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Axe 1 : Identités et échanges 

 

『ミキの“おもてなし ”』シリーズ・『京都の観光資源』・『北海

道の観光』『沖縄の自然や文化をいかした観光』 

【 】日本の魅力満載のプロモーション動画 

一条真也『おもてなし入門』  

『「世界よ、これが日本のサービスだ」外国人が日本に来て衝撃を受けたおもてなしとは』 

Langues vivantes 

https://www.youtube.com/watch?v=3s0YTI4pvng
https://livejapan.com/ja/article-a0001490/
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『愛媛県 道後温泉クリップ』 

都道府県の特産品編集室『調べてみよう 都道府県の特産品、駅弁編』  

にしもとおさむ『はじめての日本地図絵本』  

   

 広重 東海道五十三次 中山道六十九次

『温泉は日本の文化である』 

国際文化フォーラム『お弁当— 食べる楽しみ、伝わる温もり』 

国際文化フォーラム「鉄道をもっと楽しむ」 

  

  

  

『半沢直樹』

『ふつうって』シリーズ

是枝裕和『万引き家族』

今敏『東京ゴッドファーザーズ』

https://www.nippon.com/ja/views/b04702/
https://www.tjf.or.jp/clicknippon/ja/archive/docs/TB28_J.pdf
https://www.tjf.or.jp/clicknippon/ja/archive/docs/TB26_J.pdf
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湯浅誠『反貧困―「すべり台社会」からの脱出』

山野良一『子どもに貧困を押し付ける国・日本』

   

  

  

 

  

  

『「車内出世」 「社会出世」』 : 

『日本は出世意欲が最低』 : 

 

 

  

  

 

 

 

知ることからはじめよう アイヌのこと イランカラプテ : 

高村竜平『大東亜共栄圏の文化建設』

  

 

 同化 大東亜戦争 国体

 

 

 

 

http://gestion-des-risques-interculturels.com/analyses/le-systeme-educatif-japonais-conformisme-des-uns-marginalisation-des-autres/
http://gestion-des-risques-interculturels.com/analyses/le-systeme-educatif-japonais-conformisme-des-uns-marginalisation-des-autres/
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2011-6-page-22.htm
https://ix-careercompass.jp/article/531/
https://moneyzine.jp/article/detail/216365
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8261.html?nt=1
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8261.html?nt=1
http://www.frpac.or.jp/
http://lib.ouj.ac.jp/gallery/virtual
http://rca.open.ed.jp/
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遠藤周作『王国への道‐山田長政‐』 ・『侍』

角川書店編『日本史探訪 海を渡った日本人』

谷譲次『踊る地平線』

近藤史人『藤田嗣治「異邦人」の生涯』

 留学日記 帰国生 日本人のディアスポ

ラ 日系人 日本人街

 

 

 

 

 

 

   

『鎖国の時代の交流』・『キリスト教の禁止と鎖国』

http://www.foujita.org/
http://yokotawada.de/
https://reseaucolibri-francejapon.org/accueil/
https://rncjl-colibri.weebly.com/
https://rncjl-colibri.weebly.com/
http://www.janm.org/
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小和田哲男『天下泰平と江戸の賑わい‐江戸期元禄文化・文政』

松本清張『江戸幕府をひらく徳川家康』

楠木誠一郎『福沢諭吉は名探偵 ‐タイムスリップ探偵団とてんやわんやの蘭学授業の巷‐』

『中学 歴史人物  上下』

『日本の歴史 できごと辞典』

『２１世紀によみがえる出島』 

 

  

国際浮世絵学会『浮世絵大辞典』

花井善朗『ポップカルチャー  ポップカルチャーで学ぶ初中級日本語』

 

 

 

 

 

 

 

国際日本文化研究センター 

浮世絵ジェネレーター 

https://www.at-nagasaki.jp/dejima/dejima/resurrection/
https://gallica.bnf.fr/html/und/asie/france-japon
https://gallica.bnf.fr/html/und/asie/france-japon
https://cultural.jp/
http://www.nichibun.ac.jp/
https://ukiyoe2020.exhn.jp/ukiyoenerator/
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Axe 2 : Espace privé et espace public 

 

 

位って何？〜なぜまだ男性と女性には差があるのか〜 

『男女共同参画社基本法』・『紫式部・清少納言～国風文化の誕生～』

女性が輝けば男性も輝く 世代を超えて考える女性の活躍 

伊丹十三『あげまん』 ・『ミンボーの女』

『きみはペット』

小栗左多里『ダーリングは外国人』

黒沢清『トウキョウソナタ』

長谷川町子『サザエさん』

よしながふみ『大奥』

 日本の「 」 運動 専業

主婦 ワーキングウーマン

『日本は男女平等が進んでいない』 

『女性の働き方、女性解放の歴史』 

Axe 3 : Art et pouvoir 

    

  

https://www.youtube.com/watch?v=w-T55a_6dnY
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg20270.html?nt=1
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg20270.html?nt=1
https://www.huffingtonpost.jp/2018/12/17/gender-gap-2018-japan_a_23618629/
https://www.huffingtonpost.jp/2018/12/17/gender-gap-2018-japan_a_23618629/
https://nomad-journal.jp/archives/2362
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  東京  ソフト・パワー クールジ

ャパン戦略 

 

 

 

 

    

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=FbcaCzHCi7g
https://www.youtube.com/watch?v=VgIXNdP18XE
https://tokyo2020.org/ja/
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20160822000897.html
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日本テレビ『太田光の私が総理大臣になったら 秘書田中。』

 

小林多喜二『蟹工船』

湯本豪一『風刺漫画で日本近代史がよくわかる本』

花井善朗『ポップカルチャー  ポップカルチャーで学ぶ初中級日本語』

「朝日新聞阪神支局襲撃事件から 年」朝日中高生新聞 年 月 日

 表現・言論の自由  検閲 戦前・戦中期

日本の言論弾圧 プロパガンダ 風刺画 

 

 

  

情報化社会における表現の自由と知る権利－情報の受け手・送り手として－ 

 

 

  

http://18787.main.jp/index.html
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/les-livres-censures-par-le-japon-au-debut-du-xxe-siecle-numerises/88403
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/les-livres-censures-par-le-japon-au-debut-du-xxe-siecle-numerises/88403
http://expositions.bnf.fr/japonaises/arret/06.htm
https://www.uesugitakashi.com/
http://www.moj.go.jp/
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日経アーキテクチュア『建築家という生き方‐ 人が語る仕事とこだわり』

『広告批評』特集「 」 号

  

『村上隆氏、ベルサイユ宮殿での作品展に賛否両論』 

Axe 4 : Citoyenneté et mondes virtuels 

  

 

 

 

 『どこまでつながる？ 』・『みなみの考え のいじめ、どう向き

合っていけばいい？』・『情報化社会がかかえる問題』・『みんなで作ろう！口コミサイ

ト』・『フェイクニュースを見抜くには』

文部科学省 「情報化社会の新たな問題を考えるための教材」プレイリスト

ピックアップ！～ネットの危険から子供を守る～安全・安心なスマホ利用 

東京都「 トラブル防止動画コンテスト受賞作品」プレイリスト

関和之『学校で教えてくれない大切なこと  ネットのルール』

 

 

  

http://www.afpbb.com/article/life-culture/culture-arts/2754869/6168361
http://www.afpbb.com/article/life-culture/culture-arts/2754869/6168361
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg20411.html?nt=1
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読売新聞教育ネットワーク「 便利だけど危ない！」月刊ワークシート

放送文化研究所「 を情報ツールとして使う若者たち ～「情報とメディア利用」

世論調査の結果から②～」

  

第 話「 子ども間でのトラブル」 

文部科学省 「全国いじめ問題子供サミット」プレイリスト 

荻原浩『サークルゲーム』 『「いじめ」をめぐる物語』

 ネットいじめ

   

 

  

毎日新聞『新教育の森日常化する「ネットいじめ」匿名の名に泣く子ども』 年 月

日 アーカイブ閲覧

 

     

   

高齢者の消費者被害防止「架空請求詐欺」篇 

第 編「『電話を切る』で詐欺ブロック！」編 

細田守 『サマーウォーズ』

https://www.youtube.com/watch?v=Fa414xKYDX8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbDxydiCiWcMf3SdkjLz6iA8
https://francojaponais.wordpress.com/2018/06/13/cyberharcelement-en-hausse-au-japon-les-specialistes-du-cyberharcelement-de-plus-en-plus-sollicites/
https://francojaponais.wordpress.com/2018/06/13/cyberharcelement-en-hausse-au-japon-les-specialistes-du-cyberharcelement-de-plus-en-plus-sollicites/
https://www.huffingtonpost.fr/fabrice-d-almeida/harcelement-scolaire-lecons-japonaises-affaire-alexia_b_9819484.html
https://www.huffingtonpost.fr/fabrice-d-almeida/harcelement-scolaire-lecons-japonaises-affaire-alexia_b_9819484.html
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg17814.html
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg17814.html
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg18608.html
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg18608.html
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 生命詐欺 オレオレ詐欺 振り込め詐

欺 キャッシュカード詐欺

インターネット消費者トラブル防止キャンペーン 

 

 

働き方改革の切り札、テレワークとは？！ 

「働く、が変わる。 」～総務省テレワーク普及啓発動画～ 

『ワーク・ライフ・バランス』

霞が関情報チェック～働き方改革の切り札 テレワーク 

池崎智恵『通勤時間 秒：「在宅ワーク」という選択！入門ガイド』

 

  

～暮らしに広がる人工知能～ 

『さまざまな仕事に進出する人工知能・ 』

かんようこ『マンガでわかる 人工知能 は人間に何をもたらすのか』

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/internet/trouble/
https://www.youtube.com/watch?v=Jmerxe8FuyU
https://www.youtube.com/watch?v=DZZFDvVD-0E
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg20572.html?nt=1
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg20572.html?nt=1
https://www.youtube.com/watch?v=qpXJ71dDWrw
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 アーティフィシャルインテリジェン

ス 

   

国際文化フォーラム『人と共生するロボットの開発』 

国際文化フォーラム『感性を持った人工知能を作る』 

Axe 5 : Fictions et réalités 

  

大友克洋『アキラ』

飯田一史『ベストセラー・ライトノベルのしくみ キャラクター小説の競争戦略』

 ライトノベル サイエンスフィクション

 ユートピア ディストピア 終末もの 歴史改変

   

   

   

 

 

 

 

 

https://www.tjf.or.jp/clicknippon/ja/archive/docs/TB12_J.pdf
https://www.tjf.or.jp/clicknippon/ja/mywayyourway/11/post-28.php
https://www.actusf.com/detail-d-un-article/article-7622
https://www.actusf.com/detail-d-un-article/article-7622
http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article1198
https://justaword.fr/la-science-fiction-et-le-manga-401bc4352ad5
https://justaword.fr/la-science-fiction-et-le-manga-401bc4352ad5
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『国学』

投石文子『国生み神話』

田代脩『日本の歴史 年』

由良弥生『眠れないほど面白い「古事記」』

皇室の謎研究会 編『日本人として知っておきたい 天皇と日本の歴史』

フォーラム・Ａ『わかるがたのしい・社会 小学 年生 小学 年生』

 

 

 

 

 

 

 

  

 

『キリスト教宣教師と信長』・『神社と寺の地図記号の由来』

グループ・コロンブス 編『 か月のたのしい行事えほん』

 年間行事 お祭り

 

 

 

http://www.kunaicho.go.jp/
http://www.yoshinogari.jp/
http://hukumusume.com/douwa
http://www.dazaifutenmangu.or.jp/
http://www.shibusawa.info/index.htm
https://hirogaru-nihongo.jp/tera-jinja/
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原恵一『河童のクゥと夏休み』

宮崎駿『となりのトトロ』 ・『千と千尋の神隠し』

古川順弘『日本の神様図鑑』

ながたみかこ『日本の妖怪 都市伝説事典』

常光徹『日本の妖怪大図鑑 全 巻』

水木しげる『日本妖怪大鑑』

 郷土民話

 

 

 

 

 

 

溝口健二『雨月物語』

小林正樹『怪談』

宮崎駿『千と千尋の神隠し』

今野真二『図説日本語の歴史』

http://mythologica.fr/japon
http://hukumusume.com/douwa
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 万葉仮名 変体仮名 書き初め 姓名判

断 

 

Axe 6 : Innovations scientifiques et responsabilité 

 

 

大地に宿るエネルギー地熱発電 

大友克洋『スチームボーイ』

向山洋一『マンガとイラストでよくわかる子どものためのエネルギーブック』

早稲田聡『図解新エネルギー早分り』

 

 

新藤兼人『原爆の子』 ・『第五福竜丸』

本多小猪四郎『ゴジラ』

今村昌平『黒い雨』

黒澤明『夢』 ・『八月の狂詩曲』

中沢啓治『はだしのゲン』

https://hirogaru-nihongo.jp/shodo/
https://www.youtube.com/watch?v=RGhP1JW559E
http://www.21eco.net/
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東京新聞原発事故取材班『レベル 福島原発事故、隠された事実』

 

 

 

 

 

 

手塚治虫『鉄腕アトム』

鳥山明『 スランプアラレちゃん』

 

 

 

 :

 

http://uesugitakashi.com/
http://e-shift.org/
http://www.erca.go.jp/yobou
http://minamata195651.jp/
http://www.pref.toyama.jp/branches/1291/
http://aileenarchive.or.jp/index.html
http://www.karakuri.info/index.html
https://www.tjf.or.jp/clicknippon/ja/archive/docs/TB12_J.pdf
http://dora-world.com/top.html
http://dora-world.com/top.html
http://dsdb.jp/
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Axe 7 : Diversité et inclusion 

 
 

   

 

 

  

 

  

黒澤明『八月の狂詩曲』

小栗左多里『ダーリンは外国人』

遠藤周作『おバカさん』

工藤美代子『神々の国ラフカディオ・ハーンの生涯〈日本編〉』

宮本輝『彗星物語』

プラネット・リンク編『もったいない』

 海外離れ 国際化

   

 

  

 

  

  

福澤克雄 『 年の愛〜 』
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 在日韓国人 帰国子女 大阪市大正区の

リトル沖縄 日系人 帰化人

 

 

 

 

  

 

 

 

亀井文夫『人間みな兄弟、部落差別の記録』

中江裕司『ホテルハイビスカス』

市川崑『破壊』

今村昌平『にっぽん戦後史マダムおんぼろの生活』

 

  

 

網野善彦『日本の歴史をよみなおす』

島崎藤村『破壊』

http://hot-korea.com/ookubo
http://www.wowsokb.jp/
http://brasil-navi.net/
http://www.janm.org/
http://www.ovninavi.com/
http://brasil-navi.net/
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 「裏日本」 「表日本」

 

 

 

 

 

 

 :

 

 

 

  

 

浅井健爾『関東人の思い込み、関西人の言い訳』

日本博学倶楽部『「関東」と「関西」こんなに違う事典』

橋爪紳也（監修）『大阪の教科書』

関東関西おもしろ百科事典～写真で見る東西文化の違い～ 

https://www.mcjp.fr/fr/bibliotheque/les-dossiers-de-la-bibliotheque/les-ainous
https://www.mcjp.fr/fr/bibliotheque/les-dossiers-de-la-bibliotheque/les-ainous
https://www.ff-ainu.or.jp/#top001
http://www.pref.okinawa.jp/
http://www.archives.pref.okinawa.jp/
http://rca.open.ed.jp/history/index.html
http://www.choju.net/
https://blhrri.org/index_top.php
http://www.touzai-bunka.com/
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Axe 8 : Territoire et mémoire 

 

 

高畑勲『火垂るの墓』

今村昌平『黒い雨』

篠田正浩『少年時代』

黒澤明『八月の狂詩曲』

宮崎駿『風立ちぬ』

片渕須直『この世界の片隅に』

中沢啓治『はだしのゲン』

野坂昭如『火垂るの墓』

 原爆 平和 憲法 条改正案反対 広島

平和祈念資料館 長崎市平和会館

 

 

 

 

 

 :

 :

http://hpmmuseum.jp/
https://nabmuseum.jp/
http://www.sadako-jp.com/
http://www.origami-club.com/
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『週間こどもニュース』

西久保瑞穂『ジョバンニの島』

  

 

 

 領土問題 北方領土 尖閣諸島 竹島 沖

ノ鳥島

 

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NluXCPYjBn0
https://www.fr.emb-japan.go.jp/territory/question-and-answer.html
http://www.mofa.go.jp/
http://www.mofa.go.kr/eng/index.do

