
対面講座 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。

対面 オンライン Web対面 Web

Web視聴講座 脳科学入門シリーズ

まだまだ足りない防災の知恵、気象災害から身を守るために
―気象予報士に聞く―

防災 ～あの日を忘れない～

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

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

ぶっせつじぞうぼさつほんがんきょうじきだんしょう

専門職のための研修会・講習会

とうじひゃくごうもんじょ

会場 三鷹サテライト教室
7階大教室

定員 25名

夏の能「鵜飼」と「草子洗小町」を読み味わう

鵜使いのわざを見せる「鵜飼」と、王朝絵巻さ
ながらの「草子洗小町」。ともに夏の風物を背
景に聴きどころ･見どころ満載の、しかし筋も趣
もまったく対照的な能二曲を、読み味わいます。

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶
平安時代の天皇と英雄の出現

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。

本学名誉教授・作家・日本文藝家協会副理事長　三田 誠広
名作童話を読み直す未明・賢治・南吉

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。

宮川 健郎
徳川慶喜と渋沢栄一 ―終生の主従関係―

今年のNHK大河ドラマ「青天を衝け」の主人
公渋沢栄一と徳川慶喜。2人は身分家柄が対
照的ですが、ともに挫折を体験して結びつき、
幕末維新の波濤に挑んでいきます。

本学政治経済研究所客員研究員・歴史作家　桐野 作人

太宰治と「文学少女」

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。

本学教授　藤本 恵
はじめての古文書学（「東寺百合文書」を読む）

古文書を様式論、形式論から学んでいきます。
くずし字を読むだけでなく、中世の慣用句な
どを理解し、体系的に古文書を読んでいく講
座です。

生駒 哲郎
TOEIC夏季集中講座

TOEIC試験の直前の対策講義としてスコア
アップのための出題傾向と攻略法を含み、そ
れぞれのセクションで最も重要な項目をピッ
クアップし高得点につながる講義です。

本学客員教授　村川 久子

能・狂言能・狂言 ◆0301004 歌舞伎 ◆0301006

能・狂言 ◆0301005 ◆0301007

開 講 日　8/3・4
　　　　　火・水曜日　15：00～16：30

回　　数　全2回　　　
受 講 料　3,000円　　　

政治経済 0301041
アメリカ内政外交の変化―トランプからバイデン―

「同盟関係の重視」を掲げるバイデン大統領が実際に展開する内政・外交政策につい
て考え、併せてバイデン政権の将来、今後の日米関係、米中関係などを議論したい
と思います。

筑波学院大学名誉教授・元本学教授　浅川 公紀

開 講 日　7/20  8/3・31 9/14
　　　　　火曜日　13：00～14：30　　

回　　数　全4回　　　
受 講 料　6,000円　　　

能の見方・味わい方―世阿弥の能を読み味わう―

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　8/23・30　9/6
　　　　　月曜日　15：00～16：30　　

回　　数　全3回　　　　
受 講 料　4,500円　　　

『仏説地蔵菩薩本願経直談抄』を読む

本講座は、世間であまり知られていないお地蔵さんの説話集『仏説地蔵菩薩本願経直
談抄』を題材に日本における仏教信仰を考えます。特に近世の地蔵信仰を考えます。

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

開 講 日　9/13・27
　　　　　月曜日　15：00～16：30　　

回　　数　全2回　　　　
受 講 料　3,000円　　　

仏像を見る考える

仏像を美術史的な視点だけではなく、信仰の対象としても考える講座です。仏像に対
する人々の受容の歴史を仏像そのものの形、文献史料などから考察します。

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

開 講 日　6/22・29
　　　　　火曜日　13：00～14：30　　

回　　数　全2回
受 講 料　3,000円　　　

能の見方・味わい方―入門編１―

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

歌舞伎

開 講 日　6/28  7/5・12
　　　　　月曜日　15：00～16：45

回　　数　全3回　　　
受 講 料　4,500円

◆0301017
畜生・餓鬼・地獄の三悪道の世界を考える

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　7/27  8/24  9/7・21
　　　　　火曜日　13：00～14：30　

回　　数　全4回　　　
受 講 料　6,000円　

歌舞伎の見方・味わい方―通し狂言『仮名手本忠臣蔵』前編―

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
道行までを味わいます。 （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　7/6・13
　　　　　火曜日　13：00～14：30　　

回　　数　全2回　　　
受 講 料　3,000円　　

歌舞伎の見方・味わい方―入門編１―

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
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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
武蔵野大学

三鷹三菱ビル７F

医薬学・看護 0307061 医薬学・看護 0307062 医薬学・看護 0307052 医薬学・看護 0307053

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。

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。

視聴期間
8/4（水）～9/28（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

視聴期間
8/4（水）～9/28（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

脳科学入門１
―ヒトの脳の特徴を知る―

脳科学入門2
―ニューロンとシナプス―

私たちがものを見るために使う目や脳の
仕組みについて、錯覚に関する映像実
験などを通して、楽しくかつ詳しく学ん
でみませんか。

視聴期間
9/8（水）～11/30（火）
講義時間　　
30分×21回　

受講料
7,000円　

脳科学入門４
―視覚の不思議―

赤ちゃんから大人に成長するときの脳の
発育と、加齢に伴う脳の老化のプロセ
スを理解し、脳の発育を促すとともに、
衰えを防ぐにはどうすればよいのか考え
てみましょう。

視聴期間
8/25（水）～10/19（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

脳科学入門３
―脳の発達と老化―

本学教授　阿部 和穂

0307039Web
視聴期間　7/28（水）～9/21（火）
講義時間　30分×6回
受 講 料　2,000円

◆0301028対面
開 講 日　7/8・15　
　　　　　木曜日　10：00～11：30
回　　数　全2回　受 講 料　3,000円

◆0307032Web
視聴期間　7/21（水）～8/24（火）
講義時間　30分×6回
受 講 料　2,000円

0301039対面
開 講 日　8/20・27  9/3・10・17・24　
　　　　　金曜日　18：30～20：00
回　　数　全6回　受 講 料　9,000円

0307057Web
視聴期間　9/1（水）～11/16（火）
講義時間　30分×18回
受 講 料　6,000円

0301045対面 0301045Lオンライン
開 講 日　8/10（1日5コマ）　
　　　　　火曜日　8：30～17：45
回　　数　全5回　受 講 料　10,000円

0307060Web
視聴期間　8/18（水）～10/26（火）
講義時間　30分×15回
受 講 料　10,000円

0307011Web
視聴期間　5/12（水）～7/13（火）
講義時間　30分×9回
受 講 料　3,000円

0307047Web
視聴期間　8/11（水）～9/28（火）
講義時間　30分×6回
受 講 料　2,000円

★0307030Web
視聴期間　4/28（水）～9/7（火）
講義時間　30分×12回
受 講 料　4,000円

「日本仏教」を支えた祖師・先師たち

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。

日本女子大学名誉教授　永村 眞

仏教・宗教

対面 Web

◆0301024対面
開 講 日　6/26 7/10・17・24 9/18 10/2
　　　　　土曜日　10：00～11：30
回　　数　全6回　受 講 料　9,000円

◆0307028Web
視聴期間　7/7（水）～　10/26（火）
講義時間　30分×18回
受 講 料　6,000円

特別
講座

0307054

毎年のように発生する気象災害。今回は気象予報士を迎え、天気図の見方や気象災害時のおもな情報と避難の心得などのお話しを
伺います。また、防災講座（続編）として、自然災害の特徴や予知災害の回避とまだまだ足りない防災対策を見つけましょう。

本学名誉教授　矢内 秋生
本学環境研究所客員研究員・気象予報士　田口 　大

視聴期間　8/11（水）～9/28（火）
講義時間　30分×6回

無料  要申込

再配信再配信

司会

講師

高齢者の「高血圧」「糖尿病」「脂質異常」に対する忍容性をふまえたアプローチ
　埼玉医科大学医学部  総合診療内科・HAPPINESS 館クリニック　木村 琢磨
本学薬学部　中込 啓一

日時 7/10（土） 17：00～18：30
参加費

Zoomで学べる薬剤師のためのオンラインセミナー

・本セミナーは公益財団法人日本薬剤師研修センターの集合研修（時限的特例措置適用）
として申請中です。申請が受理されると、参加された方に受講シール1単位をお渡しします。

オンライン

2,000円　
詳細・申込方法 QRコードからお入りください。

0305201

令和3年度  教員免許状更新講習
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新
制が導入されています。本学において、免許更新制に対応する講習を開設いたします。

社会からのニーズの高い就労日本語教育に取り組み、多文化共生社会を実現しながら、教師
としてのキャリアアップも図りましょう。

日本語教員の資格を持ち、初級・中級・上級のすべての教授経験を
有する方、受講に必要なオンライン環境を整えることができる方

●Eラーニング：オンデマンド配信　8/2～8/31　共通
●講 義・演 習：武蔵野大学武蔵野キャンパス（対面授業３日間）

QRコードからお入りください。

※脳科学入門シリーズは、１から順にご受講ください。

講習形式
・
会場
受講料 30,000円 詳細・申込方法

おすすめ講座

卒後教育プログラム

令和３年度
文化庁委託

「ビジネス日本語研究会の知財を活用した就労者に対する
　　　　　　　　初任日本語教師のための研修普及事業」

受講資格 詳細は追って
お知らせします。

10月開講

生涯学習講座のご案内

令和３年度
（2021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。

夏 開 講

対面講座の
お申込み・お問合わせは

入会金は無料です。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。講義資料はWeb配信いたしますが、紙面資料として郵送をご希望の方は、
講座お申込み時に併わせてお申込みください。講座90分あたり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、以下の項目（①～⑥ないし⑦）を追記ください。
④ご氏名のフリガナ　⑤郵便番号・住所　⑥電話番号　⑦資料郵便希望（印刷の配布資料）

（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（講座の詳細・お申込）

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

「講座申込フォーム」より
お申込ください。

講座のお申込
「（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
講師の先生より受講生のみなさまへ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

武　蔵　野　大　学

7 月～スタート　＜講座申込フォーム＞

8月～スタート　＜講座申込フォーム＞

お申込み方法は１面をご覧ください 武蔵野大学　生涯学習講座 検索



0307049 0307050

心理

メンタルヘルスの基礎知識を
学ぶⅠ

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。

視聴期間　8/18（水）～9/28（火）
講義時間　30分×3回
受 講 料　1,000円

メンタルヘルスの基礎知識を
学ぶⅡ

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。

視聴期間　9/29（水）～11/9（火）
講義時間　30分×3回
受 講 料　1,000円

0307051 0301042
0301042L

心理

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

アサーティブネスは自分も相手も大切
にするコミュニケーションです。新し
い暮らしの中のコミュニケーションを
より良くするために、アサーティブネ
スについて学んでみませんか。

視聴期間　7/7（水）～8/31（火）
講義時間　30分×9回
受 講 料　3,000円

更に暮らしに役立つ
アサーティブトレーニング

「アサーティブネスの一歩が踏み出せない」「この人とより
アサーティブな関係になりたい！」という方も、体験型の
講座で「ご自身のアサーティブネス」を見つけてください。
※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
ニングをご受講した後、こちらをご受講ください。

開講日 8/21 ①10：00～11：30
  ②13：00～14：30
 8/28 ①10：00～11：30
　　　 土曜日
回　数 全3回　受講料 4,500円

Web視聴講座をご受講いただいた方からの感想

●Web講座は操作方法が簡単で、何処にいても好きな時間
に何度も視聴できるのでありがたいです。
●通常の対面講座やZoomでは先生の講義を聞き逃してしま
うことが結構あるのですが、Web講座では何度も繰り返し
聞き直すことができるので助かります。
●オンライン配信でも良いとは思いますが、リアルタイムな
ので回線等のトラブルで受講できなくなるのが不安です。 
その点、Web講座は安心です。

受講生アンケートより抜粋させていただきました。

再配信

ハイフレックス型講座
対面 オンライン Web

◆0301032

◆0307036Web

◆0301032Lオンライン

対面

文化

◆0301033

◆0307037Web

◆0301033Lオンライン

対面

文化

0301043

0307058Web

0301043Lオンライン

対面

環境

0301044

0307059Web

0301044Lオンライン

対面

環境

対面 Web

◆0301031

◆0307035Web

対面

医薬学・看護

0301037

0307056Web

対面

オンライン

Web Web Web

対面

能・狂言

0301036

0307055Web

対面

仏教・宗教

対面講座定員対面講座会場 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。 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。
25名 仏教・宗教 0307001 仏教・宗教 0307002 仏教・宗教 ★0307027 仏教・宗教 0307038

視聴期間

講義時間　　 受講料

文学 0307006

文学 0307040 文学 0307041 文学 ◆★0307031 文学 0307042

文学 0307043 文学 0307046 文学 0307014

文化 0307016 文化 ◆★0307034 文化 0307019

0307044 文学 0307045 0307007

『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。

視聴期間
4/7（水）～7/6（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

『歎異抄』を読む

　本学准教授　前田 壽雄

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。

仏教に学ぶ・臨床死生学
―生命観・看護と支え―

可睡斎僧堂・西堂　中野 東禅
視聴期間
4/21（水）～7/13（火）
講義時間　　
20分×26回　

受講料
5,700円　

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。

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

「親鸞聖人の教え『一念多念文意』
に学ぶ」第三期

本多 靜芳

視聴期間
4/14（水）～7/13（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

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
佾篇を読み終えます。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。

『論語』を読む　為政・八佾

元本学非常勤講師　須山 長治
視聴期間
8/25（水）～11/9（火）
講義時間　　
30分×15回　

受講料
5,000円　

元本学非常勤講師　須山 長治

嵯峨の清涼寺には我が国でもっとも由
緒があるというお釈迦さまの像が伝わっ
ています。この霊像が、インドからはる
ばる我が国にもたらされた由縁を説話
や縁起によって読み解いていきます。

視聴期間
9/22（水）～11/9（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

説話でたどる
清涼寺釈迦如来像の足跡

　大正大学非常勤講師　鈴木 治子

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。

視聴期間
5/19（水）～7/13（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

アメリカの女性文学を読む

本学非常勤講師　原田 美穂

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

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

視聴期間
4/7（水）～10/5（火）
講義時間　　
30分×36回　

受講料
12,000円　

南朝研究の最先端

　生駒 哲郎

文化 0307048

文化 0307023

昭和30～40年代の日本社会には、切手や
永谷園のお茶漬けを通じて、浮世絵が生活
の中にあふれていました。そうした浮世絵
グッズを読み解きつつ、独自の視点からの
日本文化論・日本社会論をお話しします。

視聴期間
8/11（水）～10/12（火）
講義時間　　
30分×12回　

受講料
4,000円　

切手と浮世絵

郵便学者・ノンフィクション作家　内藤 陽介

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。

視聴期間
講義時間
受 講 料　　

4/28（水）～8/17（火）
30分×45回
30,000円　　　

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法でスコアアップを狙う―

本学客員教授　村川 久子

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。

視聴期間
7/7（水）～9/14（火）
講義時間　　
30分×15回　

受講料
5,000円　

北條執権時代と関東御成敗式目

本学教授　漆原 徹

老子を最初から読み始めます。『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。我々が人生を振り
返るにもすぐれた書となります。

視聴期間
7/7（水）～8/10（火）
講義時間　　
30分×3回　

受講料
1,000円　

視聴期間
4/21（水）～8/31（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

『老子』へのいざない

元本学非常勤講師　須山 長治

『老子』を読む

元本学非常勤講師　須山 長治

『論語』と並び称される『老子』は、万
物生成の原理とか自然の摂理や根源的
な道のあり方を説きます。本講座では
『老子』の素晴らしい思想や教えをご紹
介いたします。

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。

視聴期間
7/14（水）～12/28（火）
講義時間　　
30分×18回　

受講料
6,000円　

『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

本学非常勤講師・民間企業カウンセラー　宮脇 優子望月 由紀子

書・本学教授　広瀬 舟雲
※講座番号に★印が付いているのは対面講座を収録したものです。　※講座番号に◆印が付いているのは緊急事態宣言により、開講が延期されたものです。
※映像/音声の著作権は武蔵野大学に帰属します。許可なき転載複写並びに二次的利用は禁止いたします。

民間クリニック カウンセラー
元市区町村（東京都・埼玉県）女性相談員・元看護学校心理学非常勤講師

▶強化セクション

⑴ディクテーション ⑵意味を理解 ⑶内容を記憶す
る。この3つの段階別リスニングUPを目指します。

リスニング
視聴期間  7/7（水）～8/16（火）
講義時間  30分×15回  受講料  11,500円　　

0307026
（通常講座の２倍の問題数）

視聴期間　7/7（水）～10/5（火）
講義時間　30分×18回
受 講 料　6,000円

開 講 日　7/3・10・17・24・31　8/7　
　　　　　土曜日　13：00～14：30
回　　数　全6回
受 講 料　9,000円

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

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。

視聴期間　7/7（水）～10/5（火）
講義時間　30分×18回
受 講 料　6,000円

開 講 日　7/3・10・17・24・31　8/7　
　　　　　土曜日　15：15～16：45
回　　数　全6回
受 講 料　9.000円

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

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。

視聴期間　9/15（水）～11/23（火）
講義時間　30分×15回
受 講 料　5,000円

開 講 日　8/24・31  9/7・14・21　
　　　　　火曜日　10：00～11：30
回　　数　全５回
受 講 料　7,500円

風と旅する地中海

本学名誉教授　矢内 秋生

地中海の気候、歴史、民族を海から概観し、それ
を実感してもらうため、ヨットの若い女性船長の航
海日誌、「冒険譚」を紹介。併せて海洋環境の変化
と気候変動も紹介します。

視聴期間　9/22（水）～11/2（火）
講義時間　30分×3回
受 講 料　1,000円

開 講 日　9/10　
　　　　　金曜日　15：00～16：30
回　　数　全1回
受 講 料　1,500円

カーボンニュートラル実現の
鍵握る水素エネルギー
本学客員教授・環境エコノミスト　西脇 文男

世界で水素エネルギーへの取り組みが急加速してい
ます。今なぜ「水素」なのか？　世界の最新動向、
日本の取り組み状況、将来展望等水素エネルギー
の全体像をわかりやすく解説します。

視聴期間　7/7（水）～8/3（火）
講義時間　30分×3回　　受 講 料　1,000円

開講日　6/26 　　
　　　　土曜日　13：00～14：30　

回　数　全1回
受講料　1,500円　

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―

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形式で分かりやすくお話します。

視聴期間　9/15（水）～10/26（火）
講義時間　30分×3回　　受 講 料　2,000円

開講日　9/3 　　
　　　　金曜日　15：00～16：30　

回　数　全1回
受講料　3,000円　

〈山姥〉の魅力を探る―能と日本舞踊の視点から―
本学教授・本学能楽資料センター長　三浦 裕子

本学客員教授　大室 弘美

日本舞踊家　西川 祐子

世阿弥が作った能の傑作〈山姥〉は後代の芸能に多大な影
響を与えました。ゲストに日本舞踊家の西川祐子先生をお招
きし、能と日本舞踊が描く〈山姥〉について深く考えます。

視聴期間　9/8（水）～11/16（火）
講義時間　30分×15回　　受 講 料　5,000円

開講日　8/19・26  9/2・9・16　　
　　　　木曜日　10：00～11：30　

回　数　全５回
受講料　7,500円　

禅入門　唐代の禅僧たち
元本学非常勤講師　須山 長治

日常の中で気づいた悟りの姿を、唐代の禅僧、龍潭・韶山・俱胝・
洞山・漸源の五人の伝記を通して読み味わってみようと思います。

平安初期に仏教とは別に御霊信仰が成
立しました。“祟り”への怖れからです。
京都に始まり現代までに信仰され、ま
た人々の心を束縛している現実から、考
えるきっかけとしましょう。

視聴期間
4/21（水）～11/9（火）
講義時間　　
30分×20回　

受講料
6,500円　

視聴期間
8/4（水）～9/21（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

御霊信仰（ごりょうしんこう）とは

福泉寺住職・本願寺派布教使　小笠原 博慧

今回は里仁篇の最初から最後の26章ま
で読み終えます。全26章中　長めの内
容が二章、あとは短い章ですが、含蓄
のあるものばかりです。

『論語』を読む　里仁第四

皇室を中心とした系譜ならびに物語をま
とめた『古事記』を頭から終りまで、時
に民俗学的な知見を加えつつ、じっくり
読んでいきます。【必携テキスト】『古事
記』ワイド版  岩波文庫 1,540円

六条御息所は高貴な身分の、光源氏の
恋人です。生霊となって葵上をとり殺し
ただけでなく、死後も怨霊として祟り続
ける「年上の女」の生涯を、物語の中に
たどります。

『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。

視聴期間
8/4（水）～10/12（火）
講義時間　　
30分×15回　

受講料
5,000円　

視聴期間
9/29（水）～11/16（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
7/14（水）～11/2（火）
講義時間　　
30分×12回　

受講料
4,000円　

『古事記』を読む

　本学非常勤講師　伊藤 高雄

『源氏物語』の女性たち
―六条御息所の場合―

　本学非常勤講師　稲垣 智花

『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

出会いと別れの詩を読みます。人の関
わりの原点です。別れを詠じつつ出会い
の印象深さを味わいます。前漢、唐代、
宋、明、清の詩から、人の心の色模様
をみてみましょう。

「英語圏のシンデレラ物語」（3作品）
「戦火の馬」など、英国の児童文学の名
作の一部を原文で鑑賞しながら、その
主題や背景について可能な限りいろいろ
な角度からお話しします。

視聴期間
7/21（水）～9/21（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
7/28（水）～10/19（火）
講義時間　　
30分×18回　

受講料
6,000円　

漢詩を読む
―出会いと別れ―

　元國學院大學講師　小笠原 博慧

英国の児童文学を読む４

明治学院大学教授　安藤 聡

たた

武　蔵　野　大　学生涯学習講座のご案内



0307049 0307050

心理

メンタルヘルスの基礎知識を
学ぶⅠ

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。

視聴期間　8/18（水）～9/28（火）
講義時間　30分×3回
受 講 料　1,000円

メンタルヘルスの基礎知識を
学ぶⅡ

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。

視聴期間　9/29（水）～11/9（火）
講義時間　30分×3回
受 講 料　1,000円

0307051 0301042
0301042L

心理

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

アサーティブネスは自分も相手も大切
にするコミュニケーションです。新し
い暮らしの中のコミュニケーションを
より良くするために、アサーティブネ
スについて学んでみませんか。

視聴期間　7/7（水）～8/31（火）
講義時間　30分×9回
受 講 料　3,000円

更に暮らしに役立つ
アサーティブトレーニング

「アサーティブネスの一歩が踏み出せない」「この人とより
アサーティブな関係になりたい！」という方も、体験型の
講座で「ご自身のアサーティブネス」を見つけてください。
※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
ニングをご受講した後、こちらをご受講ください。

開講日 8/21 ①10：00～11：30
  ②13：00～14：30
 8/28 ①10：00～11：30
　　　 土曜日
回　数 全3回　受講料 4,500円

Web視聴講座をご受講いただいた方からの感想

●Web講座は操作方法が簡単で、何処にいても好きな時間
に何度も視聴できるのでありがたいです。
●通常の対面講座やZoomでは先生の講義を聞き逃してしま
うことが結構あるのですが、Web講座では何度も繰り返し
聞き直すことができるので助かります。
●オンライン配信でも良いとは思いますが、リアルタイムな
ので回線等のトラブルで受講できなくなるのが不安です。 
その点、Web講座は安心です。

受講生アンケートより抜粋させていただきました。

再配信

ハイフレックス型講座
対面 オンライン Web

◆0301032

◆0307036Web

◆0301032Lオンライン

対面

文化

◆0301033

◆0307037Web

◆0301033Lオンライン

対面

文化

0301043

0307058Web

0301043Lオンライン

対面

環境

0301044

0307059Web

0301044Lオンライン

対面

環境

対面 Web

◆0301031

◆0307035Web

対面

医薬学・看護

0301037

0307056Web

対面

オンライン

Web Web Web

対面

能・狂言

0301036

0307055Web

対面

仏教・宗教

対面講座定員対面講座会場 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。 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。
25名 仏教・宗教 0307001 仏教・宗教 0307002 仏教・宗教 ★0307027 仏教・宗教 0307038

視聴期間

講義時間　　 受講料

文学 0307006

文学 0307040 文学 0307041 文学 ◆★0307031 文学 0307042

文学 0307043 文学 0307046 文学 0307014

文化 0307016 文化 ◆★0307034 文化 0307019

0307044 文学 0307045 0307007

『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。

視聴期間
4/7（水）～7/6（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

『歎異抄』を読む

　本学准教授　前田 壽雄

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。

仏教に学ぶ・臨床死生学
―生命観・看護と支え―

可睡斎僧堂・西堂　中野 東禅
視聴期間
4/21（水）～7/13（火）
講義時間　　
20分×26回　

受講料
5,700円　

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。

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

「親鸞聖人の教え『一念多念文意』
に学ぶ」第三期

本多 靜芳

視聴期間
4/14（水）～7/13（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

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
佾篇を読み終えます。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。

『論語』を読む　為政・八佾

元本学非常勤講師　須山 長治
視聴期間
8/25（水）～11/9（火）
講義時間　　
30分×15回　

受講料
5,000円　

元本学非常勤講師　須山 長治

嵯峨の清涼寺には我が国でもっとも由
緒があるというお釈迦さまの像が伝わっ
ています。この霊像が、インドからはる
ばる我が国にもたらされた由縁を説話
や縁起によって読み解いていきます。

視聴期間
9/22（水）～11/9（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

説話でたどる
清涼寺釈迦如来像の足跡

　大正大学非常勤講師　鈴木 治子

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。

視聴期間
5/19（水）～7/13（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

アメリカの女性文学を読む

本学非常勤講師　原田 美穂

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

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

視聴期間
4/7（水）～10/5（火）
講義時間　　
30分×36回　

受講料
12,000円　

南朝研究の最先端

　生駒 哲郎

文化 0307048

文化 0307023

昭和30～40年代の日本社会には、切手や
永谷園のお茶漬けを通じて、浮世絵が生活
の中にあふれていました。そうした浮世絵
グッズを読み解きつつ、独自の視点からの
日本文化論・日本社会論をお話しします。

視聴期間
8/11（水）～10/12（火）
講義時間　　
30分×12回　

受講料
4,000円　

切手と浮世絵

郵便学者・ノンフィクション作家　内藤 陽介

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。

視聴期間
講義時間
受 講 料　　

4/28（水）～8/17（火）
30分×45回
30,000円　　　

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法でスコアアップを狙う―

本学客員教授　村川 久子

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。

視聴期間
7/7（水）～9/14（火）
講義時間　　
30分×15回　

受講料
5,000円　

北條執権時代と関東御成敗式目

本学教授　漆原 徹

老子を最初から読み始めます。『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。我々が人生を振り
返るにもすぐれた書となります。

視聴期間
7/7（水）～8/10（火）
講義時間　　
30分×3回　

受講料
1,000円　

視聴期間
4/21（水）～8/31（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

『老子』へのいざない

元本学非常勤講師　須山 長治

『老子』を読む

元本学非常勤講師　須山 長治

『論語』と並び称される『老子』は、万
物生成の原理とか自然の摂理や根源的
な道のあり方を説きます。本講座では
『老子』の素晴らしい思想や教えをご紹
介いたします。

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。

視聴期間
7/14（水）～12/28（火）
講義時間　　
30分×18回　

受講料
6,000円　

『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

本学非常勤講師・民間企業カウンセラー　宮脇 優子望月 由紀子

書・本学教授　広瀬 舟雲
※講座番号に★印が付いているのは対面講座を収録したものです。　※講座番号に◆印が付いているのは緊急事態宣言により、開講が延期されたものです。
※映像/音声の著作権は武蔵野大学に帰属します。許可なき転載複写並びに二次的利用は禁止いたします。

民間クリニック カウンセラー
元市区町村（東京都・埼玉県）女性相談員・元看護学校心理学非常勤講師

▶強化セクション

⑴ディクテーション ⑵意味を理解 ⑶内容を記憶す
る。この3つの段階別リスニングUPを目指します。

リスニング
視聴期間  7/7（水）～8/16（火）
講義時間  30分×15回  受講料  11,500円　　

0307026
（通常講座の２倍の問題数）

視聴期間　7/7（水）～10/5（火）
講義時間　30分×18回
受 講 料　6,000円

開 講 日　7/3・10・17・24・31　8/7　
　　　　　土曜日　13：00～14：30
回　　数　全6回
受 講 料　9,000円

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

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。

視聴期間　7/7（水）～10/5（火）
講義時間　30分×18回
受 講 料　6,000円

開 講 日　7/3・10・17・24・31　8/7　
　　　　　土曜日　15：15～16：45
回　　数　全6回
受 講 料　9.000円

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

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。

視聴期間　9/15（水）～11/23（火）
講義時間　30分×15回
受 講 料　5,000円

開 講 日　8/24・31  9/7・14・21　
　　　　　火曜日　10：00～11：30
回　　数　全５回
受 講 料　7,500円

風と旅する地中海

本学名誉教授　矢内 秋生

地中海の気候、歴史、民族を海から概観し、それ
を実感してもらうため、ヨットの若い女性船長の航
海日誌、「冒険譚」を紹介。併せて海洋環境の変化
と気候変動も紹介します。

視聴期間　9/22（水）～11/2（火）
講義時間　30分×3回
受 講 料　1,000円

開 講 日　9/10　
　　　　　金曜日　15：00～16：30
回　　数　全1回
受 講 料　1,500円

カーボンニュートラル実現の
鍵握る水素エネルギー
本学客員教授・環境エコノミスト　西脇 文男

世界で水素エネルギーへの取り組みが急加速してい
ます。今なぜ「水素」なのか？　世界の最新動向、
日本の取り組み状況、将来展望等水素エネルギー
の全体像をわかりやすく解説します。

視聴期間　7/7（水）～8/3（火）
講義時間　30分×3回　　受 講 料　1,000円

開講日　6/26 　　
　　　　土曜日　13：00～14：30　

回　数　全1回
受講料　1,500円　

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―

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形式で分かりやすくお話します。

視聴期間　9/15（水）～10/26（火）
講義時間　30分×3回　　受 講 料　2,000円

開講日　9/3 　　
　　　　金曜日　15：00～16：30　

回　数　全1回
受講料　3,000円　

〈山姥〉の魅力を探る―能と日本舞踊の視点から―
本学教授・本学能楽資料センター長　三浦 裕子

本学客員教授　大室 弘美

日本舞踊家　西川 祐子

世阿弥が作った能の傑作〈山姥〉は後代の芸能に多大な影
響を与えました。ゲストに日本舞踊家の西川祐子先生をお招
きし、能と日本舞踊が描く〈山姥〉について深く考えます。

視聴期間　9/8（水）～11/16（火）
講義時間　30分×15回　　受 講 料　5,000円

開講日　8/19・26  9/2・9・16　　
　　　　木曜日　10：00～11：30　

回　数　全５回
受講料　7,500円　

禅入門　唐代の禅僧たち
元本学非常勤講師　須山 長治

日常の中で気づいた悟りの姿を、唐代の禅僧、龍潭・韶山・俱胝・
洞山・漸源の五人の伝記を通して読み味わってみようと思います。

平安初期に仏教とは別に御霊信仰が成
立しました。“祟り”への怖れからです。
京都に始まり現代までに信仰され、ま
た人々の心を束縛している現実から、考
えるきっかけとしましょう。

視聴期間
4/21（水）～11/9（火）
講義時間　　
30分×20回　

受講料
6,500円　

視聴期間
8/4（水）～9/21（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

御霊信仰（ごりょうしんこう）とは

福泉寺住職・本願寺派布教使　小笠原 博慧

今回は里仁篇の最初から最後の26章ま
で読み終えます。全26章中　長めの内
容が二章、あとは短い章ですが、含蓄
のあるものばかりです。

『論語』を読む　里仁第四

皇室を中心とした系譜ならびに物語をま
とめた『古事記』を頭から終りまで、時
に民俗学的な知見を加えつつ、じっくり
読んでいきます。【必携テキスト】『古事
記』ワイド版  岩波文庫 1,540円

六条御息所は高貴な身分の、光源氏の
恋人です。生霊となって葵上をとり殺し
ただけでなく、死後も怨霊として祟り続
ける「年上の女」の生涯を、物語の中に
たどります。

『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。

視聴期間
8/4（水）～10/12（火）
講義時間　　
30分×15回　

受講料
5,000円　

視聴期間
9/29（水）～11/16（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
7/14（水）～11/2（火）
講義時間　　
30分×12回　

受講料
4,000円　

『古事記』を読む

　本学非常勤講師　伊藤 高雄

『源氏物語』の女性たち
―六条御息所の場合―

　本学非常勤講師　稲垣 智花

『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

出会いと別れの詩を読みます。人の関
わりの原点です。別れを詠じつつ出会い
の印象深さを味わいます。前漢、唐代、
宋、明、清の詩から、人の心の色模様
をみてみましょう。

「英語圏のシンデレラ物語」（3作品）
「戦火の馬」など、英国の児童文学の名
作の一部を原文で鑑賞しながら、その
主題や背景について可能な限りいろいろ
な角度からお話しします。

視聴期間
7/21（水）～9/21（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

視聴期間
7/28（水）～10/19（火）
講義時間　　
30分×18回　

受講料
6,000円　

漢詩を読む
―出会いと別れ―

　元國學院大學講師　小笠原 博慧

英国の児童文学を読む４

明治学院大学教授　安藤 聡

たた

武　蔵　野　大　学生涯学習講座のご案内



対面講座 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。

対面 オンライン Web対面 Web

Web視聴講座 脳科学入門シリーズ

まだまだ足りない防災の知恵、気象災害から身を守るために
―気象予報士に聞く―

防災 ～あの日を忘れない～

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

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

ぶっせつじぞうぼさつほんがんきょうじきだんしょう

専門職のための研修会・講習会

とうじひゃくごうもんじょ

会場 三鷹サテライト教室
7階大教室

定員 25名

夏の能「鵜飼」と「草子洗小町」を読み味わう

鵜使いのわざを見せる「鵜飼」と、王朝絵巻さ
ながらの「草子洗小町」。ともに夏の風物を背
景に聴きどころ･見どころ満載の、しかし筋も趣
もまったく対照的な能二曲を、読み味わいます。

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶
平安時代の天皇と英雄の出現

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。

本学名誉教授・作家・日本文藝家協会副理事長　三田 誠広
名作童話を読み直す未明・賢治・南吉

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。

宮川 健郎
徳川慶喜と渋沢栄一 ―終生の主従関係―

今年のNHK大河ドラマ「青天を衝け」の主人
公渋沢栄一と徳川慶喜。2人は身分家柄が対
照的ですが、ともに挫折を体験して結びつき、
幕末維新の波濤に挑んでいきます。

本学政治経済研究所客員研究員・歴史作家　桐野 作人

太宰治と「文学少女」

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。

本学教授　藤本 恵
はじめての古文書学（「東寺百合文書」を読む）

古文書を様式論、形式論から学んでいきます。
くずし字を読むだけでなく、中世の慣用句な
どを理解し、体系的に古文書を読んでいく講
座です。

生駒 哲郎
TOEIC夏季集中講座

TOEIC試験の直前の対策講義としてスコア
アップのための出題傾向と攻略法を含み、そ
れぞれのセクションで最も重要な項目をピッ
クアップし高得点につながる講義です。

本学客員教授　村川 久子

能・狂言能・狂言 ◆0301004 歌舞伎 ◆0301006

能・狂言 ◆0301005 ◆0301007

開 講 日　8/3・4
　　　　　火・水曜日　15：00～16：30

回　　数　全2回　　　
受 講 料　3,000円　　　

政治経済 0301041
アメリカ内政外交の変化―トランプからバイデン―

「同盟関係の重視」を掲げるバイデン大統領が実際に展開する内政・外交政策につい
て考え、併せてバイデン政権の将来、今後の日米関係、米中関係などを議論したい
と思います。

筑波学院大学名誉教授・元本学教授　浅川 公紀

開 講 日　7/20  8/3・31 9/14
　　　　　火曜日　13：00～14：30　　

回　　数　全4回　　　
受 講 料　6,000円　　　

能の見方・味わい方―世阿弥の能を読み味わう―

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　8/23・30　9/6
　　　　　月曜日　15：00～16：30　　

回　　数　全3回　　　　
受 講 料　4,500円　　　

『仏説地蔵菩薩本願経直談抄』を読む

本講座は、世間であまり知られていないお地蔵さんの説話集『仏説地蔵菩薩本願経直
談抄』を題材に日本における仏教信仰を考えます。特に近世の地蔵信仰を考えます。

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

開 講 日　9/13・27
　　　　　月曜日　15：00～16：30　　

回　　数　全2回　　　　
受 講 料　3,000円　　　

仏像を見る考える

仏像を美術史的な視点だけではなく、信仰の対象としても考える講座です。仏像に対
する人々の受容の歴史を仏像そのものの形、文献史料などから考察します。

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

開 講 日　6/22・29
　　　　　火曜日　13：00～14：30　　

回　　数　全2回
受 講 料　3,000円　　　

能の見方・味わい方―入門編１―

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

歌舞伎

開 講 日　6/28  7/5・12
　　　　　月曜日　15：00～16：45

回　　数　全3回　　　
受 講 料　4,500円

◆0301017
畜生・餓鬼・地獄の三悪道の世界を考える

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　7/27  8/24  9/7・21
　　　　　火曜日　13：00～14：30　

回　　数　全4回　　　
受 講 料　6,000円　

歌舞伎の見方・味わい方―通し狂言『仮名手本忠臣蔵』前編―

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
道行までを味わいます。 （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　7/6・13
　　　　　火曜日　13：00～14：30　　

回　　数　全2回　　　
受 講 料　3,000円　　

歌舞伎の見方・味わい方―入門編１―

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

文化 0301038

文化 0301040

文化

Web

Web

文化

Web
文学

Web
文化

Web

文学

対面 Web
文化 語学

〒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
武蔵野大学

三鷹三菱ビル７F

医薬学・看護 0307061 医薬学・看護 0307062 医薬学・看護 0307052 医薬学・看護 0307053

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。

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。

視聴期間
8/4（水）～9/28（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

視聴期間
8/4（水）～9/28（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

脳科学入門１
―ヒトの脳の特徴を知る―

脳科学入門2
―ニューロンとシナプス―

私たちがものを見るために使う目や脳の
仕組みについて、錯覚に関する映像実
験などを通して、楽しくかつ詳しく学ん
でみませんか。

視聴期間
9/8（水）～11/30（火）
講義時間　　
30分×21回　

受講料
7,000円　

脳科学入門４
―視覚の不思議―

赤ちゃんから大人に成長するときの脳の
発育と、加齢に伴う脳の老化のプロセ
スを理解し、脳の発育を促すとともに、
衰えを防ぐにはどうすればよいのか考え
てみましょう。

視聴期間
8/25（水）～10/19（火）
講義時間　　
30分×9回　

受講料
3,000円　

脳科学入門３
―脳の発達と老化―

本学教授　阿部 和穂

0307039Web
視聴期間　7/28（水）～9/21（火）
講義時間　30分×6回
受 講 料　2,000円

◆0301028対面
開 講 日　7/8・15　
　　　　　木曜日　10：00～11：30
回　　数　全2回　受 講 料　3,000円

◆0307032Web
視聴期間　7/21（水）～8/24（火）
講義時間　30分×6回
受 講 料　2,000円

0301039対面
開 講 日　8/20・27  9/3・10・17・24　
　　　　　金曜日　18：30～20：00
回　　数　全6回　受 講 料　9,000円

0307057Web
視聴期間　9/1（水）～11/16（火）
講義時間　30分×18回
受 講 料　6,000円

0301045対面 0301045Lオンライン
開 講 日　8/10（1日5コマ）　
　　　　　火曜日　8：30～17：45
回　　数　全5回　受 講 料　10,000円

0307060Web
視聴期間　8/18（水）～10/26（火）
講義時間　30分×15回
受 講 料　10,000円

0307011Web
視聴期間　5/12（水）～7/13（火）
講義時間　30分×9回
受 講 料　3,000円

0307047Web
視聴期間　8/11（水）～9/28（火）
講義時間　30分×6回
受 講 料　2,000円

★0307030Web
視聴期間　4/28（水）～9/7（火）
講義時間　30分×12回
受 講 料　4,000円

「日本仏教」を支えた祖師・先師たち

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。

日本女子大学名誉教授　永村 眞

仏教・宗教

対面 Web

◆0301024対面
開 講 日　6/26 7/10・17・24 9/18 10/2
　　　　　土曜日　10：00～11：30
回　　数　全6回　受 講 料　9,000円

◆0307028Web
視聴期間　7/7（水）～　10/26（火）
講義時間　30分×18回
受 講 料　6,000円

特別
講座

0307054

毎年のように発生する気象災害。今回は気象予報士を迎え、天気図の見方や気象災害時のおもな情報と避難の心得などのお話しを
伺います。また、防災講座（続編）として、自然災害の特徴や予知災害の回避とまだまだ足りない防災対策を見つけましょう。

本学名誉教授　矢内 秋生
本学環境研究所客員研究員・気象予報士　田口 　大

視聴期間　8/11（水）～9/28（火）
講義時間　30分×6回

無料  要申込

再配信再配信

司会

講師

高齢者の「高血圧」「糖尿病」「脂質異常」に対する忍容性をふまえたアプローチ
　埼玉医科大学医学部  総合診療内科・HAPPINESS 館クリニック　木村 琢磨
本学薬学部　中込 啓一

日時 7/10（土） 17：00～18：30
参加費

Zoomで学べる薬剤師のためのオンラインセミナー

・本セミナーは公益財団法人日本薬剤師研修センターの集合研修（時限的特例措置適用）
として申請中です。申請が受理されると、参加された方に受講シール1単位をお渡しします。

オンライン

2,000円　
詳細・申込方法 QRコードからお入りください。

0305201

令和3年度  教員免許状更新講習
平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新
制が導入されています。本学において、免許更新制に対応する講習を開設いたします。

社会からのニーズの高い就労日本語教育に取り組み、多文化共生社会を実現しながら、教師
としてのキャリアアップも図りましょう。

日本語教員の資格を持ち、初級・中級・上級のすべての教授経験を
有する方、受講に必要なオンライン環境を整えることができる方

●Eラーニング：オンデマンド配信　8/2～8/31　共通
●講 義・演 習：武蔵野大学武蔵野キャンパス（対面授業３日間）

QRコードからお入りください。

※脳科学入門シリーズは、１から順にご受講ください。

講習形式
・
会場
受講料 30,000円 詳細・申込方法

おすすめ講座

卒後教育プログラム

令和３年度
文化庁委託

「ビジネス日本語研究会の知財を活用した就労者に対する
　　　　　　　　初任日本語教師のための研修普及事業」

受講資格 詳細は追って
お知らせします。

10月開講

生涯学習講座のご案内

令和３年度
（2021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。

夏 開 講

対面講座の
お申込み・お問合わせは

入会金は無料です。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。講義資料はWeb配信いたしますが、紙面資料として郵送をご希望の方は、
講座お申込み時に併わせてお申込みください。講座90分あたり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、以下の項目（①～⑥ないし⑦）を追記ください。
④ご氏名のフリガナ　⑤郵便番号・住所　⑥電話番号　⑦資料郵便希望（印刷の配布資料）

（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（講座の詳細・お申込）

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

「講座申込フォーム」より
お申込ください。

講座のお申込
「（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
講師の先生より受講生のみなさまへ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

武　蔵　野　大　学

7 月～スタート　＜講座申込フォーム＞

8月～スタート　＜講座申込フォーム＞

お申込み方法は１面をご覧ください 武蔵野大学　生涯学習講座 検索


