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榊田 みどり 農業ジャーナリスト

川島 高峰 明治大学情報コミュニケーション学部准教授

宮腰 哲雄 明治大学理工学部教授 ほか

北野 大 明治大学理工学部教授 ほか

関 善之 グラフィックデザイナー ほか

谷口 ジロー マンガ家 ほか

田中 完一 敦賀市文化協会会長 ほか

三浦 佑之 立正大学文学部教授 ほか

岡崎 久彦 ＮＰＯ法人岡崎研究所理事長・所長 ほか

山折 哲雄 宗教学者 ほか

茅根 創 東京大学大学院教授

三浦 一郎 立命館大学経営学部教授

大木 英男 （株）CPP プロジェクトアドバイザー
佐々木 英明 東燃ゼネラル石油（株）執行役員人事部門担当
岩崎 夏海 作家

本木 克英 映画監督 ほか

Josef Kreiner ボン大学名誉教授 ほか
志田 真木 琉球舞踊重踊流二世宗家 ほか

江波戸 昭 明治大学名誉教授 ほか

掛谷 勇三 愛知県立芸術大学准教授 ほか

三ッ石 潤司 武蔵野音楽大学教授 ほか

吉田 悦志 明治大学国際日本学部教授

藤井 秀登 明治大学商学部教授 ほか

林 雅彦 明治大学法学部教授 ほか

水谷 類 明治大学文学部兼任講師

松下 浩幸 明治大学農学部教授 ほか

阪井 和男 明治大学法学部教授 ほか

島田 和高 明治大学博物館学芸員 ほか

忽那 敬三 明治大学博物館学芸員

山田 朗 明治大学文学部教授

公文 富士夫 信州大学理学部教授 ほか

飯澤 文夫 明治大学大学史資料センター研究調査員 ほか

が～まるちょば サイレントコメディー・デュオ ほか

阪井 和男 明治大学法学部教授

今井 繁之 ㈱シンキングマネジメント研究所　代表取締役所長

   黒川農場【黒川農場OPEN記念講座】
  台所から世界が見える！
   生田キャンパス【地域産学連携研究センターＯＰＥＮ記念講座】
  安全・安心
　中野【中野キャンパスＯＰＥＮ記念講座】
  マンガのデザイン
【明治大学・鳥取県連携講座】
  谷口ジローの味わい方

【松竹株式会社共催】
  生誕100年　天才監督木下惠介を知る
東西文化の邂逅と輸出漆器
海域アジアにおける琉球・朝鮮の交流と舞踊文化

世界の民族音楽を聴くーレクチャー＆コンサートー

【第15回ホームカミングデー】地域連携フードフェア

【明治大学・福井県連携講座】
  鉄道と港の街　敦賀

【本の街神保町を元気にする会共催】
  本と映画と神保町ー本の街・神保町で考えるPart２－
   和泉キャンパス【杉並区教育委員会共催】
  日本の祭りと異形の神々　シリーズ１
   和泉キャンパス【杉並区教育委員会共催】
  日本近代文学と<家族>の風景
【文明とマネジメント研究所共催】
  イノベーション人材になるための資質・能力・育成
【考古学ゼミナール】
  氷河時代の・ヒト・環境・文化－THE ICE AGE WORLD－
【博物館入門講座】
  古墳の副葬品と被葬者
【黒耀石研究センター公開講座】
  黒曜石をめぐるヒトと資源環境PART3

戦争と平和シリーズ
陸軍登戸研究所と日本の＜秘密戦＞
香りを聞き楽しむ
ウィキリークス以前
極秘文書の世界を紐解くー真珠湾への道ー

【明治大学・東紀州観光まちづくり公社連携講座】
「自然」と「信仰」

リストのピアノ曲とその後継者たちー水の調べをめぐってー
オペラの愉しみーひとつのアリアができるまでー

【第15回ホームカミングデー公開講座】
  阿久悠論ー昭和歌謡の巨星ー

GAMARJOBAT SILENT and TALK
ーが～まるちょばサイレントコメディーの世界ー

【ドラッカー学会　共催】
「ドラッカーの世界」への誘い

【PIC（太平洋諸島センター）共催講座】
  海面上昇に対するツバル国の生態工学的維持

【明治大学連合駿台会寄付講座】
  今、なぜ、論理的思考による問題解決力が求められるかを聴く

【明治大学・和歌山県新宮市連携講座】
  熊野学フォーラム第6弾　祈りの科学

【明治大学・和歌山県連携講座】
  外務大臣就任120周年記念　陸奥宗光シンポジウム

【明治大学・宮崎県・奈良県・島根県連携講座】
  古事記編さん1300年記念シンポジウム

【明治大学・福井県連携講座】
「交通と観光」の十字路・敦賀　福井の魅力を探索する！

オープン講座

特別企画講座

教養・文化講座
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ビジネスプログラム、資格・実務・語学講座の詳細は、パンフレット「2012年後期 ビジネス
プログラム」「2012年後期 資格・実務・語学講座」（無料）をご請求ください。

https://academy.meiji.jp
TEL：03-3296-4423　　FAX：03-3296-4542

ホームページから
電話・FAXでもどうぞ

オペラの愉しみ
民族音楽紀行
日本の伝統芸能（講談・落語・浪曲）を学ぶ・楽しむ
将棋の世界に学ぶ

アメリカン・ミュージックの様式美

コンサートホールで歌おう！

101年目の辛亥革命・中華民国から考える
ー明大アジア史講座No.16ー
隋唐帝国の社会と文化－中国の歴史１－
『論語』の世界Ⅲ・白楽天の詩歌
東アジアの神々と祭祀
世界の「聖地」を旅する　第四の旅

ギリシア神話と芸術
俳句大学（初級クラス）
俳句大学（中級クラス）
俳句大学（上級クラス）
俳句大学（駿河台夜間クラス）　

続・浮世絵でたのしむお江戸
新版・ゆっくり学ぶ江戸の古文書　パート４
図書の文化史Ⅱ
図書の文化史Ⅲ
全国古寺社めぐり

江戸の戯作文学に親しむ　パート６
都市空間を歩く

万葉集の世界ー巻六を読むー
平家物語・その光と影（十六）
芭蕉・蕪村・一茶
平家物語とその時代ー巻三、巻四を読む
地域から見た古代文学Ⅳ

『文正草子』を読む
「伊勢物語」を楽しむ（さらぬ別れのありといへば）
入会規約のご案内
キャンパスマップ・施設案内
入会・受講申し込みFAXフォーム
明大カードのご案内

源氏物語を読み直す（６）
光源氏、内大臣になるー政治家としての出発ー

「遠野物語」を読む

昔話と伝説ー物語の謎を読み解くー
新・歴史民俗学シリーズ2
神社と祭りの精神史

作庭家と行く・庭巡りの旅

和の空間 －庭－　より一層の楽しみ方

じっくり学ぶ　幕末から明治期の政治と社会（2）
江戸時代の異文化コミュニケーションを探る

多文化圏ニッポン
ー北のアイヌ、南のウチナンチュを顧みながら－

【和泉キャンパス】
  俳句大学（和泉夜間クラス）

フランス文化を味わう
ー小説家プルーストの世界から見たパリー

ア・ミュージアムー「知」の玄関への招待ー パート12
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星野 茂 明治大学法学部准教授 ほか

浅沼 ゆりあ 演出家 ほか
須永 恆雄 明治大学法学部教授 ほか
江波戸 昭 明治大学名誉教授
新田 功 明治大学政治経済学部教授 ほか
羽生 善治 棋士 ほか
伊能 秀明 明治大学中央図書館事務長 ほか
鈴木 カツ 音楽評論家 ほか

高田 幸男 明治大学文学部教授 ほか

氣賀澤 保規 明治大学文学部教授　
神鷹 徳治 明治大学文学部教授　
金 任仲 明治大学文学部兼任講師 ほか
立野 正裕 明治大学文学部教授　

岩野 卓司 明治大学法学部教授 ほか　　

山田 恒人 元明治大学教授

西山 春文 明治大学商学部教授

阪田 蓉子 元明治大学文学部教授
阪田 蓉子 元明治大学文学部教授 ほか
圭室 文雄 明治大学名誉教授 ほか

重森 千靑 作庭家・京都工芸繊維大学非常勤講師

二又 淳 明治大学法学部兼任講師
佐藤 義雄 明治大学文学部教授 ほか
吉田 正彦 元明治大学文学部教授　　

水谷 類 明治大学文学部兼任講師

永藤 靖 元明治大学文学部教授 ほか
堂野前 彰子 明治大学文学部兼任講師
大野 順一 詩人・日本文芸家協会会員
大野 順一 詩人・日本文芸家協会会員
牧野 淳司 明治大学文学部准教授
永藤 靖 元明治大学文学部教授 ほか　

日向 一雅 元明治大学文学部教授 ほか

渡 浩一 明治大学国際日本学部教授
山口 佳紀 聖心女子大学名誉教授

浜口 稔 明治大学理工学部教授 ほか

重森 千靑 作庭家・京都工芸繊維大学非常勤講師
須田 努 明治大学情報コミュニケーション学部教授
須田 努 明治大学情報コミュニケーション学部教授

伊能 秀明 明治大学中央図書館事務長 ほか
牧野 健太郎 NHKプロモーション上席執行役員 ほか

井戸田 総一郎 明治大学文学部教授 ほか

おひとりさまの終活パート3
「自分力」を高める
コミュニケーションは朗読から

3MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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お申込方法のご案内 https://academy.meiji.jp
03-3296-4542
03-3296-4423

会員受付▶9月3日（月）10：30～
一般受付▶9月5日（水）10：30～

お申込は
3方法

WEB

FAX

TEL

講座申込から受講までの流れ

1 2 3 4入会申込・
受講申込

受講案内の
到着・確認
振込後1週間で
お手元に届きます

お支払 受講開始

Webサイトからのお申込・お支払

①
入
会
申
込
・
受
講
申
込

リバティアカデミーは会員制です。「会員証」を発行し、大学図書館の閲覧
利用等、皆様の学習をサポートします。受講にあたってご入会手続きをお
願いします。なお、入会のみのお申込はできません。
受講される講座をお決めになりましてからお手続きください。

リバティーアカデミー入会金
3年度間有効　￥3,000

▶

▶

▶

▶

①カテゴリー、フリーワード等から検索
　を開始してください。

④ 複数講座を申込む場合には「続けて他
　の講座を申込む」を押してください。

申込リストの確認後、「進む」ボタンを押
してください。

②講座一覧から希望する講座を選択し
　てください。

⑤会員登録済みの場合は、会員番号、
　パスワードをご入力ください。
　初回申込の方は、会員登録へ
　進みます。

③講座内容確認後、「受講申込」ボタン
　を押してください。

⑥お名前・ご住所等を登録してください。
　パスワードを設定し、受講規約を確認し
　た後、登録を行います。

【トップページ】https://academy.meiji.jp

【はじめてお申込みの方のみ】
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明治大学リバティアカデミー事務局　アカデミーコモン11階
受付時間　平日10：30～19：00　土曜10：30～15：30

（日曜・祝日及び大学指定日は休業）

②
お
支
払

①
入
会
・
受
講
申
込
／
②
お
支
払

FAX・電話でのお申込・お支払

③ 受講案内の到着・確認／④ 受講開始

⑦申込内容を確認していただき完了と
　なります。

クレジットカード　コンビニでのお支払いお支払は、 　が選べます。（下図）

■クレジットカード

■コンビニでのお支払
アナウンスに従い手続き
をすすめてください。

p82、83

お申し込み・お問い合せ　明治大学リバティアカデミー事務局　〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駿河台キャンパス アカデミーコモン11階

既リバティアカデミー会員の方

86 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

入会・受講申込FAXフォーム（個人会員用）

【はじめてお申込みの方】

「講座受講申込」欄

「入会申込」欄

＋

【会員の方】

【会員更新／再入会の方】

「講座受講申込」欄

「入会申込」欄の記入は
不要です。

「講座受講申込」欄

「入会申込」欄

会員番号
（再入会の方は旧会員番号）

＋

のみ

＋

お支払回数は1回のみと
なっております。
クレジットカードはご本
人様以外はご利用になれ
ません。

入会だけの申込はできませ
んので、必ず「講座受講申
込」欄にもご記入ください。

（1）明治大学カード
　  （クレジットカード）
（2）各種クレジットカード
　  UC・VISA・マスター・
　  JCB・ダイナース・DC・
　  MUFG・UFJ・NICOS・
　  アメリカンエクスプレス

・FAXの場合は、「入会・受講申込
FAXフォーム（個人会員用）」（86
ページ）に必要事項をご記入の
上、お送りください。

・お電話の場合は、フォームの記
入項目について受付係にお知ら
せください。

・事務局より請求書をお送りしま
す。お近くのコンビニエンスス
トアにてお支払ください。

・FAX、電話申込では、クレジット
カードの取扱はしておりません
ので、カード支払をご利用の方
はWebサイトからお申込みく
ださい。

◆

◆

◆

・ご入金確認後、事務局より「受講案内」をお送りします。
・講座初回は「受講案内」をご持参の上、リバティアカデミー事務局カ
ウンター（アカデミーコモン11階）あるいは指定の受付場所へお立
ち寄りください。教室案内・教材配布等をさせていただきます。

・開講直前のお支払で「受講案内」が届かない場合には、振込受領書等
をご持参ください。
・会員証のお届けは、お支払から、約1ヶ月後になります。会員証が届
くまでの間は、「受講案内」を仮会員証としてお使いいただけます。
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特別企画講座

曜日別一覧

曜日

月

〃

火

水

金

土

〃

〃

〃

時間

１３：００～１４：３０

１５：００～１６：３０

１５：００～１６：３０

１９：００～２０：３０

１８：００～２０：００

１３：００～１４：３０

１３：００～１４：３０

１４：００～１５：３０

１４：００～１５：３０

講座名

【東紀州観光まちづくり公社連携講座】「自然」と「信仰」

【黒耀石研究センター公開講座】黒曜石をめぐるヒトと資源環境３

【博物館入門講座】古墳の副葬品と被葬者

【文明とマネジメント研究所共催】イノベーション人材になるため

【考古学ゼミナール】氷河時代のヒト・環境・文化

【福井県連携講座】鉄道と港の街　敦賀

【本の街神保町を元気にする会共催】本と映画と神保町

［和泉キャンパス］【杉並区教育委員会共催】日本の祭りと異形の神々

［和泉キャンパス］【杉並区教育委員会共催】日本近代文学と〈家族〉の風景

教養・文化講座
曜日

月

〃

〃

〃

火

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

水

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

木

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

金

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

土

〃

〃

〃

〃

〃

ページ

29

36

35

33

34

28

30

31

32

40

66

68

57

48

39

51

79

49

72

74

75

58

67

37

46

63

64

41

52

65

５６～５７

78

50

53

60

61

55

80

59

70

71

44

62

77

73

43

76

42

45

54

69

38

47

１０：３０～１２：００

１３：００～１４：３０

１３：００～１４：３０

19：００～20：３０

１０：３０～１２：００

１３：００～１４：３０

１３：００～１４：３０

１３：００～１４：３０

１５：００～１６：３０

１５：００～１６：３０

１５：００～１６：３０

１５：００～１６：３０

１８：００～１９：３０

10:30～12:00 ／ 13:00～14:30

１３：００～１４：３０

１３：００～１４：３０

１３：００～１４：３０

１３：００～１４：３０

１５：００～１７：３０

１５：００～１６：３０

１５：００～１６：３０

１３：００～１５：００

１５：３０～１７：３０

１５：３０～１７：３０

１９：００～２０：３０

１４：００～１５：３０

１５：００～１６：３０

１５：００～１６：３０

１５：００～１６：３０

１５：００～１６：３０

１０：３０～１２：００

１０：３０～１２：００

１３：００～１４：３０

１３：００～１４：３０

１３：００～１４：３０

１５：００～１６：３０

１５：００～１６：３０

１５：００～１６：３０

１７：００～１８：３０

１８：３０～２０：３０

１８：３０～２０：００

１０：３０～１２：００

１０：３０～１２：００

１３：００～１４：３０

１３：００～１４：３０

１５：００～１６：３０

１５：００～１６：３０

講師名

林 雅彦　明治大学法学部教授 ほか

小野 昭　黒曜石研究センター長 ほか

忽那 敬三　明治大学博物館学芸員　　

阪井 和男　明治大学法学部教授 ほか

島田 和高　明治大学博物館学芸員 ほか

藤井 秀登　明治大学商学部教授 ほか

飯澤 文夫　明治大学史資料センター研究調査員 ほか

水谷 類　明治大学文学部兼任講師

松下 浩幸　明治大学農学部教授 ほか

星野 茂　明治大学法学部准教授 ほか

重森 千靑　作庭家・京都工芸繊維大学非常勤講師

二又 淳　明治大学法学部兼任講師

西山 春文　明治大学商学部教授

井戸田 総一郎　明治大学文学部教授 ほか

川島 高峰　明治大学情報コミュニケーション学部准教授

神鷹 徳治　明治大学文学部教授、博士

渡 浩一　明治大学国際日本学部教授

高田 幸男　明治大学文学部教授 ほか

堂野前 彰子　明治大学文学部兼任講師 ほか

大野 順一　詩人・日本文芸家協会会員

大野 順一　詩人・日本文芸家協会会員

牧野 健太郎　NHKプロモーション執行役員 ほか

重森 千靑　作庭家・京都工芸繊維大学非常勤講師

山田 朗　明治大学文学部教授　

伊能 秀明　明治大学中央図書館事務長 ほか

浜口 稔　明治大学理工学部教授 ほか

須田 努　明治大学情報コミュニケーション学部教授

浅沼 ゆりあ　演出家 ほか

金 任仲　明治大学文学部兼任講師 ほか

須田 努　明治大学情報コミュニケーション学部教授　

西山 春文　明治大学商学部教授

西山 春文　明治大学商学部教授

西山 春文　明治大学商学部教授

西山 春文　明治大学商学部教授

日向 一雅　元明治大学文学部教授 ほか

氣賀澤 保規　明治大学文学部教授

立野 正裕　明治大学文学部教授

阪田 蓉子　元明治大学文学部教授

阪田 蓉子　元明治大学文学部教授

山田 恒人　元明治大学教授

山口 佳紀　聖心女子大学名誉教授

伊能 秀明　明治大学中央図書館事務長 ほか

吉田 正彦　元明治大学文学部教授

水谷 類　明治大学文学部兼任講師

新田 功　明治大学政治経済学部教授 ほか

圭室 文雄　明治大学名誉教授 ほか

永藤 靖　元明治大学文学部教授 ほか

堂野前 彰子　明治大学文学部兼任講師

江波戸 昭　明治大学名誉教授

牧野 淳司　明治大学文学部准教授 ほか

須永 恆雄　明治大学法学部教授 ほか

羽生 善治　棋士 ほか

岩野 卓司　明治大学法学部教授 ほか

佐藤 義雄　明治大学文学部教授 ほか

宮腰 哲雄　明治大学理工学部応用化学科教授 ほか

小畑 精和　明治大学政治経済学部教授 ほか

おひとりさまの終活 パート３

作庭家と行く・庭巡りの旅

江戸の戯作文学に親しむ パート６

［和泉キャンパス］俳句大学（和泉夜間クラス）

コンサートホールで歌おう！ ー日本と世界の名曲ー

ウィキリークス以前 ー極秘文書の世界を紐解くー

『論語』の世界Ⅲ・白楽天の詩歌

『文正草子を読む』 ーお伽草子を読む５－

１０１年目の辛亥革命・中華民国から考える

『遠野物語』を読む

平家物語・その光と影（十六）

芭蕉・蕪村・一茶

続・浮世絵でたのしむお江戸

和の空間 ー庭ー より一層の楽しみ方

戦争と平和シリーズ　陸軍登戸研究所と日本の〈秘密戦〉

ア・ミュージアム ー『知』の玄関への招待ー

多文化圏ニッポン ー北のアイヌ、南のウチナンチュを顧みながら

江戸時代の異文化コミュニケーションを探る

コミュニケーションは朗読から

東アジアの神々と祭祀

じっくり学ぶ 幕末から明治期の政治と社会（２）

俳句大学（初級クラス）

俳句大学（中級クラス）

俳句大学（上級クラス）

俳句大学（駿河台夜間）

源氏物語を読み直す（6）光源氏、内大臣になる

隋唐帝国の社会と文化

世界の「聖地」を旅する 第四の旅

図書の文化史Ⅱ

図書の文化史Ⅲ

ギリシア神話と芸術

『伊勢物語』を楽しむ（さらぬ別れのありといへば）

新版・ゆっくり学ぶ江戸の古文書 パート４

昔話と伝説 ー物語の謎を読み解くー

新・歴史民俗学シリーズ② 神社と祭りの精神史

日本の伝統芸能（講談・落語・浪曲）を学ぶ・楽しむ

全国古寺社めぐり

地域から見た古代文学 Ⅳ

万葉集の世界

民族音楽紀行

平家物語とその時代ー巻三、巻四を読む

オペラの愉しみ

将棋の世界に学ぶ

フランス文化を味わう

都市空間を歩く

香りを聞き楽しむ

アメリカン・ミュージックの様式美

講座名 講師名 時間 ページ
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●株式会社プルータス
●株式会社ナガホリ
●岡部株式会社
●株式会社小田急百貨店
●ＮＰＯ法人住宅外装テクニカルセンター
●新日本無線株式会社
●キッコーマンビジネスサービス株式会社
●サンウェーブ工業株式会社開発企画部
●春日電機株式会社
●ミニストップ株式会社
●能美防災株式会社
●富国紙業株式会社
●株式会社しんきんカード
●株式会社ジェイアール東日本パーソネルサービス
●マックス株式会社
●エプソン販売株式会社

●株式会社UL Japan
●株式会社第一ヒューテック
●株式会社細川洋行　
●株式会社トヨタレンタリース栃木
●日活株式会社
●国士舘大学附属図書館
●日本トイザらス株式会社
●薬樹株式会社
●株式会社ディスタント・ビュー
●株式会社トランストラクチャ
●日本アスペクトコア株式会社ライブラリーサービス営業部
●株式会社ビジコム
●野口精機株式会社
●シチズン時計株式会社
●日本マルチメディアサービス株式会社
●株式会社ヴィエント・クリエーション
●株式会社イノベーショントラスト

●株式会社エトワール海渡
●株式会社タカムラ
●株式会社ナイキジャパン
●株式会社オープンループ
●神奈川県住宅供給公社
●株式会社損保ジャパン人財開発
●フォーデイズ株式会社　
●ダイセル・エボニック株式会社
●特許業務法人ウィルフォート国際特許事務所
●株式会社ファルテック
●株式会社オリエンタルランド
●ピジョンハーツ株式会社
●ベンキュージャパン株式会社
●株式会社ルーツビジネスサポート
●朝日印刷工業株式会社
●富双合成株式会社

（順不同）

法人会員制度をご利用ください

法人会員制度は、法人（全社、事業所、部課）単位でご入会頂く制度です。
社員研修や自己啓発プログラムの一環としてご活用ください。
　■入会金30,000円（3年度間有効）
　■受講料20％割引（人数制限はございません）
　詳しくは法人担当まで「法人会員案内」をご請求ください。
　TEL：03‐3296-4423　WEB：http://academy2.meiji.jp/information/houjin.html

http://academy2.meiji.jp/information/kensyu.html

法人向けサービス法人向けサービス

教養・文化講座、資格・実務・語学講座、ビジネスプログラム受講料が20％割引になります

主な法人会員

主な研修実施実績
●産業財メーカー向け「マーケティング研修」「営業/企画研修」 ●食品メーカー向け「最強の営業マン養成研修」
●非営利団体向け「中堅職員ビジネススクール」「幹部職員マネジメントスクール」 ●中央政府機関向け「経済専門研修」「会計専門研修」

オーダーメイド型社員研修を受託します

開講中のプログラムをもとにオーダーメイド型の社員研修プログラムを企画します。
コーディネータに、企業コンサルティングや研修経験豊富な本学教授陣があたります。

御社の社員教育・人材開発を支援します

研修カリキュラムの事例紹介
御社のご要望に応じてカリキュラムを企画します。会場は大学施設を利用できます

●顧客とのコミュニケーション
とマーケティングの基本

●サービス・マーケティング

●顧客「不満足」の考え方・CS
の取り組み方

●消費者の欲望の発見方法と
満足創造手法を知る

●サービス・マネジメントシステム

●実のあるCS 活動と実践的
クレーム対応

［事例1］
東日本旅客鉄道株式会社 様
顧客満足（CS）研修

［研修時間］630分（90分×7回）

●安全を基礎から考える
　「安全学概論」
　「リスクアセスメントの考え方
と手法」

●安全を現場から考える
　「施設・設備の安全と防災」
　「生産現場における安全活
動実践論1・2」

［事例2］
東日本旅客鉄道株式会社 様
安全学概論研修

［研修時間］600分（120分×5回）

●マーケティングとは何か

●売れる製品と売れる店の条
件［ケース分析］

●消費者の欲望分析とプロ
モーションの重要性

●売れる商品づくりの基本視点

●ブランド化と製品計画

●マーケティング競争の理論と
価格戦略

［事例3］
三幸製菓株式会社 様
最強の営業マン養成研修

［研修時間］540分（90分×6回）

●マーケティングの基本認識と
その重要性

●マーケティング・コミュニケー
ション思考の重要性

●製品の本質と製品コンセプト
の重要性

●消費者の欲望とコンセプト表
現の重要性

［事例4］
株式会社メディアポート成田 様
効果的なプロモーション活動の理論を学ぶ

［研修時間］720分（90分×8回）

●戦略マネジメント実践科

●ビジネスマネジメント実践科

●貿易実務・マーケティング科

●ビジネス・マーケティング実
践科

［事例5］
東京都（大学等委託訓練事業）様

［研修時間］180～188時間

詳しくはホームページにて



11月10日（土） 会　場／明治大学黒川農場 
 本館2階 大教室

オ
ー
プ
ン
講
座

　ふだん何気なく食べている食事。でも、その料理は、どのように作られて
いるのでしょうか？　食材となっている肉や野菜は、どこでどのように育て
られたのでしょうか？　
「食べる」ことは、とても個人的な行為と思いがちですが、実は、食卓の向こ
う側では、日本や世界の農業・経済・環境問題ともつながっている「社会的
行為」でもあります。
「食」の世界と「農」の世界の距離が遠くなり、その間で何が起こっているの
か、私たちには見えにくくなりました。食べ物が生産され、食卓に届くまでの
世界の一端をのぞきながら、私たちの食のあり方について、一緒に考えて
みませんか？

講座概要

黒川農場OPEN記念講座

～食卓の向こう側にある日本と世界の食と農～
台所から世界が見える！

■受 講 料 無料
■申込方法 講演会のみ事前予約制です
 （全席自由、先着100名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局まで
 お申し込みください。

●黒川農場は、小田急線「黒川」駅南口徒歩20分
●会場はキャンパスマップ（85ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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榊田 みどり  農業ジャーナリスト
秋田県生まれ。東京大学大学院修士課程修了。学生
時代から農村現場を歩き、消費者団体勤務を経て
90年からフリー。著書に『安ければ、それでいいの
か？！』（コモンズ・共著）など。日本農政ジャーナリスト
の会幹事。日本農業賞特別部門「食の架け橋賞」審
査員。

講師紹介
さかき　だ　

黒川農場収穫祭同日開催! （１５：００～１６：００予定）

黒川農場で収穫された新鮮な野菜を販売いたします。
また、この機会に、黒川農場の施設・圃場をご案内いたします。
皆様のご来場を心からお待ちしております。

　2012年4月、明治大学に環境・自然・地域との共生をめざした新時代の
農場が設立されました。これを記念して「食」をテーマにしたオープン講座
を開講します。地域に開かれた農場を目指し、大学の知識を社会に還元し
ていくため、今後、リバティアカデミー講座を展開してまいりますので、皆
様の積極的なご参加をお待ち申し上げております。

／明治大学社会連携機構

OPEN SEMINAR
講座コード 12270001

オープン

講 座

開場13:00  
開講13:30（～15:00）



オ
ー
プ
ン
講
座

11月23日（金） 会　場／生田キャンパス
地域産学連携研究センター地階 多目的室

　私たちが日頃摂取する食物の多くは、農地で栽培された
作物や牧草がもとになって作られます。我が国では、安全な
食料を安定して供給するために、農地に対して様々な取り
組みがなされています。その一例として、高度成長期に始
まったほ場整備事業によって、安全な食料を安定的に供給
する基盤が整ってきています。津波の被害に遭ったほ場整
備された水田の一部では、いち早く栽培が再開されていま
す。本講義では、安全な食料の安定供給に向けた取り組み
を紹介します。さらに、放射性降下物で広範囲に汚染された
農地での除染に向けた取り組みについても紹介します。

講座概要

生田キャンパス地域産学連携研究センターOPEN記念講座

安全・安心

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着100名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込みください。

●生田キャンパスは、小田急線「生田」駅南口 徒歩10分
　会場は右図をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。

お申し込み
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第1部講演

安全な食料を安定供給するための農地
明治大学農学部教授 登尾 浩助

　20世紀は安全を求めた世紀でした。21世紀は「安全が
確保され、人々が安心して心豊かに、質の高い生活を営む
ことのできる国にすること」が望まれています。     
　「安全とは科学技術に裏付けされた客観的なもの、安心
とは自らの理解と納得に基づく主観的なもの」といえます。
　本講義では最近起きた種々の製品や施設の事故を安
全学の考え方から検証し、次に安全と安心を結ぶ架け橋
であるリスクコミュニケーションについて講義します。

講座概要

第2部講演

安全・安心な社会を目指して
明治大学理工学部教授 北野 大

開場12:30  
開講13:00（～16:00）

　明治大学では教育と研究に並ぶ第三の柱として社会貢献を掲げ、大学が持つ様々な知的資産を社会に開放し発信してい
ます。
　この度生田キャンパスに「地域産学連携研究センター」が開設されました。これを記念して「安全・安心」をテーマにした
オープン講座を開講します。これを機会に今後２０１３年４月から本センターで「教養・文化講座」や「オープン講座」を開講し
たいと考えております。地域の皆様の積極的なご参加をお待ち申し上げております。／明治大学社会連携機構

OPEN SEMINAR
講座コード 12270002

オープン

講 座

講師紹介

北野 大 
明治大学理工学部教授

1942年東京都に生まれ、1965年明治大学工
学部工業化学科卒業、1972年東京都立大学
大学院工学研究科博士課程修了(工学博士)。
(財)化学物質評価研究機構企画管理部長、淑
徳大学教授を経て2006年4月より現職。経済
産業省化学物質審議会委員及び産業構造審
議会委員、環境省中央環境審議会委員。専門
は、環境化学、リスクコミュニケーション。2004
年度日本分析化学会技術功績賞受賞、2006
年度環境科学会学会賞受賞。

 きた   の　   まさる

1955年愛媛県大洲市に生まれ、1981年愛媛
大学農学部農業工学科卒業、1987年鳥取大
学大学院農学研究科修了、1995年米国テキ
サスA&M大学大学院Ph.D.課程修了（Ph.D.
取得）。カナダ、アメリカでのポストドク、岩手大
学助教授を経て2007年4月より現職。専門
は、土壌物理学、環境物理学。研究テーマは、土
壌・接地気層中における物質とエネルギー輸
送の測定とモデリング。2005年度土壌物理学
会学会賞（論文賞）受賞。

 のぼり  お        こう  すけ

登尾 浩助
明治大学農学部教授



オ
ー
プ
ン
講
座

　２０１３年４月の中野キャンパスOPENを記念し
て、「マンガ」をテーマにしたオープン講座を開講
します。これを機会に、２０１３年度から、国際化・
先端研究・社会連携をコンセプトにした中野キャ
ンパスでリバティアカデミー講座を展開したいと
考えております。皆様の積極的なご参加をお待ち
申し上げます。     　　／明治大学社会連携機構

　マンガ大国ニッポンでは、日々、膨大な数のマ
ンガ雑誌、マンガ本が出版され、書店の一角を埋
め尽くしています。そんな中、ふらりと立ち寄った
人の目も引く、個性的で魅力的なデザインのマン
ガ本が増えていると感じることはないでしょうか。
一昔前までは画一的なデザインのものが大半
だったマンガ本に、工夫を凝らしたデザインを施
すことは、マンガと読者の出会いを演出する極め
て重要な仕事です。マンガの装丁を専門とする代
表的なデザイナーの一人である関善之さんに、御
自身の膨大なお仕事を例に挙げていただきなが
ら、そのアイデアと実現のプロセスの秘密を語っ
ていただきます。

講座趣旨

11月11日（日） 会　場／中野セントラルパーク コングレスクエア
 地階 コンベンションホール

中野キャンパスOPEN（2013年4月）記念講座

マンガのデザイン
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■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着200名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込みください。

●会場は、JR「中野」徒歩5分
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。

お申し込み

講師紹介

1967年1月、熊本県生まれ。株式会社ボラーレ所属。ア
ニメーター、イラストレーターを経てグラフィックデザイ
ナーに。「あたしンち」「うさぎドロップ」「岳」「GANTZ」
「クレヨンしんちゃん」「鈴木先生」他、主にコミックスの
装丁を中心に活躍。

せき　   よし　ゆき

関 善之  グラフィックデザイナー
1970年、和歌山県生まれ。東京大学大学院総合文化研
究科博士後期課程単位取得退学。北九州市立大学文学
部准教授を経て、現職。日本マンガ学会理事。専門はマ
ンガ史。

宮本 大人  
 みや   もと　  ひろ   ひと コーディネータ 

明治大学国際日本学部准教授

コングレスクエア
→

OPEN SEMINAR
講座コード 12270003

オープン

講 座

開場18:00  
開講18:30（～20:00）



9月30日（日） 会　場／駿河台キャンパス
　　　　リバティタワー１階 １０１１教室

オ
ー
プ
ン
講
座

　鳥取県は、水木しげる氏、谷口ジロー氏、青山剛昌氏ほか著名
なマンガ家を輩出していることから、今年度を、「まんが王国とっ
とり」建国イヤーとし、アニメやマンガを切り口に国内外での鳥
取県の知名度向上や観光客誘客に積極的に取り組んでおりま
す。８月４日（土）から１１月２５日（日）にかけて開催される「国際ま
んが博」をはじめ、県内でまんがやアニメに関する様々なイベン
トを実施します。
　詳しくはこちらをご覧ください。http://manga-tottori.jp/

　鳥取県出身で国際的に高い評価を受けているマンガ家、谷口
ジロー氏の多面的な魅力を味わいつくす講座です。谷口氏は、
1971年のデビュー以来、ハードボイルドな探偵ものから、厳しい
自然の世界を描いた動物もの、明治日本の文芸の世界、さらには
「孤独のグルメ」のような、一見取るに足らない小さな日常のドラ
マまで、実に多彩な作品を手掛けています。この講座では、マン
ガ研究の第一人者である夏目房之介氏と谷口氏自身の対談を
通じて、その多面性と、どんなテーマも見事に作品化する一貫し
た表現のスタイルの特質に、迫ります。

講座趣旨

明治大学・鳥取県連携講座

谷口ジローの味わい方

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着150名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局まで
 お申し込みください。

●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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講師紹介

1947年鳥取県出身。1971年「嗄れた部屋」（『ヤ
ングコミック』）にてマンガ家デビュー。代表作に「犬
を飼う」（小学館漫画賞特別賞受賞）。「『坊っちゃん』
の時代」共作：関川夏央（漫画家協会賞優秀賞、手
塚治虫文化賞大賞受賞）。「遥かな町へ」、「神々の

山嶺」原作：夢枕獏（いずれも文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞受賞）。「孤
独のグルメ」原作：久住昌之など。その作品は海外、とくにヨーロッパで高い評価を
受け、フランスのアングレーム国際マンガ祭ほか海外での受賞歴も数多い。

たに  ぐち

谷口 ジロー
マンガ家

1950年、東京都生まれ。マンガ、エッセイ、マンガ評論を手がける。著書
に『マンガはなぜ面白いのか』『漱石の孫』他多数。1999年、朝日新聞社
手塚治虫文化賞特別賞受賞。2008年から学習院大学大学院教授。

夏目 房之介  学習院大学大学院教授
なつ    め　    ふさ    の     すけ

1970年、和歌山県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士後期
課程単位取得退学。北九州市立大学文学部准教授を経て、現職。日本
マンガ学会理事。専門はマンガ史。

宮本 大人  明治大学国際日本学部准教授
 みや   もと　  ひろ   ひと
司会進行

OPEN SEMINAR
講座コード 12270004

オープン

講 座

開場14:30  
開講15:00（～17:00予定）

「孤独のグルメ」 原画 ©久住昌之／谷口ジロー



オ
ー
プ
ン
講
座

11月23日（金・祝） 会　場／駿河台キャンパス
　　　　リバティタワー１階リバティホール

　古来より天然の良港、またアジア・ヨーロッパと日本の各地域を結ぶ交通の拠点として栄えてきた福井県敦賀市。今年は、東
京・敦賀・ヨーロッパを鉄道と船で結ぶ「欧亜国際連絡列車」の運行から１００周年、敦賀・長浜間で日本海側初の鉄道が開通し
て１３０周年、敦賀港・ウラジオストク港との間に定期航路が設けられて１１０周年など、３つのアニバーサリーの年を迎えます。
　また、平成26年度には北陸新幹線の金沢開業と舞鶴若狭自動車道の全線開通が予定され、福井県を取り巻く高速交通ネット
ワークも変化の時を迎えます。
　田中完一先生には、敦賀の鉄道・港の整備の歴史について、当時の歴史的背景の中、どのような人々が尽力したのか、さらに
当時の日本人が敦賀の向こうに見据えた世界観を織り交ぜながらお話しいただきます。坪田知広先生には、鉄道ネットワークが
敦賀や周辺地域の観光資源といかに結びつき、地域経済の振興に寄与しているのかをご提示いただきます。フリーディスカッ
ションでは、こうした福井の交通体系の整備が福井の観光と地域経済にもたらしてきた意味や、これからの福井の魅力につい
て語っていただきます。

講座趣旨

講師紹介

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着300名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込みください。 ●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分

　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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1943年生まれ。越前市出身。県
立敦賀高校長、藤島高校長を歴
任。福井県史編纂にも携わり、福

井県内の条里制復原を行う。共著「角川・福井県地名大
辞典」、「式内社調査報告（若狭・越前）」（皇學館大學）、
「福井県史・資料編通史編（古代）」他。「山川・福井県の
歴史散歩」の編集委員長。「幕末の福井」地図作成。地元
敦賀の鉄道・山 ・々郵便・版画等の小冊子執筆。鉄道は
子どもの頃からの趣味。現在鉄道友の会福井支部長。

1969年福井市で生まれ、高校
まで過ごす。1992年文部省
（現文部科学省）入省。教育・学

術・文化・スポーツ行政に幅広く携わる傍ら、2年間の
愛知県（警察本部少年課長）、3年間の三重県（教育委
員会学校教育担当次長）なども経験。北陸・東海地方
に精通。2009年夏国土交通省に出向、観光庁で観光
地域づくりやスポーツによる旅行活性化を担当。

藤井 秀登
コーディネータ　
明治大学商学部教授
1966年生まれ。立教大学経済
学部卒業。明治大学大学院商学
研究科博士後期課程修了。博士
（商学）。JTB勤務などを経て現

職。JTBでは主に地方自治体の地域振興を担当した。専
門は交通論、観光事業論。社会経済学の視点から交通や
観光事業を研究している。著書に『現代交通論の系譜と
構造』（税務経理協会）、『交通論の祖型―関一研究―』
（八朔社）などがある。

  た    なか　   かん   いち  ふじ    い　    ひで    と

田中 完一
「敦賀・鉄道と港」
まちづくり実行委員会会長・
敦賀市文化協会会長

坪田 知広
観光庁観光地域振興課地域
競争力強化支援室長
（兼）スポーツ観光推進室長

つぼ    た       とも   ひろ

明治大学・福井県連携講座
～欧亜国際連絡列車運行100周年記念～

「交通と観光」の十字路・敦賀 福井の魅力を探索する！

Program ■主催者挨拶／福井県　明治大学　　■研究発表／明治大学鉄道研究会

│1部│ │2部│あし た■講演① 
「敦賀・鉄道と港の夜明けから明日へ」

田中 完一
敦賀には、日本海側最初の鉄道が敷設され、かつ
て欧亜国際連絡列車が走り、ヨーロッパや当時
の満州への窓口ともなって、「みなと敦賀は東洋
の波止場」と謳われて来た。そうした敦賀が鉄道
と港とによって発展してきた歴史を見直し、再来
年、敦賀の高速交通体系が大きく変貌する機会
に、敦賀の鉄道と港の交通遺産、さらに港周辺の
史跡を活かしたまちづくり「ノスタルジアム構
想」（ノスタルジー＋ミュージアム）の実現を目指
していきたい。

■講演② 
「鉄道の発達と観光振興」

坪田 知広
本格的な「環日本海時代」を迎え、歴史と地の利
のある交流拠点として、敦賀の発展可能性は無
限大である。今必要なことは（１）敦賀の観光資
源を大きく掘り起こし、「途中下車」する意義を明
確化すること、（２）県内はもちろん長浜や舞鶴な
ど県境をも越えた広域観光連携で敦賀を起点と
した鉄道ネットワークを生かしきること、などと考
える。

■フリーデイスカッション  
田中 完一、坪田 知広、藤井 秀登

歴史の歩みとともに少しずつその姿を変容して
きた「交通と観光」の十字路・敦賀。そこには観光
対象となりうる、固有の文化や観光資源がある。
そこで明治時代の鉄道・港湾整備から北陸新幹
線・舞鶴若狭自動車道の整備までを見据えて、
敦賀の地域振興を主に鉄道・港・観光資源の視
点から議論し、敦賀の魅力を探索していく。

OPEN SEMINAR
講座コード 12270005

オープン

講 座

開場12:30  
開講13:00（～15:30）



11月24日（土） 会　場／駿河台キャンパス
 アカデミーコモン３階 アカデミーホール

オ
ー
プ
ン
講
座

　日本最古の歴史書である「古事記」。その編さんから今年で１３００年の節目を迎えます。今回、その節目の年を記念し、古
事記に最もゆかりの深い宮崎県・奈良県・島根県の三県の知事が集まり、古事記ゆかりの祭礼や古事記に関連した地域の伝
承など、古事記の三大聖地とも言える各県の魅力を皆様にお伝えしてまいります。

講座趣旨

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着1,100名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局まで
 お申し込みください。

●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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講師紹介

1946年三重県生まれ。古代文学・伝承文学専攻。著書
に、『浦島太郎の文学史』（五柳書院）、『口語訳古事記』
『古事記講義』『古事記を旅する』（以上、文藝春秋。いず
れも文春文庫所収）、『日本古代文学入門』（幻冬舎）、『日
本霊異記の世界』（角川学芸出版）、『古事記を読みなお
す』（ちくま新書）など。第５回上代文学会賞（1988年）、
第１回角川財団学芸賞（2003年）を受賞。

Program

│1部│■オープニングアトラクション

宮崎県知事

河野 俊嗣
こう    の       しゅん  じ

奈良県知事

荒井 正吾
あら    い      しょう  ご

島根県知事

溝口 善兵衛
みぞ  ぐち      ぜん    べ      え

明治大学名誉教授

大塚 初重
おお   つか      はつ  しげ

│2部│■古事記ゆかりの３県シンポジウム
各県の古事記ゆかりの祭礼や古事記に関連した
地域の伝承などをご紹介。
コーディネータ  大塚 初重（明治大学名誉教授）

　古事記は、読む人によってさまざまな魅力を見いだすことの
できる書物です。しかし、読むためにはそれなりの手続きも必要
です。古事記とはいかなる作品か、そして、どのような問題があ
り、どのように読めるか。いくつかの神話や伝承をとり上げなが
ら、わたしなりの読み方についてお話ししたいと思っています。

│3部│■記念講演  
【講師】三浦 佑之（立正大学教授）
【テーマ】「古事記の魅力」
〈講義概要〉

天逆鉾（宮崎県）

※内容は変更になる場合がございます。

高千穂の夜神楽（宮崎県） 史跡 太安万侶墓（奈良県） 国栖奏（奈良県） 出雲大社（島根県） 神迎祭（島根県）

明治大学・宮崎県・奈良県・島根県連携講座

～「古事記」三大聖地の魅力を探る～
古事記編さん1300年記念シンポジウム

三浦 佑之  
立正大学文学部教授、千葉大学名誉教授

み    うら　   すけ   ゆき

OPEN SEMINAR
講座コード 12270006

オープン

講 座

開場12:00  
開講13:00（～16:30）



■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着500名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込みください。 ●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分

　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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12月1日（土）開場13:00  開講14:00（～16:30）
会　場／駿河台キャンパス
 アカデミーコモン3階 アカデミーホール

　現在、我が国は尖閣諸島問題や北方領土問題、東日本大震災、原発問題など未曾有の国難に直面しています。
　和歌山県出身である陸奥宗光の外務大臣就任120年を迎える節目の年に、19世紀の欧米列強がひしめく国際社会にお
いて不平等条約の撤廃に辣腕をふるい日本外交の礎を築いたこと、あるいは和歌山を明治初期において最も開明的な地に
導き明治維新そのものに影響を与えたことなど、明治維新期における陸奥の果たした事績と意義を明らかにし、国際社会、外
交問題の将来について話し合います。

講座趣旨

Program

profile

明治大学・和歌山県連携講座

～和歌山県（紀州藩）が生んだカミソリ大臣、陸奥宗光と日本外交～
外務大臣就任120周年記念 陸奥宗光シンポジウム

○主催者挨拶
○基調講演
　「陸奥宗光と日本外交」 岡崎 久彦
○パネルディスカッション
　岡崎 久彦、北岡 伸一、御厨 貴、松平 定知、
　外務省職員、仁坂 吉伸　

【後援】：外務省

御厨 貴
明治大学専門職大学院
ガバナンス研究科特別招聘教授

1951年生。1975年 東京大
学法学部卒、同年同助手。東
京都立大学法学部教授、
ハーバード大学客員研究員、

政策研究大学院大学教授、東京大学先端科学技
術研究センター教授を経て、現在東京大学先端科
学技術研究センター客員教授、放送大学教授。東
京大学博士（学術）。

  み  くりや　たかし

1930年生/1952年 東京大
学法学部在学中に外交官試
験合格、外務省入省/1984
年 外務省情報調査局長 在

サウディ・アラビア大使/1988年 在タイ大使/
1992年 外務省退官/2002年 現職

 おか   ざき　   ひさ   ひこ

岡崎 久彦
ＮＰＯ法人岡崎研究所
理事長・所長

1948年生/1971年 東京大
学法学部卒/1997年 東京
大学大学院法学政治学研究
科教授/2004年 特命全権

大使（国際連合日本政府代表部次席代表）/
2012年より現職

北岡 伸一
政策研究大学院大学教授

  きた   おか　   しん   いち

1944年生。1969年早稲田
大学卒、  NHK入社「19時
ニュース」「ニュース11」、
NHKスペシャル等で活躍。
2007年NHK退職。その後

も「その時歴史が動いた」「藤沢周平作品朗読」を
担当する。現在早稲田大学大学院・国学院大学、
客員教授、「世界遺産１００シリーズ」でも活躍中。

 まつ だいら　 さだ  とも

松平 定知
京都造形芸術大学教授

1950年和歌山県生まれ。桐
蔭高校・東京大学経済学部
卒業後、通商産業省入省。生
活産業局総務課長、経済企
画庁長官官房企画課長、経

済産業省製造産業局次長、ブルネイ国大使、社団
法人日本貿易会専務理事を経て、2006年12月か
ら現職。

仁坂 吉伸
和歌山県知事

  に    さか　  よし   のぶ

OPEN SEMINAR
オープン

講 座 講座コード 12270007



会　場／駿河台キャンパス
 アカデミーコモン3階 アカデミーホール

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着1,000名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局まで
 お申し込みください。

●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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明治大学・和歌山県新宮市連携講座 熊野学フォーラム第6弾

祈りの科学～熱狂的情況熊野参詣～
【後援】：文化庁（予定）・和歌山県・熊野学研究委員会・国際熊野学会

山折 哲雄  宗教学者・国際日本文化センター名誉教授
1931年サンフランシスコ生まれ。国立歴史民俗博物館
教授、国際日本文化研究センター所長などを歴任。現在、
同センター名誉教授。著書に『道元』『こころの作法』『山
折哲雄セレクション生きる作法（１）－無常の風に吹かれ
て』『近代日本人の宗教意識』など多数。

 やま  おり　  てつ     お

１９３５年神奈川県生まれ。２００６年明治大学定年退職、
明治大学名誉教授。専門は日本宗教史。著書に『江戸幕
府の宗教統制』『神仏分離』『總持寺祖院古文書を読み解
く』『日本仏教史 近世』『葬式と檀家』『江戸時代の遊行
聖』など。

 たま  むろ　   ふみ    お

圭室 文雄  日本史研究者
1962年東京生まれ。ソニーコンピュータサイエンス研究
所シニアリサーチャー。「クオリア」（感覚の持つ質感）を
キーワードとして脳と心の関係を研究するとともに、文芸
評論、美術評論にも取り組んでいる。著書に『脳と仮想』
『ひらめき脳』『脳とクオリア』『生きて死ぬ私』など多数。

茂木 健一郎  脳科学者
  も     ぎ　    けん   いち   ろう

1947年東京生まれ。ニュースクール・フォー・ソーシャル
リサーチ（ニューヨーク）客員教授、関西大学教授、人間
総合科学大学教授などを歴任。著書に『男が女になる病
気』『分裂病者のダンスパーティ』『偶然のチカラ』『世界
遺産 神々の 眠る「熊野」を歩く』『聖地の想像力』など多
数。

植島 啓司  宗教人類学者
うえ  しま　  けい    じ   

（続） 大飛瀑は月光に浮かび、神々しさを増す。天と地の秘
めやかな対話、神と人との静かな対話が始まる。那智瀧図
は、われわれを宇宙に導いた。果たして、祈りは宇宙の先に
届いたのか･・･。（前回フォーラム「国宝那智瀧図の聖性」より）
宇宙と祈りの一体。揺らぎの世界に足を踏み入れよう。

Presented by Shingu

■並行開催
　「熊野を旅しませう～熊野時空飛行～」
　（仮題）パネル展
　会場：アカデミーコモン1階 エントランスホール
　期間：2013年1月9日（水）～20日（日）

■開講スピーチ　山折 哲雄（宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授）
■講　　　演 圭室 文雄（日本史研究者・明治大学名誉教授）
■特 別 講 演 植島 啓司（宗教人類学者）
■特 別 講 演 茂木 健一郎（脳科学者）

 くま  の わろう だ

■パネルディスカッション『熊野円座』
 「熊野学実験室」（仮題）
 山折 哲雄／茂木 健一郎／植島 啓司／圭室 文雄

profile

1月13日（日）開場12:00  開講13:00（～17:00）
2013年

OPEN SEMINAR
講座コード 12270008

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jpお電話かHPからお申込み下さい。

■交流の夕べ（17：20～19：00）
 会費：3,000円
 定員：先着100名（事前予約制）

講座コード 12270026

オープン

講 座



■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／
 一般：1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着200名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込みください。

●受講料は、当日「会場受付」にてお支払いいただきます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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今、なぜ、論理的思考による
問題解決力が求められるかを聴く

明治大学連合駿台会寄付講座

10月10日（水） 会　場／駿河台キャンパス
　　　　アカデミーコモン2階ビクトリーフロア暁の鐘

　企業は解決すべき問題の集まりであると言われますが、私たちは日頃、
解決しなければならない色々な厄介な問題を抱えて、どうしたらよいもの
かと頭を使っています。
　しかし、どのように頭を使ったら効率的に問題を解決できるかという思考
の仕方を、学校で教わったかといえば、これがあやしいものです。社会に出
てからもまったく同様です。
　今回紹介する問題解決のノウハウは優れた経営者、管理者、研究者が難
問の解決に当たって、どのように取り組んでいるか、彼らが日頃たどってい
る論理性に富んだ思考過程を分析し、整理し、効率的な手順に編成したも
のです。換言すれば優れた先達の知恵です。
　原因不明のトラブルが発生した時、どのような情報を取り、どのように考
えて行ったら　効率的に真の原因を特定できるか、あるいはどれかに決め
なければならないが、いくつかの候補があってどれにしたらよいかと迷う
時、どのように考えて行ったら最適なものを選択決定できるか、あるいは、
いくつかの不安・心配があるような場合、それらを上手く乗り切るにはどの
ような考え方をしたらよいかといったことを具体的事例を織り込んで紹介
していきます。
　実務に即役立つ実践的・実効的ノウハウが身につく講座です。

できる人、切れる人の問題解決のノウハウ
講座概要

開場18:30  
開講19:00（～20:30）

今井 繁之 
株式会社シンキングマネジメント研究所 代表取締役所長

1965年、明治大学商学部卒業。リコー、ソニー（株）に勤務。ソニー在社中に論理的問題解決法であるKT法の社内研修講師を務め、ソニー退社後、同種の問題解
決法であるEM法の研修講師を務める。1990年に独立して、シンキングマネジメント研究所を設立、独自に開発した問題解決・意思決定の手法であるTM法の研
修講師として、大手企業及び全国の自治体の幹部・管理監督職対象に研修を行っている。著書に「問題解決のための思考力を鍛える」(あさ出版)、「頭を使ったホウ
レンソウ」(日本実業出版社)他多数ある。

講師紹介
 いま    い　    しげ   ゆき

OPEN SEMINAR
オープン

講 座 講座コード 12270009



■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／
 一般：1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着150名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局まで
 お申し込みください。

●受講料は、当日「会場受付」にてお支払いいただきます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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　「地球温暖化による海面上昇」という「問題」はひところ頻繁に報道され、ほとんど
人々の「常識」と見なされるようになっています。そのとき、もっとも危機にさらされる
土地として決まってとりあげられるのが太平洋の小さな島々でした。けれども私たち
は、こうした島々のほんとうの姿を知っているのでしょうか？ ほんとうの問題の在処
を？ 今回の講座ではサンゴ礁学の第一人者である茅根創先生をお招きし、徹底した
現地調査に立つ地球システム学という非常に大きな見地から、島々の姿を論じてい
ただきます。科学により目をひらかれるひとときを、ぜひ体験してください。

講座趣旨

　環礁とは、サンゴ礁がリング状に連なった地形である。太平洋に400ほどの環礁が分布し、マーシャル諸島共
和国、キリバス、ツバルなど、国土のすべてが環礁だけからなる国もある。環礁では、人が住める島は、サンゴ礁
の上にサンゴや星砂のかけらが打ち上げられてできた、標高１～２ｍの環礁州島である。環礁州島は、今世紀の
海面上昇によって水没の危機にあるとされ、マスメディアもさかんにそのように報道している。しかし、私たちの
これまでの調査によって、海面上昇による水没という単純な問題ではなく、人為的な地形改変と首都への人口
集中によって、島を作るプロセスが阻害されてしまったことが問題であることがわかった。本講義では、こうした
問題を現地調査の結果に基づいて説明し、海面上昇から環礁の島々を救うためには、護岸などの対症療法だ
けではなく、島が本来持っていた島を作る力を取り戻す、生態工学的な取り組みが必要であることを訴える。

講座概要

講師紹介

12月22日（土） 会　場／駿河台キャンパス
　　　　リバティタワー２階 1021教室

開場13:00  
開講13:30（～15:00）

PIC（太平洋諸島センター）共催

─星砂がツバルを救う─
海面上昇に対するツバル国の生態工学的維持

管 啓次郎  明治大学理工学部教授（総合文化）
コーディネータ

詩人、比較文学者。ワシントン大学（シアトル）博士論文提出資格 取得。現在、明治
大学理工学研究科新領域創造専攻ディジタルコンテンツ系主任（コンテンツ批
評）、学術振興会学術システム研究セ ンター専門研究員、読売新聞書評委員。主な
著書に『コロンブスの犬』『狼が連れだって走る月』『斜線の旅』（読売文学賞）『野生 
哲学』『島の水、島の火』など。翻訳にサン＝テグジュペリ『星の王子さま』ほか多数。

 すが　  けい     じ    ろう

ツバル国フナフチ環礁フォンガファレ島

大潮高潮時の環礁ラグーン側海岸

大潮高潮時の内陸部の浸水

■太平洋諸島センターとは？
　太平洋諸島センター（Pacific Islands Centre, PIC）（正式名称：南太平洋経済
交流支援センター、South Pacific Economic Exchange Support Centre, 
SPEESC）は、1996年10月1日に日本国政府と太平洋地域の国際機関である
南太平洋フォーラム（現太平洋諸島フォーラム：PIF）とにより設立された国際機関
で、日本とフォーラム加盟島嶼国（Forum Island Countries, FlCs）との間の貿
易・投資・観光の促進を通じて、同島嶼国の経済的発展を支援することを目的として
います。
　太平洋諸島フォーラム（1971年発足）には、太平洋島嶼国12カ国2地域及び
オーストラリア、ニュージーランド（NZ）が加盟しています。また、準加盟国として
ニューカレドニアとタヒチが加盟しています。 

  かや     ね　   はじめ

茅根 創 
東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻・教授
研究分野　サンゴ礁学、地球システム学

地球温暖化、酸性化、海面上昇など、地球環境変動に対する
サンゴ礁の応答に関する研究を一貫して進めている。主な
フィールドは、琉球列島、沖ノ鳥島、パラオ、マジュロ、ツバルな
ど。この１０年ほどは、環礁の調査、研究を進めている。

OPEN SEMINAR
講座コード 12270010

オープン

講 座



■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／
 一般：各講1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着200名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込みください。

●受講料は、当日「会場受付」にてお支払いいただきます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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　マネジメントの泰斗として知られるドラッカー（1909-2005年）にはいくつもの顔があります。その一つ一つが21世紀を生きる私た
ちの仕事や人生に大きなヒントを与えてくれます。小説『もしドラ』が社会現象になったのは記憶に新しいところですが、まだまだ私たち
はドラッカーから学ぶべきことがある、そんなところが多方面で認識され始めています。本講座はドラッカーのいくつもの側面をそれぞ
れの立場から説き起こし、やさしく解説することを目的としています。

講座概要

｢ドラッカーの世界｣への誘い
ドラッカー学会 共催

ドラッカーの人、思想、学問  講師：三浦 一郎

講座コード 

12270011 10月5日（金）
ドラッカーの考えたことは、彼が自らの人生をいかにして歩んだのかと表裏一体の関係に
あります。その相貌を人生のスタート地点から説き起こし、いかにして独自の思想が育まれ
ていったのかを明らかにします。

会　場／駿河台キャンパス リバティタワー 16階 1166教室

三浦 一郎 立命館大学経営学部教授
75年京都大学経済学部経済学科卒業、80年博士課程退
学。2012年4月よりドラッカー学会代表。大学での担当
科目は、流通経営論、マーケティング。ドラッカー学会年
報に、ドラッカーに対する年来の関心に基づく論文・
エッセイ類を逐次発表。共著に『顧客の創造と流通』等。

  み   うら    いち ろう

阪井 和男 明治大学法学部教授
1952年和歌山市生まれ。77年東京理科大学理学部物
理学科卒業、85年博士課程退学。ソフトハウスに勤務
し87年理学博士取得。サイエンスライターを経て90年
明治大学法学部専任講師。98年から教授。明治大学文
明とマネジメント研究所所長。ドラッカー学会理事等。

 さか   い     かず  お

岩崎 夏海 作家
1968年生。東京都日野市出身。東京芸術大学建築科卒
後、作詞家の秋元康氏に師事。放送作家として数多くの
TV番組制作に参加。AKB48のプロデュースなどにも
携わり、現在は作家として活動中。2009年12月『もしド
ラ』を著す。近著に「チャボとウサギの事件」等がある。

いわ さき   なつ   み

佐々木 英明 
1980年東燃ゼネラル石油（株）入社、財務・総合企画、マーケティング
部門を歴任。キャリアを通して、プロジェクトファイナンス、キャッ
シュフロー経営、経営計画策定、企業統合・合併における業務プロセス
の変革、国際人事管理などに精通。ロンドン・シンガポール勤務時代に
は、グローバルオペレーション・プロジェクトに参画。MBA（慶応義塾
大学　大学院経営管理研究科修士課程修了）。ドラッカー学会理事。

   さ    さ    き     ひで あき

大木 英男 （株）CPP プロジェクトアドバイザー
京都大学文学部哲学科卒業。日本最古の市場調査会社
である（株）市場調査社に入社。当時経営者で、レビッ
ト、ポーターなどを翻訳書で日本に紹介した土岐坤に
師事。その後、永年マーケティングにたずさわってい
る。ドラッカー学会理事。

 おお  き     ひで  お

ドラッカーの社会生態学  講師：阪井 和男

講座コード 

12270012 10月12日（金）
ドラッカーはマネジメントの父として著名ですが、他方で「社会生態学」の提唱者としても知る人には
知られています。社会生態学とはあまり耳慣れない学問です。社会生態学とは一体どのようなもので
しょうか。本講では社会生態学の概念内容を現代のさまざまな事例に則して見てみたいと思います。

偉大なる言語の使い手  講師：岩崎 夏海

講座コード 

12270013 10月18日（木）
ドラッカーの自己規定は「書く人」というものでした。彼は言葉を武器に世界を変え、多くの
人生を変えました。彼は言語やレトリックをどのように巧みに自らの武器にしえたのか、その
秘密を探ります。

ドラッカーの人事論  講師：佐々木 英明

講座コード 

12270014 10月25日（木）
ドラッカーの関心の中心は人と組織にありました。今や高度な組織社会を迎え、組織は人の
人生の質までをも左右する存在です。そのなかで人事ほどに組織の要諦を体現するもの
はありません。人事のプロがドラッカーからいかに学ぶべきかを説きます。

マーケティングの原点  講師：大木 英男

講座コード 

12270015 10月31日（水）
世界的なマーケティング学者のフィリップ・コトラーは、「私がマーケティングの父ならドラッ
カーはマーケティングの祖父」といっています。ドラッカーのマーケティング論はその独自
の構造からも今なお多くの人々が学んでいます。その初歩をお伝えします。

東燃ゼネラル石油（株）
執行役員人事部門担当

開場18:30  
開講19:00（～20:30）

開場18:30  
開講19:00（～20:30）

開場18:30  
開講19:00（～20:30）

開場18:30  
開講19:00（～20:30）

開場18:30  
開講19:00（～20:30）

OPEN SEMINAR
オープン

講 座



11月9日（金） 会　場／駿河台キャンパス
　　　　リバティタワー1階 リバティホール

■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／
 一般：1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着500名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局まで
 お申し込みください。

●受講料は、当日「会場受付」にてお支払いいただきます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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スザンネ・シェアマン 
明治大学法学部教授  映画研究者

コーディネータ

生誕100年 天才監督木下惠介を知る
松竹株式会社 共催

講師紹介

本木 克英 
映画監督

1963年富山市生まれ。木下惠介、勅使河原宏
などの監督に師事し、『てなもんや商社』
（1998）で監督デビュー、藤本賞新人賞を受
賞。「釣りバカ日誌11～13」、「ゲゲゲの鬼太
郎」、「鴨川ホルモー」等を手掛ける。最新作
は、『おかえり、はやぶさ』（2012）。

  もと    き　    かつ   ひで

1967年中国山東省生まれ。東京大学大学院
博士課程修了。博士（学術）。現在は映画専門
大学院大学客員准教授。早稲田大学ほか非常
勤講師。著書に『映画のなかの上海』（2004）
『中国10億人の日本映画熱愛史』（2006）、
『証言　日中映画人交流』（2011）がある。

 りゅう　 ぶん   ぺい

劉 文兵 
映画専門大学院大学客員准教授。
東京大学大学院学術研究員。早稲田大学、
専修大学、和光大学非常勤講師。

開場17:30  
開講18:00（～20:00）

木下惠介監督

　今年が生誕100年にあたる木下恵介監督は、小津安
二郎、黒澤明と共に日本映画の黄金期を支え、日本初の
長編カラー劇映画『カルメン故郷に帰る』（1951）や
『二十四の瞳』(1954)、米アカデミー賞外国語作品賞ノ
ミネート『永遠の人』（1961）、2012年度カンヌ映画祭
クラシック部門で上映された『楢山節考』（1958）等、
遺作となった『父』（1988）まで、49作の多彩な映画を
手掛けました。また、1960年代から70年代には、「木下
恵介アワー」、「木下恵介劇場」でテレビドラマの礎を築
いています。今回の講座には、『父』（1988）で助監督
を務めた、松竹の映画監督、本木克英氏と、日中の映画
交流に詳しい映画研究者、劉文平氏のお二人を迎え、
制作現場の裏側、木下恵介監督作品の魅力、木下監督
と中国の密接な関係等、多岐にわたりお話頂きます。

講座概要

OPEN SEMINAR
講座コード 12270016

オープン

講 座



オ
ー
プ
ン
講
座

12月8日（土） 会　場／駿河台キャンパス
　　　　大学会館3階 会議室

　漆は古くから用いられてきた天然塗料で、その塗膜は艶があり優雅で美しく、また、金粉や貝片を貼る接着剤として使われ
ました。美しい蒔絵・螺鈿の漆器は日本の文化史においても一層の輝きを放つことになります。16世紀の後半、鉄砲やキリス
ト教の伝来などヨーロッパ文化が極東に到達する一方、金蒔絵や螺鈿の装飾で光り輝く日本漆器は海を越えて運ばれ、ヨー
ロッパ世界にまだ見ぬ未知の文化の存在を強く印象付けました。この講座では、その輸出漆器を軸に、当時の東西文化交流
のあり方について専門の研究者をお招きしてお話を伺います。

講座趣旨

■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／
 一般：1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着150名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込みください。

●受講料は、当日「会場受付」にてお支払いいただきます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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漆とは？─不可思議にして魅惑の物質
　酵素により重合が進む高分子化合物である「漆」。塗料として、接着剤として、日
本の文化史をさまざまに彩ってきた。その類稀な性質について化学的な素顔を紹
介する。また、漆器をめぐる海外交流を研究する上で重要な示唆に富む、科学分析
から得られた知見の数々とその分析手法についても言及する。

漆器をめぐる文化交流
　16世紀後半以降、日本の特産品として世界各地に輸出された多様な漆器は、
西洋人と日本人との交流の賜物であった。輸出漆器の性格やその変化をたどり、
日本の漆をグローバルな視点で見直す。

バイオ資源化学研究所所長。専門は有機合成化学である
が、最近天然物を利用した機能材料合成や機能発現機構
の解明を研究している。特に漆の科学に興味を持ち、漆樹
液の分析、漆の重合機構、合成漆の開発、漆の工業的利用に
関する応用研究、古い漆の分析などを研究している。

みや   こし     てつ    お

宮腰 哲雄 コーディネータ
明治大学理工学部応用化学科教授

専門分野は蒔絵を中心とした漆工芸史。近年は、交易品と
しての漆器をめぐる文化交流に関する研究を主要なテーマ
としている。現在、19世紀半ば以前の西洋における日本美
術の受容に関する共同研究「シノワズリの中の日本　17～
19世紀の西洋における日本文化受容と中国」を主宰、ヨー
ロッパ各地で調査をおこなっている。

ひ   だか　 かおり

日高 薫  国立歴史民俗博物館研究部教授

近世日欧交流の知られざる側面
―漆器・武具・着物がヨーロッパに及ぼした影響
　近世・江戸時代、日本の陶磁器（有田焼）がヨーロッパに流出し、貴族文化に影
響したことは日本でよく知られている。しかし、すでに室町末期に日本の美術工芸
品が西洋で大きな関心を集め、江戸時代に入ってからはオランダ以外のルートで
も漆、鎧、刀、着物などが受け入れられていた。西洋における日本文化の影響につ
いて取り上げたい。

─日本文化のヨーロッパ伝播とその受容─
東西文化の邂逅と輸出漆器

【企画】：明治大学バイオ資源化学研究所　明治大学博物館

開場12:30  
開講13:00（～17:00）

オーストリア・ウィーン市生まれ。ウィーン大学・東京大学東
洋文化研究所で民族学・先史学・日本学を専攻。ウィーン大
学教授（1971～1977年）、ボン大学教授・日本文化研究所
所長（1977～2008年）、ドイツ連邦政府ドイツ－日本研
究所初代所長（1988～1996年）を経て現職。昭和37年
（1962）以来、日本各地で民族学的フィールド・ワークに従
事。最近はヨーロッパの博物館等で保管されている日本関
係コレクションを研究。

ヨ ー ゼ フ ・ ク ラ イ ナ ー

Josef Kreiner ボン大学名誉教授　
法政大学特別教授・国際日本学
研究所兼担所員

商品部門（旧商品博物館）の担当学芸員として伝統的工芸
品の製造技法、商品開発、流通・販売の現状や産地自治体
の行政施策などの調査・研究に携わる。工芸品の文化を、過
去の遺産ではなく、生きた文化財―すなわち現代日本にお
ける文化的所産として捉え、文化資源の活用による地域社
会の活性化策について研究を進めている。

と     やま　  とおる

外山 徹  明治大学博物館学芸員  

コーディネータ・ディスカッション進行

OPEN SEMINAR
講座コード 12270017

オープン

講 座



会　場／駿河台キャンパス
　　　　大学会館8階 会議室

オ
ー
プ
ン
講
座

講師紹介 実演

　琉球王朝時代、沖縄は、中国・日本・朝鮮をはじめ東南アジア地域と交流し、当地の文化を摂取融合した独
自の文化を築いたとされます。琉球舞踊はこれまで、中国や日本の影響が特に強いとされてきましたが、衣装
の構造や着付け技法、舞踊技法に着目すると、朝鮮（韓国）舞踊との類似性が示唆されます。
　本講座では、まず前半で琉球史、近世東アジア交流の歴史を専門とする真栄平房昭氏に交流の概要につ
いてお話いただきます。後半では、琉球・韓国の舞踊界で活躍する志田真木氏と金采 氏の実演協力をう
け、「琉韓　伝統舞踊の比較研究」の成果と、それを踏まえ創作した「共同作品」を紹介します。
　本講座は平成24年度科研費基盤研究（C）「舞踊の特性と伝承法に関する琉韓身体文化の比較」および平
成24年度公益財団法人日韓文化交流基金助成事業〈芸術交流〉の成果を広く一般に公開したものです。

講座趣旨

講座概要

海域アジアにおける
琉球・朝鮮の交流と舞踊文化

■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／
 一般：1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着100名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局まで
 お申し込みください。

●受講料は、当日「会場受付」にてお支払いいただきます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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専門は舞踊学。沖縄をはじめアジア太平洋地域の舞踊を研
究。お茶の水女子大学・同大学大学院修士・博士課程、日本
学術振興会特別研究員PD、群馬県立女子大学文学部専任
講師等を経て現職。博士（学術）。2002年比較舞踊学会研
究奨励賞、2006年沖縄文化協会賞(仲原善忠賞)受賞。近
著：『日本人のからだ・再考』明和出版、2012年（共著）。

  は    てる    ま      なが　 こ

波照間 永子

3歳より、琉球舞踊家 志田房子に師事。沖縄県立芸術大学
大学院修了。2011年より、 国指定重要無形文化財「琉球
舞踊」伝承者研修に参加。現在、国内外での舞台で活躍する
なか、古典舞踊を基調に音楽家や舞踏家などとのコラボ
レーション等、他ジャンルと琉球舞踊の融合にも意欲的に
取り組んでいる。2009年度文化庁芸術祭賞優秀賞受賞。

 し     だ        ま      き

志田 真木

7歳より舞踊を始める。漢陽大学校舞踊学科卒業、お茶の
水女子大学大学院人文科学研究科修士課程修了、同大学
大学院人間文化研究科博士課程を経て立教大学アジア地
域研究所研究員歴任、現在、漢陽大学校舞踊学科などで非
常勤講師および韓国芸術文化振興院芸術講師。1999年
KBS国楽コンクール舞踊部門優秀賞受賞。著書に『崔承喜
舞踊－継承と変容（民俗院2008)、『ソウル公演芸術史』
（ソウル市史編纂委員会2011）がある。

キム      チュ    ウン 

金 采   
専門は、琉球史・東アジア海域交流史。「海」を越えたヒト、
モノ、文化の視点から、主に琉球と東アジアの国際交流史
を見る。琉球大学法文学部、九州大学大学院文学研究科博
士課程、日本学術振興会特別研究員等を経て現職。国際日
本文化研究センター共同研究員等を兼任。『アジアのなかの
日本史Ⅲ　海上の道』東京大学出版会、1992年(共著)。『シ
リーズ国際交流Ⅰ「鎖国」を見直す』山川出版社、1999年
(共著)。『琉球からみた世界史』山川出版社、2011年(共著)。

  ま     え    ひら      ふさ   あき

真栄平 房昭  神戸女学院大学文学部総合文化学科教授
漢陽大学校 舞踊学科非常勤講師・
韓国芸術文化振興院芸術講師

琉球舞踊 重踊流 二世宗家・
国指定重要無形文化財「琉球舞踊」
伝承者

琉球舞踊 創作

韓国舞踊

第2部 「琉球と朝鮮（韓国）の舞踊文化」
　　　　　解説：波照間 永子、実演：志田 真木・金 采
琉球と朝鮮（韓国）の舞踊文化を、歴史とジャンル・衣装・技法の観点
から比較考察し、その成果を踏まえた新作を披露します。双方の身体
表現の魅力を“比較”によって浮き彫りにできれば幸いです。

第1部 「海を越えたヒト、モノ、文化
　　　　―琉球史の視点から」（仮題）
琉球王国とアジアとの交流史についてお話します。ヒトの移動、海上
交通、交易など残された文献資料をもとに解説しながら、琉球・沖縄
の対外関係を中心とした歴史像の一端をご紹介します

コーディネータ／明治大学情報コミュニケー
ション学部准教授・琉球舞踊 重踊流 師範

OPEN SEMINAR
講座コード 12270018　

オープン

講 座

3月30日（土）2013年 開場13:30  
開講14:00（～16:00）



■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／
 一般：各講1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着150名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込みください。

●受講料は、当日「会場受付」にてお支払いいただきます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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　民族音楽は、いうまでもなく現地で地元の楽士が演奏するものを聴くに越したことはないのですが、現実にはなかなかむ
ずかしいものです。各地の音楽については教養・文化講座「民族音楽紀行」として、すでに10年を越え話を進めていますが、
こちらでは引き続き日本在住のトップクラスの演奏家を招き、それぞれの分野での音楽や楽器の話を聞きながらの楽しいレ
クチャー＆コンサートを共遊していただきます。

講座概要

アラブ・マカームのきらめきの世界
演奏：常味 裕司・和田 啓（レク）

会　場／駿河台キャンパス
　　　　紫紺館及び大学会館会議室

常味 裕司

コーディネータ  江波戸 昭 明治大学名誉教授
    え      ば     と      あきら

会　場／駿河台キャンパス 紫紺館3階 S3・S4会議室

講座コード 

12270019 10月20日（土）開場13:30  
開講14:00（～16:30）

第
1
講

ケルトを吹きわたる風
演奏：守安 功・雅子

守安 功（左）・守安 雅子（右）

会　場／駿河台キャンパス 大学会館8階 会議室

講座コード 

12270021 12月15日（土） 開場13:30  
開講14:00（～16:30）

第
3
講

アンデスの山脈にひそむ音
演奏：中田 秀一（コリカンチャ） 

中田 秀一

会　場／駿河台キャンパス 大学会館8階 会議室

講座コード 

12270020 11月17日（土） 開場13:30  
開講14:00（～16:30）

第
2
講

世界の民族音楽を聴く
─レクチャー＆コンサート─

アラブでは楽器の王様と位置付けられ、人々に愛されるウード。アラブ音楽の一大拠点、エジプトの
古典曲と近代の名曲を中心にレク（タンバリンの祖であるアラブ打楽器）の伴奏共に演奏する。

ペルー共和国のクスコ地方バーリェサグラド、聖なる谷間の自然と遺跡。アンデスに伝承される民族
音楽を自作の楽器で奏でるインカの風景。

アイルランドでは、日々の生活の中に音楽が生きています。アイルランドでの、様々な体験について
のお話も交えて、アイルランドの、いろんなタイプの民族音楽や、新しく作られた曲、さらには、バロッ
ク音楽などを、実際の演奏で、お楽しみいただきます。

OPEN SEMINAR
オープン

講 座



12月22日（土）開場13:30  開講14:00（～15:30）
会　場／駿河台キャンパス
 アカデミーコモン3階 アカデミーホール

　リストのピアノ曲を出発点にして、その作風が次世代の作曲家たちにどのように受け継がれていったかを鑑賞します。テー
マは水です。リストは「エステ荘の噴水」で水のイメージ（透明性、波打つリズム、反復性など）を音楽化しようと試みました。こ
の斬新な試みは続く世代の作曲家たちに多大な影響を与え、ラヴェルは「水の戯れ」でそれをいっそう推し進め、印象主義的
な作風を確立しました。ドビュッシーの「水の反映」もこの系譜に数え入れることができるでしょう。たゆたう水の調べに耳を傾
けながら、当時の文学思潮にも思いをはせる、そんな魅力的なレクチャーコンサートにしたいと考えています。

■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／
 一般：2,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着300名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局まで
 お申し込みください。

●受講料は、当日「会場受付」にてお支払いいただきます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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講座概要

演奏曲目

主催講師 出演者

リストのピアノ曲とその後継者たち
─水の調べをめぐって─

リ ス ト ：「エステ荘の噴水」
ラ ヴ ェ ル ：「水の戯れ」
ドビュッシー ：「水の反映」「オンディーヌ」「喜びの島」
ラフマニノフ ：「舟歌」「前奏曲  ト長調」ほか

 せき   ぐち　   ひろ   あき   かけ    や　     ゆう  ぞう

関口 裕昭 
明治大学情報コミュニケーション学部准教授

大阪府生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、同大学院修了。
京都大学博士（文学）。ドイツ・ゲッティンゲン大学留学。専
門は近現代ドイツ抒情詩、ドイツ・ユダヤ文学、比較文学。
主な著書に『評伝　パウル・ツェラン』（小野十三郎賞特別
賞）、『パウル・ツェランとユダヤの傷』など。音楽と詩の関
係にも関心を持ち、シューマンのシンポジウムやコンサート
を行っている。

掛谷 勇三 
ピアノ　愛知県立芸術大学准教授

東京芸術大学音楽学部付属音楽高校、同大学音楽学部
器楽科卒業。88年から4年にわたりニューヨークにてバイ
ロン・ジャニス氏の下で研鑽を積む。92年マンハッタン音
楽院修士課程修了。93年よりウィーンにてパウル・バドゥ
ラ＝スコダ、今井顕両氏のもと1年半の指導を受ける。95
年より東京を中心にソロリサイタル多数開催。02年にスク
リャービン作曲ピアノソナタ全曲演奏会、03年～04年に
はラフマニノフ作曲ピアノ独奏作品及び2台ピアノ作品全
曲演奏会を開催。

OPEN SEMINAR
講座コード 12270022

オープン

講 座



3月9日（土）開場13:30  
開講14:00（～16:00）

会　場／駿河台キャンパス
　　　　アカデミーコモン3階 アカデミーホール

　ひとつのアリアがどのように成立するか、その過程を、歌とピアノによって、つぶさに観察します。すなわちオペラのアリア
の演奏が、歌手とコレペティートアとの共同作業によって出来上がってゆくその一部始終を、実演し、分析し、解説します。すで
に出来上がった歌唱を鑑賞するだけでは見えない聞こえない演奏成立の過程に、逐一立ち会うことができます。すると、いま
まで知らなかった、意識しなかった、さまざまの側面が、そこから浮かび上がってきます。単なる正面のみならず、舞台裏の芸術
の生成過程をも、手に取るように実感できる絶好の機会となることでしょう。
　とりあえずは楽譜として後世に遺された曲には、またしかし、その上演の伝統の歴史、歴史的背景をともなう成立過程など
など、音譜に記されない、いわば行間の、言外の、さまざまの含蓄がつまっています。そのような氷山の、水面下の部分にも目を
配りながら、あらためて曲を眺めるとき、すでに耳になじみの音楽もまた、あるいはいままで見たこともない新しい顔をあらわ
すかもしれません。
　本講は、「オペラの愉しみ」のいわばワークショップ篇として企画致しました。現場で活躍する音楽家とともに、通常講座の
講師もパネラーとして参加して、聴衆ともども質疑応答に加わります。

■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／
 一般：1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着150名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込みください。

●受講料は、当日「会場受付」にてお支払いいただきます。
●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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講座概要

講師紹介

オペラの愉しみ
ひとつのアリアができるまで

   み     つ    いし    じゅん  じ

三ッ石 潤司
武蔵野音楽大学教授

東京藝術大学作曲科卒。同学大学院博士課程単位修得。アンリエット・ピュイグ=ロジェ女史にコンペティツィオン、伴奏を学ぶ。1988
年よりウィーン国立音楽大学に学び、89年より同学声楽科などで教鞭を執るかたわら、ウィーン、パリを始めヨーロッパ各地の劇場や
音楽祭でコレペティートアとして活躍。2008年より武蔵野音楽大学教授。2009年4月より東京藝術大学非常勤講師。2009年12月
オーストリア共和国功労金賞受賞。

パネラー
   す    なが      つね    お

須永 恆雄
明治大学法学部教授

当講座コーディネータ。東京都立大学人文学部修
士課程修了後、信州大学を経て、現職。訳書に
『モーツァルトのベースレ書簡を読む』（シンフォニ
ア）、『指揮者とオーケストラの間』（同）、『ウィーン
の内部への旅』（彩流社）、『マーラー書簡集』（法
政大学出版）など。

  つね   かわ     たか    お

恒川 隆男
元明治大学文学部教授

東京大学文学部修士課程修了後、東京大学、津
田塾大学を経て、明治大学文学部教授。著書に
『二つの世界のオイディプス』(白水社)など。

OPEN SEMINAR
オープン

講 座 講座コード 12270023



■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着1,000名）
　　　　　　リバティアカデミー事務局まで
 お申し込みください。

●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分
　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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オ
ー
プ
ン
講
座

9月27日（木）開場18:00  
開講18:30（～20:00）

会　場／駿河台キャンパス
　　　　アカデミーコモン3階 アカデミーホール

　一言もしゃべることなくそ
の身振り手振りだけで見る
者を自分達の世界に引き込
むパントマイム。そのパント
マイムと笑いを独自に組み
合わせた「サイレントコメ
ディー」で世界的に高いに評
価と人気を誇るのがモヒカ
ン頭の不思議な二人組「が～まるちょば（GAMARJOBAT）」です。グル
ジア語で「こんにちは」を意味する「が～まるちょば」のパフォーマンスは、
ライブ感爆発の「ストリートショー」と一時間近くにおよぶ長編作品も上演
する徹底して創り込まれた「舞台公演」を二本の柱とします。大人から子
どもまで爆笑させる即興、笑わせながらも時に観客の涙を誘う計算され
た舞台、この異なる両者を自由自在に行き来するその身の軽さと確かな
テクニックが彼らの最大の魅力です。これまで32ヶ国200以上のフェス
ティバルなどから招待され、一年の約半分を海外公演にあてるなど、文字
通り“言葉と文化を超えたパフォーマンス”を体現する存在だと呼べるで
しょう。今回は第1部で「が～まるちょば」のパフォーマンス実演を、そして
第2部では明治大学文学部の中野正昭を交え、舞台では決して聞くこと
の出来ないお二人の“声”を通じてサイレントコメディーの魅力と可能性
について語っていただきます。貴重な講座をお楽しみ下さい。

講座概要

GAMARJOBAT SILENT and TALK
─が～まるちょばサイレントコメディーの世界─

が～まるちょば （GAMARJOBAT）
1999年、パントマイムのソリストとして活躍していたケッチ！
（左：赤いモヒカン）とHIRO-PON（右：黄色いモヒカン）の運
命的出会いによって誕生したサイレントコメディー・デュオ。主
な受賞にエジンバラ・フェスティバル・フリンジで「ダブルアク
トアワード」（2004）、「タップウォーターアワード」（2005）、ブ
ライトン・フェスティバル・フリンジで「ベストインターナショナ
ルアクトアワード」（2006）、「アーガスエンジェルアワード」
（2007）など、またNewsweek日本版「世界が尊敬する日本
人100」にも選出され、日本のショー・パフォーマンスとして従
来にない高い評価を得る。近年は舞台の他にＴＶやＣＭへの
出演、また言葉を一切使わない役者集団『が～まるちょばプロ
ジェクト』を旗揚げするなど活動の幅をさらに拡げている。

講師紹介
 なか    の        まさ   あき

中野 正昭
明治大学文学部兼任講師

明治大学大学院、早稲田大学演劇博物館助手を経て現在同博物館招聘研究員。
専門は喜劇やミュージカル・レヴューなどを中心とした舞台娯楽論、日本近現代演
劇史。明治大学では劇場論、舞台芸術研究、演習を担当する。主な著書に『ムーラ
ン・ルージュ新宿座―軽演劇の昭和小史』、『村山知義 劇的尖端』など。

 いの   うえ　  まさる

井上 優  
コーディネータ　明治大学文学部准教授

明治大学文学部 共催

OPEN SEMINAR
講座コード 12270024

オープン

講 座



オ
ー
プ
ン
講
座

　平成19年８月１日、阿久悠が逝って既に5年になります。日本レコード大
賞大賞５回、日本レコード大賞作詩賞７回、日本作詩大賞８回、受賞。４０年
の間に、５千曲を超える作品を創出。驚異の健筆、多作ぶりです。多作だけ
なら「驚異」ではありません。「ピンポンパン体操」「宇宙戦艦ヤマト」「北の
宿から」「居酒屋」「津軽海峡・冬景色」「時代おくれ」「舟唄」「ＵＦＯ」。フィー
ルドの広さが加わります。さらに質が伴います。だから「驚異」なのです。時
代をしかとつかみ、時代に生きる日本人の求める思いを探し出し、気付か
せ、共鳴させ、そして時代を超えています。いま、さらに阿久悠は、燦として
輝き、毅として存しています。そんな阿久悠の人と仕事を論じてみたいと思
います。

講座概要

吉田 悦志 明治大学国際日本学部 教授・博士（学術）
昭和46年明治大学卒、同大学院博士課程単位取得退学。2008年埼玉大学にて博士（学術）取得。日本近世近代の文
芸。『上司小剣（かみずかさしょうけん）論』『事件『大逆』の思想と文学』『きみに語るー近代日本の作家と作品』などの著書
がある。近年、「大学史の中の文化史̶明治大学̶」をテーマに研究。2011年共著『明治大学小史̶人物編』を出版。古
賀政男・阿久悠など18名について執筆した。2012年 4月学内に「昭和歌謡史研究会」を発足させて，古賀政男や阿
久悠の共同研究を開始した。

講師紹介
  よし    だ       えつ    し

■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着200名）
　リバティアカデミー事務局までお申し込みください。 ●駿河台キャンパスは、JR「御茶ノ水」徒歩3分、丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩3分

　千代田線「新御茶ノ水」徒歩5分、新宿線・半蔵門線・三田線「神保町」徒歩5分です。
●会場はキャンパスマップ（84ページ）をご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、会員の方以外も広く受講いただけます。

  TEL  03-3296-4423  URL https://academy.meiji.jp
お電話かHPからお申し込み下さい。お申し込み
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阿久 悠論─昭和歌謡の巨星─
第15回ホームカミングデー公開講座

10月21日（日） 会　場／駿河台キャンパス
　　　　リバティタワー1階 1011教室

開場12:30  
開講13:00（～14:30）

います。

OPEN SEMINAR
講座コード 12270025

オープン

講 座



　昨年度、地域連携推進センター発足記念として実施し好評であった「地域連携フードフェア」を今年度も開催します。
　本学が地域連携講座等を実施している地域の物産を，個別ブースでの試食・販売を行います。皆さま、是非ご参加下さい。
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地域連携フードフェア 今年も開催！
第15回ホームカミングデー

社会連携機構後援講座

山形県天童市、福井県鯖江市、
千葉県成田市、宮崎県など 他 多数出展 

出展予定

※昨年度の様子

会　場／駿河台キャンパス
リバティタワー2階 陽だまり広場
（物産展会場）

10月21日（日）
11:00～16:00

地域連携フードフェア（第１５回 明治大学ホームカミングデー物産展内）

  TEL  0744-54-5600  FAX  0744-54-5602

お申し込み・お問い合わせ

会　場／明日香村公民館（250名規模）
11月10日（土）10:30～16:30

フィールドワーク（明日香村発掘遺跡の見学）
11月11日（日）10:30～15:00

明日香村教育委員会
「ここまでわかった古代飛鳥の遺跡」
Ellen Van Goethem 
「ヨーロッパからみた飛鳥」
Peter Armstrong
「オーストラリアからみた飛鳥」
井上 和人「飛鳥王宮の意味を問う」
吉村 武彦「歴史における飛鳥」
居駒 永幸「飛鳥を詠む」

明日香村・明治大学日本古代学研究所 主催
国際飛鳥学 講演会

  FAX  03-3296-4419 

会　場／駿河台キャンパス アカデミーホール
10月13日（土）13:00～１６：４０

橋本輝彦（桜井市教育委員会文化財課係長）
「纏向遺跡の最新調査成果」
大塚初重（明治大学名誉教授）
「邪馬台国を見直す」（仮題）
佐々木憲一（明治大学文学部教授）
「日本最古の都市としての纏向遺跡」

明治大学日本古代学研究所　主催
第２回 纏向学フォーラム

地域連携紹介ページ

奈良県明日香村文化財課
〒634-0141 奈良県高市郡明日香村大字川原91番地-3
中央公民館分館

お申し込み方法：
ハガキまたはＦＡＸにて、お申込みください。
記載内容：
「10月13日 第2回 纏向学フォーラム参加希望・
お名前・所属（所属がない場合には在住の都道府県）・
電話番号」

ハガキ送付先：
〒101-8301 千代田区神田駿河台1-1 明治大学
猿楽町第3校舎3F 古代学研究所 気付
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内 容 講 師

山下

井上

古江

藤井

日 程

1

4

3

12/1（土）

1/19（土）

1/12（土）

12/8（土）2

28 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

■講師紹介

山下 真輝 
1969年生まれ。1993年に㈱ＪＴＢ（大分支店配属）入社、
2008年2月よりＪＴＢ九州本社（福岡市）地域活性化事業推進
室長に就任。2010年2月より㈱ジェーティービー（東京）旅行事
業本部地域交流ビジネス推進室（現観光戦略室）に着任し、観光
庁におけるビジット・ジャパン事業や国内観光振興関連政策の
委員や全国各地の観光振興政策に関わっている。

 やま した　 まさ  き

井上 武史 福井県立大学地域経済研究所
1971年生まれ。博士（経済学）。横浜国立大学卒業後、1993年に
敦賀市役所入庁。税務・財政・企画部門に従事しながら福井県立
大学大学院経済・経営学研究科で地方財政や都市政策について
研究した。2007年に市役所を退職し福井県立大学地域経済研
究所に着任、現在に至る。主な著書に『地方港湾からの都市再生』
（晃洋書房）がある。

いの うえ　たけ  し

古江 孝治 
1950年生まれ。立命館大学卒業後、福井県敦賀市役所勤務。資
料館「人道の港　敦賀ムゼウム」の開設に中心的役割を担う。
ポーランド孤児、ユダヤ人難民などの調査のため「人道の港調査
研究所」を設立。共著に『人道の港 敦賀―命のビザで敦賀に上陸
したユダヤ人難民足跡調査報告―』（日本海地誌調査研究会
2007年）がある。

ふる   え     たか はる

藤井 秀登 コーディネータ　明治大学商学部教授
1966年生まれ。立教大学経済学部卒業。明治大学大学院商学研
究科博士後期課程修了。博士（商学）。JTB勤務などを経て現職。
JTBでは主に地方自治体の地域振興を担当した。専門は交通
論、観光事業論。社会経済学の視点から交通や観光事業を研究し
ている。著書に『現代交通論の系譜と構造』（税務経理協会）、『交
通論の祖型―関一研究―』（八朔社）などがある。

 ふじ   い　  ひで  と

講座趣旨

特別企画

講座コード

12260001 鉄道と港の街 敦賀
【明治大学・福井県連携講座】

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

土曜日
13：00～14：30
50名
4回
5,000円
レジュメ資料
対象外

　敦賀の「鉄道と港」をキーワードに、その背景にある歴史、観光やま
ちづくりなどについて深く掘り下げます。山下先生には、敦賀を起点
に福井県内の観光資源をいかに活用していくのかについて多面的に
ご講義していただきます。井上先生には、みなとまち敦賀の変遷を辿
ったうえで、新時代に向けた敦賀のあり方を展望していただきます。
古江先生からは、ポーランド孤児、ユダヤ人難民の上陸地としての敦
賀港の役割と敦賀の人々の関係をお話しいただきます。藤井先生から
は、100年前に運行を開始した欧亜国際連絡列車の経路などについて
当時の状況を踏まえながら解説していただきます。「鉄道と港」ととも
に歩んできた街・敦賀、そこから発信される歴史・文化について深く学
んでいきましょう。

「福井の観光資源と鉄道・港」　
平成26年度中に開業が予定されている北陸新幹線により、今後観光地として注目を浴びること
が期待される福井県。そして新幹線駅と港を持つことにより福井県のゲートウェイとして敦賀が
果たす都市機能のあり方が重要視されてくる中、交流人口の拡大を福井県の成長・発展につなげ
ていくために、県内の地域資源をどのように活用していくべきか、その方向性について考えます。

「欧亜国際連絡列車と敦賀」
1912（明治45）年に、東京・敦賀・ウラジオストク・パリ間を結ぶ欧亜国際連絡列車の運
行が開始されました。今回の講義では、開通までの社会経済的背景、開通後の変遷、東京
から敦賀の鉄路、敦賀からウラジオストクの航路、およびウラジオストクの街、以上５つ
の観点から欧亜国際連絡列車の足跡の一部を辿っていきたいと考えています。

「人道の港・敦賀」
古くから海外との玄関口としての役割を持つ敦賀港。その歴史の1ページに刻まれたポーランド
孤児、ユダヤ人難民の上陸。彼らに重く圧し掛かっていた時代背景、国際情勢などをベースに敦
賀港が果たした役割を見ていきます。また、当時の敦賀の人たちは、彼らをどのように見て、どの
ように関わり、さらにどんなドラマがあったのかなど調査結果を交えて考察していきます。

「敦賀の鉄道・港とまちづくり」
1000年以上の歴史を持つ「みなとまち　敦賀」は明治以降、鉄道の整備など交通体系の動向がま
ち全体の盛衰に大きな影響を与えてきました。現在も新たな交通体系が整備されているが、交通
とまちの関係もまた変化しています。本講義では、これまでの鉄道と「みなとまち」の関係がどう
変わってきたのかを明らかにし、新しい時代にふさわしい「みなとまち」の姿を考えます。

人道の港調査研究所 代表
NPO法人 杉原千畝命のビザ 理事

（株）ジェイティービー旅行事業本部観光戦略室
（観光立国推進担当マネージャー）
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■講師紹介

林 雅彦 明治大学法学部教授
昭和19年（1944年）東京都生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位
取得退学。専攻は説話文学・絵解き、アジアの宗教民俗学。単著・共著・編著に『日本
の絵解き―資料と研究』、『絵解きの東漸』、『日本における民衆と宗教』、『「生と死」
の東西文化史』『唱導文化の比較研究』など多数。絵解き研究で第6回日本古典文学
会賞受賞。現在説話文学会代表委員、国際熊野学会代表委員。新宮市市政功労者。

はやし まさ ひこ

中田 重顕 みえ熊野学研究会運営委員
昭和17年（1942年）、中国東北に生まれる。2004年まで公立学校事務職員。文
学同人誌「文宴」同人。雑誌「文学界」に同人誌優秀賞として、「雪降る代々木正春
寺」、さらに「黎明が丘暮れる」が転載される。三重県文学新人賞、第10回鳥羽マ
リーン文学賞大賞、小説「観音浄土の海」著書に「たそがれ、サムとの婆と」「観音
浄土の海」現在、みえ熊野学研究会運営委員、熊野市文化財専門委員等。

 なか  た     しげ あき

金山 秋男 明治大学法学部教授
昭和23年（1948年）栃木県生まれ。東京大学大学院人文科学研
究科博士課程修了。専攻は死生学、宗教民俗学。著書に『「生と死」
の図像学』、『巡礼-その世界』、『人はなぜ旅にでるのか』、『生と死
の東西文化史』(いずれも共著)など。道元の「正法眼蔵」に関する
ものを中心に、仏教思想関係論文多数。現在、明治大学死生学研
究所代表、国際熊野学会副代表、日本臨床美術協会理事。

かね やま　あき   お

大島 信生 皇學館大学文学部教授
昭和32年（1957年）福岡県生まれ。昭和60年（1985年）皇學館大学大学院文学研究科博士
後期課程満期退学。現在皇學館大学文学部教授。博士（文学）。専門は万葉集・古事記・日本書
紀を中心とする上代の国語と国文学。著書に『万葉集の表記と訓詁』（おうふう、平成20年）・
『万葉集のことば』（皇學館大学講演叢書、平成17年）・『大伯皇女』（同、平成23年）・『日本書
紀私見聞』（共著、神道資料叢刊10、平成16年）など。所属学会は万葉学会（編輯委員長）・美
夫君志会（常任理事）・古事記学会（理事）・上代文学会（理事）・鈴屋学会・日本語学会など。

おお しま　のぶ  お

講座趣旨

特別企画

講座コード

12260002「自然」と「信仰」　
明治大学・東紀州観光まちづくり公社連携講座

講座コード 12260003
熊野を歩く、熊野を学ぶ

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント
その他

月曜日
13：00～14：30
50名
4回
5,000円
レジュメ資料
対象外
フィールドワークの費用は別途実費

　三重県の東紀州と称する地域は、山・川・海のいろどり豊かな自然に育まれ、古来「日本文化の源流の地」「精
神文化のふるさと」として、熊野独自の自然から派生した豊富な信仰・歴史・文化を現代まで伝えてきました。
　すなわち、熊野の一画・東紀州地域は、豊かでなおかつ多様な自然にめぐまれ、周知のように「日本書紀」に
垣間見られる母なる神イザナミノミコトをめぐる「花の窟」神社・・・神産み神話の舞台や、神武天皇東征神話、
秦始皇帝の臣下・徐福伝説など、数多くの神話・伝説が存在し、言わば“日本人の源郷“だと言えます。
　この東紀州地域が、今なお大勢の人びとから憧憬の地として広く敬慕されるのは、また信仰の聖地として
崇敬されるのは、なぜなのでしょうか。この疑問にお答えすべく、今回の講座では、「自然」と「信仰」を総合
テーマとして取り上げることと致しました。

●熊野市波田須地区（徐福伝説ゆかりの地）　●紀北町～尾鷲市　馬越峠（熊野古道）
●尾鷲市　岩屋堂　●熊野市飛鳥・五郷地区（油屋おこん出生の地）
＊費用等については、講座の中でご案内いたします。

＊フィールドワークの申し込みは、
　本講座受講生のみとします。

フィールドワークでは、文化講座で学んでいただいた事を更に理解を深めることを目的として三重県熊野市を拠点として、実
施いたします。　学ぶだけではなく、熊野詣が盛んだった当時に想いを馳せ、熊野の山々を実際に体感していただけるように美
しい石畳が残る熊野古道伊勢路でも特に人気の高い馬越峠を踏破します。（天候等により内容が変更される場合があります。）

日 程 内 容 

1 10/22（月）

4 12/3（月）

3/6（水）～
8（金）

3 11/19（月）

11/5（月）2

講 師

林

中田

金山

大島

熊野地方と大津波
昨年（２０１１年）３月１１日に東日本を襲った大震災は、未曾有の大被害をもたらし、未だに各地にその爪痕を残し
ています（因みに、紀伊半島を襲いかかった9月上旬の台風１２号も、多くの被害をもたらしました）。本講座では、江
戸時代は宝永４年（１７０７年）及び安政元年（１８５８年）紀伊半島の地震・津波を取り上げて検証し、今後われわれ
はいかにすべきかを考えてみたいと思います。併せて、過去の三陸大津波も視野に入れておきたいと考えています。

時代を真実に生き抜いた熊野の女たち
中央から遠く離れた奥熊野でも、歴史の動きと無縁ではいられなかった。時代の嵐のなかで、名も上げずに懸命に生き
た人たち。伊勢古市の遊郭に売られ、油屋おこんとして今も歌舞伎になって残る五郷寺谷村のおこんさん。最後のキリ
シタン弾圧、浦上四番崩れによって肥前長崎から熊野に流されてきた十七歳の少女キクさん。そして、戦争で愛する者
を失って苦難に生きた近代の女たち。時代時代を真実に生きた熊野びとのことを映像と朗読を交えて振り返ります。

山の思想～ヤマとカミとホトケと～
日本人の心の深層には山に対する深い信仰が残っております。それは仏教が入って、また、それによって神道が成立する以前、日本人は
山を神と仰ぎ、山とともに生きていたからです。すっかり文明化し、都市の論理のみを価値として生きているかにみえる現代でも、なん
と６７％の山や森林に取り巻かれて、私たちは生きているのです。その原理は絶対平等と循環の思想。これからの日本が文化的に、宗教
的に世界をリードするとしたら、山を仰ぎ、山から学ばねばなりません。そうした日本人の心意の古層を熊野を舞台に検証します。

日本書紀の熊野～神代から神武天皇即位まで～
日本書紀（全三十巻）は、日本の起源と歴史を知る上で重要な古典と言えます。その中で巻一・巻二は神代（上・下）で、
天地開闢から神武天皇の誕生まで語られています。この神代紀の特徴として、正文のほか一書（別伝）を掲載してい
ることが挙げられます。伊奘冉尊を葬ったという「花の窟」の記事も一書に登場します。本講座では、この話のほか、
巻一・巻二の神代から巻三の神武天皇即位までの話を追いながら、日本書紀に描かれた熊野について考えます。

フィールドワーク 

樋口一成写真展「世界遺産　熊野古道伊勢路」　─ 奥熊野の自然・人々のくらし・歴史にふれる─ 会場：アカデミーコモン１階エントランスホール　期間：１１月５日（月）～１１月１４日（水）

■主なフィールド
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講座趣旨

特別企画

講座コード

12260004
本と映画と神保町
─本の街・神保町で考える Part2─

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント
その他

土曜日
13：00～14：30
40名
5回
5,000円
レジュメ資料
★
フィールドワークの費用は別途実費

■講師紹介

　本の街神保町が、日本で有数の映画の街だったということは、意外に
知られていません。1918年に火災により焼失してしまった錦町の錦
輝館は、映画館発祥の地とも言われ、他にも南明座、シネマパレス、神田
日活館、東洋キネマ、銀映座、河合キネマ、神田劇場、神田角座など、かつ
ては神保町界隈にたくさんの映画館がありました。本の街を訪れた多
くの作家たちは、銀幕に魅了されて様々な文章を残しています。映画に
描かれた神保町や、作家が残した銀幕への熱い思い。本と映画と神保町
をキィワードに、セピア色の神田神保町にタイムスリップしてみま
しょう。

日 程 内 容 講 師

林 ひふみ  明治大学理工学部准教授
東京生まれ。朝日新聞記者、亜州週刊（香港）特派員を経て、中文
コラムニスト（筆名：新井一二三）著書に『中国語はおもしろい』
（講談社現代新書）ほか多数。2012年に明治大学出版会から、侯
孝賢らの作品を日本観という角度から見直した『中国・台湾・香
港映画のなかの日本』（明治大学リバティブックス）を刊行。

はやし

矢口 哲也  矢口書店店主
1963年生まれ。神保町で生まれ育ち、1999年映画専門の古書
店矢口書店の三代目店主となる。町会役員、東京都古書籍商業協
同組合神田支部副支部長、神田古書店連盟副会長。

  や   ぐち   てつ   や

齋藤 愼爾  深夜叢書社主・俳人・評論家
1939年、朝鮮・京城に生まれる。『ひばり伝　蒼穹流謫』で芸術
選奨文部科学大臣賞受賞。編集者として多くの書籍を世に送り
出すとともに、『齋藤愼爾全句集』『読書という迷宮』『暗愁は時空
を超えて 五木寛之紀行』『寂聴伝』などの著作の他、『埴谷雄高・
吉本隆明の世界』『キネマの文學誌』など編著書も多い。

 さい  とう   しん  じ

野上 暁  日本ペンクラブ常務理事・評論家
本名・上野明雄。1943年生まれ。中央大学卒業後、小学館に勤
務。『小学一年生』編集長、取締役、小学館クリエイティブ代表取
締役社長などを歴任。1960年代初めから現在まで駿河台と神
保町に50年以上を過ごす。著書に『おもちゃと遊び』『子ども学
―その源流へ』『越境する児童文学』など多数。

  の   がみ  あきら

柴田 信  岩波ブックセンター信山社社長
1930年生まれ。中学の教員、芳林堂を経て、現在にいたる。神保
町は学生時代からの付き合い。著書に『ヨキミセサカエル－本の
街・神田神保町から』、共著に『出版販売の実際』など。本の街神保
町を元気にする会事務局長。

 しば   た     しん

1 10/6（土） 林
「映画に描かれた神保町」
侯孝賢「珈琲時光」と神保町－中国・台
湾・香港映画のなかの日本から

「映画の街・神保町」
ここにこんな映画館があった！
神保町と映画館の100年史

10/20（土）2 齋藤

「キネマの文学誌１」
漱石、龍之介、啄木、潤一郎、康成、横光
など、明治大正の文豪たちが残した銀
幕の魅惑

野上11/24（土）4

11/10（土）3 齋藤
「キネマの文学誌２」
太宰、三島、埴谷、野間、安岡、島尾など
現代作家がみた戦後映画のあれこれ

12/8（土）5 矢口
柴田

フィールドワーク
「銀幕の神保町探訪」
映画館発祥の地・錦輝館跡地を始め今は
無き劇場の跡、映画本専門古書店「矢口
書店」、岩波ホール、神保町シアターへ

本の街神保町を元気にする会　共催

2000～04年までリバティアカデミーで、故八木福次郎氏（前
日本古書通信社社長）と東京都古書籍商業協同組合神田支部の
協力を得て公開講座「古書の世界」を企画。

 いい ざわ   ふみ   お

飯澤 文夫   
コーディネータ
明治大学大学史資料センター研究調査員
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講座趣旨

特別企画

講座コード

12260005
日本の祭りと異形の神々 シリーズ１

講義概要
曜　日
時　間
定　員
会　場
受講料
回　数
ポイント

土曜日
14：00～15：30
100名
和泉キャンパス
5回
5,000円
★

　日本は世界に類を見ないほど祭りの多い国、多彩な国です。ところ
が当の日本人自身が、日本の祭りの面白さ、不思議さを忘れかけてい
ます。今では祭りを、たんなる観光の道具としてしか評価しなくなっ
てしまいました。昨年の大震災以降、地域の復興や人びとの心の拠り
所として、祭りの力が見直され始めています。講義では、日本各地の不
思議な祭りと、そこに登場する異形の神々たちを、可能な限り映像と
写真で紹介しながら、その奥深さをわかり易く解説します。もう一度、
私たちの心のふるさと、祭りを見直すきっかけにして下さい。次も同
じ祭りシリーズを続ける予定です。

日 程 内 容 

1 10/27（土）

5 12/22（土）

4 12/8（土）

3 11/24（土）

11/10（土）2

 

■講師紹介

水谷 類  明治大学文学部兼任講師
日本宗教史・文化史、および民俗学専攻。明治大学大学院博士後期課程修了。博士（史学）。著書：『廟墓ラントウと現世浄土の思想』、『墓前祭祀と聖所のトポ
ロジー』（雄山閣、2009年）。『中世の神社と祭り』（岩田書院、2010年刊）、『墓制・墓標研究の再構築─歴史・考古・民俗学の現場から─』（岩田書院、2010年
刊）、『村落・宮座研究の継承と展開』（岩田書院、2011年刊）。一宮制、神社と祭り、民間芸能者、遊行の宗教者などを研究対象としながら、日本人の精神世界
の形成について考えています。

 みず たに  たぐい

祭りの見方、楽しみ方（総論）
「鹿児島県口之島の霜月祭り」
素晴らしい祭りの世界・山の神と海の神の出会い・巫女と神役

祭場と祭神（１）
「岡山県備中荒神神楽」
蛇神荒神と神憑りの神楽・神迎えと神送り

祭場と祭神（２）
「島根県美保神社青柴垣神事」
見えない神・復活する古代出雲の神 ・々神とともに忌籠る頭屋

祭場と祭神（３）
「武蔵府中大国魂神社の暗闇祭り」
神輿祭りの不思議・国府惣社の秘儀・お仮屋の秘密

神々の季節
「滋賀県のオコナイ」
謎の民話「大歳の客」・年越し神話と火祭り・神の死と再生

杉並区教育委員会　共催

杉並区在住、在学、在勤者の方のお申込は、「電話」「FAX」「メール」での受付となります。
（ホームページからの「オンライン申込」では割引特典が受けられません。）

03-3296-4423電  話 03-3296-4542FAX academy@mics.meiji.ac.jpメール

本講座を受講される18歳以上の杉並区在住、
在学、在勤者の方は、新規入会金3,000円（3
年度間有効）が無料。受講料は2,500円です。

会場 和泉キャンパス （メディア棟3階 M303教室　12月8日のみ第1校舎3階 314教室）キャンパスマップ85ページをご覧ください。 
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内 容 講 師

西連寺

松下

西連寺

松下

日 程

1

4

3

9/29（土）

10/20（土）

10/13（土）

10/6（土）2
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■講師紹介

松下浩幸 
夏目漱石や樋口一葉の小説を、近代社会・家族・都市などのテー
マを通して研究しています。主な著書に『夏目漱石―Ｘなる人生
―』（NHK出版）、『夏目漱石辞典』（共著・おうふう）、『異文化体験
としての大都市―ロンドンそして東京』（共著・風間書房）などが
あります。

 まつ した  ひろ ゆき

西連寺 成子 明治大学政経学部兼任講師
主にジェンダー、モダニズム、読者論の観点から石川啄木の研究
をしています。幸田文については、大学の卒業論文で研究対象に
するほど心惹かれた作家でした。啄木没後１００年である本年
４月に『啄木「ローマ字日記」を読む』（教育評論社）を刊行しまし
た。

さい れん   じ     しげ  こ

講座趣旨

特別企画

講座コード

12260006
日本近代文学と〈家族〉の風景

杉並区教育委員会　共催

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
会　場
受講料

教　材

ポイント

土曜日
14：00～15：30
100名
4回
和泉キャンパス
3,000円
石川啄木『ローマ字日記』（岩波文庫）
夏目漱石『道草』（新潮文庫）
幸田文『おとうと』（新潮文庫）
志賀直哉『和解』（新潮文庫）
※原作本は各自でご用意下さい。

★

　近代文学の主要なテーマは〈恋愛〉と〈家族〉だと言えますが、本講座
ではそのうちの一つ〈家族〉について、４人の文学者とその作品を通し
て考察します。明治維新による近代化によって、日本の社会は大きく
変容しましたが、家族もまた例外ではありませんでした。いち早く、西
洋化の影響を受けた近代の文学者にとって、家族の中で育つことも、
また自らが家族を営むことも、そこには避けて通ることの出来ない、
新しい家族像との葛藤がありました。それは一体どのようなものだっ
たのでしょうか。近代家族の風景を、日本文学の代表作を通して考え
ます。

和泉キャンパス （メディア棟M303教室）　キャンパスマップP85をご覧ください。

石川啄木『ローマ字日記』
家族の存在は石川啄木の文学的成果に対しどのように影響しているのか、苦闘続きの東
京生活の中で書かれた『ローマ字日記』（明治４２年）を中心に、小説、短歌などをとりあ
げ検討していきます。『ローマ字日記』は岩波文庫等で入手可能です。また、その他の作品
（一部抜粋）については当日プリントを配布いたします。

志賀直哉『和解』
『和解』（大正６年）は志賀の青年期から続いた父との不和によって起こる葛藤を、主人公
「順吉」の目を通して描かれた私小説の代表作です。本講座では、志賀の伝記的な事実を
踏まえながら、志賀と父が和解に至るプロセスとその問題点を追います。なお、テキスト
は新潮文庫で入手可能です。

幸田文『おとうと』
姉と弟の絆を描いた『おとうと』（昭和３２年）には、大正期に少女時代を過ごした作者幸
田文の自伝的要素が色濃く反映されています。作者自身の育った家庭環境を参照しなが
ら、明治から大正にかけて形成された「近代家族」について考えたいと思います。テキス
トは新潮文庫で入手可能です。

夏目漱石『道草』
漱石唯一の自伝的小説である『道草』（大正４年）には、漱石の幼少期の養子体験や、漱石
が作家となる時期の家族を取り巻く現状がリアルな筆致で描かれています。本講座では
漱石の実生活とも重ねながら、過去と現在、二つの家族像について考えます。なお、テキ
ストは新潮文庫で入手可能です。

会 場

コーディネータ
明治大学農学部教授

杉並区在住、在学、在勤者の方のお申込は、「電話」「FAX」「メール」での受付となります。
（ホームページからの「オンライン申込」では割引特典が受けられません。）

03-3296-4423電  話 03-3296-4542FAX academy@mics.meiji.ac.jpメール

本講座を受講される18歳以上の杉並区在住、
在学、在勤者の方は、新規入会金3,000円（3
年度間有効）が無料。受講料は2,500円です。
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■講師紹介

 

田辺 孝二 東京工業大学 大学院イノベーションマネジメント研究科教授
1952年香川県生まれ。東京工業大学大学院博士課程修了、博士(学術)。
経済産業省等の勤務を経て2005年から現職。島根県民ファンド投資事
業組合業務執行組合員。早稲田大学「シンガポールのITと社会」非常勤講
師。著書：「東工大・田辺研究室 -他人実現の発想から-」（彩流社・共著）等。

 た  なべ   こう   じ

呉 文 繍 日本アジアグループ株式会社 代表取締役社長
地球規模での持続可能な社会の実現に向け、国内に留まらず
WEFやUNISDRに参画、講演を行うなど国際的な活動を積極
的に行っている。国立台湾大学卒。ハーバード・ビジネス・ス
クール修了。

 うー   うぇん  しょう

潜道 文子 拓殖大学商学部教授
早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得満期退学。
博士（商学）。専門は、経営戦略論、企業と社会。著書：『日本型
CSR経営の構築』（白桃書房・単著）、『フロー理論の展開』（世界
思想社・共著）、『江戸に学ぶ企業倫理』（生産性出版・共著）等。

1951年生、慶應義塾大学経済学部卒。‘75年サントリー株式会
社入社、‘95年人事部課長、その後サントリーショッピングクラ
ブ㈱、サントリーパブリシティサービス㈱で通算１０年間代表
取締役社長を務める。

 せん どう   あや  こ

平尾 隆行 人財創研代表
日本アイ・ビー・エム株式会社入社後、日本IBM研修サービス株式会
社にて、情報処理研修部長を経て常務取締役を歴任。IBM認定プロ
フェッショナル。リーダー研修に関する研修・開発マネージング・コ
ンサルタントとして多数の企業研修を担当。2007年人財創研設立。

 ひら   お     たか ゆき

 

宮嶋 浩彰 株式会社日比谷花壇 代表取締役社長
             　 株式会社日比谷アミューズメント
　　　　　  プランニング代表取締役会長
          　　 株式会社イーフローラ　代表取締役会長
                 上海日比谷花壇有限公司　董事長
1997年（株）日比谷花壇へ入社。総合経営企画室、ECビジネス
本部長、代表取締役専務を経て、2000年（株）日比谷花壇代表取
締役社長に就任。同年、（株）イーフローラを設立。2008年上海
日比谷花壇有限公司を設立。董事長に就任。

 みや じま    ひろ あき

眞鍋 清嗣 サントリーパブリシティサービス㈱代表取締役社長
 ま  なべ   きよ   し

講座趣旨

特別企画

講座コード

12260007
イノベーション人材になるための資質・能力・育成
─社長が求める人材とは？─

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

水曜日
19：00～20：30
30名
7回
3,000円
レジュメ資料
★

　厳しい経済環境の中で、自らのやりがいを求めていま社会に飛び立
とうとする学生や、新しい可能性を求めて転職を考えているやる気の
ある社会人のためのセミナーです。いま社長がどのような人材を求め
ているのか、どう育成していこうとしているのかについて、日々めまぐ
るしいビジネスの現場で活躍しているトップ経営者や、多くの企業で
リーダー教育の経験を持つコンサルタント、ビジネス人材の育成に携
わっている大学教授が、未来を切り拓くためのアドバイスをします。

日 程 内 容 講師

4 10/24
（水）

3 10/17
（水） 潜道

平尾

イノベーションを起こす人材になろう
今、日本においては、企業においても、社会においても、イノベーショ
ンが求められています。イノベーションは、技術革新ではなく、社会に
新たな喜びを創造する活動です。イノベーションを起こすためには、
どのような資質・心構えが必要か、具体的な事例を基に解説します。

アジアで活躍するために必要なもの
海外におけるビジネス活動の推進やグローバル
人材の育成など、これまで培った知見を基に、ア
ジアで活躍するために、そしてこれからの日本の
成長を支えるために必要なものについて講義い
たします。

仕事を「楽しむ」人材
─フロー理論からのアプローチ
仕事は、時にストレスの原因になりますが、楽し
さを生み出し人生を豊かにする活動にもなりえ
ます。本講義では、心理学者のミハイ・チクセント
ミハイが提唱する「フロー理論」から仕事を楽し
む条件等について考えます。

リーダーと認められる人の持つ能力とは
だれにでもリーダー的要素が求められている現在、基
本的・普遍的なリーダー要件を知り、自分の強み・弱み
を知ることが重要になります。五つのカテゴリーに分
けて、どのような能力が必要かを確認していきます。

日 程 内 容 講師

7 11/14
（水）

1 10/3
（水） 田辺 5 10/31

（水） 眞鍋

10/10
（水）2 呉 11/7

（水）6 宮嶋

阪井

就活のアドバイスとゆとり世代への
企業の人材育成
人事部の経験をもとにこれから就活を行う学生へのアドバイ
ス。また近年ゆとり世代が企業に入社する中、どのような課題を
認識し、育成を行うかを人材サービス企業の事例として紹介。

超ニッチな事業戦略を通じた日比谷花壇流人材づくり
～分社経営による起業人材育成が培うもの～
店舗小売りやホテルでの冠婚葬祭サービスなどに加え、60余年にわた
るフラワービジネスで培ったノウハウを生かし、近年では、家族の絆や
生活シーンに寄り添った生活支援の領域へと積極的に進出し事業展開
している。分社経営を用いた自主行動型の起業人材育成術を紹介する。

未来を拓くための能力の評価と育成
とは
能力にかかわる次の疑問：なぜ能力不足が問題に
なるのか、なぜ能力評価をするのか、評価の限界
とは何か、何を育成できるのか、未来とどう関係
するのか――を皆さんとワールドカフェを使い
ながら考えて行きましょう。

文明とマネジメント研究所　共催

1952年和歌山市生まれ。77年東京理科大学理学部物理学科卒業、85
年博士課程退学。ソフトハウスに勤務し87年理学博士取得。サイエン
スライターを経て90年明治大学法学部専任講師。98年から教授。明治
大学文明とマネジメント研究所所長。ドラッカー学会理事等。

阪井 和男
 さか   い     かず  お コーディネータ

明治大学法学部教授
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内 容 講 師

佐藤

松浦

高橋

島田

日 程

1

4

3

10/12（金）

11/9（金）

11/2（金）

10/19（金）2
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■講師紹介

佐藤 宏之　東京大学教授
1956年生まれ。東京大学文学部第Ⅱ類(史学)考古学専修課程卒業，法
政大学大学院人文科学研究科日本史学専攻博士後期課程修了。博士
（文学）。1982年より東京都埋蔵文化財センター、1997年より東京大
学文学部付属北海文化研究常呂実習施設勤務ほかを経て現職。専門は
旧石器時代を中心とする先史考古学、民族考古学。主な著書に『日本旧
石器文化の構造と進化』（柏書房、1992）、『北方狩猟民の民族考古学』
（北海道出版企画センター、2000）、『講座　日本の考古学　第1巻　
旧石器時代(上)・（下）』（共編著、青木書店、2010）など。ほか論文多数。

さ  とう   ひろ ゆき

松浦 秀治　お茶の水女子大学教授
1952年生まれ。東京大学大学院博士課程修了。国立科学博物館人類研究
部研究官を経て、1987年お茶の水女子大学助教授、2002年より同教授。
専門は人類進化学、特に人類年代学。著書に『考古学と年代測定学・地球科
学』（共編著、同成社、1999）、『考古学と化学をむすぶ」（共著、東京大学出
版会、2000）など。ほか論文多数。三ヶ日人や浜北人などの日本の「旧石
器時代人骨」に関する研究成果は、マスコミで報道され、また高校の「日本
史」教科書の記述改訂に反映されている。東方アジア最古のジャワ原人に
関する研究成果も、最近、ＮＨＫや新聞等で報道された。

まつ うら   しゅうじ

講座趣旨

特別企画

講座コード

12260008

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

金曜日
18：00～20：00
100名
4回
5,000円
レジュメ資料
★

　私たちの祖先であるホモ・サピエンス（現代人）がアフリカで進化したのち、
どのように全世界へ拡散していったのか？日本列島に残されている氷河期の
化石人骨について、どのようなことが分かっているのか？氷河期の人類と共
存した動物たちの運命は？日本列島に最初に定着した氷河期の人々は、どの
ような生活をしていたのか？これらの問題は、人類の進化と歴史を探る人類
学・考古学などの分野では、とても重要な課題として注目を集め、多くの研究
者が議論しています。本講座と博物館特別展「氷河時代のヒト・環境・文化－
THE ICE AGE WORLD－」では、そうした取り組みの一端を紹介します。

ユーラシア東部における後期旧石器時代の成立
オーストラリアを含めシベリア・東アジア大陸部への現代人拡散に関する考古学・人類
学の状況を広い視点から紹介します。

日本列島にヒトが現れた頃－EUPの世界－
後期旧石器時代前半期（EUP）に日本列島に現れた人々の暮らしぶりを，特別展の内容
をもとに解説します。

最終氷期に生き，そして絶滅した象たち
更新世の日本列島における動物相のダイナミズムと，周辺大陸との関係を中心に紹介し
ます。

日本の旧石器時代人骨はどこまで遡るか ― 列島に原人や旧人は渡ってきていたか ―
日本列島の更新世化石人骨の現状と研究の展望，シベリア，東アジアにおける現代人の
登場をめぐる近年の研究動向などを紹介します。

高橋 啓一　滋賀県立琵琶湖博物館上席総括学芸員
1957年生まれ。日本大学文理学部応用地学科卒業。京都大学理学部
研修員を経て、日本歯科大学新潟歯学部で解剖学教室に10年勤務。
その後、滋賀県教育委員会の博物館準備室に移り、1996年より琵琶
湖博物館に勤務、現在に至る。歯学博士、理学博士。専門は古脊椎動物
学。主に日本列島で発見されるゾウやシカなどの大型哺乳類の起源
と変遷を研究している。主な著書に『野と原の環境史』（分担、2011
年）、『化石から生命の謎 を解く』（分担，2011年）、『化石は語る』
（2008年）、『マンモスが地球を歩いていたとき』（訳、2005年）など。

たか はし   けい いち

島田 和高
1970年生まれ。明治大学大学院博士後期課程中退。専門は旧石
器時代の考古学。主な著書・論文に「黒耀石利用のパイオニア期
と日本列島人類文化の起源」『駿台史学』135号（2009年）、明治
大学博物館特別展図録『氷河時代の山をひらき、海をわたる̶日
本列島人類文化のパイオニア期』明治大学博物館（2008年）他。
2012年度明治大学博物館特別展「氷河時代のヒト・環境・文化」
企画・制作担当学芸員。現在は、石器時代の黒曜石資源開発史や
日本列島における現代人の定着に関する考古学的研究を推進。

しま   だ     かず たか

特別展連動講座『氷河時代のヒト・環境・文化－THE ICE AGE WORLD－』
第51回明治大学博物館公開講座「考古学ゼミナール」

ケナガマンモス（レプリカ） http://www.meiji.ac.jp/museum/

コーディネータ
明治大学博物館学芸員
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講座趣旨

特別企画

講座コード

12260009

講義概要
曜　日
時　間
定　員
会　場
回　数
受講料
教　材
ポイント

火曜日
15：00～16：30
30名
博物館教室（アカデミーコモン地下1階）
5回
8,000円
レジュメ資料
★

■講師紹介

　古墳時代は、本州の広い範囲で前方後円墳が築かれ、地域の首長が
葬られる時代です。古墳の埋葬施設には、首長のなきがらだけではな
く、武器、装身具、祭祀用具などさまざまな副葬品が納められました。
今回の講座では、明治大学博物館が収蔵する代表的な副葬品の実物を
観察することを通して、その種類や意味について学び、さらに副葬品
が物語る当時の社会と被葬者の具体像について考えます。

日 程 内 容 

古墳時代の埋葬施設と副葬品1

装身具と被葬者―玉類（玉里舟塚古墳）と被葬者の年齢・性別5

大きな鏡・小さな鏡―三角縁神獣鏡（伝京都府物集女）・重圏文鏡（勅使塚古墳）4

祈りの道具・石製品―滑石製石製模造品（お富士山古墳）・石製腕飾類・合子形石製品3

11/13（火）

12/11（火）

12/4（火）

11/27（火）

11/20（火） 発達する鉄製の武器と武具―大刀（姫塚古墳）・鏃・短甲（高林古墳群・三昧塚古墳）2

 

忽那 敬三  明治大学博物館学芸員
1975年静岡生まれ。大阪大学大学院博士課程前期修了。岡山大学埋蔵文化財調査研究センター助手を経て現職（考古部門担当）。埋葬に関わる遺物や遺跡
から、弥生・古墳時代の家族や祭祀のありかたを復元する研究に取り組む。主な著作に、「弥生人のライフプロセス」（同成社『弥生時代の考古学』
9,2011）『王の埴輪 ─玉里舟塚古墳の埴輪群─』（2010）など。

くつ   な     けい ぞう

古墳の副葬品と被葬者
明治大学博物館入門講座

短甲（茨城県三昧塚古墳） 合子形石製品（出土地不明） 重圏文鏡（茨城県勅使塚古墳）
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講座趣旨

特別企画

講座コード

12260010 黒曜石をめぐるヒトと資源環境 PART 3
第3回明治大学黒耀石研究センター公開講座

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

月曜日
15：00～16：30
60名
5回
12,500円
レジュメ資料
★

　長野県長和町に設置されている明治大学黒耀石研究センターは、
2010年度より研究・知財戦略機構の付属研究施設となりました。黒曜
石は、石器時代の石器原料として、旧石器時代初頭の約3万8千年前か
ら利用されています。黒耀石研究センターは、黒曜石をはじめとする
様々な生活資源と人類の諸関係を古環境の移り変わりとともに解明
する研究を行っています。本講座では，研究プロジェクトの多岐にわ
たる成果を分りやすく紹介していきます。

内 容 講 師

公文

須藤

隅田

大工原

橋詰

日 程

1

4

3

11/5（月）

11/26（月）

5 12/3（月）

11/19（月）

11/12（月）2

■講師紹介

■コーディネータ

 

公文 富士夫 信州大学理学部教授
1950年生まれ。京都大学大学院博士課程単位取得退学。理学博士。専
門は堆積岩を中心とする地質学と第四紀の古気候学。主な著書には「砕
屑物の研究法」（地学団体研究会地学双書no.29，1998年）や地学事典
（平凡社：編集委員）がある。現在では野尻湖や琵琶湖の湖底堆積物や高
野層という湖の地層の有機炭素量や花粉組成を指標として、第四紀後
期の気候変動の解明を中心的課題として研究を進めている。日本列島
にも氷期-間氷期という長い周期だけでなく、数百年～数千年という短
い周期でおきる急激な寒暖変動もあったことが判明してきた。

く   もん     ふ    じ    お

隅田 祥光 明治大学研究・知財戦略機構特任講師

信州黒曜石原産地の山並み

1976年生まれ。広島大学理学部卒・同大学院博士前期・後期課程修了。
博士（理学）広島大学。2011年日本地質学会研究奨励賞受賞。専門は、
岩石学、地球化学。海洋底地殻や大陸衝突帯をターゲットとした地球史
における地殻進化に関する研究、および、黒曜石遺物の化学分析法の開
発を行っている。九州大学比較社会文化学府博士研究生、第46次日本
南極地域観測隊、国立極地研究所プロジェクト研究員、名古屋大学年代
測定総合研究センター研究機関研究員、大阪市立大学理学部特任講師、
明治大学研究知財事務室特別嘱託を経て、2012年4月より現職。

 す　 だ     よし みつ

須藤 隆司 佐久市教育委員会文化財課専門員
1958年生まれ。明治大学大学院博士前期課程修了。専門は旧石器時
代の考古学。主な著書・論文に『石槍革命・八風山遺跡群』新泉社
（2006），「石斧革命－日本島の後期旧石器革命－」『旧石器研究』第
３号（2007年），「有柄尖頭器・国府型尖頭器・三稜尖頭器－狩猟具形
態の構造と地域社会の構造変動－」『旧石器研究』第６号（2010年）
他。現在は、日本列島における遊動型狩猟採集民の技術と資源に関す
る構造研究を推進。2012年度より明治大学黒耀石研究センター員。

す  とう   たか  し

大工原 豊 國學院大學兼任講師・青山学院大学非常勤講師
1961年生まれ。國學院大學大学院博士課程後期単位取得退学。博士（歴史学）。
安中市教育委員会企画管理係長（文化財保護主事・学芸員）を経て現職。専門は
旧石器・縄文石器の研究とランドスケープ研究。特に、最近は縄文時代の流通シ
ステムに関心があり、黒曜石や硬質頁岩製の石器の流通と型式変容の問題などに
ついて研究を継続中。また、岩宿フォーラム実行委員会のメンバーとして、群馬
地域の旧石器研究を行う。2012年度より明治大学黒耀石研究センター員。

だい   く   はら ゆたか

小野 昭 　
お    の    あきら

島田 和高 明治大学博物館学芸員
しま   だ     かず たか

橋詰 潤 明治大学研究・知財戦略機構特任講師
1977年生まれ。日本学術振興会特別研究員(DC2)、明治大学研
究知財事務室特別嘱託などを経て2012年4月より現職。首都大
学東京大学院博士後期課程単位取得退学。更新世から完新世へ
の移行期における、人類の環境変動への適応行動の解明を目指
している。また、こうした人類行動の地域的個性と、広域での共
通性を明らかにするため、日本列島、ロシア極東、アメリカ合衆
国グレートプレーンズなどの比較研究にも取り組んでいる。最
近の学問的関心として、人類生態系、ヤンガードリアス期、大型
哺乳類と人類との関係、人類の狩猟行動、などがある。2010年
度より明治大学黒耀石研究センター員。

はし づめ  じゅん

地球科学・考古学研究における分析化学の実際

旧石器時代の石器形態と石材管理

更新世－完新世移行期の環境変動と人類

縄文石器と黒曜石利用―北関東の黒曜石流通システムの変遷を中心として―

日本列島における最終氷期以降の気候変動

明治大学
黒曜石研究センター長
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日中戦争と陸軍登戸研究所の設立
近代日本における〈秘密戦〉の歴史を概観するとともに、日中戦争の拡大と登戸研究所の設立、組織拡充
の関係、大戦前夜の陸軍の動向、〈秘密戦〉の準備・遂行、登戸研究所と中野学校の関係などにせまりま
す。

風船爆弾によるアメリカ本土攻撃
1944年11月7日から翌年4月上旬まで実施された風船爆弾によるアメリカ本土攻撃について、風船爆
弾の開発と作戦の実施過程を検証し、風船爆弾の独特な技術、作戦の真の狙いがどこにあったのかにせ
まります。

スパイ用兵器・謀略用生物兵器の開発
登戸研究所の第二科で開発された様々な毒物・薬物・生物化学兵器・スパイ用品などについて、その特徴
と使用目的を検証し、歴史の闇に隠されていた日本陸軍が遂行した〈秘密戦〉の一端にせまります。

中国における偽札散布
登戸研究所の第三科で製造された中国（蒋介石政権）の偽札について、その目的と日中戦争とのかかわ
りを検証し、日本陸軍によって実施された中国を舞台とする大規模な偽札散布作戦の真相にせまりま
す。

本土決戦と〈秘密戦〉
登戸研究所は、本土空襲と〈本土決戦〉準備に対応するために1945年3月に長野県伊那地方などに分
散・疎開しました。そこで準備された〈秘密戦〉とはいかなるものであったのか、また戦後の登戸研究所
にも触れます。
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材

ポイント

水曜日
13：00～14：30
50名
5回
12,000円
明治大学平和教育登戸研究所資料館・
山田朗編『陸軍登戸研究所〈秘密戦〉の世界』
（明治大学出版会、2012年）
★

　日本の近現代の歴史は、明治期からアジア太平洋戦争終結まで出
兵・事変・戦争の連続でした。戦争と平和を考えるために日本の戦争の
歴史をふり返ります。今回のシリーズでは、日本陸軍の〈秘密戦〉兵器
の研究開発機関であった登戸研究所（第九陸軍技術研究所）に焦点を
あて、登戸研究所と日本陸軍の〈秘密戦〉（防諜・諜報・謀略・宣伝）の実
態について検証します。川崎市多摩区にあった登戸研究所の跡地に
は、現在では明治大学生田キャンパスがあります。2010年に開館した
明治大学平和教育登戸研究所資料館の紹介もかねてお話します。

 

山田 朗 明治大学文学部教授・平和教育登戸研究所資料館館長
 やま  だ　あきら

1956年生まれ　日本現代史・軍事史を専攻。主な著書：単著『大
元帥・昭和天皇』（1994年）、『軍備拡張の近代史』（1997年）、『世
界史の中の日露戦争』（2009年）など。共著『登戸研究所から考
える戦争と平和』（2011年）など。

■講師紹介

内 容 日 程

1

4

3

10/17（水）

11/28（水）

5 12/5（水）

11/14（水）

10/31（水）2

陸軍登戸研究所と日本の〈秘密戦〉
戦争と平和シリーズ

12220001

生方 卓
 うぶ かた  すぐる

1946年生まれ。明治大学大学院博士課程修了。社会思想史専
攻。研究テーマは、ヘーゲルとヘーゲル学派の社会哲学、環境哲
学など。共著に『ドイツ社会主義』『経済思想の源流』（八千代出
版）など

コーディネータ
明治大学政治経済学部准教授
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■講師紹介

宮腰 哲雄 明治大学理工学部応用化学科教授・明治大学特定課題研究ユニット「バイオ資源化学研究所」所長
バイオ資源化学研究所所長。学術フロンティア推進事業「次世代機能材料漆の高度利用に関する学際的研究」のプロジェクトリーダー。専門は有機合成化
学であるが、最近天然物を利用した機能材料合成や機能発現機構の解明を研究している。特に漆の科学に興味を持ち、漆樹液の分析、漆の重合機構、合成
漆の開発、漆の工業的利用に関する応用研究、古い漆の分析などを研究している。

みや こし　てつ  お

司 英隆 豊玉香料株式会社専務取締役、工学博士、工学院大学兼任講師
専門は、有機合成化学。天然に存在する香料の成分や誘引・忌避剤、制癌剤などの生理活性物質の合成研究を行ってきた。最近では、日本香料協会、公共団
体、民間会社等の講習会などを通して香料の啓蒙活動にも従事している。日本香料協会の事業委員及び同協会発行の雑誌「香料」の参与、編集委員長補佐
も務めている。

つかさ　ひで たか

講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220002
香りを聞き楽しむ

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

土曜日
15：00～16：30
30名
5回
12,000円
レジュメ資料
★

　香りは忙しい生活にうるおいを与え、安らぎを感じさせ、また楽し
ませてくれます。例えばハーブ、薄荷、紫蘇（しそ）には特有な香りがあ
り、金モクセイの香り、バラの香りなど身近にいい香りの植物がたく
さんあります。それらの香りとはどのようなものか、また香りにはど
のような種類があるかなどについて解説します。また香料や香水の歴
史、用途と種類、アロマテラピーやアロマコロジーなどにも触れ、最近
多くのフレグランス、芳香剤が利用されているが、それらの香りはど
のように作られ、利用されているかなどについて解説します。また食
品の香り・フレーバーについても解説します。
　本講座では種々の香りを聞いてもらい楽しんでもらいたと考えて
います。年齢や性別に関係なく、香りに関心のある方にお勧めします。

講 師

日 程 内 容 

1

5

4

3

10/6（土）

12/1（土）

11/17（土）

11/10（土）

10/20（土）2

香りとは
香りの本体、特性及びエッセンシャルオイルを聞き楽しむ

フレーバー（食品用香料）のはなし
フレーバーとはどのようなものか、フレーバーを使用することの意義、フレーバーの種類、
法的な規制等について説明した後、香料（エッセンス）を入れたジュースと入れないジュー
スを製造し、食品におけるフレーバーの効果と重要性を確かめる実験を行います。

アロマテラピーのはなし
生物に対する精油の作用およびアロマテラピーについて説明した後、アロマテラピーに用
いられる精油の調合の実験を行い、「ハンガリー王妃の若返りの水」などを再現します。

魅力的の香り
香木、沈香、白檀、伽羅、乳香などを聞き楽しむ

フレグランス（香粧品用香料）のはなし
香料の語源、種類、用途および香りの表現法などについて説明します。またフレグランス
という言葉の意味、歴史、香りのタイプ、種類、香水の選び方と使用法などについても説明
します。

講 師

宮腰

司

司

司

宮腰

コーディネータ
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戦争の前夜
昭和天皇の即位は1928（昭和3）年11月であった。大正期の摂政から服喪、そして満州事変前夜に「即
位」する中で政治君主としての昭和天皇が形成された。済南事件、張作霖爆殺事件、不戦条約、軍縮問題
等を通じて形成された昭和天皇の政治的な側面をみていく。

満州事変
維新の元勲の多くが他界してから勃発したのが満州事変であった。政治決定の前面へと押し出された
天皇は、「事変」拡大の追認を繰り返すことで軍部台頭に拍車をかけてしまうことになる。昭和天皇は、
この戦争を、中国を、軍部を、国際社会をどうとらえていたのかをみていく。

2・26事件
昭和天皇は、天皇機関説、国体明徴、青年将校や2・26事件をどうみていたのか、そして、民衆はこれをど
うとらえていたのかをみていく。

聖戦と南京事件
蘆溝橋事件から日中全面戦争へと展開する中で、戦争に対する意思決定は大本営政府連絡会議一御前
会議という機構を形成するようになる。天皇は事態をどうとらえていたのかをみていく。

真珠湾への道
対米英開戦にむけて重要な決定は御前会議でなされた。天皇はこれにどう関与し、事態の推移をどうと
らえていたのであろうか。そして、民衆の世相はどうあったのかをみていく。

内 容 日 程

1

4

3

10/30（火）

12/4（火）

5 12/18（火）

11/20（火）

11/6（火）2
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

1222003
ウィキリークス以前 極秘文書の世界を紐解く
─真珠湾への道─

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

火曜日
13：00～14：30
40名
5回
15,000円
レジュメ資料
★

■講師紹介

　この講座では「真珠湾への道」を主題として、日本が満州事変から太
平洋戦争開戦へと至った経緯について、昭和天皇と宮中がその意思決
定にいかに関与したのか、その時々に民衆はどんな意識・本音を持っ
ていたのかについて、天皇側近の手記・日記、特別高等警察月報、極東
国際軍事裁判押収文書、昭和天皇独白録といった戦中・戦前の各種治
安情報資料などから紐解いていく。

 

川島 高峰 明治大学 情報コミュニケーション学部・准教授（政治学博士）
主著『流言投書の太平洋戦争』講談社学術文庫、訳書『昭和天皇』講談社学術文庫（2001年米国ピュリッツァ賞受賞作品）。
編集・解説『敗戦時全国治安情報』（全7巻）、監修・解説『占領軍治安諜報月報』（全14巻）、監修・解説『米軍占領下の反戦平和運動』等、これまで多くの治安情
報史料の収集・編纂を行ってきた。

 かわ しま　たか  ね
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内 容 講 師

中澤

中澤

星野

中澤

中澤

日 程

1

4

3

10/15（月）

11/5（月）

5 11/12（月）

6 11/19（月）

10/29（月）

10/22（月）2

人生100年時代の自分の老後
自分の来し方と100歳までの人生のライフラインを描きながら、超高齢社会を
見すえた「自分らしい老後とは？」を考えます。　

60歳からの健康と医療
老後を楽しく生きるために、もっとも大切なのは「健康」です。けれども、年を重ねるごと
に病気の数は増えてくる。病院やかかりつけ医との上手なつきあい方、医療情報の取り
方と、老年期の健康と病気に関するノウハウを学びます。
介護と医療にかかるお金
介護は突然やってくる。そのときのために知っておきたいのが介護保険の知恵。それと、
介護と医療にはいくらかかるのか。医療と介護にかかるお金のストレスを軽減する方法
を学びます。

星野

成年後見制度を知る
認知症などで判断できなくなったとき、自分を守ってくれる成年後見制度。一見むずか
しいこの制度をわかりやすく説明し、制度を取り巻く問題点、利用する際の注意点など
も合わせて学びます。

7

8

11/26（月） 中澤

在宅医療を知る
国は「病院から在宅」へ、「施設から在宅」へと、大きく舵を切りました。その受け皿として
期待されているのが在宅医療です。医療と介護はこれからどう変わっていくのか。「在宅
ひとり死」も選択の可能性となる「在宅ケア」のあり方を考えます。

4

12/3（月） 中澤

怖がらないで、認知症
認知症はコワイ。そんな先入観が蔓延しています。でも認知症には治るものもあるし、治
療方法も進んでいます。大切なのは認知症を知ること。講師自身の介護経験を交えなが
ら、認知症治療の最前線情報を伝えます。

相続と遺言を学ぶ
自分らしい最期の準備のためには、トラブルが起こらないよう遺言をつくっておく必要
があります。相続の基本ともに遺言づくりのポイントを教えます。

終の棲家を考える
家族から夫婦ふたりへ、ふたりからひとりへと変わるにつれ、老後の住み方も変わって
いきます。自宅、高齢者住宅、高齢者施設・・・。介護が必要になっても自分らしく生きられ
る“終の棲家”とは？
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220004
おひとりさまの終活パート3
「自分力」を高める

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

月曜日
10：30～12：00
30名
8回
20,000円
レジュメ資料
★

■講師紹介

　今や人生100年時代。その長い老後に目標をすえ、終末期までを考
えなければいけない時代になりました。世界にも類のない高齢社会と
なった日本。「おひとりさまの終活　パート3」では、「パート１」「パー
ト2」の内容をさらに深め、老後を自分らしく生き、自分らしい最期を
迎える「自分力」を高めるためのノウハウを学びます。今は「おふたり
さま」の人たちも、いずれ「おひとりさま」になっていきます。「老後」が
頭の隅に引っかかり始めた方、今からその準備をしませんか？

 

星野 茂 明治大学法学部准教授
1959（昭和34）年生まれ。明治大学大学院法学研究科修了。主
たる研究対象は、家族をめぐる法律問題。「成年後見法と精神保
健福祉法」（判例タイムズ972号）、「わが国における同性愛者を
めぐる家族法上の諸問題」（法律論叢69巻4.・5・6号）、「わかり
やすい成年後見・権利擁護」（共編著 民事法研究会2009年）、「相
続回復請求権」（法律時報2011年1月号）などの論文がある。 

ほし  の    しげる

中澤 まゆみ ノンフィクション・ライター
1949年長野県生まれ。雑誌編集者を経てライターに。長年「女
性/異文化交流/移民/マイノリティ」をテーマにしてきたが、介
護を通して医療、福祉、介護の取材を積極的に手がけるように
なった。著書に『ユリ―日系二世ＮＹハーレムに生きる』（文芸春
秋）、『おひとりさまの「法律」』『男おひとりさま術』（いずれも法
研）、『おひとりさまの終活―自分らしい老後と最期の準備』（三
省堂）など。この秋に在宅医療についての新刊を出版する。

 なか ざわ     ま    ゆ     み
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日 程 内 容 講師

1 10/10
（水）

3 10/24
（水）

4 10/31
（水）

5 11/14
（水）

6 11/21
（水）

10/17
（水）2

浅沼
西村

浅沼
西村

浅沼
西村

浅沼
西村

浅沼
西村

浅沼
西村

日 程 内 容 講師

7

9

10

11

12

12/5
（水）

12/12
（水）

11/28
（水）

8

浅沼
西村

浅沼
西村

浅沼
西村

浅沼
西村

浅沼
西村
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

1220005
コミュニケーションは朗読から

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

水曜日
15：00～17：30
40名
12回
27,000円
レジュメ資料
★★★★

■講師紹介

　声に出して文学作品を読んでみる。その、心踊る楽しさを味わう講
座です。朗読を通して、コミュニケーション力を磨きましょう。
「上手く読む」ことよりも「あなた自身の個性を活かす」ドラマチック
な朗読を。受講生一人一人の「朗読」を探しながら、後期は一作品に焦
点を当て、発表会を組み立てていきます。
初心者・経験者問わず、「声を出すこと」「会話をすること」「感動を伝え
ること」を楽しみたい方のご応募をお待ちしております。声を出すこ
とで、健康な毎日を過ごす心と身体を目指していきましょう！

 

浅沼 ゆりあ 演出家（劇団「害獣芝居」主宰）
兵庫県宝塚市出身。2007年明治大学文学部文学科演劇学専攻
卒業。在校時に、詩の朗読を視覚的に演出した朗読舞台を手が
け、演出活動を始める。言葉、身体、空間の解体と再構築が特徴的
な独自の演出方法を築き、「害獣芝居」の主宰として作品を発表。

 あさ ぬま     ゆ    り    あ

西村 俊彦 俳優・ナレーター
1983年東京都生まれ。2007年明治大学文学部文学科演劇学専
攻を卒業。卒業後は文学座附属演劇研究所に入所。2008年には
文学座公演『トムは真夜中の庭で』に出演。現在はマック・ミック
所属俳優・ナレーターとして活動中。

 にし むら    としひこ

声を出してみると…
声を出すことが好きな方も苦手な方も、まずは声
に出して文章を読んでみましょう。自己紹介など
を通じて、自分から発信する楽しさを探ります。

群読、コミュニケーション
群読、それはただ合わせて読むだけではありませ
ん。相手の息づかいを自分に取り込み、世界をさ
らに膨らませましょう。読みながら聴く、聴きな
がら読む。難しく聞こえますが、やってみると体
で分かってくるものです。

好きになる、感動を伝える
作品を好きになる。感動を伝えるにはもっとも重
要な事です。いくら朗読が上手くても、情熱がな
くては寂しいもの。作品への愛を、語り合ってみ
ましょう。

劇的空間、ドラマチック朗読
ドラマチックな朗読、とは何でしょうか？聴き手
として朗読に触れてみると、あらためてその意味
が体に染みてきます。一つのイメージに向かっ
て、全員で羽ばたいてみましょう。

12/19
（水）

発表会へ向けて 1
いよいよ発表会へ向けての練習に入ります。今ま
で学んできたことを確認しつつ、一つの作品を作
り上げていきましょう。

1/16
（水）

発表会へ向けて ２
発表会で大事なこと、それは力まないこと。肩に
力が入った状態では自分の力を活かせません。リ
ラックスしてのびのびと練習してみましょう。

浅沼
西村

1/23
（水）

発表会
今回の講座の集大成として、発表会を行います。
実際に自分の朗読を人前で発表することを体験
してみましょう。一つの作品を作り上げること
は、自分自身への自信につながります。

健康の秘訣は腹式呼吸にあり
長い文章を大きな声で読むには呼吸が肝心です。
自分の呼吸をより深いものにするため、腹式呼吸
の練習をします。健康のヒントも、腹式呼吸に潜
んでいるんですよ。

届ける、受けとめる
誰が、誰に、何を、どんな状況で伝えるのか。日常
生活では無意識の内に出来ている事を、改めて考
えてみましょう。言葉を届ける、受けとめる。難し
いようで簡単、簡単なようで難しい会話の世界に
飛び込みます。

重なる声、広がる空間
一人で読むのも味わい深いですが、何人もで読む
群読、これがまた気持ちいい。一人の時には見え
なかった景色が、聞こえなかった音が、空間に立
ち上がります。さぁ、群読の世界に浸りましょう。

僕らはみんな、日本語の達人
なにげなく使っている日本語。英会話、と言われ
ると困る事も多いですが、日本語ならばお手の
物。しかし朗読となると、うまくいかない場合も
多いはず。その原因を探り、あなたらしい自然な
語り口を身につけましょう。

制限のない旅、朗読
ここは、宇宙。この一文だけでそこは宇宙に。言葉
が生み出す想像力は、まさに無限。朗読の持つ、ダ
イナミックな舞台転換に酔いしれましょう。
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内 容 講 師

須永

恒川
須永

恒川

恒川

恒川

恒川

恒川

須永

須永

須永

須永

42 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220006
オペラの愉しみ

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

土曜日
10：30～12：00
40名
11回
24,000円
DVD、ビデオ、CD、レジュメ資料
★★

　「一つのアリアに何が詰まっているか？」それが歌われる場面、時代
背景、作曲者、原作等々について興味は次々と広がります。16世紀イ
タリアのフィレンツェに古代ギリシャ劇復興を目して発したとされ
るオペラ、この諸芸術の織成す「総合芸術作品」は、19世紀にはほぼ頂
点を極め、その後も様々の余生？を楽しんで尽きず、むしろ昨今オペ
ラへの関心はますます盛んです。今期もまた何作かを選んで共に鑑賞
しながらオペラの多様な愉しみを探りたいと思います。

日 程

ポッペアの戴冠（モンデヴェルディ）1

カプリッチオ（R.シュトラウス）5

カプリッチオ（R.シュトラウス）4

ポッペアの戴冠（モンデヴェルディ）3

10/6（土）

12/15（土）

12/1（土）

10/27（土）

10/20（土）

1/12（土）

3/2（土）

3/9（土）

2/23（土）

2/9（土）

1/26（土）

ポッペアの戴冠（モンデヴェルディ）

トゥーランドット（プッチーニ）

トゥーランドット（プッチーニ）

トゥーランドット（プッチーニ）

カヴァレリア・ルスティカーナ（マスカーニ）

質疑応答

カヴァレリア・ルスティカーナ（マスカーニ）

2

6

10

11

9

8

7

 

■講師紹介

須永恆雄 
東京都立大学人文学部修士課程修了後、信州大学を経て、現職。
訳書に『モーツァルトのベースレ書簡を読む』（シンフォニア）、
『指揮者とオーケストラの間』（同）、『ウィーンの内部への旅』（彩
流社）、『マーラー書簡集』（法政大学出版）など。

す  なが  つね  お

恒川 隆男 元明治大学文学部教授
東京大学文学部修士課程修了後、東京大学、津田塾大学を経て、
明治大学文学部教授。著書に『二つの世界のオイディプス』（白水
社）など。

 つね かわ   たか   おコーディネータ
明治大学法学部教授
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日 程 内 容 

1 10/5
（金）

3 10/19
（金）

4 10/26
（金）

5 11/2
（金）

10/12
（金）2

日 程 内 容 

8 11/30
（金）

6 11/9
（金）

11/16
（金）7

■講師紹介

江波戸 昭 明治大学名誉教授
1932年東京生まれ。1955年東京大学理学部地理学科卒業。1960年同大学院博士課程修了、理学博士。1965年明治大学商学部専任講師を
経て助教授、教授、2002年名誉教授。経済地理学専攻、かたわら民族音楽の研究を続けている。近著に「世界の音 民族の音」（青士社）、「民族
音楽CD200-世界の音を聴く」（立風書房）、「世界の音を訪ねて」（リバティアカデミーブックレット）など。

 え    ば   と    あきら

”タタールのくびき”後のロシア
１５世紀にようやくタタールのくびきを脱して東方に進
出し、モンゴルを受け継いで大国にのしあがったロシアの
音楽は、日本ではソ連時代の新歌曲がさかんに歌われたも
のの、伝統の地方民謡や音楽は、ほとんどモスクワから発
信されませんでした。今回はロシア本来のひなびて素朴
な、むら歌チャストゥーシカを中心にお聞かせしましょ
う。

東方色の強いマジャールの伝統
５世紀のころから、東方から進出してきたマジャール（フ
ン）族の地ハンガリーは、第１次大戦まで広く周辺各地を
含む東ヨーロッパの大国でした。東方系の色彩が強く残る
マジャールの音楽は、現在のハンガリーばかりでなく、
ルーマニアをはじめとする周辺各国、さらに民族の祖地と
されるウラル・ヴォルガ地方にまで共通した味わいをそな
えています。新しく東方からやってきたロマがさらに彩り
を加えています。

合唱にささえられたバルト三国
この地をとりまくスラブとゲルマンの大国にいためつけ
られてきたバルト海沿岸の人々が、共通して何よりの心の
よりどころとしてきたのが伝統の合唱でした。ソ連支配下
にあってなお、三つの民族（ラトビア、リトアニア、エスト
ニア）は系譜こそちがえそれぞれのアイデンティティの象
徴として、伝統的合唱を力強く歌いつづけ、はげましあっ
てきたのでした。

森と湖の国スオミ
スオミを自称する国フィンランドも、ハンガリーやエスト
ニアと同じ東方からの民族の末裔の地。東西スラブとゲル
マンの大国にいためつけたれながらも”フィンランディ
ア”を高らかに歌って民族の伝統と誇りを守りついできま
した。カレワラを吟じ、カンテレを爪弾く、”詩と歌の国”で
もあります。ただし、カレワラの地元、カレリア地方は今も
ロシア領にくみこまれています。

9 12/7
（金）

北のゲルマンの王者スウェーデン
スカンジナビアの大国スウェーデンは、”足りないものは
光だけ”という豊なところ、その足りない光をありったけ
楽しもうというのが夏至祭りです。人々は村中総出で祭り
の衣装をつけ、メイポールをかこみ、中世以来の弓奏楽器
フェーレ（ヴァイオリン）や鍵盤つきのニッケルハルパを
弾きまくり、よっぴて踊るのです。祭りはまた、歌の祭典に
もなっています。

10 12/14
（金）

ヴァイキングとサーミのノルウェー
大西洋に面する山地とフィヨルドの国ノルウェーは、牧
畜・漁撈と、ヴァイキングの名で知られた、大型船を利用し
てのヨーロッパ全海域─北海から地中海におよぶ人と物
の交流の地。牧笛を吹き、家畜集めの叫び声を使っての民
謡、祭りでは共鳴弦つきのフェーレが必須の存在です。北
方のスカンジナビア一帯にかけては、これも東方からの北
方民族サーミがトナカイを追い、ヨイクを歌って楽しんで
います。

ウクライナとベラルーシ
大国ロシアの陰にあってあまり表に出てこなかった地域
ですが、実は、ロシア（ルーシ）の起源でスラブの中心はキ
エフでした。東スラブの伝統に培われた音楽の本質は、こ
の地にドゥーマの詩やバンドゥーラを手にした吟遊詩人
コブザーリによって受け継がれているのです。さらに西へ
とつづくカルパチア山地にも多くの古層文化が残されて
います。

ヨーロッパの中心を誇るチェコ文化
”百塔の街”と呼ばれるプラハに象徴されるように、チェコ
の人たちはヨーロッパ文化の中心はここにあると口をそ
ろえます。スラブとゲルマンのはざまにあたるこの地は、
まぎれもなく両者が見事に凝集した豊かな民族文化を形
成してきました。音楽や舞踊、もちろん民謡にそのすばら
しさはいかんなく発揮されているところです。東部のモラ
ヴィアと西部のボヘミアには、またそれぞれの個性がみら
れます。

テンポ・ルバートの地ポーランド
１０世紀のころバルト海から黒海に達する大国だった
ポーランドは、その後周辺列強によって何回も分割され、
祖国を失うという悲劇に見舞われてきました。そうしたな
かでポーランド民族を結びつける絆となってきたのが音
楽、とくにショパンの曲にもみられる自由で繊細なテン
ポ・ルバートの歌や踊りでした。北の平野から南の山岳に
かけての各地にそれは展開しています。

緑の牧場のスロヴァキア
スロヴァキアは一時一緒になっていた西のチェコとち
がって、東方や南方からの影響を強く受けてきた牧民の
地。ポーランドに接する北辺は東ヨーロッパの屋根ともい
えるタトラ山地が東西につづき、その南麓に”おお牧場は
緑”の牧草地が広がって、笛の女王フヤラをはじめとする
各種の牧笛がのどかに響いています。歴代の支配者に対す
る無法者（パルチザン）の活躍してきた地でもあります。
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220007
民族音楽紀行

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

金曜日
18：30～20：30
40名
10回
20,000円
レジュメ資料
★★

　　昨年度、改めてユーラシア大陸の旅に出て、今年は２年目。シルク
ロードを経て西へ、カスピ海、カフカースの地に達したところで、さら
に西から北へと進みます。東スラブから西スラブ、そしてゲルマン北
部のスカンジナビアへと向かうのですが、常に東方との結びつき、す
なわち、フィン・ウゴールをはじめ、チュルク・モンゴルなどの動きを
視点にいれて廻っていきたいと思っています。
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220008
日本の伝統芸能（講談・落語・浪曲）を学ぶ・楽しむ

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

金曜日（10/27は土曜日）
15：00～16：30
30名
8回
20,000円（入場料込み）
レジュメ資料
★

　日本の伝統芸能である講談、落語、浪曲のトッププロにより、それぞ
れの話芸についての講義の後、話芸の実演をしていただきます。伝統
芸能を楽しみたい方、日本を再発見したい方、話し方のスキルを向上
させたい方にお薦めします。座学だけでなく、寄席および寄席周辺の
史跡を探訪するフィールドワークが２回（人気若手講談師のガイド付
き）あることもこの講座のウリです。ちなみに、寄席の入場料は受講料
の中に含まれています。

 

■講師紹介

新田 功
明治大学大学院博士後期課程退学。明治大学政治経済学部卒業
後、同学部専任助手、専任講師、助教授を経て1995年より現職。
専門は、統計学・経済統計学。主著に『同時に学ぶExcelと入門統
計学』(ムイスリ出版)、『経済・経営時系列分析』(共著、白桃書房)、
『複雑系と相場』(共訳、白桃書房)、『カオスと資本市場』(翻訳、白
桃書房)等多数。

にっ  た　いさお さん ゆう てい   ゆうじゃく

三遊亭 遊雀 落語真打
1988年三代目柳家権太楼に入門。1996年NHK新人演芸大賞
（落語部門）受賞。2001年真打昇進。2006年三遊亭小遊三一門
に入り、遊雀を名乗る。2008年度国立演芸場花形演芸大賞受
賞。

 

澤 孝子 日本浪曲協会会長
1954年浪曲師二代目広澤菊春に入門。1973年NHK第1回浪
曲新人コンクール最優秀賞受賞。1982年芸術祭優秀賞受賞。

さわ   たか  こ

宝井 琴柑 講談二ツ目
山形大学卒業後、出版社勤務を経て2006年に宝井琴星に入門。
若手講談師のホープ。当講座ではフィールドワーク案内係担当。

たから い     きん かん

東家 浦太郎 日本浪曲協会相談役
1955年東家楽浦に入門。1995年二代目浦太郎襲名。1987年
文化庁芸術祭芸術祭賞受賞。1990年芸術選奨文部大臣新人賞
受賞。2002～ 03年第15代日本浪曲協会会長。

あずまや     うら   た   ろう

宝井 琴調 講談真打・講談協会理事
1974年五代目宝井馬琴に入門。1985年真打昇進。1987年四
代目宝井琴調を襲名。講談協会理事。落語協会に所属し新宿末廣
亭、上野鈴本などの寄席で常時口演。

 たから い     きんちょう

 

瀧川 鯉昇 落語真打・落語芸術協会監事
1975年八代目春風亭小柳枝に入門。1990年真打昇進、春風亭鯉昇
となる。2005年「春風亭」改め瀧川鯉昇を名のる。1983年NHK新人
落語コンクール最優秀賞受賞。1984年国立演芸場花形若手落語会金
賞受賞。1985年第5回国立演芸場若手落語会金賞銀賞の集い大賞受
賞。1988年度にっかん飛切落語会若手落語家奨励賞受賞(1989年度
にも同賞を受賞)。1996年文化庁主催第51回芸術祭優秀賞受賞。

たき がわ     り しょう

 

一龍齋 貞心 講談真打・講談協会理事・事務局長
15歳から映画に出演し、その後テレビやラジオに俳優として出
演した後、1970年に六代目一龍齋貞丈に師事。1980年真打に
昇進。貞心と改める。1981年文化庁芸術祭優秀賞受賞。2000年
文化庁芸術祭優秀賞受賞。 

いちりゅうさい   てい しん

コーディネータ
明治大学政治経済学部教授

内 容 講 師

三遊亭遊雀

澤孝子

宝井琴調

宝井琴柑

宝井琴柑

瀧川鯉昇

東家浦太郎

一龍齋貞心

日 程

1 10/5（金）

4 10/27（土）

3 10/19（金）

10/12（金）2

5 11/2（金）

8 11/30（金）

7 11/16（金）

11/9（金）6

寄席に行こう！
落語に寄席に興味のある皆さん！CDも素敵ですが、寄席へお運びください。寄席通への秘伝伝授！

　　　　　　　　 日本橋周辺の史跡と講談の寄席探訪
12:30　現地集合。芸能にまつわる史跡探訪とお江戸日本橋亭での講談鑑賞。
                         浅草周辺の史跡と浪曲の寄席探訪
12:30　現地集合。芸能にまつわる史跡探訪と浅草木馬亭での浪曲鑑賞。
古典落語を堪能しよう
演目は当日のお楽しみ。
浪曲を唸ってみよう
浪曲の名曲を三味線にあわせて唸ってみよう。三味線・伊丹明
カルチャー講談「生活(くらし)に生きる江戸文化・暮れの歳時記」
カルチャー講談の後、講談一席。

忠臣蔵の世界
講談「赤垣源蔵徳利の別れ」、「中村仲蔵」

浪曲を楽しもう！
澤孝子「女人平家」、澤勇人「裸川」、三味線・ 佐藤貴美江。

フィールドワーク　　

フィールドワーク　　
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内 容 講 師日 程

1

4

3

5

6

7

8

9/29（土）

11/10（土）

11/17（土）

11/24（土）

12/1（土）

12/8（土）

10/27（土）

10/13（土）2

田中 寅彦 九段
1957年生まれ、大阪府出身。故・高柳敏夫名誉九段門下。タイトルは棋聖1
期獲得。1994年九段に昇段。竜王戦は3組、順位戦はC級1組在籍。新人王戦、
NHK杯戦等6回の優勝経験を誇る。将棋大賞は勝率第一位賞などを計10回
受賞し、通算600勝を達成し将棋栄誉賞を受賞。

た   なか   とら ひこ
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220009
将棋の世界に学ぶ

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

土曜日
10：30～12：00
60名
8回
20,000円
レジュメ資料
★

　今時のゲーム機からみれば、変哲のない盤と駒。これを相手に、日
毎、深夜にいたるまで、脳髄を絞りに絞る。それも、記憶力はあきれる
ばかりの異能、変人、奇人の人々。そういえば、将棋には「親の死に目に
も会えぬ」との物騒な言葉まであるそうな。ここには一体どんな魔性
が潜むのでしょう。そんな世界の一端を、豪華な講師陣の語りと共に、
チョイト覗いてみませんか。将棋に関心のない方も、トリコになるや
もしれません。

金子 光男 
主著『汚水処理の社会史』他。将棋歴は60年ほどで棋歴は長く四段位の免状を取得しております。しかし、
現在は指す機会もなく、今や実力は二段ソコソコでしょう。将棋から多くを学んでいる、と自認していま
す。そうした学びをわが生徒たちに少しでも伝えたいと思うのですが、ナカナカかないません。残念です。
1943年生まれ。棋歴60年。現在は学校長として、生徒達に自ら将棋で学んだ数多くの経験を伝える。

 かね  こ　  みつ   お コーディネータ
明治大学政経学部教授（経済学博士）／付属高等学校・中学校校長 四段

田丸 昇 八段
1950年生まれ、長野県出身。故・佐瀬勇次名誉九段門下。2011年、現役勤続
40年。1991年八段に昇段。竜王戦は6組、順位戦はフリークラス（A級―1期）
在籍。

た  まる   のぼる

羽生 善治 二冠（王位・棋聖）
1970年生まれ、埼玉県出身。二上達也九段門下。永世名人・永世王位・名誉王座・永世棋
王・永世棋聖・永世王将の資格を得る。名誉NHK杯選手権者。竜王6期、名人7期タイト
ル獲得。タイトル戦通算登場回数108回、獲得数81期（史上単独１位）。1994年九段に
昇段。1986年度以降数々の将棋大賞、特別将棋栄誉賞等を受賞。棋戦優勝40回。

は    ぶ　  よし はる

山口 恭徳
1958年生まれ、東京都出身。1976年明治大学政治経済学部入学、1980年
同大学卒業。現在、日本将棋連盟文化芸術振興局資料課課長。朝日小学生新
聞に朝小将棋教室を連載中。

やま ぐち　やす のり

堀口 弘治 七段
1961年生まれ、東京都出身。加藤博二九段門下。2003年七段に昇段。1985
年若獅子戦優勝。竜王戦は５組、順位戦はフリークラス在籍。

ほりぐち　こう   じ

早水 千紗 女流二段
1982年生まれ、東京都出身。故・高柳敏夫名誉九段門下。2005年女流二段
に昇段。2007年から2009年まで東京都立忍岡高等学校で特別非常勤講師
（将棋の授業）。北京学生将棋大会に5年連続で大会審判を務める。

はや みず　  ち    さ

勝又 清和 六段
1969年生まれ、神奈川県出身。石田和雄九段門下。2007年六段に昇段。竜
王戦は４組、順位戦はC級２組在籍。

かつ また　きよ かず

将棋は日本人の宝、
次世代に伝えよう

本講座の狙い：
オマケとして「将棋と私」

将棋名人400年史

将棋の持つ多様性

新聞将棋の始まりと発展

世界の将棋から見た
日本文化の考案

将棋の教育的効果
～学校・国際交流の現場から～

将棋戦術の変遷
～タイトル戦を鑑賞しよう～
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220010
ア・ミュージアム―『知』の玄関への招待―

パート12

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント
会　場

水曜日
13：00～14：30
30名
10回
28,000円（入館料込み）
利用案内　レジュメ資料
★★

■コーディネータ

　ミュージアムは、人間文化や自然環境をより深く理解するために、人類が創りあげた
偉大な装置の一つです。「ア・ミュージアム」は、アミューズ（愉しませる）とミュージア
ムの複合語で、当講座は、「知の玄関」シリーズの第12弾です。
　都内にある著名なミュージアムをステージに活躍する館長、教授、学芸課長・主任学
芸員級もしくは専門分野のエキスパートに講師をお願いし、ミュージアムの特色や社
会的な役割、名品逸品の解説、展示の見所、鑑賞のツボなどをお話しいただきます。
　講師は、次世代に継承すべき文化資源に詳しい「知の水先案内人」あるいは魅力的な
展示空間を演出する「知の匠」として、やさしく、深く、面白くお話しします。
　皆様の知的好奇心や美意識を呼び覚まし、心に寄り添うお話がきっとあるはずです。
「知」の玄関で愉しみつつ学び、「知」の地層をより重厚にしていただければ幸いです。
　今回は、安村・板橋区立美術館館長の特別講義から浅岡・中京大学教授の展示解説ま
で毎回興味満載の内容です。ミュージアムの魅力をもっと知りたい方、名品逸品や文化
的・科学的な活動について、めったに聞けない話を聞きたい方に受講をお勧めします。

伊能 秀明 明治大学中央図書館事務長
当講座は、受講者の根強いご支持でパート12を迎えました。ミュージアムは、乗り降り自由の「知」のプラットフォームです。今後とも「知」の水先案内人
として、皆様との橋渡し役を務められれば幸いに存じます。

  い  よく   ひで あき

日 程 内 容 

1 9/26
（水）

3 10/17
（水）

4 10/31
（水）

5 11/7
（水）

10/3
（水）2

日 程 内 容 

7

9

10

6

12/19
（水）

1/9
（水）

11/21
（水）

8

1/16
（水）

1/30
（水）

第1講のみアカデミーコモン11階教室
第2～ 10講は各館（現地集合・解散）

  やす むら    とし のぶ

安村 敏信 板橋区立美術館館長
特別講義　魅力ある江戸絵画
江戸時代は、様々な階層の人達が美術に親し
めた珍しい時代です。上方や江戸で個性的な
画家が輩出し、庶民も値段の安い版画が楽

しめました。この魅力あふれる江戸絵画の楽しみ方をお話
ししてゆきます。

  たつ  み    きよし

辰巳 清 アミューズミュージアム館長
ＢＯＲＯ　美しいぼろ布展～日本人は何を失い、何を守ってきたのか？～
ＢＯＲＯはいま、世界のアートシーンで通用する言
葉になりつつあるといいます。大切な布を少しで
も長持ちさせるためにかけられた膨大な手間と時
間。かけがえのない家族のために培われた手仕事
の技術と美的感覚。粗末なぼろ布にあらわれた、

思いがけない美の世界が、現代を生きる我々に根源の問いを突き
付けているようです。

  はし もと   の    の    こ

橋本野乃子 長谷川町子美術館学芸員
長谷川町子が愛したものたち
長谷川町子美術館は、「サザエさん」で知られる漫画
家・長谷川町子(1920-1992)の蒐集美術品をもとに
設立された美術館です。町子没後も作品収集を続け、

現在約740点の収蔵作品を有します。今回は、美術館設立の基盤とも
なった1985年以前のコレクションを主に展示し紹介いたします。

たか はし   きみ   や

髙橋 公也 消防博物館館長
消防の変遷と消防博物館20年のあゆみ
江戸時代の消防に関する絵図、消火道具や明
治時代以降の消防機器の実物を通じて、消防
の歴史のほか、現代の消防制度をご案内し、

歴史から学ぶ防災教育を行います。また、2012年12月に開
館20周年を迎える当館のあゆみを紹介します。

あさ おか   くに   お

浅岡 邦雄
出版検閲と内務省委託本
戦前期の日本では、中央官庁の一つであった
内務省が出版物の検閲を行っていました。千
代田図書館の「内務省委託本（実際に検閲に

使用された原本）」から読み取る検閲の実態について、解説
と展示見学で分かりやすく紹介します。

お  がわ   かず  お

小川 和夫 財団法人目黒寄生虫館館長
目黒寄生虫館　標本の世界
医学博士亀谷了が私財を投じて創り上げた目黒寄
生虫館も、まもなく創立60周年を迎えます。「寄生
虫」と聞くだけで敬遠される方もいらっしゃるかも

しれませんが、その生き方は実に多彩で興味深いものです。LED
ライトに照らし出された標本の世界を、是非体感してください。

  ま   いえ    かず   お

真家 和生
日本人のくらしの知と美を体験する
大妻女子大学の創設者大妻コタカの生涯や日本の
女子教育史の一端について、展示と解説で紹介し
ます。後半は、当館のテーマ「日本人のくらしの知と

美」に沿って、本学の出発点である女性の技芸を体験していただく
ため、鳴瀬麻子学芸員の指導で「こぎん刺し」の制作に挑戦します。

  ち    ば　  ゆう  こ

千葉 優子 宮城道雄記念館資料室室長
《春の海》の魅力―音楽と随筆と自然―
お正月になると必ず聞こえてくる《春の海》の
作曲家宮城道雄は、盲目というハンデを乗り
越え、随筆家としても活躍しました。その生涯

と業績、また彼が開発した新楽器などを、その独特の感性
とともに紹介します。

かな もり   よお

金森 陽 財団法人千秋文庫学芸員
佐竹家ゆかりの博物館
当館は、旧秋田藩主佐竹家第34代当主義春
侯の家令である小林昌治氏が、宗家に伝わる
貴重な歴史資料を譲り受け創設した博物館で

す。企画展「戦いのしるし―古戦場絵図・武具図展」と併せ、中
世から近世にかけての武家の興亡の歴史をご紹介します。

  まさ   き     ゆう  じ

昌木 裕司 帝国データバンク史料館 課長
信用調査業の歩みを広く、深く体感する
帝国データバンクは「実業道徳の興隆、信用
取引の発達を図る」ことを目指して1900年
に後藤武夫が創業しました。信用調査業界の

歴史と、武夫の挑戦と苦労のエピソードを織り交ぜながら、
案内します。

大妻女子大学教授
大妻女子大学博物館学芸員

中京大学文学部
言語表現学科教授
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内 容 講 師

鈴木

萩原

鈴木

萩原

鈴木

日 程

1

4

3

11/10（土）

12/1（土）

5 12/8（土）

6 12/15（土）

11/24（土）

11/17（土）2

モダン・フォーク
1960年代に流行ったモダン・フォークは、美しいハーモニーがファンの心をとらえま
した。代表格はピーター・ポール＆マリーとブラザース・フォー。誕生秘話を含めて二つ
のグループについて十分に語ります。

シカゴ・ブルース
南部生まれのブルースが1950年代にシカゴで大爆発。｢モダン・ブルース」とも呼ばれ、
ローリング・ストーンズに影響を与えたマディ・ウォーターズが脚光を浴びます。ロック
との関わりも交え、その歴史を語ります。
ウェスタン・スウィング
スウィング・ジャズ黄金時代、テキサスから誕生したカントリーのジャズ化といわれる
ウェスタン・スウィングが誕生しました。その興味深い歴史と、ボブ・ウィルズ、他のスタ
ー・バンドを語ります。

鈴木
萩原

面白ルーツ・ミュージック対談
アメリカン・ポップス＆ロックの原点といえるルーツ・ミュージックは話題に事欠きま
せん。講師のお二人に、懐かしいジャンル、知られざるジャンル、覚えておきたいジャン
ルなどを自由奔放に語っていただきます。

カントリー・ブルース
1920年代から40年代前半にかけて、アメリカ南部で生まれたアコースティック・ギタ
ー・ブルース=カントリー・ブルース。ロバート・ジョンソン伝説を中心に、スライド・ギ
ター・ブルース、ジャグ・バンドなどを語ります。

ウェスト・コースト・サウンド
1960年代後半から70年代にかけて、甘美で爽やかに響く音楽が大流行しました。ビー
チ・ボーイズ、ドゥービー・ブラザーズ、ザ・バーズ、その他、話題を集めたバンドのヒット
を聴きながら、その歴史を語ります。

 

講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220011
アメリカン・ミュージックの様式美

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

土曜日
15：00～16：30
30名
6回
19,000円
レジュメ資料
★

■講師紹介

　アメリカン・ポップス＆ロックの歴史を紐解くと、ルーツ・ミュー
ジックにすでに魅力的な音楽スタイルが存在しています。その多く
は、今日隆盛を誇るアメリカン・ミュージックと密接な関係を保って
おります。本講座は、こうした背景からスター誕生の側面を支えた様
式美とも思える素晴らしいルーツ・ミュージックを探りながら、その
本質を徹底的に掘り下げて紹介します。著名な音楽評論家、鈴木カツ
氏と萩原健太氏をお招きして、音と映像とともにルーツ・オブ・アメリ
カン・ミュージックの魅力を分かりやすく語っていただきます。

 

鈴木 カツ 音楽評論家
日本大学芸術学部卒。アメリカン・ポップス＆ロック評論家、復
刻ＣＤプロデューサー。主な著書に「ロカビリービート」「ディラ
ンズ・ビート」（シンコー・ミュージック）、「こだわりアメリカン・
ルーツ・ミュージック事典」（ＮＨＫ出版）、「ロック＆ポップス名
曲事典300」（ヤマハ・ミュージック）など。 

 すず　き

小畑 精和
京都大学大学院博士課程とモントリオール大学大学院博士課程を単位取得退学。主著『「ヌーヴォー・ロマン」とレアリストの幻想』(明石書店)、『越境する
想像力』(共著、「モダニズムの越境」第一巻、人文書院)など。訳書『やぁ、ガラルノー』(彩流社)など。駿河台下にある音楽バー Woodstock Cafeのマスター
A氏と意気投合し、この講座を共同で企画。 

お   ばた   よし かず

萩原 健太 音楽評論家
早稲田大学法学部卒。音楽評論家/DJ/プロデューサー。テレビ/
ラジオ番組にも出演。レコード制作など多数。主な著作:『ロッ
ク・ギタリスト伝説』(アスキー新書)、『ポップス・イン・ジャパン』
(新潮文庫)、『ロックンロールの時代』(シンコー・ミュージック)。
編著:『ビートルズCDガイド』、『ボブ・ディラン・ディスク・ガイ
ド』(ミュージック・マガジン)。 

 はぎ わら   けん  た

コーディネータ
明治大学政治経済学部教授
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日 程 内 容 講師

1 9/25
（火）

3 10/23
（火）

4 11/13
（火）

5 11/27
（火）

10/9
（火）2

丹藤
井戸田

丹藤
井戸田

丹藤
井戸田

丹藤
井戸田

丹藤
井戸田

日 程 内 容 講師

6

7

9

10

1/15
（火）

1/29
（火）

12/18
（火）

8

海野
井戸田

海野
井戸田

丹藤
井戸田

丹藤
井戸田

丹藤
海野
井戸田

[合唱]上を向いて歩こう(永六輔 作
詞/中村八大 作曲)

真夜中のギター (吉岡オサム 作詞/
河村利夫 作曲)・
どこかで春が・そりすべり
マイウェイ(ポール・アンカ 作詞/Ｃ.
フランソワ 作曲/中島淳 日本語訳)・
どこかで春が・そりすべり

復習日

2/26
（火） 発表会リハーサル

3/5
（火） 発表会

くちなし(高野喜久雄 作詞/高田三郎 
作曲)・上を向いて歩こう

そりすべり(スキャット/ルロイ・アン
ダーソン)

[合唱]どこかで春が(百田宗治 作詞/
草川信 作曲/平吉毅州 編曲)・
そりすべり

[２重唱]さびしいカシの木(やなせた
かし作詞/木下牧子作曲)・
上を向いて歩こう

日 程 内 容 講師

A 10/2
（火）

C 11/20
（火）

10/16
（火）B

丹藤
井戸田

丹藤
井戸田

丹藤
井戸田

日 程 内 容 講師

D

E 1/8
（火）

12/11
（火）

丹藤
井戸田

丹藤
井戸田

Lascia ch'io pianga:私を泣かせ
て(ヘンデル)

Santa Lucia:サンタルチア・
O mio babbino caro:私のお父様

復習日Lascia ch'io pianga:私を泣かせて

Santa Lucia:サンタルチア(コットラウ 作曲)・
O mio babbino caro:私のお父様(プッチーニ)
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220012
12220013

コンサートホールで歌おう！
─日本と世界の名曲─

講義概要
曜　日
時　間
定　員
　

教　材

火曜日
10：30～12：00
50名

レジュメ資料

　講師が歌唱指導を丁寧に行い、毎回アカデミーコモンのコンサート
ホールでピアノと共に斉唱または合唱します。音響抜群の広い空間で
声を出すことにより心と身体の解放、感情を共有する喜びを参加者の
皆さんに体験していただきます。オプションとして、外国の作品を原
語で歌うコースを設けています。発音・単語の意味など、時間をかけて
指導して行きます。両コースとも、復習を取り入れながら、最後の発表
会に向けてまとめ上げて行きます。

■講師紹介

丹藤 麻砂美 （ソプラノ）桐朋学園大学非常勤講師
桐朋学園大学卒業。同大学研究科修了。ザルツブルグに留学し研鑽を積む。二期会オペラ・プロ
フェッショナルコース第６期修了公演にてプーランクのモノオペラ「人間の声」を好演、修了時に
中山悌一賞受賞。 日本オペラ団体連盟主催「ヘンゼルとグレーテル」グレーテルでオペラデビュー
後、海外公演も含めた多数のオペラに出演している。またドイツリート・フランス歌曲・イタリア近
現代歌曲・日本歌曲等にも幅広いレパートリーを持ち、近現代歌曲のコンサートにも多数出演して
いる。近年 美空ひばりの歌で知られる「一本の鉛筆」のカヴァーＣＤを発売、新たな境地で好評を
博している。現在、桐朋学園大学非常勤講師。日本演奏連盟会員。東京室内歌劇場会員。二期会会員。

 たん とう     ま    さ    み

海野美栄 （ソプラノ）二期会会員（12/18・1/29発表会）
フェリス女学院大学音楽学部卒業、同大学院修士課程終了。学部
卒業時に三宅賞受賞。二期会オペラスタジオマスタークラス修
了。読売新人演奏会出演。大学院在学中、神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団と共演。二期会公演ブリテン「真夏の夜の夢」に出
演。友愛ドイツ歌曲コンクール入選。現在、東京二期会、東京室内
歌劇場各会員。

 うみ  の    み    え

井戸田起世子 つぼみの会主宰
国立音楽大学ピアノ科卒業。故四家文子氏のもとで歌曲伴奏者として活動を始める。
その後ドイツに学び、アーヘンにて室内楽ピアニストとして数々の演奏会に出演、好
評を博す。2011年7月ドイツ・イエナ大学にて、本講座受講生を中心としたコーラス
グループと共に日独修好150周年交歓コンサートを開催、好評を博す。尚美高等音楽
院講師を経て、「つぼみの会」ピアノ教室を主宰。日本ピアノ教育連盟会員。

 い    と    だ    き    よ    こ 井戸田 総一郎
慶應義塾大学大学院修了。アーヘン工科大学大学院文学研究科においてDr.phil.の
学位を取得。ドイツ文学専攻。2007年秋ワイマールGoethe-Nationalmuseumに
おいて、ゲーテの音楽劇「プロゼルピーナ」に関する講演を行った。明治大学と
ウィーン大学の共同シンポジウムを連続10回にわたって組織している。著書に、
„Berlin und Tokyo ‒ Theater und Hauptstadt“（iudicium Verlag, 
München）、『演劇場裏の詩人 森鷗外』（慶應義塾大学出版会）などがある。

い    と    だ     そう いち  ろう

10回（日本語コース）
15回（日本語+外国語コース）

日本語コース 30,000円
日本語+外国語コース 45,000円

日本語コース ★★
日本語+外国語コース ★★★

日本語コース

外国語コース

回　数

受講料

ポイント

12220012
12220013

 コーディネータ
 明治大学文学部教授
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220014
１０１年目の辛亥革命・中華民国から考える
－明大アジア史講座No.(16)－

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

火曜日
15：00～16：30
40名
5回
13,000円
レジュメ資料
★

　2012年は辛亥革命101周年、中華民国成立101年目にあたります。
100周年の昨年は日本でも各地で記念行事がおこなわれましたが、学
術レベルでは、辛亥革命と革命によって誕生した中華民国に対して、さ
まざまな角度からとらえなおしが進められています。「孫文らが清朝を
倒して中華民国を樹立したが、混乱はつづき、毛沢東らが革命を完成さ
せた」という教科書的な理解から離れ、辛亥革命・中華民国の諸相から
現代中国の諸問題を考えます。
　歴史好きな方、中国や日中関係に関心のある方の受講を歓迎します。

秋山 洋子 中国女性史研究会
専門は、中国の女性学、近現代中国の女性文学など。2012年3月
まで駿河台大学で留学生教育に携わった。著書に『私と中国と
フェミニズム』（インパクト出版会）、共編訳書に『中国の女性学』
（勁草書房）、『中国女性の100年』（青木書店）。

 あき やま    よう  こ

関 智英 千葉商科大学非常勤講師
東京大学文学部卒業。同大学院博士課程修了。専門は、近現代日
中関係史。主な論著に「『蒙疆』と日本のモンゴル統治」『近代中国
研究彙報』30号、「袁殊と興亜建国運動」『東洋学報』94巻1号、
『文革-南京大学14人の証言』（築地書館、共同編訳）等。

 せき    とも ひで

高田 幸男
専門は中国近現代史、とくに江南地域社会史、近代教育史。『新史
料からみる中国現代史』（共編著、2010年）、『現代中国の歴史』
（共著、2008年）ほか。最近は明治大学等日本の大学に留学した
アジア人留学生に関する共同研究もやっています。

たか   だ　  ゆき  お

今井 就稔 日本学術振興会特別研究員（PD）
専門は20世紀前半の上海経済です（博士論文：『日中戦争期上海
資本家の研究--経済構造の変容と対日関係の模索』）。中国経済に
関しては、現在か「これから」の話に関心をお持ちの方が大半です
が、この講座では「昔」から現在を考えてみようと思います。

 いま  い　  なる   み

小松原 ゆり 

博士（史学）。一橋大学社会学部卒業、明治大学大学院単位取得退
学後、現職。専門はチベット史、清朝史。主な論文は「チベット俗
人官僚の子弟教育」（『駿台史学』143）、「18世紀後半期のカロン
から見たチベット・清関係」（『内陸アジア史研究』25）等。

 こ  まつ  ばら　  ゆ   り 明治大学文学部兼任講師
早稲田大学中央ユーラシア
歴史文化研究所招聘研究員

内 容 講 師

高田

今井

関

小松原

秋山

日 程

1

4

3

9/25（火）

11/6（火）

10/23（火）

10/9（火）2

江蘇省の地方改革からみた辛亥革命前後の中国
辛亥革命は、孫文ら革命派によって起こされたのでしょうか。革命前夜の中国社会では、
何が起こっていたのでしょうか。江蘇省という一地方における改革運動から辛亥革命と
その後の中国の政治社会について考えます。

辛亥革命とチベット――ダライラマ13世の独立宣言とチベットの近代化――
辛亥革命後、亡命先から帰国したダライラマ13世はチベットの独立を宣言し、近代化政
策を推進しました。辛亥革命が中国・チベット関係に与えた影響ならびにチベット史に
おける辛亥革命の意義を考察します。

5 11/20（火）

ジェンダーの視点から民国期をふりかえる
女性たちは民国革命にいかにかかわったのか、五四時期の新思想に目覚めた女性たちは
その後どんな道を歩んだのか。民国期という大きな変動の時代をジェンダー（社会的に
構成された性別）という視点から振り返ってみたいと思います。

日本と中国の狭間で―対日協力者の中国
近代日本が中国に勢力を伸ばすと、現地では抵抗が起きる一方、様々な思惑から日本側
との協調・協力を選択する中国人も出てきました。本講では日本に協力した中国人の思
惑・活動とその後について考えていきます。

辛亥革命後の日本企業と中国社会―上海の事例から
今から100年ほど前にも、辛亥革命と第一次世界大戦をきっかけとした日本企業の上
海進出ブームがありました。現代にも通じる課題として、日本企業と民国期の中国社会
の相互関係を振り返りたいと思います。

コーディネータ
明治大学文学部教授
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220015
隋唐帝国の社会と文化
―中国の歴史１―

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

参考文献

木曜日
15：00～16：30
40名
6回
14,000円
レジュメ資料
★

■講師紹介

数千年におよぶ中国悠久の歴史のなかで、ひときわ高くそびえるのが
隋唐時代300年（581－907年）です。当時の世界において国力や文化
力で比肩するものはなく、いわば世界の頂点に立った時代です。その時
代に東アジア世界が形成され、日本は遣隋使や遣唐使を通じで大陸文化
を摂取し、国の基と形を整えました。
隋唐国家はどのように形成され、どのような歴史をたどったのでしょう

か。その体制や社会の仕組み、人々の暮らしや文化の様態などはどうなっ
ていたでしょうか。そのような関心のもと、様々な角度から時代の内側に
踏み込み、新たな隋唐時代像の構築を目指します。授業では図像（映像）
や史料、時には新発見の資料や一線の研究動向、歴史の裏側のエピソー
ドなどを交えながら進めたいと思います。

氣賀澤 保規 明治大学文学部教授（アジア史専攻）
博士（文学）。京都大学文学部卒業。同大学院修了。1995年より現職。専門は、中国魏晋南北朝から隋唐時代にかけての政治社会文化史。主著に『府兵制の研
究』（同朋舎、明治大学学術奨励賞受賞）、『則天武后』（白帝社）、『中国の歴史12、絢爛たる世界帝国　隋唐時代』（講談社）、『遣隋使がみた風景』（八木書店）な
ど。本講座で隋唐時代の魅力にあふれた歴史像に迫りたい。

  け    が   さわ   やす のり

日 程 内 容 

新「中国中世国家」論―隋唐時代の新たな理解のために

隋の成立と開皇の治

文帝の仏教政策と仁寿舎利塔事業

煬帝の即位と「暴政」の意味

東アジアからみた遣隋使

隋末の動乱―隋代史の表と裏

1

2

3

4

5

6

9/27（木）

10/11（木）

10/25（木）

11/8（木）

11/22（木）

12/6（木）

氣賀澤保規編著
『遣隋使がみた風景』
（八木書店、2012年）
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220016
『論語』の世界Ⅲ・白楽天の詩歌

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント
参考文献

火曜日
13：00～14：30
40名
8回
19,000円
レジュメ資料
★
「論語」岩波文庫

■講師紹介

『論語』は、言うまでもなく中国の古典であります。それが「日本の古典」
であるということはどういうことなのでしょうか。その謎を解く鍵は、日本
の古典文法に則して日本語として読める、すなわち「訓読」という方法を
用いることによって、紀元前五世紀頃の孔子とその弟子たちとの対話を
日本語で読めるという点にあります。『論語』は中国古典ではありますが、
「日本の古典」にもなっているということをこの講座によって確認したい
と思います。
白居易（字は楽天 ７７２～８４６年）は、唐王朝の大詩人且つ大官僚とし

て、我が国でもよく知られています。白氏の詩歌は、平安王朝の人々にも
愛好され、『源氏物語』や『枕草子』にしばしば引用されています。今回は、
白楽天の伝記とその文学を紹介し、彼の作品が平安古典文学の世界を
いかに彩るものにしているかを、具体的作品を通じてその詩歌と日本文
学との結びつきをお話ししてみたいと思います。

日 程 内 容 

1

5

6

7

8

4

3

10/9（火）

11/6（火）

11/20（火）

11/27（火）

12/4（火）

10/30（火）

10/23（火）

10/16（火）2

神鷹 徳治 明治大学文学部教授、博士（文学）
専門は中唐文学、とりわけ白楽天の『白氏文集』の文献調査。日本には中国より将来した原本を書き写した資料（旧鈔本）があり、これは宋刊本に勝るとも劣らな
いものである。それらを逐一研究し、中国文献学の資料を集めている。旧鈔本資料としては『白氏文集』の他に『文選』、『史記』および『論語』等があるので、今回の
講座でこれらの資料も活用したい。

 かみ たか　とく はる

「学而」̶ 子禽、子貢に問ひて曰く、夫子の是の邦に至るや
　　　　子曰く、父在せば、其の志を観る

「学而」̶ 有子曰く、礼は和を以て貴しと為す
　　　　有子曰く、信、義に近づけば、言復むべきなり

「学而」̶ 子曰く、君子は食飽くを求むることなく、居安きことを求むることなし

「学而」̶ 子貢曰く、貧しくして諂うこと無し

「学而」̶ 子曰く、人の己を知らざることを患へず

白楽天の伝記とその文学

「香炉峰下、新たに山居を卜し草堂初めて成り、偶々東壁題す」̶ 枕草子

「王十八の山に帰るを送り、仙遊寺に寄題す」̶ 平家物語
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220017
東アジアの神々と祭祀

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

水曜日
15：00～16：30
30名
8回
21,000円
レジュメ資料
★

四方を海に囲まれた日本は、東シナ海周辺のアジア諸国との交流を通
して、その文化的風土を育んできました。東アジアの国々は、漢字・儒教・
仏教などの文化や価値観を共有する文化共同体であり、日本も、その一
員でありました。日本文化の古層には、日本と東アジアをつなぐ信仰や民
俗世界が広がっているのです。日本の中に息づく東アジアの神々や祭祀
を考えることは、改めて「日本」を再発見することにも繋がるでしょう。
本講座では、韓半島から渡来したという新羅の神々や渡来人と深く関

わる高麗明神など、日本と関係がある東アジアの神々を紹介すると共に、
琉球の島々の祭りとその祭祀についても画像・映像なども交えながら、わ
かりやすく解説していきたいと思います。また、韓国の神話や仏教説話に
ついてもお話したいと思いますので、韓国の古代文化について興味をお
持ちの方にも受講をお薦めします。

木村 淳也 明治大学古代学研究所研究推進員
1977年、茨城県生まれ。2011年、明治大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士（文学）。主要論文：「沖縄の説話集『遺老説伝』について―その概要と
研究の流れ―」（『Journal of Korean Culture』Vol.15、高麗大学校、2010年）、「『遺老説伝』の諸本―近代に筆写された本文を中心に―」（『沖縄文化研究』
36号、法政大学沖縄文化研究所、2010年）、「外巻『遺老説伝』と『球陽』―「異界」表現をめぐって―」（『古代中世文学論考』第21集、新典社、2008年）ほか。

  き   むら　 じゅん や

■講師紹介

日 程 内 容 

1

5

6

7

8

4

3

10/3（水）

11/14（水）

11/28（水）

12/12（水）

12/19（水）

11/7（水）

10/24（水）

10/10（水）2

金 任仲 明治大学文学部兼任講師
明治大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士（文学）。主な著書・論文に『西行和歌と仏教思想』（笠間書院）、『日本文芸思潮史論叢』（ぺりかん社、共著）、
「中世説話の和歌―和歌から説話へ」（『国文学解釈と鑑賞』72巻5号、2007）、「新羅僧元暁と義湘伝―『華厳縁起』を中心に」（『文芸研究』106号、2008）「古
代日本と朝鮮渡来文化―高麗神社と聖天院をめぐって」（『文芸研究』109号、2009）、「西行の和歌起請―無動寺訪問を中心に」（『国文学解釈と鑑賞』76巻3
号、2011）、「西行における華厳思想と和歌」（『文芸研究』115号、2011）など。

 きむ    いむ ちゅん

浅草三社祭と浅草寺縁起

琉球王府の文献に描かれた祭りの姿

高麗明神と高麗神社

沖縄のシマジマの祭祀（1）

天道信仰と韓国の民間信仰

沖縄のシマジマの祭祀（2）

新羅神の日本渡来

沖縄における神々の習合

金

木村

金

木村

金

木村

金

木村

講 師
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220018
世界の「聖地」を旅する 第四の旅

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料

教　材

ポイント

木曜日
15：00～16：30
30名
全5回
11,000円

★

立野正裕著
『光の記憶を探して
―続ヨーロッパ思索紀行』
（仮題、10月中旬刊行予定）
そのほか随時写真資料などを
配布します。

「聖地」を目ざす「第四の旅」にご案内します。ここで「聖地」と言うのは、
人々の心のなかで特別の意味を付与され、純化された場所のこととお考
えください。先史時代から現代にいたるまで、人々の心に定着して「聖性」
を帯び、ついに「聖地」とみなされるようになったさまざまな場所が、世界
には数多く存在します。
今回は、宮澤賢治の故郷・山深い花巻から出発して、壮大な銀河のもと

を歩む旅を試みてみようではありませんか。銀河または天の川は、スペイ
ンの聖地サンチャゴを目ざした中世の人々の「道」そのものでした。夜空
に懸かる銀河を巡礼たちが一心に見つめたため、かれらの敬虔な瞳の光
がそのまま天空にとどまり、銀河の輝きをいっそう明るくしたとも言われ
ます。
旅、遍歴、聖地巡礼に関心をお持ちのすべての方々のご参加をお待ち

しています。

日 程 内 容 

5

4

3

2

1

12/6（木）

11/22（木）

11/8（木）

10/25（木）

10/11（木）

■講師紹介

立野 正裕 明治大学文学部教授
1947年福岡県生まれ。岩手県立遠野高校卒業後、明治大学文学部に入学。同大学院修士課程文学研究科を修了。現在、同大学文学部教員として英米文学と西
洋文化史を研究。反戦の思想に立ち、今日の芸術と文学の非暴力主義の可能性を探究するとともに、その問題意識の一環として「道の精神史」を構想し、ほぼ毎
年、西欧への旅を重ね続ける。
著書に『精神のたたかい―非暴力主義の思想と文学』、『黄金の枝を求めて―ヨーロッパ思索の旅』、『世界文学の扉をひらく』（全十巻、現在三巻まで刊行中）
などがある（すべてスペース伽耶刊）。
近刊予定として『光の記憶を探して―続ヨーロッパ思索紀行』（仮題）と『日本文学の扉をひらく』（第一巻）がある。

たて   の     まさ ひろ

東北の星空の下で　花巻を歩く（岩手編）
『銀河鉄道の夜』を手がかりに、宮澤賢治の宇宙と岩手の風土との関わりを考えるところからわれわれの第四の旅が始まります。

巡礼の道を行く（フランス編１）
聖地サンチャゴにおもむく巡礼は、オーブラックの荒野、コンクの谷あいなどフランス中部に存在するいくつかの聖域を経て、ピ
レネー山脈の彼方へと続く長い困難な歩みを進めなければなりませんでした。

巡礼の道を行く（フランス編２）
ピレネー山脈を越える道はいろいろありましたが、巡礼宿が設けられたロンスヴォーにいたる二つの峠越えの道はよく知られて
います。そしていつの時代にも、峠には語って尽きぬ独特の魅力があるものです。

巡礼の道を行く　シロス修道院（スペイン編１）
聖地への道をたどる巡礼たちが、わざわざ迂回してまでしばしば立ち寄った修道院がスペインにあります。その修道院に向かう
には、岩山のあいだの屈曲の多い迷路のような道の奥へと分け入り、険しい山道をたどるのです。

巡礼の道を行く　サンチャゴ修道院（スペイン編２）
夜空に懸かる銀河は、ロマネスクの聖なる都を目ざした中世の人々の「道」そのものと見まがうほどの素晴らしさです。長い旅に
あえぎながらも、人々は憧れに満ちて夜空を見上げました。その敬虔な瞳の光がそのまま天空にとどまり、銀河の道にいっそうの
輝きを与えたと言われます。

ピレネー山脈遠望 フランス側より
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220019

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

参考文献

土曜日
13：00～14：30
30名
6回
17,000円
レジュメ資料
★

フランスの文化は歴史的に見ても芸術的に見ても、極めて多様で奥深
いものと言えましょう。今回は、２０世紀初頭フランス文化がもっとも輝い
た「ベル・エポック」という時代に焦点をあてて、都市や芸術、性やポエ
ジー、食文化といった切り口から、この文化を扱います。そのため、この時
代のパリを生き生きと描写しているマルセル・プルーストの『失われた時
を求めて』という小説を題材として選びます。講師陣は、音楽の専門家か
ら日本ソムリエ協会会員（有資格者）に至るまで実に多彩です。６回の講
座が終了するころには、受講者はフランス文化を心ゆくまで堪能できる
はずです。プルーストを読んだことのない人でも十分に楽しめると思い
ます。すべての方にお薦めしますので、存分に楽しんで下さい。

フランス文化を味わう
̶小説家プルーストの世界から見たパリ̶

■講師紹介

吉川 佳英子
パリ第3大学文学科博士課程修了。文学博士。専門は現代フランス文
学で、主にプルーストを研究しています。他にフェミニズム文学、ジェン
ダー理論なども研究対象です。著訳書としてはLes Cambremer 
dans A la recherche du temps perdu （Sogensya） （1998） 、
ラクシモヴ著『失われたパリを求めて－マルセル・プルーストが生きた
街－』（春風社）（共訳）（2010）等があります。

 よし  かわ      か   え     こ

岩野 卓司
東京大学人文科学研究科博士課程満期取得退学。パリ第4大学博士課程修了。哲
学博士。現代フランスの思想から、精神分析、現象学、宗教哲学まで研究対象として
います。また、料理や衣服のような日常的なものについても哲学的な関心がありま
す。フランスに留学していたころは、パリの屋根裏部屋で貧乏生活をしていました。
著訳書には、『ジョルジュ・バタイユ－神秘経験をめぐる思想の限界と新たなる可能
性－』（水声社） （2010）、ラクシモヴ著『失われたパリを求めて－マルセル・プルー
ストが生きた街－』（春風社）（共訳）（2010）等があります。

 いわ  の     たく   じ

須永 恆雄 明治大学法学部教授
1950年東京都生まれ。東京都立大学人文学部大学院博士課程
中退。信州大学を経て、明治大学法学部教授。著訳書に、「モーツァ
ルトのベースレ書簡」（シンフォニア）、「世界文学大事典（全六巻）」
（集英社）、シュティフター「水晶」（集英社）、タボリ「我が闘争」（世
田谷パブリックシアター）、「マーラー書簡集」（法大出版）ほか。

   す  なが    つね   お

山崎 俊明 青山学院大学講師
青山学院大学卒、早稲田大学修士課程卒後、青山学院大学博士課程中
退。フランス、ソルボンヌ大学DEA取得後、同新博士課程中退。カーン大
学学士。在仏中はイタリアへ逃避すること数知れず。現在、青山学院大学、
昭和女子大学、中央大学、大妻女子大学、文教大学、鶴見大学で非常勤講
師。プランタン銀座にて、「ワイン・アンド・カルチャー」講座担当。

 やま ざき     とし  あき

田母神 顕二郎 明治大学文学部教授
早稲田大学文学部卒業。パリ第八大学博士課程修了。フランス近
現代詩が専門だが、フランス思想や精神医学史、現代アートも研究
している。一見かけはなれたもの同士の間に、思いがけない関係線
が引かれたときの「発見」の喜びを大事にしている。

  た    も   がみ    けん   じ   ろう

田島 正行 明治大学法学部教授
都立大学大学院博士課程単位取得退学。専門は近代ドイツ文学・思想。ク
ラーゲスを中心とするゲオルゲクライスの反近代主義とドイツにおける反
ユダヤ主義の問題を研究。著書に『ツァロートの道』（共著）や『語りのポリティ
クス』（共著）。訳書にクラーゲス『宇宙生成的エロース』（うぶすな書院）。

  た   じま     まさ  ゆき

日 程 内 容 講 師

1 10/13（土） 吉川
プルーストとパリ
小説『失われた時を求めて』は、パリの街と切っても切れない関係にあります。本講座では、上述の参考書の
コピーを随時使いながら、この作品の醍醐味を、舞台となった街の魅力と絡めながら紹介する予定です。近代
パリの文化や風俗を大いに味わって下さい。

2 10/2７（土） 岩野
めくるめく性
プルーストの『失われた時を求めて』には、愛の話がたくさんあります。スワンの恋、主人公マルセルのジルベル
トへの憧れ、アルベルチーヌとの悲恋、さらにはシャルリュス男爵たちの同性愛、等々。講義では、主人公と「逃
げ去る女」アルベルチーヌとの関係、それからシャルリュス男爵たちの倒錯した世界について話す予定です。

3 11/10（土） 須永
パルジファルの傘の下に
ヴァグネリアン、プルーストの偏愛の対象となった数々のフランスの音楽家もまた、ペレアスのドビュッシーを
初め、その遺作「パルジファル」の影響下にほぼ収まるが、その諸相を垣間見る。

4 11/24（土） 山崎
食文化、そしてワイン
日本人がフランスに惹かれるように、フランス人も日本に興味を持った、プルーストが生きた時代。時と場所
を超えて、プルーストと食文化、特にワインを巡り、お話いたします。

5 12/8（土） 田母神
暗喩とポエジー
プルーストは、誰もが抱えながら「失われた」ままにしている、心の宇宙の扉を開く方法を教えてくれています。
彼が深めたメタファーの思想をわかりやすく紹介しながら、プルーストの魅力に迫りたいと思います。

6 12/15（土） 田島
ドイツ文化とのかかわり
ベンヤミンのプルースト論を基に、アルベルチーヌ（『失われた時を求めて』第五編「囚われの女」）＝パリジャ
ンの眼差しに象徴される「近代人の眼差し」の問題を考える。

京都造形芸術大学芸術学部准教授
明治大学兼任講師

コーディネータ
明治大学法学部教授

アンリ・ラクシモヴ著
『失われたパリを求めて
－マルセル・プルーストが生きた街－』
吉川佳英子・岩野卓司訳、春風社
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220020
ギリシア神話と芸術

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

金曜日
10：30～12：00
30名
5回
15,000円
レジュメ資料
★

■講師紹介

ギリシア神話というと、わが国では童話の一種で、子供のための読み
物だと思われています。せいぜい中学生頃までの読書対象にはなります
が、それで卒業、文学好きの人々は、近代文学としての小説か、『源氏物
語』などの古典文学に夢中になるようです。しかし西洋文学や文化の知
識を高めようとすれば、これでは足りません。古代から現代まで、西洋の
学問と文化は、一方でキリスト教、もう一方で古典と言われるギリシア・
ローマの学問芸術の伝統に深く根付いています。ギリシア神話の知識無
しには、今日の世界を理解することは出来ないでしょう。
この講座では、まずギリシア・ローマ神話といわれる子供向きの入門
書から始めて、神々と英雄の彫刻、叙事詩や演劇などの個々の作品を鑑
賞しながら、ギリシア芸術の本質と、今日にも及んでいるその影響力を
探って行きます。そして、この講座が進むにつれて、人々が抱いている、
いわゆるギリシア文化についての常識が打ちくだかれ、より正しいもの
に変わってゆくことになるでしょう。たとえば覆されるべき通念は…
○ギリシア神話は子供の読み物ではない。
○ギリシアの彫刻や神殿は純白ではなかった。
○スフィンスはエジプトの怪獣ではない。
さてその正しい答えと本当の理由は？これらのことは、皆様と架空のギ

リシア旅行を楽しみながら、ビデオや映像資料を使って解き明かして行き
ましょう。

日 程 内 容 

1

5

4

3

10/5（金）

12/7（金）

11/16（金）

11/2（金）

10/19（金）2

山田 恒人 元明治大学教授
専門は西洋演劇史、文芸学、芸術学、ギリシア・ローマ演劇とその後代への影響・古代の悲劇や喜劇が世界演劇の伝統の形成にどのような効果を与えたかを研
究している。著書「道化師像の変容｣（『ヨーロッパ生と死の図像学』明治大学人文科学研究所2005）など。

 やま  だ     ひさ  と

作品研究
叙事詩、抒情詩、演劇、古典文学鑑賞ガイド。ホメーロス叙事詩、悲劇、喜劇などの作品研究（受講者の要望
に応じます）。
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講座趣旨

教養・文化
講座コード

12220021
（初級クラス）

講義概要
曜　日

時　間

定　員
回　数
受講料
ポイント

木曜日

各15名
8回
各22,400円
★★

俳句大学（初級クラス）（中級クラス）
12220022

（中級クラス）

12220021

　世界一の短詩形文学、俳句。その実作と鑑賞を通して、人間との、季節
との、そして言葉との出会いの喜びを体験して頂きます。それはまた自分
自身を見直すことにもつながり、今まで以上に充実した日々を送るきっか
けにもなるはずです。本講座では、毎回句会形式でお互いの作品を鑑
賞・批評し合いながら、俳句の特質・創作のポイントから発想法・表現の方
法まで具体的に学んでいきます。句会を行いながら、句会の進め方や句
作のポイント等についてお話していきますので、これから俳句を始める
方も継続の方も安心して受講してください。

初級クラス

日 程

1
5

9/20（木）
11/29（木）

2
6

10/4（木）
12/6（木）

3
7
10/18（木）
12/20（木）

4
8
11/15（木）
1/10（木）

12220022

　本クラスは句作経験のある方を対象とします。俳句を作ったことはあ
るが自信がない、行き詰まっている、作品の幅を広げたいという思いはな
いでしょうか。毎回、句会形式で相互に鑑賞し合いながら、俳句と季語の
本質、表現上の問題について、出来る限り個々の作品について具体的に
考えていきます。第1回は、当季嘱目（その季節の季語を用いた作品）3句
をお持ち下さい。できれば、歳時記と国語辞典（旧かな記載のあるもの）
をお持ちになると便利です。

中級クラス

日 程

1
5

9/20（木）
11/29（木）

2
6

10/4（木）
12/6（木）

3
7
10/18（木）
12/20（木）

4
8
11/15（木）
1/10（木）

■講師紹介

西山 春文 明治大学商学部教授・「狩」同人・俳人協会幹事・日本文藝家協会会員
宮城県生まれ。明治大学文学部卒。明治大学大学院文学研究科博士課程（単位取得退学）。日本近代詩歌、中でも短詩形文学を中心に研究。句集に『創世記』（本
阿弥書店）。著書に『俳句表現は添削に学ぶ』（角川学芸出版、共著）、『美しい日本語・おしゃれ季語辞典』（三省堂、共著）、『吟行・句会必携』（角川書店、共著）。論
文に「子規の写生論とその背景」、「山口誓子の文体―『凍港』時代の俳句表現―」他。

 にし やま    はる  ふみ

初級 13：00～15：00
中級 15：30～17：30
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教養・文化
講座コード

12220023
（上級クラス）

12220024
（駿河台夜間クラス）

12220025
（和泉夜間クラス）

講座趣旨 講義概要

曜　日

時　間

定　員
回　数

受講料

ポイント

各15名
8回

和泉夜間クラス会場

明治大学和泉キャンパス
（第一校舎5階508番教室）
京王線／井の頭線「明大前」駅 徒歩5分
（キャンパスマップp85をご覧下さい。）
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■講師紹介

西山 春文 明治大学商学部教授・「狩」同人・俳人協会幹事・日本文藝家協会会員
宮城県生まれ。明治大学文学部卒。明治大学大学院文学研究科博士課程（単位取得退学）。日本近代詩歌、中でも短詩形文学を中心に研究。句集に『創世記』（本
阿弥書店）。著書に『俳句表現は添削に学ぶ』（角川学芸出版、共著）、『美しい日本語・おしゃれ季語辞典』（三省堂、共著）、『吟行・句会必携』（角川書店、共著）。論
文に「子規の写生論とその背景」、「山口誓子の文体―『凍港』時代の俳句表現―」他。

 にし やま    はる  ふみ

12220023

　本クラスは、本講座の初級・中級クラスで学んだ経験があり、かつ講師
の指名・許可を得た方々のための研究クラスです。句会と相互批評なら
びに講評を中心として進めますが、必要に応じて吟行・講義・講読も交え
ていく予定です。かなりレベルの高いクラスとなりますので、油断せずに
出席してください。なお、毎学期の成績次第で、初級・中級クラスと受講
生を入れ替えていく予定です。
　担当講師から指名・許可のあった方のみ受講できます。

上級クラス

日 程

1
5

9/13（木）
11/8（木）

2
6

9/27（木）
11/22（木）

3
7
10/11（木）
12/13（木）

4
8
10/25（木）
1/31（木）

日 程

1
5

9/13（木）
11/8（木）

2
6

9/27（木）
11/22（木）

3
7
10/11（木）
12/13（木）

4
8
10/25（木）
1/31（木）

12220024

　本クラスは昼間働いている方や日中には時間の取れない方に、俳句創
作と鑑賞の喜びを味わって頂くための夜間講座です。これまで俳句や文
学とはまったく縁のなかった方も、句作経験のある方も歓迎します。毎回、
楽しく暖かい雰囲気の中でお互いの作品を鑑賞し合いつつ、俳句の特質
創作のポイントから発想法・表現の方法まで具体的に学んでいきます。句
会を行いながら、句会の進め方や句作のポイント等についてお話してい
きますので、これから俳句を始める方も安心して受講してください。
　★新規募集は致しません。（昨年度からの継続の方のみ受講できます）。

駿河台夜間クラス

日 程

1
5

9/24（月）
11/19（月）

2
6

10/1（月）
12/3（月）

3
7
10/15（月）
12/17（月）

4
8
10/29（月）
1/21（月）

12220025

　本クラスは昼間働いている方や日中には時間の取れない方に、俳句創
作と鑑賞の喜びを味わって頂くための和泉キャンパス夜間講座です。こ
れまで俳句や文学とはまったく縁のなかった方も、句作経験のある方も
歓迎します。毎回、楽しく暖かい雰囲気の中でお互いの作品を鑑賞し合
いつつ、俳句の特質創作のポイントから発想法・表現の方法まで具体的
に学んでいきます。句会を行いながら、句会の進め方や句作のポイント等
についてお話していきますので、これから俳句を始める方も安心して受
講してください。
　初回から和泉キャンパス第一校舎5階508番教室に直接お越しください。

和泉夜間クラス

俳句大学
（上級クラス）
（駿河台夜間クラス）
（和泉夜間クラス）

上級、駿河台夜間：木曜日
和泉夜間：月曜日

上級15：30～17：30
駿河台夜間、和泉夜間19：00～20：30

上級22,400円
駿河台夜間、和泉夜間各17,600円

上級★★
駿河台夜間、和泉夜間★

駿河台夜間クラス
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220026
続・浮世絵でたのしむお江戸

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

火曜日
18：00～19：30
30名
6回
18,000円
レジュメ資料
★

浮世絵の細部を、虫眼鏡でご覧になったことはありますか。
江戸で生まれた浮世絵は、お江戸を鮮やかに描き、誰もが手軽にたの

しむことができるものでした。細やかに描かれた一枚一枚には、暮らしや
風景、できごと、人々の好奇心や知恵など、お江戸の姿が生き生きと写さ
れています。
この講座では、約1世紀ぶりにボストン美術館からデジタル情報として
日本に里帰りし、‘浮世絵の正倉院’ともいわれる豊かで美しい浮世絵コ
レクションを手がかりに、お江戸へタイムスリップしてみたいと思います。
デジタル技術により現代だからこそできる浮世絵のたのしみ方を、一緒
に体験してみませんか。前期から継続される方も、新たにご参加の方も歓
迎いたします。

牧野 健太郎 ＮＨＫプロモーション 上席執行役員
教育、アニメ番組およびイベント制作。ボストン美術館との浮世絵
デジタルプロジェクト・プロデューサー。日本ユネスコ協会連盟・評
議委員。

 まき  の     けん  た   ろう

森山 暁子 歌舞伎・浮世絵研究家
東京大学大学院博士課程。歌舞伎、浮世絵を中心に研究、執筆、講
演等を行う。青山学院短期大学、東京家政大学、文京アカデミア、
アミューズミュージアム等で講師をつとめる。

 もり  やま    あき   こ

■講師紹介

日 程 内 容 

1

5

6

4

3

9/25（火）

11/20（火）

12/4（火）

11/6（火）

10/23（火）

10/9（火）2

浮世絵でお江戸をたのしむ

お江戸の暮らし1

お江戸の賑わい1

お江戸の暮らし2

お江戸の賑わい2

浮世絵をもっとたのしむ

牧野

森山

牧野

森山

牧野

森山

講 師

歌川広重『名所江戸百景 猿わか町よるの景』
　満月が静かに照らすのは、浅草・猿若町。向かって
右側には歌舞伎を上演する芝居小屋、左側には芝
居茶屋がずらりと並びます。一日に千両が動くとい
われた芝居小屋も、夜になると役目を終えてひっそ
り。代わりに芝居茶屋や路地の屋台が賑わいます。
　この絵が出版されたのは、安政3年（1856）9月。
じつはその約1年前に、大きな地震が江戸を襲いま
した。芝居小屋もみな焼失しましたが、約半年で再建

され、ようやく元の姿を取
り戻したのです。この一枚
からは、災害を経て日常が
戻ったことをよろこぶ思い
が伝わってくるようです。
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220027
新版・ゆっくり学ぶ江戸の古文書 パート４

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

金曜日
13：00～14：30
30名
10回
24,000円
レジュメ資料
★★

古文書ときくと、なんとも堅苦しく、取り掛かりにくく感じられるかもしれません。
でも、たぶん多くの方が、「あの、ミミズののたくったような字が読めたらいいのに」
とか、「読めるようになりたい」と思ったことがあるのではないでしょうか。
この講座は、くずし字がますます読めるようになりたい方、どんなポイントに注意した

らよいか復習したい方、自分の読解力を再確認したいという方のためのクラスです。
読解の手順を一通り復習しつつ、武家、町方などの古文書から、読みやすく典型的

な古文書に挑戦してみましょう。古文書での筆法や筆順の連綿について板書して解説
します。それをノートに書き留めながら、ご一緒に研究して参りましょう。またレジュメ
で、江戸の歴史を追体験するのも、学習の興味を増してくれることでしょう。
前半6回は、引き続き老中をテーマとしてみたいと思います。老中の職務の実際を見ていくと、役宅の重要性が浮かび上がってまいります。そこ

で老中家水野忠精の「日記」を読みます。忠精は父忠邦の天保の改革失敗を受けて14歳で家督を相続し、雁之間詰としての勤務に就きます。
今期は老中就任のはるか手前の時期ですが、登城の実情、役宅や服装、殿中勤務、正月行事、など興味深い問題が次々と展開します。逆風の中

の忠精の成長の跡を、役宅や家来の視点も入れながら追ってみたいと考えています。
後半4回は、香道伝書の解読を通じて、香道の具体的な遊び方や手前に触れ、香道の魅力を感じていただけたらと思います。江戸時代の享保期

には茶道・香道・華道などの芸道の庶民への普及により、様々な伝書が出版されました。
今回のテキスト『香道記』（国立公文書館蔵）は室町時代に香道を大成した志野宗信が著したとされるものです。現在では余り興行されることが

ない「焚き継香」について、詳しくまとめられています。最終回は、御家流の大矢栄穂先生が社中の方々と共に本格的な組香の会を開催します。
くずし字の初歩からもう一歩先に進みたい方、古文書を通して江戸幕府の仕組みや江戸の文化にふれてみたい方に受講をお薦めいたします。
古文書学習を楽しくリ・スタートしたい皆様のご参加をお待ちしています。

岩崎

米田

米田　大矢

日 程 内 容 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10/5（金）

10/19（金）

11/2（金）

11/16（金）

11/30（金）

12/14（金）

1/11（金）

1/25（金）

2/8（金）

2/22（金）

講 師

■講師紹介

岩崎 信夫 小学館アカデミー古文書塾講師
1942年東京都生まれ。静岡県裾野市史や目黒区めぐろ歴史資料
館の「武島家文書目録」の編纂に従事。また武嶋家文書を読む会と
して『東北大学本浮浪追討記』を翻刻。幕末の制度改革に関心を
持っています。

 いわ さき    のぶ   お

伊能 秀明
群馬県生まれ。大学の学術資源や人的ネットワークを生かした生涯
学習事業等に従事。最近作に「現代訳『東海道五十三次ねむりの合
の手』のおかしみ」（共著、明治大学図書館紀要16）。法学博士。

  い   よく    ひで  あき

米田 雅子 小学館アカデミー古文書塾講師
昭和22年（1947）東京都生まれ。東京教育大学史学科卒業後、
日本国有鉄道や国立市、裾野市の修史事業の史料解読に携わる。
現在は調布市の市民講座や古文書塾で古文書解読のコツや江戸
時代の文化について指導をおこなっています。特に江戸時代に著
された茶道や香道の伝書の解読を通じて、江戸の芸道の奥深さに
心引かれています。

 よね  だ      まさ   こ

コーディネータ
明治大学中央図書館事務長

水野忠精の日記を読む。家督相続、屋敷地、登城の道筋

初御目見と雁之間詰勤務

正月行事と殿中勤務の実情

香道を伝書で楽しむ1　香道伝書の写本『香道記』を読む

香道を伝書で楽しむ2　香道伝書の写本『香道記』を読む

香道を伝書で楽しむ3　香道伝書の写本『香道記』を読む

特別講義 御家流大矢栄穂社中による組香の会　有名な組香の「源氏香」を開筵
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220028
図書の文化史 Ⅱ
発掘された資料と解読者たちそして写本の世界へ

■講師紹介

阪田 蓉子 元明治大学文学部教授・日本図書館文化史研究会前代表
図書の文化史および地域情報サービスが研究課題。国際基督教大学教養学部卒、東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。教材用DVD監修『図書の文化
史―明治大学図書館所蔵資料』。明治大学図書館情報学研究会会長、日本図書館情報学会監事。

 さか   た     よう    こ

日 程 内 容 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9/27（木）

10/4（木）

10/11（木）

10/18（木）

11/2（金）

11/8（木）

11/15（木）

11/22（木）

11/29（木）

12/6（木）

12/13（木）

12/20（木）

ロゼッタストーンと『ナポレオンのエジプト誌』
ナポレオンの部下が発見したといわれるロゼッタストーン、そのレプリカを手にとってみましょう。あわせて、美麗な記録である
『ナポレオンのエジプト誌』を閲覧します。

ヒエログリフの解読
シャンポリオンがロゼッタストーンにより、ヒエログリフを解読したというのが通説ですが、最近では異なった説が唱えられていま
す。ヒエログリフ解読にまつわる話題をさぐってみます。

ベヒスタンの磨崖碑文とローリンソン卿
東インド会社に就職したローリンソンは赴任するためにインドへ向かう船上で運命的な出会いをしたといわれています。そして
ついに、オリエント学への関心から外交官に転職したローリンソンの活動をたどります。

粘土板とレイヤード
イギリスの考古学者レイヤード卿は、1848年、アッシリアの古都ニネヴェの遺跡を発掘し、アッシリア学の権威と呼ばれるように
なりました。彼の生涯や発掘に到る経緯を知ることにより、アッシリア学にふれてみましょう。

ウル王墓の発掘とウーリー卿
ウーリー卿は大英博物館とペンシルバニア大学博物館の共同探検隊を指揮し、ウルの王墓を発掘しました。この王墓からは数々
の初期シュメール王朝の美術品、工芸品が見つかっています。

死者の書『アニのパピルス』
古代エジプトにおける、死者が復活と永生を得るための葬礼文書の一つである死者の書について知ることは､古代エジプトの宗
教について知る機会ともなります。

死海文書
果たしてエッセネ派と呼ばれた人々が記したものなのか、死海文書を残した人々の謎に迫ってみましょう。

シナイ写本
シナイ山にある聖カトリーヌ修道院で、燃料代わりに使われようとしていた写本の行方を探ります。

ダロウの書
アイルランドの独特なキリスト教の世界から生まれた写本について複製本を手に、学びます。三大傑作といわれるもののうち、
もっとも素朴な絵を伴った写本です。

 フィールドワーク　古代オリエント博物館（予定）
古代オリエント関係の多くの資料を収集している博物館です。都心のビルにありながら、そこを訪れると別世界です。

 フィールドワーク　中近東文化センター（予定）
三鷹市にある中近東文化センターは、その名の示す通り、中近東の資料の宝庫です。建物も素晴らしく、緑に囲まれた落ち着い
た雰囲気の博物館です。

 フィールドワーク　印刷博物館（予定）
豊富な資料の見学に加えて、活字を拾ってオリジナルのクリスマスカードを作ってみましょう。

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント
その他

木曜日（11/2のみ金曜日）
15：00～16：30
25名
12回
18,000円
レジュメ資料
★★
フィールドワークに関する費用は別途実費

粘土板をご覧になったことがありますか。明治大学図書館では、粘土
板をはじめパピルスなど、メソポタミアやエジプトの文化の一端を示す記
録資料を所蔵しています。このような資料を題材に、古代のひとびとの生
活、発掘した人々、文字を解読した人々について､一緒に学びましょう。初
心者の方が対象です。貴重な資料を目の当たりにして、古代のロマンに
ひたってみませんか。
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■講師紹介

阪田 蓉子 元明治大学文学部教授・日本図書館文化史研究会前代表
図書の文化史および地域情報サービスが研究課題。国際基督教大学教養学部卒、東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。教材用DVD監修『図書の文化
史―明治大学図書館所蔵資料』。明治大学図書館情報学研究会会長、日本図書館情報学会監事。

 さか   た     よう    こ

日 程 内 容 

1

2

3

4

5

6

7

8

1/10（木）

1/18（金）

1/24（木）

1/31（木）

2/7（木）

2/14（木）

2/21（木）

2/28（木）

リンディスファーンの書
数奇な運命をたどったノーサンブリアの傑作です。10世紀の英語の記録ともなっており、福音書の最初の英
語訳といわれています。

ケルズの書
三大写本のなかでも、最も有名で、日本でもよく知られている写本です。日本から多くの方がダブリン大学のト
リニティカレッジに観に行かれています。

ボルソ・デステの聖書
西欧装飾写本のなかでもその絢爛豪華さにおいて、群をぬいたものとして知られるラテン語訳聖書です。イタ
リア15世紀のルネサンス芸術の一端にふれてみましょう。

写本工房と写字生
修道院でなされていた写本が、大学の誕生に伴い、教科書として、数多く必要になり、写本工房が出来まし
た。写字生の苦労や生活について思いやってみましょう。中央図書館の貴重室見学も予定しています。

カリグラフィ演習
カリグラフィ愛好家の指導の下に、ご自身のローマ字署名を作製してみましょう。写字生の苦労が体験でき
ます。

クロイの時祷書
この時祷書にはクロイ家の一員が書き込みをしていることから、この名で呼ばれています。フランドル芸術の
代表的画家達による彩色は、豪華です。

ベリー公のいとも美しき聖母時祷書
その名の通り、非常に色彩豊かで、繊細な構図は息をのむほどの美しさです。当時の王族、貴族と彼らに仕え
た画家たちの生活も垣間見てみましょう。

 フィールドワーク　明治大学和泉図書館（予定）
2012年5月に開館した図書館を訪れます。

講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220029

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント
その他

木曜日（1/18のみ金曜日）
15：00～16：30
25名
8回
12,000円
レジュメ資料
★
フィールドワークに関わる費用は別途実費

西洋の写本の多くは聖書あるいはキリスト教に関わるものが大半です。
アイルランド=ノーサンブリア初期彩色写本の傑作といわれるケルズ
の書、リンディスファーンの書などをじっくり眺めてみませんか。修道院で
の写本から、さらに後の世になると写字生たちによる写本も出てきます。
絵を伴う写本の魅力を味わってみましょう。初心者向きの講座です

聖書の写本と時祷書
図書の文化史 Ⅲ

阪田

阪田

片岡

講 師

片岡 美和子
明治大学法学部卒。1984年より日本ペンマンシップ協会会員。カリグラフィ愛好家としてブロードペンおよびポイントペンの各書体を学ぶ。2002年～2008年
日本ペンマンシップ協会会長。米国ペンマンの団体、IAMPETH会員。

 かた おか     み    わ     こ



 フィールドワーク　13：30集合
浅草寺とその周辺（東京都台東区）

 フィールドワーク　13：00集合
東慶寺（神奈川県鎌倉市）
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220030

講義概要
曜　日

時　間

定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント
その他

金曜日

60名
10回
25,000円
レジュメ資料
★★
フィールドワークに関わる費用は別途実費

全国の古寺社について考察してみたいと思います。後期講座として
10ケ所をとりあげてみました。それぞれの寺社の特色と社会的役割、
いつ頃寺社が建てられたのか、寺院については開基（経済的支援を
行った人物）・開山（第一代の住職）は誰か、本尊・諸伽藍・寺院所蔵の
文化財などと寺の歴史を中心に考察します。第4・9講は現地での見学
会を行います。

全国古寺社めぐり

■講師紹介

圭室 文雄 明治大学名誉教授
日本宗教史、日本文化史専攻。主著に『江戸幕府の宗教統制』（評
論社）、『神仏分離』（教育社）、『總持寺祖院古文書を読み解く』（曹
洞宗宗務庁）、『日本仏教史 近世』（吉川弘文館）、『葬式と檀家』（吉
川弘文館）等。

 たま  むろ    ふみ   お

宇佐美 正利 淑徳大学国際コミュニケーション学部教授
日本宗教史、日本文化史専攻。著書に『日本霊異記とその時代』（お
うふう社）、『日本仏教の世界』（人間総合科学大学）等。

  う     さ    み      まさ  とし

日 程 内 容 講 師

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10/5（金）

10/12（金）

10/19（金）

10/26（金）

11/2（金）

11/9（金）

11/16（金）

11/30（金）

12/7（金）

12/14（金）

圭室

宇佐美

圭室

宇佐美

圭室

宇佐美

圭室

宇佐美

圭室

宇佐美

15：00～16：30
（フィールドワーク集合時間は下記参照）

粉河寺
和歌山県那珂郡紀の川市に所在。粉河観音宗総本山。本尊は千手千眼観音。縁起によれ
ば、宝亀元年（770）の創建。西国三十三カ所の第三番札所。

新薬師寺
奈良市高畑町所在。華厳宗。本尊は薬師如来。寺伝によれば、開創は天平19年（749）、開
基は光明皇后。聖武天皇の病気平癒を祈願して建立したという。

勝尾寺
兵庫県箕面市粟生間谷に所在。高野山真言宗。本尊は千手観音。寺伝によれば、神亀4年
（727）に善仲・善算が創立。西国三十三カ所の第二十三番札所。

香取神宮と鹿島大社
香取神宮は千葉県佐原市香取に鎮座する下総国一宮・旧官幣大社で、祭神は経津主神。
鹿島神宮は茨城県鹿嶋市に鎮座する常陸国一宮・旧官幣大社で、祭神は武甕槌神。

善光寺
長野市に所在する単立寺院。山号は定学山。本尊は善光寺如来（秘仏）。寺内には天台宗
大勧進・浄土宗大本願と、この二宗に属する院坊がある。

坂東三十三カ所－埼玉県の札所－
坂東三十三カ所の札所のうち、埼玉県内に所在する慈光寺（比企郡ときがわ町）・正法寺
（東松山市）・安楽寺（比企郡吉見町）・慈恩寺（さいたま市）について考察する。

斑鳩の古寺
奈良県斑鳩地方に所在する法隆寺（聖徳宗総本山、本尊釈迦三尊）・中宮寺（聖徳宗、本尊弥勒
菩薩）・法輪寺（聖徳宗、本尊十一面観音）・法起寺（聖徳宗、本尊聖徳太子像）について説明する。

出雲四大神
『出雲国風土記』に、「出雲四大神」としてみえる熊野大神・大国主神・佐太大神・野城大神を祭
神とする、「熊野大社」・「杵築大社（出雲大社）」・「佐太御古社」・「野城社」について説明する。
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220031

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料

教　材

ポイント

水曜日
13：00～14：30
30名
6回
18,000円

★

流氷が寄り付き、珊瑚が湧く日本列島は、多様な気候風土に見合う文
化が数多く共存する多文化圏です。このことはアイヌとウチナンチュの
歴史と文化を振り返るとよく分かります。両民族とも、人間界と自然（神）
界との交感にもとづく独自の文化を創り上げ、それを日々の生活と世界
観へと編み込み、ことば、歌舞、祭事に織り込んできました。明治維新以
降は同化の道を歩みはじめましたが、国内異文化圏の継承者であること
に意識的であり続けてきました。この講座はそんな異民族文化の発見と
共生の妙味を実感することを目的にしています。

多文化圏ニッポン
̶北のアイヌ、南のウチナンチュを顧みながら

■講師紹介

浜口 稔 明治大学理工学部教授
コーディネータ

沖縄県に生まれる。言語学と普遍百科学の思想史を研究。博物誌
的観点から琉球とアイヌの文化と歴史、沖縄県ハンセン病問題に
も取り組む。著書に詩集『綾蝶』（筆名、湊禎佳）、『言語機械の普遍
幻想』他。翻訳書にオラフ・ステープルドン『スターメイカー』他。

 はま  ぐち    みのる

居駒 永幸 明治大学経営学部教授
1951年山形県生まれ。国学院大学大学院文学研究科博士課程
修了。文学博士。専攻は日本古代文学、日本民俗学。万葉集や古事
記・日本書紀の歌と散文に関する研究のほか、奄美沖縄の歌謡や
東北の口承文芸の研究にも取り組んでいる。著書に『古代の歌と
叙事文芸史』（志田延義賞受賞）、『東北文芸のフォークロア』など。

  い   こま    なが  ゆき

前嵩西 一馬 明治大学理工学部兼任講師
1971年生。コロンビア大学人類学部博士課程修了。早稲田大学
琉球・沖縄研究所、明治大学、日本大学にて兼任講師。『沖縄学入
門―空腹の作法』（昭和堂）、「沖縄で探す「鞘」の言葉―「高度必需
品」としての蝶柄、笑い、生物群」『思想』9号（岩波書店）など。

 まえ  たけ にし    かず   ま

関口 由彦
専門は、文化人類学。エスニシティ、多文化共生、ライフストーリー、
対話をテーマとし、首都圏／北海道のアイヌ民族をフィールドワー
クする。著作に、『首都圏に生きるアイヌ民族』、『異文化を食べる・
聴く・書く・教えられる』（編著）、等。

せき  ぐち    よし  ひこ

平田 幸
アイヌ文化伝承活動の開祖・山本多助を祖父に持ち、自らも古式舞
踊等を継承し、アイヌ文化アドヴァイザーとして、様々なイベントで
アイヌ文化の普及活動・古式舞踊公演に従事している。アイヌ料理
店「レラ・チセ」の経営にも関わってきた。

 ひら   た    みゆき

熊谷 カネ 様似民族文化保存会会長
北海道・様似生まれ。様似民族文化保存会会長。アイヌ文化伝承
者の両親の影響下、口承文芸、歌舞、料理、刺繍等の文化を伝承す
る。平成18年度「アイヌ語ラジオ講座」講師。父親の伝承を研究し、
それを『岡本総吉の伝承』にまとめている。

 くま  がい

日 程 内 容 講 師

1 10/3（水） 浜口
アイヌ民族と琉球民族に見る文化的個性の成り立ち
アイヌ民族と琉球民族の文化的個性の由来を日本列島の北端と南端の周辺文化圏との交流の歴史から概
観し、それぞれの文化の成り立ちを振り返りながら、本講座のテーマである多文化共生への導入をこころみ
ます。

2 10/10（水） 居駒
宮古島狩俣の神歌とその世界観
沖縄県宮古島市の狩俣集落に伝えられてきた神歌を取り上げます。神女組織を中心として村落の創世神を
うたい、祭ってきました。その神歌を支える世界観を通して、狩俣の人々の生活や考え方を探っていきます。

3 10/17（水） 前嵩西
涙と笑いの間（あわい）にマイノリティの言葉を聞く
本講は「感情」を扱う。感情は知性と日常で構成される。「日常」とは特別なものなど何もないという特別さを
言う。その「特別さ」を支える社会の優しさと悲しさに気づく時、人は特別な知性を得る。その知性が、社会の
仕組みを変えていく資源となる。沖縄の「近さ」と「遠さ」をともに考えてみませんか。

4 10/24（水） 関口
民族共生の手掛かりを探して（北海道でのフィールドワークを振り返りながら）
北海道／首都圏のアイヌ民族との関わりの中から、「多文化共生」という語がもたらす光と闇について考えま
す。私たちが抱きがちな他者に対するイメージが崩れた時、「共生」はいかにしてはじまるのでしょうか。

5 10/31（水） 平田
カムイに捧げる踊りと祈り―アイヌ文化の伝承とウタリ・カリプ（仲間の輪）を求めて
アイヌの伝える踊りには、自然や動物の様子や日々の労働を模したものから、カムイ（神々）に捧げるものまで
多様なものがあります。その中から、私が伝承を受けた舞踊に関して、実技を混じえつつ語ります。

6 11/7（水） 熊谷
アイヌの文化と言語の伝承―北海道、様似での活動を中心に
父と母からアイヌ文化を受け継ぐということについて、北海道における文化伝承のあり方についてお話します。
弁論大会やアイヌ語劇、アイヌ語教室といった取り組みについてご紹介し、アイヌ語の今について考えます。

各講師により民具・祭具・楽
器・画像＆映像の提示＆演奏
プリント資料など。

成城大学民俗学研究所研究員
東京情報大学非常勤講師

アイヌ文化アドヴァイザー
レラの会代表
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220032
江戸時代の異文化コミュニケーションを探る
朝鮮通信使との関係を中心に

■講師紹介

須田 努 明治大学情報コミュニケーション学部教授
1959年、群馬県高崎市生まれ。専門は日本近世・近代の社会文化史・異文化コミュニケーション史です。現在の研究課題は、社会文化史の観点からは、幕末から
明治初年における大衆芸能と社会との関係、異文化コミュニケーション史の視点からは、薩摩の朝鮮人陶工の村や、吉田松陰に見る征韓論形成の問題などです。
朝鮮・中国との関係から日本近世・近代史を考察したいと考えています。

  す    だ　  つとむ

日 程 内 容 

1

2

3

4

5

6

7

8

10/3（水）

10/17（水）

10/24（水）

10/31（水）

11/7（水）

11/14（水）

11/21（水）

11/28（水）

朝鮮通信使とはなんだろう
朝鮮通信使に関連する基礎知識を学びます。

浄瑠璃に登場する朝鮮
享保期(18世紀前半)の通信使来日を当て込んで、大阪の人気作家近松門左衛門と紀海音とが浄瑠璃作
品をつくりました。どのように朝鮮は描かれているのでしょうか。
『海游録』読解
享保期(18世紀前半)に来日した通信使一行の申維翰による日記です。雨森芳洲との交流なども描かれて
います。
『日東壮遊歌』読解
明和年間(18世紀公判)に来日した通信士に随行した金仁謙の日記です。このときに大阪で大事件が発生
します。お楽しみに。
日本各地に残された朝鮮文化
朝鮮通信使と日本人の交流のさまざまな問題を考えます。儒者との関係だけではなく、民衆が見た朝鮮通
信使とはなんであったのでしょうか。
歌舞伎に登場する朝鮮
18世紀後半、天竺徳兵衛を主人公とする歌舞伎がつくられ、盛んに上演されました。メディアとしての歌舞
伎に朝鮮はどう描かれていたのでしょうか。
朝鮮通信使の終了と列強の接近
文化年間に朝鮮通信使を通じた日朝の交流はおわり、西欧列強の接近がはじまります。このような情勢下、
日本人の朝鮮観も変容していきました。

吉田松陰の朝鮮侵攻論
明治時代の「征韓論」の発端は松陰と考えられています。この問題を分析します。

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

水曜日
13：00～14：30
60名
8回
17,000円
レジュメ資料（2011年度と同じ）
★

江戸時代、日本と朝鮮とは友好な外交関係=善隣外交を展開した、と
されています。本当でしょうか。この疑問からこの講座は始まります。豊臣
秀吉の軍勢は、すさまじい暴力で朝鮮半島を蹂躙しました。多くの朝鮮民
衆が殺害されました。その記憶が残る江戸時代、朝鮮から通信使が派遣
されてきました。通信使の一行として来日した朝鮮の知識人はいったい
どのように日本を見ていたのでしょうか。また一方、日本人は朝鮮人・朝
鮮通信使をどう意識していたのでしょうか。17・18世紀の朝鮮通信使に
関する諸史料を素材に、この問題を分析し、日本人と朝鮮人との間の異
文化コミュニケーションのあり方を探ってみたいと思います。テキストと
して朝鮮通信使の随員が残した日記史料を読解していきます。これらは
すべて日本語に翻訳された活字史料なので、初心者の方でも読解は可
能です。わたくしが所属する明治大学情報コミュニケーション学部らしい
学際的発想を基盤に、日本史・近世史といった狭い枠にとらわれずに、関
係史料を分析していきたいと思います。
歴史に興味を持ち、朝鮮と日本文化交流に関心がある方。史料を読み

ますが、全て活字史料なので心配いりません。
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220033
じっくり学ぶ 幕末から明治期の政治と社会（2）

■講師紹介

須田 努 明治大学情報コミュニケーション学部教授
1959年、群馬県高崎市生まれ。専門は日本近世・近代の社会文化史・異文化コミュニケーション史です。現在の研究課題は、社会文化史の観点からは、幕末から
明治初年における大衆芸能と社会との関係、異文化コミュニケーション史の視点からは、薩摩の朝鮮人陶工の村や、吉田松陰に見る征韓論形成の問題などです。
朝鮮・中国との関係から日本近世・近代史を考察したいと考えています。

  す    だ　  つとむ

日 程 内 容 

1

2

3

4

5

6

7

8

10/3（水）

10/17（水）

10/24（水）

10/31（水）

11/7（水）

11/14（水）

11/21（水）

11/28（水）

戊辰戦争のなかの関東地域
戊辰戦争で関東地域は戦場となりました。この様相を具体的に見ていきます。

明治維新と新制反対一揆
明治維新を人々はどう見ていたのでしょうか。この時期に発生した一揆の特徴から探ります。

文明開化と規律社会の到来
文明開化のなかにおける伝統文化のあり方や、規律化されていく人びとの様相を考察します。

国権と民権のせめぎ合い
明治政府と自由民権運動との関係を考察します。自由民権運動がめざしたものとはなんであったのでしょうか。

秩父事件の衝撃
秩父事件は戦争でした。そして、以後、広域な暴力的農民騒擾は発生しませんでした。この問題をじっくり考
えます。

朝鮮をめぐる政治動向
征韓論から、朝鮮中立化構想まで、国際社会を視野に入れて考えてみたいと思います。

日清戦争・日露戦争
明治時代に発生した2度の対外戦争を、兵士・村という視点を入れ考察したいと思います。

帝国化する日本
日本は、朝鮮を植民地とすることで帝国化していきました。この問題は、明治という時代を考察するうえで
避けては通れません。

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

水曜日
15：00～16：30
60名
8回
17,000円
レジュメ資料（2011年度と同じ）
★

幕末から明治期の政治と社会をじっくり考えていきたいと思います。講
座は（1）（2）と分かれますが、本講座はその後半（2）に当たります。幕末
から明治期、それは本当に激動の時代でした。西欧の外圧と国内の社会
不安のなか、江戸幕府が倒壊し、アジアで最初の国民国家が生まれまし
た。そして明治政府は、憲法と議会政治を取り入れ、日清・日露戦争の後、
朝鮮を植民地として帝国化していきました。この時期の政治史をもっとも
短く語ると、以上となります。これでは面白くありません。その間の社会の
動きも具体的に見ていきましょう。8回にわたり、明治維新によって社会
や人々の心性がどのように変化していったのかを探ります。そもそも当
時の人々は近代を歓迎したのでしょうか。このような疑問から、じっくり明
治という時代と社会を考察していきたいと思います。その際、日本近世
史・近代史研究の最新の研究成果や、わたくしが所属する明治大学情報
コミュニケーション学部が提唱している学際的視座も取り入れていきた
いと考えています。
歴史に興味を持ち、政治史だけでなく、幕末の社会のあり様までも深く

学びたいと考えている方に受講をお薦めします。
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220034
作庭家と行く・庭巡りの旅
─岡山の庭園を巡る─

講義概要

曜　日

時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

その他

月曜日
（フィールドワークは木・金曜日）
13：00～14：30（教室講座）
25名
2回
48,000円（割引特典なし）
レジュメ配布
対象外
現地集合・解散とし、1泊3食、
現地交通費、入館料を含みます。
（時間等詳細は講義の中でご案
内いたします。）

　日本庭園は、大和地方に大陸から庭園文化が伝わってスタートしま
した。その後、長期に渡って京都を中心にして、日本の庭園文化は発展
していきました。それは日本全土に広がり、伝わった地方によって、そ
の土地の気候風土や文化に即した形で、更なる発展が成されました。
この講座では、各地の日本庭園がどのような形で発展したのかを、教
室での解説と現地講座の二面性から紐解いてまいります。

日 程 内 容 

1 11/5（月）

11/29（木）岡山駅集合→阿知神社磐座→盾築神社磐座→曹源寺庭園→後楽園庭園

重森三玲生家跡庭園→天籟庵茶室及び露地、重森三玲記念館、吉川八幡宮社殿→西谷邸→小倉邸→友琳の庭→頼久寺

（11/29～30　1泊2日）

■講師紹介

重森 千靑 作庭家、京都工芸繊維大学非常勤講師、広島市立大学非常勤講師、西北農林科学大学高級講師
重森三玲、完途と三代に渡って日本庭園の作庭及び古庭園の実測調査、修復などをおこなっている。それらの豊富な資料と、実際の庭園作りの両面から、
フィールドワークを重視した日本庭園を考察している。そしてその経験やデータを駆使して、より多くの方々にわかりやすく日本庭園の魅力を伝える活
動をおこなっている。

しげ もり   ち  さを

教室講座
今回は庭園の原初形態となった磐座、江戸期の庭園、そして現代の作庭家として活躍した重森三玲の足
跡と、時代を追って庭園空間を堪能してみたいと思います。磐座は、倉敷にある阿知神社、盾築神社と見
てまいります。各々全く性格の異なる磐座で、庭園における石組の始まりといってよい形態です。また
江戸期の庭園としては、曹源寺庭園、岡山後楽園庭園、頼久寺を訪ねます。また重森三玲の足跡は、彼の
生まれ育った賀陽町吉川を訪ね、彼の処女作から晩年の作品に至るまで訪ねてまいります。特に庭園と
建築の処女作が一挙に見られるのは、ここ吉川だけです。また第三作目の昭和初期の作品、戦後間もな
い作品は、いずれも個人の住宅庭園です。そして晩年の作品である友琳の庭に至るまで、三玲の作品を
一つの地域で凝縮して見られる所はここだけです。このように庭園の始まりから現代に至るまで、今回
の庭巡りの旅では、幅広く日本庭園を見つめてみたいと思います。

11/30（金）

岡山県フィールドワーク（現地にて解説・見学）

重森三玲処女作「天籟庵庭園」
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■講師紹介

講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220036（午後）
12220035（午前）

和の空間 ̶庭̶
─より一層の楽しみ方─

講義概要
曜　日

時　間

定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

その他

水曜日（フィールドワークは月曜日）
10：30～12：00（午前クラス）
13：00～14：30（午後クラス）
35名
5回
15,000円
レジュメ配布
★
フィールドワークに関わる
費用は別途実費

　日本庭園は何となく難しいと思われている方々が多いと思います
が、ちょっとした決まり事を知るだけで、今まで何気なく見ていた庭
園が、より一層深遠な世界となって見えてきます。また実際に、自分で
木を植えたり石を置いて作った庭園が、それらの簡単な法則を知って
作るだけで、グッと引き締まった空間を設えることができます。その
簡単な法則や見るポイント、コツなどを、様々な写真や図面などを例
にお見せしながら解説してまいります。受講された方々が、日本庭園
のエキスパートになれる講座です。

日 程 内 容 

1

5

4

3

10/3（水）

2/6（水）

1/9（水）

12/5（水）

11/7（水）2

借景と庭園の関わり
日本庭園は自己完結した空間だけを観賞するのではなく、庭園の外にある風景までも取り込んで作庭され
ています。それらを借景と言いますが、その扱い方によって庭園は様々な変化をします。そんな借景と庭園
の関わりについて言及してみたいと思います。

フィールドワーク
今回取り上げる庭園は、両国にある「旧安田庭園」にまいります。旧浜離宮恩賜庭園や旧芝離宮離宮恩賜庭園
などと共に汐入式の大名庭園です。大名庭園の特徴や汐入式庭園の面白さなど、江戸の各庭園などと比較し
ながら、現地でご説明したいと思います。

日本の県木
日本の都道府県には、それぞれ県木が定められています。樹木はその土地を表すと言ってもよいぐらい、地
域性が現れていると言ってよいでしょう。そんな県木と、その地域の庭園に使われている樹木などを見つめ
てみたいと思います。

特別名勝と名勝庭園のこと(5)
全国にある特別名勝・名勝指定された庭園を取り上げて、各地の指定庭園を順次ご紹介しながら、その美と
魅力に迫ってまいります。

千利休のこと
桃山時代に活躍し、茶室、露地の両面においても大変革を成し遂げた大茶人である千利休を取り上げます。
現存している利休設計の茶席や、その流れを組む三千家の露地などを取り上げながら、利休の庭園や建築に
対する美学に迫ってみたいと思います。

自
由
参
加

3/4（月）
京都フィールドワーク
詳細は講座の途中で御案内致します。

旧安田庭園

重森 千靑
重森三玲、完途と三代に渡って日本庭園の作庭及び古庭園の実
測調査、修復などをおこなっている。それらの豊富な資料と、実
際の庭園作りの両面から、フィールドワークを重視した日本庭
園を考察している。そしてその経験やデータを駆使して、より多
くの方々にわかりやすく日本庭園の魅力を伝える活動をおこな
っている。

しげ もり   ち  さを 作庭家、京都工芸繊維大学非常勤講師、
広島市立大学非常勤講師、西北農林科学大学高級講師
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220037
江戸の戯作文学に親しむ パート6
─黄表紙・滑稽本の世界─

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

月曜日
13：00～14：30
30名
10回
24,000円
レジュメ資料
★★

　本講座では、時空を超えて江戸の通俗小説の世界を探訪します。
　明治時代の初等教育用教科書『読方入門』、妖怪が登場する楽しい
テキスト・江戸の草双紙の昔話ものから学びはじめ、くずし字に慣れ
てから、十返舎一九の黄表紙二作品を読んでみます。
　黄表紙は、絵が主役の読物で、現代のコミックのような作品です。お
およそひらがなで書かれています。作者の一九自身が書いた読みやす
い字ですので、読解の基本となる変体仮名を覚えるのに最適です。
　滑稽本は、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』が代表的作品です。今ま
であまり紹介されていない『続膝栗毛』六編を読みます。
　滑稽本は、黄表紙より字が大きく、読みやすいうえ、ほぼ全漢字にふ
り仮名付きなので、しだいに漢字のくずし方にも慣れるでしょう。
　また江戸の出版物、風俗や時代背景に言及するとともに、江戸の出
版事情を理解するために、実物の版本に触れる機会も設けたいと思い
ます。
　変体仮名の読解は、けっして難しいものではありません。初めて仮
名を覚えた幼少期に生まれ変わったつもりで、ひとつずつ楽しく習得
していきましょう。
　なお、第一回は、共通ガイダンスです。第二回以降は、新しいテーマ
で講義します。

日 程 内 容 

1

5

4

3

10/1（月）

11/19（月）

11/5（月）

10/29（月）

10/15（月）2

6

7

8

9

10

12/3（月）

2/18（月）

2/4（月）

1/21（月）

12/17（月）

■講師紹介

二又 淳 明治大学法学部兼任講師
1969年生まれ。青森県出身。早稲田大学大学院博士後期課程単位取得退学。江戸時代の黄表紙・滑稽本・人情本を中心とした戯作文学、とくに山東京伝や
十返舎一九などの作品、江戸の出版事情について研究。現在、武蔵大学などで講師兼任。

 ふたまた   じゅん

変体仮名に親しむ1
明治時代の初等教育用教科書『読方入門』、アダム・カバット『妖怪草子くずし字入門』基礎編をテキスト
として変体仮名に慣れ、絵解きも行います。

十返舎一九の黄表紙を読む1
一九の黄表紙は、文字も絵も一九が書きました。絵も楽しんで読みましょう。
十返舎一九の黄表紙を読む2
一九の黄表紙は、文字も絵も一九が書きました。絵も楽しんで読みましょう。
十返舎一九の黄表紙を読む3
一九の黄表紙は、文字も絵も一九が書きました。絵も楽しんで読みましょう。
十返舎一九の黄表紙を読む4
一九の黄表紙は、文字も絵も一九が書きました。絵も楽しんで読みましょう。
滑稽本『続膝栗毛』を読む1
『続膝栗毛』六編上の前半を読みます。
滑稽本『続膝栗毛』を読む2
『続膝栗毛』六編上の後半を読みます。
滑稽本『続膝栗毛』を読む3
『続膝栗毛』六編下の前半を読みます。

変体仮名に親しむ2
江戸の草双紙の昔話ものを読み、江戸の世態風俗を読み解きます。

滑稽本『続膝栗毛』を読む4
『続膝栗毛』六編下の後半を読みます。
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220038

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

その他

土曜日
13：00～14：30
30名
9回
23,000円
レジュメ資料
★
フィールドワークに関わる
費用は別途実費

　文学テキストたちは東京を舞台に様々な文学空間を形成してきま
した。この講座では行為・心理・プロットという枠からではなく、都市
空間や都市文化を切り口として文学テキストを見直してみたいと思
います。「読むこと」と「歩くこと」を重ね合わせながら、文庫本を抱え
て町に出てみませんか。第一線の研究者という贅沢な案内付きで。育
ち、育てられ、気が付くと12年目、また新たなスタートです。馴れるこ
となく、さらに〈進化〉を求めたいと思います。
今回、栗原先生はお休みです。

内 容 講 師

長沼

日 程

1

4

3

2

9/29（土）

愛宕山から読み解く泉鏡花「星の歌舞伎」（1）
大正4年（1915年）に発表された泉鏡花の「星の歌舞伎」には、東京のさまざまな地名が登場
します。今回は「愛宕の塔」に視点を定め、この作品を読み解いてみます。
作品本文は、文庫本未収録のため事前に配付します。

長沼10/6（土） 愛宕山から読み解く泉鏡花「星の歌舞伎」（2）　フィールドワーク
古地図を片手に、愛宕山界隈を探訪します。

長沼10/13（土）
愛宕山から読み解く泉鏡花「星の歌舞伎」（3）
作品本文の精読とフィールドワークの成果とをふまえ、愛宕山界隈を都市空間の視点から
考察します。

佐藤10/20（土）

鷗外「青年」の空間（1）
「雁」・「有楽門」に続く鷗外のテキストの三作目になります。谷中・根津・千駄木と、最近話題
の空間のテキストです。高名なテキストですが、都市空間というコードで新たなテキスト分
析に挑みます。

5 佐藤10/27（土）
鷗外「青年」の空間（2）　フィールドワーク
鷗外記念館・ホテル鷗外荘など、痕跡はたっぷりとあります。「雁」のトポス、不忍池周縁から
歩き始めます。

6 佐藤11/10（土） 鷗外「青年」の空間（3）
都市小説としての「雁」その他、鷗外の〈東京〉を全体的に眺望してみます。

7 佐藤11/17（土）
大仏次郎「霧笛」と開港横浜（1）
開港時の横浜を大仏次郎「霧笛」などを核に考察してみたい。長沼先生のご担当は山手居留
地でしたが、今回のテキストは山下居留地です。

8 佐藤12/1（土） 大仏次郎「霧笛」と開港横浜（2）　フィールドワーク
テキストを中心に、開化の横浜をたっぷりと歩きます。

9 佐藤12/8（土）
大仏次郎「霧笛」と開港横浜（3）
フィールドワークを振り返りながら、開化の横浜がもたらした文学と文化を、総体として考
察してみたいと思います。

■講師紹介

佐藤 義雄
1948年長野県生まれ。東京教育大学大学院修了。都市・都市文
化と文学の交錯を視座にして日本近代文学の読み換えを行って
いる。編著にこの講座の成果をまとめた『都市空間を歩く』（第1
輯・第2輯、リバティアカデミーブックレット）などがある。近刊
に『文学の風景 都市の風景』（蒼丘書林）がある。

  さ とう  よし  お

長沼 秀明 明治大学文学部兼任講師
1962年札幌市生まれ。明治大学大学院修了。専門は近代日本の歴
史。大学史関係の最近の著作に『明治大学小史』『布施辰治研究』のほ
か、『明治大学専門部女子部・短期大学と女子高等教育』『日本近代法
学の巨擘磯部四郎研究』（いずれも共著）、『尾佐竹猛著作集』文化史
編（編集・解題）などがある。明治大学史資料センター研究調査員。

なが ぬま  ひであきコーディネータ
明治大学文学部教授

都市空間を歩く 
─近代日本文学と東京─
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220039
昔話と伝説
─物語の謎を読み解く─

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

金曜日
13：00～14：30
30名
5回
14,000円
レジュメ資料
★

■講師紹介

吉田 正彦 元明治大学文学部教授
ドイツ文学、文化史研究。特に「ドイツ語圏における昔話の歴史」を研究テーマのひとつにしていますが、一方で、個々の伝説や昔話などの解読にも関心が
あります。民間の風俗や習慣、俗信、古来の法習慣をも念頭に置いて解読を試みることの必要性を痛感することもたびたびです。

 よし  だ     まさ ひこ

　たとえばグリム兄弟の昔話集でおなじみの「シンデレラ」の物語は
いつ、どこで生まれ、どのように私たちのもとに伝えられたのでしょ
うか。昔話や伝説など、口承で伝えられる「物語」の誕生や継承にまつ
わる事情は、それぞれに異なります。洋の東西を問わず、今日に伝えら
れる幾つかの物語を選び、こうした事情や話の背景、誕生の秘密を探
ります。昔話と伝説の定義を始め、昔話の歴史や研究史なども織り込
みながらお話しする予定です。

日 程 内 容 

「赤頭巾」 ̶昔話誕生の謎 ̶1

多彩な死者伝説の世界5

「宝物庫」 ̶物語は長旅が好き̶4

「うば捨て」、別名「親棄て」伝説3

10/12（金）

12/14（金）

11/30（金）

11/9（金）

10/26（金） 狼男伝説 ̶1589年、ドイツの連続殺人事件から̶2

狼男ペーター・シェトゥムプ



教
養
・
文
化
講
座

71MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220040

新・歴史民俗学シリーズ２

神社と祭りの精神史

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

その他

金曜日
13：00～14：30
40名
10回（内フィールドワーク1回）
28,000円
レジュメ資料
★★
フィールドワークに関わる
費用は別途実費

■講師紹介

　今回は神社とその祭りを採り上げます。日本における在来信仰の拠
点は、いうまでもなく神社でした。しかし神社の歴史には不明で曖昧
な点が多く、個々の神社がいつ頃から存在していたかを証明すること
さえ困難です。歴史民俗学的なアプローチですので、神話・縁起はもち
ろんのこと、できるだけ史料を提示しかつ読み込んで、個々の神社の
開創から展開までを跡付けてみたいと思います。まずは伊勢神宮と熊
野信仰から始めます。このふたつを抜きにして日本の神社を語ること
は不可能ですから。まだまだ力不足の私ですが皆さんと一緒なら何と
かなるような気がします。可能なら少し遠出のフィールドワークも計
画したいものです。本講座が、私と皆さんにとって、古代中世神社史研
究の出発点になれば幸いです。できれば「神社と祭り」シリーズとし
て、長く続けていきたいと思っています。

日 程 内 容 日 程 内 容 

1

5

4

3

10/12（金）

12/7（金）

11/30（金）

11/9（金）

10/26（金）2

6

10

9

8

12/21（金）

2/15（金）

2/8（金）

1/18（金）

1/11（金）7

水谷 類 明治大学文学部兼任講師
日本宗教史・文化史、および民俗学専攻。明治大学大学院博士後期課程修了。博士（史学）。著書：『廟墓ラントウと現世浄土の思想』、『墓前祭祀と聖所のトポ
ロジー』（雄山閣、2009年）。『中世の神社と祭り』（岩田書院、2010年刊）、『墓制・墓標研究の再構築─歴史・考古・民俗学の現場から─』（岩田書院、2010年
刊）、『村落・宮座研究の継承と展開』（岩田書院、2011年刊）。一宮制、神社と祭り、民間芸能者、遊行の宗教者などを研究対象としながら、日本人の精神世界
の形成について考えています。

みず たに  たぐい

神社の起源
ホコラと神庭、神体と依代、出現と祀り上げ

大きな神社と小さな神社
聖地の風景、さまざまな神の宮、墓と神社

伊勢神宮とその信仰（1）
日神神話と海の祭り、伊勢の地方神、伊勢と
天皇家

伊勢神宮とその信仰（2）
斎宮の始まり、中近世の伊勢神宮と信仰

熊野信仰への道（1）
古代の熊野と熊野神、熊野の祭りと神話

熊野信仰への道（2）
熊野参詣、修験道とホトケの山、熊野比丘尼
とその世界

神田明神と湯島聖廟フィールドワーク
（予定）

鹿島・香取神宮
東国の武神、古代東国の歴史風景、神宮の祭り

春日大社
王権を支える神、興福寺、若宮信仰

大三輪神社
蛇神神話の残影、祟りと王権、大和王朝と在
地神
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220041
『遠野物語』を読む

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

火曜日
15：00～16：30
30名
5回
11,000円
レジュメ資料
★

　「願はくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ」とその序文で高ら
かに宣言されたそのままに、今なお私たちを感銘させてやまない『遠
野物語』。その民俗学の記念碑的書物である『遠野物語』をテキストに
取り上げ、遠野の民俗、風習、習慣などについて考えます。
　初回と最終回は物語の全体像について講述し、それ以外の三回はテ
キストをはじめからテーマを設定して読み進め、時に他地域や他作品
との比較を行いながら、『遠野物語』の世界を明らかにしたいと思いま
す。その世界像を知ることは、東北文化の再認識にも繋がることで
しょう。

日 程

1

5

4

3

10/9（火）

12/11（火）

11/27（火）

11/13（火）

10/23（火）2

■講師紹介

『遠野物語』と交易
決して遠野は田舎ではなく、そこは成熟した経済活動が行われる地域であり、金がなければ
一日として生きていけない世界でした。

『遠野物語』を読む２―山女（第3～5話）
山で出会う美女の黒髪は、女性の象徴であると同時に神に近い存在であることも示してい
ます。そのような女はまさに境界に出現するのでした。

『遠野物語』を読む３―山男と神隠し（第6～8話）
神隠しにあった女たちは山で暮らしていると語られます。共同体からの逸脱は、異界の住人
になることだと人々は信じていました。

「山人」を追って
柳田民俗学のなかでなぜか葬られてしまった「山人」。その復権を今こそ試みるべきときで
す。東北山人のエネルギーの解明を目ざして。

『遠野物語』を読む１―遠野のはじまり（第1～2話）
山々に囲まれた遠野はかつて湖底であったと伝えられ、その湖は母なる子宮として幻想
されていました。

講 師

永藤

堂野前

堂野前

堂野前

立野

内 容 

永藤 靖 元明治大学文学部教授
なが ふじ　やすし

明治大学卒業。博士（文学）。著書に『古代日本文学と時間意識』
（未来社）、『時間の思想』（教育社）、『中世日本文学と時間意識』
（未来社）、『風土記の世界と日本の古代』（大和書房）、『古代説話
の変容』（勉誠社）、『日本霊異記の新研究』（新典社）、『琉球神話と
古代ヤマト文学』（三弥井書店）、『古代仏教説話の方法』（三弥井
書店）、『日本神話と風土記の時空』（三弥井書店）など。

立野 正裕 明治大学文学部教授
たて   の    まさ ひろ

1947年福岡県生まれ。岩手県立遠野高校卒業後、明治大学文学
部に入学。同大学院修士課程文学研究科を修了。現在、同大学文
学部教員として英米文学と西洋文化史を研究。反戦の思想に立
ち、今日の芸術と文学の非暴力主義の可能性を探究するととも
に、その問題意識の一環として「道の精神史」を構想し、ほぼ毎
年、西欧への旅を重ね続ける。
著書に『精神のたたかい――非暴力主義の思想と文学』、『黄金の枝
を求めて――ヨーロッパ思索の旅』、『世界文学の扉をひらく』（全
十巻、現在三巻まで刊行中）などがある（すべてスペース伽耶刊）。
近刊予定として『光の記憶を探して――続ヨーロッパ思索紀行』
（仮題）と『日本文学の扉をひらく』（第一巻）がある。

堂野前 彰子 明治大学文学部兼任講師
 どう  の  まえ   あき  こ

明治大学大学院修了、博士（文学）。日本古代文学専攻。古代日本
文学における「性」及び「交易」についての研究を行う一方、琉球
文学の研究も行う。主な論文に、『遠野のはじめの物語』、『神話と
しての「一夜孕み」』、『境界を越えていく女』がある。
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220042
万葉集の世界
─巻六を読む─

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

参考文献

金曜日
17：00～18：30
40名
5回
10,000円
レジュメ資料
★
「万葉集－全訳注原文付（一）～（四）」
（中西進著、講談社文庫）

■講師紹介

　後期も前期に引き続き万葉集の巻六を読みます。この巻は巻五とと
もに天平の歌をおさめる雑歌集で、巻五が筑紫歌壇の歌を中心として
いたのに対し、奈良宮廷を舞台として詠まれた歌を中心としていま
す。作歌年代やその性格から考えて巻一の続編ともいわれるこの巻
は、養老七年（723）から天平十六年（744）までの二十二年間の歌を年
代順に並べており、公的記録としての一面もあります。
　また、この巻で中心となる歌人は、万葉第三期を代表する笠金村、車
持千年、山部赤人です。彼らによって自然を客観化した叙景歌が詠ま
れ、新しい宮廷賛歌が作り上げられました。ときに「山柿の門」と赤人
と並び称された柿本人麻呂の歌と比較しながら、万葉第三期の歌人た
ちの美意識や世界観について考えてみたいと思います。

日 程 内 容 

旅人帰京歌群1

久邇京の歌5

天平十二年の聖武天皇4

官人たちの宴歌②3

9/28（金）

12/14（金）

11/30（金）

11/9（金）

10/19（金） 坂上郎女と月の歌群2

 

堂野前 彰子 明治大学文学部兼任講師
明治大学大学院修了、博士（文学）。日本古代文学専攻。古代日本文学における「性」及び「交易」についての研究を行う一方、琉球文学の研究も行う。主な論
文に、『遠野のはじめの物語』、『神話としての「一夜孕み」』、『境界を越えていく女』がある。

 どう  の  まえ   あき  こ
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220043
平家物語・その光と影（十六）

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

火曜日
15：00～16：30
50名
6回
15,000円
レジュメ資料
★

　平家物語というとすぐに諸行無常という言葉が浮かんでくるかも
知れませんが、必ずしも平家物語は諸行無常という思想や観念を述べ
た作品ではなく、まさしく眼前に展開された歴史的事実を物語った、
すぐれて美しい叙事詩であるということが解ります。さらには21世
紀に生きている私たちもまた、そうした諸行無常という現実の中に生
きているということを改めて思い知らされます。平家物語を講じはじ
めて早や10数年になりますが、興味は尽きません。本年度は、決して
華やかではありませんけれども忘れることのできない人物や事件を
とりあげて、その見事な語り口とともに、平家物語の魅力を楽しみた
いと思っております。

■講師紹介

［参考］今年度前期内容

大野 順一 詩人・日本文芸家協会会員
筆名大野純。元明治大学文学部教授。専攻は平家物語、日本文芸思想史。主著『平家物語における死と運命』『死生観の誕生』『詩集幻化逍遥』『詩と死と実存
―日本文芸思想史研究』（第5回茗水クラブ学術奨励賞受賞）『色好みの系譜―日本文芸思想史』『句集風吟帖』『わが内なる唐木順三』『芭蕉と生きる十二の
章』ほか、編著・論文など多数。

 おお  の   じゅんいち

日 程 内 容 

第7講　宇治川の先陣と藤戸 ─佐々木高綱と盛綱の行実─1

第11講　狐の狡智と獅子の威 ─政治家時忠の処世と戦略─5

6

第10講　母として、一門の後見として ─二位の尼時子の生涯─4

第9講　尽きざる妄執のかなた ─維盛の戦線離脱と入水─3

9/18（火）

11/13（火）

10/30（火）

10/16（火）

第12講　平家断絶 ─若君六代御前の造型─

10/2（火）

11/27（火）

第8講　暗愚は世を乱す囚 ─鼓判官と呼ばれた男─2

日 程 内 容 

第1講　武芸と歌道 ─勅撰歌人としての忠盛と忠度─1

第5講　歴史は作られるか ─怪僧文覚と流人頼朝の出会い─5

6

第4講　二つの生き方と世評 ─長谷部信連と六条大夫宗信─4

第3講　忠節と変節 ─斎藤五、六と多田蔵人行綱の場合─3

4/24（火）

6/19（火）

6/5（火）

5/22（火）

第6講　自己の死を死ねる幸福 ─愛すべき清盛─

5/8（火）

7/3（火）

第2講　隠されたユーモア ─西光法師と源三滝口競のこと─2
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■講師紹介

大野 順一 詩人・日本文芸家協会会員
筆名大野純。元明治大学文学部教授。専攻は平家物語、日本文芸思想史。主著『平家物語における死と運命』『死生観の誕生』『詩集幻化逍遥』『詩と死と実存
―日本文芸思想史研究』（第5回茗水クラブ学術奨励賞受賞）『色好みの系譜―日本文芸思想史』『句集風吟帖』『わが内なる唐木順三』『芭蕉と生きる十二の
章』ほか、編著・論文など多数。

 おお  の   じゅんいち

講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220044
芭蕉・蕪村・一茶

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

火曜日
15：00～16：30
50名
6回
15,000円
レジュメ資料
★

　学ぶことの楽しさは、知ることの楽しさです。しかしながら知るこ
とだけにとどまってはなりません。知ることを考えることに発展させ
ることが大切です。考えるということは知ったことを生かすというこ
とです。もちろん自分の利害得失についてではありません。自己の人
生の問題として疑い、問うということです。考えることによって、初め
て私たちは学ぶことの真の楽しさを味わうことができるでしょう。そ
のような心構えで、いままで「芭蕉と生きる」、「芭蕉をたづねて」とい
う標題で学んできましたが、本年度は視野をさらにひろげて、近世と
いう歴史の流れの中に生きた三人の代表的な詩的個性の芸術（俳諧）
と人生（自己）との関わりについて、学んでいきたいと思っています。

［参考］今年度前期内容

日 程 内 容 

第7講　画人蕪村（3）自然を失くした自然詠─詩心という名の教養─1

第11講　俗人一茶（3）悲しみと喜びとの交感─共苦の反抗の生涯─5

6

第10講　俗人一茶（2）俗の中の白蓮華 ─大衆の中の己心─4

第9講　俗人一茶（1）俗の純粋化 ─人生と芸術との相克─3

9/25（火）

11/20（火）

11/6（火）

10/23（火）

第12講　俗人一茶（4）芭蕉からの道 ─俳諧史の中の一茶─

10/9（火）

12/4（火）

第8講　画人蕪村（4）俳体詩の発明 ─新しい詩の世界の創造─2

日 程 内 容 

第1講　旅人芭蕉（1）終りなき始まり ─仏頂参禅と大巓の卦─1

第5講　画人蕪村（1）坐して旅する心 ─詩における虚構─5

6

第4講　旅人芭蕉（4）ふるさとと臍の緒 ─己心をいやす風雅の真言─4

第3講　旅人芭蕉（3）救済とデカダンス ─造化に帰ることの難しさ─3

5/1（火）

6/26（火）

6/12（火）

5/29（火）

第6講　画人蕪村（2）絵と句との葛藤 ─生を写すことの意義─

5/15（火）

7/10（火）

第2講　旅人芭蕉（2）菰かぶりへの憧憬 ─天命としての捨身無常─2
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講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220045
平家物語とその時代̶巻三、巻四を読む

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

金曜日
18：30～20：00
30名
10回
22,000円
レジュメ資料
★★

　『平家物語』には「木曾最期」や「那須与一」など、多くの名場面があります。ま
た、「祇園精舎の鐘の声」で始まる冒頭の一節も有名です。ただ、『平家物語』の
ことは知っていても、原文は難しそうだと敬遠してきた人は多いかもしれま
せん。この講座では、『平家物語』のいくつかの場面を取り上げ、順に読み進め
ます。その際、物語を生みだし、受け継いできた時代状況に目をくばり、物語世
界の奥行きを実感したいと思います。初めて読む方はもちろん、より深く物語
を味わいたい方も歓迎です。今回は全十二巻のうち、巻三と巻四を読みます。

日 程

1

5

4

3

9/28（金）

10/26（金）

10/19（金）

10/12（金）

10/5（金）2

巻三「赦文」̶ 後白河院と崇徳院
高倉天皇の子を懐妊した清盛の娘徳子。保元の乱から続く後白河院と崇徳院の関係を踏まえ
ながら進む、物語の本文を読み解きます。

巻三「僧都死去」̶ 人の思い歎きと平家の未来
鬼界が島に一人取り残された俊寛が死去する場面を読みます。彼はどのような思いで死んでいったのでしょうか。

巻三「医師問答」̶ 重盛の死
平家の将来を背負って立つはずであった平重盛が亡くなる場面を読みます。享年四十三、人々に惜しまれながらの死でした。

巻三「行隆沙汰」̶ 治承三年のクーデターの諸相
当初「治承三年のクーデター」は清盛の「いかり」によって起こされたと語られます。さらに物語は、清盛
の心の「天魔」を明かしていきます。清盛の「悪行」を「顕」「冥」双方の世界から語る物語に注目します。

巻三「大塔建立」̶ 皇子誕生をめぐる光と影
誕生した皇子（のちの安徳天皇）に伴う、平家一門の将来と関わる暗い影。物語はそれをどのように語るのかに注目します。

講 師

鈴木

鈴木

牧野

牧野

久保

7 11/9（金）

巻四「源氏揃」̶ 源氏の庶流を考える
以仁王の令旨に承け、都をはじめ諸国にいた源氏一門の武士たちが反平家に立ち上がります。
この挙兵に至るまで、一門庶流の武士たちがそれぞれどのような歴史を負ってきたのか振り
返りながら読み進めます。

久保

8 11/16（金）
巻四「山門牒状」̶ 寺社勢力の動き
以仁王と源頼政が打倒平家の兵を挙げた時、寺社勢力はどう反応したでしょうか。巨大な武力
を誇った寺社の動きを見ていきます。

牧野

9 11/30（金） 巻四「宮御最期」̶ 以仁王と頼政の最期
物語が描く最初の本格的な戦闘場面である「橋合戦」を読みます。以仁王・頼政が敗れるまでの流れを辿ります。 牧野

10 12/7（金）
巻四「三井寺炎上」̶ 滅び行く仏法
以仁王の乱の後、巻四の最終章段「三井寺炎上」までを読みます。巻四の最後、活気に溢れてい
た三井寺が炎上する光景は印象的です。

牧野

6 11/2（金）

巻四「厳島御幸」̶ 高倉天皇の歎きと皇位継承
後白河院幽閉によって歎きに沈む高倉天皇をよそに、「よろづ思ふさまなる」清盛は皇位継承
を推し進めます。こうしたなか、高倉院の厳島参詣を綴ることにより、その存在感を示してい
く物語の方法に注目します。

久保

内 容 

■講師紹介

牧野 淳司 明治大学文学部准教授
名古屋大学大学院博士後期課程修了。博士（文学）。専門は日本中
世文学、平家物語と寺院資料の研究。業績として、『延慶本平家物
語全注釈（巻一～巻五）』（共著 汲古書院）、『真福寺善本叢刊 東
大寺本末相論史料』（共著 臨川書店）などがある。

 まき  の     あつ  し

鈴木 彰 明治大学政治経済学部准教授
早稲田大学大学院博士後期課程修了。博士（文学）。専門は日本中
世文学、軍記物語。著書に『平家物語の展開と中世社会』（汲古書
院）、『平家物語を知る事典』（共著 東京堂出版）、『木曾義仲のす
べて』（共著 新人物往来社）、『図説平家物語』『図説平清盛』（共著 
河出書房新社）などがある。

 すず  き     あきら

久保 勇 千葉大学大学院人文社会科学研究科助教
千葉大学大学院博士後期過程修了。博士（文学）。専門は日本古典
文学、軍記物語を軸とした研究。業績として『校訂延慶本平家物
語（11）』（共著 汲古書院）、「延慶本『平家物語』の〈狂言綺語〉観
─〈物語〉の志向したもの─」（季刊『文学』10-2）などがある。

  く　 ぼ　  いさむ
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堂野前 彰子 明治大学文学部兼任講師
明治大学大学院修了、博士（文学）。日本古代文学専攻。古代日本文学における「性」及び「交易」についての研究を行う一方、琉球文学の研究も行う。主な論
文に、『遠野のはじめの物語』、『神話としての「一夜孕み」』、『境界を越えていく女』がある。

どう  の   まえ　あき こ

■講師紹介

永藤 靖 元明治大学文学部教授
明治大学卒業。博士（文学）。著書に『古代日本文学と時間意識』（未来社）、『時間の思想』（教育社）、『中世日本文学と時間意識』（未来社）、『風土記の世界と日
本の古代』（大和書房）、『古代説話の変容』（勉誠社）、『日本霊異記の新研究』（新典社）、『琉球神話と古代ヤマト文学』（三弥井書店）、『古代仏教説話の方法』（
三弥井書店）、『日本神話と風土記の時空』（三弥井書店）など。

なが ふじ　やすし

講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220046
地域から見た古代文学 Ⅳ

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

金曜日
15：00～16：30
40名
6回
13,000円
レジュメ資料
★

　これまでテキストに沿って点・面でとらえた古代文学をダイナミッ
クに一つの地域としてとらえ、交通・海流等による情報の移動、人間の
移動、物の移動を通して古代文学における地域と地域との関係、その
特徴を明らかにします。具体的には『風土記』や寺社の縁起・伝承・民俗
をあつかいます。

日 程 内 容 

東海から常陸へ ─常世論─1

鹿島神宮と香取神宮 ─蝦夷の問題─5

6

常陸国風土記の蛇神と雷神4

常陸国風土記の織物伝承と神々3

9/28（金）

12/7（金）

11/16（金）

10/26（金）

筑波・富士そして歌垣

講 師

永藤

堂野前

永藤

堂野前

永藤

堂野前

10/12（金）

12/21（金）

常陸国風土記のヤマトタケル2
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教養・文化

講座コード

12220047

日 程 内 容 講 師

光源氏召還─朱雀帝と対面（明石巻）1

光源氏、住吉参詣─明石君の嘆き（澪標巻）5

明石姫君、五十日の祝い（澪標巻）4

明石姫君の誕生、乳母の派遣（澪標巻）3

冷泉帝即位、光源氏内大臣になる（澪標巻）2

日向

日向

西野入

日向

西野入

講座趣旨 講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

木曜日
14：00～15：30
50名
10回
23,000円
レジュメ資料
★★

■講師紹介

　本講座では源氏物語を歴史・文化史・文学史の観点から読み直して
みたいと思います。源氏物語の粗筋をたどりながら、名場面や重要な
場面を選び、源氏物語がどのような歴史的文化史的背景を持っている
のか、日本や中国の文学をどのように取り込んでいるのかを確認しつ
つ、源氏物語の作り上げた独自な物語世界への理解を深め、作品を丁
寧に味読してみたいと思います。源氏物語の多面的な面白さを発見し
堪能したいと思います。
　今期は下記のように澪標巻を中心に読んでいきます。

日向 一雅
1942年山梨県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課
程修了。博士（文学）。著書『源氏物語の準拠と話型』至文堂（紫式
部学術賞）、『源氏物語の世界』岩波新書、『源氏物語ーその生活と
文化ー』中央公論美術出版（連合駿台会学術賞）、『源氏物語 東ア
ジア文化の受容から創造へ』笹間書院。編著『源氏物語の鑑賞と
基礎知識 須磨』至文堂、『同 明石』、『同 澪標』『同 若菜下（後
半）』。編著『源氏物語 重層する歴史の諸相』竹林舎。編著『源氏物
語と平安京』『源氏物語と漢詩の世界』『源氏物語と仏教』『源氏物
語と音楽』『源氏物語の礎』『源氏物語と唐代伝奇』以上、青簡舎。

  ひ  なた  かず まさ

西野入 篤男 明治大学兼任講師
1980年生まれ。明治大学大学院博士後期課程修了。博士（文
学）。平安時代の文学作品と漢籍の関わり、及び、近・現代中国に
おける日本古典文学作品の受容をテーマに、日本と中国の文化
交流について研究している。主な論文として、「『白氏文集』から
見た須磨巻の音楽ー諷諭詩・閑適詩における琴の特徴と差異」
『源氏物語と音楽・文学・歴史・音楽の接点』青簡舎、2011年「『懐
風藻』の〈琴〉ーその用例と表現の特徴をめぐってー」『アジア遊
学』126号、勉誠出版、2009年「玉鬘の流離と『白氏文集』「傳戎
人」ー光源氏と内大臣との狭間で漂う玉鬘の物語の仕組み」「源
氏物語と漢詩の世界『白氏文集』を中心に」青簡舎、2009年『平
安朝文学作品における采女司・采女』『王朝文学と官職・位階』竹
林舎、2008年

にし  の  いり   あつ  お

9/27（木）

10/25（木）

10/18（木）

10/11（木）

10/4（木）

光源氏、六条御息所の病を見舞う（澪標巻）6

光源氏、末摘花と再会する（蓬生巻）10

末摘花と叔母の物語（蓬生巻）9

末摘花の窮乏（蓬生巻）8

六条御息所、死去─前斎宮の悲嘆（澪標巻）7

西野入

西野入

日向

日向

日向

11/8（木）

12/6（木）

11/29（木）

11/22（木）

11/15（木）

源氏物語を読み直す（6）─歴史・文化史・文学史から─ 

─澪標（みおつくし）巻・蓬生（よもぎう）巻─ 
光源氏、内大臣になる─政治家としての出発

元明治大学文学部教授
明治大学研究・知財戦略機構客員研究員
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■講師紹介

渡 浩一 明治大学国際日本学部教授・明治大学博物館副館長
埼玉大学教養学部卒、東京都立大学大学院人文科学研究科史学専攻修士課程修了、東洋大学大学院文学研究科国文学専攻博士後期課程単位取得退学。専
攻は日本文化史。主な研究テーマは、「地蔵信仰史」「日本人の冥界思想」「説話と説話画」および「外国人の見た日本」。著書に『延命地蔵菩薩経直談鈔』（編著
、勉誠社）、『日本文学と仏教第7巻・霊地』（共著、岩波書店）、『一四巻本地蔵菩薩霊験記』（共編、校注・解説、三弥井書店）、『室町物語草子集』（共編、校注・訳・
解説、小学館新編日本古典文学全集63）、『お地蔵さんの世界ー救いの説話・歴史・民俗ー』（慶友社）など。

わたり　こういち

講座趣旨

教養・文化

講座コード

12220048

講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

火曜日
13：00～14：30
30名
10回
21,000円
レジュメ資料
★★

　注釈付きの翻刻テキストを用いてお伽草子作品をじっくり味読してみた
いと思います。室町物語・中世小説などとも呼ばれるお伽草子の味読を通し
て、その面白さや魅力に触れること、併せて、中世後期の宗教や文化などに
ついて、その一端を窺い知ることを目的とします。
　今回は、お伽草子のなかでもよく知られた作品のひとつで庶民物の代表
作でもある『文正草子』を取り上げます。主家を追放された主人公「文太」は
塩屋に身を寄せたところから運が開け、塩焼きで大成功をおさめて長者と
なり、「文正」と名を改めます。そして、その後文正は鹿島明神に祈願して四
十を過ぎた妻に娘二人を授かり、やがて、その娘のうち姉が関白の若君と結
ばれて北の方となり、妹が帝と結ばれて中宮となり、自身も大納言に任じら
れます。おめでたい立身出世の夢物語で、お伽草子のなかでは長編ですが、
申し子・見ぬ恋・貴種流離などのモチーフを含み、見どころの多い作品です。

日 程 内 容 内 容 

『文正草子』について1

『文正草子』講読4

塩を作る小屋の主人に身を寄せさせてほしいと頼む主家を追放された主人公の「文太」
　（『室町物語草子集』より）

5

『文正草子』講読34

『文正草子』講読23

10/2（火）

10/30（火）

10/23（火）

10/16（火）

講 師

10/9（火） 『文正草子』講読1

『文正草子』講読5

『文正草子』の周辺

『文正草子』の諸本

『文正草子』講読7

『文正草子』講読62

6

10

9

8

11/6（火）

12/4（火）

11/27（火）

11/20（火）
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『文正草子』を読む
─お伽草子を読む5─
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教養・文化

講座コード

12220049
『伊勢物語』を楽しむ（さらぬ別れのありといへば）

日 程 内 容 

『伊勢物語』を読むために1

「さらぬ別れのありといへば」（八四段）5

「小野の雪」（八三段）4

「河原院の塩釜」（八一段）3

「氏の中の親王」（七九段）・「春はいくかも」（八〇段）2

講座趣旨 講義概要
曜　日
時　間
定　員
回　数
受講料
教　材
ポイント

金曜日
10：30～12：00
30名
11回
24,000円
テキストは初回にご案内します。
★★

■講師紹介

　平安時代の歌物語として有名な『伊勢物語』は、「みやび」の文学とし
て古くから愛されてきました。業平を思わせる「男」の一代記のような
形をとりながらも、一つ一つの章段はそれぞれ独立性をもち、極めて
完成度の高い文章をもって語られています。
　この講座では、その各章段を丁寧に読み解きながら、表現の機微を
味わい、文章の魅力を楽しみたいと思います。古典をゆっくり、じっく
り読んでみたいと思っている方にお勧めします。なお、一回一回読み
切りの形をとりますので、『伊勢物語』を初めて読む方も気軽にご参加
ください。

 山口 佳紀 聖心女子大学名誉教授
1940年千葉県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。文学博士。専攻は日本語史研究。古代日本語の文法、文体、語彙などの研究を進める
かたわら、『古事記』『万葉集』『古今集』『伊勢物語』などの注釈的研究や表現分析に取り組んでいる。著書に『古代日本語文法の成立の研究』（有精堂出版、
1985年、新村出賞受賞）、『古事記の表現と解釈』（風間書房、2005年）、『万葉集字余りの研究』（塙書房、2008年）、『古代日本語史論究』（風間書房、2011
年）など。

やま ぐち    よし のり

10/5（金）

11/30（金）

「雪に振りこめられたり」（八五段）6 12/14（金）

「いと若き男女」（八六段）・「月をもめでじ」（八八段）7 1/11（金）

「なき名」（八九段）・「あな頼みがた」（九〇段）8 1/25（金）

「春を惜しむ」（九一段）・｢棚なし小舟」（九二段）9 2/8（金）

「あふなあふな」（九三段）10 2/22（金）

「絵かく女」（九四段）11 3/1（金）

11/16（金）

11/2（金）

10/19（金）
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入会と受講のご案内（入会規約）
リバティアカデミーは会員制です。ご入会・ご受講の際には必ずお読みください。

■会員制度・入会

※本学教職員（専任教職員、兼任講師、嘱託職員等を含む）の方は無料です。
　講座初回時に教職員証等をお持ちください。

4 一度納入された入会金はお返しできません。

〔ポイントの種類〕

〔ポイントの種類〕

名　称 ポイント対象となる講座
アカデミー・ポイント（リベラルアーツ） 教養・文化講座及び特別企画講座
アカデミー・ポイント
（ビジネス・アドミニストレーション） ビジネスプログラム

ポイント数の基準 ポイント数
7.5時間未満 ポイントなし

7.5時間以上15.0時間未満 1AP
15.0時間以上22.5時間未満 2AP
22.5時間以上30.0時間未満 3AP

以下、同基準にて算出

■修了制度

〔修了規定ポイント数及び称号の名称〕
修了ポイント数 AP（リベラルアーツ）の方 AP（ビジネス・アドミニストレーション）の方

10AP アカデミー・マスター★シングル
（リベラルアーツ）

アカデミー・マスター★★ダブル
（リベラルアーツ）

アカデミー・マスター★★★トリプル
（リベラルアーツ）
アカデミー・ドクター
（リベラルアーツ）

アカデミー・マスター★シングル
（ビジネス・アドミニストレーション）
アカデミー・マスター★★ダブル

（ビジネス・アドミニストレーション）
アカデミー・マスター★★★トリプル
（ビジネス・アドミニストレーション）

アカデミー・ドクター
（ビジネス・アドミニストレーション）

20AP

30AP

50AP（※）

（※）指定する学習成果の提出

1 リバティアカデミーは会員制です。会員の登録にあたっては、年齢、性
別、学歴などを問わず、どなたでもご入会いただけます。会員登録は受講
申込とあわせてお申し込みください。

2 会員資格は入会年度を含め、3年度間有効です（2012年度入会の方は
2015年3月末日まで）。

3 会員には個人会員と法人会員があります。法人会員は会社（全社・部門）・
団体名で登録し、社員の方は、割引料金（一部講座除く）にて受講できま
す。詳細については法人案内資料をご請求ください。

■アカデミー・ポイント制度
1 『アカデミー・ポイント制度』は、会員の継続的な学習を支援し、受講成果
を認証することを目的として、リバティアカデミーが独自に認めるポイ
ント制度で、2005年度講座より適用になります。

2 この制度の対象となる講座は、原則として「教養・文化講座」、「特別企画
講座」、「ビジネスプログラム」です。

3 アカデミー・ポイント（以下、APという）は、「AP（リベラルアーツ）」と
「AP（ビジネス・アドミニストレーション）」の2種類があり、学習内容に
より分類され、種類毎に集計・累積されます。

4 ポイント修得には、全授業回数の5分の4以上出席することが基礎とな
ります。この他、講師による評価が加味されることがあります。
5 この制度の対象講座では毎回、出欠席を確認します。遅刻の場合は、出席
になりません。
6 年2回（9月、3月）、リバティアカデミーホームページ上の「会員のペー 
ジ→ マイページメニュー → 講座受講履歴（APの確認）」にて、講座のポ
イントの修得状況をご確認ください。なお、希望者には郵送にて講座の
ポイントの修得状況をお知らせします。
7 APは、7.5時間（90分授業で5回分）で1APです。7.5時間未満の講座は
APの対象講座になりません。なお、ポイント数は講座案内に記載します。

8 APには、有効期限はありません。会員期間が途切れた場合にも、再入会
の手続きを行うことで、過去に修得したAPは有効になります。

1 規定のAPを修得された方にリバティアカデミー独自の称号を授与し、
修了を認証する制度です。

2 修得したポイントは、AP（リベラルアーツ）、AP（ビジネス・アドミニス
トレーション）の種類毎に集計され、いずれかの合計が、規定のポイント
数に達した場合（50APは指定する学習成果の提出が必要です。）、以下
の称号が授与され、修了が認証されます。

3 対象の方には「修了証書」および「記念品」を授与します。アカデミー・ド
クターの方は「永久会員」となり、ゴールドカードを授与します。

■入会金
1 新規入会の方は、入会金3,000円が必要です。
2 以下の方々には入会金割引の特典があります。特典を受けるためには、
自己申告が必要です。お申し込みの際に自己申告がない場合は、割引特
典は適用されません。

3 入会金割引を適用された方は講座初回時にご本人確認をさせていただ
きますので、証明書をご持参ください。忘失等により確認できない場合
は、割引特典は受けられません。

■入会の特典
1 明治大学図書館の館内閲覧・館外貸出が利用できます。なお、貸出（冊数
6冊、期間15日）を希望される場合は、ライブラリー・カードの発行手続
きが必要です。利用にあたっては、「明治大学図書館利用規程」を遵守し
てください。

⑴ライブラリー・カードの発行に必要なもの
 ①リバティアカデミー会員証
 ②住所を確認できるもの（運転免許証または健康保険証）
 ③発行手数料1,000円（リバティアカデミー会員証の有効期限内の更
新手続・手数料は不要）

⑵ライブラリー・カード発行場所
 駿河台キャンパス中央図書館B2貸出カウンター、和泉キャンパス和泉
図書館、生田キャンパス生田図書館

⑶図書館入館ゲートについて
 ライブラリー・カードをお持ちの方は、リバティアカデミー会員証では
図書館入館ゲートが通れません。必ず、ライブラリー・カードをご利用
ください。

2 オープン講座へのご招待、ご優待。
3 優先受付期間での受講申込。
4 レストラン「サロン燦」、カフェ「パンセ」が飲食代10%割引。
5 博物館が主催する特別企画展へのご招待。
6 リバティアカデミー講座パンフレットの送付（年2回）の他、各種お知ら
せの送付。

7 学内の書店で、図書・雑誌が10%割引。

■会員更新
1 リバティアカデミーでは3年度毎に会員資格の更新をおこなっております。
2 会員有効期限2013年3月の方は、2013年3月より会員更新の受付を開
始いたします。更新の手続きは、会員期限内（3月末日）に完了してくだ
さい。4月1日以降は再入会となります。

3 更新料は2,000円（明治大学カード会員は1,000円）です（3年度間有
効）。永久会員の方は、更新手続きおよび更新料は不要です。

■再入会
1 過去に会員であった方が、再び受講される場合、「再入会」の手続きが必
要です。

2 再入会の場合、入会金は3,000円（3年度間有効）です。
3 再入会の手続きでご入会された場合に限り、過去の受講データなどを
参照いただけます。

■履修証書
1 一部講座では、全授業回数の5分の4以上出席された方には、各講座終了
日に「履修証書」を発行します（希望される方のみになります）。

■講座申込・お支払い
1 各講座とも定員になり次第、受付を締め切ります。
2 講座の性質上、受講に一定の資格・条件を要する場合があります。
3 受講料・入会金等はお申込後1週間以内にお支払いください。またお申し込み日
から開講日までが1週間に満たない場合は、開講前日までにお支払いください。

4 期日までに受講料のお支払いが完了しない場合は、講座の受講をお断
りする場合があります。

■受講料の割引
1 以下のとおり、受講料の割引特典があります。特典を受けるためには、
自己申告が必要です。お申し込みの際に自己申告がない場合は、割引特
典は適用されません。
2 講座初回に以下の証明書をご持参ください。忘失などにより確認でき
ない場合には、割引特典は受けられません。この場合、正規の受講料を

■会員証
1 明記されている本人のみ有効です。他人に譲渡することはできません。
2 会員証は受講・特典利用の際には携行し、係員から特に要請のあった場
合、提示してください。

3 紛失した場合には事務局にお申し出ください。再発行いたします（再発
行手数料1,000円を申し受けます）。

半　額

無　料

対　象割　引 ご持参証明書
明治大学カード会員
福利厚生会員（福利厚生倶楽部、CLUB CCI、
ふろむな倶楽部、Club Off Alliance、ベネ
フィット・ステーション）
学生・生徒

明治大学カード
各福利厚生会員証または携帯
ホームページのロゴマーク
など
学生証



割引対象外講座
オープン講座・特別企画講座・TOEIC®IP・TOEFL®ITP

※上記の他にも一部割引対象外となるものがあります。個別の講座概要をご確認ください。

割引率 割引区分 ご持参証明書
50%（※1） 学生・生徒（※2）（※3） 学生証

20% リバティアカデミー特別会員
法人会員

特別会員証（創立120周年記念特別会員証）
社員証またはそれに準ずるもの

10%
明治大学カード会員
福利厚生会員（福利厚生倶楽部、
CLUB CCI、ふろむな倶楽部、Club Off 
Alliance、ベネフィット・ステーション）

明治大学カード
各福利厚生会員証または
携帯ホームページのロゴ
マークなど

この他、リバティアカデミー法人会員割引制度があります。案内資料をご請求ください。

■講座中止

■受講キャンセル・講座変更

 ◆講座開講日から起算して8日前まで 1,000円
◆講座開講日から起算して7日前から前日まで 3,000円

■休講・補講・代講

■教室案内・テキスト

■その他

2012年7月改定

講座申込について

講座受講について

その他

個人情報の利用目的について

入会・講座に関する

Q＆A

次の目的以外に利用することはありません。
1 受講生への連絡及び受講資料（受講料振込用紙、受講案内、
 会員証、教材、アンケート等）の送付
2 講座関連情報のご案内（パンフレット、チラシ、会報等）
3 受講生に関する資料の作成（名簿、出欠表、講座履修表、
 統計資料等）

なお、会員の情報を会員の同意なしに第三者に開示・提供することはあ
りません（法令等に基づき提供する場合を除く）。ただし、講座申込・運
営上必要不可欠な場合に限り、講座委託先業者または、講師に受講生氏
名等を通知する場合があります。会員の個人情報は、明治大学にて厳重
に管理いたします。

お支払いいただくまでの間、受講することはできません。
3 割引の併用はできません。

※1 資格・実務・語学講座のみ割引率が異なります。詳細は「資格・実務・語学講座パンフレッ
ト」をご確認ください。

※2 文部科学大臣の所管する小・中学校、高等学校、高専、短大、大学・大学院の正規学生（専
修学校・各種学校を除く）並びに本学の聴講生及び科目等履修生。

※3 本学教職員（専任教職員、兼任講師、嘱託職員等を含む）の方は、学生料金です。講座初
回に教職員証等をご持参ください。

1 お申込み後にキャンセルする場合、至急リバティアカデミー事務局にお
電話にてご連絡ください。

2 キャンセルする場合には、所定のキャンセル手続きを経た上で、キャン
セル1回（同時に複数講座をキャンセルする場合、キャンセル料の高い
方を適用）につき下記のキャンセル手数料を差し引いた受講料を返金い
たします。なお、当該年度内に返金手続きに必要な書類をご提出いただ
けない場合は、返金の権利を放棄したものとみなします。

1 講師の都合および事故、台風、ストライキ等により、やむを得ず休講する
場合があります。その際に、当初の日時を変更、あるいは講師を変更し実
施する場合があります。

2 休講および補講の連絡は、事前に判明した場合には、会員個人に直接ご連
絡いたします。また、事前に判断しかねる場合や、当日、判明した場合は、
リバティアカデミーホームページおよびアカデミーコモン1階・11階イ
ンフォメーションボードにてお知らせし、補講等の対応をいたします。

1 講座はリバティアカデミー専用教室（アカデミーコモン11階）にて行い
ます（一部、アカデミーコモン以外の施設を利用することがあります）。
2 教室は講座当日、アカデミーコモン1階・11階インフォメーションボー
ドに案内掲示をいたします。

3 教材・テキスト、資料のみの販売はいたしません。
4 教材・テキスト、文房具などの貸し出しはいたしません。
5 受講料には特に明示した場合を除き、教材費・テキスト代は含まれております。
6 欠席された講義において配布資料がある場合は、後日事務局窓口にてお渡しします。

1 住所等を変更された場合は、速やかに事務局までご連絡ください。
2 教室内での喫煙・飲食はご遠慮ください。
3 他の受講生の迷惑となるような行為、講義の進行を妨げるような行為を
行った場合、会員資格の取り消しや受講をお断りする場合があります。

4 リバティアカデミー講座受講以外での教室利用はできません。
5 貴重品は必ず手元に置き、盗難・紛失にはご注意ください。
6 自動車で来校される際はリバティタワー地下駐車場をご利用ください（有料）。
7 教室内では許可なく録音・録画・撮影することはできません。

3 一度申し込んだ講座を変更することはできません。所定のキャンセル手
続きを行い、再度ご希望の講座にお申し込みください。
4 講座開講日以降のキャンセル・講座変更の取り扱い及び受講料等の返金
はできません。

 ※TOEIC® IP、TOEFL® ITPについては、入金後のキャンセルはお受
　けできませんので、あらかじめご了承ください。

1 受講生が一定数に満たない場合、講座を中止、または延期することがあ
ります。

2 講座が中止された場合、開講日から起算して7日前までにお知らせし、
受講料及び入会金（新規入会の方のみ）を返金いたします。返金は銀行振
込になります。なお、当該年度内に返金手続きに必要な書類をご提出い
ただけない場合は、返金の権利を放棄したものとみなします。

Q 初めて申し込みたいのですが？
A 入会・会員登録が必要です。
 新規入会の方は、入会登録が必要です。講座と併せてお申込ください。
 ※入会のみのお申し込みはできません。
 ※オープン講座のみ受講される場合は入会の必要はありません。
Q 友人の分の申込はできますか？
A 受講されるご本人様が直接お申し込みください。
Q 受講料の支払いはどうすればいいですか？
A クレジットカードまたはコンビニでのお支払いとなります。
 インターネットからクレジットカードでお支払いいただく方法
と、お近くのコンビニにてお支払いいただく方法の2種類があり
ます。現金の窓口取扱はできませんのでご了承ください。

Q 受講料を支払い忘れた場合どうすればいいですか？
A 事務局で入金を確認次第、受講参加ができます。
 原則、受講申込後1週間以内にご入金ください。開講直前にご入金された場
合は、講座初回に必ず払込金受領証等入金控をご持参ください。入金が確認
できないと、開講していても受講が認められませんのでご注意ください。

Q 会員証はいつもらえますか？
A 通常入金後1ヶ月程度で発行いたします。
Q 通年講座の半期だけ受講できますか？
A 原則として半期のみの受講は認めておりません。
Q 受講のキャンセルはできますか？
A キャンセル規定に基づき講座開講日前日までのお申し出があれば、キャ
ンセルすることができます。ただし、所定のキャンセル料が発生します。

Q 申込講座の振替はできますか？
A できません。
 申込済みの講座は一度キャンセルいただき、別の講座を新規でお申
込いただくことになります。

Q 語学講座でレベルが合わなかった場合にクラスの変更はできますか？
A 原則変更できません。
 各講座にデモレッスンを設けております。ご参加のうえ、お申し込み
の前にレベルをご確認ください。

Q 開講初日はどうすればいいですか？
A 事務局よりお送りする「受講のご案内」に記載されている場所へ
お越しください。

 講座初回は、出欠および、配布資料をお渡しいたします。事務局よ
りお送りした「受講のご案内」をご持参ください。

Q 講義の見学や開講後の途中からの参加はできますか？
A 事務局へお問合せください。
 講義の見学はできません。開講後の途中参加は、定員に余裕があ
るものについて、申込みを受付けることがあります。但し、受講料
は途中からでも同額となります。

Q 講義を欠席した際、事務局に連絡は必要ですか？
A 原則的に必要はございません。
 欠席された場合、後日事務局カウンターでその日に配布された資
料をお渡ししますので申し出てください。一部、連絡を要する講
座につきましては、講座初回にご案内します。

Q 講座を欠席する際、代理の者が受講することはできますか？
A 代理受講は認めておりません。

Q 講師・受講生の連絡先を教えてもらえますか？
A お教えできません。
 個人のプライバシーを保護するために、事務局でお教えすること
はありません。
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倉 庫執務室

社会連携
事務室

受付カウンター

リバティアカデミー
事務局

[https://academy.meiji.jp]

84 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY



明治大学
黒川農場
■小田急多摩線
「黒川」駅から1.6ｋｍ
　徒歩約20分
 （公共バス等の運行は
　ありません）

ファーマーズ
マーケット
セレサモス

鶴川
街道

北口
黒川

南口
はんだ
保育園

スリーエフ

ローソン
汁守神社

ファーマーズ
マーケット
セレサモス

黒川農場
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p82、83

お申し込み・お問い合せ　明治大学リバティアカデミー事務局　〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駿河台キャンパス アカデミーコモン11階

既リバティアカデミー会員の方
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明治大学カードのしくみ明治大学カードのしくみ
●明治大学カードの協力店で優待サービスが受けられます。
※詳細は明治大学カードのHPをご確認ください。

URL https://www.meiji.ac.jp/mcard/
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俳句大学 ～駿河台夜間クラス～

リバティアカデミー開講記念講座 ～ニュースが変わる～

リバティアカデミー称号授与式

アグリサイエンスアカデミー ～黒川農場～

フランス印象派音楽の魅力 ～印象派音楽の誕生～

日本考古学の未来 ～地域考古学のこれから～

生涯マナビト宣言！
知の広場で新しい自分を創り出しませんか。

明治大学キャラクター
「めいじろう」

駿河台キャンパス・アカデミーコモン11階

https://academy.meiji.jp

https://academy.meiji.jp

日曜・祝日・8/10～16・11/1・12/26～1/7・1/17


