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Axe 1 : Vivre entre générations 

  

黒沢清『トウキョウソナタ』

是枝裕和『誰も知らない』 ・『歩いても歩いても』 ・『奇跡』

高畑勲『となりの山田くん』

谷口ジロー『父の暦』

長谷川町子『サザエさん』

アキヤマ香『平成大家族 上下』

中島京子『平成大家族』

 核家族 専業主婦（専業主夫） 家事育

児の役割分担 共働き 現代の父親像

Langues vivantes 
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今村昌平『楢山節考』

 敬老の日 高齢者雇用対策 少子高齢化

の原因（女性の就業状況 社会の個人化 年代の経済危機）

人口統計情報 

総務省統計局 

 

 

 

 

 

国際交流基金『エリンが挑戦！第 課 友だちと話す 部活 』

細田守『サマーウォーズ』

クローズアップ現代＋ よしたに『 年生は神で 年生は奴隷』

http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2020.asp?chap=0
http://www.stat.go.jp/data/jinsui
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 上下関係 敬語 友だち言葉

先輩後輩関係のルール 

Axe 2 : Les univers professionnels, le monde du travail 

 

 

 

『ミライのしごと』シリーズ

 パワハラ 残業時間 給与格差 ボラン

ティア活動

就労等に関する若者の意識 

［世論調査］どのような仕事が理想的だと思うか？ 

未来の仕事 

職業ランキング 

 
 

 

 

  

日本テレビ『ハケンの品格』

斎藤由香『窓際 』

エリス ムービー『 ～働く女性に聞く、働いて生きてゆくということ

～』 

https://shingakunet.com/journal/column/20151203170000/
https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30gaiyou/pdf/b1_00.pdf
http://jobgood.jp/12699
https://kids.gakken.co.jp/shinro/
https://manabi.benesse.ne.jp/shokugaku/jobranking/
https://www.youtube.com/watch?v=P4FnwG2SaY4
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 マタハラ 仕事と育児の両立 待機児童

問題 入試女子差別 結婚離れ

結婚と出産に関する全国調査 

東京都品川区『お茶はだれが入れるの？』

 

 

 

東大生に聞いた合格する勉強法 

新海誠『クロスロード』

国際交流基金『エリンが挑戦！第 課 時間を言う』

 受験勉強 塾 入学試験 就職活動

大学進学と就職に関する調査 

Axe 3 : Le village, le quartier, la ville   

 

 

 

http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/shussho-index.html
http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/shussho-index.html
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=NiRWdNcbpx4
https://www.disc.co.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/DaigakuShingaku_Shushoku_report_201803.pdf
https://www.disc.co.jp/wp/wp-content/uploads/2018/03/DaigakuShingaku_Shushoku_report_201803.pdf
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山崎貴『  三丁目の夕日』

是枝裕和『奇跡』

 

 

 

 

あおむら順『日本の歴史 平安京の人びと』

江戸東京博物館 

   

   

 

 

 旧居留地 横浜山手西洋館 中華街 

横浜港の歴史 

神戸旧居留地 

函館市史 

https://www.nhk.or.jp/school/
http://fine.tok2.com/home/bookend/zatu/dairi/index.html
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/moch/castle/index.htm
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/urb1/MetropScient3.htm
http://www.oldtokyo.com/
http://www.ndl.go.jp/scenery/index.html
https://cultural.jp/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/minato/taikan/manabu/rekishi/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/minato/taikan/manabu/rekishi/
https://www.kobe-kyoryuchi.com/history/
http://archives.c.fun.ac.jp/hakodateshishi/shishi_index.htm
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国際交流基金『エリンが挑戦！第 課 ねだんをきく・第 課 やりかたをきく』

新海誠『君の名は。』

『くらしに便利な駅のまわり』・『駅はまちのげんかん口』

 

 

 通勤ラッシュ 通学時間 日本の鉄道

 

 

 

 

   

山崎貴『 三丁目の夕日』

佐藤嗣麻子『 怪人二十面相・伝』

https://imahachi.com/
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藤子不二雄『 最後の世界大戦』

見ル野栄司『東京スカイツリーに男泣き 』

魚乃目三太『スカイツリーの周辺で愛を叫ぶ』

都市出版『東京人』 号

首都機能移転問題と「東京遷都」 

 

 

Axe 4 : Représentation de soi et rapport à autrui 

 

 

  

壺井栄『二十四の瞳』

降旗康男『鉄道員 ぽっぽや 』

中江裕司『ホテル・ハイビスカス』

新海誠『君の名は。』

こうの史代『この世界の片隅に』

国際交流基金『日本語ドキドキ体験交流活動集 「方言」』

井上史雄『方言と地図』

 地域方言 役割語 若者言葉 男女言葉 

関西弁     

 

 

 

http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/onlinelecture/lec16.html
http://www.city.minato.tokyo.jp/
http://www.tokyo-skytree.jp/
http://www.anime-manga.jp/french/
http://www.anime-manga.jp/french/
http://singo.jiyu.co.jp/
http://www.minyo-navi.jp/
http://contest.japias.jp/tqj2005/80278/top.html
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日本のファッション 年の歴史 

中島哲也『下妻物語』

 

 

朝日新聞『中学校の制服、どう思う？』

 

 

 

 

  

日本テレビ『女王の教室』

周防正行『それでもボクはやってない』

山田尚子『聲の形』

https://www.youtube.com/watch?v=71N0cTOc1bk
https://cultural.jp/
http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
https://www.asahi.com/opinion/forum/033/
http://www.kimonoclub.info/
https://cos-asu.com/cosplay/
https://artsandculture.google.com/exhibit/ogKCPmGdPtB7Iw?hl=ja
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すえのぶけいこ『ライフ』

神尾葉子『キャットストリート』

 集団いじめ 不登校 ネットいじめ

 

「いじめと戦おう！」

 

Axe 5 : Sports et société 

 

 

 

 

ベイビーステップ 国枝慎吾「アニメ パラスポーツ『アニ パラ』あなたのヒーローは誰です

か」 

 

 

 

 

  

   

http://ijime.nobody.jp/
http://www.ijimetotatakaou.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_TYMUGpzwuE
http://cdn.nikkei.co.jp/parts/ds/pdf/001/20130908_1.pdf
http://cdn.nikkei.co.jp/parts/ds/pdf/001/20130908_2.pdf
https://entamedata.web.fc2.com/sports2/olympic1964s.html
https://olympique.ca/venues/tokyo-2020-sites-de-la-zone-de-la-baie-de-tokyo/
https://olympique.ca/venues/tokyo-2020-sites-de-la-zone-de-la-baie-de-tokyo/
https://www.vivrelejapon.com/lieux-epreuves-jo-tokyo-2020
https://www.vivrelejapon.com/lieux-epreuves-jo-tokyo-2020
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磯村一路『がんばっていきまっしょい』

矢口史靖『ウォーターボーイズ』

日本テレビ『学校じゃ教えられない 』

 

 

 

ベイビーステップ 国枝慎吾「アニメ パラスポーツ『アニ パラ』あなたのヒーローは誰です

か」 

大河ドラマ『いだてん』

 

 

Axe 6 : La création et le rapport aux arts 

  

 

  

  

 

https://www.erin.jpf.go.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=_TYMUGpzwuE
https://www.naomiosaka.com/
https://tokyo2020.org/ja/news/news-20200908-01-ja
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桂米朝

 

 人間国宝 伝統工芸品 重要無形文化

財 認定 芸能 工芸技術

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 現代美術 画家 彫刻家 デジタルアート

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vmP2lRajUn4
https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/
https://bunka.nii.ac.jp/index.php
https://kougeihin.jp/learn/
https://www.youtube.com/watch?v=8ndu1h3xjEc
https://www.tetsuyaishida.jp/
https://www.teamlab.art/jp/
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～世界一短い詩～ 

樋口清之『学習まんが物語 人物日本の歴史 ・松尾芭蕉』

尾形仂『芭蕉ハンドブック』

「松島やああ松島や松島や」

 良寛「新池や蛙飛び込む音も無し」

 松尾芭蕉『旅を栖とす』 俳句 

芭蕉  

 

Axe 7 : Sauver la planète, penser les futurs possibles 

 

https://www.mori.art.museum/jp/
https://www.kanazawa21.jp/
https://www.nippon.com/ja/views/b02302/
https://www.youtube.com/watch?v=fGcynaSPjro
http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/basho.htm
http://www.haiku-hia.com/
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宮崎駿『となりのトトロ』

黒澤明『夢』

高畑勲『平成狸合戦ぽんぽこ』

宮崎駿『もののけ姫』

フジテレビ『鹿男あをによし』

万城目学『鹿男あをによし』

茂木貞純『日本の神様ご利益辞典』

梅原猛等『日本人の自然観〜縄文から現代科学まで』

寺田寅彦『日本人の自然観』

 

 

  

本田猪四郎『ゴジラ』

今村昌平『楢山節考』

河瀬直美『萌えの朱雀』 ・『娑羅双樹』 ・『殯の森』

黒澤明『夢』

http://www.japonismus.com/
http://journeytoforever.org/jp/farm_csa.html
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新海誠『天気の子』

犬ヶ島

深沢七郎『楢山節考』

小松左京『日本沈没』

こうの史代『夕凪の街 桜の国』

 犬ヶ島   

 
 

    

 

 捕鯨 奈良公園の鹿トラブル

 

和歌山県太地町観光情報 

 

Axe 8 : Le passé dans le présent 

https://www.zerodeconduite.net/ressources/4125
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-35529672
http://www.town.taiji.wakayama.jp/kankou/index.html
https://www.greenpeace.org/japan/
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『日本の祭り』

 祭の男  

 祭り 年中行事 伝統 日本三大祭り 

博多どんたく ねぶた祭 盆踊り 阿波踊り 雛祭り  花見

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://omatsurijapan.com/
https://www.kandamyoujin.or.jp/kandamatsuri/about/
https://ja.kyoto.travel/event/major/gion/
https://osakatemmangu.or.jp/saijireki/tjm/
https://www.awaodori.tokushima.jp/
https://yokanavi.com/festival/
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原恵一『百日紅～ ～』

 江戸時代 ; 再現 ; 江戸時代の食事 ; VRで

江戸時代 ; タイムトリップ 

 

 

 

 

 百日紅～ ～  

 

 

   

 

 

 

 :   

 

https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
https://www.kcf.or.jp/fukagawa/
https://www.city.taito.lg.jp/index/shisetsu/bunkashisetsu/kuritsu/shitamachifuzoku.html
https://www.city.taito.lg.jp/index/shisetsu/bunkashisetsu/kuritsu/shitamachifuzoku.html
https://daiba.ooedoonsen.jp/
http://sarusuberi-movie.com/
http://sarusuberi-movie.com/
https://www.asahi.com/articles/ASM1H56F2M1HUBQU00G.html
https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/news/article541.html
https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/news/article541.html
https://www.tabido.jp/ja/article/693/
https://www.realite-virtuelle.com/tokyo-edo-vr/
https://www.realite-virtuelle.com/tokyo-edo-vr/

