
☆遠方のため、毎回の出席が難しい方のために

「通信受講者」（合宿と発表会には原則参加、毎月の講義は

ＤＶＤで送り、レポート提出）を設定します。

NPO 法人 語り手たちの会 語りの育成事業

 年間スケジュール

　期間　２０１４年４月～２０１５年３月　　

　　毎月第１日曜日 （合宿 ・ 発表会 各１回を含みます）

　会場　子どもの文化研究所(東京 ・ 目白)　

　　　（合宿は代々木オリンピックセンターの予定）

　受講料　２４０００円　（合宿実費は別途）

　

 回 日時  　　テーマ･内容                      　　　　　　　　ディスカッション

１回 4月6日　開講式・語りの多様性     片岡　輝　　       自分を語る①　

２回 5月4日　語りの歴史を学ぶ         片岡　輝           なぜ語るのか？　

３回 6月1日　乳幼児に語る                      曲田　晴美          子育てと語り＆うた

４回 7月6日  児童に語る               山田　順子         発表会のレクチャー

５回 　

　　　　　　　

６回　9月7日    大人に語る　　　　　   君川みち子

７回  10月5日  パーソナルストーリー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８回  11月2日   語り口研究１ 　　　　　　   再話について

９回  12月7日   語り口研究２ 　　　　　　　自分の語り口をつくる

10回            自由にのびのび語る    

13:30 ～ 15:30

　尾松　純子

　池田　香代子

(わらべ歌・親子で遊ぶ )　 こが ようこ

15:40 ～ 16:30

  菅野　智子

合宿

大島　広志

末吉　正子

冨塚　研二

伝承の語り手

芸術の語り　

 受講生の自己紹介

　尾松　純子
自分を語る②

君川　みち子

三田村　慶春

3日～

今井多紀子

伝承の語り・8月2日

須山　優子

伝承の語りを聞く　

イメージトレーニング

夜語り

グループごとの話し合い

　大島　広志

　村田　厚子

末吉　正子

 小阪　真理子

ボイストレーニング

お年寄りに語る

発表会準備

11 回  2月1日   語りの演出・発表準備 発表会準備

12回  3月1日    発表会　　閉講式      片岡　輝

講師 ( 敬称略 )

　申し込み先　伊知地まで　FAX　03-3381-1459

　　E メール　a_ichiji@msg.biglobe.ne.jp
　お名前、 連絡先の住所、 電話番号かメールアドレスを

　お知らせください。

　語り手たちの会ホームページからでも申し込めます。 　

　語り手たちの会とは→お問い合わせ→メールフォーム　　　　

語りに興味のある方、 初心者のための講座です。
多彩な講師陣のわかりやすいお話を聞き、 受講生
同士のディスカッションで学びを深めます。
自由な のびのびとした語りをめざす方、
どうぞご参加ください。

 1月11日
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語りに興味のある方、 初心者のための講座です。
多彩な講師陣のわかりやすいお話を聞き、 受講生
同士のディスカッションで学びを深めます。
自由な のびのびとした語りをめざす方、
どうぞご参加ください。

 1月11日



☆遠方のため、毎回の出席が難しい方のために
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 回 日時  　　テーマ･内容                      　　　　　　　　ディスカッション

１回 4月6日　開講式・語りの多様性     片岡　輝　　       自分を語る①　

２回 5月4日　語りの歴史を学ぶ         片岡　輝           なぜ語るのか？　

３回 6月1日　乳幼児に語る                      曲田　晴美          子育てと語り＆うた

４回 7月6日  児童に語る               山田　順子         発表会のレクチャー

５回 　

　　　　　　　

６回　9月7日    大人に語る　　　　　   君川みち子

７回  10月5日  パーソナルストーリー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８回  11月2日   語り口研究１ 　　　　　　   再話について

９回  12月7日   語り口研究２ 　　　　　　　自分の語り口をつくる

10回            自由にのびのび語る    

13:30 ～ 15:30

　尾松　純子

　池田　香代子

(わらべ歌・親子で遊ぶ )　 こが ようこ
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　お名前、 連絡先の住所、 電話番号かメールアドレスを

　お知らせください。

　語り手たちの会ホームページからでも申し込めます。 　
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自由な のびのびとした語りをめざす方、
どうぞご参加ください。

 1月11日
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