
本講座は、本学教員（一部招聘講師あり）の専門分野について研究成果を発表し、広く社会に
還元するための講座です。　

グローバル化の中、人生百年時代を生きる

2023年4月▶9月

03-5684-4816〒113-8668　東京都文京区向丘1-19-1　東京メトロ南北線「東大前」駅2番出口真上

生涯学習センター https://www.ext.u-bunkyo.ac.jp
03-5684-4834

2月24日（金）～
会員申込受付開始

一般申込受付開始

春・夏

•お電話での講座申し込みは受付けておりません。
お問い合わせのみとなります。
•新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
当面の間は窓口での受付は致しませんので、ご
了承ください。

インターネットで申込む（メールアドレスが必要です）1

申込み受付書および専用振込用紙の送付2
申し込みが完了しましたら、「申込み受付書」を郵送いたします。
各講座の開講が決定しましたら、「専用振込用紙」を郵送いたします。（有料講座のみ）
開講決定時期は、各講座の初日より約2週間前となります。受付書に記載された講座をご確認ください。

※お申し込みいただいてから1週間後に振込用紙をお送りしていましたが、緊急事態宣言発出等の影響により、講座が延期または
　中止となる可能性もありますので、開講が決定してからお送りいたします。

入会金および受講料の振込み3
専用振込用紙が到着後、1週間以内にコンビニエンスストアまたは郵便局でお振込みください。（コンビニエンスストアでの振込の場合、
手数料はかかりません。郵便局での振込は、現金支払いの場合は手数料 110 円がかかります。詳細については郵便局にお問合せくださ
い。また銀行でのお取扱いはしておりません）なお、振込受領証は講座終了時まで必ず保管してください。

※「入会金不要」講座以外の講座を初めて申し込まれる方は、入会金 3,000円をいただきます。

入金完了案内 兼 講座受講証の送付4
入金確認後、約1週間を目安に、「入金完了案内 兼 講座受講証」および新規会員の方には会員証を送付いたします。

※VOD、 Zoom講座をお申込みの方には、別途メールにて受講方法をご連絡いたします。
※開講日前日までにメールが届かない場合は、必ずお問い合わせください。
※講座をキャンセルする場合の手続きや手数料については、専用振込用紙とご一緒にお送りする案内をご確認ください。

受講開始5
座学講座ご受講の方は、入構の際は「入金完了案内 兼 講座受講証」をご提示ください。
正門を入りすぐ右手の建物（S館）1階にて受付後、各教室にお入りください。

●お問合せ／月・金曜 9：00～16：00　火～木曜 9：00～19：00（祝日・年末年始等を除く） 
※窓口業務時間は当面の間上記の通りとなります。ただし、講座の状況により、窓口業務の時間が変更となる日もあります。

注意

VOD

ホームページ画面左の分野別メニューより希望講座を選び、
ページから申込みできます。

完了後確認メールをお送りします。
講座詳細

90分 無料（事前申込制） 100名講義時間 受 講 料 定　　員

この講座では、首の構造を説明し、首の不調の原因と対処法を提示します。そして再発予
防のために、姿勢改善のポイントも解説します。身体を動かしながらエクササイズを実施
し、首コリ・痛みを一緒に治しましょう。

●首の構造（首の不調と関係の深い関節・筋肉・神経）　
●首の不調の原因と対処法　●姿勢を改善して首の不調を改善

講座内容

講　師

上田 泰久

2000年に横浜新緑総合病院リハビリテーション科に
入職。2007年より文京学院大学保健医療技術学部理
学療法学科に着任。理学療法士（国家資格）、専門理
学療法士（日本理学療法士協会公認資格）を取得。

文京学院大学
保健医療技術学部・
理学療法学科准教授

講座番号 A01 5月中旬予定配信開始日程

特別教養講座

首コリ・痛みの治し方
首の不調を改善する

これまで過ごしてきた自宅で介護をしながら、または介護を受けながら生活する人は更
に増えていきます。この講座では、介護をする側も受ける側もより良く百年時代を生きる
ためにはどうしたらいいかを考えます。

●在宅介護の現状と課題　●在宅介護を受けるには？
●それぞれの人生を大切に生きる

講座内容

講　師

奈良 環

10代後半から20年間、在宅介護を経験。介
護福祉士の資格取得後に企業系の訪問介護
事業所に勤務し、その後、大学での介護福祉
士養成に従事している。

文京学院大学
人間学部・
人間福祉学科准教授　
介護福祉士

講座番号 A02 6月中旬予定配信開始日程

在宅介護という選択
介護をしながら、介護を受けながら楽しく生きる

本講座は個人金融分野における知識・理解の向上を図ることを目的とします。具体的に
は、資産運用、金融制度などの概要について実践的な考察を行い、資産運用における仕
組み、公的保険や年金制度など、人生を送る上で重要となる各種制度を概説します。

●個人金融分野　●資産運用、金融制度　●公的保険や年金制度講座内容

講　師

渡部 吉昭

㈱東京銀行（現三菱UFJ銀行）、ブーズ・アレ
ン・ハミルトン㈱ディレクター、スイフト・
ジャパン㈱代表取締役、筑波大学大学院
(MBA-IB)准教授を経て現職。

文京学院大学
外国語学部教授

講座番号 A03 7月中旬予定配信開始日程

マネーと社会生活

自分の「好き」で、至福の時間を。 3月3日（金）～

生涯学習センター各講座のお申し込みは、下記ホームページからお願いいたします。
会員申込受付開始 一般申込受付開始2月24日（金）～ 3月3日（金）～

講座申込方法ご案内

●講座詳細ページから申し込む

※本講座の配信予定につきましては、表記の日程から変更となる場合があります。

※FAX・ハガキでもお申し込みできます。
　FAX・ハガキでお申し込みされる場合は、以下の必要事項をご記入ください。
　必要事項：氏名、会員の方は会員番号、生年月日、性別、ご住所（郵便番号から）、
電話番号（ご自宅・携帯電話）、e-mail アドレス、ご職業、学校法人文京学院・
各学校の関係者の方は、卒業生、在学生、在学生家族、教職員等をご記入く
ださい。
※在学生の場合は、現在の在籍状況（大学院・大学・中学・高校など）、卒業
生の場合は、卒業された学部と卒業年度を明記してください。在学生家族の場
合は、在学生の氏名と学籍番号、在学生との関係を明記してください。教職員
の場合は、所属を明記してください。



各講座のお申し込みは、ホームページからお願いいたします。 詳しくは、裏表紙をご参照ください。

ハイフレックス

●本講座では、2020年度春夏期講座として開講予定であった「第19期文京生涯カレッジ」のカリキュラムから一部科目を抜粋し、人気
科目を追加して実施いたします。 第19期文京生涯カレッジをお申し込みされていた皆様には、優先受付期間がございます。 詳細
は郵送にてご案内いたします。

●定員40名に達しましたら、締め切らせていただきます。
●座学の場合、科目別の申し込みはできません。6科目
一括申込のみとなります。

●6科目一括申込 [17回] ／45,000円　　
講座番号 Z01 座 学 講座番号 Z02 Zoom

●科目別申込（Zoom講座のみ）　　
講座番号 Z03 健康長寿のための生活習慣とは

受 講 料 定 　 員

座 学

※コロナ感染状況により、予定日に座学実施ができなくなった
場合には、Zoomでの実施となりますので、ご了承いただい
た上でお申し込みください。
※Zoomに変更となった場合、それを理由にキャンセルされ
ることはなるべくご遠慮ください。

●Zoom受講の場合は、6科目一括申込か科目別申
込かをお選びいただけます。

Zoom

[座学] 40名　[Zoom] 30名

10,800円4回

講座番号 Z05 夏目漱石の文学 8,100円3回

講座番号 Z06 武士の怖れた怨霊Ⅰ 8,100円3回

講座番号 Z08 外国人が見た幕末の江戸の暮らし 5,400円2回

講座番号 Z07 夏の夜空から始める天文入門 5,400円2回

講座番号 Z04 鈴木大拙と親鸞 8,100円3回

入会金不要 ※在学生・卒業生割引対象外

ハイフレックス

●本講座では、2020年度春夏期講座として開講予定であった「第19期文京生涯カレッジ」のカリキュラムから一部科目を抜粋し、人気
科目を追加して実施いたします。 第19期文京生涯カレッジをお申し込みされていた皆様には、優先受付期間がございます。 詳細
は郵送にてご案内いたします。

グローバル化の中、人生百年時代を生きる VOD

90分 無料（事前申込制） 100名講義時間 受 講 料 定　　員

陰陽五行（いんようごぎょう）思想
東アジア世界の世界観と民俗の基底

日かげと日なたをあらわす陰と陽とが対をなし、天地日月・冬夏・君臣男女などの
象徴とされるに至ったこと、さらに、万物の五大構成要素とされた木火土金水の
五行がそれに結合して陰陽五行思想が成立したこと、その結果、現代の東アジア
世界にまで継承されている世界観や種々の民族が成立したことを具体的にお話
しします。

●陰陽思想　●五行思想　●陰陽五行思想と東アジア世界の世界観

講　師

小林 春樹

講座番号 A04 8月中旬予定配信開始日程

特別教養講座

主要なテーマ

1952年：桐生市に生まれる。1985年：早稲
田大学大学院文学研究科博士後期課程東洋
史専攻単位取得満期退学。1997年：大東文化
大学東洋研究所専任講師。2019年：博士（文
学）［早稲田大学］。2021年：大東文化大学
教授。2023年3月：大東文化大学定年退職。

文 芸

文京生涯カレッジ 抜粋講座第19期

立教大学  兼任講師

1982年静岡大学理学部生物学科卒
業、1984年名古屋大学農学研究科
農芸化学専攻修士課程修了、1985
年名古屋大学農学研究科農芸化学
専攻博士課程中退、1986年東京大
学応用微生物研究所教務職員、
1987年同助手、1995年東京大学
分子細胞生物学研究所助教授、
2003年立教大学理学部生命理学科
教授、2022年同定年退職、立教セカ
ンドステージ大学兼任講師。

松山 伸一講　師

日 程 4月18・25日、5月9・16日 火曜日10：30～12：00

健康長寿のための生活習慣とは 食と運動と健康管理のポイント

健康長寿に必要なのは名医でも特効薬でも魔法の食物でもなく、よく食べ、よく動き、き
ちんと身体を管理することです。日常生活の中でこれらを無理なく習慣化して元気で長生
きするためのヒントをお話しします。

東京農工大学非常勤講師

専門は宗教学、近代仏教史。大正大
学大学院文学研究科博士後期課程
満期退学。博士（文学）。真宗大谷派
親鸞仏教センター研究員を経て現
職。大正大学非常勤講師。

春近 敬講　師

日 程 4月18・25日、5月9日 火曜日13：00～14：30

夏目漱石の文学 淋しさの文学という観点から

夏目漱石は文京区ゆかりの作家です。本講座では、漱石の生涯を見ながら、夏目文学の特
徴や、「吾輩は猫である」「三四郎」「こゝろ」といった漱石の代表作についてお話しします。

●痩せと栄養失調を防ぐ食事　　●筋肉なくして健康長寿なし
●長寿を支える口と骨の健康　　●未病の予防と改善に向けて

鈴木大拙と親鸞

日本の「ZEN（禅）」を欧米に紹介した仏教哲学者の鈴木大拙。在家の禅者であった彼は、一
方で浄土や念仏を説く親鸞にも深い関心を寄せていました。本講では大拙の親鸞思想に
着目し、現代の私たちが学びうる視点を探ります。

●大拙を通して親鸞を読む　　●妙好人という生き方　　●大智と大悲

●漱石の生涯、夏目文学の特徴　　●朝日新聞社入社以前の作品　　
●朝日新聞社入社以降の作品

竹林 一志講　師

時 間

時 間

日 程 5月23・30日、6月6日 火曜日10：30～12：00時 間
日本大学商学部教授

1972年、茨城県生まれ（１歳半から
東京で育つ）。2001年、学習院大学
大学院（日本語日本文学専攻）博士
後期課程修了。2005年より日本大
学の専任教員。博士（日本語日本文
学）。

文 芸

文京生涯カレッジ 抜粋講座第19期

元日本大学教授

学習院大学大学院修了。日本大学教
授を経て、早稲田大学社会人講座講
師。主な著書に『怨霊の宴』、『闘諍と
鎮魂の中世』など。

鈴木 哲講　師

日 程 5月16・23・30日 火曜日13：00～14：30

武士の怖れた怨霊Ⅰ

武士の台頭に伴い、数々の戦乱が繰り返された結果、多くの勝者と敗者が生み出されて
いった。そして、勝者は敗者の怨霊の祟りに怯え、その鎮魂に苦悩した。本講座では、武士
社会の代表的怨霊の怨念と鎮魂の諸相を考えます。

天文学普及プロジェクト「天プラ」

天文セミナーや天体観望会を企画
し、天文学と社会のコミュニケー
ションに取り組む「天プラ」運営メン
バー。国立天文台 広報普及員。東京
大学理学部天文学科卒業。修士（理
学）。

内藤 誠一郎講　師

日程・時間 火曜日 6月6日 13：00～14：30、6月13日 12：45～14：15

外国人が見た幕末の江戸の暮らし 旅行記・見聞録を中心に

江戸の地に花開いた生活文化や豊かな景観について、外国人が書き残した記録をテキスト
に、原文と訳文を対比しつつ愉しく学びます。第一回は都市・江戸を中心に、第二回は郊外の
名所について解説いたします。

●源 為朝の怨霊と鎮魂　　●源 義経の怨霊と鎮魂
●後鳥羽上皇の怨霊と鎮魂

夏の夜空から始める天文入門

この夏に見られる天文現象の楽しみ方から、科学的な目で見た宇宙の姿まで、夏の夜空の
天体の姿を通して、宇宙への好奇心を育む講座。

●2023年夏の星空ガイド　　●天体観察入門　　
●天体の姿を通して宇宙の構造と活動を学ぶ

●名所の景物　　●景観表象と言説　　●幕末の都市文化

石倉 孝祐講　師

時 間

日 程 6月13・20日 火曜日10：15～11：45時 間
元北区飛鳥山博物館学芸員
神奈川大学・國學院大學講師

1958年、東京生まれ。歴史表象論の
立場から、中世の参詣曼荼羅、宮曼
荼羅をはじめ近世の景観を描写した
名所記などを分析するほか、幕末維
新期のジャポニスムなどの動向を中
心にした研究に従事。

大東文化大学教授

1 2



各講座のお申し込みは、ホームページからお願いいたします。 詳しくは、裏表紙をご参照ください。

天安門事件後、日本は中国とどう向き合ってきたのか。深刻な人権侵害が生じてい
るにもかかわらず見て見ぬふりをし、権威主義国家が強権を振るい続けることを許
してしまったのではないか。私たちは隣国とどう関わっていけばよいのか。

「日本は何をすべきか」̶  国際社会における日本の役割と貢献 ̶
第41回 国際理解土曜セミナー

10:30～12:00

講座番号 A05

●共催／一般財団法人 外務精励会80名

日本は中国とどう向き合えばよいのか

日本の教育による国際貢献 ̶ 「日本型」教育の可能性と課題

ウクライナの戦争をどう理解するか

時　　間

定　　員

座 学 座 学

第2回

1967年東京大学教養学部卒、同年外務省入
省。1996年-1999年ウクライナ大使。2001年-
2004年コートジボワール大使。2005年-2014年
日本大学国際関係学部教授。

元ウクライナ大使 

第3回

今次、ロシアの軍事侵攻で始まったウクライナの戦争を、ロシアとウクライナの歴史
的関係から、なぜ起こったかを考える。また、この戦争が世界及び日本にとってどのよ
うな意味合いをもつのかを考える。

主要なテーマ

黒川 祐次
講　師

第4回

主要なテーマ

入会金不要　
※在学生・卒業生割引対象外[4回] 1,000円　　受 講 料90分講義時間

在中国日本大使館専門調査員、早稲田大学准
教授などを経て、現在、東京大学教授。著書に
『貧者を喰らう国―中国格差社会からの警告』
『香港 あなたはどこへ向かうのか』等。

東京大学総合文化研究科 
教授

阿古 智子
講　師

今、国際的に日本の教育から学ぼうとする国々が増えています。これらの国々は日本
の教育の何に注目しているのでしょうか。日本は各国の教育の質向上に向けて、どのよ
うな貢献ができるのでしょうか。具体的な貢献の例を用いながらこれらの問に答えて
ゆきます。日本の教育の長所と課題の両方を考えるきっかけになります。

主要なテーマ

一橋大学社会学部卒。プリンストン大学大学院社会学研究科
Ph.D.（社会学博士号）。文京女子大学専任講師から東京大学
教育学研究科教授（現在名誉教授）を経て現職。東京大学総長
補佐、東京大学学校教育高度化効果検証センター所長、同附属
中等教育学校・校長兼任、中央教育審議会委員等を歴任。

文京学院大学副学長
外国語学研究科特任教授

恒吉 僚子
講　師

親日モンゴルと日本 ̶ 中露に挟まれた国の苦悩と希望

̶ ビジネス、情報技術、人権の視点を踏まえて

モンゴルは社会主義時代はソ連の衛星国であり、日本との関係も希薄で近くて遠い国であったが、民主化以降、積極的な
日本の支援のおかげで今日東アジアで最も親日的な国となった。しかし、ODAの卒業やコロナ感染症、そしてロシアのウ
クライナ侵攻等の影響を受け、モンゴル経済は厳しい状況にあり、中国の影響力が急速に高まりつつある。結果として、
モンゴルの民主主義も変容する恐れが懸念される中で日本として今後どう動いていけばいいのかをお話ししたい。

●過去の戦争の歴史　●民主化と日本の支援　●親日国家に変わったモンゴル
●ロシア、中国の影響力復活と日本のODAの限界　●これからの両国関係の展望　

●ウクライナとはどんな国か　●この戦争はなぜ起こったか　●戦況と和平の見通し
●この戦争でわかったこと　●日本にとっての意味合い　

●日本の教育のどこが国際貢献となりうるのか　●非認知的教育の可能性　
●「日本型」教育の可能性と課題　

●日中関係　●ビジネスと人権　●デジタル権威主義　

主要なテーマ

昭和50年外務省入省、その後在モンゴル日本大使館に4回勤務、最後は特命全
権大使（201１年ー2016年）、在外は在米、在加大で勤務、本省では条約局、ア
ジア局、領事部、国連局、広報文化交流部で勤務のほか内閣官房とフォーリン
プレスセンターに出向。官房福利厚生室、国際文化交流室長を経て在モンゴル
大使に就任。現在千葉工業大学審議役、（一財）外務精励会理事など。

元モンゴル大使
清水 武則
講　師

「理学療法士臨床ブラッシュアップコース」
保健医療技術学部「大学連携講座」

現在のリハビリテーション医療の現場で必要とされる知識や技術は非常に多岐にわたっています。本コースは現職PT・OTの方々に、最新
情報とより高度な専門知識や技術を獲得していただくことを目的としています。

講座番号 タイトル 講 座 内 容 講 師日 時 受 講 料

ふじみ野キャンパス E102教室（運動療法実習室）会　場 日　程

入会金不要　※在学生・卒業生割引対象外

下記表内をご覧ください。 定　員 各日程24名
●申込締切／7月19日（水）必着
［注意］ 受講可の通知以降、振込期限までにお振込みいただけなかった場合はキャンセルとなります。キャンセルの場合は必ず生涯学習センターまでご連絡ください。
●受講者の選考／①本学の臨床実習施設の方は優先となります。必ず所属名をご記入ください。

②経験年数などを総合判断の上、受講の可否を決定し通知します。
●申込方法／WEB申込のみ有効：生涯学習センターホームページの理学専用講座申込フォームに必要事項を入力の上、送信。
http://www.ext.u-bunkyo.ac.jp/event/ ※申し込みの際にメールアドレスが必要です。

A 

体
幹

D01

本間 友貴
文京学院大学 特定助教

茂原 亜由美
文京学院大学 特定助教

小室 成義
文京学院大学 助手

8月6日（日）
10：00～16：00

体幹に対する理学療法

腰部を中心とした
体幹機能の評価・介入法

下肢の姿勢戦略と
体幹機能のつながり

体幹は身体の中心に位置し、その機能低下は全身へ影響を及ぼしま
す。今回はこれまでの臨床経験や研究で得た知見を交えて、体幹機
能改善に向けた評価・介入法についてお伝えさせていただきます。

腰部の不安定性は脊柱や胸腰筋膜を介し全身へと影響し
ます。呼吸や歩行の安定化につながる体幹機能の評価・介
入法について、実技を交えてご紹介させていただきます。

下肢の構造的および機能的不安定性は、姿勢戦略のバリエーションを低下さ
せ、体幹機能の低下を招きます。今回は足関節を対象とした評価・治療方法を
紹介し、下肢と体幹のつながりについて理解できることを目的としています。

4,000円

B 

上
肢
・頭
頚
部

D02

上田 泰久
文京学院大学 准教授

岡村 俊
文京学院大学 助手

藤田 裕子
文京学院大学 特定助教

8月19日（土）
10：00～16：00

頭頸部の機能障害に対する
理学療法 

投球障害肩に対する機能評価

パーキンソン病患者に対する
姿勢・動作の評価とアプローチ

頭頸部の機能障害として多い末梢神経の絞扼性神経障害に対する理
学療法について紹介します。機能解剖と姿勢・動作分析を整理して、
段階的な理学療法について講義・実技を通して習得していきます。

全講師3日間参加コース
3日間参加コースにお申込みいただいた方は10000円
（特別価格）でA～Cすべての講習をご参加いただけます。

投球障害肩は肩関節局所だけの問題だけではなく、全身からの連鎖
の破綻によって生じます。今回は肩関節に影響を与える肩甲骨胸郭
関節や胸椎の動きに着目した評価・運動療法を紹介させて頂きます。

パーキンソン病患者の方は運動障害だけでなく非運動障害も含め
て日常生活や動作・歩行の自立度に影響します。今回は姿勢・動作
を中心として評価や介入方法についてご紹介させていただきます。

C 

下
肢

D03

D 

3
日
間
参
加

D04

大川 孝浩
文京学院大学 助教

佐藤 俊彦
文京学院大学 特定助教

飯田 開
文京学院大学 助手

9月23日（土・祝）
10：00～16：00

歩行時に生じる下肢捻じれ
ストレスに対する理学療法

下肢関節のトレードオフと
理学療法

股関節疾患に対する姿勢・
動作分析

歩行中、下肢には摩擦による捻じれストレスが生じ、過度なストレスは運
動器疾患の誘因となります。従来着目されることが少ない捻じれストレス
に関して解説し、それらに対する歩行分析や介入法をご紹介いたします。

理学療法場面において、患部に触れなくとも痛みや動きが変化す
ることがあります。関節間のトレードオフと運動連鎖について紹介
し、患部以外からの理学療法が展開できるよう、実技を行います。

股関節に加わるメカニカルストレスを推察する上でアライメント評
価が重要です。アライメント評価と動作分析とのつながりを中心に
実際に評価を行う上でのポイントなどについてご紹介いたします。

8月6日（日）
8月19日（土）
9月23日（土・祝）
10：00～16：00

10,000円

5月29日

文京アカデミア講座地域連携講座

江戸時代の人は何を食べていたのか？ ～江戸の衣食住

6月5日 一両って今のお金でいくら？ ～江戸の経済

6月12日 江戸の職業いろいろ

6月19日 落語に出て来る歴史上の人物たち

6月26日 江戸の老後と健康

●主催／公益財団法人文京アカデミー
●講座企画・運営／文京学院大学 生涯学習センター

[全5回] 3,800円　　5月29日～6月26日 24名　　

文京学院大学 
外国語学部講師稲田 和浩講 師

落語で識る江戸のあれこれ落語で識る江戸のあれこれ
し

江戸時代の人は何を食べていたの？一両って今のお金でいくら？江戸っ子は宵越しの銭は持たないってどういう意味？江戸の庶民
生活を描いた落語から、人々の暮らしを読み解きます。

日 程 月曜日 15：00～16：30時 間 定 員受講料

●対象者／文京区在住、在勤、在学者（15歳以上、中学生を除く） ※文京学院大学生涯学習センター会員の方も受講できます。
●会場／文京学院大学 本郷キャンパス
●申込・問合せ先／〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京 学習推進係 ☎03-5803-1119（平日9時から17時）
●申込方法／「往復はがき」に ①講座名 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号、返信用にも宛先を明記し上記へ。

会員の方は「文京学院大学 生涯学習センター会員」であることも明記してください。
※文京アカデミーホームページ https://www.b-academy.jp/ からもお申し込みができます。

●申込締切／3月31日（金）必着（ホームページでは同日の23時59分まで受付）
　※定員に余裕がある場合は、先着順で2次募集を行います。詳細については、締切後上記ホームページをご確認ください。

座 学

※新型コロナウイルスの感染状況により、オンライン講座に切り替わる可能性があります。受講環境がない方はお申込の前にアカデミー文京へお問い合せください。

第1回 6月3日（土）

6月17日（土）

7月1日（土）

7月8日（土）

コース

4,000円

4,000円

※パンフレット作成後の国際情勢の変化を受けて、講演内容がアップデートされる場合があります。

3 4



もっと学ぼう教養講座！

文京

教養塾

江戸検1級合格者がご案内

文 芸 文 芸

作家、郵便学者
1967年、東京都生まれ。東京大学文学部卒業。切手等の郵便資料
から国家や地域のあり方を読み解く「郵便学」を提唱し研究・著作活
動を続けている。主な著書に『切手でたどる郵便創業150年の歴史』
（全３巻、日本郵趣出版）など。

内藤 陽介

4月8・15・22日
土曜日13：30～15：00
[3回] 4,500円　　

主要なテーマ

日　　程

時　　間

受 講 料

講　　師

入会金不要 ※在学生・卒業生割引対象外

●平成の政治・社会と切手・郵便　
●消費税の大きすぎる影響　
●急速に存在感を増したアニメとエコ

1989年に始まる平成30年間の日本現代史をさまざまな角度か
ら語ります。一般的な通史に加え、その時々の時代・社会の変化
を切手や郵便物を通じて読み解くことで、モノから読み解く歴
史の面白さを感じていただきます。

主要なテーマ

●松平家、戦国大名への道。宗家を支えた「十八松平」とは？
●人質となった主人を支えた譜代家臣団　
●両親・弟妹・子供たち、家康が家族に向けた愛情は？

三河国の一豪族に過ぎなかった松平家。そこから家康まで戦国大名へ
と成長する姿を追い、なぜ家康が戦国時代を勝ち抜いてこられたのか
を検証。一族・兄弟・家臣・子供たち、家康を支えた周囲の人々を見なが
ら、家康の実像に迫ります。

[座学] 40名　[Zoom] 30名定　　員

6月17日、7月1日
土曜日13：30～15：30
[2回] 6,400円　　

日　　程

織田信長が暗殺された後、徳川家康の天下取りの壁となったのが豊臣秀吉と
豊臣家です。この大きな壁と戦ったのが小牧・長久手の戦い、関ヶ原の戦い、大
坂の陣です。この三つの戦いで家康がどう決断し、天下にどう近づいたかを解
説します。

時　　間

受 講 料 入会金不要 
※在学生・卒業生割引対象外

入会金不要 ※在学生・卒業生割引対象外

[座学] 40名　[Zoom] 30名定　　員

平成日本の歴史
切手と郵便から読み解く

講座番号 A06 座 学

講座番号 A07 Zoom

ハイフレックス

徳川家康プロファイル 松平から徳川へ、天下制覇の一族
講座番号 A08 座 学
講座番号 A09 Zoom

講座番号 A10 座 学
講座番号 A11 Zoom

ハイフレックス江戸講座

江戸文化歴史検定１級合格

新選組のふるさと多摩に住んで、幕末史と歌舞伎、歌川国芳描く猫の浮世絵をこよ
なく愛する。講義は分かりやすく、面白くがモットー。歌舞伎検定2級。

関 一成講　　師

主要なテーマ

●小牧・長久手の戦い ― 秀吉との戦さに負けない家康、戦後、地位が高まる
●関ヶ原の戦い ― 家康、天下分け目の戦いに勝利し覇権を確立する　
●大坂の陣 ― 冬と夏の2回の戦いで勝った家康、戦国の世に終止符を打つ

9月9・16日
土曜日10：00～12：00
[2回] 6,400円　　

日　　程

時　　間

受 講 料

[座学] 40名　[Zoom] 30名定　　員

徳川家康  天下への道合戦を通して見る 後 編

江戸文化歴史検定１級合格

江戸検一級合格を期に数多くの江戸史跡案内や江戸講座の講師を務める。
講師のブログ「気ままに江戸♪ 散歩・味・読書の記録」

阿部 正信講　　師

入会金不要 
※在学生・卒業生割引対象外

座 学講座番号 A12

学習院大学大学院博士後期課程修了。文学博士。複数の大学
にて浮世絵や歌舞伎、江戸文学の授業を担当。著書『浮世絵
が創った江戸文化』等。

浮世絵にみる歌舞伎の人気
2022年秋冬期に引き続き、歌舞伎を描いた浮世絵を取り上げます。人
気役者のブロマイドでもあった役者絵には、様々な情報が隠されてい
ます。その情報を読み解きながら、魅力あふれる作品を厳選し、ご紹介
します。前回受講していない方にも楽しく学んでいただける講座です。

●細密な彫摺の技術が光る役者絵の逸品紹介
●歌舞伎における広告の役割
●名場面をどのように描き出すか―絵師の工夫

主要なテーマ

7月29日
土曜日14：00～15：30
[1回] 2,700円　　

日　　程

時　　間

受 講 料

30名定　　員

神奈川大学准教授藤澤 茜講　　師

2022年に改装が終了した国立西洋美術館の代表的絵画・彫刻と新収蔵作
品の計20点、およびその画家の関連作を同時に解説致します。東京国立博
物館の浮世絵、東京芸大美術館の代表作数点、黒田記念館の黒田清輝の国
際的評価を得た作品を紹介します。

●国立西洋美術館、東京国立博物館、　　　
東京芸大美術館、黒田記念館の作品解説

●西洋美術館常設展の代表的作品と　　　
過去５年間に収蔵された新たな作品の紹介

●西洋美術を体得した近代画家の作品や　
重要文化財指定作品などの紹介

主要なテーマ

①4月15日　②5月6日
③5月27日
土曜日10：30～12：00
[3回] 8,100円　　

日　　程

時　　間

受 講 料

40名定　　員

入会金不要 ※在学生・卒業生割引対象外

入会金不要 ※在学生・卒業生割引対象外

図像解釈研究者
神話画・宗教画・歴史画の図像解釈を試み絵画を通じて
歴史・文化を解説。本学生涯学習センター、各自治体、
市民塾等で十数年にわたり社会人講座を担当している。

五條 吉和講　　師

重要文化財　聖母像（親指のマリア）（部分イタリア　長崎奉行所旧蔵品　17世紀後期

土からなる戦国の城、天守と石垣を構える近世の城。この講座は各地に残る名
城を毎回一城ずつとりあげて、城がはたした役割とその魅力を、図版や史料を多
用しながら平易に解説します。今期は、全国の天守で唯一、北側に黒い鉄板を張
りつめて防御を高めていた福山城と、日本独自の城郭の構成を最もよく示す城
であることが評価されて日本最初の世界遺産に登録された姫路城の魅力をご紹
介します。なかでも見どころの多い姫路城は、前編・
後編の２回にわけて紹介します。

●福山城（広島県）  ― 鉄板張りの天守
●姫路城（兵庫県）  ― 現存最大の天守群

主要なテーマ
文京学院大学非常勤講師

2021年3月、日本体育大学（歴史学）を定年退職し、現在は日本体育
大学・文京学院大学非常勤講師のほか、NHKカルチャー青山教室講
師などを兼職。著書に『戦国争乱を生きる大名・村、そして女たち』、
『義経をめぐる群像』（NHK出版）、『小早川隆景のすべて』（共著、
新人物往来社）などがある。

舘鼻 誠講　　師

①5月27日　②7月22日
③9月30日　
土曜日13：30～15：30
[3回] 9,600円　　

日　　程

時　　間

受 講 料

40名定　　員

日本名城紀行 ⑭ 福山城（広島県）・姫路城（兵庫県） 座 学講座番号 A14

「上野の杜」から学ぶ西洋美術の醍醐味 座 学講座番号 A13

福山城

仏像づくりのいろは
仏像は専門家が作るものと思いこんでいませんか。設計図を用い
た基本を学べば、誰でも作ることができます。仏像を、拝む対象と
してだけでなく、自らの手で生み出すことの感動と喜びを体験す
る教室です。

春コース／4月8日・22日、5月27、6月24日
夏コース／7月8日・22日、8月26日、9月9日
土曜日10：00～12：30
[各4回] 12,700円　　

●地蔵菩薩を彫る　●地蔵面・観音面・如来面を彫る
●大黒天（立体）を彫る　●その他選択可　　　 

主要なテーマ

仏像づくりの醍醐味は木を刻むここちよい音とその香りに浸り、仕上がった
爽快感を実感できることです。上手に彫ることではなく、仏様らしく彫るこ
とを心掛ければ良いのです。自分の中にある仏性を形にしていきましょう。

●稚児地蔵菩薩を彫る　●合掌観音菩薩を彫る
●白衣観音菩薩を彫る　●釈伽如来（立像・座像）を彫る
●聖観音菩薩を彫る　　●その他選択可　●彫刻刀の砥ぎ方を学ぶ

主要なテーマ

〈 初心者向き 〉

日　　程

時　　間

受 講 料 各10名定　　員

春コース／4月8日・22日、5月27、6月24日
夏コース／7月8日・22日、8月26日、9月9日

日　　程

土曜日14：00～16：30
[各4回] 12,700円　　 各10名

時　　間

受 講 料 定 員

仏師・NPO法人仏像彫刻美術院理事長
京都の大仏師に師事。「上手に彫ることはない。自分の仏性を彫ればよい」
との師の言葉を信じ40年、数百体を彫っている。
’75年東京都勤労者美術展で都知事賞。’09年日府展で東京新聞賞受賞。

榎本 宣道講　　師

仏師・NPO法人仏像彫刻美術院理事長榎本 宣道講　　師

楽しい仏像づくり 〈 中・上級者向き 〉
〈 其の二 〉

※本講座は、継続受講者の方のみが受講対象となります。全く初めての方はご受講できませんのでご注意ください。

講座番号 A17 座 学春コース／

講座番号 A18 座 学夏コース／

講座番号 A15 座 学春コース／

講座番号 A16 座 学夏コース／

1,000～4,500円程度（木曽桧）（教室販売）

鉛筆、消しゴム、ものさし、彫刻刀 3本程度
（1本3,000～3,500円）

●教材・その他

● 持 ち 物

1,000～4,500円程度（木曽桧）（教室販売）

鉛筆、消しゴム、ものさし、彫刻刀 3本～4本

●教材・その他

● 持 ち 物
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文 芸

木曜コース／4月6・20日、5月18日
6月1日、7月6日、9月7日

土曜コース／4月1・15日、5月20日
6月3日、7月1日、9月2日

日　　程

ペン画淡彩の風景画教室
野外スケッチを楽しみましょう
耐水ペンで線画を仕上げ、透明水彩絵の具で淡く色付けします。野外の風を感じな
がら、あなたの感性でスケッチしましょう。全く初めての人でも大丈夫です。懇切丁
寧に指導しますので、初回から野外スケッチができます。

文京学院大学生涯学習センター講師

’80年 早稲田大学理工学部卒。元マイコンプログラマー。’09年より丸谷豊先生に師事。
10年間ペン画淡彩の野外スケッチを実践し、展示会に出品。ライフワークは図画工作。

※スケッチ場所等詳細につきま
しては、事前にご案内を郵送
いたします。

※雨天等で予定日にスケッチで
きない場合には、予備日に実
施します。予備日の日程は、郵
送にてご案内します。

鈴木 雅晴

11：00～14：00
[各6回] 21,000円　　
各15名

時　　間

定　　員

受 講 料

講座番号 A19 学 外木曜コース／

講座番号 A20 学 外土曜コース／

健康·心理

睡眠のしくみ
睡眠をコントロールする脳の働きを理解し、より良い睡眠をとる方法を学ぼう

座 学講座番号 F01

座 学講座番号 F02

日　　程睡眠は、体と心の健康を保つために欠かせません。そもそも私たちが
睡眠をとるのはなぜか、どうやって脳が睡眠をコントロールしている
のかなどを分かりやすく解説し、快適な睡眠をとるための対策を伝授
します。

武蔵野大学薬学部教授
東京大学薬学部卒業、同大学院薬学系研究科修士課程修
了。東京大学薬学部助手、米国ソーク研究所博士研究員、星
薬科大学講師を経て、武蔵野大学薬学部教授。薬学博士。専
門は脳科学と医薬。

阿部 和穂

[4回] 10,800円　　 40名

●私たちはなぜ眠るのか ― 睡眠の生理的意義
●睡眠をコントロールする脳のしくみ
●睡眠薬の正しい使い方

受 講 料

土曜日13：30～15：00時　　間

定　　員

講　　師

講　　師

●アナウンス基礎項目・あがり緊張対策
●話の組み立て方を知る・活用する
●プレゼンテーション　技法と話法

5月20・27日、6月3・10日

アナウンサーが教える「伝わる話し方」
元ラジオ局アナのスピーチ・プレゼン・話し方講座

プロのアナウンサーの技法で話す力・伝える力を養う講座です。放送現
場の手法を多数紹介し、スピーチワークも行います。人前で話すことに
対する苦手意識克服やスキルアップをサポートする内容です。

主要なテーマ

研修講師・フリーアナウンサー・スピーチ講座代表
元茨城放送アナウンサー兼ディレクター・報道記者。ラジオ
局で高校野球実況、災害報道を多数経験。ラジオドキュメ
ント脚本演出で文化庁芸術祭賞等受賞。マスコミ対応・プ
レゼン・話し方等の講師として活動中。

高木 圭二郎

6月24日、7月8・22日
土曜日14：00～15：30
[3回] 8,100円　　

20名

日　　程

時　　間

受 講 料

定　　員

講　　師

※2022年とほぼ同内容です

主要なテーマ

高校英語の習得は、今までわけがわからないままで、まる覚えをしていた英会話
の理屈を理解するため、またはＴＯＥＩＣや他の英語関係資格取得で高得点を取
るために避けては通れないものです。英語学習を続けていく方をサポートしたい
と思います。

●品詞、5文型等　●関係代名詞の非制限用法、関係副詞等
●分詞構文、仮定法過去、倒置等
他、大学受験によく出る文型や、会話に使われる熟語等

水曜日19：00～20：45

日　　程

時　　間

[各10回] 30,600円　　受 講 料

ＹＷＣイングリッシュゼミナール代表
アメリカ Portland 州立大学、Pacific Oaks 大学大学院卒。
Pasadena City College エクステンションコース元講師。

高山 千穂子講　　師

主要なテーマ

●教材・その他

夏コース 講座番号 B06 座 学

春コース 講座番号 B05 座 学

春・夏コースで高校英文法全般 ※夏コースは春コースの続きとなります。

各20名定　　員

中学英語からもう一度
100％使える英語のために！

ハイフレックス

このコースでは現在、公立中学校で使用されている中学校の英語教材を使って、
基礎から徹底的に積み上げていきます。春・夏コースで中３までの教科書をマス
ターします。自分自身の英語のやり直しのため、また、子供に教えるために英語
を習得したい方等、いずれの場合もスタートしやすいコースです。単語、文法、発
音等を基礎からやりなおすのは、英語学習の早道かもしれません。　

ＹＷＣイングリッシュゼミナール代表
アメリカ Portland 州立大学、Pacific Oaks 大学大学院卒。
Pasadena City College エクステンションコース元講師。

高山 千穂子

春コース／4月6・13・20・27日
5月11・18・25日、6月1・8・15日

夏コース／6月29日、7月6・13・20・27日
8月3日、9月7・14・21・28日

講　　師

主要なテーマ
木曜日19：00～20：45

※お申し込みの際に、座学かZoomかを選択してください。

※春コース教材費：1,400円（1・2年生の教科書） 夏コース教材費：700円（3年生の教科書）
※夏コースから受講される方：教材費1,400円（2・3年生の教科書） → 講座番号 T03

日　　程

時　　間

[座学] 各20名　[Zoom] 各20名定　　員

[各10回] 30,600円　　受 講 料
中学校1～3年英語教科書『NEW CROWN 1,2,3』（三省堂）NEW CROWN 編集委員会 著
教材費：プリント代込で各学年700円

●教材・その他

春コース 講座番号 B01 座 学
講座番号 B02 Zoom

夏コース 講座番号 B03 座 学
講座番号 B04 Zoom

★教材購入希望の方は、申込時に上記の申込フォームから別途お手続きください。
　（座学・Zoom申込共に）

★教材購入希望の方はお申込みください。

※夏コースは春コースの続きとなります。

●人称、時制による動詞の変化　●be 動詞の文型 ～未来形（一年）
●接続詞 ～現在完了形（二年）　●現在完了進行形 ～間接接続詞（三年）
●発音、リズム、脱落、融合、リンキング等

語 学

講座番号 T01春コース教材

講座番号
春コースから継続用教材

T02夏コース教材

講座番号
夏コースのみ受講用教材

T03夏コース教材

高校英語をもう一度
強力な英語力をゲットしよう！

★教材購入希望の方はお申込みください。
講座番号 T04春コース教材

講座番号
春コースから継続用教材

T05夏コース教材

講座番号
夏コースのみ受講用教材

T06夏コース教材

春コース／4月5・12・19・26日
5月10・17・24・31日、6月7・14日

夏コース／6月28日、7月5・12・19・26日
8月2日、9月6・13・20・27日

『English Skill Enhancement 2023年度 春・夏版』　YWC イングリッシュゼミナール編纂
教材費：春コース／プリント代込 1,000円　夏コース／プリント代のみ300円
※夏コースのみを受講される方は1,000円 → 講座番号 T06
★教材購入希望の方は、申込時に上記の申込フォームから別途お手続きください。

入会金不要 ※在学生・卒業生割引対象外

入会金不要 ※在学生・卒業生割引対象外
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はじめてみよう英会話 英語で話すのが楽しくなる♪

英語をやり直したい。英会話に挑戦してみたい。外国人の観光客とちょっとした会話をしたい。今更こんなこと聞いてもいいの?…
そんな方のためのビギナークラスです。アットホームな雰囲気で楽しく英会話を学びましょう。

●外国人に英語で道や電車の乗り換えを聞かれたら?　●外国人に英語でルールやマナーを教えてあげよう！
●英語でクッキング！　●英語で誘ってみよう！　●発音の練習をしてリスニング力をUPしよう!

主要なテーマ

火曜日15：30～17：00時　　間

日　　程

各10名定　　員 [各8回] 21,000円　　受 講 料

文京学院大学生涯学習センター講師

州立ウエスタンミシガン大学教育学部卒業後大手英会話学校で長年英会話講師として一般英会話や資格
クラスを担当。明るく楽しいレッスン作りが得意。2020年TESOL取得。

柳沢 ひとみ講　　師

春コース／4月18・25日、5月9・16・23・30日、6月6・13日
夏コース／6月27日、7月4・11・18・25日、9月12・19・26日

『Get Real 1 student book new edition』
（Macmillan）2,800円程度 （各自購入）

●教材・その他

語 学

入門編

木曜日15：00～16：30時　　間

日　　程

各10名定　　員 [各8回] 21,000円　　受 講 料

春コース／4月20・27日、5月11・18・25日、6月1・8・15日
夏コース／7月13・20・27日、8月3日、9月7・14・21・28日

初級編

実務・資格

日本の伝統・文化を英語で案内！

日本の伝統・文化を英語で伝えることに関心のある方や、全
国通訳案内士（訪日観光客をご案内するための語学では唯
一の国家資格）を目指す方、双方にお勧めの講座です。

●英語観光通訳ガイド（CS）とは？
●英語を通して、
　日本地理・歴史・一般事情の関連情報を再確認。
●毎回事前に自宅で問題に取り組み、
　講座当日の答合せ・解説を通して実践力を養成。

全国通訳案内士（英語）

過去10数年間にわたり、各種通訳案内士（全国・地域）・文化センター・カルチャーセンター・各地ボ
ランティアガイド等のガイド養成講座企画・運営サポート及び講師担当。講師共著本『プロ通訳案内
士が教える・初めてのボランティア英語ガイド』DHC出版、執筆記事「英語ガイドに挑戦！」朝日ウ
イークリー平成29年・30年2年間24回掲載。

根岸 正

水曜日18：30～20：00
[各5回] 15,000円　　 各10名

日　程

時　間

受講料 定　員

講　師

主要なテーマ

国家資格「全国通訳案内士」取得やボランティア活動を視野に

※教材費別途（各自用意）

春コース／4月12・19・26日、5月10・24日
夏コース／6月7・14・21日、7月5・19日

『英語で語る日本事情 2020』 （ジャパンタイムズ） 江口裕之 著 2,310 円●教材

実務・資格

基礎から始める写真講座 学 外座 学 座学・Zoom

●“見よう見まね”のカメラ操作からの脱出
●作例を見ながら撮り方習得
●自分のカメラで実際に撮影　
●撮った作品の振り返り
●「学び～撮る～振り返り」の繰り返しでステップアップ

●作例を見ながら撮影方法を習得
●自分のカメラで実際に撮影
●撮った作品の振り返り　
●「学ぶ～撮る～振り返り」を
　繰り返しステップアップ
●自分らしい1枚を目指す

写真家／日本写真講師協会（JPIO）公認フォトインストラクター
フリーランス写真家、写真教室「フォトジョイクラブ」主宰、カメラのキタムラ・フォトカルチャー倶楽部（PCC）写真講師、旅行会社のバスツアー、
カルチャーセンター写真講師、市展審査員等歴任。

早川 幸夫講　　師

デジタル一眼・ミラーレスカメラ、NDフィルター等●持ち物など

カメラの設定方法を覚えれば、カメラ任せの写真からあなたのイメージに合った写真が撮れるようになります。カメラの構え方から
基本的な設定・操作をこの講座で徹底的に学べます。「カメラ設定だけで写真がこんなに変わる」を実感しましょう！

写真は構図で決まる、とも言われます。必要な撮影スキルを学びながら撮影時のフレーミング方法、構図の基本を習得しましょう。
構図の基本を身につけて、自分らしい1枚を仕上げましょう！

座学／〈対面〉 4月15日 土曜日10：00～11：30
学外／4月15日（小石川後楽園） 土曜日13：00～15：00　

4月22日（丸の内・国際フォーラム） 土曜日10：00～12：00
5月13日（新宿御苑） 土曜日10：00～12：00

座学／〈対面〉 6月10日 土曜日10：00～11：30
〈Zoom〉 7月19日 水曜日19：00～20：30

学外／6月10日（小石川後楽園） 土曜日13：00～15：00　
6月24日（飛鳥山） 土曜日10：00～12：30
6月29日（新宿都庁展望台） 木曜日18：30～20：00
7月 8日（浅草寺） 土曜日10：00～12：00

講座番号 D09

[4回] 12,000円　　受 講 料 10名定　員

10名定　員

カメラ設定だけで写真がこんなに変わる！カメラ入門編

日　　程

日　　程

講座番号 D10構図と撮影スキルの向上で､あなたらしい1枚を撮ろう！ステップアップ編

[6回] 18,000円　　　　受 講 料

•各種講座実施形態のご案内

①座学…教室で実施する講座
②VOD（ビデオオンデマンド）講座…事前収録で、視聴期間内であれば繰り返し視聴可能な講座
③Zoom講座…Zoomによるリアルタイム配信で、決められた日時にご視聴いただく講座
④ハイフレックス講座…座学講座とZoom講座を同時に実施する講座
座学受講かZoom受講かを選んでお申し込みいただきます

詳細については、Web サイトにてご確認ください。

新型コロナウイルス感染拡大予防に関する本学の規程に則り、生涯学習センターの講座開催につきまして、大学での実施の際は、使
用教室の机・座席の消毒、消毒スプレー設置、受講者間の距離の確保、教室の換気、講師・運営スタッフのマスク着用、検温、手指
消毒などの感染予防策を実施し、皆様に安心して講座をご受講いただけるよう講座運営を行ってまいります。事前に「健康状態確認シー
ト」等を送らせていただきますので、皆様のご協力をお願いいたします。（2023年 2月現在）

新型コロナウイルスに関する感染予防策について
詳細につきましては、生涯学習センターホームページをご参照ください。
https://www.ext.u-bunkyo.ac.jp/aboutcovid/

ハイフレックス
春コース 講座番号 D05 座 学

講座番号 D06 Zoom

夏コース 講座番号 D07 座 学
講座番号 D08 Zoom

講座番号 B07春コース 講座番号 B08夏コース

講座番号 B09春コース 講座番号 B10夏コース

※以下の対応につきましては、今後の状況により変更となる場合があります。詳細は講座申込みをされた方に、書面にてご案内しますので、そちらをご参照ください。
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