩章さん（美術家）

 ◇ 10 年度自由学校のクラス発表
 コミュニティカフェをつくろう／八ツ場ダム予定地ツアー／死刑と向き合う
 ／超カンタン！英語でスピーチ／三線クラブ／活動家一丁あがり
 ／どうなの？マルクスさん／キューバンサルサダンス／東京で農業！ 他
 ◇ 2011 年度自由学校の説明　◇ 2010 年度自由学校皆勤賞　◇大くじ引き大会！

【出　店】 フェアトレード商品／ルワンダ共和国のアクセサリー／コーヒー・軽食／野菜
 ／お酒／占いコーナーなどなど。

● 2011 年５月～７月　● 毎週木曜日 19:00 ～ 21:00
● 全 10 回 / 定員 10 ～ 16 人　● 受講料 28,000 円

カリブ海の真珠と呼ばれる国、キューバには色々な音楽や踊りがありますが、その中でも今話題のキューバ
ンサルサを学ぶクラスです。ノリの良い音楽に合わせて全身を動かし、サルサのステップで楽しく踊ってい
きます。簡単な動きやステップから始めますからはじめての方でも大丈夫。クラスではダンスレッスンがメ
インですが、１回程度キューバの文化や音楽、歴史を理解する講座（座学）も開催する予定です。アメリカ
の裏庭と呼ばれる地域で異彩を放つ国、キューバ。独立戦争、キューバ革命、ソ連崩壊、アメリカによる経
済封鎖など、大国と時代に翻弄され、生活物資も不足する中、苦しいながらもたくましく生きてきたキュー
バの人々。そんな彼らが創り上げ、世界中を虜にするキューバ音楽や踊りの魅力迫ります。頭と体でキュー
バの文化を楽しみましょう。

体でリズムを感じて踊ろう
─ キューバン・サルサダンス

表現の学校

⽇ 程
	 ５⽉	 12、19、26
	 ６⽉	 ２、９、16、23、30
	 ７⽉	 ７、14

講師：藤巻裕治（キューバンサルサダンス講師）

キューバのダンスを日本で学び始めたことをきっかけに中南米文化へ
関心を持ち始める。踊りと音楽に没頭する日々を過ごした後、日本を
飛び出しキューバやエクアドルで２年半余り生活。留学先のキューバ
ではダンスのみならず、パーカッション等、音楽の勉強にも力を入れる。
帰国後、より多くの人に音楽や踊りをもっと身近に感じてもらいたいと思い 2007
年より本格的に自身のレッスンをスタートさせる。　web site http://cubansalsa.jp/

※レッスンでは男女ペアになっての踊り方も練習します。男女比の調整上、場合によっては、先着順でな
かったり、受付後にお申込みをお断りさせて頂くこともございますのでご了承下さい。基本的に男性は
男性役、女性は女性役にてご参加頂きますが、男性役をやってみたい女性や、女性役をやってみたい男
性がいらっしゃいましたらご相談下さい。

※練習は千代田区内の区民館で行ない
ます。※2012 年３月の PARC自由学校まつりにてレッスンの成果を発表します。

春の自由学校まつり2011 !　「春の自由学校まつり2011」がやってくる !!

2010 年 3 月の「自由学校まつり
2010」には約140人の受講生・一般
参加者が集まりました

●主催：自由学校まつり実行委員会（2010 年度自由学校受講生有志による委員会）
●詳細は「自由学校まつり 2010」のウェブサイトまで（PARCのウェブからもリンクしています）http://parcfestival.web.fc2.com/parc/index.html

2010 年度受講生による受講内容の披露やゲストによるアートワークショップ、出店などなどっ！ 今まさにパンフレッ
トを読みながら「自由学校ってどんなところ？」と思っているあなた、「昔自由学校受けていたなあ」と郷愁に浸ってい
るあなた、まずはまつりに来よう！ 来ちゃおう !!  そして、まつりで新しい出会いや輪をつくってしまおう !!表

現
の
学
校
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● 2011 年５月～ 12 月　● 隔週月曜日 13:00 ～ 15:00
● 全 14 回 / 定員 15 名　● 受講料 36,000 円

2007 年９月、「先住民族の権利に関する国連宣言」が採択されるなど、世界各地で先住民族の権利の回復
を求める運動が活発化しています。しかし、私たちは、日本の先住民族であるアイヌの人びとの文化や周
辺化されてきた歴史についてどこまで知っているでしょうか？ このクラスでは、アイヌのことばを中心に、
生活のなかで息づく文化、価値観、精神世界、そしてアイヌの歩んできた歴史を学びます。

アイヌのことばと文化を学ぼうお昼の学校

⽇ 程
	 ５⽉	 16、30
	 ６⽉	 ★13、27
	 ７⽉	 11、25
	 ８⽉	 29
	 ９⽉	 12、26
	 10 ⽉	 17、★31
	 11⽉	 14、28
	 12 ⽉	 12

講師：成田英敏（慶應志木高校非常勤講師／漫画家／ペウレ・ウタリの会会員）

アイヌ語については、簡単なテキストを使用してまず初歩的な文法を学
びます。他にも映像や音声資料も用いてアイヌ文化について色々なこと
を学んでいきましょう。

ゲスト講師：弓野恵子（アイヌ文化アドバイザー）

アイヌ文化の伝承者・遠山サキさんの長女として生まれ、10 年ほど前にアイヌ文化に目覚
められた弓野さんに母から受け継いだ歌や口琴ムックリ、料理などを教えていただきます。
※講座中２～３回ほどお越しいただく予定です。

アイヌ文化の背景と土台
上村英明（恵泉女学園大学教員）

ちょっと斜めに日本の近代を見直し、
アイヌ民族の視点に立ってみようかなと
思っています。
●主著：『知っていますか？ アイヌ民族一問一答 新版』解放出
版社 2008 ●参考文献：上村英明『知っていますか？ アイヌ民
族一問一答 新版』解放出版社 2008/小笠原信之『アイヌ差別
問題読本─シサムになるために』緑風出版 2004

アイヌ語かるたで遊ぼう！
小笠原小夜（nikaop・hapo ne tay 所属）

アイヌ民族に伝わる唄や踊りを学ぶ傍ら、アイヌ
文様のデザインやイラストを描いている小笠原さ
んと一緒に、アイ
ヌ語かるたで楽し
くアイヌ語を学び
ましょう！

★6/13 ★ 10/31

● 2011 年５月～７月　● 毎週金曜日 10:30 ～ 12:30
● 全 10 回 / 定員 15 人　● 受講料：30,000 円

ビデオやインターネットなどを用いてユニークで楽しいワークショップを行ないながら、英語を学
ぶクラスです。授業は受講生の経験や目的に応じて柔軟に進められ、テーマも受講生の興味に合わ
せて設定します。クラス用のホームページを開設しますので、授業時間外に勉強したり、受講生同
士で意見を出し合うこともできます。「英語を話してみたいけれど、緊張するし、ちょっと怖い…」
そんな方にぴったりのクラスです。さあ、マットさんと一緒にはじめて英語で話してみましょう！

マットさんのはじめて英語！お昼の学校

マット・ノイズ
（明治大学経営学部講師 /
アメリカ労働組合民主主義協会ウェブマスター）
●参考 HP:「Association for Union Democracy 」
www.uniondemocracy.org

⽇ 程
	 ５⽉	 20、27
	 ６⽉	 ３、10、17、24
	 ７⽉	 １、８、15、22

● 2011 年５月～７月　● 毎週木曜日 14:00 ～ 16:00
● 全 11 回 / 定員 20 名　● 受講料 32,000 円

お昼の学校

⽇ 程
	 5⽉	 19、26
	 6 ⽉	 ２、９、16、23、30
	 7 ⽉	 ７、14、21

ジョゼ・ピニェイロ（José Pinheiro）

プロフィール：サンバやボサノバはもちろん、多彩なブラジル音楽を歌とギターでヴァリエーション豊かに表現す
るブラジリアン・アーティスト。FM局 J-WAVE の人気番組「サウージ ! サウダージ」当初からのヴォイス・ジン
グルでもお馴染み。1978 年の初来日以降、日本とブラジルをフィールドに音楽活動を続けながら、各種の異文
化交流、エコロジーイベント等多彩な活動を展開。20 数年に及ぶ滞日経験があり、各地の小学校で国際理解
教育の講師を務めるなど多方面で活躍。自然との共存、多文化共生に対するグローバルな姿勢を伝えている。

スペシャル映画上映＆制作者トーク !!
◆上映作品：『生きている聖書の世界
　　　　　　 ─ブラジルの大地と人に学ぶ』
　　　　　　　　　 （制作：岡村淳・小井沼國光 /40 分 /1997）

岡村 淳（映像記録作家 /在ブラジル）

ブラジル移民となって 20 余年。多様性を誇るブ
ラジルでは、時間と場所が変われば聞こえてくる
音楽もまるで変わります。生活者として、旅人と
して接した音楽の数々をお話しします。
●最新監督作：「橋本梧郎と水底の旅 第一部 南回帰行」2011
年３月（予定）●参考 HP：「ブラジルに渡ったドキュメンタリー
屋さん 岡村淳のオフレコ日記」 http://www.100nen.com.br/ja/
okajun/

⽇程調整中

いま、ブラジルは世界中から注目を浴びています！ 2014 年にはワールド・カップが、そして 2016 年には
オリンピックがブラジルで開催されます。ブラジルと言えばコーヒーやサンバ、カーニバル等でもお馴染み
ですが、豊かな融合文化の国ブラジルの多様性に富んだ多彩な音楽の世界―。そこには、人びとの心・生
活というエッセンスがぎっしりと詰まっています。そんなブラジルの歌・歌詞に触れながら、楽しくポルト
ガル語を学びましょう。クラスでは、「聴く・親しむ・理解する・話す・歌う」をベースに展開していきま
す。歌を聴き、語りや映像を通して、その背景やエピソードに親しみながら歌詞を理解していきます。そし
て、自ら歌うこと・声を出すこと（体験する）によって情緒豊かなポルトガル語の発音、リズムなどを自然
に身につけていきます。時には “ ことば遊び・音遊び ” でウォーミングアップ！ そして、リズムに乗ってみ
んなで一緒に歌にチャレンジ。サンバやボサノバをはじめ、吟遊詩人の世界やフォークソングなどで、広大
なブラジルの大地を旅しながら一緒にポルトガル語を学びましょう！

歌って覚えるポルトガル語
─ ブラジルの大地を旅しよう

お
昼
の
学
校

お
昼
の
学
校

★マークの回はゲスト講師をお呼びします（詳細は下記）
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お昼の学校

お
昼
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学
校

お
昼
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学
校

お昼の学校

● 2011 年６月～ 10 月　● 隔週金曜日 13:00 ～ 15:00　● 全８回 / 定員 20 名　● 受講料 28,000 円
● 会場：エイブルアート・スタジオ　〒 101-0021 東京都千代田区外神田 6-11-14 アーツ千代田 3331 B111（地下１階）

現代社会はとにかく生きにくいですよね。しかし歴史をふりかえってみると、実はほとんどのアーティスト
はいつも社会のアウトサイダーだったのです。そしてアーティストは「生きにくさ」をエネルギーに変えて

「美術史」を変革してきました。 このクラスでは、まずはスライドを用いて、さまざまな作品を見ることでアー
トの歴史や形式を学びます。その上で、アートの背後に隠されたアーティストたちの感じ方や世界の捉え方
を共に考えるワークショップを行ない、自分たちの生きるエネルギーへと変えていきます。「アート」を軸に、
レクチャーで左脳を、ワークショップで右脳を刺激して、自分や他者、そして今生きている社会を見つめて
みませんか？ちょっと美術が苦手な方、初めての方にこそお勧めの講座です。

生きることは表現すること
─ アーティストと一緒に〈わたし〉を描いてみよう

中津川浩章（美術家）

プロフィール：アーティスト。国内外で、展覧会多数。障がい者施設工房「集」のアートディレクションや
展覧会の企画・プロデュース、大学・専門学校でアートを通したコミニケーションスキル開発やデザイン・
美術教育に携わる。

☆共催：エイブル・アート・ジャパン
障がいとアートを切り口に社会に新しい価値観を提案するNPO。ギャラリーやショップ、アートスタジオの運営、美術館や劇場への
アクセスプログラムの企画、展覧会やワークショップ等の企画・運営、著作権の二次使用を促す仕組みの開発・展開などを行ってい
ます。「エイブル・アート・ジャパン オフィシャルサイト」：http://www.ableart.org/

☆エイブルアート・スタジオ
障がいのある人が参加できる各種アトリエプログラムをはじめ、アート・社会・福祉などを切り口としたさまざまな講座やワークショッ
プを実施しているエイブル・アート・ジャパンが運営するアートスペースです。

ものの見方を変えてみると・・・?!
─レオナルド・ダ・ヴィンチとドローイング

6/10

見ること、感じること、そして描くことには、どんな関係
があるのでしょう。普段と違う方法でものを観察してみま
しょう。視点を変えて同じものを見てみると、自らの固定
観念や思いこみに気付かされます。アイマスクをしたり利
き手以外の手を使ったりしながら、描くとは何なのかを考
え体験します。

6/24 点描体験によって
色と時間を表現しよう
─印象派からゴッホへ

印象派の成立からゴッホの絵画までを学んだ上で、色の点
で絵を描きながら考えましょう！

7/8 抽象絵画ってなに？
─カンディンスキーとクレーから抽象絵画へ

なぜ抽象絵画が生まれたの？ 構図とトリミングからその精
神的背景を探り、実際に方法を学んで描いてみましょう。

7/22 プレゼンテーションと講評
三回分の講義で描いた作品について、どんな思いで何を感じな
がら作ったのかを発表します。自分でつくった作品を語ること
での気づき、他者の感想を聞くことで新たな発見もあるはず。

自分って何だろう？　
─写真でつくるマンダラ・コラージュ

9/2

セルフイメージコラージュをマンダラの形で制作し、自分自身
を見つめなおすと同時に、アートセラピーについて学びます。

9/16 夢と自分と社会の関係って？
─シュルレアリスムと夢ドローイング

自分が見た夢を操る「夢日記」をつけ、そのイメージや風
景を描いていきます。夢は自我の反映だけでなく、日々の
生活や社会からの情報をも反映しています。

10/7 色で気持ちを表現しよう
─表現主義から　　　　　　　　　　　
「生の芸術・アールブリュット」まで

自らの気持ちや衝動のままに創作する芸術ジャンルをさす
「アールブリュット」。この回では表現主義やアールブリュッ
トについて学び、色彩で自分の感情表現をしてみます。そ
のことを通して、「表現」とは何か、「芸術」とは何かを問
い直します。

10/21 プレゼンテーションと講評
三回分の講義で作った作品について、互いに感想や意見を出し
合うことで、さらに深めます。アートは誰にでも表現でき、語
ることができるということを、実感することが大切です。時代
や状況が変わっても、ひとりひとりの生きるエネルギーとして
のアートの本質は変わりません。つくって終わりではなく、時
代を見る目と表現の楽しさを体験し語り合いましょう！

インカの言葉・ケチュア語ヘのお誘い 
─アルファベットと発音

5/31 10/4

10/18

11/1

11/15

12/3（⼟）14：00〜 16：30

12/13

1/10

6/14

6/28

7/12

7/26

9/20

● 2011 年５月～ 2012 年１月　● 基本的に隔週火曜日 13:00 ～ 15:00
● 全 13 回 / 定員 20 名　● 受講料 34,000 円

マチュピチュやナスカ、アルパカやピューマ…皆さんもよくご存じのこれらの言葉は、実は古のインカの民
の公用語であり、現在も南米アンデス地方で広く使われている「ケチュア語」を語源としています。このク
ラスでは、ケチュア語を案内役に、講師が翻訳したドキュメンタリー番組の映像も用いながら、音楽やダンス、
祭りや食べものなど多様な視点からアンデスの文化や文明をご紹介します。クラスの後半では、ケチュア語
の語彙（Rimaykuna）や思想（Hamut'aykuna）について学び、考えます。また、スペシャルゲストを迎え、
ボリビアやエクアドルなどケチュア語を話す人びとの現在の社会状況についてのお話も聞きます。

ケチュア語でひも解くアンデスの文化と文明

マリオ・ホセ・アタパウカル・オバンド（ペルー・ケチュア語アカデミー正会員、同日本支部長）

プロフィール：講師は多くの大学でスペイン語を教えるほか、アンデス文明・ラテンアメリカ文化セミナーを行なう。ケチュア語アカデミー
会員としてNHK他のドキュメンタリー番組、映画の翻訳や通訳も多数経験。文化人類学、アンデス文明が専門。最近の研究テーマは、
アンデスおよびマヤ・アステカにおけるフクロウについて。

アンデス世界の動物たち ─文法構造1
◆資料映像：『天涯の地に少年は育つ
アンデス　神の糸を刈る日』（NHK/2006）

アンデスの子育て ─家庭での会話
◆資料映像：プラネットベービーズ『ボリビア 標高 4300メートル 
天空の子育て』（NHK/2010）

アンデスの医者・カヤワヤ ─仕事での会話
◆資料映像：『カヤワヤ～精霊と生きるアンデスの医者』
（NHK/2010）

世界文化遺産クスコ ─時間に関する言葉

アンデスの祭礼と食べもの、ケチュア
語の歌

アンデス先住民族の社会言語史と
ケチュア語族の全体像
細川弘明（PARC代表理事 /京都精華大学教員）

アンデス地域全体でのケチュア語の分布状況・言語
史・方言差、アイマラ語との関係、スペインによる植民地統治
との関係、現代の先住民族運動との関係について解説します。
●主著：『よくわかる環境社会学』（共著）ミネルヴァ書房 2009/『共感する環
境学―地域の人びとに学ぶ』（共著）ミネルヴァ書房 2000 ●参考文献：『言
語学大辞典　第 1巻（世界言語編 上）』三省堂 1988 所収の「ケチュア語族」

「アイマラ語」などの項目 / 柴田武（編）『世界のことば小事典』大修館書店 
1993 所収の「ケチュア語」の項目

アンデスにおける「水」─文法構造2

アンデスの文字とデザイン、
ナスカの地上絵 ─文法構造3

聖地マチュピチュ ─読み書き練習1

映画を観る

スクリーンに溢れるケチュア語
─ボリビア映画を観て知るアンデス現代史
◆上映作品：『コンドルの血』
（監督：ホルヘ・サンヒネス /ボリビア/82 分 /1969）

太田昌国（現代企画室 /民族問題研究） 

ケチュアの民が出演し、母語で自己表現をした先駆的な映画を
観て、制作当時にこの映画がアンデスの社会・政治・文化状況
の中でもった意味をめぐって討議します。面白い映画です。
●主著：『千の日と夜の記憶』現代企画室 1994/『「国家と戦争」異説─戦時
体制下の省察』現代企画室 2004 ●参考文献：ドミティーラ・バリオス、モエマ・
ヴィーゼル『私にも話させて─アンデスの鉱山に生きる人々の物語』（訳書）現
代企画室 1984/ 太田昌国（編著）『アンデスで先住民の映画を撮る―ウカマウ
の実践 40 年と日本からの協働 20 年』現代企画室 2000

（06「ケチュア語でひも解くアンデスの文化と文明」クラスと合同）

雄牛とコンドル、2つの世界の出会い
─読み書き練習2

◆資料映像：『アンデスの神舞い降りて～聖鳥コン
ドルと村人の祈り』（NHK/1996）

アンデスの生物多様性 
─読み書き練習3

◆資料映像：『標高 4000メートル アンデス塩の道～ボリビア最後
のリャマの隊商』（フジテレビ /2000）

※講義内容は受講生のご要望も取り入れながら柔軟に対応します。
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ことはじめ
─まず、いまの自分に聞いてみる

「コミュニティ・カフェクラス」という「旅」の始まりです。あ
なたの内側にある大切な情報に触れることから始めましょう。
受講生と講師で楽しく交流しましょう！（おいしいお茶付き♪）

神奈川県鎌倉市を訪ねる

喫茶「ミンカ」
─古民家を改造した手づくりのカフェ　

北鎌倉の小さな古民家を、自分たちの手で改造してできた喫
茶ミンカは、隠れ家のような、ほっとできる空間。「ミンカ」
とはアンデス語で「ともに生きる」という意味でもあります。
お茶を飲みながら、喫茶店を始めるための準備や、メニュー
づくり、日々のお仕事などについて、オーナーからお話をう
かがいます。

● 2011 年５月～ 10 月　● 基本的に隔週金曜日 13:00 ～ 15:00　
● 全９回 / 定員 30 名　● 受講料 30,000 円

5/20

9⽉中で⽇程調整中

9/10（⼟）午後

9/30

6/25（⼟）午後

6/10

地域の中にほっとできる居場所があったらいいな、人と出会いつながれる場がほしい̶。「無縁社
会」といわれている現在ですが、少しだけ目線を変えてみれば、実は地域にはさまざまな力を持っ
た人や、多様な活動をする団体やネットワークがたくさんあります。コミュニティ・カフェとは、
それらを結び、育む「場」であり、みんなが生き生きと暮らせるための空間です。それぞれが求め
る「場」のイメージを膨らませ、それを実現するためのスキルや発想を学びます。こだわりあるカ
フェへの訪問では、オーナーにカフェや場の運営についての秘訣を教えてもらいましょう。あなた
らしいカフェづくりの１歩を踏み出してみませんか？

コミュニティ・カフェをつくろう！お昼の学校

生活協同組合が立ち上げたカフェを訪ねる

食・職・福祉がつながる地域の居場所
この回では、生活者協同組合（生協）の活動から広がってで
きたコミュニティ・カフェを訪問します。生協ショップやワー
カーズ・コレクティブ、福祉に取り組む NPO 法人などが協働
してつくった居場所は「地域で、安心して生き生きと暮らし
たい」というみんなの思いを実現するための複合的な活動拠
点になっています。

7/8
「場づくり」って何だろう？
─コミュニティ・カフェの本質とは？

幅広い意味を持つ「コミュニティ・カフェ」って何だろう？ 
その一番根っこを「場づくり」と考え、場づくりの本質につ
いて学び、深めます。参加者全員で「場づくり」という視点
を獲得し、共有するのが目的です。

講師＆コーディネーター：長田英史（NPO法人れんげ舎代表理事）

既存の地域活動のなかに、自分にぴったりのものがみつからない。そんなときは、自分でつく
りましょう！ コミュニティカフェという入れものは、広く深い。出来ることから、はじめてみ
ればいいと思います。
●参考 URL：「START POINT─たった一人から始める NPO･地域活動」http://www.startpoint.jp/

どんなカフェが「居心地いい」？
─見つけよう、わたしらしさ

「居心地のよさ」や「雰囲気のよさ」は、人によってそれぞれ
違います。素材やメニューはもちろんのこと、インテリアや
食器、音楽、接客…と、どういう工夫をすれば自分にとって、
そして自分がつながりたい人たちにとって「集まりたい場」
になるのか。実際にいくつかの店にお客として入って感じた
気持ちや実感から、自分が実現したい場に取り入れたい要素
を発見しましょう。

1日体験カフェに参加！
夜の「コミュニティ・カフェをつくろう！」クラスが実施す
る「１日カフェ体験」にお客様として参加します。意見や感
想を出し合うことを通じて「自分だったらどんな場にする？」
ということを考えます。

何から始める？　
─場づくりへの一歩としての仲間づくり

カフェなどの場づくりをする際、仲間や組織で取り組むとき
はもちろん、たった一人ではじめる店だって、様々な関係先
との協力関係は不可欠です。複数の人々が継続的に意志を通
わせ、協力関係を作っていくために必要なこととは？ 会議や
定例会のやり方や、必要な準備、必ずやること、絶対にやっ
てはいけないことなど、組織運営にも役立つことをおさえま
す。地域で活動する経験者をゲストに招いてお話も聞きます。

10/15（⼟）〜 16（⽇）1泊 2⽇

10/28

新潟県新潟市を訪ねる

みんなで合宿！ カフェを訪問して語ろう
これまで積み重ねてきた内容をさらに深めます。訪問先の実
践を学び交流するとともに、受講生同士で感想や意見を出し
あい、楽しく語る合宿です。

人と人、人と社会とのつながりの“場”づくり
常設型地域の茶の間・うちの実家
子どもからお年寄りまで、障がいの有無を問わず、気軽にい
られる場をつくり、お互いの不自由を知り、助け合える地域
づくりにつなげる。
●主著：河田珪子・清水義晴『普通の人が社会を変える―日本一の福祉都市
づくり』（共著）博進堂 2009

（21「コミュニティ・カフェをつくろう」クラスと合同）

まとめ
─活動の日常化をめざす

これまで経験したことをベースに、それぞれが描くカフェと
いう場づくりのイメージをさらに具体化してみましょう。「資
金は？」「素材の調達は？」「店舗はどうするの？」等々、い
ざ夢をプランにする際には考えることもたくさんありますが、
まずはプランを立て実行可能かを考えます。クラスをクラス
だけで終わらせない、あなただから出来るあなたらしい場づ
くりのスタートポイントにしてください。
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松元千枝（しんぶんワーカーズ・ユニオン/全国一般労働組合東京南部）
「どうせ私なんか・・・」とあきらめず、「私でもできる」
ことを見つけてみよう。ひとりの声は小さくとも、仲間
とともに大きく響かせることができるから。とりあえず、
一緒にさわいでみませんか。

河添 誠（首都圏青年ユニオン書記長）
「なんかやってみたい」と思っていても、なかなかきっか
けがないという、そこのあなた！ この講座では、これま
で知らなかった「活動のおもしろさ」をどんどん知るこ
とができます。いろんな人とたくさん話して、みんなの
力で、この世の中を生きやすく変えていきましょう！

湯浅 誠（反貧困ネットワーク事務局長）
一丁あがりも３年目。今年は複数講座開設などバージョン
アップ。社会にモノ言う人々のエキスをあなたにも。世の
中をよくしたいあなた、待っています。閉塞感にまいって
いるだけじゃ面白くない。声をあげていきましょう。

「なんだ ? この格差・貧困社会は ! 」「なんだか生きづらさを感じるけれど、これって私のせい？」…こんな社会に何
かモノを言いたい !  変えるために何かしたい !  でもそのノウハウがわからない…。そんなあなたにぴったりのクラ
ス。「労働と貧困」「農業と地域」「世界の貧困」のテーマに取り組む活動家と一緒に、当事者の声を聞き、歴史を学び、
いま運動を行なうことの意味や困難について考えます。そして効果的な活動や運動の具体的なスキルやノウハウ、発
信の方法についても一緒に考え、動き出します。受講生・実行委員がともに議論しあえる空間をつくりながら、活動
家への扉をあけましょう !  さあ、一緒に一丁あがっちゃいましょう !

須田光照（全国一般東京東部労働組合）
やりたいことが見つからないという「自分探し」に答え
は出ない。しかし、やるべきことなら鮮明だ。我々の頭
上にのしかかる搾取と抑圧を打ち破るという任務であ
る。闘いの最前線。そこがあなたの「居場所」になる。

土屋トカチ（ドキュメンタリー映画監督）
世の中はもっと良くなるんじゃないかと、みんな心のど
こかで大なり小なり思っているはず。でも思ってるだけ
じゃ変わらない。さあ、はじめよう！

内田聖子（PARC事務局長）
「社会って何だろう？」「これって変？」という様々な事
柄・事象・体験について、あーでもない・こーでもない
と話をしましょう。そういう空間が一つでも多くできる
ことが、世の中を変えるための一歩です。

「労働と貧困」講座

「食と農で世直し」講座

一丁あがり＆動く→動かす コラボレーション企画

志波早苗（パルシステム生活協同組合連合会運営本部運営室スタッフ）

何で道を間違えたか？、協同組合の定義・価値・理念に
一目ぼれし、歩み続けています。若い人はいつも可能性
に輝いている。後押しするのが、不惑をはるかに超した
自分の役目だと思います。

的屋勝一（パルシステム東京労働組合　委員長）
諸先輩方の功績であった、生協運動の灯火が些か陰りを
みせています。しかし、どうも僕ら世代は生協運動がよ
く解かりません。この機会に外部の方から運動の仕方を
ご指導・ご鞭撻下さい。

稲場雅紀（動く→動かす事務局長）

なにか問題にぶつかったとき、どうしますか？「活動」
は自分も、みんなもハッピーにする方法。一緒に勉強し
てみませんか。

西 あい（動く→動かす　パブリック・モビリゼーションチーム）

何かがおかしい、どうにかしたい。そんな思いを「カタ
チ」にするための方法を一緒に考え、まずは一歩踏み出
してみましょう。

社会にモノ言うはじめの一歩！自由学校クラブは、クラスのカリキュラムのような決まった内容やスケジュールはなく、「やりたい」と思った受講生有志がクラ

スを越えて自主的に集まり、呼びかけ、そして活動の中身やスケジュールをつくっていく、いわば「自由学校の課外サークル」で

す。2011 年３月現在、５つのグループが活動中 !  自由学校受講生同士で仲間を募っていただければ、随時新しいグループもつく

れます。オルタナティブな生き方や暮らし方を足元から一緒につくっていきませんか ?

○自由学校クラブには自由学校受講生以外の方々も参加できます（詳細は PARC 事務局までご相談ください）。
○グループ・活動へのお問い合わせ・お申し込み、新規立ち上げにつきましては PARC 自由学校までご連絡下さい。

高松田んぼの会　
● 基本的に月１回
● 世話人：大江正章（コモンズ代表）
　　　　　 黒岩竜太（10年度～「東京で農業！」現場インターン）
● 費用：交通費実費。車で来られる方も歓迎です。
● 連絡先：kuroiwa@altertrade.co.jp（黒岩）
高松田んぼとは茨城県石岡市にある 36アールの共同田んぼです。始めた
人の名前にちなんで、こう呼んでいます。この会では、米つくり全般を
メンバーが協力して行います。農薬と化学肥料は一切使いません。田植
えはすべて手植え、稲刈りはバインダーという簡単な機械と手刈りです。
活動日は基本的に土日で、現地に集合して一緒に作業を行います。もちろん参加できる日で結構です。作業
はベテランの方々が優しく丁寧に教えてくれますので全くやったことのない人でも大歓迎です。米作りを体
験したい人、半農半Xを目指す人、自然が好きな人…どなたでもお気軽にご連絡下さい。

三線クラブ
● 基本的に月１～２回の練習、19:00 ～ 21:00
● 練習は基本的に PARC
● 参加費１回 1,000 円
● 世話人：市村忠文（08年度「ムーブメント三線」受講生）
基地問題で揺れる沖縄。平和と命を何より大切にする島の人達は三
線に思いを託します。そんな沖縄
三線を弾いてみませんか。楽しく
演奏し、レッスンの後には泡盛を
呑みながらゆんたく（おしゃべり）
しましょう。色々な演奏会参加や
沖縄への三線ツアーもあります。
初めての方でも大歓迎です！

テレビさようならクラブ
　いよいよ地デジ化目前！テレさよへ進め！

● 基本的に隔月間に１回
● 代表：コーシンジャ（PARC会員 /自由学校受講生 /2011 年度自
由学校企画委員）
● 会長：お宿吉水女将
2009 年の５月にスタートした、テレさよもいよいよ
活動３年目を迎えました。
テレビについて考えたい方、テレビ好きな人からテレ
ビにさよならした人までどなたでも参加できるオープ
ンな会です。どなたでも大歓迎 ! まずは遊びにいらし
てくださいね。「テレビを超える快ライフ」と「ちょっと前の日本
の暮らし」を求めて楽しくすすみましょう。

現代短歌を読む・詠む
● 基本的に毎月第２月曜日 13：30 ～
● 参加費 /月 2,000 円
● 90 年代の短歌クラス受講生有志
● 講師：久々湊盈子（歌人 /現代歌人協会会員 /日本歌人クラブ中央
幹事 /文芸家協会会員 /歌誌「合歓」発行人）　歌集『家族』『あらばしり』『鬼
龍子』など７冊
短歌を作るということは、すなわち、自分を考えることです。言葉
を考え、社会を考え、生きている意味を考えることです。すぐれた
短歌を読み、自己表現の手段として短歌を作ってみませんか。まっ
たく初めて、という方、大歓迎です。

戦後史を学び、展望を模索する会
● 基本的に月１回、月曜日 19:00 ～ 21:00
● 代表：07 年度『検証戦後史』クラス受講生有志
「戦後 60 年、なぜ日本はこんなにひどいことになったのか。」これ
が、2007 年度の『検証戦後史』クラスの出発点でした。講座が終わっ
たとき、私たちは、最初の問いへの解
答の代わりに、新しい疑問の山を抱え
ていました。それ以来、幕を引きたく
ない仲間が、月に一回集まっているの
がこの自主クラスです。手応えのある
主題と、伸び伸びとした議論が中身の、
誰にも開かれた楽しい集まりです。

飛び出せ！ 自由学校クラブ

日　程

3月下旬～

4月上旬 
種播きの準備と種播き

4月中・下旬 畦の整備など

5月下旬 田植え

6月上旬～

7月中旬 
草取り

9月下旬 稲刈り

10月上旬 脱穀

11月中旬 収穫祭（餅つきあり）

☆収穫したお米はみんなで購入できます。
（白米 / 玄米 /もち米）

PARC はこんなサポートをします。
◆場所の提供…ミーティングや活動の場として教室を１時間 500 円で使用できます（ただしクラスで使っていない場合のみ）。その他の会
場の手配にも協力します。

◆各グループの活動呼び掛け、イベント案内などを自由学校受講生全員や、PARC 会員に呼び掛けることができます（ML、一斉メール発送
など）。

◆自由学校講師やPARC会員、友好団体・個人など、PARCのネットワークを活動に活かしたい！（＝紹介してほしい、講師として呼びたいなど）
という場合も、ご相談に乗ります。

●

● ●
● ●

●
●

●●●●●
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● 2011 年５月～ 2012 年３月　● 基本的に隔週水曜日 19:00 ～ 21:00　
● 全 18 回 / 定員 30 名　● 受講料１回 300 円

「労働と貧困」をテーマにしたこの講座では、現代の労働現場で起こっている実態
やその構造や背景を知り、解決に向けたアクションを実践します。
派遣や非正規労働者、また正社員であっても、多くの労働者が過酷な労働環境の中
で働かざる状況にある中で、一人ひとりが問題に気づき、声をあげてつながること
が大切です。そのためには何が必要なのか？  私たちはどうすればいいのか？  受講
生自身が参加型でクラスをつくり、最終的には卒業イベントを実行します。

現実を知り、つながって社会を
変えよう！

5/11 オリエンテーション
5/21（土）
～22（日）　

合　宿

6/8 実行委員による「労働と貧困を考える」プチイベント作戦会議
　　　　 ※実行委が中心になり7/20のイベントの企画を立てます。　　　
6/22　 講義「現代の労働と貧困」河添誠＋プチイベント準備
7/6　 映画上映＆監督トーク『フツーの仕事がしたい』監督：土屋トカチ
 ＋プチイベント準備
7/20 プチイベント当日

《8月は受講生に様々な団体の活動・イベントに参加していただきます》
9/14　 卒業イベントのテーマや思い、分析などについてのレポート提出
9/28　 前回提出したレポートに対して実行委からフィードバック
10/12 「現実を変えるための方法とは」湯浅誠
10/26 イベントに向けて具体的なノウハウを学ぼう①
11/9 イベントに向けて具体的なノウハウを学ぼう②
11/30 チラシをつくってこよう
12/7 作ってきたチラシについて実行委からフィードバック＆チラシづくりのコツ伝授
12/21 教えて！センパイ！～一期・二期生の話を聞く＆忘年会
1/11 模擬記者会見
1/25 記者会見
3月 卒業イベントをしよう
4月 卒業式

※スケジュール・内容は変更の可能性があります。
※ゲスト講師を招く回もあります。
※合宿は宿泊費・食費がかかります

●お申し込み方法
◇受講ご希望の方はA4 3 枚以内で以下2つを書いてPARC 事務局までお送りください。
◇締切日：2011年 4月25日※メール・FAX・郵送いずれも可。
◇実行委員会による選考の上、全員に結果をお知らせいたします。
①この講座で取り組みたいテーマ
②そのテーマ・課題を解決するための具体的な方法やアイデア
※上記の課題については、できるだけ具体的な内容を書いてください（内容によっては追試として改めて文章の
提出をお願いすることがあります）。
※ 2010 年度受講生による課題作文例を参考にしてください（3月以降、PARC自由学校のウェブサイトにUP
しています）。
※受講生は 2012 年 2～ 3月に卒業イベントを各自で企画・開催していただきます（必須）。

「有給とらせろデモ＠Twitter」＆
オフ会「ワカモノが若者の未来を語る【はたらく編】」
■日時：３月４日（金）「有給とらせろデモ＠Twitter」22 時～24時
　（ツイッター上でデモを行います）
　オフ会「ワカモノが若者の未来を語る【はたらく編】」19 時～21時
　（開場18：30 ～）
■会場：スペース☆たぬき（世田谷区砧 2-11-14-3D）　千歳船橋駅 徒歩10 分
■主催：有給とらせろデモ実行委員会
■主催者連絡先：E-mail：aube_surpreme@yahoo.co.jp
　TEL:080-4420-0712（野口）
　ブログ 有給とらせろデモ　http//.nogutiti.blog87.fc2.com/

「性別」にとらわれない生き方―「性」の常識をうたがう―
■日時：３月５日（土）15時～17 時　（仮）
■会場：スタジオこころ
■主催：「生き方」を模索する！チームもさく
■主催者連絡先：080-1275-2752（金田由希）

連続イベント「私たちができるコト」（全 3回）
第１回  映画「未来の食卓」上映会
■日時：３月６日（日）9時 20 分～12 時 00 分
■会場：男女共同参画センターえーる ３Ｆ（練馬区石神井町８-１-10）
■主催：私たちができるコト実行委員会
■主催者連絡先：E-mail:mirai@gmail.com
　TEL:080-3441-5974（かなもり）

「つぶやき＠路上　パレーデモ」
■日時：３月13日（日）
■会場：渋谷駅近辺
■主催：スペクトラムレボ
　http://parademo.blog109.fc2.com/blog-category-1.html
■主催者連絡先：spectrumrevo@gmail.com
　高瀬英仙（メディア担当）080-5378-7137

映画「ＡＮＰＯ」上映＆ゲスト・トーク
ちょっと待ってヨ「日米同盟」だって ?!  あなたも私も穏やかに
暮らせる世界をつくるために
■日時：３月18日（金）18 時開場、19 時上映、
　20：40 ～22 時ゲストトーク
■会場：渋谷アップリンクファクトリー
■入場料金：1500 円（１ドリンク付き）
予約受付：factory@uplink.co.jp　TEL:03-6825-5502
■ゲスト：リンダ・ホーグランド氏（「ANPO」監督）/イルコモンズ（小
田マサノリ）氏（文化人類学者 /元現代美術家）/アクテイビスト:
湯浅一郎氏（NPO 法人ピースデポ代表）
■主催：三田玲子　042-734-0970　mitamita@w7.dion.ne.jp
■共催：アップリンク　03-6821-6821　www.uplink.co.jp

生きてる図書館  Living-Library  から語り
■日時：2011年 3月12日（土）　14時～17 時（予定）
■会場：サンライズプラザ小岩　貸し会議室　中
　（〒133-0052 東京都江戸川区東小岩６丁目18-17）
　TEL:03-3659-3585
■主催：ブックオフりーふぐりーん
■主催者連絡先：高田光一携帯（080-5180-0699）
　mail：neko26_pika-51@ezweb.ne.jp

座談会  仲間の作り方
■日時：４月16日（土）19 時～21時
■会場：素人の乱１２号店
■主催：スペクトラムレボ
　http://parademo.blog109.fc2.com/blog-category-5.html
■連絡先：080-1075-4379（オニヅカ）spectrumrevo@gmail.com

★2010年度受講生による卒業イベント（一部）
2010 年度の受講生が、１年間学んだ成果を自分自身のイベント企画として立て実行します。「一丁あがりってどんな講座？」「どんな人がやっているの？」
という方は、ぜひ下記のイベントに参加してみてください！ イベントの詳細はPARC自由学校のウェブサイトでご覧いただけます。

労働と貧困
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★スケジュール（予定）

● 2011 年 10 月～ 12 月　● 基本的に平日夜 18:30 ～ 20:30（隔週予定）　
● 全６回 / 定員 30 名　● 受講料１回 300 円　● 会場：パルシステム連合会本部会議室（東新宿）【予定】
● 募集対象：農について学ぶだけではなく、学んだことを活かして社会のために働きかけたい、実践したいという意欲
のある 20 ～ 30 代の若者

「日本の食料自給率って低いけど大丈夫？」「農業の現場とつながり、応援したい」「いずれは就農して地域で様々な活
動をつくってみたい」─そんなあなた、まずは日本の食と農の現実を知り、そこで生きる人たちとふれてみませんか？
生産者と消費者の橋渡しを長年行なってきた生活協同組合のパルシステム連合会のプロデュースにより、日本の食と農
をつなぎ、農業の意義や課題を社会に発信していける活動家を育てます。就農支援や農の現場との継続的な関係づくり
も行ないます。

食と農で世直し！
─ 地域とつながる活動家実践講座

オリエンテーション＆
ワークショップ
産地に出かけよう！
─現場を見て、聞いて、感じる

当事者の声を聞こう
①生協編
当事者の声を聞こう
②生産者編
当事者の声を聞こう
③消費者編

やりたいことをカタチにする！
─アウトプットの方法＆ワークショップ

パルシステム企画
一丁あがり＆動く→動かすコラボレーション企画

・「活動家一丁あがり」講座への参加者は、動く→動かす主催「アドボカシー実践講座・フォローアップ」講座へもご参加いただけます（別途動く→
動かすへのお申込みが必要です）。
・「動く→動かす」と「活動家一丁あがり」講座との共催企画・イベントについては、随時ウェブサイトにUPしています。詳細は「動く→動かす」事
務局までお問合せください。

今日も、世界では多くの人々が飢餓や極度の貧困により亡くなっています。
教育を受けたくても貧しくて受けられない子どもたちや、治るはずの病気
でも病院に行くことが出来ずに死んでいく人々が数多くいるのが、世界の
現実です。2000 年の国連ミレニアム・サミットでは、こうした世界の貧
困問題を解決するために、2015 年までに達成するべき目標として「ミレ
ニアム開発目標」（MDGs）をとりまとめました。

「動く→動かす」は、MDGs を達成し貧困問題解決に向けた動きを日本か
ら作り出すことを目標に、世界の貧困問題解決に取り組む日本の NGO59
団体が参加するネットワークです。毎年 10 月に世界規模で行なわれる

「STAND UP TAKE ACTION」（スタンド・アップ）を中心にパブリック・キャ
ンペーンを行い、貧困問題解決・MDGs 達成に向けて各種講座やキャンペー
ンを実施しています。
2011 年度は「活動家一丁あがり！」と「動く→動かす」の協働により、
講座の一部共催や合同イベント等を計画しています。「日本の貧困だけで
なく、世界の貧困問題についても知りたい」「先進国の果たす役割って何
だろう？」というあなた、一緒に動き出してみましょう！

動きだそう。
世界の貧困をなくすための
アクション！

★「動く→動かす」事務局
〒110-0015　東京都台東区東上野 1-20-6　丸幸ビル２階　特定非営利活動法人アフリカ日本協議会内
TEL：03-3834-6902　FAX：03-3834-6903　E-mail:offi  ce@ugokuugokasu.jp 
http://www.ugokuugokasu.jp/index2.html

「なぜパルシステムがこの講座を行なうのか？」講義後、受講生それぞれの参
加動機や目指すことなどをワークショップ形式で話し合います。
パルシステムが支える生産者の現場を訪ねます。農業者から食と農をめぐる現
実や課題を聞き、一緒に議論します。※交通費・宿泊費が別途かかります

講義：産地と組合員とのメッセンジャーとしての事業・運動　

講義：産地が取り組む第６次産業とアウトプット　生産者の方をゲスト講師に
お招きします。
講義：私にもできた！ 消費者スタートの農的アウトプット　
草の根のボランティア実践者と、コミュニティビジネス等の起業家の２つのタ
イプの実践者を招き、消費者としてできる活動を考えます。
ゲスト講師：アウトプットの大切さ　
参加者ワークショップ「卒業イベントに向けて動き出そう！」

※講座終了後、受講生各自で卒業イベントを実施していただきます。
※スケジュール・内容は変更の可能性があります。
※毎年10月中旬に開催される農業・環境・平和をテーマにした「土と平和の祭典」や、その他パルシステムグループのイベントなどに参加し、出展する生産者や関係
者と出会う機会もあります。
※新規就農希望の受講生には適宜ご相談に応じて就農支援も行ないます。

●お申し込み方法
◇受講ご希望の方はA4 3 枚以内で以下 2つを書いてPARC 事務局までお送りください。
◇締切日：2011年 4月25日※メール・FAX・郵送いずれも可。
◇実行委員会による選考の上、全員に結果をお知らせいたします。
①この講座で取り組みたいテーマ
②そのテーマ・課題を解決するための具体的な方法やアイデア
※上記の課題については、できるだけ具体的な内容を書いてください。
※2010年度受講生による課題作文例を参考にしてください（3月以降、PARC自由学校のウェブサイトにUPしています）。

● 2011 年４月～８月 　● 月１回 　
● 募集対象：動く→動かす主催の「アドボカシー実践講座」への参加者や PARC「活動家一丁あがり講座」へ
の参加者などを中心に、「STAND UP TAKE ACTION」の機会にキャンペーンやイベント を自主企画してみたい方。
● 内容：共感を得るキャッチコピーとは？／チラシ・プレスリリースのつくりかた／最新のキャンペーン事例
から学ぶ／キャンペーン企画を持ち寄ろう !  など。
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