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中華帝国の歴史と
覇権主義戦略

歴史作家

Motohiko IzawaMotohiko Izawa Emi Kawaguchi-MahnEmi Kawaguchi-Mahn Maki TsukadaMaki Tsukada Seki heiSeki hei

特別講演会2017

10.14 11.11 12.9 1.27

憲法問題は現代の政治問題であると同時に、実は昔か
らの歴史問題でもあります。一部の日本人がなぜ固く改
憲を拒むのか、この謎を歴史的に徹底的に解明したいと
思います。

作家

イギリス離脱、右派の台頭、突出した力を隠しきれなく
なったドイツ。美しい理念で始まったEUは地殻変動を
起こしつつあります。いったいEUはどこへ行くのでしょう
か？

東海大学体育学部講師
アテネオリンピック柔道女子金メダリスト 評論家

漢王朝以来の中国史を振り返りながら中華帝国の思想
的背景と特質を解説し、習近平政権の「中国夢」と覇権
主義戦略の狙いとその全体像を明らかにします。

金メダルをもたらした
魔法の言葉

柔道を始めたきっかけは「いい身体しているね、一緒に
柔道しない？」という先輩からの一言でした。スランプを
乗り越えた転機にも、必ず周りの人からの言葉がありま
した。その言葉とともに柔道を通して学んだことをお話
させていただきます。

麗澤オープンカレッジ（ROCK）では、麗澤大学教員および各界の著名人や専門家を招いて、毎年、前期と後期の各４回にわたり、「特別講演会」を開催しています。

変革を求められる
EUとドイツの役割

後期
4回シリーズ 変

総合テーマ
Part.2

平和憲法の呪縛
―改憲を阻むもの―

変革
Seki heiSeki heiSeki heiSeki heiSeki heiSeki hei

革革革革！

後援：千葉県教育委員会、柏・流山・松戸・我孫子・野田 各市教育委員会、柏商工会議所

〒277-8686 千葉県柏市光ヶ丘2-1-1 麗澤大学生涯教育プラザ1階
TEL. 04-7173-3664   FAX. 04-7173-3767
E-mail : rock-koza@ad.reitaku-u.ac.jp  URL : http://rock.reitaku-u.ac.jp

お車での来場はできません。公共交通機関でお越しください。

受講料 5,000円（※料金改定）

時　間 10：00～12：00（9：30開場）
 （全４回一括・１回ごとのお申込みはできません）

会　場

定　員 400名
（先着順・定員になり次第締切）

麗澤大学校舎「かえで」
６階1503教室

お申込み 裏面の申し込み書をFAX送信
もしくは郵送してください。



FAX・窓口

■初めて受講申込みをされる方、お届けの住所等に変更のある方のみ、以下もご記入ください。

※緊急連絡先は、突然の休講などのお知らせの際に、連絡のとれる電話番号を記入してください。

申込締切後、受講可能な方へ請求書を送付します。
その後、受講料の振込み確認ができた方へ、「受講証」を送付します。

FAX. 04-7173-3767

●個人情報の取り扱いについて
講演会お申込み（ご入会）にあたりまして、ご登録いただきました皆さまの個人情報は、会員データとして管理し、
オープンカレッジ関連以外の目的では一切使用いたしません。

■会員の方は、以下の会員番号・氏名等をご記入ください。

会員番号

フリガナ

氏　 名

フリガナ

氏　 名

職　業

講座案内の送付について □希望しない　※特にお申出のない方には講座案内を送らせていただきます。

この講演会を知った
きっかけ

□チラシを見て　　□ROCK・HP　　□Facebook　　□広報かしわ　
□知人から　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

□会社員　  □公務員　  □教員　□主婦　  □自営業　  □学生　  □その他

E-mailアドレス　　　　　　　　　  　　　　  @

〒 －

住　所
連 絡 先 TEL（　　　　）　　　　 －　　　　　　　　FAX（　　　）　　　  －

緊急連絡先※（　　　 ）　　　　－　　　　　　   ＜ □携帯　□勤務先　□その他 ＞

性 別

男・女

生 年 月 日

西暦　　　　　年　　　月　　　日

◎特別講演会の受講を希望します。
年　　　 月　　　 日

特別講演会2017 受講申込書
2017 後期

平和憲法の呪縛 ― 改憲を阻むもの ―

第1回 第2回
土10.14 11.11井沢 元彦氏

歴史作家

金メダルをもたらした魔法の言葉

第3回
土12.9 塚田 真希氏

東海大学体育学部講師
アテネオリンピック柔道女子金メダリスト

中華帝国の歴史と覇権主義戦略

第4回
土1.27 石 平氏

評論家

変革を求められるEUとドイツの役割
土

川口マーン惠美氏
作家

特別講演会2017（後期）受講申込書
◎特別講演会の受講を希望します。

●切りとってハガキに貼って「お申し込み」宛にお送りください。

会員番号

フリガナ

氏　名

生年月日 西 暦　　　　　　  年　　　 月　　　 日

TEL（　　　 ）　　　　　　－
FAX（　　　 ）　　　　　　－

緊急連絡先（　　　 ）　　　　　　－
□携帯　  □勤務先　  □その他

E-mailアドレス

　　　　　　　　　　@

性　別

講座案内の送付について □希望しない
※特にお申出のない方には講座案内を送らせていただきます。

住　所
連絡先

〒 －

男・女 職 業
※本学教職員、学生は職員番号・学籍番号も
　併せてご記入ください。

［キリトリ］

﹇
キ
リ
ト
リ
﹈

﹇
キ
リ
ト
リ
﹈

会員の方はここまでご記入ください。

初めて受講申込みをされる方、
お届けの住所等に変更のある方のみ、
以下もご記入ください。

ハ
ガ
キ
貼
付
け
用

〈お申込み方法〉
①FAX・窓口での申込み
右の申込書をFAXで送信またはROCK事務室
の窓口に提出

②ハガキでの申込み
左の申込書をハガキに貼って下記住所宛てに
郵送

③webサイトからの申込み
ROCK・HP（http://rock.reitaku-u.ac.jp/）に
アクセス

※先着順・定員になり次第締切

お車での来場はできません。公共交通機関でお越しください。

■上野駅よりJR常磐線（快速）乗車→松戸駅
　にてJR常磐線（各停）柏・我孫子・取手行き
　に乗り換え南柏駅下車（約35分）。
■東京駅よりJR山手線乗車→西日暮里にて
　地下鉄千代田線、柏・我孫子・取手行きに乗
　り換え南柏駅下車（約50分）
■南柏駅からは東口より東武バス（①番乗り場）
　に乗車、「麗澤大学前」で下車（約４分）。徒歩
　の場合は約13分。

定　員　 400名（先着順・定員になり次第締切）

会　場
　 麗澤大学校舎「かえで」

　　　６階1503教室

受講料　 5,000円（※料金改定）

時　間　 10:00～12:00（9:30開場）

公開講座や講演会のご案内を１年間無
料でお届けいたします。希望される方は、
裏面の「お問合せ先」宛てにE-mailある
いはFAXで「資料請求希望」と明記のう
え、お名前とご住所をお知らせください。

無料で講座案内をお届けいたします!

入会金および年会費は無料です。
入会は、初めて講座や講演会にお申込み
いただくと同時に会員登録されます。

麗澤オープンカレッジは会員制です!

〒277-8686 千葉県柏市光ヶ丘2-1-1 麗澤大学生涯教育プラザ1階
TEL. 04-7173-3664   FAX. 04-7173-3767
E-mail : rock-koza@ad.reitaku-u.ac.jp  URL : http://rock.reitaku-u.ac.jp

 （全４回一括・１回ごとのお申込みはできません）
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