
明治大学リバティアカデミー講座一覧　【特別企画（オープン講座）】

特別企画（オープン）

分野 時間帯 タイトル 　※詳細は講座名をクリックして参照 サブタイトル（一部略） 講師 実施形態 曜日 開始日 時間 回数 補足事項 受講料 紹介動画

― 土曜 箱根駅伝を通じて考える現代社会と「優勝」に向けた競走部の挑戦 2024年第100回大会に向けて 松永二三男 対面 土 4月22日 13:00～14:30 1 無料

― 平日夜間 明大スポーツ全力応援宣言!この感動を地方に。全国に 明治大学父母会寄付講座 西沢 倭義 他 リアルタイム 月 4月24日 19:30～21:00 5 見逃し配信あり 無料

― 土曜 健康経営～学生に選ばれる企業の経営戦略～ 明治大学校友会寄付講座 新井 卓二 対面 土 6月24日 13:00～14:30 1 無料

― 24時間視聴可 健康経営～学生に選ばれる企業の経営戦略～ 明治大学校友会寄付講座 新井 卓二 オンデマンド ― 6月27日 00:00～23:55 1 6/24の録画配信 無料

― 土曜 味わうテレビ、誕生。未来を拓く先端メディアの世界 宮下 芳明 リアルタイム 土 7月29日 10:00～11:00 1 無料

― 土曜 難民キャンプとつながる協働的な学び 偏見を超えた新たなパートナーシップ構築 岸 磨貴子 リアルタイム 土 7月29日 11:30～12:30 1 無料

2023/3/30

〈開設分野〉

・特別企画（オープン）・・・無料講座。はじめてリバティアカデミーを利用される方にもおすすめ。

・教養文化・・・・・・・・・主に平日・土曜の昼間に開講。歴史・文化・芸術・時事等に関心のある方におすすめ。

・ビジネス・・・・・・・・・主に平日夜間・土曜に開講。ビジネスパーソンの実務やキャリアアップに活かせる講座多数。

〈実施形態〉

・リアルタイム・・・・・・Zoomでの生配信講座。

・対 面・・・・・・・・・駿河台キャンパス アカデミーコモンで実施する集合型講座。

※会員種別に応じて、本表に記載の受講料から割引あり。詳細は各講座のWEBページを参照。

・オンデマンド・・・・・・講師が事前に収録した講座を配信。いつでも何回でも視聴できる。

・アーカイブ・・・・・・・過去に実施したリアルタイム配信講座を配信。いつでも何回でも視聴できる。

・ハイブリッド・・・・・・教室で実施する対面講座をオンラインでも中継する。

受講生は、対面、またはリアルタイム配信を選択して受講できる。

〈補足事項〉

・見逃し配信・・・・・・・・欠席時、復習用として一部のリアルタイム講座で、一定期間、Zoomの収録配信を実施。

・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ配信・・・ リアルタイム講座をアカデミーコモン教室のスクリーンで配信。ご自宅からオンライン

（教養文化のみ） 講座へのアクセスが難しい方や、教室に集合して講座を受講したい方におすすめ。
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https://academy.meiji.jp/course/detail/6406/
https://academy.meiji.jp/course/detail/6409/
https://academy.meiji.jp/course/detail/6413/
https://academy.meiji.jp/course/detail/6468/
https://academy.meiji.jp/course/detail/6407/
https://academy.meiji.jp/course/detail/6408/


明治大学リバティアカデミー講座一覧　【教養・文化】

教養文化

分野 時間帯 タイトル　※詳細は講座名をクリックして参照 サブタイトル（一部略） 講師 実施形態 曜日 開始日 時間 回数 補足事項 受講料 紹介動画

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 平安時代の後宮と后妃たち 西本 香子 ハイブリッド／リアルタイム 火 4月11日 15:00-16:30 1 見逃し配信あり ¥1,100

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 平安時代の後宮と后妃たち 西本 香子 ハイブリッド／対面 火 4月11日 15:00-16:30 1 ¥1,100

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 浮世絵からたのしむ江戸文化 牧野 健太郎、森山 暁子 対面 火 5月23日 11:00-12:30 6 ¥18,150

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 続日本紀を読む 新Ⅸ(春期) 孝謙女帝の時代 吉村 武彦 ハイブリッド／リアルタイム 火 6月13日 15:00-16:30 5 見逃し配信あり ¥13,200

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 続日本紀を読む 新Ⅸ(春期) 孝謙女帝の時代 吉村 武彦 ハイブリッド／対面 火 6月13日 15:00-16:30 5 ¥13,200

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 日本古代学研究の最前線 ⅩⅨ(春期) 最新の古墳学研究 吉村 武彦他 リアルタイム 水 6月7日 15:00-16:30 5 見逃し配信あり ¥13,200

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 和の空間―庭―(午前クラス) ―より一層の楽しみ方― 重森 千靑 対面 水 7月12日 10:30-12:00 5 ¥13,200

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 和の空間―庭―(午後クラス) ―より一層の楽しみ方― 重森 千靑 ハイブリッド／リアルタイム 水 7月12日 13:00-14:30 5 見逃し配信あり ¥13,200

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 和の空間―庭―(午後クラス) ―より一層の楽しみ方― 重森 千靑 ハイブリッド／対面 水 7月12日 13:00-14:30 5 ¥13,200

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 和の空間―庭― 入門編 ―日本庭園をはじめて学ぶ・学びなおす― 重森 千靑 リアルタイム 水 7月12日 15:00-16:30 5 見逃し配信あり ¥13,200

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 映画で旅する昭和 よみがえる風景の記憶 中村 実男 対面 木 4月13日 14:00-15:30 6 ¥18,150

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 古墳時代の最前線 解題・『黒塚古墳の研究』 橋本 裕行 リアルタイム 木 4月20日 15:00-16:30 5 見逃し配信あり ¥13,200

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 日本書紀の世界 XXⅧ(春期) 難波宮における「まつりごと」Ⅲ 吉村 武彦 対面 木 4月20日 15:00-16:30 5 ¥15,125

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 絵解きの世界 ー信濃の絵解き2ー 林 雅彦他 対面 木 5月25日 14:00-15:30 4 ¥12,100

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 なぜ人は旅に出るのか 古代から近代まで- 林 雅彦他 対面 木 7月13日 14:00-15:30 5 ¥15,125

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 鬼の系譜 堂野前 彰子 リアルタイム 金 4月21日 15:00-16:30 1 見逃し配信あり／ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ配信あり ¥1,100

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 よみがえる列島の古代神話と神々 日本神話再構築のための一試論 水谷 類 ハイブリッド／リアルタイム 金 5月12日 13:00-14:30 5 見逃し配信あり ¥13,200

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 よみがえる列島の古代神話と神々 日本神話再構築のための一試論 水谷 類 ハイブリッド／対面 金 5月12日 13:00-14:30 5 ¥13,200

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 明治大学博物館 第70回考古学ゼミナール  縄文土偶研究の現在 企画協力:明治大学文学部史学地理学科考古学専攻 忽那 敬三他 ハイブリッド／リアルタイム 金 6月9日 15:00-16:30 4 見逃し配信あり ¥5,500

日本の文化・歴史ほか 平日昼間 明治大学博物館 第70回考古学ゼミナール  縄文土偶研究の現在 企画協力:明治大学文学部史学地理学科考古学専攻 忽那 敬三他 ハイブリッド／対面 金 6月9日 15:00-16:30 4 ¥5,500

日本の文化・歴史ほか 土曜 神社と祭りの日本精神史 東アジアの片隅で 水谷 類 ハイブリッド／リアルタイム 土 5月13日 13:00-14:30 5 見逃し配信あり ¥13,200

日本の文化・歴史ほか 土曜 神社と祭りの日本精神史 東アジアの片隅で 水谷 類 ハイブリッド／対面 土 5月13日 13:00-14:30 5 ¥13,200

日本の文化・歴史ほか 土曜 都市空間を歩く 近代日本文学と東京 佐藤 義雄、松下 浩幸他 対面 土 5月13日 14:00-15:30 6 ¥18,150

日本の文化・歴史ほか 土曜 登戸研究所と帝銀事件 遣われた毒物と毒物鑑定の謎 山田 朗 リアルタイム 土 5月20日 10:30-12:00 3 見逃し配信あり ¥7,920

日本の文化・歴史ほか 土曜 西洋と日本における「性意識」の展開 「同性愛」への対処を切り口に古今東西の「性意識」の分析を試みる 伊藤 暁 リアルタイム 土 7月22日 10:30-12:00 3 見逃し配信あり ¥7,920

日本の文化・歴史ほか 24時間視聴可 貴種という幻想 記紀神話から寺社縁起まで 堂野前 彰子 アーカイブ ― 4月1日 00:00-23:55 1 ¥1,100

日本の文化・歴史ほか 24時間視聴可 登戸研究所による防諜(ぼうちょう)作戦 戦前日本におけるスパイ対策と憲兵の活動 山田 朗 アーカイブ ― 4月1日 00:00-23:55 3 ¥3,300

日本の文化・歴史ほか 24時間視聴可 「魏志倭人伝」から考古学情報を読み直す 石川 日出志 アーカイブ ― 4月1日 00:00-23:55 5 ¥5,500

日本の文化・歴史ほか 24時間視聴可 古墳時代の最前線 橿考研の考古学―大和の古墳時代中期～終末期の調査― 橋本 裕行 アーカイブ ― 4月1日 00:00-23:55 5 ¥5,500

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 日本人が知らない、隣国「台湾」の真実 シリーズ10 日本人が大好きな台湾人を、もっとよく知るために 佐谷 静玲 対面 月 5月22日 11:00-12:30 5 ¥15,125

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 ホスピタリティの視点から“アジア・南国の島の魅力”を巡る! ～日本と結びつきの深いアジア圏と南国の島の魅力(過去と現在)を
秘めた国々を巡る!～

河野 正光 リアルタイム 火 4月25日 10:30-12:00 1 見逃し配信あり／ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ配信あり ¥1,100

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 古琴を知り、古琴を爪弾く 東洋文人音楽の世界 西本 香子他 対面 火 5月9日 14:00-15:30 5 ¥15,125

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 ホスピタリティの視点から、世界をめぐる Part.14 ～観光地、風景、世界遺産、歴史、民族、土産物、食べ物等に見え
る「おもてなしの心」～

河野 正光 リアルタイム 火 5月16日 10:30-12:00 5 見逃し配信あり ¥13,200

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 映画で見る「ラテンアメリカ」の世界
楽しくドラマ映画を見ながら、人間の生き方を考えます。国が違え
ば、文化も違います。違わないのは、どの国でもその国特有の「壁」
があるということです。

越川 芳明 対面 水 4月19日 14:00-15:30 6 ¥18,150

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 笑いと涙-フランツ・シューベルトの世界 比類ない歌曲の世界を、音と言葉の両面から、愉しみましょう 須永 恆雄 リアルタイム 水 5月17日 15:00-16:30 5 見逃し配信あり ¥13,200

2023/3/30

〈開設分野〉

・特別企画（オープン）・・・無料講座。はじめてリバティアカデミーを利用される方にもおすすめ。

・教養文化・・・・・・・・・主に平日・土曜の昼間に開講。歴史・文化・芸術・時事等に関心のある方におすすめ。

・ビジネス・・・・・・・・・主に平日夜間・土曜に開講。ビジネスパーソンの実務やキャリアアップに活かせる講座多数。

〈補足事項〉

・見逃し配信・・・・・・・・欠席時、復習用として一部のリアルタイム講座で、一定期間、Zoomの収録配信を実施。

・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ配信・・・ リアルタイム講座をアカデミーコモン教室のスクリーンで配信。ご自宅からオンライン

講座へのアクセスが難しい方や、教室に集合して講座を受講したい方におすすめ。

〈実施形態〉

・リアルタイム・・・・・・Zoomでの生配信講座。

・対 面・・・・・・・・・駿河台キャンパス アカデミーコモンで実施する集合型講座。

※会員種別に応じて、本表に記載の受講料から割引あり。詳細は各講座のWEBページを参照。

・オンデマンド・・・・・・講師が事前に収録した講座を配信。いつでも何回でも視聴できる。

・アーカイブ・・・・・・・過去に実施したリアルタイム配信講座を配信。いつでも何回でも視聴できる。

・ハイブリッド・・・・・・教室で実施する対面講座をオンラインでも中継する。

受講生は、対面、またはリアルタイム配信を選択して受講できる。
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https://academy.meiji.jp/course/detail/6353/
https://academy.meiji.jp/course/detail/6354/
https://academy.meiji.jp/course/detail/6311/
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https://academy.meiji.jp/course/detail/6469/
https://academy.meiji.jp/course/detail/6470/
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https://academy.meiji.jp/course/detail/6473/
https://academy.meiji.jp/course/detail/6308/
https://academy.meiji.jp/course/detail/6359/
https://academy.meiji.jp/course/detail/6348/
https://academy.meiji.jp/course/detail/6360/
https://academy.meiji.jp/course/detail/6322/
https://academy.meiji.jp/course/detail/6338/
https://commonsi.muc.meiji.jp/em/63f816a72d9f2
https://commonsi.muc.meiji.jp/em/63fd8a5226f0d
https://commonsi.muc.meiji.jp/em/63fd8a72659b5
https://commonsi.muc.meiji.jp/em/63fd8a72659b5


明治大学リバティアカデミー講座一覧　【教養・文化】

教養文化

分野 時間帯 タイトル　※詳細は講座名をクリックして参照 サブタイトル（一部略） 講師 実施形態 曜日 開始日 時間 回数 補足事項 受講料 紹介動画

2023/3/30

〈開設分野〉

・特別企画（オープン）・・・無料講座。はじめてリバティアカデミーを利用される方にもおすすめ。

・教養文化・・・・・・・・・主に平日・土曜の昼間に開講。歴史・文化・芸術・時事等に関心のある方におすすめ。

・ビジネス・・・・・・・・・主に平日夜間・土曜に開講。ビジネスパーソンの実務やキャリアアップに活かせる講座多数。

〈補足事項〉

・見逃し配信・・・・・・・・欠席時、復習用として一部のリアルタイム講座で、一定期間、Zoomの収録配信を実施。

・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ配信・・・ リアルタイム講座をアカデミーコモン教室のスクリーンで配信。ご自宅からオンライン

講座へのアクセスが難しい方や、教室に集合して講座を受講したい方におすすめ。

〈実施形態〉

・リアルタイム・・・・・・Zoomでの生配信講座。

・対 面・・・・・・・・・駿河台キャンパス アカデミーコモンで実施する集合型講座。

※会員種別に応じて、本表に記載の受講料から割引あり。詳細は各講座のWEBページを参照。

・オンデマンド・・・・・・講師が事前に収録した講座を配信。いつでも何回でも視聴できる。

・アーカイブ・・・・・・・過去に実施したリアルタイム配信講座を配信。いつでも何回でも視聴できる。

・ハイブリッド・・・・・・教室で実施する対面講座をオンラインでも中継する。

受講生は、対面、またはリアルタイム配信を選択して受講できる。

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 聖典から読み解く世界の諸宗教
ゾロアスター教・ヒンドゥー教・ユダヤ教・キリスト教・イスラム教・儒
教・道教・仏教

正木 晃 ハイブリッド／リアルタイム 木 4月20日 11:00-12:30 10 見逃し配信あり ¥26,400

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 聖典から読み解く世界の諸宗教
ゾロアスター教・ヒンドゥー教・ユダヤ教・キリスト教・イスラム教・儒
教・道教・仏教

正木 晃 ハイブリッド／対面 木 4月20日 11:00-12:30 10 ¥26,400

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 隋煬帝の新発見陵墓と「煬帝墓誌」 中国史における新発見文物講座2 氣賀澤 保規 リアルタイム 木 4月27日 15:00-16:30 1 見逃し配信あり／ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ配信あり ¥1,100

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 「文化」からみる中国史8 中国南北朝後期における政治と文化と民族 氣賀澤 保規 リアルタイム 木 5月11日 15:00-16:30 6 見逃し配信あり ¥15,840

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 古代日本と朝鮮渡来文化 大和国における渡来文化の受容と展開をさぐる 金 任仲 リアルタイム 木 5月11日 17:00-18:30 6 見逃し配信あり ¥15,840

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 中国人と日本人 同じところと違うところ わかりやすい中国入門 加藤 徹 リアルタイム 木 5月18日 10:30-12:00 1 見逃し配信あり／ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ配信あり ¥1,100

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 Britain and the World Today Understanding the world through studying current affairs as
presented in the news and media

Ｊａｍｅｓ　Ｃ．Ｈｏｕｓｅ リアルタイム 木 5月18日 13:00-14:30 5 ¥13,200

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 隋唐帝国の政治と社会5 安史の乱後の政治と社会の変容 氣賀澤 保規 対面 木 5月18日 14:00-15:30 4 ¥12,100

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 明大アジア史講座
学び直し中国古代 新・秦史―考古資料と文字史料からみた秦帝国
―

髙村 武幸他 ハイブリッド／リアルタイム 金 6月2日 14:00-15:30 5 ¥13,200

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 明大アジア史講座
学び直し中国古代 新・秦史―考古資料と文字史料からみた秦帝国
―

髙村 武幸他 ハイブリッド／対面 金 6月2日 14:00-15:30 5 ¥13,200

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 旅する世界遺産 インド・中国の世界遺産を旅する 目黒 正武 リアルタイム 金 7月14日 10:30-12:00 5 見逃し配信あり ¥13,200

世界の文化・歴史ほか 平日昼間 ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世 菊池 良生 対面 金 7月14日 11:00-12:30 5 ¥15,125

世界の文化・歴史ほか 土曜 ウクライナ侵攻から考えるロシア文化・芸術 伊藤 愉 リアルタイム 土 4月15日 15:00-16:30 1 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ配信あり ¥1,100

世界の文化・歴史ほか 土曜 大人の英語発音入門講座 ～初めて学ぶ方向け～ 清水 あつ子 リアルタイム 土 5月13日 13:00-14:30 2 見逃し配信あり ¥5,280

世界の文化・歴史ほか 土曜 世界の「聖地」を旅する 第二十の旅 聖なる湖水の物語 立野 正裕他 対面 土 5月20日 15:00-16:30 7 ¥21,175

世界の文化・歴史ほか 土曜 大人の英語発音講座 ～継続した学びを目指す方向け～ 清水 あつ子 リアルタイム 土 6月3日 13:00-14:30 7 見逃し配信あり ¥18,480

世界の文化・歴史ほか 24時間視聴可 大人の英語発音講座 音がつながるとき 清水 あつ子 アーカイブ ― 4月1日 00:00-23:55 5 ¥5,500

文学 平日昼間 樋口一葉と津田梅子―二人の接点と夏目漱石 藤澤 るり リアルタイム 火 4月25日 13:00-14:30 1 見逃し配信あり／ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ配信あり ¥1,100

文学 平日昼間 紫式部と源氏物語 ー道長と彰子の役割ー 湯淺 幸代 リアルタイム 火 5月16日 13:00-14:30 1 見逃し配信あり／ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ配信あり ¥1,100

文学 平日昼間 個人と結婚―夏目漱石『行人』を読む 藤澤 るり リアルタイム 火 5月23日 13:00-14:30 5 見逃し配信あり ¥13,200

文学 平日昼間 テーマで読む源氏物語 〈もの思ひ〉する女君たち 西本 香子、日向 一雅 対面 水 6月14日 14:00-15:30 4 ¥12,100

文学 平日昼間 「万葉集の世界」 巻六を読む 堂野前 彰子 ハイブリッド／リアルタイム 木 4月27日 14:00-15:30 6 見逃し配信あり ¥15,840

文学 平日昼間 「万葉集の世界」 巻六を読む 堂野前 彰子 ハイブリッド／対面 木 4月27日 14:00-15:30 6 ¥15,840

文学 平日昼間 コミュニケーションは朗読から「ミニ」 ドラマティック・リーディング 浅沼ゆりあ、西村俊彦 対面 木 6月8日 14:00-15:30 10 ¥30,250

文学 平日昼間 『大和物語』を楽しむ あはれてふ人もあるべく 山口 佳紀 対面 金 5月19日 11:00-12:30 5 ¥15,125

文学 平日昼間 地域から見た古代文学 『古事記』下巻を読む 堂野前 彰子 ハイブリッド／リアルタイム 金 5月19日 15:00-16:30 6 見逃し配信あり ¥15,840

文学 平日昼間 地域から見た古代文学 『古事記』下巻を読む 堂野前 彰子 ハイブリッド／対面 金 5月19日 15:00-16:30 6 ¥15,840

芸術 平日昼間 コンサートホールで歌おう!Ⅰ 日本と世界の名曲 井戸田 起世子、丹藤 麻砂美 対面 火 5月30日 11:00-12:30 7 ¥21,175

芸術 平日昼間 コンサートホールで歌おう!Ⅱ 日本と世界の名曲 井戸田 起世子、海野 美栄 対面 火 5月30日 14:00-15:30 7 ¥21,175

芸術 平日昼間 現代アート入門 現代アートの基本的な見方と美学の基礎について学んでみませんか。 琴 仙姫 リアルタイム 水 5月10日 15:00-16:30 1 見逃し配信あり／ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ配信あり ¥1,100

芸術 平日昼間 オペラを読む 歌詞の原語を、意味や発音から確かめながら味わいましょう 須永 恆雄 リアルタイム 金 5月12日 15:00-16:30 5 見逃し配信あり ¥13,200

政治経済・社会・情報ほか平日昼間 犯罪から読み解く日本社会(基礎編) 小林 良樹 リアルタイム 木 4月20日 15:00-16:30 4 ¥10,560

政治経済・社会・情報ほか平日昼間 犯罪から読み解く日本社会(応用編) 小林 良樹 リアルタイム 木 6月1日 15:00-16:30 4 ¥10,560

政治経済・社会・情報ほか 土曜 今を生きる教養としての「地理」 2022年度から高校で必修化された「地理総合」とは何か 中澤 高志 リアルタイム 土 6月17日 10:30-12:00 1 見逃し配信あり／ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ配信あり ¥1,100

政治経済・社会・情報ほか 土曜 2024年米大統領選挙 民主・共和両党における大統領候補の選挙戦略と選挙の見どころ 海野 素央 ハイブリッド／リアルタイム 土 7月1日 11:00-12:30 1 見逃し配信あり ¥1,100

政治経済・社会・情報ほか 土曜 2024年米大統領選挙 民主・共和両党における大統領候補の選挙戦略と選挙の見どころ 海野 素央 ハイブリッド／対面 土 7月1日 11:00-12:30 1 ¥1,100

政治経済・社会・情報ほか 土曜 夏休み子供科学教室 ～身の回りの材料を使って実験しよう～ 本多 貴之 対面 土 8月5日 14:00-15:30 1 ¥3,025
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明治大学リバティアカデミー講座一覧　【ビジネス】

ビジネス

分野 時間帯 タイトル　※詳細は講座名をクリックして参照 サブタイトル（一部略） 講師 実施形態 曜日 開始日 時間 回数 補足事項 受講料 紹介動画

マーケティング 平日夜間 WEBマーケティング実践講座 最新のWEBマーケティング市場概要、SEO対策やWEB広告、SNS集客 赤澤 宣幸 リアルタイム 火 6月27日 19:00-20:30 5 見逃し配信あり ¥17,300

マーケティング 平日夜間 WEBマーケティング実践講座プラス WEB集客をより深く実践的に学ぶために 赤澤 宣幸 リアルタイム 火 8月22日 19:00-21:00 2 見逃し配信あり ¥4,800

マーケティング 平日夜間 上原と大友のマーケティング・ゼミナール 大友 純 他 対面 木 4月27日 19:00-20:30 7 ¥26,950

マーケティング 平日夜間
【名著を読む】 価値共創のビジネスモデルの実現を目指し
て

コトラー「H2Hマーケティング」から学ぶ新しいマーケティングの姿 井上 崇通 対面 木 5月18日 19:00-21:00 6 ¥23,100

マーケティング 土曜 実践・マーケティング戦略セミナー 大友 純 他 リアルタイム 土 5月13日 15:30-17:00 8 ¥27,680

マーケティング 土曜 「サービス・ドミナント・ロジック」を学ぶ「基礎編」 新しいマーケティングの核心 井上 崇通 対面 土 7月1日 15:30-17:30 5 ¥19,250

マーケティング 24時間視聴可
【ｱｰｶｲﾌﾞ】開発者本人が分析する「ヒット商品を生み出せた
訳」

高橋 和良 アーカイブ ― 6月1日 00:00-23:55 5 ¥5,500

マネジメント 平日夜間 経営学余話(余話シリーズ PART4) ちょっと気になる身近な経営問題 吉村 孝司 リアルタイム 火 5月16日 19:30-20:30 5 見逃し配信あり ¥6,000

マネジメント 平日夜間 サプライチェーン全体最適論(RightChain (R) ) 入門編 顧客サービスから始まる体系的サプライチェーン・ロジスティクス 小川 智由 他 リアルタイム 火 5月23日 19:00-21:00 8 見逃し配信あり ¥27,680

マネジメント 平日夜間 乱気流の時代における企業経営の基本 ドラッカーの『チェンジ・リーダーの条件-自ら変化を作り出せ』 風間 信隆 対面 火 6月20日 19:00-20:30 6 ¥23,100

マネジメント 平日夜間 人事の定量分析 人事方針策定のための人事の定量分析手法 坂下 幸紀 リアルタイム 水 5月10日 19:30-20:30 5 ¥6,000

マネジメント 平日夜間
孫子とクラウゼヴィッツの戦略思想を学ぶ(教養としての戦
略学)

ナポレオン戦争、大東亜戦争、ウクライナ戦争の現実 西田 陽一  他 リアルタイム 木 6月1日 19:00-20:30 3 見逃し配信あり ¥10,380

マネジメント 平日夜間 トヨタとフォルクスワーゲン 同族企業のコーポレート・ガバナンスと競争力 風間 信隆 対面 金 8月4日 19:00-20:30 5 ¥19,250

マネジメント 土曜 スポーツ・ビジネス講座 日本の現状・課題・展望 釜崎 太 他 リアルタイム 土 5月13日 10:30-12:00 5 見逃し配信あり ¥17,300

マネジメント 24時間視聴可 【ｱｰｶｲﾌﾞ】経営学余話(余話シリーズPART1) いまだから語れる「企業と経営の“実話・秘話・とっておきの話”」 吉村 孝司 アーカイブ ― 4月1日 00:00-23:55 5 ¥5,500

マネジメント 24時間視聴可 【ｱｰｶｲﾌﾞ】経営学余話(余話シリーズPART2) 経済と経営にみる日本の近代化余話 吉村 孝司 アーカイブ ― 4月1日 00:00-23:55 5 ¥5,500

マネジメント 24時間視聴可 【ｱｰｶｲﾌﾞ】経営学余話(余話シリーズPART3) 経営理論の誕生余話 吉村 孝司 アーカイブ ― 6月1日 00:00-23:55 5 ¥5,500

アカウンティング 平日夜間 財務諸表の見方・読み方(平日夜間コース) 財務諸表を読み、企業を分析する力を高めよう 大倉 学 リアルタイム 月 5月15日 19:00-20:30 5 見逃し配信あり ¥17,300

アカウンティング 平日夜間 資産運用のための、初めての企業分析 投資をする際の企業分析について 岸 泰裕 リアルタイム 水 5月17日 19:30-20:30 5 見逃し配信あり ¥6,000

アカウンティング 平日夜間 はじめて学ぶ経理実務入門 藤田 益浩 リアルタイム 水 6月28日 19:00-20:30 6 見逃し配信あり ¥20,760

アカウンティング 平日夜間 はじめて学ぶ税金実務入門 税金の基礎知識を学び、ビジネスセンスを高めましょう 丸山 貴弘 リアルタイム 木 6月8日 19:00-20:30 7 見逃し配信あり ¥24,220

アカウンティング 平日夜間 管理会計入門 全4回で簡潔かつコンパクトに管理会計の基礎を学びます 本橋 正美 他 対面 金 6月16日 19:00-20:30 4 ¥15,400

アカウンティング 土曜 財務諸表の見方・読み方(土曜集中コース) 財務諸表を読み、会社を分析する力を高めよう 﨑 章浩 対面 土 5月20日 13:30-16:40 6 ¥23,100

アカウンティング 土曜 ビジネスパーソンのための財務諸表監査入門 長吉 眞一 リアルタイム 土 6月3日 10:30-11:30 5 見逃し配信あり ¥6,000

ファイナンス 平日夜間 初めての資産運用・金融投資 資産運用・金融投資について初歩から 岸 泰裕 リアルタイム 水 7月5日 19:00-20:30 5 見逃し配信あり ¥17,300

ファイナンス 平日夜間 新NISA制度フル活用で実現する豊かな人生 長期・積立・分散投資に最適な新NISA活用法で資産形成 中野 晴啓 リアルタイム 木 5月18日 19:30-20:30 5 見逃し配信あり ¥6,000

ファイナンス 平日夜間 初めてのサステナビリティ・ESG 昨今よく聞くサスティナビリティやESGに関して自社や資産運用 岸 泰裕 リアルタイム 木 8月17日 19:30-20:30 5 見逃し配信あり ¥6,000

ファイナンス 土曜
投資の肝であるテクニカル分析を学び投資の知識を高め
ましょう

テクニカル分析による投資と技術の基礎技術を習得しよう
【企画協力】日本テクニカルアナリスト協会(NPO法人)

福永 博之 他 リアルタイム 土 5月20日 13:30-15:30 10 見逃し配信あり ¥17,300

2023/3/30

〈開設分野〉

・特別企画（オープン）・・・無料講座。はじめてリバティアカデミーを利用される方にもおすすめ。

・教養文化・・・・・・・・・主に平日・土曜の昼間に開講。歴史・文化・芸術・時事等に関心のある方におすすめ。

・ビジネス・・・・・・・・・主に平日夜間・土曜に開講。ビジネスパーソンの実務やキャリアアップに活かせる講座多数。

〈補足事項〉

・見逃し配信・・・・・・・・欠席時、復習用として一部のリアルタイム講座で、一定期間、Zoomの収録配信を実施。

・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ配信・・・ リアルタイム講座をアカデミーコモン教室のスクリーンで配信。ご自宅からオンライン

（教養文化のみ） 講座へのアクセスが難しい方や、教室に集合して講座を受講したい方におすすめ。

〈実施形態〉

・リアルタイム・・・・・・Zoomでの生配信講座。

・対 面・・・・・・・・・駿河台キャンパス アカデミーコモンで実施する集合型講座。

※会員種別に応じて、本表に記載の受講料から割引あり。詳細は各講座のWEBページを参照。

・オンデマンド・・・・・・講師が事前に収録した講座を配信。いつでも何回でも視聴できる。

・アーカイブ・・・・・・・過去に実施したリアルタイム配信講座を配信。いつでも何回でも視聴できる。

・ハイブリッド・・・・・・教室で実施する対面講座をオンラインでも中継する。

受講生は、対面、またはリアルタイム配信を選択して受講できる。
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明治大学リバティアカデミー講座一覧　【ビジネス】

ビジネス

分野 時間帯 タイトル　※詳細は講座名をクリックして参照 サブタイトル（一部略） 講師 実施形態 曜日 開始日 時間 回数 補足事項 受講料 紹介動画

2023/3/30

〈開設分野〉

・特別企画（オープン）・・・無料講座。はじめてリバティアカデミーを利用される方にもおすすめ。

・教養文化・・・・・・・・・主に平日・土曜の昼間に開講。歴史・文化・芸術・時事等に関心のある方におすすめ。

・ビジネス・・・・・・・・・主に平日夜間・土曜に開講。ビジネスパーソンの実務やキャリアアップに活かせる講座多数。

〈補足事項〉

・見逃し配信・・・・・・・・欠席時、復習用として一部のリアルタイム講座で、一定期間、Zoomの収録配信を実施。

・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ配信・・・ リアルタイム講座をアカデミーコモン教室のスクリーンで配信。ご自宅からオンライン

（教養文化のみ） 講座へのアクセスが難しい方や、教室に集合して講座を受講したい方におすすめ。

〈実施形態〉

・リアルタイム・・・・・・Zoomでの生配信講座。

・対 面・・・・・・・・・駿河台キャンパス アカデミーコモンで実施する集合型講座。

※会員種別に応じて、本表に記載の受講料から割引あり。詳細は各講座のWEBページを参照。

・オンデマンド・・・・・・講師が事前に収録した講座を配信。いつでも何回でも視聴できる。

・アーカイブ・・・・・・・過去に実施したリアルタイム配信講座を配信。いつでも何回でも視聴できる。

・ハイブリッド・・・・・・教室で実施する対面講座をオンラインでも中継する。

受講生は、対面、またはリアルタイム配信を選択して受講できる。

ファイナンス 24時間視聴可 証券アナリスト第1次試験対策講座（科目Ⅰ） 証券分析とポートフォリオ・マネジメント 萩原 統宏 オンデマンド ― 6月1日 00:00-23:55 16 ¥55,360

ファイナンス 24時間視聴可 証券アナリスト第1次試験対策講座（科目Ⅱ） 財務分析・コーポレートファイナンス 萩原 統宏 オンデマンド ― 6月1日 00:00-23:55 16 ¥55,360

ファイナンス 24時間視聴可 証券アナリスト第1次試験対策講座（科目Ⅲ） 職業倫理・⾏為基準、数量分析と確率・統計、市場と経済の分析 萩原 統宏 オンデマンド ― 6月1日 00:00-23:55 16 ¥55,360

リスクマネジメント 平日夜間 レジリエンス・マネジメントへの挑戦 現代社会に必要な「レジリエンス力」を向上させるには【寄付講座】 木村 彰宏 他 リアルタイム 月 5月22日 19:30-20:30 6 ¥1,500

リスクマネジメント 土曜 安全学入門 YKK AP株式会社寄付講座 向殿 政男 他 リアルタイム 土 5月13日 13:30-17:00 5 見逃し配信あり ¥10,000

事業創造・ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ 土曜 起業家養成講座「空き家・空きビル活用ビジネス」を学ぶ 産官学連携による「空き家・空きビル」の活用と新たなビジネスモデル構築 坂本 恒夫 他 ハイブリッド 土 5月20日 14:00-15:30 5 見逃し配信あり ¥17,300

事業創造・ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ 土曜 起業・副業の前に考えるべき、ビジネスモデル構築 頭の中に描いているものを書面に落とす力を身に着ける 鮫島 淳 他 リアルタイム 土 7月22日 15:30-17:00 5 見逃し配信あり ¥17,300

ﾃﾞｰﾀ解析・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾂｰﾙ 平日夜間
目で射る統計学 実践 課題解決のためのデータ・統計分析
-基礎と応用-

意味をもつ情報であるデータ分析・統計の基礎と応用を学ぶ 藤江 昌嗣 他 リアルタイム 水 6月7日 19:00-20:30 6 見逃し配信あり ¥20,760

ﾃﾞｰﾀ解析・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾂｰﾙ 平日夜間 仕事でも「数字に強い人」になる DX時代に活躍するための実践的な学び 深沢 真太郎  ハイブリッド 金 5月12日 19:00-20:30 5 見逃し配信あり ¥17,300

ﾃﾞｰﾀ解析・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾂｰﾙ 土曜 DXとデジタル技術リテラシー 宮島 敬明  他 リアルタイム 土 8月19日 10:30-12:30 5 見逃し配信あり ¥17,300

ﾃﾞｰﾀ解析・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾂｰﾙ 24時間視聴可 【ｱｰｶｲﾌﾞ】Excelで学ぶデータ解析入門 実務でのデータ 青沼 君明 アーカイブ ― 4月1日 00:00-23:55 5 ¥5,500

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・思考法 平日夜間 好感度アップ!話し方講座 現役アナウンサーが伝える現場で学んだ話し方のコツ 前田 真理 リアルタイム 月 6月5日 19:00-20:00 5 見逃し配信あり ¥6,000

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・思考法 平日夜間 顧客の理解を深めるためのデザイン思考実践講座 デザイン思考による顧客志向型のビジネス開発の実践 今津 美樹 リアルタイム 水 6月7日 19:00-20:30 4 見逃し配信あり ¥13,840

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・思考法 平日夜間 人を虜にするプレゼンの極意 内容の決め方，資料の作り方から，魅惑の発声方法，海外での実例 黒田 洋司 他 リアルタイム 水 7月26日 19:00-20:30 4 見逃し配信あり ¥13,840

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・思考法 平日夜間 今すぐ使える心理学コミュニケーションスキル 人の心理を味方につけ、コミュニケーション能力をアップする 堀口 瑞予 リアルタイム 木 6月1日 19:30-20:30 5 見逃し配信あり ¥6,000

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・思考法 平日夜間
今すぐ使える心理学コミュニケーションスキル
アドバンス編

セルフエンパワーメント(自己成長)のためのスキルを学ぶ 堀口 瑞予 リアルタイム 木 7月13日 19:00-20:30 4 見逃し配信あり ¥13,840

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・思考法 土曜 心のセルフマネジメント 生き方の癖を活かすコツ・変えるコツ 「対人関係」編 遠藤 美保 リアルタイム 土 6月10日 13:30-15:00 3 ¥10,380

ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ｷｬﾘｱ形成 平日夜間 コーチング入門(火曜コース) 気持をつかみ潜在力を引き出す技術 森山 展行 対面 火 5月16日 19:00-21:00 6 ¥23,100

ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ｷｬﾘｱ形成 平日夜間 人を大切にする働き方・働かせ方 【企画協力】社会保険労務士総合研究機構 黒田 兼一 他 リアルタイム 水・火 5月17日 19:00-20:30 6 5/23のみ火曜実施 ¥20,760

ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ｷｬﾘｱ形成 平日夜間 50代からの自分再発見と未来キャリアの作り方 人生100年時代、自分が満足できる働き方・生き方 安部 博枝 リアルタイム 金・土 5月12日 19:00-20:30 6 9/9のみ土曜実施 ¥20,760

ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ｷｬﾘｱ形成 平日夜間 就職前スキルアップ講座(初級) 就職に際し、最低限必要な知識を習得する 鮫島 淳 他 リアルタイム・対面 金 5月19日 19:00-20:30 5
・見逃し配信あり
・6/9、6/16は対面実施

¥17,300

ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ｷｬﾘｱ形成 平日夜間 コーチング入門(金曜コース) 気持をつかみ潜在力を引き出す技術 森山 展行 対面 金 6月2日 19:00-21:00 6 ¥23,100

ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ｷｬﾘｱ形成 土曜 コーチング・アドバンス 実践コーチング、ベストコーチを目指す第一歩 森山 展行 対面 土 7月15日 10:30-17:30 3 ¥46,200

ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ・ｷｬﾘｱ形成 土曜 キャリアマネジメント初級講座 キャリア理論を理解し、組織人・個人としての人生を豊かにする 菅 貴子 他 リアルタイム 土 7月22日 10:30-12:00 5 見逃し配信あり ¥17,300

国際理解 土曜 現代アジアを読み解く グローバリゼーションが変容する中のアジア 藤森 浩樹 リアルタイム 土 7月22日 10:30-11:30 5 見逃し配信あり ¥6,000
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