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【ブータン勉強会 1年目】 （2013年 4月～2014年 3月） 

 

 日時・場所 発表題目・発表者 

第1回 2013年04月13日（土） 10:00～12:00 

早稲田大学 16号館606教室 

「ブータンの伝統城郭建築―プナカ城の工事を参考に―」 

平山 修一（GNH研究所代表幹事／（株）シーエスジェイ主任研究員） 

第2回 2013年05月11日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 16号館606教室 

「ブムタン県ドゥル村の遊牧民―言語特徴とその背景―」 

西田 文信（岩手大学人文社会科学部准教授） 

第3回 2013年06月08日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 16号館606教室 

「シャブドゥンの軍事キャンペーンとラマ五派のゾン」 

高橋 洋（『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第4回 2013年07月14日（日） 14:00～16:00 

早稲田大学 11号館504教室 

「日本とブータン―世界史の視点から―」 

糸永 正之（アラスカ大学フェアバンクス校特別顧問） 

第5回 2013年08月11日（日） 10:00～13:00 

ブータン日本語学校 

（ティンプー） 

「ブータンでの日本語教育―BCJSにおける場合―」 

藤原 由衣子（ブータン日本語学校日本語講師／ブータン日本語教師会） 

「ブータンの持続可能な観光政策―最新の取り組みと課題―」 

菅 茜（ブータン政府観光局） 

「ブータンの医療、現状と課題―新生児医療を中心に―」 

西澤 和子（京都大学霊長類研究所研究員／ジグミ・ドルジ・ワンチュク・ナショナルリフェラ

ル病院新生児科医） 

第6回 2013年09月21日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 4号館202教室 

「第2代国王は左利きか？―フレデリック・ウィリアムソン・フィルム・コレクションから読み

解く 1930年代のブータンの諸相―」 

平山 雄大（早稲田大学教育総合研究所助手） 

第7回 2013年10月12日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 4号館202教室 

「ブータン法における政教制度―比較憲法学・比較政治制度学的見地より―」 

諸橋 邦彦（国立国会図書館調査及び立法考査局農林環境課調査員） 

第8回 2013年11月23日（土） 14:00～16:00 

山本けいこさんご自宅 

（千葉県八千代市） 

「ブータン染織のいろは」 

山本 けいこ（『ブータン 雷龍王国への扉』・『ブータンの染と織』著者） 

第9回 2013年12月15日（日） 10:00～12:00 

JICA市ヶ谷ビル セミナールーム 

202A及び 202B、国際会議場 

「ゾンカ語日本語表記ガイドライン」 

高橋 洋（『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

「ブータンにおける民主化と情報化」 

藤原 整（早稲田大学大学院社会科学研究科博士後期課程） 

「1930年代前半のブータン社会―シッキム及びチベットとの比較を通して―」 

平山 雄大（早稲田大学教育総合研究所助手） 

第10回 2014年01月11日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 16号館606教室 

「ブータン王国の食用野生植物資源」 

松島 憲一（信州大学大学院農学研究科准教授） 

第11回 2014年02月08日（土） 10:00～12:00 

JICA市ヶ谷ビル 国際会議場 

「ティンプー市のゴミ問題」 

柏木 昭雄（元JICAシニア海外ボランティア） 

第12回 2014年03月08日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 16号館606教室 

「ブータンの自然災害―氷河災害を除く事象について―」 

小森 次郎（帝京平成大学現代ライフ学部講師） 

第13回 2014年03月16日（日） 14:00～16:00 

ブータン日本語学校 

（ティンプー） 

「ブータンの伝統建築―ルンツェ・ゾン改修工事を中心に―」 

石田 香澄（ブータン政府内務文化省文化局文化財保護部） 
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【ブータン勉強会 2年目】 （2014年 4月～2015年 3月） 

 

 日時・場所 発表題目・発表者 

第14回 2014年04月12日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 16号館606教室 

「“Castles in the Air”掲載100周年企画 J.C.ホワイトの旅を振り返る（前編）」 

高橋 洋（『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第15回 2014年05月10日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 16号館606教室 

「“Castles in the Air”掲載100周年企画 J.C.ホワイトの旅を振り返る（後編）」 

平山 雄大（早稲田大学教育総合研究所助手） 

第16回 2014年05月22日（木） 14:30～16:30 

早稲田大学 7号館509教室 

「ブータンと日本の 57年―京都からの視点―」 

栗田 靖之（国立民族学博物館名誉教授） 

第17回 2014年06月14日（土） 14:00～16:00 

岩手大学 1号館615教室 

（岩手県盛岡市） 

「ブータン諸語の証拠性について」 

西田 文信（岩手大学人文社会科学部准教授） 

第18回 2014年06月26日（木） 18:00～20:00 

早稲田大学 16号館606教室 

「チベット・ブータン伝統医学の教育システム」 

小川 康（チベット医／薬剤師／早稲田大学大学院文学研究科修士課程） 

第19回 2014年07月19日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 16号館606教室 

「NHK特集「秘境ブータン」制作の想い出―ブータン 1982―」 

後藤 多聞（元NHKプロデューサー／平山郁夫シルクロード美術館理事） 

第20回 2014年08月03日（日） 10:00～12:00 

お茶の水女子大学 共通講義棟 1 号

館101教室 

「僧衣を染めた臙脂色色素の原材料、ラックカイガラムシを追いかけて―ブータン、雲南

省へのラック関連フィールド調査報告と、ラック染色の科学―」 

都甲 由紀子（大分大学教育福祉科学部准教授） 

第21回 2014年08月10日（日） 12:30～14:30 

JICA市ヶ谷ビル セミナールーム 202 

「インド政府公式ドキュメンタリー「Prime Minister visits Bhutan」考証―1958年9月のネル

ー首相訪ブと第3代国王の苦悩―」 

平山 雄大（早稲田大学教育総合研究所助手） 

第22回 2014年09月07日（日） 9:00～17:00 

ブータン日本語学校 

（ティンプー） 

「ブータンの地方電化―プロジェクトの活動報告を中心に―」 

大類 久里（JICA専門家／ブータン電力公社） 

「ティンプー市における防災･災害対策について」 

安田 匡（JICAシニア海外ボランティア／ティンプー市役所） 

「ブータンにおける国際結婚」 

青木 薫（シデ・ブータン・ツアーズ＆トレックスコーディネーター／ブータン日本語学校校

長） 

「ワークショップ―日本人観光客に対するブータンの“売り”を考える―」 

菅 茜（ブータン政府観光局） 

「JICA技術協力プロジェクト「電気通信技術（光ファイバー）に係る能力強化プロジェクト」概

要」 

山口 順也（JICA専門家／ブータンテレコム） 

「ブータン統計の現状と将来展望―人口・住宅センサス及び経済センサスの実施に向け

て―」 

松尾 和彦（JICAシニア海外ボランティア／ブータン国家統計局） 

第23回 2014年10月11日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 16号館503教室 

「ブータンで気が付いたこと」 

津川 智明（元JICA専門家／地方行政支援プロジェクト） 

第24回 2014年11月01日（土） 10:00～12:00 

山本けいこさんご自宅 

（千葉県八千代市） 

「続・ブータン染織のいろは」 

山本 けいこ（『ブータン 雷龍王国への扉』・『ブータンの染と織』著者） 

第25回 2014年11月29日（土） 10:00～12:00 

JICA市ヶ谷ビル 国際会議場 

「中尾佐助生誕100年、そのルートを検証する」 

高橋 洋（『地球の歩き方 ブータン』編集者） 
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 日時・場所 発表題目・発表者 

第26回 2014年12月13日（土） 10:00～12:00 

日本ブータン友好協会 事務所 

「ブータンにおける民主化と情報化の現在地」 

藤原 整（早稲田大学大学院社会科学研究科博士後期課程） 

第27回 2015年01月17日（土） 14:00～17:00 

早稲田大学 14号館102教室 

※第1回ブータン教育講座 

「ブータン近代学校教育史―「伝統と近代の共存」の模索―」 

平山 雄大（早稲田大学教育総合研究所助手） 

「ブータンの国土と学校教育の普及」 

高橋 洋（日本ブータン研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

「留学生から見えるブータン社会の教育システム」 

渡辺 千衣子（日本ブータン友好協会事務局長） 

第28回 2015年02月14日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 国際会議場（18号館） 

共同研究室7 

「ブータンの遊び歌ツァンモとカプシュー―その占いと掛け合いの諸相―」 

伊野 義博（新潟大学教育学部教授） 

「ブータンの歌ツァンモ（Tsangmo）の歌詞の考察―プナカ、トンサの調査から―」 

黒田 清子（中部大学人文学部非常勤講師） 

第29回 2015年02月28日（土） 10:00～12:00 

早稲田大学 国際会議場（18号館） 

共同研究室7 

「ブータンの民主政をなぜ考察するのか？」 

真崎 克彦（甲南大学マネジメント創造学部教授） 

第30回 2015年03月14日（土） 10:30～12:30 

王立ブータン大学シェラブツェ・カレッ

ジ 

（カンルン） 

「アマ・ジョモが辿り着いた東ブータン」 

渡邉 美穂子（同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科博士後期課程／シェラ

ブツェ・カレッジ留学中） 
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【ブータン勉強会 3年目】 （2015年 4月～2016年 3月） 

 

 日時・場所 発表題目・発表者 

第31回 2015年04月18日（土） 10:00～12:00 

JICA市ヶ谷ビル 大会議室 

「ブータンで出合った青いケシ」 

伊東 昭代（日本ブータン友好協会会員） 

第32回 2015年05月09日（土） 10:00～12:00 

早稲田大学 16号館305教室 

「ブータン伝統建築―伝統と近代化のバランス―」 

石田 香澄（ブータン政府内務文化省文化局文化財保護部） 

第33回 2015年05月30日（土） 14:00～17:00 

早稲田大学 14号館102教室 

※第2回ブータン教育講座 

「ブータンで生まれつつある『デジタルネイティブ』」 

藤原 整（早稲田大学社会科学総合学術院助手） 

「教育言語としてのゾンカ語―回顧と展望―」 

西田 文信（岩手大学人文社会科学部准教授） 

「創世期・変革期のブータン体育教育」 

関 健作（写真家／元JICA青年海外協力隊） 

第34回 2015年06月20日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 16号館308教室 

「ブータン王朝の成立過程について」 

山田 靖史（元JICA青年海外協力隊） 

第35回 2015年06月21日（日） 15:00～17:00 

早稲田大学 16号館820教室 

「東ブータンの遊牧民族のトランス・ヒューマンスと開発政策―四半世紀前の観察から―」 

澤山 利広（関西大学国際部教授） 

第36回 2015年07月11日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 16号館308教室 

「ヒマラヤの森林から日本の森林―そのルーツを探る―」 

大澤 雅彦（雲南大学生態学・地植物学研究所教授） 

第37回 2015年07月25日（土） 14:00～16:00 

佐藤満夫・まき子さんご自宅 

（福島県郡山市） 

「ブータンの民族衣装の形・初歩的なまとめ」 

山本 けいこ（『ブータン 雷龍王国への扉』・『ブータンの染と織』著者） 

「JICA草の根技術協力事業「花卉園芸・造園分野での人材育成による首都緑化計画支援」

に参加して」 

仲田 茂司（有限会社仲田種苗園代表取締役／ふくしま風景塾理事長） 

第38回 2015年08月08日（土） 10:00～12:00 

山本けいこさんご自宅 

（千葉県八千代市） 

「“A Journey in Bhutan”掲載80周年企画 C.J.モリスの旅を振り返る」 

平山 雄大（早稲田大学教育総合研究所助手） 

第39回 2015年09月11日（金） 10:00～12:00 

カフェ・ヒマラヤ＆ベーカリー 

（ティンプー） 

「東ブータンを歩く―サクテンとカリンを中心に―」 

渡邉 美穂子（同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科博士後期課程／シェラ

ブツェ・カレッジ留学中） 

第40回 2015年09月13日（日） 10:00～12:00 

ブータン日本語学校 

（ティンプー） 

「「住民関与を目指した地方行政支援プロジェクト」に関する意見交換」 

津川 智明（JICA専門家） 

第41回 2015年10月03日（土） 10:00～12:00 

JICA市ヶ谷ビル セミナールーム 201 

「ブータンにおける正月の攘災招福儀礼について」 

久保田 裕道（東京文化財研究所無形文化遺産部無形民俗文化財研究室長） 

第42回 2015年10月24日（土） 14:00～17:00 

早稲田大学 14号館102教室 

※第3回ブータン教育講座 

「ブータンの歴史教科書の翻訳から見えるもの」 

平山 修一（GNH研究所代表幹事） 

「教育で人生が変わった大人たちの思いと今の若者の進学問題」 

久保 淳子（ヤクランド―ブータンゆっくり勉強会―主宰） 

「映像作品にみるブータン農村部の教育事情とこれからの課題」 

高橋 洋（日本ブータン研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第43回 2015年11月07日（土） 10:00～12:00 

カフェ・ヒマラヤ＆ベーカリー 

（ティンプー） 

「シンチュ・ラ条約締結150周年記念企画 ドゥアール戦争がブータンに与えた本質的意味

を再考察する」 

平山 雄大（早稲田大学教育総合研究所助手） 
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 日時・場所 発表題目・発表者 

第44回 2015年11月28日（土） 14:00～16:00 

本澄寺 

（熊本県山鹿市） 

「しあわせの風の民」 

中倉 壮志朗（写真家） 

第45回 2015年12月13日（日） 10:00～12:00 

早稲田大学 14号館102教室 

「ブータン植生の垂直分布と水平分布のGISによる解析」 

高橋 洋（日本ブータン研究所研究員） 

「アルナーチャルから見たブータン―インド、アルナーチャル・プラデーシュ州タワン県、

西カメン県での現地調査から―」 

脇田 道子（日本ブータン研究所研究員） 

第46回 2015年12月27日（日） 17:30～19:30 

津川智明さんご自宅 

（ティンプー） 

「ブータン諸語のイネとコメを表す語彙」 

西田 文信（岩手大学人文社会科学部准教授） 

第47回 2016年01月12日（火） 17:00～19:00 

カラオケビッグエコー人形町店 

811号室 

「タシ・ヤンツェの手すき紙」 

久保田 彰（石州和紙協同組合代表理事／石州半紙技術者会副会長／石州和紙伝統工芸

士） 

第48回 2016年02月06日（土） 14:00～16:00 

JICA市ヶ谷ビル セミナールーム 603 

「日本とブータン―三位一体―」 

糸永 正之（アラスカ大学フェアバンクス校特別顧問） 

第49回 2016年03月09日（水） 12:00～14:00 

JICA市ヶ谷ビル セミナールーム 603 

「デジタル版ゾンカ日本語辞書制作プロジェクトの技術的検討」 

高橋 洋（日本ブータン研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第50回 2016年03月26日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 16号館606教室 

「近代教育黎明期のブータンにおける学校教育・留学事情―シッキム政務官報告書の分

析を中心に―」 

平山 雄大（早稲田大学教育総合研究所助手） 
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【ブータン勉強会 4年目】 （2016年 4月～2017年 3月） 

 

 日時・場所 発表題目・発表者 

第51回 2016年04月16日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 26号館1103会議室 

「2008年民主化以前におけるブータンと中国の外交関係」 

諸橋 邦彦（国立国会図書館調査及び立法考査局国会レファレンス課調査員） 

第52回 2016年05月28日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 26号館1103会議室 

「Lhokpu語の音韻体系」 

西田 文信（岩手大学人文社会科学部准教授） 

第53回 2016年06月11日（土） 14:00～16:30 

隠岐國学習センター 

（島根県隠岐郡海士町） 

「ブータンと島前（どうぜん）の課題をひもづけて考える」 

豊田 庄吾（隠岐國学習センター長）、岩本 悠（島根県教育魅力化特命官）、平山 雄大（早

稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター助教） 

第54回 2016年07月16日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 99号館6階会議室 

「「新しい文明開化」としてブータンの情報化現象を捉える試み」 

藤原 整（早稲田大学社会科学総合学術院助手） 

第55回 2016年08月08日（土） 17:00～19:00 

兵庫県立柏原高等学校 柏陵会館 

（兵庫県丹波市） 

「ブータンの国民総幸福（GNH）政策―歴史と現状―」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター助教） 

第56回 2016年08月28日（日） 16:00～18:00 

津川智明さんご自宅 

（ティンプー） 

「サッカーを通した子供の育成」 

李 成俊（U-17・U-15サッカーブータン代表監督） 

「仏教と与えること、そして欲」 

津川 智明（JICA専門家） 

第57回 2016年09月11日（日） 14:00～16:30 

隠岐國学習センター 

（島根県隠岐郡海士町） 

「グローバル探究＠ブータン報告」 

伊藤 圭那、万代 涼、加藤 千翔、鐘ヶ江 萌音（島根県立隠岐島前高等学校生徒） 

「4つの言葉を話すブータン人 vs 1つの言葉で済む日本人―ドゥゲル小中学校聾学校で

の 2年間でコミュニケーションについて考えたこと―」 

吉井 玲香（海士町立福井小学校学習支援教員／元JICA青年海外協力隊） 

第58回 2016年10月09日（日） 10:00～12:00 

冨士屋Gallery一也百 一也百ホール 

（大分県別府市） 

「映像で見る 1960年代のブータンと同国の学校教育」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター助教） 

「日本の赤、ブータンの赤―天然染色の教材開発―」 

都甲 由紀子（大分大学教育学部准教授） 

第59回 2016年10月29日（土） 10:00～12:30 

早稲田大学 26号館1102会議室 

「民主主義 in the Kingdom」 

田中 敏裕（元UNDPブータン事務所常駐副代表） 

第60回 2016年11月19日（日） 14:00～16:00 

天聽の蔵 中蔵 

（熊本県山鹿市） 

「ブータンの染織と民族衣装」 

山本 けいこ（『ブータン 雷龍王国への扉』・『ブータンの染と織』著者） 

第61回 2016年12月08日（木） 10:30～12:00 

早稲田大学平山郁夫記念ボランティ

アセンター 3階ミーティングスペース 

「共生とは何か―ブータンから学ぶ―」 

篠原 光（早稲田大学文化構想学部学生） 

第62回 2017年01月14日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学平山郁夫記念ボランティ

アセンター 3階教員室 

「ブータンヒマラヤの気候と乾燥谷」 

江口 卓（駒澤大学文学部教授） 

第63回 2017年02月04日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学平山郁夫記念ボランティ

アセンター 3階ミーティングスペース 

「ブータンとのつながり―栄養士としての経験を通じて―」 

伊東 瑞歩（元JICA青年海外協力隊） 
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 日時・場所 発表題目・発表者 

第64回 2017年02月11日（土） 10:00～12:30 

隠岐國学習センター 

（島根県隠岐郡海士町） 

「ブータン視察報告」 

濱中 香理（海士町役場総務課主査）、万代 忍（海士町集落支援員） 

「ブータンと海士町での生活の比較」 

ウゲン・ナムゲル、ウゲン・チョデイ（Khuruthang Middle Secondary School生徒） 

第65回 2017年02月13日（月） 18:00～20:30 

港鮨（東京都大島町） 

「ブータンと伊豆大島の課題をひもづけて考える」 

宮内 淑子（東京都立大島海洋国際高等学校講師）、平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念

ボランティアセンター助教） 

第66回 2017年02月25日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学平山郁夫記念ボランティ

アセンター 3階ミーティングスペース 

「ブータンの農村から見た国際交流のありかた」 

谷 悠一郎（農林水産省） 

第67回 2017年03月05日（日） 16:00～18:45 

津川智明さんご自宅 

（ティンプー） 

「三十路助産師のフィルターからブータンを覗く」 

大塚 理美（JICA青年海外協力隊） 

「与えること、受け入れること」 

津川 智明（JICA専門家） 
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【ブータン勉強会 5年目】 （2017年 4月～2018年 3月） 

 

 日時・場所 発表題目・発表者 

第68回 2017年04月15日（土） 13:00～16:15 

早稲田大学 3号館704教室 

※「ブータン地域研究」 

「ブータンの民族衣装と染織を入口に」 

山本 けいこ（『ブータン 雷龍王国への扉』・『ブータンの染と織』著者） 

「ブータンで出合った花たち」 

伊東 昭代（日本ブータン友好協会会員） 

第69回 2017年05月06日（土） 13:00～16:15 

早稲田大学 3号館704教室 

※「ブータン地域研究」 

「ブータンにおける情報化の進展とその課題」 

藤原 整（早稲田大学先端社会科学研究所招聘研究員） 

「青年海外協力隊（栄養士）としてブータンで活動した 2年間」 

伊東 瑞歩（元JICA青年海外協力隊） 

第70回 2017年05月13日（土） 13:00～16:15 

早稲田大学 3号館704教室 

※「ブータン地域研究」 

「幸せは歩いて来ない―民主化とブータン王国―」 

田中 敏裕（元UNDPブータン事務所常駐副代表） 

「ブータン―地図のない国の歩き方―」 

高橋 洋（日本ブータン研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第71回 2017年05月27日（土） 13:00～16:15 

早稲田大学 3号館704教室 

※「ブータン地域研究」 

「ブータンへの日本の政府開発援助」 

朝熊 由美子（JICA横浜国際センター所長／前JICAブータン事務所長） 

「ブータンの国際関係―「ブータン地域研究」のために―」 

糸永 正之（アラスカ大学フェアバンクス校特別顧問） 

第72回 2017年06月17日（土） 15:00～17:00 

島根県立隠岐島前高等学校 

情報講義室 

（島根県隠岐郡海士町） 

「ブータンにおける文化保護・振興政策の現状と課題」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター助教） 

第73回 2017年07月15日（土） 9:00～12:00 

キャンパスプラザ京都 第3演習室 

（京都府京都市） 

「海外派遣サッカー指導者による実態調査―ブータン王国サッカーに着目して―」 

松山 博明（大阪成蹊大学マネジメント学部准教授／元サッカーブータン代表監督） 

「写真と映像で振り返る、フレデリック・ウィリアムソンのブータン訪問及び第2代国王のイ

ンド・シッキム訪問」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター助教） 

第74回 2017年08月28日（月） 15:00～19:00 

農業機械化センター 

（パロ） 

「ブータンの農業事情から見る社会変動」 

大橋 和也（JICA青年海外協力隊） 

第75回 2017年09月18日（土） 17:00～19:00 

隠岐國学習センター 

（島根県隠岐郡海士町） 

「グローバル探究＠ブータン中間報告」 

田部 未空、永原 颯貴、山下 弥桜（島根県立隠岐島前高等学校生徒） 

   

第76回 2017年09月23日（土） 14:00～16:30 

札幌市生涯学習総合センター 

「ちえりあ」 サークル活動室5 

（北海道札幌市） 

「ブータンってどんなところ？―技術者のみたブータンとその後のかかわり―」 

齋藤 邦夫（元JICAシニア海外ボランティア） 

「2017年度海外実習科目「ブータンから学ぶ国家開発と異文化理解」報告」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター助教） 

第77回 2017年10月15日（日） 10:00～12:00 

iichiko総合文化センター地下1階 

映像小ホール 

（大分県大分市） 

「べユル・ケンパジョンとブータン人の環境志向―ブータン渡航報告を中心に―」 

石内 良季（立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部学生） 

第78回 2017年11月24日（金） 16:30～18:00 

早稲田大学 11号館801教室 

「ブータン実習での学びを振り返る」 

石塚 杏美、木村 美貴、横山 瑞季、片山 侑香里、江口 優美、三井 新、金井 文花、白

方 満理奈（2017年度「ブータンから学ぶ国家開発と異文化理解」履修生） 
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 日時・場所 発表題目・発表者 

第79回 2017年12月09日（土） 14:00～16:00 

隠岐國学習センター 

（島根県隠岐郡海士町） 

「グローバル探究＠ブータン最終報告」 

今田 万喜、田部 未空、永原 颯貴、山下 弥桜（島根県立隠岐島前高等学校生徒） 

第80回 2017年12月17日（日） 10:00～12:00 

早稲田大学 3号館306教室 

「東ヒマラヤ・ブータンの野鳥」 

田儀 耕司（公益社団法人日本環境教育フォーラム国際事業部長） 

第81回 2018年01月13日（土） 15:00～18:00 

早稲田大学 3号館704教室 

「エンサイクロペディア・シネマトグラフィカ（ECフィルム）を見る―1950～70年代に撮影さ

れたブータン・シッキム・チベット関連カラー映像―」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター助教） 

第82回 2018年02月17日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学平山郁夫記念ボランティ

アセンター 3階教員室 

「歴史的視点からハを見つめ直す」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター助教） 

第83回 2018年03月01日（木） 18:00～20:00 

オラタン・ホテル 食堂 

（パロ） 

「ブータンの小学校教員養成の現状と課題」 

森 泰紀（JICA青年海外協力隊） 

第84回 2018年03月04日（日） 16:00～21:00 

津川智明さんご自宅 

（ティンプー） 

「ブータンと国際協力と私」 

木邑 優子（JICA草の根技術協力プロジェクト調整員／ティンプー市役所） 

「公共事業の品質向上」 

沖 哲郎（JICAシニア海外ボランティア／公共事業省技術支援局） 
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【ブータン勉強会 6年目】 （2018年 4月～2019年 3月） 

 

 日時・場所 発表題目・発表者 

第85回 2018年04月21日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学平山郁夫記念ボランティ

アセンター 3階ミーティングスペース 

「『ドゥクパ・クンレー伝』の地名考証（序説）」 

高橋 洋（日本ブータン研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第86回 2018年04月28日（土） 14:00～16:00 

東北大学川北合同研究棟1階 

IEHEラウンジ（宮城県仙台市） 

「ブータン言語地域研究序説」 

西田 文信（東北大学高度教養教育・学生支援機構准教授） 

第87回 2018年05月13日（日） 12:00～14:00 

早稲田大学 26号館302教室 

「アジ・ケサンイギリス留学70周年記念企画 アジ・ケサンのイギリス留学を巡る書簡・電報

等の分析」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 

第88回 2018年06月09日（土） 14:00～16:00 

多夢多夢舎中山工房 

（宮城県仙台市） 

「エンブレムデザインコンテストの応募作品から読み解く、ブータン人の日本への想い」 

菊池 多絵（日本ブータン刺繍協会代表理事） 

「ブータン王国の言語について」 

西田 文信（東北大学高度教養教育・学生支援機構准教授） 

「第4代国王の戴冠式と 1974年のティンプー―インド政府公式ドキュメンタリー「A King is 

Crowned」を読み解く―」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 

第89回 2018年06月16日（土） 14:00～16:00 

隠岐國学習センター 

（島根県隠岐郡海士町） 

「GNHと私が思う幸せ」 

野口 ウゲン チョデイ（島根県立隠岐島前高等学校生徒） 

「ブータンから考える伝統と発展の両立」 

角 真理子（（株）巡の環）、櫛部 紗永（早稲田大学法学部学生） 

「グローバル探究＠ブータン中間報告」 

藤田 紀帆、藤井 奈桜、萩原 緒美、吉里 柚波（島根県立隠岐島前高等学校生徒） 

第90回 2018年07月15日（日） 14:00～16:00 

リアス・アーク美術館 

ハイビジョンギャラリー 

（宮城県気仙沼市） 

「日本ブータン刺繍協会エンブレムデザインコンテスト エンブレムをめぐる交流の報告」 

菊池 多絵（日本ブータン刺繍協会代表理事） 

「ブータンと日本の赤い染料」 

都甲 由紀子（大分大学教育学部准教授） 

第91回 2018年07月21日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 3号館601教室 

「ネルー首相訪ブ 60周年記念企画 インド政府公式ドキュメンタリー「Prime Minister visits 

Bhutan」再考証」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 

第92回 2018年08月09日（火） 20:30～22:30 

ドゥク・デシュン・リゾート 食堂 

（タシガン） 

「ブータンの母子保健の現状と課題―格差社会はここにもあった―」 

井上 理絵（JICA青年海外協力隊） 

第93回 2018年08月26日（日） 13:00～15:00 

颯らーめん 

（ティンプー） 

「ブータンのアニメ産業とその未来」 

仲島 久美子（JICA青年海外協力隊） 

「ブータンの染織の現状とその可能性」 

鈴木 洋子（JICAシニア海外ボランティア） 

第94回 2018年09月18日（火） 19:00～21:00 

野口亜希さんご自宅 

（島根県隠岐郡海士町） 

「ブータンでの気づき・学びを振り返る」 

三浦 彩由香、福元 康平（早稲田大学人間科学部学生） 

第95回 2018年10月21日（日） 14:00～16:00 

早稲田大学平山郁夫記念ボランティ

アセンター 3階ミーティングスペース 

「ブータンのこれまでとこれから」 

津川 智明（JICA専門家） 
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 日時・場所 発表題目・発表者 

第96回 2018年11月17日（土） 11:00～12:00 

アミーゴ・ホテル 

（クアラルンプール） 

「中尾佐助先生訪ブ 60周年記念企画 改めて『秘境ブータン』を読み返す」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 

「小方全弘氏訪ブ 50周年記念企画 改めて『ブータン素描』他を読み返す」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 

第97回 2018年12月08日（土） 14:00～16:00 

隠岐國学習センター 

（島根県隠岐郡海士町） 

「グローバル探究＠ブータン最終報告」 

藤井 奈桜、萩原 緒美、吉里 柚波（島根県立隠岐島前高等学校生徒） 

「ブータンの若者のための技能訓練機関」 

野口 ウゲン チョデイ（島根県立隠岐島前高等学校生徒） 

第98回 2018年12月24日（月） 14:00～16:30 

JICA市ヶ谷ビル セミナールーム 600 

「『現代ブータンを知るための 60章』改訂を通じて思う今のブータン」 

平山 修一（（株）シーエスジェイ研究開発部部長） 

「ブータンの最新事情とJICAボランティア事業を語る」 

山田 浩司（JICAブータン事務所長） 

第99回 2019年01月06日（日） 14:00～16:00 

早稲田大学 3号館306教室 

「ブータン王国パロ教育大学での運動会実施について―ブータンのこれまでの運動会の

歴史を振り返りながら―」 

森 泰紀（JICA青年海外協力隊） 

「青年海外協力隊保健体育隊員は、なぜ 1年以上活動を続けることができているのか？

―質的研究法M-GTAを通して―」 

森 泰紀（JICA青年海外協力隊） 

第100回 2019年02月10日（日） 14:00～18:00 

早稲田大学 26号館302教室 

「これまでのブータン勉強会（第1回～第100回）を振り返る」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 

「今ブータンの若者たちの間で流行っているもの」 

野口 ウゲン チョデイ（島根県立隠岐島前高等学校生徒） 

「グローバル探究＠ブータン―日本人とブータン人の家族観の違いについて―」 

藤田 紀帆、吉里 柚波（島根県立隠岐島前高等学校生徒） 

「古きブータンの思い出」 

津川 智明（JICA専門家） 

第101回 2019年02月16日（土） 18:00～21:00 

オラタン・ホテル 食堂 

（パロ） 

「ブータンの公立学校における美術教育―教科化から 5年目を終えて―」 

小川名 愛（JICA青年海外協力隊） 

「ブータンの聾学校における図画工作支援」 

益田 寛子（JICA青年海外協力隊） 

第102回 2019年03月23日（土） 10:00～12:00 

早稲田大学 26号館302教室 

「ブータンにおける地域課題解決型学習の可能性―隠岐島前モデルとのコラボレーション

を目指して―」 

山野 靖暁（島根県立隠岐島前高等学校教育魅力化コーディネーター） 
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【ブータン勉強会 7年目】（2019年 4月～2020年3月） 

 

 日時・場所 発表題目・発表者 

第103回 2019年04月27日（土） 10:30～12:30 

早稲田大学平山郁夫記念ボランティ

アセンター 3階ミーティングスペース 

「大英図書館の書庫に眠るブータン関連史資料調査報告（前編）」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 

第104回 2019年05月18日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学平山郁夫記念ボランティ

アセンター 3階ミーティングスペース 

「大英図書館の書庫に眠るブータン関連史資料調査報告（後編）」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 

第105回 2019年06月02日（日） 14:00～16:00 

隠岐國学習センター 

（島根県隠岐郡海士町） 

「Blue Light and Orange Light―文化の大切さ―」 

野口 ウゲン チョデイ（島根県立隠岐島前高等学校生徒） 

「グローバル探究＠ブータン中間報告」 

武藤 杏那、渡邉 大悟、能海 瑠生、應手 小粋（島根県立隠岐島前高等学校生徒） 

第106回 2019年06月15日（日） 12:30～14:30 

早稲田大学 3号館305教室 

「YouTubeの映像を通して再確認するブータン近現代史」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 

第107回 2019年07月13日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学平山郁夫記念ボランティ

アセンター 3階ミーティングスペース 

「ブータンにおけるトウガラシの歴史と食文化」 

下津浦 遼（明治大学文学部卒業生） 

第108回 2019年08月26日（月） 18:00～20:00 

オラタン・ホテル 食堂 

（パロ） 

「ブータン王国における保健体育教育状況」 

桑原 寛生（JICA青年海外協力隊） 

第109回 2019年09月12日（木） 16:00～18:00 

島根県立隠岐島前高等学校 

書道教室 

（島根県隠岐郡海士町） 

「グローバル探究＠ブータン中間振り返り」 

渡邉 大悟、能海 瑠生、應手 小粋（島根県立隠岐島前高等学校生徒） 

第110回 2019年09月29日（日） 14:00～17:00 

早稲田大学 3号館405教室 

「’64～’66年頃の西ブータンパロと東ブータンへの旅の様子」 

西岡 里子 

第111回 2019年10月26日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学平山郁夫記念ボランティ

アセンター 3階ミーティングスペース 

「ブータン／チュカ県で過ごした日々―運動会プロジェクト、サッカー事情、ゾンカの話を

添えて―」 

太田 幸輔（教育デザイナー兼Adventure Teacher） 

第112回 2019年11月17日（土） 19:00～21:00 

モンドルキタリー・レストラン 

（センモノロム） 

「GNH政策とカンボジアの教育政策の比較検討」 

高田 忠典（教育支援センターキズナ代表理事兼カンボジア事務局長） 

第113回 2019年12月07日（土） 14:00～16:00 

隠岐國学習センター 

（島根県隠岐郡海士町） 

「グローバル探究＠ブータン活動報告」 

武藤 杏那、渡邉 大悟、能海 瑠生、應手 小粋（島根県立隠岐島前高等学校生徒） 

第114回 2019年12月15日（日） 10:00～12:00 

早稲田大学 3号館305教室 

「ゾンカが作られるとき―ブータンの言語ナショナリズムとゾンカ語―」 

西田 文信（東北大学高度教養教育・学生支援機構准教授） 

「ブータンにおける近代学校教育の成り立ちとその特徴」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 

「ブータンのメディア・情報通信環境と言語・教育に係る問題群」 

藤原 整（早稲田大学社会科学総合学術院講師） 

第115回 2020年01月11日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 3号館306教室 

「ブータンを舞台にした体験的学習に資するプログラムの開発・試行」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 
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 日時・場所 発表題目・発表者 

第116回 2020年02月01日（土） 14:00～16:00 

早稲田大学 3号館306教室 

「ブータン建国直前（17世紀初頭）のチベット情勢」 

高橋 洋（日本ブータン研究所６研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第117回 2020年02月09日（日） 19:00～21:00 

ゾンバラ 2レストラン 

（ティンプー） 

「環境教育隊員が考える「ブータンの自然を楽しむコツ」」 

渡辺 充（JICA青年海外協力隊） 

第118回 2020年02月16日（日） 19:00～21:00 

居酒屋花組 

（石川県金沢市） 

「海士ブータンプロジェクトの過去・現在・未来」 

三井 新（海士ブータンプロジェクト初代代表） 

第119回 2020年03月08日（日） 18:30～22:30 

可児淳美さんご自宅 

（スバ） 

「ブータン及びフィジーを対象とした主観的幸福感の比較検討」 

須藤 伸（日本ブータン研究所研究員） 

第120回 2020年03月15日（日） 14:00～16:00 

日本橋Connect 

「あまたん主催第2回ブータンスタディツアーでの学びを振り返る」 

大野木 諒、村田 雄人、福永 彩可（海士ブータンプロジェクト主催「第2回地域密着・体験

交流型ブータンスタディツアー」参加学生） 
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【ブータン勉強会 8年目】（2020年 4月～2021年3月） 

 

 日時・場所 発表題目・発表者 

第121回 2020年04月30日（木） 14:00～16:00 

平山雄大自宅 

「18～19世紀のブータンを描写した英語文献・資料（前編）」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 

第122回 2020年05月30日（土） 14:00～16:00 

平山雄大自宅 

「18～19世紀のブータンを描写した英語文献・資料（後編）」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 

第123回 2020年06月27日（土） 13:00～15:00 

有限会社ジュラ 事務所 

「ブータンのゾンカ語表記地図製作に関する調査研究」 

高橋 洋（日本ブータン研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第124回 2020年07月25日（土） 14:00～16:00 

有限会社ジュラ 事務所 

「ブータンの歴史を学ぶためのポイント・章立ての検討」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師）、高橋 洋（日本ブータン

研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第125回 2020年08月15日（土） 14:00～16:00 

有限会社ジュラ 事務所 

「ブータンの歴史を学ぶための各章の内容検討①」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師）、高橋 洋（日本ブータン

研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第126回 2020年08月29日（土） 14:00～16:00 

有限会社ジュラ 事務所 

「ブータンの歴史を学ぶための各章の内容検討②」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師）、高橋 洋（日本ブータン

研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第127回 2020年09月30日（土） 14:00～16:00 

有限会社ジュラ 事務所 

「ブータンの歴史を学ぶための各章の内容検討③」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師）、高橋 洋（日本ブータン

研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第128回 2020年09月30日（土） 16:00～18:00 

有限会社ジュラ 事務所 

「ブータンの歴史を学ぶための各章の内容検討④」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師）、高橋 洋（日本ブータン

研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第129回 2020年10月24日（土） 14:00～18:00 

有限会社ジュラ 事務所 

「ブータンの歴史を学ぶための各章の内容検討⑤」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師）、高橋 洋（日本ブータン

研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第130回 2020年10月24日（土） 16:00～19:00 

有限会社ジュラ 事務所 

「ブータンの歴史を学ぶための各章の内容検討⑥」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師）、高橋 洋（日本ブータン

研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第131回 2020年11月07日（土） 14:00～16:00 

有限会社ジュラ 事務所 

「ブータンの歴史を学ぶための各章の内容検討⑦」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師）、高橋 洋（日本ブータン

研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第132回 2020年11月21日（土） 14:00～16:00 

有限会社ジュラ 事務所 

「ブータンの歴史を学ぶための各章の内容検討⑧」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師）、高橋 洋（日本ブータン

研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第133回 2020年12月05日（土） 14:00～16:00 

有限会社ジュラ 事務所 

「ブータンの歴史を学ぶための各章の内容検討⑨」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師）、高橋 洋（日本ブータン

研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第134回 2020年12月26日（土） 16:00～18:00 

有限会社ジュラ 事務所 

「ブータンの歴史を学ぶための各章の内容検討⑩」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師）、高橋 洋（日本ブータン

研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者） 

第135回 2021年01月30日（土） 14:00～16:00 

平山雄大自宅 

「ブータンの歴史を学ぶための各章の内容検討⑪」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 
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 日時・場所 発表題目・発表者 

第136回 2021年02月13日（土） 13:00～15:00 

平山雄大自宅 

「ブータンの歴史を学ぶための各章の内容検討⑫」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 

第137回 2021年02月27日（土） 14:00～16:00 

平山雄大自宅 

「ブータンの歴史を学ぶための各章の内容検討⑬」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 

第138回 2021年03月27日（土） 16:00～18:00 

平山雄大自宅 

「ブータンの歴史を学ぶための各章の内容検討⑭」 

平山 雄大（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター講師） 
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【ブータン勉強会 9年目】（2021年 4月～2022年3月） 

 

 日時・場所 発表題目・発表者 

第139回 2021年04月24日（土） 14:00～16:00 

お茶の水女子大学 国際交流留学生

プラザ 2階 多目的ホール 

「ブータン留学帰国報告」 

瀧原 早紀子（早稲田大学教育学部学生） 

第140回 2021年05月22日（土） 14:00～16:00 

オンライン（Zoom によるリアルタイム

配信） 

「Bhutan and Her Culture: From Harmony Prospective」 

野口 ウゲン チョデイ（福井大学国際地域学部学生） 

「「学び合い」を目的とした双方向型の研修事業の有効性 

―島根県隠岐郡海士町とブータンの青年研修事業の事例から―」 

松川 希映（早稲田大学大学院アジア太平洋研究科修士課程） 

第141回 2021年06月26日（土） 14:00～16:00 

オンライン（Zoom によるリアルタイム

配信） 

「映像作品を通してブータンの諸相を学ぶ① 

―『世界ふれあい街歩き』「ティンプー／ブータン」（2011年）―」 

山本 けいこ（『ブータン 雷龍王国への扉』・『ブータンの染と織』著者）、平山 雄大（お茶の

水女子大学グローバル協力センター講師） 

第142回 2021年07月25日（日） 14:00～16:00 

オンライン（Zoom によるリアルタイム

配信） 

「映像作品を通してブータンの諸相を学ぶ② 

―『世界の国境を歩いてみたら…』「インド×ブータン編 一本の線を越えると別世界が広

がる国境」（2019年）―」 

高橋 洋（日本ブータン研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者）、平山 雄大（お

茶の水女子大学グローバル協力センター講師） 

第143回 2021年08月30日（月） 14:00～16:00 

オンライン（Zoom によるリアルタイム

配信） 

「映像作品を通してブータンの諸相を学ぶ③ 

―『旅のチカラ』「幸せの国で、聖なる踊りを USA（EXILE） ブータン王国」（2012年）―」 

渡辺 千衣子（日本ブータン友好協会事務局長）、平山 雄大（お茶の水女子大学グローバ

ル協力センター講師） 

第144回 2021年09月25日（土） 14:00～16:00 

オンライン（Zoom によるリアルタイム

配信） 

「映像作品を通してブータンの諸相を学ぶ④ 

―『ドキュメンタリーWAVE』「幸せの国の子どもたち ブータンからの報告」（2012年）―」 

澤多 加奈子（元JICA青年海外協力隊／島根県立隠岐島前高等学校女子寮ハウスマス

ター）、平山 雄大（お茶の水女子大学グローバル協力センター講師） 

第145回 2021年10月23日（土） 14:00～16:00 

オンライン（Zoom によるリアルタイム

配信） 

「映像作品を通してブータンの諸相を学ぶ⑤ 

―『ブータンが愛した日本人』「向井理が見た、幸せの国のキセキ」（2018年）―」 

高橋 洋（日本ブータン研究所研究員／『地球の歩き方 ブータン』編集者）、平山 雄大（お

茶の水女子大学グローバル協力センター講師） 

第146回 2021年11月27日（土） 14:00～16:00 

オンライン（Zoom によるリアルタイム

配信） 

「映像作品を通してブータンの諸相を学ぶ⑥ 

―『Themes Around the World』「Bhutan, In Search of a Celestial Kingdom Part 1. Road to 

Merak, an Unchartered Land / Part 2. Golden Langurs and Black Yaks」（韓国・2014年）―」 

石内 良季（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科一貫制博士課程）、平山 雄

大（お茶の水女子大学グローバル協力センター講師） 

第147回 2021年12月25日（土） 14:00～16:00 

オンライン（Zoom によるリアルタイム

配信） 

「映像作品を通してブータンの諸相を学ぶ⑦ 

―『Themes Around the World』「Bhutan, In Search of a Celestial Kingdom Part 3. The Legend 

of Tiger's Nest Monastery / Part 4. Thimphu Tsechu, the Kingdom's Festival」（韓国・2014年）

―」 

石内 良季（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科一貫制博士課程）、平山 雄

大（お茶の水女子大学グローバル協力センター講師） 
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 日時・場所 発表題目・発表者 

第148回 2022年01月22日（土） 14:00～16:00 

オンライン（Zoom によるリアルタイム

配信） 

「映像作品を通してブータンの諸相を学ぶ⑧ 

―『BS世界のドキュメンタリー』「HAPPINESS ブータン・幸せの国の少年」（2014年）―」 

瀧原 早紀子（早稲田大学教育学部学生）、平山 雄大（お茶の水女子大学グローバル協

力センター講師） 

第149回 2022年02月26日（土） 14:00～16:00 

オンライン（Zoom によるリアルタイム

配信） 

「映像作品を通してブータンの諸相を学ぶ⑨ 

―『ベスト・オブ・ドキュメント』「アジアン・モナーキー 君主制の過去と未来 ブータン編」

（2012年）―」 

平山 雄大（お茶の水女子大学グローバル協力センター講師） 

第150回 2022年03月26日（土） 14:00～16:00 

オンライン（Zoom によるリアルタイム

配信） 

「映像作品を通してブータンの諸相を学ぶ⑩ 

―『NHK海外取材番組 小さな国々』「第5集 ヒマラヤの秘境ブータン」（1967年）他―」 

平山 雄大（お茶の水女子大学グローバル協力センター講師） 

 

 


