
米国ニューヨーク、シカゴ、メキシコ駐在の経験をもつ講師が、双方
向の貿易投資促進の重要性を述べ、国際社会における日本の役割
と貢献を解説します。講師が米国シカゴで立ち上げた「チーム・絆・
KIZUNA」の取り組みが、州知事をはじめとする幅広い支持と信頼
を得て、震災復興支援活動等の展開に繋がっている実話を語ります。
● 双方向の貿易投資促進による国際貢献
● 米国政治経済、中西部の特徴と重要性
● 「チーム・絆・KIZUNA:The Bonds of Emotion」の取り組み 他

7月2日（土）第3回 双方向の貿易投資による国際貢献
　　    －「チーム・絆・KIZUNA」の取り組み

等身大の中国を認識することの重要性及び日中関係の現状
と課題について考える。
● 中国の本当の実情
● 「改革開放政策」の経緯と功罪
● 共産党政権はいつまでもつか
● 日中関係の経緯（主として国交正常化以降）
● 現状と課題

日本国内の経済状況が停滞し、「子ども６人中１人が貧困状態」と言わ
れ、東日本大震災からの復興も十分でない地域も多くあります。国内課
題が山積する中、「国家として途上国支援をしている場合ではない」とい
う「援助不要論」があります。しかし日本が諸外国との関係性の中で成
立しているのも事実です。今回はどのようにイノベーティブな途上国支
援を続けていけるのかについて、様々な取り組みから考えていきます。
● 日本の社会状況と国際協力
●  途上国支援は不要か　●  途上国支援の未来形を描く

講師： 眞銅 竜日郎｠
日本貿易振興機構（ジェトロ）理事

1982年早稲田大学政治経済学部卒業。日本貿易振興会
（ジェトロ）入会。ニューヨーク・センター次長、海外調査
部調査企画・北米課長、シカゴ・センター所長、サービス
産業部長等を経て2015年より現職。

講 座 番 号 A10

̶国際社会における日本の役割と貢献̶

第28回 国際理解土曜セミナー

「日本は何をすべきか」
昨今の激変する国際社会の中で、私たちはどのように考え、行動すべきか。世界の動きを広い視野から捉え多様な考
えに触れて初めて、日本のとるべき方向を読み解くことが出来ます。本講座では、大使経験者や国際問題研究者らを
講師にむかえ、「世界の今、日本の役割と貢献」をリアルタイムで考えます。

80名定　　員

［全4回］1,000円（入会金不要、在学生・卒業生割引対象外） 資 料 代

10：30～12：00時　　間

一般財団法人 外務精励会共　　催 文京区後　　援

6月11日（土）第2回

講師： 小島 誠二
同志社大学客員教授

1972年外務省入省、長年開発協力に携わる。1986年ア
ジア開発銀行、2004年JICA理事、2006年在パキスタ
ン大使、2009年儀典長、2010年在タイ大使、2012年
関西担当大使・政府代表、2014年同志社大学法学部客
員教授。

6月4日（土）第1回

講師： 阿南 惟茂｠
新日鐵住金（株）顧問

1964年東京大学法学部卒業。1967年外務省入省。
1987年中国課長。1997年アジア局長。
2001年駐中国大使（2006年4月まで）。

7月9日（土）第4回

講師： 佐藤 峰｠
横浜国立大学大学院都市イノベーション学府および
教育人間科学部准教授／元文京学院大学助教

津田塾大学国際関係学科卒業後、ウェールズ大学で修士号（国際開発学）を取
得。青年海外協力隊を経て、カリフォルニア総合研究所大学院で博士号（社会
人類学）を取得。JICA長期専門家、ユニセフパキスタンでの母子保健関連の仕
事、JBICとJICAでの中南米等の社会開発関連の業務、JICA研究所での研究
員として勤務した後、文京学院大学外国語学部に勤務。2015年4月より横浜
国立大学大学院都市イノベーション学府および教育人間科学部准教授。

50年にわたる日本の政府開発援助（ODA）の歴史をたどり、
この間の経験と知見を活かして今後どのように国際社会に
貢献していくことができるかを考える。その際、ODA大綱が
開発協力大網に改められた意味にも触れる。
● 国際社会の諸課題と開発協力による貢献
● 開発途上国と日本がともに繁栄できる道
● SDGsの実現と人間の安全保障の推進
● 幅広いパートナーシップの構築　● 国民の理解・支持と参加の大切さ

日本の開発協力を考える
　　　　 －国際社会の平和と繁栄への貢献

中国の現状と日中関係

新時代の国際協力
　　   －途上国支援におけるイノベーション
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◆�生涯学習センター開設　（島田依史子記念館生涯棟竣工）
キャッチフレーズ『学びたいすべての人を応援します』

「生涯学習センター」は開設20周年を迎えました。
『学びたいすべての人を応援する』をモットーに、
  これからも知と学びと出会いの場として、皆さまに愛され、
  ご満足いただけるような講座を企画・実施してまいります。

◆「文京生涯フェスティバル」～学園祭と合同開催

◆「文京生涯カレッジ１年コース」スタート
◆「国際理解土曜セミナー（外務精励会提携）」スタート

◆「経営実践大学講座（山城経営研究所提携）」、「文京区民大学（文京区提携）」

◆大学院連携講座「長期個人投資家のオルタナティブ投資講座」スタート
◆大学連携講座「三ラウンドシステム『TOEICｽｺｱ』半年で大幅アップをめざす！」

◆大学院連携講座「21世紀を担うリーダー養成講座　1年講座」
◆大学連携講座「理学療法士臨床ブラッシュアップコース」スタート

◆大学院連携講座「論語とソロバン」
◆大学連携講座「臨床化学技術講習会」スタート

◆「楽学50－セカンドライフセミナー」スタート
◆生涯カレッジ生の学部科目聴講制度始まる

◆「文京エコカレッジ　リサイクル推進サポーター養成講座（文京区提携）」スタート
◆15周年記念「落語公演会�春風亭昇太師匠－お楽しみ独演会－」

◆大学院保健医療科学研究科新設開学記念文化講演会�小柴昌俊
◆大学院保健医療科学研究科新設記念講座『大人の健康プロジェクト』

◆大学院連携（外国学研究科）「映像で読み解く英米社会」講座
◆大学院特別公開講座（人間学・保健医療科学研究科）「第１弾エイジレス社会」

◆大学院特別公開講座（外国語学・経営学研究科）「第２弾エイジレス社会」
◆大学保健医療技術学部看護学科新設記念講座「自宅での療養を支援する」

◆大学連携講座（保健医療技術学部）「看護師ブラッシュアップコース」スタート

◆生涯学習センター20周年記念公演
　「前橋汀子�ヴァイオリンコンサート＆トーク」実施

開講講座数55講座

受講者数679名

開講講座数536講座

受講者数6,924名

開講講座数417講座
受講者数4,323名

開設以来の累計受講者数
約58,800名

文京学院大学 生涯学習センター 20年の歩み

◆大学連携講座（外国語学部）「現代アメリカの光と影」講座
◆文京生涯カレッジ10周年記念「松井久子監督－映画『レオニー』上演会と講演会－」

▲1996年／
　創刊号のパンフレット

▲1998年／秋期

▲2004年／春夏期

▲2006年／春夏期

▲2007年／秋冬期

会員数 約16,000名

「文京生涯カレッジ1年コース」
受講者延べ人数523名
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文京学院大学 生涯学習センター2016年度【春夏】講座申込書

講座番号 申込講座名

1 6 1
1 6 1
1 6 1

フリガナ 性別

会員番号

電　　　話

緊急連絡先

　e-mail

「会員証」または封筒ラベル右下の数字

男
・
女

氏

　
名

職
業

住

　
所

〒 　－ 自宅 ・ 勤務先

（　　　  　）  － 　自宅・携帯・勤務先・その他（　　　    　　）

　自宅・携帯・勤務先・その他（　　　    　　）（　　　  　）  －

有職者（管理職・事務職・専門職・自営業・その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）
主婦・退職者・学生・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

① 在学生（学籍番号：　　　　　　　　　　　　　　  ）－大学院・大学・高校・中学・幼稚園
② 卒業生（所属：  　　　　　　　　　　　年卒業）　　③ 教職員（ 所属：　　　　　　　　　　）
④ 在学生家族（ 在学生氏名：　　　　　　　　学籍番号：　　　　　　　　在学生とのご関係：

アンケートにご協力お願いいたします。

このハガキに記載された個人情報（住所・氏名等）は、パンフレット送付および連絡用に使用するものです。その目的以外には使用しません。

❷当生涯学習センターを選んだ理由は（複数回答可）

❶当生涯学習センターを何でお知りになりましたか（複数回答可）
a. 新聞折込（　　　　　　新聞）　 b.メトロガイド　c. 雑誌・フリーペーパー（　　　　　　　）
d. 新聞（　　　　　　新聞）　 e.インターネット（本学のホームページ・その他　　　　　　　 ）
f. 紹介（講師・受講生・学校関係者・その他　　　　　　　 ）
g.その他（　　　　   　 ）

文京学園各学校の関係者の方は該当欄に○をつけ、（　　）内にご記入ください。

a. 講座内容がよい b. 立地場所がよい                c. 大学が行う生涯学習センターだから
d. 講座料が適切 e. 大学の施設が利用できる f . 講師がよい
g. 時間帯・開講曜日・回数が適切 h. その他（　　　　   　　　　　　　　　　　  ）

生年月日

（大正・昭和・平成　　　 年）

月　　　日

西暦　　　　　　　　　年

〒113-8667　東京都文京区本駒込6-18-3
TEL.03-3945-4361　FAX.03-3945-7945

文京学院大学女子中学校

■本郷キャンパス
経営学研究科／外国語学研究科／保健医療科学研究科

■ふじみ野キャンパス
人間学研究科

文京学院大学大学院

■本郷キャンパス
外国語学部／経営学部
保健医療技術学部（臨床検査学科・看護学科（2～4年次））

■ふじみ野キャンパス
人間学部
保健医療技術学部（臨床検査学科・看護学科（1年次のみ））

文京学院大学

〒113-8667　東京都文京区本駒込6-18-3
TEL.03-3946-5301　FAX.03-3946-7294

文京学院大学女子高等学校

〒356-8533　埼玉県ふじみ野市亀久保1196
TEL.049-262-3806　FAX.049-262-3845

文京学院大学ふじみ野幼稚園

〒113-0023　東京都文京区向丘2-4-1
TEL.03-3813-3771　FAX.03-3813-3713

文京学院大学文京幼稚園

□本郷キャンパス
〒113-8668　東京都文京区向丘1-19-1
TEL.03-3814-1661　FAX.03-5684-8494

□ふじみ野キャンパス
〒356-8533　埼玉県ふじみ野市亀久保1196
TEL.049-261-6488　FAX.049-261-0089

「英語で案内する東京と
日本文化」学外講座

「ボイストレーニング」
講座風景 外観

お陰様で、開設20周年を迎えました！
平成8年に開設された本学生涯学習センターは、今年で21年目となります。
昨年11月28日に、生涯学習センター開設20周年記念公演「前橋汀子 珠玉の
ヴァイオリンコンサート＆トーク」を実施し、700名を超える多くの受講生や関
係者の方々にご参加いただき、大盛況となりました。これまで支えてくださった
皆様に心より感謝申し上げます。

『学びたいすべての人を応援する』をモットーに、これからも知と学びと出会い
の場として、皆さまに愛され、ご満足いただけるような講座を企画・実施してま
いりたいと思っております。 （20年の歩みにつきましては、P13をご参照ください。）

「仏像づくり」講座受講生作品


