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!!デデンンママーーククのの経経済済とと産産業業  
!!flfleexxeeccuurriittyy  
!!ススウウェェーーデデンンモモデデルル  
!!元元気気なな高高齢齢者者  vvss  内内向向ききなな若若者者  

!! 1　10.8  オリエンテーション、クイズ、スカンジナビア 
!! 2　10.15　ワールド・カフェ 
!! 3　10.22　北欧と日本／北海道、ビンゴ、首長の育児休暇　  
!! 4　10.26　産業クラスター、自己PR、新国民の休日 
!! 5  11.5　　知業時代 
!! 6　11.12　知業時代の教育 
!! 7　11.19　知業時代の教育２　ノルウェーBRIDGESTONE-
FIRESTONE 会社とカンパニーゲスト　 　 

!! 8  11.26　マイブーム、異文化コミュニケーション 
!! 9　12.3　世界○○賞記念スピーチ、ワークライフバランス
H&M, IKEA 

!! 10 12.10　フィンランドの経済と産業 
!! 11 12.17   ノルウェーの社会と経済、北欧の国民性 
!! 12   1.14   デンマーク、スウェーデン 
!! 12  1.21 総括「北欧からのメッセージ」 
!! 13 1.28 プレゼン 

!!北北欧欧のの政政策策理理念念  
!!三三段段階階のの民民主主主主義義  
!!ススウウェェーーデデンンモモデデルル  
!!ススウウェェーーデデンン企企業業、、イイケケアア  
!!イイケケアア  vvss..  ニニトトリリ、、HH＆＆MM  vvss..  
ユユニニククロロ  

!!「食クラスター」の国、豚
肉と酪農製品 

!!福祉と環境への配慮 
!!北海道とのつながり、JR
北海道、風力発電機、登別
マリーンパーク 
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イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くこ
とができないか、イメージが破損している可能性があります。コン
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HHeennnneess  &&  MMaauurriittzz    iinn  JJaappaann �
長長所所  短短所所  可可能能性性  

H&M 

Uniqlo 

GAP 

ZARA 

IIkkeeaa    iinn  JJaappaann �
長長所所  短短所所  可可能能性性  

Ikea 
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バーナンキ連邦準備制度理
事会 (FRB) 議長
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http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/
bernanke20100508a.htm http://bit.ly/hk2FTH

「「人人間間のの究究極極のの幸幸せせはは、、（（11））人人にに愛愛さされれ
るるこことと、、（（22））人人ににほほめめらられれるるこことと、、
（（33））人人のの役役ににたたつつこことと、、（（44））人人かからら必必
要要ととさされれるるこことと。。働働くくここととにによよっってて愛愛以以
外外のの33つつのの幸幸せせはは得得らられれまますす。。障障害害者者のの方方
たたちちがが、、企企業業でで働働ききたたいいとと願願ううののはは、、社社
会会でで必必要要ととさされれてて、、本本当当のの幸幸せせをを求求めめるる
人人間間のの証証ななののでですす」」  

働く喜びの国際比較調査 
!!  1　　 デンマーク  
!!  2　　 ノルウェー  
!!  3　　 メキシコ  
!!  4　　 オランダ  
!!  5　　 スウェーデン  
!!  6　　 フィンランド  
!!  7　　 アメリカ  
!!  8　　 インド  
!!  9　　 ブラジル  
!! 10　　チリ  
!! 11　　フランス  
!! 12　　エストニア  
!! 13　　ドイツ  
!! 14　　スペイン  
!! 15　　中国  
!! 16　　イタリア  
!! 17　　ポーランド  
!! 18　　アイルランド  
!! 19　　イギリス  
!! 20　　チェコ  
!! 21　　ロシア  
!! 2222　　　　日日本本    
!! 23　　ハンガリー  

�
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とができないか、イメージが破損している可能性があります。コン
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三三浦浦雄雄一一郎郎ささんんエエベベレレスストト登登頂頂成成功功 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7711歳歳のの元元中中学学校校教教師師、、  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世世界界最最高高齢齢ででエエベベレレスストト登登頂頂にに成成功功 
 
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
     
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年5月22日、エベレストに登頂した柳沢さん。(c)AFP/HIRO 
 
     
【5月30日 AFP】71歳の元中学校教師、柳沢勝輔（Katsusuke Yanagisawa）さんが「世界最高齢」で世界最高峰の  
 
　22日にエベレストに登頂した柳沢さんは、2006年5月に70歳と7か月13日で登頂した神奈川県の男性を抜いて世界  
 
■出発の3週間前まで家族には明かさず 
 
　柳沢さんは、2006年に世界第6位の高峰であるヒマラヤのチョーオユー（Cho Oyu、8201メートル）に登頂した  
 
　今回は、著名な登山家ラッセル・ブライス（Russel Brice）氏が隊長をつとめるニュージーランドの登山隊の公募  
 
　当初、登山隊のメンバーは柳沢さんが登頂できるとは思っていなかった。柳沢さんと共に頂上を踏んだデンマーク    
 
　柳沢さんは、エベレストに向かうことを、出発の3週間前まで家族に明かさなかったという。「早くに言えば、引  
 
■「これからは日本の美しい山を楽しみたい」 
 
　一方で、「高峰への挑戦はエベレストで終わり。日本には低いけれども美しい山がたくさんある。これからはそう  
 
　現在、日本では、定年退職した人々の間で登山がブームになっている。さらには、「エベレストの最高齢登頂記録  
 
　  

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くこ
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７７１１歳歳でで７７大大陸陸のの頂頂上上制制覇覇　　愛愛知知・・
刈刈谷谷のの石石川川ささんん  
2008年1月28日 朝刊 
 
 
　南極大陸最高峰の「ビンソンマシフ」（４８９７メートル）の登頂に挑戦していた愛知県刈谷市泉田町の登山家、
石川富康さん（７１）が登頂に成功した。これで、石川さんは７大陸の最高峰すべてに登頂した最高齢者になると
いう。石川さんは「今までで一番しんどかったが、頂上は風もなくて最高だった」と喜びを語った。 
 
　石川さんは２７日夜、南極から到着したチリのプンタアレナスのホテルから、国際電話を通じて本紙記者に対し、
登頂成功を伝えた。　 イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くこ

とができないか、イメージが破損している可能性があります。コン

３３３３歳歳差差婚婚にに「「ややっったたぜぜ！！」」　　
ミミッッキキーー・・カカーーチチススがが会会見見  
  
2008年2月19日 18時28分 
 
　結婚会見でおどけたポーズをとるミッキー・カーチス＝１９日、東京都内
のホテル 
写真 
 
　３３歳年下のピアノ講師の女性と再々婚した歌手のミッキー・カーチス
（６９）が、東京都内で記者会見し、「やったぜ！　イェーイ」と満面の笑
みで喜びを語った。 
 
　出会いは昨年６月ごろ。東京・白金で、女性が連れていた犬が寄ってきた
のがきっかけ。「良かったらメールちょうだい」とかわいい口調でアドレス
を渡したという。 
 
　「おれはデコメールもバリバリ」と携帯電話を駆使して交際は進展。クリ
スマスに趣味の彫金で指輪を贈ろうと、「どの指に？」と聞くと、左手薬指
へのオーダーが。 
 
　女性の両親の方が年下だが結婚に反対はなし。カーチスは子づくりに「頑
張らなきゃ」と意欲を見せ、若返りには「愛が一番いい栄養」と幸せいっぱ
いの表情だった。 
（共同） 

天天草草テテレレビビ　　アアナナ  
森森シシノノ((110055))　　黒黒川川
ツツルルエエ((9922))  



新新藤藤兼兼人人監監督督((9988))  
一一枚枚ののハハガガキキ　　
((22001111))  

  
  
 
　９０歳５カ月の健脚がハワイのダイヤモンドヘッドを駆け
抜けた。９日、ホノルルで行われた「ＪＡＬホノルル・マラ
ソン」で今大会日本人最高齢でマラソンに挑んだ群馬県安中
市在住の大河原辰雄さんが、４２・１９５キロを８時間１１
分５６秒で無事走り抜いた。レース途中に激しく雨が降る悪
コンディションを克服してのゴールに「これで思い残すこと
はない」と晴れ晴れとした笑顔を浮かべた。 
 
　大河原さんが走り始めたのは６０歳になってから。「走っ
ていると若い人が相手にしてくれる。若さを保つ秘訣（ひけ
つ）です」。７０歳になって足を骨折し、中断した時期が
あったそうだが、８０歳から群馬県民マラソン１０キロを今
年まで１１年連続出場して今回に備えたという。 
 
　大河原さんにはハンディがある。太平洋戦争で従軍し、東
部ニューギニアで右足を負傷したため、走るには少し不自由
がある。この日も３５キロ付近で右足に痛みを感じ始めて
「我慢しながらの走行だった」そうだ。 
 
　だが「戦争中のことを思えば、マラソンの方が楽だ。ハワ
イはヤシの木があってニューギニアと似ているが、飲まず食
わずの当時の行軍とは比べものにならない」と言い、完走に
涙ぐみながら感慨にふけっていた。（共同） 

９９００歳歳！！大大河河原原ささんんががホホノノルルルル・・ママララソソンン完完走走  
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【【馬馬術術】】““じじじじのの星星””法法華華津津、、史史
上上最最年年長長６６７７歳歳でで五五輪輪出出場場！！  
 
 
　還暦過ぎの五輪出場だ！！　北京五輪の馬場馬術団体で日本が１９６４年以来４４年ぶりの出場が７日、
決定的となり、日本のエース・法華津寛（６６）＝アバロン・ヒルサイドファーム＝が日本五輪史上最年長
での五輪出場を果たす。法華津は２３歳だった６４年東京五輪（障害飛越）以来、４４年ぶりの出場。ドイ
ツで単身修行の日々を送り、悲願を達成した。世の中の高齢者に勇気と希望を与える“じじの星”だ。 

ドイツで愛馬ウィスパーに騎乗する“じじの星”法華津（日本馬術連盟提供） 
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大学生の65％は「日
本の将来に夢や希望
が持てない」と思っ

ている 
（フィデリティー投信調査2010） 

 
 

  
・偉くなりたくない
日本の高校生 

・自分はダメ人間と
思う高校生が多い。 
（日本青少年研究所　2010） 

 
 

���
「暮らしていける収入があればのんびりと
暮らしていきたい」という考えに「とても
そう思う」と答えた高校生の比率 

  
世世界界価価値値観観調調査査  「「人人生生ででのの成成功功をを決決めめるるののはは、、

勤勤勉勉かか、、そそれれとともも運運ややココネネかか」」  

�
フィンランド            15.8%  
アメリカ　　　　　　22.6%  
台湾　　　　　　　　24.4%  
中国　　　　　　　　24.9%  
韓国　　　　　　　　28.2%  
スウェーデン　　　　30.2%  
ノルウェー　　　　　36.9%  
日日本本　　　　　　　　　　　　　　　　4411..00%%   
イタリア　　　　　　45.7%  
タイ　　　　　　　　46.2%  
ロシア　　　　　　　51.8%  

 
（（資資料料：：「「運運ややココネネ」」大大竹竹文文雄雄のの『『競競争争とと公公平平感感』』22000055--22000088年年にに各各国国でで調調査査))�

 
 
 

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2010 
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Invägnin
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Dagens Nyheter / Magnus Bard  
Invägning 


