
対面講座の
お申込み・お問合わせは

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

お申込みメールに
ご記入いただく場合

①件名「講座番号　０3０●●●●　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

（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/
http://lls.musashino-u.ac.jp（対面講座のご案内）

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

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。

講師からの
講義ご案内

※下のQRコードからも
　お入りいただけます。

宛先

エルエルエス

学習院女子大学名誉教授・日本オリンピック・アカデミー専務理事　荒井 啓子

0303001オリンピックの現代的課題
―ひとりひとりのwell-beingに向けて―

オリンピックはそれぞれの時代の社会や文化の写し鏡と云われ、人間の生き方や多様な
文化を体現しています。「個の尊重」を探りながら「多様性」と「異文化理解」に焦点を当
て、オリンピックの現代的課題に迫りたいと思います。

東京都立大学/本学客員教授・NPO法人日本オリンピック・アカデミー（JOA）副会長　舛本 直文

0303002オリンピックの聖火リレーは
何のために？

「聖火リレー」はなぜ「聖火」と呼ばれるのか？　聖火リレーの目的は？　いつ始まり、
どんなリレーが行われたのか？　基本的知識の基に「東京2020大会」の聖火リレーに
関わりましょう。

0303004

佐野 慎輔

0303005

どこに向かう
オリンピック・パラリンピック

果たして2020東京大会は開催できるのでしょうか？  開催までに何が問題として横たわ
るのでしょうか？  メディアイベントとして発展してきたオリンピック・パラリンピックの
未来を考えます。

流通経済大学准教授・元日本オリンピック委員会理事・元北京オリンピック放送公司部長　藤原 庸介

0303003オリンピックの「値段」は
いくらなのか？

オリンピックの開催経費や予算はどのような構造になっているのでしょうか。メディアで
は解説されないその複雑な仕組みを北京五輪の際に現地で組織委員会側の職員として
勤務した講師がひも解きます。

無料
要申込

広瀬 裕之
舟雲

本学教授
毎日書道展審査会員・書道芸術院展常任総務

春華賞受賞・書作品「聖火」ができるまで

「東洋の魔女」「野口みずきのことば」など東京オリンピックの
過去・現在を題材とした書作品を手掛けています。
書道芸術院展で最高賞の「春華賞」受賞作「聖火」は、オリン
ピアにて太陽光が凹面鏡に差し込み、東京2020の聖火誕生
の瞬間を書に表現したものです。
今年こそ聖火が日本中をリレーし東京に到着することを願い
揮毫。この作品ができるまでを実技を交えて語ります。

尚美学園大学スポーツマネジメント学部教授・笹川スポーツ財団理事・スポーツ政策研究所上席特別研究員
産経新聞客員論説委員・日本オリンピックアカデミー理事

吹浦 忠正

国旗を知ることは国際理解の第一歩

国旗を知ることはその国を理解する第一歩であり平和への一歩です。そこにはさまざま
な要素が集約的に納められているからです。逆に、知れば知るほど「国旗は面白い」し、
様々な機会にも役立つのです。

NPO法人世界の国旗・国歌研究協会共同代表
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会国際局アドバイザー

書・本学教授　広瀬 舟雲
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視聴期間　5/12（水）～5/18（火）

視聴期間　5/12（水）～5/18（火）

春華賞受賞作品「聖火」

武蔵野キャンパス　書道室にて

▼下記のQRコードよりご視聴ください。

▶Youtube動画
https://youtu.be/tEYtsYqyW6g

▶Vimeo動画
https://vimeo.com/525327423

〒181ー0013 
東京都三鷹市下連雀
３丁目26ー12 
三鷹三菱ビルディングJR中央線・総武線東京メトロ東西線

三鷹駅南口より徒歩1分
（三菱UFJ銀行のビル）

三鷹サテライト教室

0301
001

仏教・宗教

●木曜日
　13：00～14：30
●全10回  15,000円

「老いの年月」「家族との死別」「自己の死の準備」「孤独
の味わい方」などを、先人の名言と、死生学の積み上げ
から選んで味わい、老いの知恵として熟成しましょう。
（オリジナルテキスト有） 

可睡斎僧堂・西堂　中野 東禅
開
講
日

「人生店じまい」の仏教的学び方―僧侶が教える老いと死を楽しむ一句のちから― 6/3・10・24
7/22・29  8/19・26
9/2・9・30

オリンピック・パラリンピック文化論

0301
002

仏教・宗教

●水曜日
　15：00～16：30
●全６回  9,000円

近世の仏教の流れは、封建機構に組み入れられ、保護
と統制が表裏一体でした。排仏論も出され、仏教の抵
抗運動も多様な形で続き、殉教にまで到った時代を探っ
てみましょう。

福泉寺住職・本願寺派布教使　小笠原 博慧
開
講
日

日本仏教の流れから学ぶ 4/21  5/19
6/23  7/21
8/25  9/29

0301
003

仏教・宗教

●木曜日
　13：00～14：30
●全５回  7,500円

『無門関』は南宋時代、無門慧開によって編集された公
案集。古来、古鏡照心のために実践的に読まれてきま
した。今回は一々の出典を調べ、どういう文脈の中に
あったかをみていきたいと思います。

元本学非常勤講師　須山 長治
開
講
日

禅語録を読む―『無門関』第一～第十― 4/22
5/13・27
7/1・8

0301
004

能・狂言

●火曜日
　13：00～14：30
●全２回  3,000円

日本の文化史・芸能史のなかの能の歴史、作者と作品
を、初心者、初歩の観客のために、わかりやすくお話
しします。
（教室での開講のみとなります。）

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶
開
講
日

能の見方・味わい方―入門編１― 5/11・18

0301
005

能・狂言

●火曜日
　13：00～14：30
●全４回  6,000円

中世劇、能の代表的作者、世阿弥の名作からの女能「松
風」「井筒」「砧」「花筐」を読み、ビデオで鑑賞します。
（教室での開講のみとなります。）

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶
開
講
日

能の見方・味わい方―世阿弥の能を読み味わう― 6/8・22
7/6・20

0301
006

歌舞伎

●火曜日
　13：00～14：30
●全２回  3,000円

歌舞伎は、江戸時代初期に発生し、400年の歴史に
育まれ高度な技術と様式に支えられた古典劇です。今
回はその成り立ちと歩み、演目の種類をお話しします。
（教室での開講のみとなります。）

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶
開
講
日

歌舞伎の見方・味わい方―入門編１― 5/25
6/1

0301
007

●火曜日
　13：00～14：30
●全４回  6,000円

歌舞伎の魅力と醍醐味満載の名作「仮名手本忠臣蔵」
を、戯曲を読み、ビデオで鑑賞します。高師直と塩冶
判官の対立、判官切腹、大星由良之助の苦衷、お軽
勘平の道行まで。
（教室での開講のみとなります。）

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶
開
講
日

歌舞伎の見方・味わい方―通し狂言『仮名手本忠臣蔵』前編― 6/15・29
7/13・27

0301
008

●金曜日
　10：00～11：30
●全６回  9,000円

日本最古のアンソロジー（詩歌集）『万葉集』。その根
幹というべき巻一を冒頭から丁寧に読んでいきます。
民俗学的方法によって当時の生活をふまえながらも考
えていきます。

本学非常勤講師　伊藤 高雄
開
講
日

恋する万葉集 4/16  5/21
6/18  7/16
8/20  9/17

0301
009

●水曜日
　13：00～14：30
●全10回  15,000円

光源氏須磨にと聞いた前播磨守明石入道は、娘をこの
君にこそと色めく。娘は受領身分と思い悩み、母君は
なぜ艶聞やまぬ流罪の人にと嘆き渋る。物語はまた新
たな世界を紡ぐ。【必携テキスト】『新潮日本古典集成  
源氏物語二（新装版）』 新潮社 2,530円

元本学教授　深澤 邦弘
開
講
日

古典逍遥『源氏物語』「花散里」・「須磨」を読む 4/14・28
5/12・26  6/2・16
7/7・14  9/1・15

歌舞伎

文学

文学

0301
010

文学

●月曜日
　10：00～11：30
●全12回  18,000円

『幻巻』は光源氏最後の一年を、季節の推移とともに、
紫の上を追慕し、自らの出家を願う姿にして描いてい
ます。読者はこれまでの物語を反芻して考えることに
なります。【必携テキスト】『新潮日本古典集成  源氏物
語六（新装版）』 新潮社 2,640円

本学名誉教授　松村 武夫
開
講
日

『源氏物語』を読む―幻巻（続き）・雲隠巻について― 4/12・26  5/10・24
6/14・28  7/12・26
8/9・23  9/13・27

0301
011

文学

●火曜日
　10：00～11：30
●全６回  9,000円

故光源氏の遺児薫は、宇治に隠棲する八宮の道心に
惹かれ、宇治通いを重ねるうちに、二人の娘大君・中
君に関心を抱き、次第に姉大君に恋心を慕らせるが、
大君は靡かない。没後を託された薫だが、友人匂宮も
からんで―。

元武蔵野女子学院中学高校教員　上村 正人
開
講
日

『源氏物語（宇治十帖）』を読む 4/20  5/18
6/15・22
7/6・20

0301
012

文学

●火曜日
　15：00～16：30
●全４回  6,000円

本講座では、『枕草子』をより深く味わうために最新の
研究成果を盛り込んだテキストを丁寧に読みます。今
期は297段あたりから読み、読了します。

國學院大学講師　津島 知明
開
講
日

『枕草子』を読み解く 5/18
6/8・29
7/20

0301
013

文学

●木曜日
　15：00～16：30
●全６回  9,000円

巻二十八末尾の滑稽譚、巻二十九前半の悪行譚を取り
上げます。芥川龍之介の代表作『羅生門』の原話をは
じめ、秀逸な筆致で活写されたスリリングな物語を楽
しく読み解いていきます。
【必携テキスト】『今昔物語集  本朝部下』 岩波文庫 1,452円

大正大学非常勤講師　鈴木 治子
開
講
日

『今昔物語集』巻第二十八・二十九を読む―平安朝の盗賊たち― 5/20
6/3・17
7/1・15・29

0301
014

文学

●水曜日
　13：00～15：00
●全１回  2,000円

連句とは、五・七・五と七・七を交互に詠み連ねなが
ら、次々に世界を転じさせる詩です。芭蕉が俳句より
も得意であると自負した連句作品を、一緒に読んで江
戸文化を学んでみませんか。

本学非常勤講師　永田 英理
開
講
日

芭蕉の連句を味わう―芭蕉の連句「鳶の羽も」の巻の鑑賞― 6/30

0301
015

文学

●水曜日
　13：00～14：30
●全６回  9.000円

日常的な題材をあつかいながら淡白で知的な表現の宋
の詩を楽しみます。少し叙述的ですが観察のこまやか
さがいいのです。また “詞”は最も特色あるものです。
味わってみましょう。

元國學院大學講師　小笠原 博慧
開
講
日

漢詩を読む―時代と人と― 4/21  5/19
6/23  7/21
8/25  9/29

0301
016

●月曜日
　13：00～14：30
●全10回  15,000円

「新・もう一度読む日本史」を教科書にして、教科書に
なぜこの出来事が記載されているのか、現代社会と照
らし合わせ、日本の歴史を考え直してみたいと思います。
【必携テキスト】新『もういちど読む山川日本史』 山川出
版社 1,760円

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
開
講
日

日本の歴史を学びなおす―日本のあけぼの― 5/24・31
6/7・14・21・28
7/5・12・26  8/2

0301
017

●月曜日
　13：00～14：30
●全３回  4,500円

まず、畜生・餓鬼・地獄の三悪道について、善道と悪
道では何が異なっているか、などを確認します。今回
は追善供養と足利尊氏の地蔵信仰と逆縁についてお話
しいたします。【必携テキスト】『畜生・餓鬼・地獄の中世
仏教史 因果応報と悪道』 吉川弘文館 1,870円

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
開
講
日

畜生・餓鬼・地獄の三悪道の世界を考える 4/26
5/10・17

0301
018

●火曜日
　18：30～20：00
●全12回  18,000円

江戸時代の古文書の文字のくずし方だけでなく、書式
や様式を見て、文字の意味や表現の仕方を理解しま
す。古文書「江戸の町触」を使用し、町の様子を垣間
見ます。

国分寺市ふるさと文化財課　中元 幸二
開
講
日

古文書講座  江戸の町触を読む  初級編 4/20・27  5/11・25
6/8・22  7/6・20
8/3・24  9/7・21

文化

文化

文化

会場 三鷹サテライト教室　7階大教室 定員 25名〔25名以上の場合、オンライン講座として受講も可能〕対面 定員超過はオンライン

三鷹サテライト教室 ソーシャルディスタンスを保つために少人数での開講になります。定員を超過した
場合はオンライン講座（リアルタイム配信）としても同時に開講します。

●講座名・講座内容・日程・時間・受講料はやむを得ない事情により変更する場合があります。

オンライン オンライン

オンライン

4/24（土）　13：00～14：00 5/12（水）　15：00～16：30

4/27（火）　17：00～18：30

オリンピック・パラリンピックが目指している理想と
その現実の展開・課題について、専門家が解説します。

生涯学習講座のご案内

令和３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。
春 開 講

お申込み方法は裏面をご覧ください 武蔵野大学　生涯学習講座 検索

武　蔵　野　大　学

Web

Web
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対面 オンライン Web 対面 オンライン

0301
019

心理

●土曜日
　13：00～15：00
●全１回  2,000円

社会人を対象としたメンタルヘルスの基礎について学
び、メンタルヘルス不調に陥ることなく、健康に働き、
暮らすための知識を学びましょう。

本学非常勤講師・民間企業カウンセラー　宮脇 優子
開
講
日

メンタルヘルスの基礎知識を学ぶⅠ 5/8

0301
020

●土曜日
　13：00～15：00
●全１回  2,000円

本講座は「メンタルヘルスの基礎知識を学ぶⅠ」の応
用編になります。具体的なケースに基づいて、ストレ
ス及びストレス対処についての理解を深め、健康に働
き、暮らすための知識を学びましょう。

本学非常勤講師・民間企業カウンセラー　宮脇 優子
開
講
日

メンタルヘルスの基礎知識を学ぶⅡ 6/12

0301
021

●木曜日
　15：00～16：30
●全８回  16,000円

フランス語に興味のある方、学習している方、皆さんの
ための講座です。フランスの文化事情を学びつつ、生き
たフランス語を楽しみましょう！ 眩しいフランス語の世
界が待っています。Bon courage!（頑張ってください）

本学名誉教授　久富 健

開
講
日

セ・ラ・ヴィ！フランス語を楽しむ
―大人のためのフランス語講座・初中級応用編①―

5/13・27  6/10・24
7/8・22  8/26
9/9

0301
022

●水曜日
　10：00～12：00
●全５回  10,000円

《哲学》の華やかな時空にようこそ！コロナの時代に生
きる人生のヒントとして、「哲学すること」を楽しみま
しょう！今回は、A.カミュ「ペスト」に注目、テーマは
「人間と実存」です。

本学名誉教授　久富 健

開
講
日

「哲学カフェ」にようこそ！ぶらり《哲学》の森へ
―哲学を知る・読む ＆ 楽しむ：シーズン〈Ⅸ 春夏〉―

5/12  6/9
7/14  8/4
9/8

心理

能の傑作〈隅田川〉では、母を慕いつつ落命する少年の最期を船頭が語ります。５月
に船頭を勤めるワキ方下掛宝生流の大日方寛氏に、〈隅田川〉の魅力について実演
とお話をしていただきます。  参考：0307004 春の物狂能「桜川」と「隅田川」を読み味わう

能・狂言 ワキ方能楽師が語る能〈隅田川〉の魅力

三浦 裕子ワキ方下掛宝生流能楽師  大日方 寛

平安時代に天皇親政を目指した４人の天皇（桓武・宇
多・一条・白河）と同時代に出現した歴史的英雄（空
海・菅原道真・紫式部・平清盛）について語ります。

文学平安時代の天皇と英雄の出現
作家・日本文藝家協会副理事長・本学名誉教授　三田 誠広

ご自身とご家族を守るために必要な新型コロナウイルス感染症の
予防薬であるワクチンと治療薬に関する情報を、最新の情報と皆
様からのご質問等に基づいてQ＆A形式で分かり易くお話します。

医薬学・看護 生活に役立つ薬学の知識シリーズ
―新型コロナウイルス感染症の予防薬(ワクチン)と治療薬 Q&A―

本学客員教授　大室 弘美

日本仏教がその特質を整えた古代・中世において、諸宗
が生まれ発展を遂げる過程で、祖師・先師がいかなる役割
を果たしたかを、史料に基づき考えてみたいと思います。

仏教・宗教 「日本仏教」を支えた祖師・先師たち
日本女子大学名誉教授　永村 眞

太宰治は、作品の内でも外でも、ものを考えたり書いたりする
「文学少女」と関わりました。この講座では、二者の関係に焦点
をあてて、新たな太宰治のイメージを描いてみたいと思います。

文学 太宰治と「文学少女」
本学教授　藤本 恵

信長の生涯で最も苦境にあった元亀争乱の様子をたど
ります。四方に敵を抱えた信長がこの危機をどのよう
にして乗り切っていくかを見ていきます。

文化 『織田信長文書』を読む
本学政治経済研究所客員研究員・歴史作家　桐野 作人

念仏は、1回でよいか、それとも、沢山称えなければな
らないか？親鸞聖人の時代、一念多念という論争にもな
りました。まことの人格成長、信心とは何か、学びます。
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視聴期間　5/19（水）～8/24（火）
講義時間　30分×18回　受 講 料　6,000円

開 講 日　5/8・29  6/12・26 7/10・24
日　　時　土曜日　10：00～11：30
回　　数　全６回　受 講 料　9,000円
Web

対面

視聴期間　4/21（水）～11/9（火）
講義時間　30分×20回　受 講 料　6,500円

開 講 日　4/7  6/2  7/7  9/1  10/6
日　　時　水曜日　10：00～12：00
回　　数　全５回　受 講 料　10,000円
Web

対面

視聴期間　4/14（水）～5/20（火）
講義時間　30分×3回　受 講 料　2,000円

開 講 日　4/9
日　　時　金曜日　10：30～12：00
回　　数　全１回　受 講 料　3,000円
Web

対面

視聴期間　5/12（水）～8/31（火）
講義時間　30分×12回　受 講 料　4,000円

開 講 日　4/28  5/19  6/30  7/28
日　　時　水曜日　10：00～11：30
回　　数　全４回　受 講 料　6,000円
Web

対面

視聴期間　6/2（水）～7/6（火）
講義時間　30分×6回　受 講 料　2,000円

開 講 日　5/20  6/3
日　　時　木曜日　10：00～11：30
回　　数　全２回　受 講 料　3,000円
Web

対面

視聴期間　4/28（水）～8/17（火）
講義時間　30分×12回　受 講 料　4,000円

開 講 日　4/15  5/20  6/17  7/15
日　　時　木曜日　13：00～14：30
回　　数　全４回　受 講 料　6,000円
Web

対面

視聴期間　5/26（水）～9/21（火）
講義時間　30分×40回　受 講 料　13,000円

開 講 日　5/13・27 6/10・24 7/1・8・22・29 8/5・19
日　　時　木曜日　10：00～12：00
回　　数　全10回　受 講 料　20,000円
Web

対面

視聴期間　5/19（水）～8/17（火）
講義時間　30分×18回　受 講 料　6,000円

開 講 日　5/15・22  6/5・19  7/3・17
日　　時　土曜日　13：00～14：30
回　　数　全６回　受 講 料　9,000円
Web

対面 オンライン

視聴期間　6/2（水）～11/16（火）
講義時間　30分×18回　受 講 料　6,000円

開 講 日　5/21  6/18  7/16  8/20  9/17  10/15
日　　時　金曜日　13：00～14：30
回　　数　全６回　受 講 料　9,000円
Web

対面

視聴期間　6/9（水）～7/6（火）
講義時間　30分×3回　受 講 料　1,000円

開 講 日　5/29
日　　時　土曜日　13：00～14：30
回　　数　全１回　受 講 料　1,500円
Web

対面

仏教・宗教 「親鸞聖人の教え『一念多念文意』に学ぶ」第三期
　本多 靜芳

本講義は、社会に生起する様々な事象を刑法の視点からゼ
ミ形式で行います。受講生と担当教員が、自由闊達に自己
の考え方を披瀝し互いに理解を深めることを目的とします。

法律 林刑法ゼミナール

林 弘正

いまから約60年前、1964年の前回の東京五輪をめぐる喧騒の中で、日
本中を席巻した切手ブームは、戦後日本社会の縮図ともいうべき出来事
でした。少し変わった視点から、昭和の社会史を切り取っていきます。

文化 東京五輪と切手ブームの時代
―戦後昭和社会史の一断面―

郵便学者・ノンフィクション作家　内藤 陽介

本年は1871年4月20日（明治4年3月1日）に日本の近
代郵便が創業されて150年の節目の年に当たります。そこ
で、150年間の郵便と切手の歴史について振り返ります。

文化 日本の郵便150年の歴史 その１
― “大日本帝国” 時代の郵便事情―

郵便学者・ノンフィクション作家　内藤 陽介

『奥の細道』は芭蕉の東北～北陸への旅をまとめた紀行文で
す。一度は耳にしたことのあるような名句満載の本作の主な
章段を、最新の研究成果をふまえながら読んでみませんか。

文学 『奥の細道』の主な章段を読んでみよう（その４）
本学非常勤講師　永田 英理

陶淵明（とう えんめい）は六朝時代の東晋の詩人。隠逸詩人・
田園詩人などと言われますが、実際はどんな人だったのでしょう
か、全作品を読んで陶淵明とその時代を考えてみようと思います。

文学 ゼミ形式『陶淵明詩集』を読む
とうえんめい

本学非常勤講師　須山 長治

受講料
2,000円　

視聴期間
4/7（水）～6/22（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

視聴期間
4/21（水）～7/12（火）
講義時間　　
20分×26回　

受講料
5,700円　

視聴期間
4/14（水）～5/25（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
4/7（水）～5/18（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
4/21（水）～5/25（火）
講義時間　　
30分×4回　

受講料
1,300円　

視聴期間
4/14（水）～7/13（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

視聴期間
4/21（水）～7/20（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

視聴期間
4/21（水）～6/1（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
4/14（水）～5/25（火）
講義時間
30分×4回　

受講料
1,300円　

視聴期間
4/14（水）～5/25（火）
講義時間　　
30分×6回　

視聴期間
5/12（水）～6/29（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

視聴期間
4/14（水）～5/18（火）
講義時間　　
30分×3回　

受講料
1,000円　

視聴期間
4/7（水）～6/15（火）
講義時間　　
30分×18回　

受講料
6,000円　

視聴期間
5/19（水）～6/15（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

視聴期間
4/14（水）～5/25（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
5/19（水）～7/20（火）
講義時間　　
30分×15回　

受講料
5,000円　

視聴期間
4/14（水）～5/25（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
5/12（水）～6/8（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
4/7（水）～10/5（火）
講義時間　　
30分×36回　

受講料
12,000円　

視聴期間　4/28（水）～8/16（火）
講義時間　30分×45回
受 講 料　30,000円　　

各 講義時間　30分×15回
各 受 講 料　11,500円　　

開講日　6/8・15・22・29
日　時　火曜日
　　　　13：00～14：30
回　数　全４回
受講料　6,000円

視聴期間
4/7（水）～5/25（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

視聴期間
4/21（水）～6/8（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

『歎異抄』を読む（1） 仏教に学ぶ・臨床死生学
―生命観・看護と支え―

修験道
―山から里へ―

春の物狂能「桜川」と
「隅田川」を読み味わう

歌舞伎「熊谷陣屋」を
読み味わう

『論語』を読む 『老子』を読む 芭蕉と西行 『遠野物語』を読む
―鳥にまつわる話―

季節の漢詩を読む
―春―

名作童話を読み直す
未明・賢治・南吉

絵本に読み解く人間模様 英国の児童文学を読む３ アメリカの女性文学を読む 足利直冬と九州における
観応の擾乱

北條執権時代と
関東御成敗式目

将軍足利義教とその時代 織田信長の政治構想と家臣たち
―織田権力論―

南朝研究の最先端 英語で
ニュースを読む

脳科学入門１
―ヒトの脳の特徴を知る―

初心者のための楽しいTOEIC攻略講座
―短時間の努力で最大限の効果をアメリカ方式勉強方でスコアアップを狙う―

文法

▶強化セクション

読解 リスニング
視聴期間　6/9（水）～7/6（火） 視聴期間　7/7（水）～8/16（火）

脳科学入門２
―ニューロンとシナプス―

視聴期間　4/28（水）～6/8（火）

『歎異抄』とは、親鸞の教えと異
なる主張があることを、その弟子
唯円が歎き、親鸞の教えを明ら
かにした書です。その目的を示し
た前序と教えの要約である第一
条を学びます。

ガンに象徴される課題と仏教的
な対応の智恵慈悲はほぼ半世紀
近く蓄積されてきました。それを
整理して提供する講座です。そ
の智恵により患者・家族共に賢く
なりたいものです。

修験道とは何か。道教・仏教・神
道と関わる独特な修行形態です。
山伏が里での修行となり、庶民
の救済儀礼が主となりました。今
も私たちの生活の中に残り興味
深いはずです。

世阿弥の「桜川」と元雅の「隅田
川」。ともに詩的で美しい詞章と
節付けに彩られながら、対照的
な劇構造をもった物狂能二曲を、
読み味わいます。

「熊谷陣屋」は、熊谷直実が、義
経の命により、平敦盛の身替わ
りにわが子小次郎を討たなけれ
ばならなかった悲劇。その見どこ
ろと聴きどころを思い描きながら
読み味わいます。

論語を最初から読み進めていま
す。今回は為政篇21章から読み
進め、次の八佾篇を読み終える
予定です。三桓氏や魯の定公・
哀公、管仲にも触れ、詩経の作
品や音楽についても解説します。

『老子』は81章から成る中国戦国
時代の思想書。道の本質、現象
界の生き方の本質を追及した哲学
です。『老子』は二千年以上前の
思想ですが、我々が人生を振り返
るにもすぐれた書となります。

芭蕉にとって、西行は旅に生きた
詩人としてつねに憧れの存在であ
りました。『奥の細道』などの芭蕉
作品に現れる西行の姿を、一緒
に読んでみましょう。

柳田国男著『遠野物語』に収められ
た話をわかりやすく読み解いていき
ます。今回は、第51・52・53話
の鳥にまつわる伝説や昔話を取り上
げて、その内容を文脈に沿いなが
ら明らかにしたいと思います。

春の漢詩は、紀元前九世紀頃の
『詩径』を始めとして唐宋代に多
い。人事と自然の両面から目新し
いものも含めてたくさん味わいま
しょう。

いまも読まれつづけている名作
童話のおもしろさを作品に即して
考えます。小川未明の「赤い蝋燭
と人魚」、宮沢賢治の「風の又三
郎」、新美南吉の「久助君の話」
を現代の視点から読み直します。

子どもの絵本には魅力的な人物
が登場します。『ねずみのおい
しゃさま』（山脇百合子絵）『ごろ
はちだいみょうじん』（梶山俊夫
絵）で知られる中川正文の絵本を
読み解きます。

今回は『クリスマス・カロル』、『砂
の妖精』、『くまのプーさん』、『くまの
パディントン』、『ハウルの動く城』、
『ライラの冒険』シリーズ（三作品）
を取り上げ、時代背景や文化的背
景などから物語を解読します。

アフリカ系アメリカ人詩人マヤ・ア
ンジェロウの詩を中心に読みます。
原文は英語ですが日本語ですべて
説明します。日本の詩とは一味
違った言葉の表現、様々な考え方
や経験を頭と心で味わいましょう。

『太平記』の時代、約60年にも及
ぶ南北朝の動乱。この講義では、
その主役の一人である足利直冬を
中心として、九州における「観応
の擾乱」の展開について見ていき
たいと思います。

承久の乱の経緯と影響、執権政
治の開始の時期を踏まえて、北
条泰時と貞永式目（関東御成敗
式目）の制定について紹介したい
と思います。

嘉吉の乱（変）によって殺害され
たのは室町幕府第６代将軍足利
義教。なぜこのような事件が起
きたのか。その背景について、
彼の生きた時代や当時幕府の姿
を講義していきます。

近年の織田信長研究の成果をふ
まえ、信長の目指した政治構想と
そのゆくえ、家臣との関係のあり
方から、信長の｢実像｣を探るとと
もに、織田権力の実体を検討し
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。必要最低限の時間で、最大限の効果を得るアメリカ
方式の勉強方法です。

南北朝時代の動乱期の南朝と北朝の
対立について、戦前の研究も踏まえた
最新の研究テーマを紹介します。後醍
醐天皇や足利尊氏の宗教的なアプロー
チも行います。【必携テキスト】『南朝
研究の最前線』朝日文庫 924円

英文記事の構成や特有のルール
を解説し、最近のニュースを実際
に読んでいきます。ツボを押さえ
た読み方を知ることで、より効率
よく正確に情報を取り入れること
ができるようになります。

TOEICに出題頻度の高い文法項目だけ
に集中し、基本５文型、品詞（名詞、形容
詞、副詞）の特性を他の品詞につながる
ように効率のいい関連付けをします。

弱点を強化したい方は各セクションに単独で受講ができます。
通常より問題の数が２倍になります。

速読方法、単語の強化、出題頻度の高い
問題のトピックに慣れる、比較的正答を
見つけることが難しい、等の問題の傾向
と対策を説明し、練習問題をします。

３つの段階別リスニングUPを目指
します。 ⑴ディクテーション ⑵意味
を理解 ⑶内容を記憶する。Part別
に攻略法の解説と問題集をします。

私たちの脳を構成する神経細胞
（ニューロン）のつくりと、神経
細胞同士のつなぎ目であるシナプ
スという部分の働きを詳しく解説
し、みなさんを脳のミクロの世界
にご案内します。

　本学准教授　前田 壽雄 可睡斎僧堂・西堂　中野 東禅 福泉寺住職・本願寺派布教使　小笠原 博慧 本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶 本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶

元本学非常勤講師　須山 長治 元本学非常勤講師　須山 長治 本学非常勤講師　永田 英理 弘前学院大学教授　入江 英弥 元國學院大學講師　小笠原 博慧

宮川 健郎 永田 桂子 明治学院大学教授　安藤 聡 本学非常勤講師　原田 美穂 大正大学准教授　三浦 龍昭

本学教授　漆原 徹 大正大学准教授　木下 昌規 東洋大学非常勤講師　柴 裕之 生駒 哲郎 本学非常勤講師　原田 美穂

本学教授　阿部 和穂

本学客員教授　村川 久子

本学教授　阿部 和穂

視聴期間　5/19（水）～8/17（火）
講義時間　30分×18回　受 講 料　6,000円

開 講 日　5/15・22  6/5・19  7/3・17
日　　時　土曜日　15：15～16：45
回　　数　全６回　受 講 料　9,000円
Web

対面 オンライン

開 講 日　5/14  6/11  7/9・30  8/6
日　　時　金曜日　10：00～12：00
回　　数　全5回
受 講 料　10,000円

対面 オンライン

本学能楽資料センター長
本学教授

元本学教授・本学法学研究所客員研究員
島根大学大学院法務研究科教授・島根大学名誉教授

浄土真宗万行寺住職・アーユス仏教国際協力ネットワーク理事
東京仏教学院講師

本学名誉教授
一財団法人 大阪国際児童文学振興財団理事長

京都女子大学大学院非常勤講師
児童文化学研究者

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

対面講座定員 25名対面講座会場 三鷹サテライト教室　7階大教室

対面講座（三鷹サテライト教室）、Web視聴講座（Web上の動画を視聴期間内に
視聴）、オンライン講座（リアルタイム配信）のいずれかをお選びいただけます。

030702603070250307024
私たちが見て感じたものは、脳が作り
出したイメージです。人間の脳のつくり
と働きについて、動物との違いを探り
ながら、その基礎の基礎から学んでい
ただきます。アニメーションを駆使し
た分かりやすい脳科学入門講座です。

※リアルタイム配信のみ

オンライン

武　蔵　野　大　学

Web視聴講座 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、ご自宅やお好きな場所で、お好きな
時間に聴期間中何度でも繰り返しご視聴できます。



はろい

仏教・宗教 0307001 仏教・宗教 0307002 仏教・宗教 0307003 能・狂言 0307004 歌舞伎 0307005

文学 0307006 文学 0307007 文学 0307008 文学 0307009 文学 0307010

文学 0307011 文学 0307012 文学 0307013 文学 0307014 文化 0307015

文化 0307016 文化 0307017 文化 0307018 文化 0307019 文化 0307020

医薬学・看護 0307021 語学 0307023医薬学・看護 0307022
再配信

文化

語学

ハイフレックス型講座
対面 Web

対面 オンライン Web 対面 オンライン

0301
019

心理

●土曜日
　13：00～15：00
●全１回  2,000円

社会人を対象としたメンタルヘルスの基礎について学
び、メンタルヘルス不調に陥ることなく、健康に働き、
暮らすための知識を学びましょう。

本学非常勤講師・民間企業カウンセラー　宮脇 優子
開
講
日

メンタルヘルスの基礎知識を学ぶⅠ 5/8

0301
020

●土曜日
　13：00～15：00
●全１回  2,000円

本講座は「メンタルヘルスの基礎知識を学ぶⅠ」の応
用編になります。具体的なケースに基づいて、ストレ
ス及びストレス対処についての理解を深め、健康に働
き、暮らすための知識を学びましょう。

本学非常勤講師・民間企業カウンセラー　宮脇 優子
開
講
日

メンタルヘルスの基礎知識を学ぶⅡ 6/12

0301
021

●木曜日
　15：00～16：30
●全８回  16,000円

フランス語に興味のある方、学習している方、皆さんの
ための講座です。フランスの文化事情を学びつつ、生き
たフランス語を楽しみましょう！ 眩しいフランス語の世
界が待っています。Bon courage!（頑張ってください）

本学名誉教授　久富 健

開
講
日

セ・ラ・ヴィ！フランス語を楽しむ
―大人のためのフランス語講座・初中級応用編①―

5/13・27  6/10・24
7/8・22  8/26
9/9

0301
022

●水曜日
　10：00～12：00
●全５回  10,000円

《哲学》の華やかな時空にようこそ！コロナの時代に生
きる人生のヒントとして、「哲学すること」を楽しみま
しょう！今回は、A.カミュ「ペスト」に注目、テーマは
「人間と実存」です。

本学名誉教授　久富 健

開
講
日

「哲学カフェ」にようこそ！ぶらり《哲学》の森へ
―哲学を知る・読む ＆ 楽しむ：シーズン〈Ⅸ 春夏〉―

5/12  6/9
7/14  8/4
9/8

心理

能の傑作〈隅田川〉では、母を慕いつつ落命する少年の最期を船頭が語ります。５月
に船頭を勤めるワキ方下掛宝生流の大日方寛氏に、〈隅田川〉の魅力について実演
とお話をしていただきます。  参考：0307004 春の物狂能「桜川」と「隅田川」を読み味わう

能・狂言 ワキ方能楽師が語る能〈隅田川〉の魅力

三浦 裕子ワキ方下掛宝生流能楽師  大日方 寛

平安時代に天皇親政を目指した４人の天皇（桓武・宇
多・一条・白河）と同時代に出現した歴史的英雄（空
海・菅原道真・紫式部・平清盛）について語ります。

文学平安時代の天皇と英雄の出現
作家・日本文藝家協会副理事長・本学名誉教授　三田 誠広

ご自身とご家族を守るために必要な新型コロナウイルス感染症の
予防薬であるワクチンと治療薬に関する情報を、最新の情報と皆
様からのご質問等に基づいてQ＆A形式で分かり易くお話します。

医薬学・看護 生活に役立つ薬学の知識シリーズ
―新型コロナウイルス感染症の予防薬(ワクチン)と治療薬 Q&A―

本学客員教授　大室 弘美

日本仏教がその特質を整えた古代・中世において、諸宗
が生まれ発展を遂げる過程で、祖師・先師がいかなる役割
を果たしたかを、史料に基づき考えてみたいと思います。

仏教・宗教 「日本仏教」を支えた祖師・先師たち
日本女子大学名誉教授　永村 眞

太宰治は、作品の内でも外でも、ものを考えたり書いたりする
「文学少女」と関わりました。この講座では、二者の関係に焦点
をあてて、新たな太宰治のイメージを描いてみたいと思います。

文学 太宰治と「文学少女」
本学教授　藤本 恵

信長の生涯で最も苦境にあった元亀争乱の様子をたど
ります。四方に敵を抱えた信長がこの危機をどのよう
にして乗り切っていくかを見ていきます。

文化 『織田信長文書』を読む
本学政治経済研究所客員研究員・歴史作家　桐野 作人

念仏は、1回でよいか、それとも、沢山称えなければな
らないか？親鸞聖人の時代、一念多念という論争にもな
りました。まことの人格成長、信心とは何か、学びます。

0301023

0307027

0301024

0307028

0301025

0307029

0301026

0307030

0301027

0307031

0301028

0307032

0301029

0307033

0301032

0307036

0301032L 0301033
0301034 0301034L

0307037

0301033L

0301030

0307034

0301031

0307035

視聴期間　5/19（水）～8/24（火）
講義時間　30分×18回　受 講 料　6,000円

開 講 日　5/8・29  6/12・26 7/10・24
日　　時　土曜日　10：00～11：30
回　　数　全６回　受 講 料　9,000円
Web

対面

視聴期間　4/21（水）～11/9（火）
講義時間　30分×20回　受 講 料　6,500円

開 講 日　4/7  6/2  7/7  9/1  10/6
日　　時　水曜日　10：00～12：00
回　　数　全５回　受 講 料　10,000円
Web

対面

視聴期間　4/14（水）～5/20（火）
講義時間　30分×3回　受 講 料　2,000円

開 講 日　4/9
日　　時　金曜日　10：30～12：00
回　　数　全１回　受 講 料　3,000円
Web

対面

視聴期間　5/12（水）～8/31（火）
講義時間　30分×12回　受 講 料　4,000円

開 講 日　4/28  5/19  6/30  7/28
日　　時　水曜日　10：00～11：30
回　　数　全４回　受 講 料　6,000円
Web

対面

視聴期間　6/2（水）～7/6（火）
講義時間　30分×6回　受 講 料　2,000円

開 講 日　5/20  6/3
日　　時　木曜日　10：00～11：30
回　　数　全２回　受 講 料　3,000円
Web

対面

視聴期間　4/28（水）～8/17（火）
講義時間　30分×12回　受 講 料　4,000円

開 講 日　4/15  5/20  6/17  7/15
日　　時　木曜日　13：00～14：30
回　　数　全４回　受 講 料　6,000円
Web

対面

視聴期間　5/26（水）～9/21（火）
講義時間　30分×40回　受 講 料　13,000円

開 講 日　5/13・27 6/10・24 7/1・8・22・29 8/5・19
日　　時　木曜日　10：00～12：00
回　　数　全10回　受 講 料　20,000円
Web

対面

視聴期間　5/19（水）～8/17（火）
講義時間　30分×18回　受 講 料　6,000円

開 講 日　5/15・22  6/5・19  7/3・17
日　　時　土曜日　13：00～14：30
回　　数　全６回　受 講 料　9,000円
Web

対面 オンライン

視聴期間　6/2（水）～11/16（火）
講義時間　30分×18回　受 講 料　6,000円

開 講 日　5/21  6/18  7/16  8/20  9/17  10/15
日　　時　金曜日　13：00～14：30
回　　数　全６回　受 講 料　9,000円
Web

対面

視聴期間　6/9（水）～7/6（火）
講義時間　30分×3回　受 講 料　1,000円

開 講 日　5/29
日　　時　土曜日　13：00～14：30
回　　数　全１回　受 講 料　1,500円
Web

対面

仏教・宗教 「親鸞聖人の教え『一念多念文意』に学ぶ」第三期
　本多 靜芳

本講義は、社会に生起する様々な事象を刑法の視点からゼ
ミ形式で行います。受講生と担当教員が、自由闊達に自己
の考え方を披瀝し互いに理解を深めることを目的とします。

法律 林刑法ゼミナール

林 弘正

いまから約60年前、1964年の前回の東京五輪をめぐる喧騒の中で、日
本中を席巻した切手ブームは、戦後日本社会の縮図ともいうべき出来事
でした。少し変わった視点から、昭和の社会史を切り取っていきます。

文化 東京五輪と切手ブームの時代
―戦後昭和社会史の一断面―

郵便学者・ノンフィクション作家　内藤 陽介

本年は1871年4月20日（明治4年3月1日）に日本の近
代郵便が創業されて150年の節目の年に当たります。そこ
で、150年間の郵便と切手の歴史について振り返ります。

文化 日本の郵便150年の歴史 その１
― “大日本帝国” 時代の郵便事情―

郵便学者・ノンフィクション作家　内藤 陽介

『奥の細道』は芭蕉の東北～北陸への旅をまとめた紀行文で
す。一度は耳にしたことのあるような名句満載の本作の主な
章段を、最新の研究成果をふまえながら読んでみませんか。

文学 『奥の細道』の主な章段を読んでみよう（その４）
本学非常勤講師　永田 英理

陶淵明（とう えんめい）は六朝時代の東晋の詩人。隠逸詩人・
田園詩人などと言われますが、実際はどんな人だったのでしょう
か、全作品を読んで陶淵明とその時代を考えてみようと思います。

文学 ゼミ形式『陶淵明詩集』を読む
とうえんめい

本学非常勤講師　須山 長治

受講料
2,000円　

視聴期間
4/7（水）～6/22（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

視聴期間
4/21（水）～7/12（火）
講義時間　　
20分×26回　

受講料
5,700円　

視聴期間
4/14（水）～5/25（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
4/7（水）～5/18（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
4/21（水）～5/25（火）
講義時間　　
30分×4回　

受講料
1,300円　

視聴期間
4/14（水）～7/13（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

視聴期間
4/21（水）～7/20（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

視聴期間
4/21（水）～6/1（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
4/14（水）～5/25（火）
講義時間
30分×4回　

受講料
1,300円　

視聴期間
4/14（水）～5/25（火）
講義時間　　
30分×6回　

視聴期間
5/12（水）～6/29（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

視聴期間
4/14（水）～5/18（火）
講義時間　　
30分×3回　

受講料
1,000円　

視聴期間
4/7（水）～6/15（火）
講義時間　　
30分×18回　

受講料
6,000円　

視聴期間
5/19（水）～6/15（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

視聴期間
4/14（水）～5/25（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
5/19（水）～7/20（火）
講義時間　　
30分×15回　

受講料
5,000円　

視聴期間
4/14（水）～5/25（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
5/12（水）～6/8（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
4/7（水）～10/5（火）
講義時間　　
30分×36回　

受講料
12,000円　

視聴期間　4/28（水）～8/16（火）
講義時間　30分×45回
受 講 料　30,000円　　

各 講義時間　30分×15回
各 受 講 料　11,500円　　

開講日　6/8・15・22・29
日　時　火曜日
　　　　13：00～14：30
回　数　全４回
受講料　6,000円

視聴期間
4/7（水）～5/25（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

視聴期間
4/21（水）～6/8（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

『歎異抄』を読む（1） 仏教に学ぶ・臨床死生学
―生命観・看護と支え―

修験道
―山から里へ―

春の物狂能「桜川」と
「隅田川」を読み味わう

歌舞伎「熊谷陣屋」を
読み味わう

『論語』を読む 『老子』を読む 芭蕉と西行 『遠野物語』を読む
―鳥にまつわる話―

季節の漢詩を読む
―春―

名作童話を読み直す
未明・賢治・南吉

絵本に読み解く人間模様 英国の児童文学を読む３ アメリカの女性文学を読む 足利直冬と九州における
観応の擾乱

北條執権時代と
関東御成敗式目

将軍足利義教とその時代 織田信長の政治構想と家臣たち
―織田権力論―

南朝研究の最先端 英語で
ニュースを読む

脳科学入門１
―ヒトの脳の特徴を知る―

初心者のための楽しいTOEIC攻略講座
―短時間の努力で最大限の効果をアメリカ方式勉強方でスコアアップを狙う―

文法

▶強化セクション

読解 リスニング
視聴期間　6/9（水）～7/6（火） 視聴期間　7/7（水）～8/16（火）

脳科学入門２
―ニューロンとシナプス―

視聴期間　4/28（水）～6/8（火）

『歎異抄』とは、親鸞の教えと異
なる主張があることを、その弟子
唯円が歎き、親鸞の教えを明ら
かにした書です。その目的を示し
た前序と教えの要約である第一
条を学びます。

ガンに象徴される課題と仏教的
な対応の智恵慈悲はほぼ半世紀
近く蓄積されてきました。それを
整理して提供する講座です。そ
の智恵により患者・家族共に賢く
なりたいものです。

修験道とは何か。道教・仏教・神
道と関わる独特な修行形態です。
山伏が里での修行となり、庶民
の救済儀礼が主となりました。今
も私たちの生活の中に残り興味
深いはずです。

世阿弥の「桜川」と元雅の「隅田
川」。ともに詩的で美しい詞章と
節付けに彩られながら、対照的
な劇構造をもった物狂能二曲を、
読み味わいます。

「熊谷陣屋」は、熊谷直実が、義
経の命により、平敦盛の身替わ
りにわが子小次郎を討たなけれ
ばならなかった悲劇。その見どこ
ろと聴きどころを思い描きながら
読み味わいます。

論語を最初から読み進めていま
す。今回は為政篇21章から読み
進め、次の八佾篇を読み終える
予定です。三桓氏や魯の定公・
哀公、管仲にも触れ、詩経の作
品や音楽についても解説します。

『老子』は81章から成る中国戦国
時代の思想書。道の本質、現象
界の生き方の本質を追及した哲学
です。『老子』は二千年以上前の
思想ですが、我々が人生を振り返
るにもすぐれた書となります。

芭蕉にとって、西行は旅に生きた
詩人としてつねに憧れの存在であ
りました。『奥の細道』などの芭蕉
作品に現れる西行の姿を、一緒
に読んでみましょう。

柳田国男著『遠野物語』に収められ
た話をわかりやすく読み解いていき
ます。今回は、第51・52・53話
の鳥にまつわる伝説や昔話を取り上
げて、その内容を文脈に沿いなが
ら明らかにしたいと思います。

春の漢詩は、紀元前九世紀頃の
『詩径』を始めとして唐宋代に多
い。人事と自然の両面から目新し
いものも含めてたくさん味わいま
しょう。

いまも読まれつづけている名作
童話のおもしろさを作品に即して
考えます。小川未明の「赤い蝋燭
と人魚」、宮沢賢治の「風の又三
郎」、新美南吉の「久助君の話」
を現代の視点から読み直します。

子どもの絵本には魅力的な人物
が登場します。『ねずみのおい
しゃさま』（山脇百合子絵）『ごろ
はちだいみょうじん』（梶山俊夫
絵）で知られる中川正文の絵本を
読み解きます。

今回は『クリスマス・カロル』、『砂
の妖精』、『くまのプーさん』、『くまの
パディントン』、『ハウルの動く城』、
『ライラの冒険』シリーズ（三作品）
を取り上げ、時代背景や文化的背
景などから物語を解読します。

アフリカ系アメリカ人詩人マヤ・ア
ンジェロウの詩を中心に読みます。
原文は英語ですが日本語ですべて
説明します。日本の詩とは一味
違った言葉の表現、様々な考え方
や経験を頭と心で味わいましょう。

『太平記』の時代、約60年にも及
ぶ南北朝の動乱。この講義では、
その主役の一人である足利直冬を
中心として、九州における「観応
の擾乱」の展開について見ていき
たいと思います。

承久の乱の経緯と影響、執権政
治の開始の時期を踏まえて、北
条泰時と貞永式目（関東御成敗
式目）の制定について紹介したい
と思います。

嘉吉の乱（変）によって殺害され
たのは室町幕府第６代将軍足利
義教。なぜこのような事件が起
きたのか。その背景について、
彼の生きた時代や当時幕府の姿
を講義していきます。

近年の織田信長研究の成果をふ
まえ、信長の目指した政治構想と
そのゆくえ、家臣との関係のあり
方から、信長の｢実像｣を探るとと
もに、織田権力の実体を検討し
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。必要最低限の時間で、最大限の効果を得るアメリカ
方式の勉強方法です。

南北朝時代の動乱期の南朝と北朝の
対立について、戦前の研究も踏まえた
最新の研究テーマを紹介します。後醍
醐天皇や足利尊氏の宗教的なアプロー
チも行います。【必携テキスト】『南朝
研究の最前線』朝日文庫 924円

英文記事の構成や特有のルール
を解説し、最近のニュースを実際
に読んでいきます。ツボを押さえ
た読み方を知ることで、より効率
よく正確に情報を取り入れること
ができるようになります。

TOEICに出題頻度の高い文法項目だけ
に集中し、基本５文型、品詞（名詞、形容
詞、副詞）の特性を他の品詞につながる
ように効率のいい関連付けをします。

弱点を強化したい方は各セクションに単独で受講ができます。
通常より問題の数が２倍になります。

速読方法、単語の強化、出題頻度の高い
問題のトピックに慣れる、比較的正答を
見つけることが難しい、等の問題の傾向
と対策を説明し、練習問題をします。

３つの段階別リスニングUPを目指
します。 ⑴ディクテーション ⑵意味
を理解 ⑶内容を記憶する。Part別
に攻略法の解説と問題集をします。

私たちの脳を構成する神経細胞
（ニューロン）のつくりと、神経
細胞同士のつなぎ目であるシナプ
スという部分の働きを詳しく解説
し、みなさんを脳のミクロの世界
にご案内します。

　本学准教授　前田 壽雄 可睡斎僧堂・西堂　中野 東禅 福泉寺住職・本願寺派布教使　小笠原 博慧 本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶 本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶

元本学非常勤講師　須山 長治 元本学非常勤講師　須山 長治 本学非常勤講師　永田 英理 弘前学院大学教授　入江 英弥 元國學院大學講師　小笠原 博慧

宮川 健郎 永田 桂子 明治学院大学教授　安藤 聡 本学非常勤講師　原田 美穂 大正大学准教授　三浦 龍昭

本学教授　漆原 徹 大正大学准教授　木下 昌規 東洋大学非常勤講師　柴 裕之 生駒 哲郎 本学非常勤講師　原田 美穂

本学教授　阿部 和穂

本学客員教授　村川 久子

本学教授　阿部 和穂

視聴期間　5/19（水）～8/17（火）
講義時間　30分×18回　受 講 料　6,000円

開 講 日　5/15・22  6/5・19  7/3・17
日　　時　土曜日　15：15～16：45
回　　数　全６回　受 講 料　9,000円
Web

対面 オンライン

開 講 日　5/14  6/11  7/9・30  8/6
日　　時　金曜日　10：00～12：00
回　　数　全5回
受 講 料　10,000円

対面 オンライン

本学能楽資料センター長
本学教授

元本学教授・本学法学研究所客員研究員
島根大学大学院法務研究科教授・島根大学名誉教授

浄土真宗万行寺住職・アーユス仏教国際協力ネットワーク理事
東京仏教学院講師

本学名誉教授
一財団法人 大阪国際児童文学振興財団理事長

京都女子大学大学院非常勤講師
児童文化学研究者

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

対面講座定員 25名対面講座会場 三鷹サテライト教室　7階大教室

対面講座（三鷹サテライト教室）、Web視聴講座（Web上の動画を視聴期間内に
視聴）、オンライン講座（リアルタイム配信）のいずれかをお選びいただけます。

030702603070250307024
私たちが見て感じたものは、脳が作り
出したイメージです。人間の脳のつくり
と働きについて、動物との違いを探り
ながら、その基礎の基礎から学んでい
ただきます。アニメーションを駆使し
た分かりやすい脳科学入門講座です。

※リアルタイム配信のみ

オンライン

武　蔵　野　大　学

Web視聴講座 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、ご自宅やお好きな場所で、お好きな
時間に聴期間中何度でも繰り返しご視聴できます。



対面講座の
お申込み・お問合わせは

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

お申込みメールに
ご記入いただく場合

①件名「講座番号　０3０●●●●　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

（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/
http://lls.musashino-u.ac.jp（対面講座のご案内）

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

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。

講師からの
講義ご案内

※下のQRコードからも
　お入りいただけます。

宛先

エルエルエス

学習院女子大学名誉教授・日本オリンピック・アカデミー専務理事　荒井 啓子

0303001オリンピックの現代的課題
―ひとりひとりのwell-beingに向けて―

オリンピックはそれぞれの時代の社会や文化の写し鏡と云われ、人間の生き方や多様な
文化を体現しています。「個の尊重」を探りながら「多様性」と「異文化理解」に焦点を当
て、オリンピックの現代的課題に迫りたいと思います。

東京都立大学/本学客員教授・NPO法人日本オリンピック・アカデミー（JOA）副会長　舛本 直文

0303002オリンピックの聖火リレーは
何のために？

「聖火リレー」はなぜ「聖火」と呼ばれるのか？　聖火リレーの目的は？　いつ始まり、
どんなリレーが行われたのか？　基本的知識の基に「東京2020大会」の聖火リレーに
関わりましょう。

0303004

佐野 慎輔

0303005

どこに向かう
オリンピック・パラリンピック

果たして2020東京大会は開催できるのでしょうか？  開催までに何が問題として横たわ
るのでしょうか？  メディアイベントとして発展してきたオリンピック・パラリンピックの
未来を考えます。

流通経済大学准教授・元日本オリンピック委員会理事・元北京オリンピック放送公司部長　藤原 庸介

0303003オリンピックの「値段」は
いくらなのか？

オリンピックの開催経費や予算はどのような構造になっているのでしょうか。メディアで
は解説されないその複雑な仕組みを北京五輪の際に現地で組織委員会側の職員として
勤務した講師がひも解きます。

無料
要申込

広瀬 裕之
舟雲

本学教授
毎日書道展審査会員・書道芸術院展常任総務

春華賞受賞・書作品「聖火」ができるまで

「東洋の魔女」「野口みずきのことば」など東京オリンピックの
過去・現在を題材とした書作品を手掛けています。
書道芸術院展で最高賞の「春華賞」受賞作「聖火」は、オリン
ピアにて太陽光が凹面鏡に差し込み、東京2020の聖火誕生
の瞬間を書に表現したものです。
今年こそ聖火が日本中をリレーし東京に到着することを願い
揮毫。この作品ができるまでを実技を交えて語ります。

尚美学園大学スポーツマネジメント学部教授・笹川スポーツ財団理事・スポーツ政策研究所上席特別研究員
産経新聞客員論説委員・日本オリンピックアカデミー理事

吹浦 忠正

国旗を知ることは国際理解の第一歩

国旗を知ることはその国を理解する第一歩であり平和への一歩です。そこにはさまざま
な要素が集約的に納められているからです。逆に、知れば知るほど「国旗は面白い」し、
様々な機会にも役立つのです。

NPO法人世界の国旗・国歌研究協会共同代表
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会国際局アドバイザー

書・本学教授　広瀬 舟雲
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視聴期間　5/12（水）～5/18（火）

視聴期間　5/12（水）～5/18（火）

春華賞受賞作品「聖火」

武蔵野キャンパス　書道室にて

▼下記のQRコードよりご視聴ください。

▶Youtube動画
https://youtu.be/tEYtsYqyW6g

▶Vimeo動画
https://vimeo.com/525327423

〒181ー0013 
東京都三鷹市下連雀
３丁目26ー12 
三鷹三菱ビルディングJR中央線・総武線東京メトロ東西線

三鷹駅南口より徒歩1分
（三菱UFJ銀行のビル）

三鷹サテライト教室

0301
001

仏教・宗教

●木曜日
　13：00～14：30
●全10回  15,000円

「老いの年月」「家族との死別」「自己の死の準備」「孤独
の味わい方」などを、先人の名言と、死生学の積み上げ
から選んで味わい、老いの知恵として熟成しましょう。
（オリジナルテキスト有） 

可睡斎僧堂・西堂　中野 東禅
開
講
日

「人生店じまい」の仏教的学び方―僧侶が教える老いと死を楽しむ一句のちから― 6/3・10・24
7/22・29  8/19・26
9/2・9・30

オリンピック・パラリンピック文化論

0301
002

仏教・宗教

●水曜日
　15：00～16：30
●全６回  9,000円

近世の仏教の流れは、封建機構に組み入れられ、保護
と統制が表裏一体でした。排仏論も出され、仏教の抵
抗運動も多様な形で続き、殉教にまで到った時代を探っ
てみましょう。

福泉寺住職・本願寺派布教使　小笠原 博慧
開
講
日

日本仏教の流れから学ぶ 4/21  5/19
6/23  7/21
8/25  9/29

0301
003

仏教・宗教

●木曜日
　13：00～14：30
●全５回  7,500円

『無門関』は南宋時代、無門慧開によって編集された公
案集。古来、古鏡照心のために実践的に読まれてきま
した。今回は一々の出典を調べ、どういう文脈の中に
あったかをみていきたいと思います。

元本学非常勤講師　須山 長治
開
講
日

禅語録を読む―『無門関』第一～第十― 4/22
5/13・27
7/1・8

0301
004

能・狂言

●火曜日
　13：00～14：30
●全２回  3,000円

日本の文化史・芸能史のなかの能の歴史、作者と作品
を、初心者、初歩の観客のために、わかりやすくお話
しします。
（教室での開講のみとなります。）

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶
開
講
日

能の見方・味わい方―入門編１― 5/11・18

0301
005

能・狂言

●火曜日
　13：00～14：30
●全４回  6,000円

中世劇、能の代表的作者、世阿弥の名作からの女能「松
風」「井筒」「砧」「花筐」を読み、ビデオで鑑賞します。
（教室での開講のみとなります。）

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶
開
講
日

能の見方・味わい方―世阿弥の能を読み味わう― 6/8・22
7/6・20

0301
006

歌舞伎

●火曜日
　13：00～14：30
●全２回  3,000円

歌舞伎は、江戸時代初期に発生し、400年の歴史に
育まれ高度な技術と様式に支えられた古典劇です。今
回はその成り立ちと歩み、演目の種類をお話しします。
（教室での開講のみとなります。）

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶
開
講
日

歌舞伎の見方・味わい方―入門編１― 5/25
6/1

0301
007

●火曜日
　13：00～14：30
●全４回  6,000円

歌舞伎の魅力と醍醐味満載の名作「仮名手本忠臣蔵」
を、戯曲を読み、ビデオで鑑賞します。高師直と塩冶
判官の対立、判官切腹、大星由良之助の苦衷、お軽
勘平の道行まで。
（教室での開講のみとなります。）

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶
開
講
日

歌舞伎の見方・味わい方―通し狂言『仮名手本忠臣蔵』前編― 6/15・29
7/13・27

0301
008

●金曜日
　10：00～11：30
●全６回  9,000円

日本最古のアンソロジー（詩歌集）『万葉集』。その根
幹というべき巻一を冒頭から丁寧に読んでいきます。
民俗学的方法によって当時の生活をふまえながらも考
えていきます。

本学非常勤講師　伊藤 高雄
開
講
日

恋する万葉集 4/16  5/21
6/18  7/16
8/20  9/17

0301
009

●水曜日
　13：00～14：30
●全10回  15,000円

光源氏須磨にと聞いた前播磨守明石入道は、娘をこの
君にこそと色めく。娘は受領身分と思い悩み、母君は
なぜ艶聞やまぬ流罪の人にと嘆き渋る。物語はまた新
たな世界を紡ぐ。【必携テキスト】『新潮日本古典集成  
源氏物語二（新装版）』 新潮社 2,530円

元本学教授　深澤 邦弘
開
講
日

古典逍遥『源氏物語』「花散里」・「須磨」を読む 4/14・28
5/12・26  6/2・16
7/7・14  9/1・15

歌舞伎

文学

文学

0301
010

文学

●月曜日
　10：00～11：30
●全12回  18,000円

『幻巻』は光源氏最後の一年を、季節の推移とともに、
紫の上を追慕し、自らの出家を願う姿にして描いてい
ます。読者はこれまでの物語を反芻して考えることに
なります。【必携テキスト】『新潮日本古典集成  源氏物
語六（新装版）』 新潮社 2,640円

本学名誉教授　松村 武夫
開
講
日

『源氏物語』を読む―幻巻（続き）・雲隠巻について― 4/12・26  5/10・24
6/14・28  7/12・26
8/9・23  9/13・27

0301
011

文学

●火曜日
　10：00～11：30
●全６回  9,000円

故光源氏の遺児薫は、宇治に隠棲する八宮の道心に
惹かれ、宇治通いを重ねるうちに、二人の娘大君・中
君に関心を抱き、次第に姉大君に恋心を慕らせるが、
大君は靡かない。没後を託された薫だが、友人匂宮も
からんで―。

元武蔵野女子学院中学高校教員　上村 正人
開
講
日

『源氏物語（宇治十帖）』を読む 4/20  5/18
6/15・22
7/6・20

0301
012

文学

●火曜日
　15：00～16：30
●全４回  6,000円

本講座では、『枕草子』をより深く味わうために最新の
研究成果を盛り込んだテキストを丁寧に読みます。今
期は297段あたりから読み、読了します。

國學院大学講師　津島 知明
開
講
日

『枕草子』を読み解く 5/18
6/8・29
7/20

0301
013

文学

●木曜日
　15：00～16：30
●全６回  9,000円

巻二十八末尾の滑稽譚、巻二十九前半の悪行譚を取り
上げます。芥川龍之介の代表作『羅生門』の原話をは
じめ、秀逸な筆致で活写されたスリリングな物語を楽
しく読み解いていきます。
【必携テキスト】『今昔物語集  本朝部下』 岩波文庫 1,452円

大正大学非常勤講師　鈴木 治子
開
講
日

『今昔物語集』巻第二十八・二十九を読む―平安朝の盗賊たち― 5/20
6/3・17
7/1・15・29

0301
014

文学

●水曜日
　13：00～15：00
●全１回  2,000円

連句とは、五・七・五と七・七を交互に詠み連ねなが
ら、次々に世界を転じさせる詩です。芭蕉が俳句より
も得意であると自負した連句作品を、一緒に読んで江
戸文化を学んでみませんか。

本学非常勤講師　永田 英理
開
講
日

芭蕉の連句を味わう―芭蕉の連句「鳶の羽も」の巻の鑑賞― 6/30

0301
015

文学

●水曜日
　13：00～14：30
●全６回  9.000円

日常的な題材をあつかいながら淡白で知的な表現の宋
の詩を楽しみます。少し叙述的ですが観察のこまやか
さがいいのです。また “詞”は最も特色あるものです。
味わってみましょう。

元國學院大學講師　小笠原 博慧
開
講
日

漢詩を読む―時代と人と― 4/21  5/19
6/23  7/21
8/25  9/29

0301
016

●月曜日
　13：00～14：30
●全10回  15,000円

「新・もう一度読む日本史」を教科書にして、教科書に
なぜこの出来事が記載されているのか、現代社会と照
らし合わせ、日本の歴史を考え直してみたいと思います。
【必携テキスト】新『もういちど読む山川日本史』 山川出
版社 1,760円

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
開
講
日

日本の歴史を学びなおす―日本のあけぼの― 5/24・31
6/7・14・21・28
7/5・12・26  8/2

0301
017

●月曜日
　13：00～14：30
●全３回  4,500円

まず、畜生・餓鬼・地獄の三悪道について、善道と悪
道では何が異なっているか、などを確認します。今回
は追善供養と足利尊氏の地蔵信仰と逆縁についてお話
しいたします。【必携テキスト】『畜生・餓鬼・地獄の中世
仏教史 因果応報と悪道』 吉川弘文館 1,870円

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
開
講
日

畜生・餓鬼・地獄の三悪道の世界を考える 4/26
5/10・17

0301
018

●火曜日
　18：30～20：00
●全12回  18,000円

江戸時代の古文書の文字のくずし方だけでなく、書式
や様式を見て、文字の意味や表現の仕方を理解しま
す。古文書「江戸の町触」を使用し、町の様子を垣間
見ます。

国分寺市ふるさと文化財課　中元 幸二
開
講
日

古文書講座  江戸の町触を読む  初級編 4/20・27  5/11・25
6/8・22  7/6・20
8/3・24  9/7・21

文化

文化

文化

会場 三鷹サテライト教室　7階大教室 定員 25名〔25名以上の場合、オンライン講座として受講も可能〕対面 定員超過はオンライン

三鷹サテライト教室 ソーシャルディスタンスを保つために少人数での開講になります。定員を超過した
場合はオンライン講座（リアルタイム配信）としても同時に開講します。

●講座名・講座内容・日程・時間・受講料はやむを得ない事情により変更する場合があります。

オンライン オンライン

オンライン

4/24（土）　13：00～14：00 5/12（水）　15：00～16：30

4/27（火）　17：00～18：30

オリンピック・パラリンピックが目指している理想と
その現実の展開・課題について、専門家が解説します。

生涯学習講座のご案内

令和３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。
春 開 講

お申込み方法は裏面をご覧ください 武蔵野大学　生涯学習講座 検索

武　蔵　野　大　学

Web

Web


