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Jazz DanCe

artists for PeaCe

rounD miDnight

rakugo & Jazz

PhilosoPhy of  
life through Jazz

guitar WorkshoP

Women in Jazz

tōhoku earthquake/
hurriCane katrina Panel

Possibilities

Jazz & human rights

brass WorkshoP

tokyo blues

oPen rehearsal

Jazz in osaka

the Values of Jazz

Solo performance by yoshio toyama, renowned trumpet player and President of the  Wonderful World Jazz 
Foundation (Nihon Louis Armstrong  Kyoukai) 

Dance workshop with three-time Tony Award-winning dancer, choreographer, singer and producer hinton battle

Discussion with UNESCO Artist for Peace marcus miller and UNESCO Goodwill Ambassador herbie hancock.  
Focuses on the ability of musicians and other artists  to effect positive social change where it is needed most *

Screening of the film “round midnight”

shingo kosaka, Editor-in-Chief of Jazz 100 years magazine, addresses the parallels between jazz music and Japanese 
comic monologue, Rakugo. Will also include discussion of the unique concept behind Jazz 100years. 

Conversation with legendary jazz artist Wayne shorter on how concepts from philosophy, political thought, quantum physics  
and literature nurture his music and writing and influence his outlook on life and art *

GRAMMY Award®-winning guitarist earl klugh will explain his approach to composition. Includes live musical examples

Conversation with NEA Jazz Master toshiko akiyoshi, renowned vocalist roberta gambarini, and GRAMMY Award®-
winning bassist and composer esperanza spalding about the challenges of achieving mainstream success as a female 
jazz musician

A discussion on the healing power of music in the wake of natural disasters. Panelists include GRAMMY Award®-winning 
musician Chris thomas king, Japan Foundation, Americas Section Arts & Culture Dept. Director kenji matsumoto,  
Miyagi Music Support Network Secretary takao sasaki, and Wonderful World Jazz Foundation President yoshio toyama. *
 
Screening of the film “Possibilities”

Four Women: Associated Press journalist Charles gans talks with acclaimed vocalist Dee Dee bridgewater about her 
personal reflections on Billie Holiday, Nina Simone and Abbey Lincoln and their links to the struggle for human rights.

Special brass workshop with acclaimed jazz trumpet player terumasa hino

Screening of the film “tokyo blues: Jazz & blues in Japan”

A performance by the Fellows from the thelonious monk institute of Jazz Performance followed by an open rehearsal 
with students from the Osaka School of Music *

Lecture by a local expert on the unique history and development of jazz in Osaka

Discussion on the important values and skills embedded in a successful jazz performance, including democracy, 
unity amid diversity, and conflict resolution

* = will be streamed live
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CommenCement 開会

Jazz DanCe  ジャズ・ダンス

artists for PeaCe 
平和、文化的外交のためにアーティストができる
こと

rounD miDnight 
「ラウンド・ミッドナイト」

rakugo & Jazz  
日本のジャズ

PhilosoPhy of life through Jazz 
ジャズを通じて考える人生の哲学

guitar WorkshoP 
ギター・ワークショップ（マスター・クラス）

Women in Jazz 　
ジャズと女性アーティスト

tōhoku earthquake/ 
hurriCane katrina Panel
東日本大震災／ハリケーン・カトリーナ・パネル 

Possibilities「ポシビリティーズ」

Jazz & human rights  
ジャズと人権

ブラス（管楽器）ワークショップ （マスター・クラス）

brass WorkshoP 音楽制作

tokyo blues 「東京ブルース」

oPen rehearsal オープン・リハーサル

Jazz in osaka 戦前の大阪のジャズ

the Values of Jazz ジャズの持つ価値

日本ルイアームストロング協会の外山喜雄氏によるプログラムの開始を告げるファンファーレ演奏

トニー賞を３度に渡り受賞した振り付け師／歌手／ダンサー／プロデューサーであるヒントン・バトルによるダンス・クラス   
（２時間）

ユネスコ平和芸術家であるマーカス・ミラーと、ユネスコ親善大使を務めるハービー・ハンコック氏によるディスカッション形式
の講座。現在世界で最も社会的変革が求められている地域に対して、音楽に携わる１人の人間としてできるポジティブな運動とは
何かについて語る。*

１９８６年米仏合作。ジャズ・サックスのデキスター・ゴードン主演。ハービー・ハンコックがアカデミー作曲賞受賞した映画「
ラウンド・ミッドナイト」上映。

小学館雑誌『JAZZ１００年』の編集長、小坂眞吾氏を迎え、若いリスナーのためのジャズの聞き方のコツ、また落語とジャズの不
思議な類似点についての講義。

ジャズ・レジェンド、ウェイン・ショーター氏とのディスカッション形式の講座。哲学、政治的思想、量子物理学や文学などから
の概念がいかに氏の音楽や創作活動を促進したか、またそれらが氏の人生観と芸術へ与えた影響について語る。 *

グラミー賞受賞ギタリスト、アール・クルー氏によるディスカッションと実演を交えた講座。自身の即興に対するアプローチに触れる。

NEA(米国の国立芸術基金）ジャズ・マスターの秋吉敏子氏と、グラミー受賞ベーシスト／作曲家であるエスペランザ・スポルデ
ィング氏による対談形式の講座。女性のジャズ・アーティストとして第一線で活躍する上での苦労などに触れる。

自然災害に直面した人々に対して音楽の持つ癒しの力についてのディスカッション形式の講座。パネリストにはグラミー賞受賞
ブルース・アーティスト、クリス・トーマス・キング氏、国際交流基金 文化事業部 米州チーム長を務める、松本健志氏、宮城音
楽支援ネットワークの佐々木孝夫氏、日本ルイ・アームストロング協会代表の外山喜雄氏らを迎える。*
 
ハービ・ハンコック氏２００６年のジャンルを超えた同タイトルアルバムの制作ドキュメンタリー作品上映。

AP通信のジャーナリスト、チャールズ・ガンス氏とディー・ディー・ブリッジウォーター氏の対談形式による講座。ビリー・ホリ
デー、ニーナ・シモン、アビー・リンカーンといった、公民権運動の時代をくぐりぬけた女性アーティストを振り返り、人権とジ
ャズについて考察する。

世界の日野皓正氏による管楽器に特化した特別講座

ドラマー／プロデューサー／作曲家である、セロニアス・モンクJrによる、作曲コースの学生のための音楽制作に特化した講
座。音楽制作過程におけるワザなどについて議論していく。

フィルム「東京ブルース：日本のジャズとブルース」上映

セロニアス・モンク・インスティチュートの学生メンバーによる演奏の後、OSMと一般のミュージシャンの混合グループによ
るオープン・リハーサル *

Asian Improv aRtsの日本通信員である神田稔氏を講師に迎え、 大阪の独特のジャズの歴史について、伝統的なジャズの歌唱を紹
介しながらわかりやすく解説した講座。　　（３０分）

社 会 的 平 等 、 多 様 性 の 中 で の 統 一 、 対 立 に お け る 解 決 な ど 、 優 れ た ジ ャ ズ 演 奏 に 組 み 込 ま れ た 重 要 な 価 値 や ス キ
ル に つ い て 考 察 す る 講 座 。

* = will be streamed live.”


