
■「武蔵野大学  生涯学習」で検索！

■QRコードからアクセス！

■お申込み講座が決まっている方は
　Mailでもお申込み可能！

■対面講座はお電話でもお申込み可能！

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
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差出人： 武蔵野太郎

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
到着

払込取扱票
到着

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
   

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。

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）ご入金（前払い制）
ゆうちょ銀行または
コンビニエンスより

お支払い

ゆうちょ銀行または
コンビニエンスより

お支払い

Webにて講義を
ご視聴ください。

Newsletter

- -3222　468042TEL

ご
視
聴
ま
で
の

流
れ

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
〈初めての方〉  ⑦郵便番号　⑧ご住所　⑨お電話番号

　レジュメはダウンロード
してください。

月～金
（祝祭日除く） 9：30～16：30

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

令和５年度（2023年度）

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。

春  開  講アーカイブ配信（Web視聴講座）

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

0550728a

0550728b

0550728c

0550728d

0550728e

浄土真宗とは何か

親鸞にとっての世親

大乗としての親鸞思想

親鸞と如来蔵思想
―悪人は正しい信心を持てるのか?―

近代日本の親鸞ブーム

本学教授　前田 壽雄

本学講師　長尾 重輝

本学准教授　新作 慶明

本学准教授　日野 慧運

本学教授　碧海 寿広

仏教

本学教授　阿部 和穂

0550730

0550731

0550732

0550733

0550734

0550735

0550736

0550737

0550738

0550739

0550740

0550741

脳科学入門１―ヒトの脳の特徴を知る―

脳科学入門２―ニューロンとシナブス―

脳科学入門３―脳の発達と老化―

脳科学入門４―視覚の不思議―

脳科学入門５―記憶のしくみ―

脳科学入門６―認知症―

脳科学入門７―認知症partⅡ―

脳科学入門８―睡眠―

脳科学入門９―神経新生と再生医療―

脳科学入門10―やる気と依存症―

脳科学入門11―うつ病―

脳科学入門12―右脳と左脳―

30分×9（全3回） 5,400円

30分×9（全3回） 5,400円

30分×9（全3回） 5,400円

30分×21（全7回） 12,600円

30分×12（全4回） 7,200円

30分×9（全3回） 5,400円

30分×15（全5回） 9,000円

30分×12（全4回） 7,200円

30分×3（全1回） 1,800円

30分×12（全4回） 7,200円

30分×9（全3回） 5,400円

30分×3（全1回） 1,800円

脳科学入門シリーズ
医薬学・看護

※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。

仏教シリーズ　親鸞を語り直す―誕生850年を迎えるにあたって― 

4/19（水）～7/25（火）全5講座　7,200円 視聴期間 4/19（水）～7/25（火）視聴期間0550728
（5回パック）

文学

文学シリーズ　森鷗外没後100年記念講座

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

0550729a

0550729b

0550729c

0550729d

0550729e

森鷗外と国際情勢「椋鳥（むくどり）通信」の世界

『舞姫』を読み直す

『高瀬舟』

『澁江抽斎』に親しむ

戯曲「生田川」を読む―演劇人としての鷗外―

相模女子大学教授・森鷗外記念会会員（評議員）　山口 徹

本学名誉教授・一般財団法人大阪国際児童文学振興財団（IICLO）理事長　宮川 健郎

本学名誉教授・芥川賞作家　三田 誠広

本学名誉教授・日本現代詩人会会員　竹田 日出夫

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶

4/19（水）～7/25（火）全5講座　7,200円 視聴期間0550729
（5回パック）

〒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

三鷹サテライト教室
武蔵野大学

（三菱UFJ銀行のビル）
三鷹三菱ビル７F

連　　続　　講　　座

「合戦の時代」と言われた中世。その「合戦」後に発せられた文書を丁寧に読
み解き、合戦そのものだけでなく、彼らの生きた中世という時代の深層に迫っ
ていきます。

いくさ場の風景　Part 2
―合戦後に出される文書たち―

0507017b

受 講 料 全9講座　 14,400円
1講座　　   1,800円

視聴期間 6/7（水）～8/22（火）　

講義時間 全9講座 30分×27 （全9回）
1講座 30分×3 （全１回）

0507017
全9講座

（9回パック）

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、ご都合のよい場所・時間に視聴期間中何度でもご視
聴できます。

Web視聴
講座

Web視聴講座

静岡市文化財保護審議会委員・2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」古文書考証　大石 泰史

暗号と政治・戦争の歴史は古いが、第二次世界大戦では戦局の帰趨を決定
するような影響があったことは知られています。日米交渉の経緯、真珠湾奇
襲、ミッドウエー海戦、レイテ海戦、原爆投下など主要な局面での暗号戦の
実情についてお話したいと思います。

第二次世界大戦における暗号の役割0507017c
本学教授　漆原 徹

中国は、作り過ぎた鉄鋼や建築資材、過剰労働力を「一帯一路」で輸出し投
資先を確保することでバブル崩壊を回避してきました。借金漬けにして資源や
耕作地、重要インフラを奪い取る新植民地主義の実態を論じます。

中国の新植民地主義0507017e
防衛大学校非常勤講師　大島 幸治

中国は、狙った技術を窃取するため、中国進出の条件として有利な合弁と技
術開示を求めます。日本の学界は、人民解放軍直属機関の研究者に軍事転
用可能な先端技術を吸収させています。これは経済安全保障リスクです。

中国という経済安全保障リスク0507017d
防衛大学校非常勤講師　大島 幸治

四世紀末から、高句麗の広開土王が南下したことにより、百済・新羅・倭国
との激しい抗争が繰り広げられます。高句麗の建国と領土拡大の様子を時系
列で追っていき、高句麗王を支えた有力氏族の詳細についても確認します。

高句麗広開土王の領土拡張戦争0507017f
慶応義塾大学大学院講師　中野 高行

六四五年におきた蘇我馬子・蝦夷親子殺害事件（乙巳の変）について、基本
史料である『日本書紀』の皇極紀を検討します。蘇我本宗家の主要人物が宮
殿で暗殺されるという特異な事件を記す皇極紀には、何が書かれているのか
をあらためて確認していきます。

大化改新（乙巳の変）0507017g
慶応義塾大学大学院講師　中野 高行

鎌倉幕府、そして源頼朝にとって奥州藤原氏との戦いはどのような意味を持っ
ていたのか。11世紀後半の前九年・後三年合戦から説き起こし、鎌倉幕府
成立史の中でその位置づけを検討します。

奥州征伐0507017h
神奈川県立釡利谷高等学校教諭　佐藤 秀成

鎌倉幕府の侍所初代別当である和田義盛の足跡を『吾妻鏡』でたどりながら、
なぜ彼は「乱」を起こすに至ったのか、そして「乱」はどのような戦いだったの
か論じていきます。

和田義盛の乱0507017i
神奈川県立釡利谷高等学校教諭　佐藤 秀成

第二弾

中世は「合戦の時代」と言われます。その「合戦」に至るまでに発せられた文
書を丁寧に読み解いて、合戦に至る経緯や背景、さらには彼らの生きた時代
について解き明かしていきます。

いくさ場の風景　Part 1
―合戦前に出される文書たち―

0507017a

静岡市文化財保護審議会委員・2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」古文書考証　大石 泰史

古代・中世～近世・現代



Web視聴講座
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仏教・宗教

仏教・宗教

仏教・宗教

仏教・宗教

仏教・宗教

文学

文学

文学

文学

文学
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文化
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013

文化

0507
014

薬学

0507
015

情報

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、お好きな時間に視聴期間中何度でも繰り返しご
視聴できます。

※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）。

0507016
全５講座
（５回パック）

連　続　講　座Web

文化

受 講 料 ■全5講座　7,200円
　　1講座　1,800円

視聴期間 6/7（水）～8/22（火）　 講義時間 ■全5講座 30分×15 （全5回）
■1講座 30分×３ （全１回）

人物史―徳川家康  第二弾―
2023 年の大河ドラマは徳川家康が主人公で、彼が晩年に天下人となったこ
と、またそこまでの過程が波瀾万丈だったことも多くの人に知られています。
今回の講座では、家康と彼にまつわる人々の関係性について、一次史料に基
づきながら、最新の研究成果を踏まえた家康の実像を追究します。

家康関係の古文書を駆使し、三方ヶ原合戦までの彼の実像を紹介しま
す。主に少年期から青年期の家康について、最新の研究成果を踏まえな
がら、彼が生きた戦国時代を詳細に解き明かします。

家康と今川氏

●Web講座の必携テキストはご自身でご用意をお願いいたします。

0507
002

0507
003

0507
004

0507
005

0507
006

0507
007

0507
008

0507
009

0507
010

文化

0507
011

0507016
a

徳川家康の宗教的ブレーンであった金地院崇伝に焦点をあてます。崇伝
は「寺社法度」のみではなく他の朝廷などの「法度」にも影響力を持ちま
す。そうした家康の政策と宗教の側面から検討いたします。

徳川家康と金地院崇伝
0507016

b

家康の前半生のなかで、信長と織田政権との関係は非常に重要です。今
回は前回の信長との関係に引き続き、信長家臣団との関係について見て
いきながら、織田政権下における家康の地位や役割を考えます。

家康と信長の家臣たち

0507016
c

家康と武田信玄・勝頼の外交と戦争（今川領挟撃、三方ヶ原合戦、長篠合戦
など）について、どのような背景で生じたのかを論じます。戦国時代の戦争
とは何が原因で生じるのか、その根本的問題もあわせて考えていきます。

家康と武田氏

0507016
d

北条氏規との義兄弟になり、本能寺の変では対立し、やがて北条氏直を
婿とするなど、40年以上にわたり、同盟と敵対を繰り返した家康と小
田原北条氏の政治動向を追っていきます。

家康と小田原北条氏

0507016
e

こんちいんすうでん

対面講座
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。

0501
001

仏教・宗教

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

開
講
日

仏教・宗教
開
講
日

仏教・宗教
開
講
日

仏教・宗教
開
講
日

能
開
講
日

文学
開
講
日

文学
開
講
日

文学
開
講
日

文学
開
講
日

文学
開
講
日

文学
開
講
日

三鷹サテライト教室　7階大教室会場

40名定員

0501
012

文学
開
講
日

文学
開
講
日

文化
開
講
日

文化
開
講
日

文化
開
講
日

文化
開
講
日

環境
開
講
日

薬学
開
講
日

語学
開
講
日

語学 開
講
日
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0501
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017
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018
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008
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019
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009

0501
020

0501
010

0501
021

0501
011

『教行信証』「信巻」を読む―菩提心釈―
※冬講座延期※

金曜日 15：00～16：30
全5回 12,500円

4/7・21
5/12・26
6/9

日本仏教の流れから学ぶ 

水曜日 15：00～16：30
全5回 12,500円

4/5・19　
5/10・24
6/14

芭蕉の『奥の細道』を通して読んでみよう

水曜日　10：00～11：30
全3回　7,500円

4/12
5/17
6/7

禅入門  禅の問答  その一

木曜日　10：00～11：30
全5回　12,500円

4/6・20
5/11・25
6/8

漢詩を読む

水曜日　13：00～14：30
全5回　12,500円

4/5・19　
5/10・24
6/14

禅語録を読む 『無門関』第四十則～第四十八則

木曜日　13：00～14：30
全5回　12,500円

4/6・20
5/11・25
6/8

日本の歴史を学びなおす

月曜日　13：00～14：30
全5回　12,500円

4/3・17
5/8・22
6/5

世阿弥『風姿花伝』を読む（後編）

火曜日　13：00～14：30
全4回　10,000円

4/4・18
5/9・23

仏像を見る、考える

月曜日　13：00～14：30
全5回　12,500円

4/10・24
5/15・29
6/12

楽しく読む万葉集

火曜日　10：00～11：30
全5回　12,500円

4/4・18
5/9・23
6/6

これから中世古文書を読みたい方のための古文書学

月曜日　15：00～16：30
全5回　12,500円

4/10・24
5/15・29
6/12

恋する万葉集

金曜日　10：00～11：30
全3回　7,500円

4/21
5/19
6/16

Café Philo！[カフェ・フィロ！]新・「哲学カフェ」にようこそ！　
―〈哲学〉を知る、読む ＆ 楽しむ / 2023春―

木曜日　10：00～11：30
全3回　7,500円

4/13
5/18
6/15

日本書紀講釈

木曜日　13：00～14：30
全5回　12,500円

4/27
5/18
6/1・15・29

脱炭素社会に向けたエネルギー戦略

金曜日　15：00～16：30
全2回　5,000円

6/2・23

『枕草子』を読みつくす―くずし字にも触れながら―

火曜日　10：00～11：30
全5回　12,500円

4/11・25
5/16・30
6/13

目の病気と薬

木曜日　13：00～14：30
全1回　2,500円

6/22

古典逍遥『源氏物語』「明石」を読む

水曜日　13：00～14：30
全5回　12,500円

5/31
6/7・28
7/12・26

C’est la vie！［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・2023春－

木曜日　15：00～16：30
全6回　15,000円

4/6・20
5/11・25
6/8・22

説話で読む　お釈迦様の伝記

木曜日　15：00～16：30
全5回　12,500円

我が国最大の説話集、『今昔物語集』の冒頭に載るお
釈迦様の伝記を読んでいきます。今回は、お釈迦様
が摩耶夫人の胎内に宿り、人間界に生まれ、出家する
までのお話を扱います。

4/13
5/18
6/1・15・29

日本語英語がネイティブ音に大変身！　
英語特有の「リズムと抑揚」や７つの「ア」音の作り方を日本語と比較しながら学び、
ネイティブ音をゲットして「通じる・聴こえる」英語で話そう！

本学教授　前田 壽雄

福泉寺住職・本願寺派布教師　小笠原 博慧

本学非常勤講師　永田 英理

元本学非常勤講師・駒澤大学禅研究所研究員　須山 長治

元國學院大學講師　小笠原 博慧

元本学非常勤講師・駒澤大学禅研究所研究員　須山 長治

生駒 哲郎

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶

元武蔵野女子学院中学・高等学校教諭　上村 正人

本学非常勤講師　伊藤 高雄

本学名誉教授　久富 健

東海大学教授　志水 義夫

本学客員教授・環境エコノミスト　西脇 文男

國學院大學兼任講師　津島 知明

本学客員教授・名古屋市立大学名誉教授　小野 秀樹

元本学教授　深澤 邦弘

本学名誉教授　久富 健

大正大学非常勤講師　鈴木 治子

東洋大学兼任講師　田中 ケアリー 月曜日　10：00～11：30
全3回　7,500円

『教行信証』「信巻」を読みながら、菩提心（さとりを
得ようとする心）について考えます。親鸞が菩提心釈
を設けている理由を、その教義背景も考えながら学ん
でいきます。

民間信仰は民衆の自由な選択で盛んになり、山岳信
仰や富士講など新しい宗教の芽も出ました。修験道も
里での定住により大きく変わりました。生活に密着し
た宗教事情を学びましょう。

『奥の細道』は、江戸から東北を目指し、さらに北陸
へと旅ゆく芭蕉の有名な紀行文です。名句が満載の旅
の文学を、最新の研究成果をふまえて通読してみませ
んか。

取り付く島もない禅問答を、まずは『六祖壇経』から
読み進めてみましょう。この書は初期禅宗の息吹きを
感じる六祖慧能の物語から始まります。感動すること
必定です。

口承されていた生活や祈りの言葉が歌謡になり、孔子
によって『詩経』に編さんされた。地方色がある“国風”
の詩を中心に、変わらぬ人間の営みと心理の真実を読
んでみましょう。

『無門関』の第四十から始め、第四十八則まで読み進
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。（進度による調整あり）

『もう一度読む日本史』を教科書にして古代（摂関・院政期）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】『新もう一度読む山川日本史』山川出版社 1,760円

今から約600年前に世阿弥が著した能楽論『風姿花
伝』は、能の本質を総合的にとらえた芸術論として、現
代にも普遍的な問題を投げかけています。これを読み
ながら、現代の能と演劇や音楽との関わりを考えます。

様々な万葉集の特色「万葉仮名」のことを初め、素朴
な「歌謡」時代から、漢字の導入によって記録され「和
歌」に発展し、豊かな個性的な作品群に発展していく
道程を作品の中から読んでいきます。

今期は、巻一の軽皇子安騎野宿営歌から読んでいきま
す。民俗学的方法によって万葉びとの生活をふまえな
がら考えて読み取っていきたいと思っています。

《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、「人間論」というテーマで、哲学散策を始めます。

漢文で書かれた日本の歴史『日本書紀』。わたしたち
の国の成り立ちを語る人皇巻の講釈。感染症対策でお
休みしていましたが復活します。

脱炭素社会に向けて、どうしたら再エネを飛躍的に拡
大できるか、原発は本当に必要か、わが国のエネル
ギー戦略はどうあるべきかを皆さまと一緒に考えま
す。

 『枕草子』を冒頭から一段一段、くずし字にも触れながら
読み進めていきます。これまで見逃されてきた清少納言
の真意なども、丁寧に解き明かしていきたいと思います。
【必携テキスト】『新編枕草子』オモイカネブックス 2,200円

薬が用いられる目の病気には、アレルギー性のもの、
高齢化で増える白内障、さらに失明のおそれがある緑
内障などがあります。目の病気と薬が働く仕組みなど
についてお話します。

「なぜ私は受領の子として生まれたのか」「私の存在の意味は
どこにあるのか」「都で私は高い身分の人々の中で生活できる
のか」と自問逡巡しつつ前播磨守の娘は前に歩みはじめます。
【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

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、皆様のための講座です。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）

単語を正しく発音すれば英話が通じる訳ではなく、英語特有の
リズムと抑揚の具現化も同時に必要です。英語の７つの「ア」
音とリズムや抑揚方法を日本語と比較して楽しく学びます。

6/5・19
7/3

親鸞の生涯と教えを学ぶ入門講座―日本が誇る世界的宗教家―
本学名誉教授　ケネス 田中

この講座では、親鸞の主な大切な教えを「溺れる船
乗り」という分かりやすい説話を通して段階的に学び
ます。阿弥陀仏、浄土、念仏、煩悩、自力・他力な
どという教えをより明らかにすることも目指します。

4/19（水）～7/25（火）

30分×9（全3回）

5,400円　

『歎異抄』を読む―第十四条・第十五条―
本学教授　前田 壽雄

『歎異抄』第十四条・第十五条より、罪悪・煩悩につ
いての異義を通して、浄土真宗とはどのような教えで
あり、どのようにして、さとりを開くのかを学びます。

4/19（水）～7/25（火）

30分×12（全4回）

7,200円　

「親鸞聖人の教え『唯信抄文意』に学ぶ」第4期

本多 靜芳
『唯信抄文意』は、親鸞聖人の和語の書物です。親鸞聖人
は85歳の時、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。

5/10（水）～8/8（火）

30分×12（全4回）

7,200円　

『論語』を読む  子罕  第九
元本学非常勤講師・駒澤大学禅研究所研究員　須山 長治
論語を最初から読み進めています。今回は子罕篇の
最初から最後の32章まで読み終えます。
この篇は孔子の晩年の言行と心情とがよく記録され
た内容です。各章を味わってみましょう。

4/19（水）～8/8（火）

30分×21（全7回）

12,600円　

ヒンドゥー教の聖典『バガヴァッド・ギーター』を読む（１）
本学教授　佐藤 裕之

ヒンドゥー教の代表的な聖典『バガヴァッド・ギーター』を
わかりやすく翻訳された日本語で読みながら、背景となっ
ているインドの哲学、宗教、神話、文化などを解説します。
【必携テキスト】『バガヴァッド・ギーター ヒンドゥー教の
聖典』角川ソフィア文庫 1,034円

5/10（水）～8/8（火）

30分×12（全4回）

7,200円　

『古事記』を読む（６）
本学非常勤講師　伊藤 高雄

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、垂仁天皇の皇子本牟智和気王の段から景行天皇のい
わゆる倭建命物語に入っていきます。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く予定です。

5/10（水）～8/8（火）

30分×15（全5回）

9,000円　

『平家物語』の和歌説話̶忠盛の物語̶
元本学非常勤講師・むさしの連歌会代表　池田 英悟

『平家物語』に登場する代表的歌人、平忠盛を取り上
げ、歌詠みとしての足跡を探りつつ、和歌に関する
場面を読み解いてまいります。

4/19（水）～7/25（火）

30分×6（全2回）

3,600円　

源氏物語の鑑賞̶帚木三帖を読む̶
東京大学名誉教授・本学非常勤講師　藤原 克己

桐壺巻の次の帚木・空蟬・夕顔のいわゆる帚木三帖
を、とくに空蟬の女君の物語に重点を置いて読みま
す。光源氏との出会いは、彼女の人生のわびしさ、
哀切さを照らし出します。

5/10（水）～8/8（火）

30分×9（全3回）

5,400円　

『蜻蛉日記』を楽しく鑑賞し、平安時代を学びましょう。
本学非常勤講師　深澤 瞳

平安時代の日記文学作品『蜻蛉日記』（藤原道綱母）
を読み、それを通じて当時の日常生活が浮かんでく
るような講義を目指します。

5/10（水）～8/8（火）

30分×9（全3回）

5,400円　　

芭蕉という詩人（２）
̶作品・手紙・絵・俳論を通してみる芭蕉像̶

本学非常勤講師　永田 英理
芭蕉の生き方や考え方、俳諧に対する姿勢などにつ
いて、その作品・手紙・絵・弟子の残した俳論とい
う、さまざまな材料を通して考えてみましょう。

5/10（水）～8/8（火）

30分×9（全3回）

5,400円　　

日本の歴史を学びなおす―近現代編その６
―明治国家の成立・３―
郵便学者・作家（日本文藝家協会会員）　内藤 陽介

山川出版の『もう一度読む　山川日本史』を使いつ
つ、明治維新期の政治と社会についてお話します。
【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

5/10（水）～8/8（火）

30分×15（全5回）

9,000円　

“フィロソフィア[哲学]”って何？
―「生きること」を哲学する・春編―

本学名誉教授　久富 健
《哲学》の壮大な世界で、知の散策をしていきます。哲
学って何だろうと問いながら、混迷の時代を前にして、「生
きること」すなわち「哲学すること」を楽しみましょう！

5/10（水）～8/8（火）

30分×6（全2回）

3,600円　

脳科学入門13
―脳卒中の種類・原因・治療・予防―

本学教授　阿部 和穂
脳内出血や脳梗塞などで起こる脳卒中の種類や原因
から治療・予防法までを詳しくかつ分かりやすく解
説します。

6/7（水）～8/22（火）

30分×12（全4回）

7,200円　

ネット中傷  駆け込み寺
本学名誉教授　佐藤 佳弘

大石 泰史

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

歴史作家・本学政治経済研究所客員研究員　桐野 作人

東京都市大学准教授　丸島 和洋

馬の博物館学芸員　長塚 孝

誰もがインターネット上の中傷の被害者になる恐れが
あります。もしも、ネット中傷の被害にあった場合に
は、どのように対処すればよいのでしょうか。

6/7（水）～8/22（火）

30分×6（全2回）

3,600円　

本学教養教育学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
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（絵像）に対する人々の受容の歴
史を仏像そのものの形、文献史科などから考察します。

本学教養教育学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
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。

本学教養教育学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

はろい

はろい

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

英国庭園史１
明治学院大学教授　安藤 聡

英国式庭園はどのように成立したのか、中世の「囲
われた庭」からイタリア式、フランス式、オランダ式
庭園を経て英国式庭園に至る歴史を、関連する文学
作品を鑑賞しながら概観します。

5/10（水）～8/8（火）

30分×12（全4回）

7,200円　

Zoomの同時講座

静岡市文化財保護審議会委員
2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」古文書考証

ははきぎ
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情報

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、お好きな時間に視聴期間中何度でも繰り返しご
視聴できます。

※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）。

0507016
全５講座
（５回パック）

連　続　講　座Web

文化

受 講 料 ■全5講座　7,200円
　　1講座　1,800円

視聴期間 6/7（水）～8/22（火）　 講義時間 ■全5講座 30分×15 （全5回）
■1講座 30分×３ （全１回）

人物史―徳川家康  第二弾―
2023 年の大河ドラマは徳川家康が主人公で、彼が晩年に天下人となったこ
と、またそこまでの過程が波瀾万丈だったことも多くの人に知られています。
今回の講座では、家康と彼にまつわる人々の関係性について、一次史料に基
づきながら、最新の研究成果を踏まえた家康の実像を追究します。

家康関係の古文書を駆使し、三方ヶ原合戦までの彼の実像を紹介しま
す。主に少年期から青年期の家康について、最新の研究成果を踏まえな
がら、彼が生きた戦国時代を詳細に解き明かします。

家康と今川氏

●Web講座の必携テキストはご自身でご用意をお願いいたします。

0507
002

0507
003

0507
004

0507
005

0507
006

0507
007

0507
008

0507
009

0507
010

文化
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0507016
a

徳川家康の宗教的ブレーンであった金地院崇伝に焦点をあてます。崇伝
は「寺社法度」のみではなく他の朝廷などの「法度」にも影響力を持ちま
す。そうした家康の政策と宗教の側面から検討いたします。

徳川家康と金地院崇伝
0507016

b

家康の前半生のなかで、信長と織田政権との関係は非常に重要です。今
回は前回の信長との関係に引き続き、信長家臣団との関係について見て
いきながら、織田政権下における家康の地位や役割を考えます。

家康と信長の家臣たち

0507016
c

家康と武田信玄・勝頼の外交と戦争（今川領挟撃、三方ヶ原合戦、長篠合戦
など）について、どのような背景で生じたのかを論じます。戦国時代の戦争
とは何が原因で生じるのか、その根本的問題もあわせて考えていきます。

家康と武田氏

0507016
d

北条氏規との義兄弟になり、本能寺の変では対立し、やがて北条氏直を
婿とするなど、40年以上にわたり、同盟と敵対を繰り返した家康と小
田原北条氏の政治動向を追っていきます。

家康と小田原北条氏

0507016
e

こんちいんすうでん

対面講座
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。
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三鷹サテライト教室　7階大教室会場

40名定員
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『教行信証』「信巻」を読む―菩提心釈―
※冬講座延期※

金曜日 15：00～16：30
全5回 12,500円

4/7・21
5/12・26
6/9

日本仏教の流れから学ぶ 

水曜日 15：00～16：30
全5回 12,500円

4/5・19　
5/10・24
6/14

芭蕉の『奥の細道』を通して読んでみよう

水曜日　10：00～11：30
全3回　7,500円

4/12
5/17
6/7

禅入門  禅の問答  その一

木曜日　10：00～11：30
全5回　12,500円

4/6・20
5/11・25
6/8

漢詩を読む

水曜日　13：00～14：30
全5回　12,500円

4/5・19　
5/10・24
6/14

禅語録を読む 『無門関』第四十則～第四十八則

木曜日　13：00～14：30
全5回　12,500円

4/6・20
5/11・25
6/8

日本の歴史を学びなおす

月曜日　13：00～14：30
全5回　12,500円

4/3・17
5/8・22
6/5

世阿弥『風姿花伝』を読む（後編）

火曜日　13：00～14：30
全4回　10,000円

4/4・18
5/9・23

仏像を見る、考える

月曜日　13：00～14：30
全5回　12,500円

4/10・24
5/15・29
6/12

楽しく読む万葉集

火曜日　10：00～11：30
全5回　12,500円

4/4・18
5/9・23
6/6

これから中世古文書を読みたい方のための古文書学

月曜日　15：00～16：30
全5回　12,500円

4/10・24
5/15・29
6/12

恋する万葉集

金曜日　10：00～11：30
全3回　7,500円

4/21
5/19
6/16

Café Philo！[カフェ・フィロ！]新・「哲学カフェ」にようこそ！　
―〈哲学〉を知る、読む ＆ 楽しむ / 2023春―

木曜日　10：00～11：30
全3回　7,500円

4/13
5/18
6/15

日本書紀講釈

木曜日　13：00～14：30
全5回　12,500円

4/27
5/18
6/1・15・29

脱炭素社会に向けたエネルギー戦略

金曜日　15：00～16：30
全2回　5,000円

6/2・23

『枕草子』を読みつくす―くずし字にも触れながら―

火曜日　10：00～11：30
全5回　12,500円

4/11・25
5/16・30
6/13

目の病気と薬

木曜日　13：00～14：30
全1回　2,500円

6/22

古典逍遥『源氏物語』「明石」を読む

水曜日　13：00～14：30
全5回　12,500円

5/31
6/7・28
7/12・26

C’est la vie！［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・2023春－

木曜日　15：00～16：30
全6回　15,000円

4/6・20
5/11・25
6/8・22

説話で読む　お釈迦様の伝記

木曜日　15：00～16：30
全5回　12,500円

我が国最大の説話集、『今昔物語集』の冒頭に載るお
釈迦様の伝記を読んでいきます。今回は、お釈迦様
が摩耶夫人の胎内に宿り、人間界に生まれ、出家する
までのお話を扱います。

4/13
5/18
6/1・15・29

日本語英語がネイティブ音に大変身！　
英語特有の「リズムと抑揚」や７つの「ア」音の作り方を日本語と比較しながら学び、
ネイティブ音をゲットして「通じる・聴こえる」英語で話そう！

本学教授　前田 壽雄

福泉寺住職・本願寺派布教師　小笠原 博慧

本学非常勤講師　永田 英理

元本学非常勤講師・駒澤大学禅研究所研究員　須山 長治

元國學院大學講師　小笠原 博慧

元本学非常勤講師・駒澤大学禅研究所研究員　須山 長治

生駒 哲郎

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶

元武蔵野女子学院中学・高等学校教諭　上村 正人

本学非常勤講師　伊藤 高雄

本学名誉教授　久富 健

東海大学教授　志水 義夫

本学客員教授・環境エコノミスト　西脇 文男

國學院大學兼任講師　津島 知明

本学客員教授・名古屋市立大学名誉教授　小野 秀樹

元本学教授　深澤 邦弘

本学名誉教授　久富 健

大正大学非常勤講師　鈴木 治子

東洋大学兼任講師　田中 ケアリー 月曜日　10：00～11：30
全3回　7,500円

『教行信証』「信巻」を読みながら、菩提心（さとりを
得ようとする心）について考えます。親鸞が菩提心釈
を設けている理由を、その教義背景も考えながら学ん
でいきます。

民間信仰は民衆の自由な選択で盛んになり、山岳信
仰や富士講など新しい宗教の芽も出ました。修験道も
里での定住により大きく変わりました。生活に密着し
た宗教事情を学びましょう。

『奥の細道』は、江戸から東北を目指し、さらに北陸
へと旅ゆく芭蕉の有名な紀行文です。名句が満載の旅
の文学を、最新の研究成果をふまえて通読してみませ
んか。

取り付く島もない禅問答を、まずは『六祖壇経』から
読み進めてみましょう。この書は初期禅宗の息吹きを
感じる六祖慧能の物語から始まります。感動すること
必定です。

口承されていた生活や祈りの言葉が歌謡になり、孔子
によって『詩経』に編さんされた。地方色がある“国風”
の詩を中心に、変わらぬ人間の営みと心理の真実を読
んでみましょう。

『無門関』の第四十から始め、第四十八則まで読み進
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。（進度による調整あり）

『もう一度読む日本史』を教科書にして古代（摂関・院政期）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】『新もう一度読む山川日本史』山川出版社 1,760円

今から約600年前に世阿弥が著した能楽論『風姿花
伝』は、能の本質を総合的にとらえた芸術論として、現
代にも普遍的な問題を投げかけています。これを読み
ながら、現代の能と演劇や音楽との関わりを考えます。

様々な万葉集の特色「万葉仮名」のことを初め、素朴
な「歌謡」時代から、漢字の導入によって記録され「和
歌」に発展し、豊かな個性的な作品群に発展していく
道程を作品の中から読んでいきます。

今期は、巻一の軽皇子安騎野宿営歌から読んでいきま
す。民俗学的方法によって万葉びとの生活をふまえな
がら考えて読み取っていきたいと思っています。

《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、「人間論」というテーマで、哲学散策を始めます。

漢文で書かれた日本の歴史『日本書紀』。わたしたち
の国の成り立ちを語る人皇巻の講釈。感染症対策でお
休みしていましたが復活します。

脱炭素社会に向けて、どうしたら再エネを飛躍的に拡
大できるか、原発は本当に必要か、わが国のエネル
ギー戦略はどうあるべきかを皆さまと一緒に考えま
す。

 『枕草子』を冒頭から一段一段、くずし字にも触れながら
読み進めていきます。これまで見逃されてきた清少納言
の真意なども、丁寧に解き明かしていきたいと思います。
【必携テキスト】『新編枕草子』オモイカネブックス 2,200円

薬が用いられる目の病気には、アレルギー性のもの、
高齢化で増える白内障、さらに失明のおそれがある緑
内障などがあります。目の病気と薬が働く仕組みなど
についてお話します。

「なぜ私は受領の子として生まれたのか」「私の存在の意味は
どこにあるのか」「都で私は高い身分の人々の中で生活できる
のか」と自問逡巡しつつ前播磨守の娘は前に歩みはじめます。
【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

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、皆様のための講座です。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）

単語を正しく発音すれば英話が通じる訳ではなく、英語特有の
リズムと抑揚の具現化も同時に必要です。英語の７つの「ア」
音とリズムや抑揚方法を日本語と比較して楽しく学びます。

6/5・19
7/3

親鸞の生涯と教えを学ぶ入門講座―日本が誇る世界的宗教家―
本学名誉教授　ケネス 田中

この講座では、親鸞の主な大切な教えを「溺れる船
乗り」という分かりやすい説話を通して段階的に学び
ます。阿弥陀仏、浄土、念仏、煩悩、自力・他力な
どという教えをより明らかにすることも目指します。

4/19（水）～7/25（火）

30分×9（全3回）

5,400円　

『歎異抄』を読む―第十四条・第十五条―
本学教授　前田 壽雄

『歎異抄』第十四条・第十五条より、罪悪・煩悩につ
いての異義を通して、浄土真宗とはどのような教えで
あり、どのようにして、さとりを開くのかを学びます。

4/19（水）～7/25（火）

30分×12（全4回）

7,200円　

「親鸞聖人の教え『唯信抄文意』に学ぶ」第4期

本多 靜芳
『唯信抄文意』は、親鸞聖人の和語の書物です。親鸞聖人
は85歳の時、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。

5/10（水）～8/8（火）

30分×12（全4回）

7,200円　

『論語』を読む  子罕  第九
元本学非常勤講師・駒澤大学禅研究所研究員　須山 長治
論語を最初から読み進めています。今回は子罕篇の
最初から最後の32章まで読み終えます。
この篇は孔子の晩年の言行と心情とがよく記録され
た内容です。各章を味わってみましょう。

4/19（水）～8/8（火）

30分×21（全7回）

12,600円　

ヒンドゥー教の聖典『バガヴァッド・ギーター』を読む（１）
本学教授　佐藤 裕之

ヒンドゥー教の代表的な聖典『バガヴァッド・ギーター』を
わかりやすく翻訳された日本語で読みながら、背景となっ
ているインドの哲学、宗教、神話、文化などを解説します。
【必携テキスト】『バガヴァッド・ギーター ヒンドゥー教の
聖典』角川ソフィア文庫 1,034円

5/10（水）～8/8（火）

30分×12（全4回）

7,200円　

『古事記』を読む（６）
本学非常勤講師　伊藤 高雄

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、垂仁天皇の皇子本牟智和気王の段から景行天皇のい
わゆる倭建命物語に入っていきます。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く予定です。

5/10（水）～8/8（火）

30分×15（全5回）

9,000円　

『平家物語』の和歌説話̶忠盛の物語̶
元本学非常勤講師・むさしの連歌会代表　池田 英悟

『平家物語』に登場する代表的歌人、平忠盛を取り上
げ、歌詠みとしての足跡を探りつつ、和歌に関する
場面を読み解いてまいります。

4/19（水）～7/25（火）

30分×6（全2回）

3,600円　

源氏物語の鑑賞̶帚木三帖を読む̶
東京大学名誉教授・本学非常勤講師　藤原 克己

桐壺巻の次の帚木・空蟬・夕顔のいわゆる帚木三帖
を、とくに空蟬の女君の物語に重点を置いて読みま
す。光源氏との出会いは、彼女の人生のわびしさ、
哀切さを照らし出します。

5/10（水）～8/8（火）

30分×9（全3回）

5,400円　

『蜻蛉日記』を楽しく鑑賞し、平安時代を学びましょう。
本学非常勤講師　深澤 瞳

平安時代の日記文学作品『蜻蛉日記』（藤原道綱母）
を読み、それを通じて当時の日常生活が浮かんでく
るような講義を目指します。

5/10（水）～8/8（火）

30分×9（全3回）

5,400円　　

芭蕉という詩人（２）
̶作品・手紙・絵・俳論を通してみる芭蕉像̶

本学非常勤講師　永田 英理
芭蕉の生き方や考え方、俳諧に対する姿勢などにつ
いて、その作品・手紙・絵・弟子の残した俳論とい
う、さまざまな材料を通して考えてみましょう。

5/10（水）～8/8（火）

30分×9（全3回）

5,400円　　

日本の歴史を学びなおす―近現代編その６
―明治国家の成立・３―
郵便学者・作家（日本文藝家協会会員）　内藤 陽介

山川出版の『もう一度読む　山川日本史』を使いつ
つ、明治維新期の政治と社会についてお話します。
【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

5/10（水）～8/8（火）

30分×15（全5回）

9,000円　

“フィロソフィア[哲学]”って何？
―「生きること」を哲学する・春編―

本学名誉教授　久富 健
《哲学》の壮大な世界で、知の散策をしていきます。哲
学って何だろうと問いながら、混迷の時代を前にして、「生
きること」すなわち「哲学すること」を楽しみましょう！

5/10（水）～8/8（火）

30分×6（全2回）

3,600円　

脳科学入門13
―脳卒中の種類・原因・治療・予防―

本学教授　阿部 和穂
脳内出血や脳梗塞などで起こる脳卒中の種類や原因
から治療・予防法までを詳しくかつ分かりやすく解
説します。

6/7（水）～8/22（火）

30分×12（全4回）

7,200円　

ネット中傷  駆け込み寺
本学名誉教授　佐藤 佳弘

大石 泰史

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

歴史作家・本学政治経済研究所客員研究員　桐野 作人

東京都市大学准教授　丸島 和洋

馬の博物館学芸員　長塚 孝

誰もがインターネット上の中傷の被害者になる恐れが
あります。もしも、ネット中傷の被害にあった場合に
は、どのように対処すればよいのでしょうか。

6/7（水）～8/22（火）

30分×6（全2回）

3,600円　

本学教養教育学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
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（絵像）に対する人々の受容の歴
史を仏像そのものの形、文献史科などから考察します。

本学教養教育学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
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。

本学教養教育学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

はろい

はろい

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

英国庭園史１
明治学院大学教授　安藤 聡

英国式庭園はどのように成立したのか、中世の「囲
われた庭」からイタリア式、フランス式、オランダ式
庭園を経て英国式庭園に至る歴史を、関連する文学
作品を鑑賞しながら概観します。

5/10（水）～8/8（火）

30分×12（全4回）

7,200円　

Zoomの同時講座

静岡市文化財保護審議会委員
2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」古文書考証

ははきぎ
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の

流
れ

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
〈初めての方〉  ⑦郵便番号　⑧ご住所　⑨お電話番号

　レジュメはダウンロード
してください。

月～金
（祝祭日除く） 9：30～16：30

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

令和５年度（2023年度）

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。

春  開  講アーカイブ配信（Web視聴講座）

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

0550728a

0550728b

0550728c

0550728d

0550728e

浄土真宗とは何か

親鸞にとっての世親

大乗としての親鸞思想

親鸞と如来蔵思想
―悪人は正しい信心を持てるのか?―

近代日本の親鸞ブーム

本学教授　前田 壽雄

本学講師　長尾 重輝

本学准教授　新作 慶明

本学准教授　日野 慧運

本学教授　碧海 寿広

仏教

本学教授　阿部 和穂

0550730

0550731

0550732

0550733

0550734

0550735

0550736

0550737

0550738

0550739

0550740

0550741

脳科学入門１―ヒトの脳の特徴を知る―

脳科学入門２―ニューロンとシナブス―

脳科学入門３―脳の発達と老化―

脳科学入門４―視覚の不思議―

脳科学入門５―記憶のしくみ―

脳科学入門６―認知症―

脳科学入門７―認知症partⅡ―

脳科学入門８―睡眠―

脳科学入門９―神経新生と再生医療―

脳科学入門10―やる気と依存症―

脳科学入門11―うつ病―

脳科学入門12―右脳と左脳―

30分×9（全3回） 5,400円

30分×9（全3回） 5,400円

30分×9（全3回） 5,400円

30分×21（全7回） 12,600円

30分×12（全4回） 7,200円

30分×9（全3回） 5,400円

30分×15（全5回） 9,000円

30分×12（全4回） 7,200円

30分×3（全1回） 1,800円

30分×12（全4回） 7,200円

30分×9（全3回） 5,400円

30分×3（全1回） 1,800円

脳科学入門シリーズ
医薬学・看護

※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。

仏教シリーズ　親鸞を語り直す―誕生850年を迎えるにあたって― 

4/19（水）～7/25（火）全5講座　7,200円 視聴期間 4/19（水）～7/25（火）視聴期間0550728
（5回パック）

文学

文学シリーズ　森鷗外没後100年記念講座

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

30分×3（全1回） 1,800円

0550729a

0550729b

0550729c

0550729d

0550729e

森鷗外と国際情勢「椋鳥（むくどり）通信」の世界

『舞姫』を読み直す

『高瀬舟』

『澁江抽斎』に親しむ

戯曲「生田川」を読む―演劇人としての鷗外―

相模女子大学教授・森鷗外記念会会員（評議員）　山口 徹

本学名誉教授・一般財団法人大阪国際児童文学振興財団（IICLO）理事長　宮川 健郎

本学名誉教授・芥川賞作家　三田 誠広

本学名誉教授・日本現代詩人会会員　竹田 日出夫

本学客員教授・元本学能楽資料センター長　羽田 昶

4/19（水）～7/25（火）全5講座　7,200円 視聴期間0550729
（5回パック）

〒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

三鷹サテライト教室
武蔵野大学

（三菱UFJ銀行のビル）
三鷹三菱ビル７F

連　　続　　講　　座

「合戦の時代」と言われた中世。その「合戦」後に発せられた文書を丁寧に読
み解き、合戦そのものだけでなく、彼らの生きた中世という時代の深層に迫っ
ていきます。

いくさ場の風景　Part 2
―合戦後に出される文書たち―

0507017b

受 講 料 全9講座　 14,400円
1講座　　   1,800円

視聴期間 6/7（水）～8/22（火）　

講義時間 全9講座 30分×27 （全9回）
1講座 30分×3 （全１回）

0507017
全9講座

（9回パック）

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、ご都合のよい場所・時間に視聴期間中何度でもご視
聴できます。

Web視聴
講座

Web視聴講座

静岡市文化財保護審議会委員・2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」古文書考証　大石 泰史

暗号と政治・戦争の歴史は古いが、第二次世界大戦では戦局の帰趨を決定
するような影響があったことは知られています。日米交渉の経緯、真珠湾奇
襲、ミッドウエー海戦、レイテ海戦、原爆投下など主要な局面での暗号戦の
実情についてお話したいと思います。

第二次世界大戦における暗号の役割0507017c
本学教授　漆原 徹

中国は、作り過ぎた鉄鋼や建築資材、過剰労働力を「一帯一路」で輸出し投
資先を確保することでバブル崩壊を回避してきました。借金漬けにして資源や
耕作地、重要インフラを奪い取る新植民地主義の実態を論じます。

中国の新植民地主義0507017e
防衛大学校非常勤講師　大島 幸治

中国は、狙った技術を窃取するため、中国進出の条件として有利な合弁と技
術開示を求めます。日本の学界は、人民解放軍直属機関の研究者に軍事転
用可能な先端技術を吸収させています。これは経済安全保障リスクです。

中国という経済安全保障リスク0507017d
防衛大学校非常勤講師　大島 幸治

四世紀末から、高句麗の広開土王が南下したことにより、百済・新羅・倭国
との激しい抗争が繰り広げられます。高句麗の建国と領土拡大の様子を時系
列で追っていき、高句麗王を支えた有力氏族の詳細についても確認します。

高句麗広開土王の領土拡張戦争0507017f
慶応義塾大学大学院講師　中野 高行

六四五年におきた蘇我馬子・蝦夷親子殺害事件（乙巳の変）について、基本
史料である『日本書紀』の皇極紀を検討します。蘇我本宗家の主要人物が宮
殿で暗殺されるという特異な事件を記す皇極紀には、何が書かれているのか
をあらためて確認していきます。

大化改新（乙巳の変）0507017g
慶応義塾大学大学院講師　中野 高行

鎌倉幕府、そして源頼朝にとって奥州藤原氏との戦いはどのような意味を持っ
ていたのか。11世紀後半の前九年・後三年合戦から説き起こし、鎌倉幕府
成立史の中でその位置づけを検討します。

奥州征伐0507017h
神奈川県立釡利谷高等学校教諭　佐藤 秀成

鎌倉幕府の侍所初代別当である和田義盛の足跡を『吾妻鏡』でたどりながら、
なぜ彼は「乱」を起こすに至ったのか、そして「乱」はどのような戦いだったの
か論じていきます。

和田義盛の乱0507017i
神奈川県立釡利谷高等学校教諭　佐藤 秀成

第二弾

中世は「合戦の時代」と言われます。その「合戦」に至るまでに発せられた文
書を丁寧に読み解いて、合戦に至る経緯や背景、さらには彼らの生きた時代
について解き明かしていきます。

いくさ場の風景　Part 1
―合戦前に出される文書たち―

0507017a

静岡市文化財保護審議会委員・2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」古文書考証　大石 泰史

古代・中世～近世・現代


