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親鸞は自身の信仰のあり方をどのように語っているので
しょうか。悪人正機とはどのような教えなのでしょうか。
これらより浄土真宗の救いについて学んでいきます。本
講座はつづきとなりますが、今回から受講していただい
ても理解できる内容です。

『歎異抄』を読む（2）

　本学准教授　前田 壽雄

能の「俊寛」と歌舞伎の「俊寛」は、ともに鬼界ヶ島に
流された三人のうち、康頼・成経が許されて俊寛だけ
島に取り残される悲劇ですが、『平家物語』に基づく能
と、登場人物やストーリーを大幅に書き加えた歌舞伎
と、その違い、テーマの設定を読み味わいます。

視聴期間　12/1（水）～1/18（火）
講義時間　30分×6回　 受講料　2,000円　

能「俊寛」と歌舞伎「俊寛」の比較鑑賞

　本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田　昶

皇室を中心とした系譜ならびに物語をまとめた『古事記』
の、天の石屋戸神話から、出雲神話へ入っていきます。語
釈の過程で、民俗学の成果をとりくみつつ古代の息吹きに
できるだけ近づけます。【再配信】0307040Sの続きです。
【必携テキスト】『古事記』 ワイド版 岩波文庫 1,540円

『古事記』を読む（2）
―天の石屋戸神話から―

本学非常勤講師　伊藤 高雄

頼朝と政子による鎌倉幕府開設から承久の乱によって武
家政権が朝廷を凌駕するまでの過程と、頼家、実朝の
悲劇を語り、政治ドラマと人間ドラマを楽しんでいただ
きます。

視聴期間　12/22（水）～2/22（火）
講義時間　30分×12回　 受講料　4,000円　

鎌倉幕府と尼将軍

　本学名誉教授・芥川賞受賞作家　三田 誠広

13世紀後半の二度にわたる蒙古襲来は、その後の鎌倉幕府に大き
な影響を与えたといわれます。蒙古襲来の従来のイメージと評価
が、近年の研究成果によって変わってきました。本講座では蒙古
襲来の虚実についてご紹介して、その後の幕府の滅亡に到る情勢
についてお話したいと思います。【再配信】0307016の続きです。

視聴期間　12/22（水）～2/15（火）
講義時間　30分×6回　 受講料　2,000円　

蒙古襲来と鎌倉幕府の滅亡

　本学教授　漆原　徹

今、東アジアの歴史が、大きく変わろうとしています。そんな激動の時代
だからこそ、じっくり落ち着いて、日本の近現代史（明治維新以降～）を
学んでみませんか。独自の視点と資料（主に切手）から、歴史考察してみた
いと思います。社会人の方、学生の方、詳しい方、初心の方、歓迎します。
【必携テキスト】『新もう一度読む山川日本史』山川出版社 1,760円

視聴期間　12/1（水）～2/8（火）
講義時間　30分×15回　 受講料　5,000円　

日本の歴史を学びなおす〈近現代編〉その１
“黒船来航”

　郵便学者・作家（日本文藝家協会会員）　内藤 陽介

困難なコロナの時代に「哲学すること」を！
アルベール・カミュの “哲学小説”『ペスト』を深読みし
ながら、生と死という、人間の存在論の地平を探って
いきましょう。

視聴期間　11/24（水）～1/18（火）
講義時間　30分×6回　 受講料　2,000円　

コロナの時代に“哲学”を
―A. カミュ『ペスト』を読む―

本学名誉教授　久富　健

国連発SDGs(持続可能な開発目標)達成を目指して、
世界193か国と共に市民レベルで住民一人一人が自分事
として社会課題を解決する取り組みを一緒に考えて実践
しましょう。

視聴期間　11/17（水）～1/11（火）
講義時間　30分×3回　 受講料　1,000円　

SDGs大国ニッポンになろう！

土井 隆司

視聴期間　12/15（水）～3/8（火）
講義時間　30分×21回　 受講料　7,000円　

視聴期間　12/15（水）～2/22（火）
講義時間　30分×15回　 受講料　5,000円　

本学しあわせ研究所客員研究員
Doi Office of SDGs Award代表

特別講座

視聴期間
1/26（水）
　   ～3/29（火）　　　　

講義時間
30分×15回　　　　

受 講 料
5,000円

データサイエンスが21世紀を拓くエンジンなのか、何故、今、データサイエンスなのか、
など、社会に与えるインパクトについて最前線のトピックスを変え、教養としてのデータ
サイエンスをオムニバス形式で紹介します。

何故、今、データサイエンスなのか？１
シンギュラリティインパクトとは？2
データサイエンスと幸福3
ビジネスイノベーション最前線

　本学教授・MUSICセンター長　上林 憲行
本学准教授　中西 崇文

　本学助教　岡田 龍太郎
　本学准教授　福原 義久4

大学生が考える未来シナリオ 　本学教授・MUSICセンター長　上林 憲行5

21世紀を拓く教養としてのデータサイエンス 0307101

令和３年度

W e b

お申込み方法は４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
生涯学習講座
のご案内

学ぶ楽しみ。 広がる世界で豊かな人生を。
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。
ご自宅にいながら視聴可能なWebによるオンデマンド講座です。
ご都合の良い時間に何度でも繰り返しご視聴いただけます。

秋冬開講



仏教・宗教 0307073 仏教・宗教 0307074 仏教・宗教 0307075 文学 0307084

能・狂言 0307076 能・狂言 0307078 文学 0307080 文学 0307081

文学 0307082 文学 0307083 文学 0307085 文学 0307086

医薬学・看護 0307061S 医薬学・看護 0307062S 医薬学・看護 0307052S

医薬学・看護 0307053S 医薬学・看護 0307098 医薬学・看護 0307099

脳科学入門シリーズ 本学教授　阿部 和穂

『一念多念文意』は、親鸞聖人の和語の
書物です。念仏は、沢山称えることが
大切か、それとも一回でよいのか、とい
う疑問に親鸞さまが答えたものです。

視聴期間
12/8（水）～2/15（火）
講義時間　　
30分×20回　

受講料
6,500円　

「親鸞聖人の教え『一念多念文意』
に学ぶ」第四期

本多 靜芳

仏教は、如何に生きるかの指針を示す
ことで存在意義があります。“異端視”さ
れつつ本来の価値を見出してきた典型と
して、真宗の変遷から仏教の視点の大
切さを探ります。

視聴期間
12/15（水）～2/8（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

仏教の視点
―異端視されたものから―

　小笠原 博慧

日本史の教科書にも登場しない、現在
私たちがあまり注目しない名僧にスポッ
トをあて、日本中世史における彼らの
行った宗教活動を再検討します。

視聴期間
12/8（水）～3/8（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

知られざる名僧
―時代に埋もれた名僧を考える―

生駒 哲郎

論語を最初から読み進めています。今
回は公冶長篇の最初から最後の28章ま
で読み終えます。この篇には、多くの弟
子の名前があがり、多くの先人のことが
語られます。

視聴期間
12/1（水）～2/15（火）
講義時間　　
30分×18回　

受講料
6,000円　

『論語』を読む　公冶長第五

元本学非常勤講師　須山 長治

源平の戦乱を背景に入水して果てた平清経とその
死を恨み悲しむ妻の姿を表した「清経」。王朝の
歌物語を世界に、在原業平とその妻の永遠の愛を
謳い上げた「井筒」。二つながら夫婦の愛のかたち
を描いた世阿弥の名曲２編を読み味わいます。

視聴期間
11/17（水）～1/11（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

世阿弥の名作「清経」と「井筒」を
読み味わう

羽田　昶

「太陽」をテーマに能〈絵馬〉と狂言〈伊文
字〉の自然観を考えます。喜多流能楽師の大
村定先生に〈絵馬〉のお話と実演をしていた
だきます。〈伊文字〉は講読を通じて演出を
確認します。〈絵馬〉関連講座：0307079

視聴期間
11/24（水）～1/18（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
3,000円　

能と狂言と自然
―能〈絵馬〉と狂言〈伊文字〉に見る太陽の描き方―
　本学能楽資料センター長・本学教授　三浦 裕子

シテ方喜多流能楽師　大村 　定

平安女流日記の代表作、「蜻蛉日記」「和
泉式部日記」「更級日記」の主要場面を
くずし字にも触れながら、読み解いてい
きます。【必携テキスト】『王朝日記選』
和泉書院 1,650円

視聴期間
12/8（水）～3/8（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

平安女流文学日記の世界（前半）

　國學院大學兼任講師　津島 知明

『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。最新の研究成
果をふまえながら、今回は象潟の雨か
ら読みます。

視聴期間
12/22（水）～3/15（火）
講義時間　　
30分×18回　

受講料
6,000円　

『奥の細道』の主な章段を
読んでみよう（その５）

　本学非常勤講師　永田 英理

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「鳶の羽も」を読
んでみませんか。

視聴期間
12/22（水）～3/8（火）
講義時間　　
30分×12回　

受講料
4,000円　

芭蕉の連句を味わう
―芭蕉の連句「鳶の羽も」の巻の鑑賞（その３）―

　本学非常勤講師　永田 英理

数多い絵本のなかから『からす たろう』
（八島太郎作、コルデコット・オナー賞）
の磯辺先生、『ねこのごんごん』（大道あや
作）の先輩猫「ちょん」をとりあげ、作者た
ちの生き様にもふれながら解説をします。

視聴期間
11/24（水）～1/11（火）
講義時間　　
30分×3回　

受講料
1,000円　

すてきなおとなが登場する絵本

元本学非常勤講師　永田 桂子

漢詩の永遠のテーマである愛をうたう詩
は、時代を問いません。さまざまな愛や
それにまつわる意外性や初めての詩や詩
人なども含めて、愛のかたちのさまざま
を味わいましょう。

視聴期間
11/24（水）～1/11（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

愛の詩―さまざま―（1）

元國學院大學講師　小笠原 博慧

ルネサンス時代のシェイクスピアから20
世紀のT・S・エリオット、ディラン・ト
マスまで、英国の各時代の名詩を歴史
的・文化的背景にも目を配りつつ原文で
鑑賞します。

視聴期間
11/24（水）～2/8（火）
講義時間　　
30分×18回　

受講料
6,000円　

英国の名詩を読む

　明治学院大学教授　安藤　聡

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。

視聴期間　11/17（水）～1/11（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―

再配信

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　11/17（水）～1/11（火）
講義時間　30分×9回　 受講料　3,000円　

脳科学入門 2
―ニューロンとシナプス―

再配信

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　11/17（水）～1/11（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―

再配信

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　11/17（水）～2/8（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―

再配信

最新の脳科学研究を紹介しながら私たちの脳に備
わった記憶のしくみを詳細解説するとともに、物忘
れの原因や対策など実生活に役立つ情報も提供しま
す。

視聴期間　11/17（水）～1/18（火）
講義時間　30分×12回　 受講料　4,000円　

脳科学入門 ５
―記憶のしくみ―

「認知症」とは何か、それぞれの症状にどのように対
応すればよいのか、原因となる病気の種類など、認
知症に関して知っておくべき基礎を分かりやすくかつ
詳細に解説します。

視聴期間　11/24（水）～1/18（火）
講義時間　30分×9回　 受講料　3,000円　

脳科学入門 ６
―認知症―

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

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講師

浄土真宗福泉寺住職
本願寺派布教使

元本学能楽資料センター長
本学客員教授

うた

講師より
お願い 「脳科学入門１」より順にご視聴ください。

※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。
※講座名・講座内容・視聴期間・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。
※年内は12/17（金）まで、年始は1/11（火）からの受付となります。

生涯学習講座のご案内



仏教・宗教 ★0307027 仏教・宗教 ★0307028 仏教・宗教 0307055 能・狂言 0307056

文学 ★0307031 文学 0307041 文学 0307042

文化 ★0307034 文化 0307057 環境 0307058 ■■ 0300000

文化 0307089 文化 0307090 政治経済 0307094 政治経済 0307095

医薬学・看護 0307096 医薬学・看護 0307097 語学 03070100

春・夏開講 ＊春・夏開講した講座で、対面講座の中止により視聴期間が延長となりました。これからでもまだ間に合いますのでご視聴ください。

特別
講座

今期は元亀争乱の後半に入ります。信
長は浅井・朝倉氏との戦いを有利に進
めていましたが、新たに武田信玄という
強敵が登場し、将軍義昭とも決裂を迎
えます。信長の正念場です。

視聴期間
12/15（水）～2/22（火）
講義時間　　
30分×15回　

受講料
5,000円　

『織田信長文書』を読む
―元亀争乱（後半）―

本学経済研究所客員教授・歴史作家　桐野 作人

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。足利尊氏、直
義、義詮の文書を取り上げます。

視聴期間
12/15（水）～3/15（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

はじめての古文書学
―「東寺百合文書」を読む2―

生駒 哲郎

自民党総裁選の裏でどんな動きがあった
のか。なぜ解散したのか。岸田新首相
の思惑は？　二流国へ転落寸前の日本
における岸田改革の使命について考えて
みたいと思います。

視聴期間
11/17（水）～1/18（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

二流国転落を防ぐのが岸田政権
の使命だ

樫山 幸夫

バイデン大統領にとってアフガン、コロナ、
インフレ等、なかなか思い通りになりませ
んね。退任前に菅総理は首都ワシントンを
訪問。エマニュエル駐日大使が近々、日
本に着任予定。日米関係も気になります。

講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円

ホワイトハウス秋の陣
―トランプからバイデンへ―

浅川 公紀

今の私たちが使用可能になっている身
近な医薬品はどうやって誕生したのか、
その開発の歴史を学びながら、正しい
薬の知識を身につけていただける講座
です。

視聴期間
11/17（水）～1/11（火）
講義時間　　
30分×３回　

受講料
1,000円　

くすりの歴史 １

本学教授　阿部 和穂

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治療薬と予防薬
である（ワクチン）、さらに検査薬を含
めた最新情報をQ＆A形式で分かり易く
お話します。ご質問をお待ちしています。

視聴期間
12/1（水）～1/18（火）
講義時間　　
30分×3回　

受講料
1,000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）
　と治療薬および診断薬（検査キット等）―

本学客員教授　大室 弘美

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講師

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講師

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、信心とは何かを学び
ます。引き続き0307073をどうぞ。

視聴期間
4/21（水）～12/21（火）
講義時間　　
30分×20回

受講料
6,500円　

「親鸞聖人の教え『一念多念文意』
に学ぶ」第三期

本多 靜芳

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。

視聴期間
7/7（水）～12/21（火）
講義時間　　
30分×18回　

受講料
6,000円　

「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

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。

視聴期間
11/3（水）～1/11（火）
講義時間　　
30分×15回　

受講料
5,000円　

禅入門　唐代の禅僧たち

元本学非常勤講師　須山 長治

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。

地域の活性化に取り組んでいる企業を紹
介します。地域活性化のため、今、何
をすべきか、豊かな社会を築くヒントを
見つけましょう。

視聴期間
10/13（水）～12/21（火）
講義時間　　
30分×3回　

受講料
2,000円　

〈山姥〉の魅力を探る
―能と日本舞踊の視点から―

　本学能楽資料センター長・本学教授　三浦 裕子
日本舞踊家　西川 祐子

『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。引き続き0307081をどうぞ。

視聴期間
7/14（水）～12/21（火）
講義時間　　
30分×12回　

受講料
4,000円　

『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

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。関連講座：0307104・0307105

視聴期間
9/29（水）～12/21（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

『源氏物語』の女性たち
―六条御息所の場合―

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
10/6（水）～12/21（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　本学非常勤講師　稲垣 智花

印刷・出版事業を柱にしている地元企
業「株式会社文伸」の事業展開と、環境
に優しい取り組みを紹介します。「地域
の人々に歓迎される会社でありたい」と
いう地元企業の姿を知る講座です。

視聴期間　10/27（水）～11/29（月）
講義時間　各30分×3回　

無料
要申込

株式会社文伸は
「地域の人々に歓迎される会社でありたい」

地域の産業
―地域活性化を目指して―

　代表取締役社長  川井 伸夫
　社外取締役  西原 　弘

代表取締役会長  川井 信良
　執行役員工場長  有馬 靖了

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。
引き続き0307089をどうぞ。

視聴期間
7/14（水）～1/11（火）
講義時間　　
30分×18回

受講料
6,000円　

『織田信長文書』を読む
―元亀争乱（前半）―

桐野 作人

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、体系的に尊氏・
直義・義詮の古文書を読んでいきます。
引き続き0307090をどうぞ。

視聴期間
9/1（水）～12/21（火）
講義時間　　
30分×18回

受講料
6,000円　

はじめての古文書学
―「東寺百合文書」を読む１―

生駒 哲郎

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
10/20（水）～1/11（火）
講義時間　　
30分×15回　

受講料
5,000円　

風と旅する地中海

本学名誉教授　矢内 秋生

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

本学政治経済研究所客員研究員
歴史作家

とうじひゃくごうもんじょ

とうじひゃくごうもんじょ

TOEIC®（中級）の講座はスピードリーディ
ングの手法を使って正解を見つける練習
をし、リスニングの特に会話問題と説明
問題の練習とコツを学んで高得点を取得
できる授業です。600点を目指します。

視聴期間
11/17（水）～3/29（火）
講義時間　　
30分×45回　

受講料
30,000円　

TOEIC®スコアアップ（中級）

本学客員教授　村川 久子

フリージャーナリスト
元産経新聞論説委員長

元本学教授
筑波学院大学名誉教授

★印がついている講座は、対面講座を収録したものが含まれます。

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

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

地域密着の企業が、創業以来60年の経
験と実績で培ったノウハウを活かした
「出版事業と周年事業支援」でどのように
地域に貢献してきたかを知る講座です。

地域に根差した出版と周年事業

出版事業部 編集/営業
　　　　　　  NPO法人日本自費出版ネットワーク認定自費出版アドバイザー

0307071B

0307071A

株式会社 文伸

周年事業室長  武藤 　毅
宮川 和久

株式会社 文伸

視聴期間
11/17（水）～1/18（火）

武　蔵　野　大　学
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文化 0307110 文化 0307111 文学 0307040S 文化 0307016S

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。

視聴期間
11/17（水）～1/11（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

季節の漢詩を読む―秋―

元國學院大學講師　小笠原 博慧

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』、『ナルニア国物語』（第１巻
「ライオンと魔女」）についてお話しします。
予習、予備知識は一切不要です。

視聴期間
11/24（水）～1/25（火）
講義時間　　
30分×12回　

受講料
4,000円　

英国の児童文学（ファンタジー）
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」までを取り上げます。

視聴期間
12/8（水）～2/22（火）
講義時間　　
30分×18回　

受講料
6,000円　

『ナルニア国物語』を読む

明治学院大学教授　安藤　聡明治学院大学教授　安藤　聡

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。

視聴期間
12/1（水）～2/15（火）
講義時間　　
30分×18回　　

受講料
6,000円　

英国の児童文学を読む２

明治学院大学教授　安藤　聡

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。

視聴期間
11/24（水）～2/22（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

織田信長とは何者か？

桐野 作人

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。

視聴期間
11/24（水）～2/22（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

中世の戦乱と仏教史

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。引き続き0307079をどうぞ。
【必携テキスト】『古事記』ワイド版  岩波文庫 1,540円

視聴期間
11/17（水）～1/25（火）
講義時間　　
30分×15回

受講料
5,000円　

『古事記』を読む（1）

　本学非常勤講師　伊藤 高雄

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。
引き続き0307088をどうぞ。

視聴期間
12/1（水）～2/8（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

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。

視聴期間
12/8（水）～1/25（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

仏教の見方
―初歩から学ぶ仏教の思想―

本学講師　長尾 重輝

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。

視聴期間
11/17（水）～2/1（火）
講義時間　　
30分×24回　

受講料
8,000円　

仏教
―自己を見つめる―

本学教授　佐藤 裕之

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。関連講座：0307041

視聴期間
11/17（水）～1/18（火）
講義時間　　
30分×6回　

受講料
2,000円　

能「野宮」を読み味わう

羽田　昶

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。関連講座：0307041

視聴期間
11/24（水）～2/1（火）
講義時間　　
30分×8回

受講料
2,600円　

能「葵上」を読み味わう

羽田　昶
元本学能楽資料センター長

本学客員教授

本学政治経済研究所客員研究員
歴史作家

元本学能楽資料センター長
本学客員教授

生駒 哲郎
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講師

＊リクエストにお応えして再配信いたします。見逃しされた方もこの機会にご視聴ください。再  配  信

武　蔵　野　大　学

Newsletter 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

PVアクセスは
コチラ

講座紹介PV公開中 お申込み方法

1 「武蔵野大学  生涯学習」で検索！

2 QRコードからアクセス！

3 お申込み講座が決まっている方は
Mailでもお申込み可能！
宛先

武蔵野大学
地域交流推進課

lifelong@musashino-u.ac.jp

- -3222　468042TEL

平　日  9：30～18：00
土曜日  9：30～15：30

祝日を除きます  

http://lls.musashino-u.ac.jp
エルエルエス

武蔵野大学　生涯学習 検索

入会金無料

お問合わせは

ご
視
聴
ま
で
の
流
れ

PV動画ご視聴

※年内は12/17（金）まで、年始は1/11（火）からの受付となります。

①登録番号
②ご氏名　③フリガナ
④お申込み講座番号
⑤講座名
⑥紙資料郵送希望の有無

差出人： 武蔵野太郎

〈初めての方〉
⑦郵便番号
⑧ご住所
⑨お電話番号

New message

件名：
宛先： lifelong@musashino-u.ac.jp

Web視聴講座　視聴希望

お申込み
   払込取扱票

の送付
ご入金

　紙資料を
ご希望の方は

忘れずにお申込み 
ください。

※資料はWebにてダ
ウンロードいただけ
ますが、紙資料の郵
送ご希望の方は１講
座（90分）200円
（有料）をお申込み下
さい。

lifelong@musashino-u.ac.jp 　前払い制
　振込手数料
　無料

お申込み
   払込取扱票

の送付
ご入金 ご入金

確認

ご視聴に必要な　
URLとパスワードを

ご登録の
メールアドレスに

送付

Webにて講義を
　ご視聴ください。

　紙資料を
ご希望の方は

忘れずにお申込み 
ください。

　前払い制
　振込手数料
　無料

レジュメは
ダウンロードして
ください。


