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■10/10（月・祝）～10/21（金）「早稲田文化芸術週間2022」: 稲門祭に先立

ち、早稲田文化・芸術を発信する豊富なイベントが開催されます。 Ｐ５

⇒「早稲田文化芸術週間」 – 早稲田文化 (waseda.jp)

。

⇒★申込受付中のイベント【早稲田文化芸術週間2022】 –早稲田文化 (waseda.jp) 

■ 10.23（日）「稲門祭2022」： 今年は対面で開催されます。併せてオンライン

でも企画が配信されます。 Ｐ３

⇒稲門祭 | 早稲田大学 校友会 (wasedaalumni.jp)

※中野稲門会の出店は３号館前になります。ぜひ、お立ち寄りください。

☞この機会に新3号館（政治経済学部）の見学もおススメです。Ｐ４

■10月からスタート：中野区・若宮・大和町地域で、新公共交通サービスの実証実験

開始。ミニバスが走ります。 Ｐ５

■ワセスポ：箱根駅伝予選会（10/15）、東京六大学・早慶戦第一回（11/5）、

ラグビー関東対抗戦・早明戦（12/4）の観戦を予定しています。 Ｐ８

【写真説明】 新旧「早稲田の顔」を同時に眺められる新３号館一階ロビー（写真左）。 新３号館の外観（右）
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早 稲 田 愛

早稲田の繋がりと中野稲門会
笹田 裕（中野稲門会幹事長）

■駅伝60年、野球50年
私の育ちは藤沢市辻堂で、箱根駅伝の３区（戸塚～平塚）８区（平塚～戸塚）の途中です。家から箱

根駅伝の選手が通る国道までは、１ｋｍ位で小さい頃から父に連れられて観戦していました。恐らく記
憶しかありませんが、5歳前後です。今、65歳ですから60年経過しています。早稲田実業に入学し、春
の早慶戦を観戦したのが15歳で、これも50年経過しております。
この２つのことで駅伝60年・六大学野球50年の経過し、毎年毎年早稲田を応援しております。最近

は中野稲門会の赤羽根顧問と共に所沢の織田記念陸上競技場を訪問し、競走部の練習や早稲田記録会を
観戦させていただいております。所謂「関東インカレ」観戦しています。
東京六大学野球については、ほとんどの六大学の試合を観戦しております。早稲田実業では初代の応

援委員会、東京六大学付属応援団連盟に属していたので、高校時代から東大を除く大学の校歌から応援
歌まで歌えました。このような状況から、大学卒業後も神宮球場に足繁く通っております。
■稲門会との出会い
中野に転居後、中野稲門会には2012年に入会し、翌年から副幹事、幹事になり、東京都23区支部幹事
も拝命し、校友会の代議員になりました。中野稲門会の素晴らしい先輩との関係は、年齢の違う先輩会
員でも気作な関係でいれることで、行事・部会でも同様です。この人間関係が中野稲門会の強みと思い
ます。また、東京都23区支部では、第2ブロックが新しい支部体制を構築するため高田会長が支部長に
なり、私は１年目は副幹事長、２年目は幹事長になりました。毎月の幹事会の調整・他のブロックとの
調整等の業務を行い、他の稲門会の方々と知り合い、中野稲門会の運営に貢献できるよう努めました。
現在、中野稲門会で幹事長になり３年目を迎えております。新コロナ禍にあって稲門会活動ができな

い状況にあり、通常の時期と異なる運営になっておりますが。徐々に中野稲門会の柱である部会活動も
動き出しております。新しい広報活動についても幹事諸氏と共に、新しいホームページの作成、情報誌
『稲門タイムズ中野』の立ち上げと会報誌としての『さざんかの道』等により、運営の方向性が見え出
し、ようやく歩み始めました。
■今後の中野稲門会の方向性
中野稲門会は来年25周年を迎えます。会員も高齢化し、自然退会される方も増えております。入会者

も減少傾向にあるため、新しい施策を打たないといけない時期に来ております。早稲田大学との関係も
中野にある国際学生寮WISHとの関係も新コロナ禍でまだまだ、地域とのコラボについてもほとんどど
できていません。新規会員募集を行い、緩やかに高齢化対策を行っていく必要を感じております。部会
の強化・新しいイベント等の運営もまだまだ、やるべきことは多いようです。
会員の皆様には、新コロナと共生しながら会の活動や会費納入についてご協力を賜りたいと存じます

（※振込先はｐ９に記載）。経費節減について、『さざんかの道』はあれだけの会報誌を印刷費のみで
発行しております。これも幹事諸氏の努力によるものです。また、『稲門タイムズ中野』については、
メール登録されている会員には今回からメールでのお知らせにさせていただきます。ただ情報誌ですの
でそれなりの内容です。会員でメール登録されていない方にはコピー印刷でお送りさせていただきます。
ただ、印刷費・郵送代・作業費等がかかることをご理解いただきたいと存じます。
この５号から新しい情報を提供することになり、まだまだ手探りですが、今後も情報を提供していき

たいと存じます。会員の皆様にはこうした活動にご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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稲門祭記念品は2000円購入で1枚の抽選券を差し上げております。半券を投票すれば
豪華な記念品等が当選することになっております。是非来場していただき、記念品を
購入してください。

3年振りのリアル稲門祭
：ホームカミングデー
中野稲門会も模擬店出店

リアルで開催される稲門祭はなんと3年振りです。ホームカミンングデーも同時
開催されます。中野稲門会も今回は本部キャンパスの3号館前に出店いたします。

恒例の「ステラおばさんのクッキー」を
販売いたします。
通常1800円のところ、税込み1000円の稲
門祭特別価格です。限定100個でございます。
会員の皆様のご来店を幹事一同お待ちして
おります。

【稲門祭記念品ページ】
https://www.wasedaalumni.jp/tomonsai/souvenir.html

稲門祭記念品の抽選について

日本の話芸（稲門祭企画）

【本部企画・参加団体企画・テイムテーブル】

•第1回 9:00～10:00（開場 8:00）
•1971年次・1972年次
•第2回 12:00～13:00（開場 11:00）
•1976年次・1977年次
•第3回 15:00～16:00（開場 14:00）
•1986・1987・1996・1997・ 2006・2007年次

ホームカミングデー（早稲田アリーナ開催）

稲門祭（10/23）：演芸企画、今年は落語だけでなく浪曲も。
落語部会にとどまらず、大勢の方にご来場いただき、高座を盛り上げましょう。

●日時：10月23日12時30分～14時30分 （神原 僚 落語部会部会長）
●場所：大隈小講堂
●企画名：日本の話芸
●出演（落語）：古今亭志ん雀（真打） 林家彦三（二つ目） 入船亭扇太（二つ

目）（浪曲）：東屋一太郎（真打）東屋みつ（三味線）

※早稲田アリーナは旧記念会堂（文学部横）

https://www.wasedaalumni.jp/tomonsai/tomonsai-timetable.html

Festival

稲門祭

▲最上部写真は。ワセダベア入り、稲門祭記念品・ステンレス
ボトル（2000円） 3

https://www.wasedaalumni.jp/tomonsai/souvenir.html
https://www.wasedaalumni.jp/tomonsai/tomonsai-timetable.html
Owner
テキストボックス
タ



◀ここでは、ア
カデミックライ
ティングのト
レーニングを
受けられます

連載２回目は、武田洋（副会長）・足立良雄
（副幹事長）さん、青島（幹事）の珍道中。大
坪恭子さん（政治経済学術院事務長）のご案内
で、新３号館を見学しました。

◇ ◇ ◇
「外観は旧校舎ですが、内部は旧校舎と近代

的なビルを合わせた校舎になっています。正面
から中に入ると突然大きな空間が現れ、近未来
的な構造になっていました」（足立さん）
「一階ホールは旧３号館の中庭をモチーフに

して、中央のエスカレーターを囲むように旧館
を再現した伝統的な棟と先進的な空間・機能を
備えた棟が向かい合って並ぶ、巨大な吹き抜け
になっています。新旧早稲田の雰囲気を感じら
れ、大変インパクトがあります。
２つの棟をもつ特殊な構造のため、建築の新

旧技術がふんだんに盛り込まれています。伝統
的なゾーンでは、旧館の塩焼瓦を建物内に再現
しており（レプリカではない）、間近で見るこ
とができます。
一方、グローバルな社会を切り拓いていく自

律型次世代リーダー育成のために、本学ではア
カデミックリテラシーを身に付ける基盤教育に
も 力 を 入 れ て お り 、 『Math and Stat
Center』『ライティングセンター』など、全学
的施設も充実しています」（大坪さん）
大坪さんのお母さまと武田さんは同郷（北海

道）とか。こうしたご縁もあり、ご挨拶だけの
つもりがついつい長居をしてしまいました。お
世話になりました。 （まとめ・写真/青島）

新３号館（2014年竣工）の中に入ると、
Ohhh～！！！ 巨大な異空間が出現しました。

Campus

ぶら歩き

新３号館

伝統を未来につなぐ挑戦！
政治経済学部

▲写真上から①壮大な天井を仰ぎながらエスカレー
ターを下りる足立さん ②旧館の再現棟教室 © 
WASEDA University School Of Political Science & Economics 
All Rights Reserved ③大坪さんの母君とは同郷のよし

みとあって、、舌もなめらかになる武田さん ④（２階
から）１号館１階の早稲田大学歴史館を正面に見る

■URL：早稲田大学政治経済学部 3号館キャ
ンパスツアー - YouTube

①

②

③

④

②

③

③

④
②
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「早稲田文化芸術週間」の Web サイトが公開されましたので、 
中稲会員向けおススメ行事をご案内いたします。 

https://www.waseda.jp/culture/events/week/ 
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 

◆WASEDA Anniversary Concert 2022（ワセオケ）(10/16)
※ワセオケ（早稲田大学交響楽団）コンサートのチケット申し込み
開始は９月 21 日～。先着 700 名まで（９月 24 日現在、申し込み可能です）。
●申込みサイト⇒https://www.waseda.jp/culture/news/2022/09/08/17445/

◆ミュージアムコンサート（グリークラブ、ケルト音楽、津軽三味線、マンドリン楽部）
https://www.waseda.jp/culture/news/2022/09/08/17383/

◆Jazz Up Waseda！（ニューオルリンズジャズクラブ、kara モダンジャズ研究会、ハイソサエティ・ 
オーケストラ）
https://www.waseda.jp/culture/news/2022/09/08/17407/

◆早稲田大学歴史館】秋季企画展「早稲田のなかの沖縄―第 7 代総長大濱信泉と学生たち―」
https://www.waseda.jp/culture/news/2022/09/08/17413/

文化企画課では、早稲田文化メールニュース（月に１回程度）やツイッター（適宜）でも情報発信
しています。ご関心のある方は、下記へ登録ください。 
■メールニュース：

https://www.waseda.jp/culture/events/mailmagazine/
■ツイッター：https://twitter.com/waseda_univ_Cul

 
 

今年 10 月から来年３月までの間、中野区内の若宮・ 
大和町地域において、新たな公共交通サービスの実証実 
験（路線定期運行）が中野区により実施されます。 

具体的な運行期間や時刻などについては、６ページ 
URL、または QR コードでご確認下さい。一般の路線バ 
スと同様にどなたでもご利用になれます。

運行ルート近くにお住いの方には、近隣施設へのお出
かけや、既存路線バスに乗り継いで中野駅・阿佐ヶ谷駅 
・荻窪駅に行くなど、さまざまに使えそうです。

ご乗車になってみてはいかがでしょうか。

I NFORMATION 

2022早稲田文化芸術週間（10/10～10/21）︓ 

10月からスタート：若宮・大和町地域の新公共交通サービスの実証実験 

▲運行車両の外観イメージ。一目で関東バスと
わかります
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●運行事業者：関東バス株式会社
●使用車両：トヨタハイエースコミューター（乗車定員 10 名）
●普通運賃：大人 200 円 小児 100 円 IC カードまたは現金
●料金：関東バス定期券・1 日乗車券（大人 600 円 小児 300 円）の利用可
●問合先：（運行に関すること）関東バス株式会社 Tel03-3371-7116 Fax03-3368-6051
（事業に関すること）中野区都市基盤部交通政策課 Tel03-3228-5819 Fax03-3228-5675

■URL中野区ホームページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/505500/d032085.html
■QRコード：右、QR コードをクリック下さい。
（豊川士朗 杉並区・84 年卒 理工 建築学科/中野区まちづくり推進部長）

阿佐谷ジャズストリート は 「阿佐谷のまちをジャズで明るく楽しいまちに」を合言葉
に 1995 年に始まった東京都杉並区の阿佐谷のイベントで、地域の人々のボランティアに
よって運営されています。 

■URL「阿佐谷ジャズストリート」：https://asagayajazzstreets.com/
●開催日：10 月 21 日（金）・22 日（土）※今年も１ステージ 2000 円でチケット販売です。
●前売り：上記 web サイトからチケット購入できます。現在、チラシができて、阿佐ヶ谷駅などで配

布されています。
当日券の入手は面倒なので、お越しになる場合、前売りで用意されたほうがよいでしょう。 

「知の交流会」部会では。10 月 15 日（土）に加曾利貝塚（千葉市）見学ツアーを予定しております。 
ご興味のある方は、下記、web サイトをご覧ください。（岡本健一：知の交流会部会長） 

■URL 知の交流会：知の交流会  10 月縄文文化を訪ねるイベント開催 – 早稲田大学校友会 | 中
野稲門会 オフィシャルサイト | 東京都 23 区支部 (tomon-nakano.com)
■URL 千葉市立加曽利貝塚博物館：https://www.city.chiba.jp/kasori/

 
 

現在、小生は新作映画「いまダンスをするのは誰だ？」（2023 年夏 
公開予定）の撮影を行っております。パーキンソン病という難病と向 
き合いながら、職場・家族との関わり方を見つめ返していくというス 
トーリーです。

映画の発起人の松野幹孝さんは中野区在住で、小生の前作「あまの

Jazzyなまち：阿佐ヶ谷ジャズストリート（10/21・10/22） 

10/15︓日本最大級、特別史跡「加曾利貝塚」見学ツアー 

独立系映画「いまダンスをするのは誰だ？」：完成に向けて制作中 
 

INF ORMATION 
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▶　中野ゼロホールで行われた撮影でエキストラの方にご挨拶をする古新監督



がわ」に感銘を受けて、この作品の制作を小生にご依頼いただきました。松 
野さんは会社員時代、職場にてご自身の難病を開示することができずに孤立 
した苦しさを元に、心理的安全性が保てる職場環境を広げたいという想いを 
もたれておりました。そんな松野さんは本年３月に 67 歳で逝去されました。 

彼が伝えたかった、運命を受け容れて、新たなことにチャレンジをする精 
神を世界に届けていきたく、小生は仲間たちと手を携えてこの作品に向き合 
っております。主演を飾られます方も、パーキンソン病当事者の樋口了一さ 
んです。人気テレビ番組「水曜どうでしょう」のエンディングテーマでおな 
じみのアーティストです。演技初挑戦で、この作品にて映画初主演を担って 
おりますが、小生がこの映画で伝えたい「運命を肯定する」ということを迫 
真の演技で表現してくださっています。 

この映画は、資金ゼロ、企画やストーリーもゼロから始まっている独立系映画です。多くの方々に
ご支援や応援を賜りながら、完成に向けて走っております。この作品に力を貸してくださる方、エン
ドクレジットにお名前を載せて一緒に作品を劇場公開させたい方は、下記をご高覧の上、ご連絡いた
だけましたら幸甚です。皆様の日頃からの応援が、この作品の原動力です。心より感謝申し上げます。 

（古新（こにい）舜：杉並区・2006 年卒 文/映画監督） 

■映画「いまダンスをするのは誰だ？」：https://imadance.com/
■応援者募集：https://imadance.com/sponsor/
●連絡先：古新舜 e-maill：oney@cosmobox.jp  Tel:090-6165-6559

                            

今、世界中に広まるジャズミュージックの発祥の地は、アメリカ・ルイジアナ州ニューオリンズ。
その街の空気感、素朴で力強い音楽の魅力を伝えたいという想いから、“ニューオリ”(早大ニューオル
リンズジャズクラブ)の OB を中心に、7 人編成のバンド「The High Time Rollers」を結成。東京都
内を中心に 20 年以上にわたりライヴ活動を続けてきました。演奏のご依頼を頂き、音楽活動の機会
を授かっていることに、心から感謝しております。

これまでに４枚のＣＤアルバムを制作。活動域は国内に留まらず、2000 年に本場ニューオリンズ、
2012 年、2018 年には東日本大震災復興チャリティーに参加のため香港に渡航しております。躍動感
に溢れ、時には心に切なく響く演奏を、ぜひお楽しみください。 

（五味伯文：杉並区・92 年卒 文：Gt ＆ Bj＜ギター＆バンジョー＞） 

＜The High Time Rollers 出演スケジュールほか＞ 
① 稲門音楽祭：10/23（日）（３回ステージ）
●12：30～ 大隈庭園 ●14：00～ ３号館前 ●15：30～ 10号館 109教室
② その他（９月末～10 月末開催）
・9/24（土）19：00～22：00 HUB 浅草店
・10/15（土）19：00～21：00 西荻窪 MINTONHOUSE
・10/29（土）19：00～22：00 HUB 浅草店
■Facebook「The High Time Rollers」：

https://ja-jp.facebook.com/hightimerollers/
●連絡先・問合先：五味伯文（090-2747-9683）

稲門音楽祭（10/23）：“ニューオリ”OＢたちがライヴ演奏

INF ORMATION 

▲映画「いまダンスをする
のは誰だ？」発起人でパ
ーキンソン病当事者の松
野幹孝さん（享年 67） 
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１．東京六大学野球：早慶戦の観戦を予定します（11/5） 
 春のシーズンは東大からの勝ち点１のみで、第５位と不本意な結果に終わった野球部ですが、夏の 
新潟キャンプで力を付け、その後の練習試合では東海大には敗戦したものの、ソフトバンク三軍には 
５対３で勝利し、その他の対戦でも立命館大、神奈川大、関東学院大を撃破し勝利を重ねました。 

  背水の陣で迎えた秋の開幕戦法政との対戦では、１．２回戦ともに 2 対０で相手をシャットアウト 
し、勝ち点を獲得し順調なスタートを切りました。第２週初戦で東大が慶応に勝利するなど、各チー 
ムの力が接近しているなかで、優勝を目指して勝利を積み重ねてほしいと思います。

新型コロナの感染状況次第ではありますが、スポーツ観戦部会では、11 月５日（土）の早慶戦１回
戦の観戦を予定したいと思っておりますので、久し振りに皆さんと一緒に神宮球場の青空の下で、紺 
碧の空と校歌を歌いましょう！ 

２．ラグビー関東対抗戦：早明戦の観戦を予定します（12/4） 
  昨年の対抗戦は２位で大学選手権に進みましたが、対抗戦で勝利した明治に大学選手権では破れ、 

ベスト８止まりで正月の国立競技場での準決勝には進めませんでした。 
  今季は、相良前監督の息子さんがキャプテンとなり、２期目を迎えた大田尾監督と大学選手権優勝 

「荒ぶる」獲得を目標としています。 
  春季大会では、帝京大、明治大、東海大に敗れてしまいましたが、夏の合宿での強化を試す菅平で 

の練習試合で、帝京大には 28 対 35 と逆転負けを喫しましたが、京産大には 40 対 22、同志社には 
33 対 25 で勝利しています。特に３試合ともスクラムでは優位な戦いを進めており、毎年 FW 戦で苦 
戦している早稲田にとって、非常に楽しみなチームになっています。 

  今年も帝京大の連覇を予想する人が多いなか、それを追う２番手に早稲田が成長しており、明治、 
東海、京産、天理などと、大学日本一を目指す戦いになります。 

   9 月から既に対抗戦が始まりましたが、初戦青山学院大には 38 対 8 で勝利し、2 戦目難敵筑波大に 
は後半猛追を受けたものの 23 対 17 で逃げ切り、2 連勝と順調なスタートを切りました。 

スポーツ観戦部会では感染状況により限られた人数になるかもしれませんが、国立競技場での早明
戦の観戦を企画したいと思いますので、是非一緒に応援に行きましょう！ 

３．競走部（駅伝）:箱根駅伝予選会（10/15） 
  今年の正月の箱根駅伝では、持ちタイム的に期待できるメンバーが複数いたものの、結果は 11 位 

に沈み予選会行きとなってしまいました。 
  そんな危機感のなかで新たに花田駅伝監督を迎え、トラック競技への参加を減らしつつ、箱根駅伝で 

の巻き返しを図っています。 
  けが人の数も減り、選手実績のある監督の下で選手は力を付けて来ており、予選会の上位突破と来 

春正月の箱根駅伝での上位進出に期待がもてます。 
  今年の予選会は、10 月 15 日（土）に、陸上自衛隊立川駐屯地をスタート地点とし、立川市街地を 
経て国営昭和記念公園でフィニッシュとなるコースで行われます。 

  当日は昭和記念公園での応援を予定しており、興味のある方や是非応援したいと思う方は、西立川 
駅で集合して一緒にご案内しますので、ご一報下さい！ 

※なお、各種スポーツ観戦や応援につきましては、スポーツ観戦部会メールでご案内致しますので、興味の
ある方や応援に行きたい方は、スポーツ観戦部会にご加入下さい。   （藤森敏光/スポーツ観戦部会長） 

●連絡先：藤森敏光 e-maill：wasedanakano10432@gmail.com

2022年 ワセスポ 展望 
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日本語の学習のきっかけといえば、現代ではアニメや漫画が多いようですが、歴史を紐解くと、意
外なことに出会います。ヨーロッパの人々の日本語学習は、幕末の日本産「蚕」や、日露戦争後の日
本に注がれた関心など、動機は意外なところにありました。このたび、『ふらんす』（白水社 毎月 23
日発売）で、フランス人の日本語学習について、6 回にわたり連載します（10 月~翌年 3 月号）。 

フランスは、19 世紀の琉球で宣教師に日本語を学ばせ、対日外交を有利にすすめます。やがて幕府
に親仏派が生まれ、将軍慶喜の弟昭武もパリに留学します。ナポレオン三世に謁見した際、ナポレオ
ンの言葉を日本語でプリンスアキタケに伝えたのは琉球で学んだ宣教師でした。

一方、蚕の病が蔓延し経済危機に苦しむフランスに、日本産蚕が救世主として登場します。日本産
蚕を扱うには日本の養蚕書や商標を読む必要が生じます。パリのギメ博物館に名を残すエミール・ギ
メは、リヨンに宗教博物館を開設し、東洋語学校を併設します。やがて、ジャポニスムがヨーロッパ
を席捲します。連載では、知られざるエピソードを交えながら草創期のフランス人の日本語学習につ
いて紹介します。

（小川誉子美：横浜市・83 年卒 文/横浜国立大学・国際戦略推進機構教授） 

＜ご参考までに＞ 
■URL：生糸商標（「純国産宝絹 商標ミュージアム」より）

海外で日本産生糸の需要が高まったことで品不足になり、粗悪品が出回ったため、明治政府は独自
の生糸商標をつけ出荷した http://www.takaraginu.com/museum/index.html

■URL web『ふらんす』：https://webfrance.hakusuisha.co.jp/

＜メール登録のお願い・pdf送信のご案内＞ 
中野稲門会から会員へ連絡方法についてはメールを中心に行います。会員の皆様でメールをご登録

されていない方はぜひ、ご登録いただき、ご協力ください。 
■メール登録先⇒waseda1968@yahoo.co.jp
「中野稲門会幹事長 笹田 裕」宛にお願いします。
また、ｐ２で述べました通り、メールアドレスをおもちの方には、今号（５号）よりメール（pdf）

にて送信、URL 記載により、関連サイトへご案内しております。メールアドレスをご連絡いただけな
い方には、これまでどおり郵送にてお送りさせて頂いております。  
＜編集委員より＞ 

皆さまからのホットな情報のご提供、歓迎いたします！ 下記までご連絡下さい。 
●連絡先：笹田 裕 waseda1968@yahoo.co.jp

青島洋子 y-aosima@tkk.att.ne.jp  足立良雄 adachi@m2.gyao.ne.jp 
 

 
 

               

2022 年度会費（年会費 4000 円）を納入されていない
方は、お振り込みをお願いいたします。 
【振込先】   
■ゆうちょ銀行 00130-3-35392 中野稲門会
■みずほ銀行 中野北口支店 中野稲門会

  （普通） 1884821 

稲門タイムズ中野５号 2022 年９月 25 日発行 
発行：中野稲門会 
発行者：高田宜美 
編集委員：笹田 裕（編集長） 

 青島洋子 
足立良雄 

事務局：中野区中野 2-13-26 内野行政書士内 
TEL.03-6379-8801 

10月号～：月刊誌『ふらんす』でフランス人の日本語学習について連載 

INF 
 ORMATION 

会費納入のお願い 
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