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   2009年 11月 27日 
マスコミ関係者各位 
 

明治学院大学 横浜キャンパス 

アジア文化祭 「アジアの発見」開催 

 １２月１日（火）～１９日（土） 

 

明治学院大学横浜キャンパスでは、12 月に「アジア文化祭」を開催します。アジア各国・地域や日本に

ついての研究・教育に携わる教養教育センターおよび国際学部教員や学生団体が、自由に企画を持ち

寄り、講演会や公開授業、映画会、交流会、展示等として、ほぼ毎日、学生・教職員および地域の皆様に

披露しようという初の試みです。 

民主党政権が誕生して、東アジア共同体構想が再び注目を集める中、来年、横浜市でAPEC（アジア太

平洋経済協力会議）が開催されます。世界がアジアに関心を持つこの機会に、私たちの過去と現在、そし

て未来に大きな関わりを持つアジアについて、それぞれの立場からあらためて考えます。 

「アジアはひとつ」というかつての政治的主張とは別の立場から、海を隔てたアジアの国々の影響を多

元的かつ多層的に受けながら今日に至っている私たちが、もういちど自身のアジアを発見し、多様なアジ

アを受け容れるトレーニングをすることは、私たちが生活する日本や横浜、つまり足もとを見つめ直す機

会にもなるはずです。 

皆様のご来場をお待ち申し上げます。 （※詳細は、次ページ以降をご参照ください。全 4ページ） 

 

場 所： 明治学院大学横浜キャンパス 

（戸塚駅東口バスターミナル 8 番乗場「明治学院大学南門」行に乗車し約 6 分 

終点｢明治学院大学南門｣バス停下車 すぐ） ※お車でのお越しはご遠慮ください。 

事前申込： 不要（一部必要）   

入場料：無料（一部有料） 

お問合先： 明治学院大学 教養教育センター Tel：045-863-2067 （直通）  

取材のお問い合わせは…                明治学院大学 広報室   担当：圓道、石井 

〒108-8636 東京都港区白金台 1-2-37  

                  Tel：03-5421-5165（直通）  Fax：03-5421-5185 

    koho@mguad.meijigakuin.ac.jp http://www.meijigakuin.ac.jp 

PR-NO0910061052  
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2009年度アジア文化祭 「アジアの発見」 

■講演会 

■ＮＧＯピースウインズ・ジャパン代表大西健丞氏講演会 「アフガニスタンで日本のＮＧＯができること」  

   日時：12月 2日（水）10：55-12：25  場所：7号館 712教室 

 

■「アフガニスタンの農業と音楽をあなたはまだ知らない」（アフガニスタン農業支援講演会とミニライブ） 

日時：12月 8日（火） 13：30-15：00  場所：横浜チャペル 

ゲスト：佐藤圭一さん（アフガニスタン音楽）  コーディネーター：植木献教授 

 

■海江田万里氏講演会「東アジア共同体構想について」  

   日時：12月 19日（土）13：30-15：00  場所：7号館 720教室 

 

■講演「平和と民主主義をめざす激動のネパール」「たたかう女性たちのプロファイル」  

   日時：12月 19日（土）12：30-13：30   場所：7号館 720教室（廊下で写真・資料展示） 

   講師：森本泉准教授「ネパールの女性たち」 

竹中千春さん（立教大学教授）「たたかう女性たちのプロファイル」 

 

【白金キャンパス】 

■国際シンポジウム「自治と自立を求めるさまざまな声～国なき民族の現在」  

   日時：12月 5日（土）14：00-17：30、12月 6日（日）10：00-16：30 

場所：白金キャンパス本館 10階大会議場   要申込（国際平和研究所 03-5421-5652） 

 

●映画会 

●映画「アジアの純真」（未公開作品） 特別試写会＆ディスカッション 

  日時：12月 8日（火）15：00開場  15：30開演   場所：8号館 822 番教室 

ゲスト：片嶋一貴さん（監督） 韓英恵さん（主演女優）  主催：秋月望教授ゼミ、国際平和研究所 

 

●ドキュメンタリー映画「ガイサンシー（蓋山西）とその姉妹たち」上映会＋班忠義監督トーク 

   日時：12月 18日（金） 10：50-13：00  場所：9号館 922教室  コーディネーター：渡辺祐子准教授 

 

◎発表会・研究会 

◎国際学部 高原孝生教授ゼミ広島フィールドトリップ報告会 

   日時：12月 1（火）・3（木）・10（木）・11（金）日 12：30-13：15  場所：10号館 1階ラウンジ 

 

◎教養教育センター×宗教センター ボランティア特別研究公開講座 「日本発見」 （江戸独楽と邦楽） 

日時：12月 1日(火)  16：45-18：15  場所：4号館 420教室 コーディネーター：北川一明牧師（長唄） 

ゲスト：内海清さん(江戸独楽)、日高大樹さん（箏曲） 

 



 

 

プレスリリース 

 

◎国際学部付属研究所プロジェクト研究懇談会 「天津濱海経済開発と日本」 

   日時：12月 3日（木）10：00-   場所：8号館 2階国際学部付属研究所 

 

◎街場の平和学  平和学の空間的実践公開研究会 「ドヤ街釜ヶ崎の＜縁側＞から世界を結ぶ」 

コーディネーター 猪瀬浩平講師    共催 明治学院大学国際平和研究所×カフェ・デラ・テラ 

日時：12 月 4 日（金）   18：00-18：30 法要         場所：学外（善了寺）   

18：30-19：30  第一部 パフォーマンス  釜ヶ崎をうたう、釜ヶ崎をかたる  

19：45-20：45  第二部 トークライブ カマン！メディアセンターの取り組み 

 

◎ボランティア特別研究 101ワークショップ 「大学を原っぱにする 大学を＜私たち＞の場所にする」 

日時：12 月 7 日（月）  15：05-16：35 【作戦会議】 場所：4号館 422 教室  

12 月14 日（月） 12：25-16：35 【実行】 場所：学生ラウンジ コーディネーター 猪瀬浩平講師 

 

◎国際学部 公開授業 「八重山の暮らしと文化の継承」  コーディネーター：竹尾茂樹教授 

日時：12月 7日（月）  15：05-16：35   公開授業  場所：8号館 5階ラウンジ 

     18：30- 懇親会 場所：ブラウン館集会室 （沖縄風炊込ご飯をふるまいます。参加費：500円） 

 

◎国際平和研究所 公開勉強会 「第 4回 元日本軍兵士とともに「和解」について考える」 

日時：12月 7日（月） 16：45-18：15   場所：4号館 421教室 

ゲスト：絵鳩毅（えばと・つよし）さん（元中国帰還者連絡会会員）  コーディネーター：張宏波講師 

 

◎国際学部秋学期総合講座 第 12回 「現代中国経済の発展経路」 （田曉利講師） 

   日時：12月 10日（木）16：45-18：15  場所：8号館 823号室   コーディネーター：司馬純詩教授 

 

 ◎国際学部 田曉利講師ゼミ校外実習（中国） ＆教養教育センター嶋田彩司教授クラス 合同発表会 

   日時：12月 11日（金）16：45-18：15  場所：10号館 1021教室 

   

◎教養教育センター×宗教センター ボランティア特別研究公開講座 「学生海外活動報告会」 

（台湾ボランティア(要支援家庭への児童教育)／学生企画韓国ツアー ほか）  

日時：12月 15日（火） 16：45-18：15  場所：4号館 420教室   コーディネーター：北川一明牧師 

 

【白金キャンパス】 

■公開研究会「チュンポ博物館：ナガ文化の縮図を表象する」  

   日時：12月 8日（火）18：30-20：00  場所：白金キャンパス本館（教室は当日掲示） 

講師：エイブラハム・ロタさん（聖ジョセフ・カレッジ、ナガランド） 

 

◆交流会 

◆明治学院大学にテコンドーがやって来る！ 

 日時：12月 3日（木）・4日（金）11：00-12：20   場所：体育館 第 2フロア ※運動用服と室内靴持参 

講師：テコンドー道場「炫武館」 姜炫淳（カン・ヒョンスン）先生 
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◆教養教育センター×宗教センター ボランティア特別研究公開講座 「留学生と作るアジア料理」 

 日時：12月 8日（火） 16：45-18：15  場所：ブラウン館台所・集会室 

要予約 (北川一明牧師まで kazkita@mail1.meijigakuin.ac.jp)  

 

◆異文化コミュニケーション研究クラス主催 「留学生と一般学生の交流会」 

日時：12 月 12 日（土）   13：00-14：50   ドッジボール、縄跳び  場所：体育館 

                      14：50-16：30   たこ焼きパーティー  場所：ブラウン館集会室 

コーディネーター：嶋田彩司教授 

 

◆アジアからの留学生と日本人学生との食文化交流パーティー 

「アジア各地の家庭料理を一緒に作ろう」  

日時：12 月 13 日（日）   14：00-   場所：ブラウン館台所・集会室 

要予約 (張宏波講師まで hongbo@gen.meijigakuin.ac.jp)  12/6締切  材料費：500円  

 

◆チャペルアワー シリーズ「アジアの発見」 

   日時：12月 1日（火）12:40-13:00 北川一明牧師   場所：チャペル 

      12月 3日（木）12:40-13:00 久世了学院長 

      12月 4日（金）12:40-13:00 大西晴樹学長 

 

◆ボランティアサークルによる C館イベント 

   日時：12月 7日（月）～9日（水） 13：10-16：00  場所：C館 2階  コーディネーター：三角明子教授 

   参加団体：あちょみだ、なんとかなるさ、ぽけっと、JUNKO Association、MGパール 

 

 ◆食生活相談会 

   日時：12月 9日（水） 12：00-15：00  場所：C館 2階  コーディネーター：生協 

 

★展示 

 ★展示「クルド・ナガ写真展：国なき民族の現在」 

   日時：11月 24日（火）～12月 11日（土）  場所：10号館 1階ラウンジ 

 

 ★展示「平和と民主主義をめざす激動のネパール たたかう女性たちのプロファイル」  

展示「アジアにつながるボランティアサークル展示会」 

日時：12月 7日（月）～11日（金）   場所：10号館 1階ラウンジ 

 

【学外】 

 ★展示「世界とあなたをつなぐ写真展」（学生団体 Habitat） 

   日時：12月 13日（日）15：00-20：00   場所：新宿眼科画廊 （東京都新宿区新宿 5-18-11） 

 

 

以  上 
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