
生涯学習講座のご案内

お問合わせ

武蔵野大学では、Webによる講座を開講しております。
ＰＣ、タブレット、スマートフォン等のインターネット環境で、ご自宅に居ながらお好きな時間に、期間内に、何度でも繰り返し視聴できます。

受講料は全額前払い制です。お申込みメール受信後、受講料お支払のご案内を郵送いたします。ご入金が確認できましたら、Web配信開始前に、視聴に必要なURLとパスワード等をお申込みのメールアドレス
にお送りいたします。講座資料はWeb配信いたしますが、紙資料として郵送をご希望の方は、講座お申込み時に合わせてお申込みください。講座１回あたり200円の追加有料となります。

Newsletter宛先登録 ご登録のメールアドレス宛に、今後の新規開講講座等をＥメールにてご案内します。ぜひ、ご登録ください。

武蔵野大学地域交流推進室 平　日  9：30～18：00
土曜日  9：30～15：30

祝日を除きます  - -3222　468042TEL

令和２年度

武蔵野大学の教授陣をはじめ、各分野のプロフェッショナルによる、
わかりやすい本格的な講義が満載。

学ぶ楽しみ。 広がる世界で豊かな人生を。

お申込みメールに
ご記入いただく場合

①件名「講座番号　０２０７●●●　講座名●●　視聴希望」　②登録番号※　③ご氏名
※登録番号のない方（初めてお申込みされる方）は、
④ご氏名のフリガナ　⑤郵便番号・住所　⑥電話番号を追記　レジュメ郵送ご希望の方は、⑦資料郵便希望 を追記

※下のQRコードからもお入りいただけます。

（講座申込フォーム）

上記の他、lifelong@musashino-u.ac.jp宛のメールでもお申込いただけます。

https://weblecture.musashino-u-lifelong.net/pub/login/welcome/

武蔵野大学地域交流推進室
lifelong@musashino-u.ac.jp

  

宛
先    

講座のお申込は、「講座申込フォー
ム」よりお申込できます。

講座のお申込
今後の新規講座のご案内につきま
しては、「（Newsletter宛先登録）」
（購読無料）によりお届けします。

新規講座のご案内
開講中の講座、開講した講座につ
きまして、ＰＶ動画（Promotion 
Video）を掲載いたしました。

ＰＶ　　　　　　　動画のご試聴

まずはここに

 アクセス！

　 視聴動画は約30分ごとに編集しております。都合のよいタイミングで視聴可能な利便性が好評です。

W e b
配信講座

講師からの
講義ご案内

0207027

0207050

0207037

村川久子の「初級者のための楽しいTOEIC攻略講座」
―最小限の時間で最大の効果を生み出すアメリカ式勉強法で TOEICスコアアップ―

本学客員教授　村 川 久 子

語学 0207034

視聴期間　11/11（水）～3/16（火）
講義時間　90分×16回　　　　
受　講　料　32,000円（別途テキストあり）

能「野宮」を読み味わう

六条御息所の幽霊が野宮に現われて光源氏への恨みと思慕
の屈折した心情を訴える、名曲中の名曲です。原作と比較
対照しながら、戯曲を丁寧に読み味わい、この能独特の演
出と舞台面に想いを馳せることにします。

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶

能・狂言 0207038

視聴期間　11/25（水）～1/5（火）　　　　
講義時間　90分×2回　　　受講料　2,000円

能「葵上」を読み味わう

三島由紀夫はその「近代能楽集」中の「葵上」を「身分の高
い女のすさまじい嫉妬の優雅な表現」と言っています。戯曲
を丁寧に読み込み、解釈し味わうことによって、能独特の
演出と舞台面にも想いを馳せることにします。

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶

能・狂言

視聴期間　10/21（水）～12/１（火）　　　
講義時間　120分×2回　　　受講料　2,600円

仏教の見方 ―初歩から学ぶ仏教の思想―

仏教の基本的な教えとしてよく知られている四諦八正道や
縁起などをなるべく丁寧に解説していきたいと考えていま
す。これまで仏教に接する機会のなかった方や、もう一度
基本を考えてみたいという方を対象としています。

この講座は、TOEIC試験で400 ～ 500点を目標とするスコアアップのための講義です。TOEIC試験を受験したことがない、また
は勉強してもスコアアップに繋がらないという方々のための、英語の基本から解説し、応用問題を練習する講座です。
講座の勉強方法は、大学受験の方法ではなく、アメリカ式勉強方法をとります。それは、勉強の時間を短く、しかし最大の効果を得
る、ということを目指す勉強方法です。この勉強方法は、下記のPart１～７まですべての学習対策に利用しますと、多大な効果を実
感していただけると思われます。
学習順序としてはPart５～７の読解問題、その後Part１～４のリスニングの順で学習します。単語補強のためにも、この方法が効果
的なのです。Part４(説明文問題)で時間内に終了出来るために、まず単語数を増やす必要があるからです。リスニングについては、
全く英語音が聞き取れない方、英語音は聞き取れても、意味がわからない、特にPart４で内容を覚えていない、等々の理由で、難
しいと思われている方が多いと思われます。ですので、この講座で、基礎学習の時から、効率の良い勉強方法で学び、スコアアップ
を狙っていただければ、と思います。
【この講座の進め方】
・ 毎週水曜日の午前中までに配信される、講師のWeb配信動画（約90分）を視聴します。
・ 課題の回答、講師への質問事項は、毎週金曜日午前中までに指定のアドレスにメール送信してください。
・ 質問の回答等は、次の水曜日配信動画で解説します。
・  第10回目はZoomによるオンライン講座です。講師と直接の対話形式の講義です（時間の都合により欠席した受講生のために、
第10回目の講座は録画収録し、Web配信します）。

・ 第11回目以降の講義はリスニングです。講師のWeb配信動画（約90分）に加え、講師オリジナルのリスニング用音声も聴いてく
ださい。（以上の詳細は第1回目の講義中に説明します）
 テキストや各回の内容はホームページをご覧ください。

本学講師　長尾 重輝

仏教・宗教 0207026

視聴期間　10/21（水）～12/1（火）　　　
講義時間　90分×2回　　　受講料　2,000円

里の宗教 ―神仏習合―

奈良から平安時代に、里(巷)の人々の信仰は変化していき
ました。修験道は、山岳信仰と仏教のうちの密教・陰陽道
を素にした神仏混淆の典型です。里の人々の信仰生活を探っ
てみます。

福泉寺住職・本願寺派布教使　小笠原 博慧

仏教・宗教 0207035

視聴期間　11/18（水）～12/29（火）　　　
講義時間　90分×2回　　　受講料　2,000円

狂言、太郎冠者の世界

狂言にもっとも多く登場する人物、太郎冠者について、その
歴史的意味を考え、太郎冠者が活躍する台本を読み味わい
ながら、中世庶民の生活感情が溢れる、狂言独自の人物像
の面白さを探ります。

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶

能・狂言

視聴期間　12/23（水）～2/9（火）　　　　
講義時間　90分×2回　　　受講料　2,000円

『論語』を読む

『論語』を最初から読み進めていきます。いくつかの説明の
後、現代語訳を試みます。そしてその内容をもとにそれにま
つわる解説を行います。読んでいくにつれ、孔子と弟子たち
の声が聞こえてきます。

元本学非常勤講師　須山 長治

文学

視聴期間　11/25（水）～3/2（火）　　
講義時間　90分×10回　　　受講料　10,000円

新型コロナウイルスをご縁として学ぶ浄土真宗

浄土真宗の宗祖親鸞聖人も、中興の祖と讃えられる蓮如上人
も疫病や飢饉の中、浄土真宗のみ教えを明らかにされていま
す。新型コロナウイルスをご縁として、親鸞聖人の御消息や
蓮如上人の御文章から何を学ぶことができるのかを考えます。

本学准教授　前田 壽雄

仏教・宗教 0207048

視聴期間　12/23（水）～2/9（火）　　　
講義時間　90分×2回　　　受講料　2,000円

仏教 ―自己を見つめる―

さまざまな問題解決は、自己と向き合い、自己を見つめる
必要があり、その手がかりは仏教に求められます。本講座
では、導入として「仏教と何か」を取り上げ、次に仏教の開
祖ゴータマ・ブッダの生涯を詳しく説明します。

本学教授　佐藤 裕之

仏教・宗教 0207047

視聴期間　12/16（水）～3/16（火）　　　
講義時間　90分×8回　　　受講料　8,000円

※1月27日のみZoom
　オンライン講座



武蔵野大学Weｂ配信講座　ご自宅に居ながら、お好きな時間にご視聴できます

0207039

安部公房『壁』をめぐって【再配信】【再録】※※※

寓話的手法で超現実的な世界を描出した安部公房の作品の中で
も、特に面白い作品が『魔法のチョーク』です。どこか現下のコ
ロナ時代と重なるように感じます。『壁』の各寓話は『旧約全書』
の「創世記」「出エジプト」の人間論を思わせるところもあります。

本学名誉教授　竹田 日出夫

文学 0207043

視聴期間　12/2（水）～1/5（火）　　
講義時間　90分×1回　　受講料　1,000円

季節の漢詩を読む ―秋―

秋をテーマや題材にした多くの詩を読んでみましょう。中国
詩の一大テーマである「悲秋」を主として、旅愁や嘆老と
いった人の生き様と時間の経過が巧妙にうたわれています。

元國學院大學講師　小笠原 博慧

文学 0207028

視聴期間　10/21（水）～12/1（火）　　　
講義時間　90分×2回　　受講料　2,000円

芭蕉の人生と旅【再録】※※

旅のなかで数々の名句を生み出してきた詩人として、現在で
も人気のある芭蕉。
その人生と句を眺めながら、芭蕉が旅をどのようにとらえて
いたのか、一緒に考えてみましょう。

本学非常勤講師　永田 英理

文学 0207051

視聴期間　1/13（水）～3/2（火）　　　
講義時間　90分×2回　　受講料　2,000円

英国の児童文学（ファンタジー）を読む

英国は児童文学王国です。今回は『不思議の国のアリス』、
『ピーター・パン』、『ホビット』、『ライオンと魔女(ナルニア
国物語第一巻)』についてお話しします。予習、予備知識は
一切不要です。

明治学院大学教授　安藤 聡

文学 0207029

視聴期間　10/21（水）～12/15（火）　　
講義時間　90分×4回　　受講料　4,000円

『ナルニア国物語』を読む

『ナルニア国物語』はキリスト教観、文学論、同時代文化に対する
批判的見解、アイルランドやイングランドの自然、田園に対する愛
着など、さまざまな要素が表現されています。第２巻『カスピアン
王子の角笛』より第７巻『最後の戦い』までを講義に取り上げます。

文学 0207036

視聴期間　11/18（水）～1/26（火）　　
講義時間　90分×6回　　受講料　6,000円

英国の児童文学を読む２

今回は『メアリー・ポピンズ』、『床下の小人たち（借り暮ら
しのアリエッティ）』、『グリーン・ノウの子供たち』、『トムは
真夜中の庭で』、『思い出のマーニー』、『チャーリーとチョコ
レート工場』を取り上げます。

文学 0207046

視聴期間　12/16（水）～3/2（火）　　　
講義時間　90分×6回　　受講料　6,000円

明智光秀―謎と波乱の生涯―※

大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公、明智光秀の生涯を史料
を中心に学びます。その大出世の秘密はどこになるのか? 
なぜ本能寺の変を起こしたのか? 史料を中心に謎に満ちた
前半生の足跡を復元します。

本学政治経済研究所客員研究員・歴史作家　桐野 作人

文化 0207025

視聴期間　9/23（水）～12/15（火）
講義時間　90分×6回　　受講料　6,000円

足利義稙と明応の政変※

応仁・文明の乱以上に大きな時代の転換点となる、第10
代将軍足利義稙が解任されることとなる明応の政変につい
て、何故政変が起こったのか、その影響は何か、関係する
人物や時代背景から迫っていきます。

大正大学准教授　木下 昌規

文化 0207030

視聴期間　10/21（水）～11/24（火）
講義時間　90分×1回　　受講料　1,000円

東海地域に君臨した戦国大名･今川義元※

天文～永禄期(1532～1569)に、東海地域を席捲した戦国
大名・今川義元の生涯と、三河国での支配について、最新
の研究成果を踏まえて解説し、桶狭間合戦に対する現在の
理解を解説します。

文化 0207031

視聴期間　10/28（水）～12/8（火）　
講義時間　90分×2回　　受講料　2,000円

織田信長とは何者か？

織田信長は歴史上有名であり、非常に興味深い人物でもあ
ります。それはその特異性、優れた能力、反面での冷酷さ、
残虐さもあります。実際どのような人物だったかを多角的に
考察します。

文化 0207049

視聴期間　12/16（水）～3/16（火）
講義時間　90分×8回　　受講料　8,000円

鎌倉の妙本寺と池上の本門寺―二寺一首制―※

本門寺と妙本寺は、中世以来、二つの寺を一人の住職が務
めるという二寺一首制でした。本講座では、日蓮宗のこの
二寺一首制をとおして、鎌倉から江戸に拠点が移っていくよ
うすを考察いたします。

文化 0207032

視聴期間　10/28（水）～12/1（火）　
講義時間　90分×1回　　受講料　1,000円

中世の戦乱と仏教史

中世は朝廷・武士・寺社という複数の権門が存在する時代でした。武
士を中心とした戦乱のなかで、仏教がどう対応していったのか、検討し
たいと思います。南北朝の動乱と八幡信仰、蒙古襲来と寺社などを取
り上げ中世社会における仏教の役割という視点で講義いたします。

本学教養教育リサーチセンター研究員・東京大学史料編纂所非常勤職員　生駒 哲郎

文化 0207041

視聴期間　12/2（水）～2/23（火）　
講義時間　90分×8回　　受講料　8,000円

徳川将軍のハンコ事情―現代ハンコ主義社会のルーツ―【再録】※※

オンライン化への対応が必須となった日本において、ハンコ
は時代遅れの象徴として目の敵(かたき)にされています。
本講義では、徳川将軍家のハンコ、「御印判」を事例に、ハ
ンコの持つ本来の意味を改めて考えていきます。

本学教養教育リサーチセンター研究員・徳川林政史研究所非常勤研究員　西 光三

文化 0207016

視聴期間　11/18（水）～12/22（火）　
講義時間　60分×1回　　受講料　800円

二・二六事件の謎に迫る ―「陸軍大臣ヨリ」に注目して―
【再録】※※

ニ・二六事件の勃発時、宮中で陸軍首脳の協議で作成され
た文書の文言をめぐり、不思議な議論があります。
講義では、事件後、陸軍によりその存在を全否定された、
文書の謎多き事件の内奥に迫ってみます。

文化 0207033

視聴期間　10/28（水）～12/8（火）　
講義時間　90分×2回　　受講料　2,000円

大津事件 ―国際関係と法治国家のはざま―
【再録】※※

大津事件は、法の支配の下にある日本という姿を国の内外
に示すと共に、国家的課題であった条約改正にも影響を与
えました。本講義ではニコライ来日の背景、事件の内容、
政府と司法の対立・議論などを検討します。

文化 0207042

視聴期間　12/2（水）～1/12（火）　
講義時間　90分×2回　　受講料　2,000円

馬場辰猪と患者の自己決定【再配信】※※※

自由民権運動の国友会はその機関誌『国友雑誌』で安楽死
について掲載しました。馬場辰猪の発論によるものです。
本講座では、現代法の考え方を踏まえたうえで史料を読み、
現代の問題を考える手がかりとします。

文化 0207044

視聴期間　12/2（水）～1/5（火）
講義時間　90分×1回　　受講料　1,000円

薬の副作用と薬害【再配信】※※※

薬が効きすぎたり、別の場所で有害に生じることは「副作
用」と言われます。「薬害」は副作用が原因となります。本
講座では、副作用がおこる仕組や、いくつかの薬害事例に
ついてお話しします。

医薬学・看護 0207045

視聴期間　12/2（水）～1/5（火）　
講義時間　90分×1回　　受講料　1,000円

この講座では、信頼できる情報の見分け方などについて、
玉石混交状態で話題満載の新型コロナウイルス感染症に関
する情報を事例として、具体的にわかりやくお話しします。

医薬学・看護

視聴期間　11/25（水）～12/29（火）　
講義時間　90分×1回　　受講料　1,000円

SDGs（持続可能な開発目標）を地元または受講生の
関係組織で実践する！

2015年9月の国連総会でSDGs(Sustainable Development 
Goals)が採択されて加盟193か国が2030年の達成を目指して
取り組んでいます。壮大なプロジェクトですが、我々が身近でで
きることを共に考えて実行準備をするのがこの講座の趣旨です。

政治経済 0207040

視聴期間　11/25（水）～1/5（火）
講義時間　90分×2回　　受講料　2,000円

明治学院大学教授　安藤 聡明治学院大学教授　安藤 聡

静岡市文化財保護審議会委員・2020年NHK大河ドラマ「麒麟がくる」古文書考証　大石 泰史

本学政治経済研究所客員研究員・歴史作家　桐野 作人 本学教養教育リサーチセンター研究員・東京大学史料編纂所非常勤職員　生駒 哲郎

元大正大学教授・元宮内庁書陵部編修課勤務　堀口 修 元大正大学教授・元宮内庁書陵部編修課勤務　堀口 修

本学客員教授　大室 弘美本学客員教授・名古屋市立大学名誉教授　小野 秀樹早稲田大学社会科学総合学術院講師　三田 奈穂
信頼できる情報の見分け方
―新型コロナウイルス感染症を事例として―

本学特任教授　土井 隆司

※ この講座は、新型コロナウイルス感染症対策のために開講中止となった講座です。Ｗｅｂ配信講座として、収録・配信します。
※※　 新型コロナウイルス感染症対策以前に、好評を博しました講座を、Ｗｅｂ配信講座として、収録・配信します。
※※※ 今期、Ｗｅｂ配信講座として、収録・配信した講座を、再度、視聴期間を設定して配信いたします。

※リクエストの多い講座は今後、再配信を予定しております。お楽しみに。今までのweb配信開講講座

中世の和歌と仏教
身近なところから日本中世の仏教文化を探る
能楽入門
中世の天皇と真言宗―鎮護国家の祈り―
『徒然草』第百四十二段「人窮まりて盗みす」をめぐりて
お盆とは何か
季節の漢詩を読む ―夏―
狂言入門
微生物の力、発酵食品の神秘を探る ―ミルクの発酵を中心に―
鎌倉幕府の成立と源氏将軍時代
続・まだまだ足りない防災の知恵、防災体制
新型コロナウイルス禍を賢く生き抜く
歌舞伎入門
女性と仏教
『今昔物語集』の名作「月の兎」を読む
切手と仏像
足利義昭の「天下再興」と織田信長
新しい暮らしの中の暮らしに役立つアサーティブトレーニング
西行の和歌を読む ―人と、旅と―
能・狂言で免疫力UP!
ポストコロナの世界と日本のエネルギー情勢は?

講　座　名 講師肩書 講　　師 講義時間
本学教養教育リサーチセンター研究員・東京大学史料編纂所非常勤職員
本学教養教育リサーチセンター研究員・東京大学史料編纂所非常勤職員
本学客員教授・元本学能楽資料センター長
日本女子大学名誉教授・東大寺学術顧問・醍醐寺文化財研究所研究員
元本学非常勤講師
元本学非常勤講師
元國學院大學講師
本学客員教授・元本学能楽資料センター長
日本獣医生命科学大学前学長・名誉教授
本学教授・日本古文書学会理事
本学名誉教授
北里大学名誉教授／本学客員教授
本学客員教授・元本学能楽資料センター長
福泉寺住職・本願寺派布教使
大正大学非常勤講師
郵便学者・ノンフィクション作家
東洋大学文学部史学科非常勤講師、千葉県文書館県史・古文書課会計年度任用職員
臨床心理士・公認心理師
本学非常勤講師
本学教授・本学能楽資料センター長
本学客員教授・環境エコノミスト

生駒 哲郎
生駒 哲郎
羽田 　昶
永村 　眞
須山 長治
須山 長治
小笠原博慧
羽田 　昶
阿久澤良造
漆原 　徹
矢内 秋生
鈴木 順子／大室 弘美
羽田 　昶
小笠原 博慧
鈴木 治子
内藤 陽介
柴 　裕之
望月由紀子
永田 英理
三浦 裕子
西脇 文男

90分×1回
90分×2回
90分×1回
90分×3回
90分×1回
90分×1回
90分×1回
90分×1回
90分×2回
90分×1回
90分×2回
90分×1回
90分×1回
90分×2回
90分×1回
90分×4回
90分×2回
90分×3回
90分×2回
90分×2回

120分×1回


