
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。

令和４年度
（2022年度）

春 開 講

武蔵野大学生涯学習講座のご案内

講師より講義の紹介です。

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！

下記のいずれかの方法からお申込みください

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

lifelong@musashino-u.ac.jp

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

ご
視
聴
ま
で

の
流
れ

PV動画ご視聴

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

※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
みください。

払込取扱票
の送付

払込取扱票
の送付

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

お申込み
   　紙資料を

ご希望の方は
忘れずにお申込み 
ください。

お申込み
   　紙資料を

ご希望の方は
忘れずにお申込み 
ください。

ご入金
　前払い制
　振込手数料
　無料

ご入金
　前払い制
　振込手数料
　無料

Webにて講義を
　ご視聴ください。

レジュメは
ダウンロードして
ください。

Newsletter

〒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

対面講座のお申込み
お問合わせは 武蔵野大学地域交流推進課 平　日  9：30～18：00

土曜日  9：30～15：30
祝日を
除きます  - -3222　468042TEL

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

三鷹サテライト教室　7階大教室 定員会場 20名

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。
新型コロナウイルス感染拡大などの社会情勢により開講中止となる場合があり
ますので、武蔵野大学生涯学習のホームページで講座情報をご確認ください。

●水曜日　13：00～14：30
●全６回　12,000円

●月曜日　10：00～11：30
●全６回　12,000円

●木曜日　15：00‐16：30
●全５回　10,000円

●水曜日　13：00～14：30
●全３回　6,000円

●月曜日　13：00～14：30
●全６回　12,000円

●木曜日　10：00～11：30
●全３回　6,000円

●火曜日　18：30～20：00
●全５回　10,000円

●木曜日　15：00～16：30
●全６回　15,000円

●金曜日　15：00～16：30
●全５回　10,000円

●水曜日　15：00～16：30
●全３回　6,000円

●木曜日　13：00～14：30
●全４回　8,000円

●火曜日　13：00～14：30
●全２回　4,000円

●火曜日　13：00～14：30
●全２回　4,000円

●火曜日　13：00～14：30
●全２回　4,000円

●火曜日　13：00～14：30
●全３回　6,000円

●火曜日　10：00～11：30
●全６回　12,000円

0401
011

開
講
日

古典逍遥『源氏物語』「須磨」を読む

光源氏須磨に隠棲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。母君は受領
身分の身、なぜ好き心やまぬ流罪の人に娘をと悩みます。物語はまた新しい世界を紡ぎ
はじめます。【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

0401
012

開
講
日

『源氏物語』を読む―幻巻（続き）・雲隠巻について―

幻巻は、光源氏の最後の一念を、季節の推移とともに、紫の上を追慕し愛惜し、自らの出家
を前にして紫の上の手紙を焼く姿などを印象深く描いています。光源氏の一生をもう一度考え
てみましょう。【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

0401
013

開
講
日

『今昔物語集』巻第二十九「悪行譚」を読む―『羅生門』の原話をはじめとして―

巻二十九の悪行譚を読みます。この巻には『羅生門』『藪の中』の原話など秀逸な物
語が並んでいます。説話ならではの現実味を帯びたドラマを通じ平安時代にタイムス
リップしていきましょう。【必携テキスト】『今昔物語集本朝部下』岩波文庫 1,452円

0401
014

開
講
日

漢詩を読む―時代と人と―

南宋時代の詩を読みます。時代の流れに翻弄されているかに
みえて、着実に信念をもって生きた詩人の作品から、知的であ
りながら情愛の濃やかなところを味わいましょう。

0401
015

文化
開
講
日

日本の歴史を学びなおす―原始・古代―

原始・古代を中心に講義しますが、教科書の記述にはない、史料的根
拠を紹介しながら、皆さんと一緒に日本の歴史を考えたいと思います。
【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

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〉―

《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！今回のテー
マは「人間と実存」です。

開
講
日

古文書読解講座  江戸の町触を読む

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。テキストには江
戸の町触を使用し、町の様子を垣間見ます。

0401
018

語学
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―

フランス語またはその会話・文化に興味のある方、すでに学習している方、皆さんのための講座
です。フランスの文化・歴史なども学びつつ、生きたフランス語を楽しみましょう！ “大人の眼差
しから”、フランス語の世界が眩しく広がって見えてきます。Bon courage!（頑張ってください）

0401
001

仏教・宗教
開
講
日

『教行信証』「信巻」を読む（１）

『教行信証』「信巻」を読みながら、みなさんと「信心とは何か」
を考えます。今回は別序、第十八願と第十八願成就文、『観経』
三心釈、そして三一問答について学びます。

0401
002

仏教・宗教
開
講
日

日本仏教の流れから学ぶ

江戸期は幕藩体制維持のために仏教に保護と統制を加えました。寺院側も限られ
た庇護のもとで安寧を貪る傾向を強めました。儒学者、国学者などのは排仏論の
出現と仏教者の抵抗による殉教の事実から、当時の宗教状況を探りましょう。

0401
004

仏教・宗教
開
講
日

禅語録を読む「無門関」第四則～第十一則

『無門関』の第四則から始め第十一則まで読み進んでいきます。
禅宗独特の表現や言い回しに注意しながら、無門慧開和尚の
意図、本則の背景を探っていきます。

0401
005

能・狂言
開
講
日

能の見方・味わい方―入門編２―

能の劇構造と演技・演出、謡・舞・囃子の技法について、ま
た、能の演者、各役と流派についてお話しします。

0401
006

開
講
日

能の見方・味わい方―世阿弥の能を読み味わう―

世阿弥は父観阿弥とともに能の大成者であり、すぐれた能の作
品を作りました。中世の美意識と思想が反映し、現代にも通じ
る普遍的なドラマの、女能の名作「砧」「花筐」を鑑賞します。

0401
007

歌舞伎
開
講
日

歌舞伎の見方・味わい方―入門編２―

歌舞伎のせりふ術・音楽・舞踊の技法について、歌舞伎独自
のいろいろな役柄について、それを伝承している俳優の家系に
ついてお話しします。

0401
008

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―

歌舞伎の魅力と醍醐味満載の名作「仮名手本忠臣蔵」の高師直
と塩冶判官の対立、判官切腹、大星由良之助の苦衷、お軽・
勘平の道行までを戯曲を読み、ビデオで鑑賞します。

0401
009

文学
開
講
日

楽しく読む万葉集（万葉集入門）

4500首も集録された万葉集の著名な歌人の作10首程度を毎
回とりあげて注釈し、鑑賞してゆきます。歌の出来た背景、作
者のエピソードなども紹介します。

歌舞伎

能・狂言

文学

文学

文学

文学

文化

文化

はろい

4/27  5/18
6/1・15  7/13・27

●金曜日　10：00～11：30
●全３回　6,000円

0401
010

開
講
日

恋する万葉集

日本最古のアンソロジー（詩歌集）『万葉集』を巻一の中大兄の
三山歌から読んでいきます。やまとことばの意味をじっくりと
おさえつつ、民俗学的な成果を盛り込みつつ読んでいきます。

文学
4/15  5/20  6/17

4/18  5/9・23
6/6・20  7/4

4/21  5/19
6/2・16・30

5/25  6/8・22

4/18  5/9・23
6/6・20  7/4

4/21  5/19  6/16

4/26  5/10・24
6/7・21

4/14・28  5/12・26
6/9・23

6/2・9・23・30

●木曜日　10：00～11：30
●全５回　10,000円

0401
003

仏教・宗教

元本学教授　深澤 邦弘

本学名誉教授　松村 武夫

大正大学非常勤講師　鈴木 治子

元國學院大學講師　小笠原 博慧

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　生駒 哲郎

本学名誉教授　久富 健

国分寺市ふるさと文化財課　中元 幸二

本学名誉教授　久富 健

本学准教授　前田 壽雄

福泉寺・本願寺派布教使　小笠原 博慧

元本学非常勤講師　須山 長治

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

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

元本学高校講師　上村 正人

本学非常勤講師　伊藤 高雄

元本学非常勤講師　須山 長治
開
講
日

禅入門　唐代の禅僧たち

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。

5/26  6/2・9・23・30

4/19・26

5/24・31

5/10・17

6/7・14・21

4/26  5/10・24
6/14・28  7/12

4/22  5/13・27
6/10・24

5/25  6/8・22

0401
016

0401
017

●講師・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。

対面講座

医薬学・看護 0407038

脳科学入門シリーズ 本学教授　阿部 和穂

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。

講義時間　30分×9
　　　　　（全3回）
受 講 料　3,900円　　

脳科学入門 １
―ヒトの脳の特徴を知る―

医薬学・看護 0407039

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。

講義時間　30分×9
　　　　　（全3回）
受 講 料　3,900円　　

脳科学入門 ２
―ニューロンとシナプス―

医薬学・看護 0407040

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。

講義時間　30分×9
　　　　　（全3回）
受 講 料　3,900円　

脳科学入門 ３
―脳の発達と老化―

医薬学・看護 0407041

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。

講義時間　30分×21
　　　　　（全7回）
受 講 料　9,100円　　

脳科学入門 ４
―視覚の不思議―

医薬学・看護 0407042

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。

講義時間　30分×12
　　　　　（全4回）
受 講 料　5,200円　　

脳科学入門 ５
―記憶のしくみ―

医薬学・看護 0407043

「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。

講義時間　30分×9
　　　　　（全3回）
受 講 料　3,900円　　

脳科学入門 ６
―認知症―

医薬学・看護 0407044

脳科学入門６に続いて、認知症の
診断法や治療法を中心に、分かり
やすくかつ詳細に解説します。認知
症予防につながる生活上の工夫に
ついてもお話しします。

講義時間　30分×15
　　　　　（全5回）
受 講 料　6,500円　　

脳科学入門 ７
―認知症partⅡ―

医薬学・看護 0407045

私たちが体と心の健康を保つため
に必要な睡眠をコントロールする
脳のしくみや、不眠症の解消に役
立つ睡眠薬について、分かりやす
くかつ詳細に解説します。

講義時間　30分×12
　　　　　（全4回）
受 講 料　5,200円　　

脳科学入門 ８
―睡眠―

2023年は親鸞誕生850年の記念すべき年にあたり、各地で記念行事が催されます。
本学でも親鸞とゆかりの深い５人の仏教学者が、存分に親鸞を語り尽くします。
どうぞご視聴ください。

親鸞を語り直す ―誕生850年を迎えるにあたって―

親鸞が顕した「浄土真宗」とは、宗派や教団を意味するものでは
なく、往生浄土を説く真実の教えをいいます。主著『教行信証』
をはじめ、和語・漢語聖教の著作から、浄土真宗とは何かを考
えます。

浄土真宗とは何か0307115a
本学准教授　前田 壽雄

唯識思想の大成者として有名な世親を阿弥陀仏の本願による極
楽浄土への往生を願った高僧の一人として敬った親鸞の考え方を
あらためて整理しようと思います。

親鸞にとっての世親0307115b
本学講師　長尾 重輝

大乗仏教の中心的な教理に空思想があります。その空思想とい
う観点から、親鸞あるいは親鸞が依拠した経典のことばについ
て、考えてみたいと思います。

大乗としての親鸞思想0307115c
本学准教授　新作 慶明

親鸞の思想には「二種深信」、すなわち所謂「悪人」の自覚を持
ちながら、同時に阿弥陀仏の救済を確信する考え方があります。
「悪人」が正しい「信心」を持つことがなぜ可能なのでしょうか。
これについて、如来蔵思想の観点から解説を試みます。

親鸞と如来蔵思想
―悪人は正しい信心を持てるのか？―

0307115d

本学准教授　日野 慧運

明治以降、日本人は宗派を超えて、親鸞について熱心に語るよう
になります。特に大正期には「親鸞ブーム」と呼ばれる現象が起
こりました。なぜ、親鸞は日本人に人気なのでしょうか。『歎異抄』
の重要性や、親鸞小説のベストセラー作品などを紹介しながら、
その背景を明らかにします。

近代日本の親鸞ブーム0307115e
本学准教授　碧海 寿広

0307115

講義時間

受 講 料

視聴期間

■全5講座　6,000円　　1講座　1,500円

災害～あの日を忘れない～

オムニバス
仏教講座

特別講座

2/23（水）～3/29（火）　

■全5講座 30分×15 （全5回）
■1講座 30分×3 （全１回）

全5講座（5回パック）

0307112『方丈記』が問いかけるもの
―災害の時代を生きる―

大きな災いが起こるたびに読まれてきた『方丈記』。深刻化
する自然災害と感染症の脅威に直面する今、過去の読者た
ちの思いにも触れながら、じっくり味わい、この珠玉の短
編が我々に問いかけるものを考え直したいと思います。

視聴期間　
講義時間　

0307113東日本大震災被災地
支援活動を通して見えたもの

東日本大震災時の被災地支援活動を通して気づいたこと
を、自分自身の体験を通して女性の視点から語ります。

地震から命を守る家具転倒対策

今起こるかもしれない大地震…突然あなたの命が、あなたの
大切な人の命が失われるかもしれません。この講座では、大
切な命を守るために、家具転倒防止対策について紹介します。

0301046応急手当入門
―本当にAED使えますか―

皆様が自信を持って応急手当ができるように、AED
の使い方を中心に、実際に応急手当を体験します。

Web

Web

Web

Web 対面

Web

再配信 再配信

再配信 再配信再配信 再配信

本学特任教授　寺島 恒世 特定非営利活動法人参画プランニング・いわて理事　平賀 圭子

東京消防庁三鷹消防署　警防課　地域防災担当係長　方波見 正芳無料 要申込

0307114

視聴期間　4/6（水）～6/28（火）

突然襲いかかる災害。
私たちはどのように向き合えばよいのでしょうか？

視聴期間  2/23（水）～3/29（火）
講義時間  30分×6（全2回）　　受講料    2,000円

視聴期間  2/23（水）～3/29（火）
講義時間  30分×3（全1回）　　受講料    1,000円

視聴期間  3/2（水）～3/29（火）
講義時間  30分×3（全1回）　 開講日    3/17（木）　講義時間  13：30～14：30

講義会場  三鷹サテライト教室



一つのテーマに沿って講師陣が講義を展開します。
全5回での受講はもちろん、1回だけのお申込みも可能です。連続講座

全5講座
（５回パック）

全5講座
（５回パック）

全5講座
（５回パック）

全5講座
（５回パック）

中世における本願寺の歴史
本学准教授  前田 壽雄

本願寺は、親鸞聖人の墓所を寺院化したものです。本願寺の成立した経緯につい
て、蓮如上人が登場するまでの本願寺について、そして蓮如上人の伝道活動につ
いて考えます。

前近代、私たちが考える以上に仏教の考え方が浸透していました。現代の生活の中でも、
もともとは仏教に由来しているものがたくさんあります。そうした、仏教の思想を再発
見し、日本人の生活文化を考える講座です。

能〈敦盛〉を考える―法然の弟子・蓮生とのかかわりを中心に―
本学教授・本学能楽資料センター長  三浦 裕子

平敦盛がシテ（主役）の能〈敦盛〉には法然の弟子の蓮生（俗名、熊谷直実）がワ
キ（シテを導き出す役）として登場します。この蓮生に注目して〈敦盛〉を講読し動
画を鑑賞します。

「安寿と厨子王」の物語を読む―説経「さんせう太夫」と森鷗外「山椒大夫」―
千葉大学准教授・本学能楽資料センター研究員  田草川 みずき

「安寿と厨子王」の物語として知られる、説経「さんせう太夫」と森鷗外「山椒大
夫」を比較しながら読み、近世から近代にかけての人々の死生観・宗教観につい
て考えます。

比叡山延暦寺と『平家物語』
池田 英悟

吉田兼好『徒然草』において『平家物語』制作を主導したとされる、延暦寺天台座
主慈円。彼の足跡を探り、その可能性をさまざまな角度から考察してみましょう。

肖像画と神仏
生駒 哲郎

前近代の肖像画は、ほぼ神仏と結び付けられ寺院や神社に奉納されているといっ
ても過言ではありません。肖像画の寺社への奉納という視点から皆さんと一緒に
考える講座です。

仏教・宗教

教養としてのデータサイエンス
0407033c

データサイエンスの中心技術である人工知能は、我々が望んだことを叶える仕組みです。人工知能
の能力が高まるほど、我々が何を望むのかが重要になってくるという構造について解説します。

データサイエンスと幸福 本学助授　岡田 龍太郎

0407033d

データサイエンスは様々なサービスを通じ我々にとって身近なものとなりつつあります。ビジネス
シーンにおける活用事例とそのインパクトについて事例を紹介しながら考察します。

ビジネスイノベーション最前線 本学准教授　福原 義久

0407033e

21世紀を牽引するデータサイエンス・AIについて、その担い手であり、その恩恵を享受する当事者であるz世代のデータサイエ
ンス学部生が、それぞれ現在研究して取り組んでいるテーマの魅力と時代の当事者としての「未来シナリオ」を描いて発表します。

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

0407033a

本講義では、データサイエンス・AI が如何に社会・経済の広範にインパクトを与えてきているかに
ついて、多角的な視点から具体例を示して概説します。

何故、今、データサイエンスなのか？　本学教授・MUSICセンター長　上林 憲行

0407033b

人工知能(AI)は人間の知能を超える転換点シンギュラリティが現在到達しつつあります。現在注目されてい
る人工知能の応用例を紹介しながら、人工知能を自身の興味やビジネスへ展開する方法について示します。

シンギュラリティインパクトとは？ 本学准教授　中西 崇文

文化 文化

文学

0407034
a

0407034
b

0407034
c

0407034
d

0407034
e

本学非常勤講師
本学能楽資料センター非常勤研究員

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講師

日本書紀の1300年
東海大学教授  志水 義夫

成立1300年を超えた『日本書紀』について、書名にこめられたメッセージや『古
事記』との違いについてお話しします。

日本武尊―「まこと」の伝承―
本学非常勤講師  渡部 修

「あわれ」の価値観を前面に出す『古事記』の倭建命伝承に対し、「まこと」の価値
観を前面に出した『日本書紀』の日本武尊伝承を通して、古代日本人が理想とした
であろう「まこと」の心を考えます。

聖徳太子とその周辺
本学非常勤講師  伊藤 高雄

仏教を信仰し、冠位十二階や十七条憲法を制定した聖徳太子と、その片腕秦河勝
をめぐって、『日本書紀』を基点に日本文化における伝承上の意義を考えていきま
す。

記紀神話と景観・考古天文学
東海大学教授  北條 芳隆

現在のGPSと過去の天体運行再現技術をつかうと、遺跡や古墳の軸線と太陽や
満月の出、もしくは火山との関係が深いことがみえてきました。こうした分析をふ
まえて「記紀神話」を考えます。

持統天皇と天智天皇
本学名誉教授・芥川賞作家  三田 誠広

『日本書紀』の最後部に登場する天智天皇から持統女帝までの時代について語りま
す。また改めて『日本書紀』の意義についても考察したいと思います。

0407035
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鎌倉幕府倒幕後の新田義貞

鎌倉幕府を滅ぼした新田義貞。その後、彼はどのような運命を辿ったのでしょうか。
動乱の時代に翻弄された独りの東国武士について、後醍醐天皇との関係を中心に
みていきたいと思います。

足利義教と天皇・公家衆

「籤引き将軍」としても知られる室町幕府第６代将軍足利義教について、天皇家や
公家衆との関係を中心に、義教の政治志向などを述べていきます。

鎌倉府における上杉氏（1）―足利氏と上杉憲顕―
 本学非常勤講師・武蔵野学院大学教授  高橋 恵美子

南北朝の争乱期から室町時代に至る鎌倉公方の補佐役となる上杉氏の動向を、文
書・記録などの文献をひもときながら、歴代にわたって追っていきます。初回とな
る今回は憲顕についてです。

織田信長と武田信玄
東洋大学非常勤講師  柴 裕之

織田信長と武田信玄。その両者の関係の展開と実態を中央や周辺の情勢も交えな
がら追い、併せてその果てにどのような事態をもたらしたかをみます。

「徳川四天王」の後継者たち
日本大学准教授  小川 雄

酒井家次・本多忠政・井伊直孝・榊原忠政など、徳川将軍家の全国展開や政権
運営における功臣第二世代以降の役割に迫り、「四天王」概念が形成される背景を
探ります。

0407036
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江戸の文化と夏目漱石
本学名誉教授・芥川賞作家  三田 誠広

漱石は江戸文化の名残の中で幼少期を過ごしました。漱石文学との関連から改め
て江戸とは何か、江戸文化とは何かを考察します。

鏑木清方と江戸の残り香
郵便学者・作家（日本文藝家協会会員）  内藤 陽介

鏑木清方の代表作『築地明石町』を中心に、弟子の伊東深水ほかゆかりの画家た
ちの作品を通じて、明治以降も日本人の心の中で失われずにいた “江戸”の面影に
ついて考えます。

地誌に見る江戸の町の様子
国分寺ふるさと文化財課  中元 幸二

江戸は、江戸時代を通じて全国一の巨大都市として認識され、都市江戸の姿は変
容し続けます。「江戸名所図会」など、観光案内書として多くの地誌に現れる都市
江戸の発展の様子を見ていきます。

江戸時代以前の街道・河川と寺院
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  生駒 哲郎

石神井川（多摩川水系）の三宝寺（練馬区）と野川（多摩川水系）の深大寺（調布
市）を中心に街道と河川における勢力圏・文化圏の問題を江戸時代以前という視
点から考えます。

芭蕉の連句を読む―江戸時代と「連句」という文芸―
本学非常勤講師  永田 英理

江戸時代に庶民から大名までを巻き込んで大流行した「連句」という文芸がありま
す。芭蕉自身も発句（俳句）より連句が得意だと言っていました。芭蕉の連句の面
白さを味わってみませんか。
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大正大学准教授  木下 昌規

大正大学教授  三浦 龍昭

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交え、教養としてのデータサイエンスを紹介します。

日本国最古の正史『日本書紀』編集から1300年が過ぎました。あらためて、さまざま
な角度から『日本書紀』について考察しましょう。

武士と言っても時代によって、その社会的役割が大きく異なります。武士とはどういう
存在か、皆さんと考える連続講座です。

現在の私たちの生活の中から、江戸文化の痕跡を探ります。大都市江戸の社会を現在
の東京からその痕跡を探求する連続講座です。

●講義動画コンテンツは、１コマ90分の講義をおよそ30分程度で３つに分けております（１コマ90分＝30分×3）。ご都合のよいタイミングで何度でも視聴できます。
※映像・音声の著作権は武蔵野大学に帰属します。映像・音声、レジュメの許可なき転載複写並びに二次的利用は禁止いたします。

0407033

視聴期間　5/11（水）～8/9（火）　 視聴期間　4/20（水）～7/26（火）　

視聴期間　4/13（水）～7/19（火）　 視聴期間　4/6（水）～7/12（火）　

今に息づく仏教と文化 0407034 『日本書紀』の編纂1300年 0407035

武士の権力論 0407036 伝統文化を考える  大江戸の復元 0407037

4/6（水）～6/28（火）視聴期間
30分×15（全5回）講義時間 6,000円　　受講料

■１講座 4/6（水）～6/28（火）視聴期間
30分×3（全１回）講義時間 1,300円　　受講料

■全5講座（５回パック）

30分×3 （全１回）■１講座 講義時間 1,300円　　受講料
30分×15 （全5回）■全５講座（５回パック） 講義時間 6,000円　　受講料

No.0307101と同一内容です。

仏教・宗教 0407001

『歎異抄』の第四条から第八条に説かれている浄土
の慈悲、追善回向を超えて、親鸞は弟子一人もも
たず、無礙の一道、他力の念仏をテーマに掲げ、
浄土真宗の救いを学びます。

視聴期間 4/27（水）～7/19（火）
講義時間 30分×９（全3回）　 受講料 3,900円　

『歎異抄』を読む（3）

本学准教授　前田 壽雄

仏教・宗教 0407002

『唯信抄文意』は、親鸞聖人の和語の書物です。八
十五歳の時、親鸞聖人はこの書を書き写し、お弟
子に勧めています。浄土真宗の要を晩年近い親鸞
さまが記したものです。

視聴期間 4/13（水）～7/12（火）
講義時間 30分×12（全４回）　 受講料 5,200円　

親鸞聖人の教え『唯信抄文意』に学ぶ
第一期

浄土真宗万行寺住職　本多 靜芳

仏教・宗教 0407003

真宗の念仏の広がりの反面、門徒の支配層への抵
抗と旧い秩序否定の行動が生じました。教団発展
のかげに社会との問題がありました。“護国思想”
が生まれ、継承された流れを学びましょう。

視聴期間 6/8（水）～8/23（火）
講義時間 30分×6（全２回）　 受講料 2,600円　

仏教の視点―異端視されたものから―（2）

福泉寺住職・本願寺派布教使　小笠原 博慧

文学 0407007

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、
出雲神話から天孫降臨へと入っていきます。語釈の過程で、
民俗学の成果をとりこみつつ古代の息吹に迫っていきます。
【必携テキスト】『古事記』ワイド版 岩波文庫 1,540円

視聴期間 4/27（水）～8/2（火）
講義時間 30分×15（全５回） 受講料 6,500円

『古事記』を読む（３）
―出雲神話から天孫降臨―

本学非常勤講師　伊藤 高雄

文学 0407014

現代の絵本人気の高まりを踏まえて、わが国近代絵本の
始まりをご一緒に辿ってみましょう。絵雑誌「お伽絵解こ
ども」（明治37年創刊）と単行絵本「日本一ノ画噺」シ
リーズ（明治44年創刊）を例にあげてお話をすすめます。

視聴期間 4/20（水）～7/5（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円

明治時代に登場した、
小さな可愛い絵雑誌と単行絵本

元本学非常勤講師　永田 桂子

文学 0407011

常に「新しみ」を求めてゆく芭蕉の発句は、時代と
ともにどんどん作風が変化してゆきます。それぞれ
の時代における芭蕉句を丁寧に読み解きながら、
一緒にその世界を味わってみませんか。

視聴期間 6/1（水）～8/30（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円

時代ごとに変化してゆく芭蕉の発句
（俳句）を味わう（その１）

本学非常勤講師　永田 英理

文学 0407016

世界の文学を読むための道先案内講座です。詩
〔文学〕と哲学のスリリングな関係をテーマに、輝
かしい外国文学の世界を味わい、文学逍遥をしま
しょう！ノーベル賞作家カズオ・イシグロから。

視聴期間 5/25（水）～8/9（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円

詩と哲学の間に
―世界の文学を読む楽しみ〈Ⅰ〉―

本学名誉教授　久富 健

文学 0407015

中世英文学を代表するチョーサーの名作『カンタベ
リ物語』の中から「総序」と「バースの女房」をはじ
め、英文学史上の名詩をいくつか選んで、時代背景
や文化的背景にも注目しつつ、原文で鑑賞します。

視聴期間 5/25（水）～9/6（火）
講義時間 30分×18（全６回） 受講料 7,800円

英国の名詩を読む（２）

明治学院大学教授　安藤 聡

文化 0407021

古文書を様式論、形式論から体系的に古文書を学
びます。今回は足利尊氏と足利直義、足利義詮を
中心としその他の関連文書も紹介いたします。

視聴期間 5/18（水）～9/6（火）
講義時間 30分×24（全８回） 受講料 10,400円

はじめての古文書学（「東寺百合文書」を読む）
―足利尊氏と足利直義、足利義詮の発給文書―

生駒 哲郎

文学 0407017

第一章から書き下し文で読み章全体を把握し、更
に原文の訓読を練習します。その後口語訳と解説
を行います。弟子や当時の様々な人物が登場する
ので、孔子の年譜も参考にします。

視聴期間 5/18（水）～8/30（火）
講義時間 30分×18（全６回） 受講料 7,800円

『論語』を読む　雍也第六

元本学非常勤講師　須山 長治

文学 0407008

「安和の変」は、藤原氏による他氏排斥の最後とい
われています。本講座では、この事変に焦点をあ
てて、記録と文学との両面から、この出来事の有
様を捉えていきます。

視聴期間 4/20（水）～7/19（火）
講義時間 30分×12（全４回） 受講料 5,200円

「安和の変」にみる記録と文学の接合

本学非常勤講師　深澤 瞳

文学 0407009

飛鳥時代から奈良時代にかけて続いた女帝の時代
について考察し、六人の女帝を紹介しながら、改
めて天皇制そのものについても考えてみたいと思い
ます。

視聴期間 4/6（水）～7/5（火）
講義時間 30分×12（全４回） 受講料 5,200円

女帝が築いた日本国／
古代女帝の系譜をたどる

本学名誉教授・芥川賞作家　三田 誠広

文学 0407010

『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 6/1（水）～8/30（火）
講義時間 30分×12（全４回） 受講料 5,200円

『奥の細道』の主な章段を読んでみよう
（その６）

本学非常勤講師　永田 英理

能・狂言 0407004

源義経の誇り高い武勇と戦いの虚しさ、哀感を謳い
上げた修羅物「屋島（八島）」と、宮廷歌人和泉式
部の語りと舞を通して王朝の幻想的な世界を描く
「東北」と、春の能の名作二曲を読み味わいます。

視聴期間 4/13（水）～6/28（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円 　

春の名作能「屋島（八島）」と「東北」を
読み味わう
本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶

歌舞伎 0407005

「義経千本桜」の中から庶民に変身した平知盛が勇将に見顕しを
して壮絶な死をとげる〈大物浦〉と、いがみの権太という悪党が
実は主君のために命を捨てる善人であったという〈鮓屋〉の二場面
を通して、近世劇独特のスリルとサスペンスを読み味わいます。

視聴期間 4/13（水）～6/28（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円

三大名作の一つ歌舞伎「義経千本桜」
〈大物浦〉と〈鮓屋〉を読み味わう
本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶

歌舞伎 0407006

歌舞伎には様々な音楽があります。中でも舞台脇
の小部屋で奏される陰囃子の音楽は多種多様で
す。その魅力と効果を、邦楽囃子家の福原鶴十郎
先生に、演奏を交えてうかがいます。

視聴期間 4/20（水）～6/28（火）
講義時間 30分×3（全１回） 受講料 2,600円

歌舞伎を囃す生バンド―陰囃子の魅力と効果を探る―

邦楽囃子家　福原 鶴十郎
本学教授・本学能楽資料センター長　三浦 裕子

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

文化 0407019

60年にわたる南北朝の動乱について解説します。この動乱
は、公武の対立というだけでなく、天皇親政か院政かという
国制をめぐる天皇家の争いでもありました。社会を大きく変え
たこの動乱を政治的・社会的動向を中心に考えていきます。

視聴期間 6/1（水）～8/9（火）
講義時間 30分×６（全２回） 受講料 2,600円

南北朝の動乱

本学教授　漆原 徹

文化 0407018

山川出版の『もう一度読む  山川日本史』を使いつつ、アヘン
戦争後、1853年の開港後、怒涛の如く押し寄せてきた “近代”
の荒波に翻弄される幕末の政治と社会についてお話しします。
【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

視聴期間 5/18（水）～8/23（火）
講義時間 30分×15（全５回） 受講料 6,500円

日本の歴史を学びなおす
―近現代編その２―幕末
郵便学者・作家（日本文藝家協会会員）　内藤 陽介

文化 0407022

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年が経過しました。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。【必携テキスト】『切手でたどる
郵便創業150年の歴史Vol.１戦前編』日本郵趣出版 2,530円

視聴期間 4/6（水）～6/28（火）
講義時間 30分×18（全６回） 受講料 7,800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・作家（日本文藝家協会会員）　内藤 陽介

文化 0407023

切手と郵便から日本の近現代史を読み解く講座です。今回は、1945（昭
和20）年の終戦から1952（昭和27）年の講話独立までの占領時代を当
時の時代背景とともにわかりやすく解説していきます。【必携テキスト】『切
手でたどる郵便創業150年の歴史Vol.2戦後編』日本郵趣出版 2,530円

視聴期間 4/13（水）～7/19（火）
講義時間 30分×15（全５回） 受講料 6,500円

日本の郵便150年の歴史その２
―占領時代（1945年の終戦から1952年）―
郵便学者・作家（日本文藝家協会会員）　内藤 陽介

心理 0407029

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 4/6（水）～6/28（火）
講義時間 30分×9（全３回） 受講料 3,900円

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

臨床心理士・公認心理師　望月 由紀子

心理 0407030

「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、ぜひ「ご自身のアサーティブネス」を見つけて
ください。

視聴期間 6/8（水）～8/23（火）
講義時間　30分×6（全２回） 受講料 2,600円

さらに暮らしに役立つ
アサーティブトレーニング

臨床心理士・公認心理師　望月 由紀子

政治経済 0407025

戦後34人の総理大臣が誕生しました。長期政権も
あったが、短命が圧倒的に多かったのです。それ
ぞれどんな時代背景で登場し、どう成功し、失敗
したのか、実像を交えながら解説します。

視聴期間 5/18（水）～7/26（火）
講義時間 30分×3（全１回） 受講料 1,300円

時の総理大臣とその時代

フリージャーナリスト・元産経新聞論説委員長　樫山 幸夫

環境 0407028

気象現象と関連する海の波の知識を紹介しながら
「波の名前」を尋ねる旅をします。すると自然現象
から日本文化が見えてきます。さらに「美意識と風
景の劣化」という根深い問題が見えます。

視聴期間 4/27（水）～7/19（火）
講義時間 30分×12（全４回） 受講料 5,200円

波と旅する日本海
―波の来し方その行方―

本学名誉教授　矢内 秋生

政治経済 0407024

国際合意：SDGs（持続可能な開発目標）のもとで
私たちは人類史のエポックに臨場しています。この
目標達成で重要なのは次世代の活力です。そのた
めの現世代の役割を実践例から紹介します。

視聴期間 5/11（水）～8/2（火）
講義時間 30分×9（全３回） 受講料 3,900円

次世代とつながるSDGs―サステナブル社会は異世代との交流から―

NPO法人サステナブル プラットフォーム事務局長　井関 直人
本学名誉教授　矢内 秋生

語学 0407032

これまでの伝統的な勉強方法ではなく効率を重視
するアメリカ方式の勉強法でスコアアップを狙いま
す。短時間で集中度を高め、スコアアップのため
の勉強方法の大改革です。

視聴期間 5/25（水）～9/6（火）
講義時間 30分×18（全６回） 受講料 12,000円

初級者のための楽しいTOEIC攻略講座
（初級編）

本学客員教授　村川 久子

文学 0407012

漢詩の永遠のテーマである愛をうたう詩は、時代
を問わない。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 4/6（水）～6/28（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円

愛の詩―さまざま―（１）

元國學院大學講師　小笠原 博慧

文学 0407013

漢詩からは様々に愛のかたちが伝わります。今、
詩に詠われている愛によって頷（うなず）けるもの
があるでしょうか。そして、こころの平穏とは何な
のかに思い至るでしょうか。

視聴期間 6/8（水）～8/23（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円

愛の詩―さまざま―（２）

元國學院大學講師　小笠原 博慧

教育 0407031

「玉川上水と立川断層」「国分寺崖線」「千葉時代に
命名された露頭」「神奈川で地学を学べるジオアイ
ランド・城ヶ島」「大地に開いた窓・埼玉の長瀞と
古秩父湾」を巡り、大地の形成の謎に迫ります。

視聴期間 5/11（水）～7/19（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円

大地のつくりを求めて「地域教材巡り」
―フィールドワーク（野外自然観察）入門―

本学特任教授　高橋 典嗣

政治経済 0407026

ワシントン初代大統領の図柄の米1ドル札（白頭鷲）は米国の建国
の理念を理解するヒントとなります。同じ民主主義国でも米大統
領制と日本の議院内閣制では大きな違いがあります。これらを手
掛かりとして米大統領のリーダーシップについて考えたいです。

視聴期間 5/18（水）～7/26（火）
講義時間 30分×3（全１回） 受講料 1,300円

米大統領制とリーダーシップの在り方
―1ドル札を片手に―
元本学教授・筑波学院大学名誉教授　浅川 公紀

政治経済 0407027

バイデン政権は2年目に突入しました。3月に入りやっと一般教書演
説の運びとなりました。バ イデン大統領の支持率低下のみならずハ
リス副大統領の評判が芳しくないことも気になるところ。バイデン政
権を評価し、今後の政権運営を見定める手がかりを考えたいです。

視聴期間 4/20（水）～6/28（火）
講義時間 30分×3（全１回） 受講料 1,300円

バイデン米政権の通信簿
―一般教書を片手に―
元本学教授・筑波学院大学名誉教授　浅川 公紀

文化 0407020

浅井長政と朝倉義景を滅ぼして、信長は元亀争乱
に終止符を打ちました。そして自ら将軍義昭に代わ
る「天下人」として始動していきます。

視聴期間 5/25（水）～8/30（火）
講義時間 30分×９（全３回） 受講料 3,900円

『織田信長文書』を読む
―元亀争乱から天正へ―
本学政治経済研究所客員研究員・歴史作家　桐野 作人
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一つのテーマに沿って講師陣が講義を展開します。
全5回での受講はもちろん、1回だけのお申込みも可能です。連続講座
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中世における本願寺の歴史
本学准教授  前田 壽雄

本願寺は、親鸞聖人の墓所を寺院化したものです。本願寺の成立した経緯につい
て、蓮如上人が登場するまでの本願寺について、そして蓮如上人の伝道活動につ
いて考えます。

前近代、私たちが考える以上に仏教の考え方が浸透していました。現代の生活の中でも、
もともとは仏教に由来しているものがたくさんあります。そうした、仏教の思想を再発
見し、日本人の生活文化を考える講座です。

能〈敦盛〉を考える―法然の弟子・蓮生とのかかわりを中心に―
本学教授・本学能楽資料センター長  三浦 裕子

平敦盛がシテ（主役）の能〈敦盛〉には法然の弟子の蓮生（俗名、熊谷直実）がワ
キ（シテを導き出す役）として登場します。この蓮生に注目して〈敦盛〉を講読し動
画を鑑賞します。

「安寿と厨子王」の物語を読む―説経「さんせう太夫」と森鷗外「山椒大夫」―
千葉大学准教授・本学能楽資料センター研究員  田草川 みずき

「安寿と厨子王」の物語として知られる、説経「さんせう太夫」と森鷗外「山椒大
夫」を比較しながら読み、近世から近代にかけての人々の死生観・宗教観につい
て考えます。

比叡山延暦寺と『平家物語』
池田 英悟

吉田兼好『徒然草』において『平家物語』制作を主導したとされる、延暦寺天台座
主慈円。彼の足跡を探り、その可能性をさまざまな角度から考察してみましょう。

肖像画と神仏
生駒 哲郎

前近代の肖像画は、ほぼ神仏と結び付けられ寺院や神社に奉納されているといっ
ても過言ではありません。肖像画の寺社への奉納という視点から皆さんと一緒に
考える講座です。

仏教・宗教

教養としてのデータサイエンス
0407033c

データサイエンスの中心技術である人工知能は、我々が望んだことを叶える仕組みです。人工知能
の能力が高まるほど、我々が何を望むのかが重要になってくるという構造について解説します。

データサイエンスと幸福 本学助授　岡田 龍太郎

0407033d

データサイエンスは様々なサービスを通じ我々にとって身近なものとなりつつあります。ビジネス
シーンにおける活用事例とそのインパクトについて事例を紹介しながら考察します。

ビジネスイノベーション最前線 本学准教授　福原 義久

0407033e

21世紀を牽引するデータサイエンス・AIについて、その担い手であり、その恩恵を享受する当事者であるz世代のデータサイエ
ンス学部生が、それぞれ現在研究して取り組んでいるテーマの魅力と時代の当事者としての「未来シナリオ」を描いて発表します。

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

0407033a

本講義では、データサイエンス・AI が如何に社会・経済の広範にインパクトを与えてきているかに
ついて、多角的な視点から具体例を示して概説します。

何故、今、データサイエンスなのか？　本学教授・MUSICセンター長　上林 憲行

0407033b

人工知能(AI)は人間の知能を超える転換点シンギュラリティが現在到達しつつあります。現在注目されてい
る人工知能の応用例を紹介しながら、人工知能を自身の興味やビジネスへ展開する方法について示します。

シンギュラリティインパクトとは？ 本学准教授　中西 崇文

文化 文化

文学

0407034
a

0407034
b

0407034
c

0407034
d

0407034
e

本学非常勤講師
本学能楽資料センター非常勤研究員

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講師

日本書紀の1300年
東海大学教授  志水 義夫

成立1300年を超えた『日本書紀』について、書名にこめられたメッセージや『古
事記』との違いについてお話しします。

日本武尊―「まこと」の伝承―
本学非常勤講師  渡部 修

「あわれ」の価値観を前面に出す『古事記』の倭建命伝承に対し、「まこと」の価値
観を前面に出した『日本書紀』の日本武尊伝承を通して、古代日本人が理想とした
であろう「まこと」の心を考えます。

聖徳太子とその周辺
本学非常勤講師  伊藤 高雄

仏教を信仰し、冠位十二階や十七条憲法を制定した聖徳太子と、その片腕秦河勝
をめぐって、『日本書紀』を基点に日本文化における伝承上の意義を考えていきま
す。

記紀神話と景観・考古天文学
東海大学教授  北條 芳隆

現在のGPSと過去の天体運行再現技術をつかうと、遺跡や古墳の軸線と太陽や
満月の出、もしくは火山との関係が深いことがみえてきました。こうした分析をふ
まえて「記紀神話」を考えます。

持統天皇と天智天皇
本学名誉教授・芥川賞作家  三田 誠広

『日本書紀』の最後部に登場する天智天皇から持統女帝までの時代について語りま
す。また改めて『日本書紀』の意義についても考察したいと思います。
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鎌倉幕府倒幕後の新田義貞

鎌倉幕府を滅ぼした新田義貞。その後、彼はどのような運命を辿ったのでしょうか。
動乱の時代に翻弄された独りの東国武士について、後醍醐天皇との関係を中心に
みていきたいと思います。

足利義教と天皇・公家衆

「籤引き将軍」としても知られる室町幕府第６代将軍足利義教について、天皇家や
公家衆との関係を中心に、義教の政治志向などを述べていきます。

鎌倉府における上杉氏（1）―足利氏と上杉憲顕―
 本学非常勤講師・武蔵野学院大学教授  高橋 恵美子

南北朝の争乱期から室町時代に至る鎌倉公方の補佐役となる上杉氏の動向を、文
書・記録などの文献をひもときながら、歴代にわたって追っていきます。初回とな
る今回は憲顕についてです。

織田信長と武田信玄
東洋大学非常勤講師  柴 裕之

織田信長と武田信玄。その両者の関係の展開と実態を中央や周辺の情勢も交えな
がら追い、併せてその果てにどのような事態をもたらしたかをみます。

「徳川四天王」の後継者たち
日本大学准教授  小川 雄

酒井家次・本多忠政・井伊直孝・榊原忠政など、徳川将軍家の全国展開や政権
運営における功臣第二世代以降の役割に迫り、「四天王」概念が形成される背景を
探ります。
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江戸の文化と夏目漱石
本学名誉教授・芥川賞作家  三田 誠広

漱石は江戸文化の名残の中で幼少期を過ごしました。漱石文学との関連から改め
て江戸とは何か、江戸文化とは何かを考察します。

鏑木清方と江戸の残り香
郵便学者・作家（日本文藝家協会会員）  内藤 陽介

鏑木清方の代表作『築地明石町』を中心に、弟子の伊東深水ほかゆかりの画家た
ちの作品を通じて、明治以降も日本人の心の中で失われずにいた “江戸”の面影に
ついて考えます。

地誌に見る江戸の町の様子
国分寺ふるさと文化財課  中元 幸二

江戸は、江戸時代を通じて全国一の巨大都市として認識され、都市江戸の姿は変
容し続けます。「江戸名所図会」など、観光案内書として多くの地誌に現れる都市
江戸の発展の様子を見ていきます。

江戸時代以前の街道・河川と寺院
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  生駒 哲郎

石神井川（多摩川水系）の三宝寺（練馬区）と野川（多摩川水系）の深大寺（調布
市）を中心に街道と河川における勢力圏・文化圏の問題を江戸時代以前という視
点から考えます。

芭蕉の連句を読む―江戸時代と「連句」という文芸―
本学非常勤講師  永田 英理

江戸時代に庶民から大名までを巻き込んで大流行した「連句」という文芸がありま
す。芭蕉自身も発句（俳句）より連句が得意だと言っていました。芭蕉の連句の面
白さを味わってみませんか。
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大正大学准教授  木下 昌規

大正大学教授  三浦 龍昭

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交え、教養としてのデータサイエンスを紹介します。

日本国最古の正史『日本書紀』編集から1300年が過ぎました。あらためて、さまざま
な角度から『日本書紀』について考察しましょう。

武士と言っても時代によって、その社会的役割が大きく異なります。武士とはどういう
存在か、皆さんと考える連続講座です。

現在の私たちの生活の中から、江戸文化の痕跡を探ります。大都市江戸の社会を現在
の東京からその痕跡を探求する連続講座です。

●講義動画コンテンツは、１コマ90分の講義をおよそ30分程度で３つに分けております（１コマ90分＝30分×3）。ご都合のよいタイミングで何度でも視聴できます。
※映像・音声の著作権は武蔵野大学に帰属します。映像・音声、レジュメの許可なき転載複写並びに二次的利用は禁止いたします。

0407033

視聴期間　5/11（水）～8/9（火）　 視聴期間　4/20（水）～7/26（火）　

視聴期間　4/13（水）～7/19（火）　 視聴期間　4/6（水）～7/12（火）　

今に息づく仏教と文化 0407034 『日本書紀』の編纂1300年 0407035

武士の権力論 0407036 伝統文化を考える  大江戸の復元 0407037

4/6（水）～6/28（火）視聴期間
30分×15（全5回）講義時間 6,000円　　受講料

■１講座 4/6（水）～6/28（火）視聴期間
30分×3（全１回）講義時間 1,300円　　受講料

■全5講座（５回パック）

30分×3 （全１回）■１講座 講義時間 1,300円　　受講料
30分×15 （全5回）■全５講座（５回パック） 講義時間 6,000円　　受講料

No.0307101と同一内容です。

仏教・宗教 0407001

『歎異抄』の第四条から第八条に説かれている浄土
の慈悲、追善回向を超えて、親鸞は弟子一人もも
たず、無礙の一道、他力の念仏をテーマに掲げ、
浄土真宗の救いを学びます。

視聴期間 4/27（水）～7/19（火）
講義時間 30分×９（全3回）　 受講料 3,900円　

『歎異抄』を読む（3）

本学准教授　前田 壽雄

仏教・宗教 0407002

『唯信抄文意』は、親鸞聖人の和語の書物です。八
十五歳の時、親鸞聖人はこの書を書き写し、お弟
子に勧めています。浄土真宗の要を晩年近い親鸞
さまが記したものです。

視聴期間 4/13（水）～7/12（火）
講義時間 30分×12（全４回）　 受講料 5,200円　

親鸞聖人の教え『唯信抄文意』に学ぶ
第一期

浄土真宗万行寺住職　本多 靜芳

仏教・宗教 0407003

真宗の念仏の広がりの反面、門徒の支配層への抵
抗と旧い秩序否定の行動が生じました。教団発展
のかげに社会との問題がありました。“護国思想”
が生まれ、継承された流れを学びましょう。

視聴期間 6/8（水）～8/23（火）
講義時間 30分×6（全２回）　 受講料 2,600円　

仏教の視点―異端視されたものから―（2）

福泉寺住職・本願寺派布教使　小笠原 博慧

文学 0407007

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、
出雲神話から天孫降臨へと入っていきます。語釈の過程で、
民俗学の成果をとりこみつつ古代の息吹に迫っていきます。
【必携テキスト】『古事記』ワイド版 岩波文庫 1,540円

視聴期間 4/27（水）～8/2（火）
講義時間 30分×15（全５回） 受講料 6,500円

『古事記』を読む（３）
―出雲神話から天孫降臨―

本学非常勤講師　伊藤 高雄

文学 0407014

現代の絵本人気の高まりを踏まえて、わが国近代絵本の
始まりをご一緒に辿ってみましょう。絵雑誌「お伽絵解こ
ども」（明治37年創刊）と単行絵本「日本一ノ画噺」シ
リーズ（明治44年創刊）を例にあげてお話をすすめます。

視聴期間 4/20（水）～7/5（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円

明治時代に登場した、
小さな可愛い絵雑誌と単行絵本

元本学非常勤講師　永田 桂子

文学 0407011

常に「新しみ」を求めてゆく芭蕉の発句は、時代と
ともにどんどん作風が変化してゆきます。それぞれ
の時代における芭蕉句を丁寧に読み解きながら、
一緒にその世界を味わってみませんか。

視聴期間 6/1（水）～8/30（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円

時代ごとに変化してゆく芭蕉の発句
（俳句）を味わう（その１）

本学非常勤講師　永田 英理

文学 0407016

世界の文学を読むための道先案内講座です。詩
〔文学〕と哲学のスリリングな関係をテーマに、輝
かしい外国文学の世界を味わい、文学逍遥をしま
しょう！ノーベル賞作家カズオ・イシグロから。

視聴期間 5/25（水）～8/9（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円

詩と哲学の間に
―世界の文学を読む楽しみ〈Ⅰ〉―

本学名誉教授　久富 健

文学 0407015

中世英文学を代表するチョーサーの名作『カンタベ
リ物語』の中から「総序」と「バースの女房」をはじ
め、英文学史上の名詩をいくつか選んで、時代背景
や文化的背景にも注目しつつ、原文で鑑賞します。

視聴期間 5/25（水）～9/6（火）
講義時間 30分×18（全６回） 受講料 7,800円

英国の名詩を読む（２）

明治学院大学教授　安藤 聡

文化 0407021

古文書を様式論、形式論から体系的に古文書を学
びます。今回は足利尊氏と足利直義、足利義詮を
中心としその他の関連文書も紹介いたします。

視聴期間 5/18（水）～9/6（火）
講義時間 30分×24（全８回） 受講料 10,400円

はじめての古文書学（「東寺百合文書」を読む）
―足利尊氏と足利直義、足利義詮の発給文書―

生駒 哲郎

文学 0407017

第一章から書き下し文で読み章全体を把握し、更
に原文の訓読を練習します。その後口語訳と解説
を行います。弟子や当時の様々な人物が登場する
ので、孔子の年譜も参考にします。

視聴期間 5/18（水）～8/30（火）
講義時間 30分×18（全６回） 受講料 7,800円

『論語』を読む　雍也第六

元本学非常勤講師　須山 長治

文学 0407008

「安和の変」は、藤原氏による他氏排斥の最後とい
われています。本講座では、この事変に焦点をあ
てて、記録と文学との両面から、この出来事の有
様を捉えていきます。

視聴期間 4/20（水）～7/19（火）
講義時間 30分×12（全４回） 受講料 5,200円

「安和の変」にみる記録と文学の接合

本学非常勤講師　深澤 瞳

文学 0407009

飛鳥時代から奈良時代にかけて続いた女帝の時代
について考察し、六人の女帝を紹介しながら、改
めて天皇制そのものについても考えてみたいと思い
ます。

視聴期間 4/6（水）～7/5（火）
講義時間 30分×12（全４回） 受講料 5,200円

女帝が築いた日本国／
古代女帝の系譜をたどる

本学名誉教授・芥川賞作家　三田 誠広

文学 0407010

『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 6/1（水）～8/30（火）
講義時間 30分×12（全４回） 受講料 5,200円

『奥の細道』の主な章段を読んでみよう
（その６）

本学非常勤講師　永田 英理

能・狂言 0407004

源義経の誇り高い武勇と戦いの虚しさ、哀感を謳い
上げた修羅物「屋島（八島）」と、宮廷歌人和泉式
部の語りと舞を通して王朝の幻想的な世界を描く
「東北」と、春の能の名作二曲を読み味わいます。

視聴期間 4/13（水）～6/28（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円 　

春の名作能「屋島（八島）」と「東北」を
読み味わう
本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶

歌舞伎 0407005

「義経千本桜」の中から庶民に変身した平知盛が勇将に見顕しを
して壮絶な死をとげる〈大物浦〉と、いがみの権太という悪党が
実は主君のために命を捨てる善人であったという〈鮓屋〉の二場面
を通して、近世劇独特のスリルとサスペンスを読み味わいます。

視聴期間 4/13（水）～6/28（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円

三大名作の一つ歌舞伎「義経千本桜」
〈大物浦〉と〈鮓屋〉を読み味わう
本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶

歌舞伎 0407006

歌舞伎には様々な音楽があります。中でも舞台脇
の小部屋で奏される陰囃子の音楽は多種多様で
す。その魅力と効果を、邦楽囃子家の福原鶴十郎
先生に、演奏を交えてうかがいます。

視聴期間 4/20（水）～6/28（火）
講義時間 30分×3（全１回） 受講料 2,600円

歌舞伎を囃す生バンド―陰囃子の魅力と効果を探る―

邦楽囃子家　福原 鶴十郎
本学教授・本学能楽資料センター長　三浦 裕子

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

文化 0407019

60年にわたる南北朝の動乱について解説します。この動乱
は、公武の対立というだけでなく、天皇親政か院政かという
国制をめぐる天皇家の争いでもありました。社会を大きく変え
たこの動乱を政治的・社会的動向を中心に考えていきます。

視聴期間 6/1（水）～8/9（火）
講義時間 30分×６（全２回） 受講料 2,600円

南北朝の動乱

本学教授　漆原 徹

文化 0407018

山川出版の『もう一度読む  山川日本史』を使いつつ、アヘン
戦争後、1853年の開港後、怒涛の如く押し寄せてきた “近代”
の荒波に翻弄される幕末の政治と社会についてお話しします。
【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

視聴期間 5/18（水）～8/23（火）
講義時間 30分×15（全５回） 受講料 6,500円

日本の歴史を学びなおす
―近現代編その２―幕末
郵便学者・作家（日本文藝家協会会員）　内藤 陽介

文化 0407022

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年が経過しました。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。【必携テキスト】『切手でたどる
郵便創業150年の歴史Vol.１戦前編』日本郵趣出版 2,530円

視聴期間 4/6（水）～6/28（火）
講義時間 30分×18（全６回） 受講料 7,800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・作家（日本文藝家協会会員）　内藤 陽介

文化 0407023

切手と郵便から日本の近現代史を読み解く講座です。今回は、1945（昭
和20）年の終戦から1952（昭和27）年の講話独立までの占領時代を当
時の時代背景とともにわかりやすく解説していきます。【必携テキスト】『切
手でたどる郵便創業150年の歴史Vol.2戦後編』日本郵趣出版 2,530円

視聴期間 4/13（水）～7/19（火）
講義時間 30分×15（全５回） 受講料 6,500円

日本の郵便150年の歴史その２
―占領時代（1945年の終戦から1952年）―
郵便学者・作家（日本文藝家協会会員）　内藤 陽介

心理 0407029

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 4/6（水）～6/28（火）
講義時間 30分×9（全３回） 受講料 3,900円

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

臨床心理士・公認心理師　望月 由紀子

心理 0407030

「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、ぜひ「ご自身のアサーティブネス」を見つけて
ください。

視聴期間 6/8（水）～8/23（火）
講義時間　30分×6（全２回） 受講料 2,600円

さらに暮らしに役立つ
アサーティブトレーニング

臨床心理士・公認心理師　望月 由紀子

政治経済 0407025

戦後34人の総理大臣が誕生しました。長期政権も
あったが、短命が圧倒的に多かったのです。それ
ぞれどんな時代背景で登場し、どう成功し、失敗
したのか、実像を交えながら解説します。

視聴期間 5/18（水）～7/26（火）
講義時間 30分×3（全１回） 受講料 1,300円

時の総理大臣とその時代

フリージャーナリスト・元産経新聞論説委員長　樫山 幸夫

環境 0407028

気象現象と関連する海の波の知識を紹介しながら
「波の名前」を尋ねる旅をします。すると自然現象
から日本文化が見えてきます。さらに「美意識と風
景の劣化」という根深い問題が見えます。

視聴期間 4/27（水）～7/19（火）
講義時間 30分×12（全４回） 受講料 5,200円

波と旅する日本海
―波の来し方その行方―

本学名誉教授　矢内 秋生

政治経済 0407024

国際合意：SDGs（持続可能な開発目標）のもとで
私たちは人類史のエポックに臨場しています。この
目標達成で重要なのは次世代の活力です。そのた
めの現世代の役割を実践例から紹介します。

視聴期間 5/11（水）～8/2（火）
講義時間 30分×9（全３回） 受講料 3,900円

次世代とつながるSDGs―サステナブル社会は異世代との交流から―

NPO法人サステナブル プラットフォーム事務局長　井関 直人
本学名誉教授　矢内 秋生

語学 0407032

これまでの伝統的な勉強方法ではなく効率を重視
するアメリカ方式の勉強法でスコアアップを狙いま
す。短時間で集中度を高め、スコアアップのため
の勉強方法の大改革です。

視聴期間 5/25（水）～9/6（火）
講義時間 30分×18（全６回） 受講料 12,000円

初級者のための楽しいTOEIC攻略講座
（初級編）

本学客員教授　村川 久子

文学 0407012

漢詩の永遠のテーマである愛をうたう詩は、時代
を問わない。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 4/6（水）～6/28（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円

愛の詩―さまざま―（１）

元國學院大學講師　小笠原 博慧

文学 0407013

漢詩からは様々に愛のかたちが伝わります。今、
詩に詠われている愛によって頷（うなず）けるもの
があるでしょうか。そして、こころの平穏とは何な
のかに思い至るでしょうか。

視聴期間 6/8（水）～8/23（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円

愛の詩―さまざま―（２）

元國學院大學講師　小笠原 博慧

教育 0407031

「玉川上水と立川断層」「国分寺崖線」「千葉時代に
命名された露頭」「神奈川で地学を学べるジオアイ
ランド・城ヶ島」「大地に開いた窓・埼玉の長瀞と
古秩父湾」を巡り、大地の形成の謎に迫ります。

視聴期間 5/11（水）～7/19（火）
講義時間 30分×6（全２回） 受講料 2,600円

大地のつくりを求めて「地域教材巡り」
―フィールドワーク（野外自然観察）入門―

本学特任教授　高橋 典嗣

政治経済 0407026

ワシントン初代大統領の図柄の米1ドル札（白頭鷲）は米国の建国
の理念を理解するヒントとなります。同じ民主主義国でも米大統
領制と日本の議院内閣制では大きな違いがあります。これらを手
掛かりとして米大統領のリーダーシップについて考えたいです。

視聴期間 5/18（水）～7/26（火）
講義時間 30分×3（全１回） 受講料 1,300円

米大統領制とリーダーシップの在り方
―1ドル札を片手に―
元本学教授・筑波学院大学名誉教授　浅川 公紀

政治経済 0407027

バイデン政権は2年目に突入しました。3月に入りやっと一般教書演
説の運びとなりました。バ イデン大統領の支持率低下のみならずハ
リス副大統領の評判が芳しくないことも気になるところ。バイデン政
権を評価し、今後の政権運営を見定める手がかりを考えたいです。

視聴期間 4/20（水）～6/28（火）
講義時間 30分×3（全１回） 受講料 1,300円

バイデン米政権の通信簿
―一般教書を片手に―
元本学教授・筑波学院大学名誉教授　浅川 公紀

文化 0407020

浅井長政と朝倉義景を滅ぼして、信長は元亀争乱
に終止符を打ちました。そして自ら将軍義昭に代わ
る「天下人」として始動していきます。

視聴期間 5/25（水）～8/30（火）
講義時間 30分×９（全３回） 受講料 3,900円

『織田信長文書』を読む
―元亀争乱から天正へ―
本学政治経済研究所客員研究員・歴史作家　桐野 作人

再配信

再配信

再配信

生涯学習講座のご案内

Web

Web

Web



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。

令和４年度
（2022年度）

春 開 講

武蔵野大学生涯学習講座のご案内

講師より講義の紹介です。

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！

下記のいずれかの方法からお申込みください

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

lifelong@musashino-u.ac.jp

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

ご
視
聴
ま
で

の
流
れ

PV動画ご視聴

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

※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
みください。

払込取扱票
の送付

払込取扱票
の送付

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

お申込み
   　紙資料を

ご希望の方は
忘れずにお申込み 
ください。

お申込み
   　紙資料を

ご希望の方は
忘れずにお申込み 
ください。

ご入金
　前払い制
　振込手数料
　無料

ご入金
　前払い制
　振込手数料
　無料

Webにて講義を
　ご視聴ください。

レジュメは
ダウンロードして
ください。

Newsletter

〒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

対面講座のお申込み
お問合わせは 武蔵野大学地域交流推進課 平　日  9：30～18：00

土曜日  9：30～15：30
祝日を
除きます  - -3222　468042TEL

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

三鷹サテライト教室　7階大教室 定員会場 20名

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。
新型コロナウイルス感染拡大などの社会情勢により開講中止となる場合があり
ますので、武蔵野大学生涯学習のホームページで講座情報をご確認ください。

●水曜日　13：00～14：30
●全６回　12,000円

●月曜日　10：00～11：30
●全６回　12,000円

●木曜日　15：00‐16：30
●全５回　10,000円

●水曜日　13：00～14：30
●全３回　6,000円

●月曜日　13：00～14：30
●全６回　12,000円

●木曜日　10：00～11：30
●全３回　6,000円

●火曜日　18：30～20：00
●全５回　10,000円

●木曜日　15：00～16：30
●全６回　15,000円

●金曜日　15：00～16：30
●全５回　10,000円

●水曜日　15：00～16：30
●全３回　6,000円

●木曜日　13：00～14：30
●全４回　8,000円

●火曜日　13：00～14：30
●全２回　4,000円

●火曜日　13：00～14：30
●全２回　4,000円

●火曜日　13：00～14：30
●全２回　4,000円

●火曜日　13：00～14：30
●全３回　6,000円

●火曜日　10：00～11：30
●全６回　12,000円

0401
011

開
講
日

古典逍遥『源氏物語』「須磨」を読む

光源氏須磨に隠棲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。母君は受領
身分の身、なぜ好き心やまぬ流罪の人に娘をと悩みます。物語はまた新しい世界を紡ぎ
はじめます。【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

0401
012

開
講
日

『源氏物語』を読む―幻巻（続き）・雲隠巻について―

幻巻は、光源氏の最後の一念を、季節の推移とともに、紫の上を追慕し愛惜し、自らの出家
を前にして紫の上の手紙を焼く姿などを印象深く描いています。光源氏の一生をもう一度考え
てみましょう。【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

0401
013

開
講
日

『今昔物語集』巻第二十九「悪行譚」を読む―『羅生門』の原話をはじめとして―

巻二十九の悪行譚を読みます。この巻には『羅生門』『藪の中』の原話など秀逸な物
語が並んでいます。説話ならではの現実味を帯びたドラマを通じ平安時代にタイムス
リップしていきましょう。【必携テキスト】『今昔物語集本朝部下』岩波文庫 1,452円

0401
014

開
講
日

漢詩を読む―時代と人と―

南宋時代の詩を読みます。時代の流れに翻弄されているかに
みえて、着実に信念をもって生きた詩人の作品から、知的であ
りながら情愛の濃やかなところを味わいましょう。

0401
015

文化
開
講
日

日本の歴史を学びなおす―原始・古代―

原始・古代を中心に講義しますが、教科書の記述にはない、史料的根
拠を紹介しながら、皆さんと一緒に日本の歴史を考えたいと思います。
【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

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〉―

《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！今回のテー
マは「人間と実存」です。

開
講
日

古文書読解講座  江戸の町触を読む

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。テキストには江
戸の町触を使用し、町の様子を垣間見ます。

0401
018

語学
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―

フランス語またはその会話・文化に興味のある方、すでに学習している方、皆さんのための講座
です。フランスの文化・歴史なども学びつつ、生きたフランス語を楽しみましょう！ “大人の眼差
しから”、フランス語の世界が眩しく広がって見えてきます。Bon courage!（頑張ってください）

0401
001

仏教・宗教
開
講
日

『教行信証』「信巻」を読む（１）

『教行信証』「信巻」を読みながら、みなさんと「信心とは何か」
を考えます。今回は別序、第十八願と第十八願成就文、『観経』
三心釈、そして三一問答について学びます。

0401
002

仏教・宗教
開
講
日

日本仏教の流れから学ぶ

江戸期は幕藩体制維持のために仏教に保護と統制を加えました。寺院側も限られ
た庇護のもとで安寧を貪る傾向を強めました。儒学者、国学者などのは排仏論の
出現と仏教者の抵抗による殉教の事実から、当時の宗教状況を探りましょう。

0401
004

仏教・宗教
開
講
日

禅語録を読む「無門関」第四則～第十一則

『無門関』の第四則から始め第十一則まで読み進んでいきます。
禅宗独特の表現や言い回しに注意しながら、無門慧開和尚の
意図、本則の背景を探っていきます。

0401
005

能・狂言
開
講
日

能の見方・味わい方―入門編２―

能の劇構造と演技・演出、謡・舞・囃子の技法について、ま
た、能の演者、各役と流派についてお話しします。

0401
006

開
講
日

能の見方・味わい方―世阿弥の能を読み味わう―

世阿弥は父観阿弥とともに能の大成者であり、すぐれた能の作
品を作りました。中世の美意識と思想が反映し、現代にも通じ
る普遍的なドラマの、女能の名作「砧」「花筐」を鑑賞します。

0401
007

歌舞伎
開
講
日

歌舞伎の見方・味わい方―入門編２―

歌舞伎のせりふ術・音楽・舞踊の技法について、歌舞伎独自
のいろいろな役柄について、それを伝承している俳優の家系に
ついてお話しします。

0401
008

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―

歌舞伎の魅力と醍醐味満載の名作「仮名手本忠臣蔵」の高師直
と塩冶判官の対立、判官切腹、大星由良之助の苦衷、お軽・
勘平の道行までを戯曲を読み、ビデオで鑑賞します。

0401
009

文学
開
講
日

楽しく読む万葉集（万葉集入門）

4500首も集録された万葉集の著名な歌人の作10首程度を毎
回とりあげて注釈し、鑑賞してゆきます。歌の出来た背景、作
者のエピソードなども紹介します。

歌舞伎

能・狂言

文学

文学

文学

文学

文化

文化

はろい

4/27  5/18
6/1・15  7/13・27

●金曜日　10：00～11：30
●全３回　6,000円

0401
010

開
講
日

恋する万葉集

日本最古のアンソロジー（詩歌集）『万葉集』を巻一の中大兄の
三山歌から読んでいきます。やまとことばの意味をじっくりと
おさえつつ、民俗学的な成果を盛り込みつつ読んでいきます。

文学
4/15  5/20  6/17

4/18  5/9・23
6/6・20  7/4

4/21  5/19
6/2・16・30

5/25  6/8・22

4/18  5/9・23
6/6・20  7/4

4/21  5/19  6/16

4/26  5/10・24
6/7・21

4/14・28  5/12・26
6/9・23

6/2・9・23・30

●木曜日　10：00～11：30
●全５回　10,000円

0401
003

仏教・宗教

元本学教授　深澤 邦弘

本学名誉教授　松村 武夫

大正大学非常勤講師　鈴木 治子

元國學院大學講師　小笠原 博慧

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　生駒 哲郎

本学名誉教授　久富 健

国分寺市ふるさと文化財課　中元 幸二

本学名誉教授　久富 健

本学准教授　前田 壽雄

福泉寺・本願寺派布教使　小笠原 博慧

元本学非常勤講師　須山 長治

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

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

元本学高校講師　上村 正人

本学非常勤講師　伊藤 高雄

元本学非常勤講師　須山 長治
開
講
日

禅入門　唐代の禅僧たち

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。

5/26  6/2・9・23・30

4/19・26

5/24・31

5/10・17

6/7・14・21

4/26  5/10・24
6/14・28  7/12

4/22  5/13・27
6/10・24

5/25  6/8・22

0401
016

0401
017

●講師・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。

対面講座

医薬学・看護 0407038

脳科学入門シリーズ 本学教授　阿部 和穂

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。

講義時間　30分×9
　　　　　（全3回）
受 講 料　3,900円　　

脳科学入門 １
―ヒトの脳の特徴を知る―

医薬学・看護 0407039

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。

講義時間　30分×9
　　　　　（全3回）
受 講 料　3,900円　　

脳科学入門 ２
―ニューロンとシナプス―

医薬学・看護 0407040

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。

講義時間　30分×9
　　　　　（全3回）
受 講 料　3,900円　

脳科学入門 ３
―脳の発達と老化―

医薬学・看護 0407041

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。

講義時間　30分×21
　　　　　（全7回）
受 講 料　9,100円　　

脳科学入門 ４
―視覚の不思議―

医薬学・看護 0407042

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。

講義時間　30分×12
　　　　　（全4回）
受 講 料　5,200円　　

脳科学入門 ５
―記憶のしくみ―

医薬学・看護 0407043

「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。

講義時間　30分×9
　　　　　（全3回）
受 講 料　3,900円　　

脳科学入門 ６
―認知症―

医薬学・看護 0407044

脳科学入門６に続いて、認知症の
診断法や治療法を中心に、分かり
やすくかつ詳細に解説します。認知
症予防につながる生活上の工夫に
ついてもお話しします。

講義時間　30分×15
　　　　　（全5回）
受 講 料　6,500円　　

脳科学入門 ７
―認知症partⅡ―

医薬学・看護 0407045

私たちが体と心の健康を保つため
に必要な睡眠をコントロールする
脳のしくみや、不眠症の解消に役
立つ睡眠薬について、分かりやす
くかつ詳細に解説します。

講義時間　30分×12
　　　　　（全4回）
受 講 料　5,200円　　

脳科学入門 ８
―睡眠―

2023年は親鸞誕生850年の記念すべき年にあたり、各地で記念行事が催されます。
本学でも親鸞とゆかりの深い５人の仏教学者が、存分に親鸞を語り尽くします。
どうぞご視聴ください。

親鸞を語り直す ―誕生850年を迎えるにあたって―

親鸞が顕した「浄土真宗」とは、宗派や教団を意味するものでは
なく、往生浄土を説く真実の教えをいいます。主著『教行信証』
をはじめ、和語・漢語聖教の著作から、浄土真宗とは何かを考
えます。

浄土真宗とは何か0307115a
本学准教授　前田 壽雄

唯識思想の大成者として有名な世親を阿弥陀仏の本願による極
楽浄土への往生を願った高僧の一人として敬った親鸞の考え方を
あらためて整理しようと思います。

親鸞にとっての世親0307115b
本学講師　長尾 重輝

大乗仏教の中心的な教理に空思想があります。その空思想とい
う観点から、親鸞あるいは親鸞が依拠した経典のことばについ
て、考えてみたいと思います。

大乗としての親鸞思想0307115c
本学准教授　新作 慶明

親鸞の思想には「二種深信」、すなわち所謂「悪人」の自覚を持
ちながら、同時に阿弥陀仏の救済を確信する考え方があります。
「悪人」が正しい「信心」を持つことがなぜ可能なのでしょうか。
これについて、如来蔵思想の観点から解説を試みます。

親鸞と如来蔵思想
―悪人は正しい信心を持てるのか？―

0307115d

本学准教授　日野 慧運

明治以降、日本人は宗派を超えて、親鸞について熱心に語るよう
になります。特に大正期には「親鸞ブーム」と呼ばれる現象が起
こりました。なぜ、親鸞は日本人に人気なのでしょうか。『歎異抄』
の重要性や、親鸞小説のベストセラー作品などを紹介しながら、
その背景を明らかにします。

近代日本の親鸞ブーム0307115e
本学准教授　碧海 寿広

0307115

講義時間

受 講 料

視聴期間

■全5講座　6,000円　　1講座　1,500円

災害～あの日を忘れない～

オムニバス
仏教講座

特別講座

2/23（水）～3/29（火）　

■全5講座 30分×15 （全5回）
■1講座 30分×3 （全１回）

全5講座（5回パック）

0307112『方丈記』が問いかけるもの
―災害の時代を生きる―

大きな災いが起こるたびに読まれてきた『方丈記』。深刻化
する自然災害と感染症の脅威に直面する今、過去の読者た
ちの思いにも触れながら、じっくり味わい、この珠玉の短
編が我々に問いかけるものを考え直したいと思います。

視聴期間　
講義時間　

0307113東日本大震災被災地
支援活動を通して見えたもの

東日本大震災時の被災地支援活動を通して気づいたこと
を、自分自身の体験を通して女性の視点から語ります。

地震から命を守る家具転倒対策

今起こるかもしれない大地震…突然あなたの命が、あなたの
大切な人の命が失われるかもしれません。この講座では、大
切な命を守るために、家具転倒防止対策について紹介します。

0301046応急手当入門
―本当にAED使えますか―

皆様が自信を持って応急手当ができるように、AED
の使い方を中心に、実際に応急手当を体験します。

Web

Web

Web

Web 対面

Web

再配信 再配信

再配信 再配信再配信 再配信

本学特任教授　寺島 恒世 特定非営利活動法人参画プランニング・いわて理事　平賀 圭子

東京消防庁三鷹消防署　警防課　地域防災担当係長　方波見 正芳無料 要申込

0307114

視聴期間　4/6（水）～6/28（火）

突然襲いかかる災害。
私たちはどのように向き合えばよいのでしょうか？

視聴期間  2/23（水）～3/29（火）
講義時間  30分×6（全2回）　　受講料    2,000円

視聴期間  2/23（水）～3/29（火）
講義時間  30分×3（全1回）　　受講料    1,000円

視聴期間  3/2（水）～3/29（火）
講義時間  30分×3（全1回）　 開講日    3/17（木）　講義時間  13：30～14：30

講義会場  三鷹サテライト教室




