
生涯学習・社会貢献生涯学習・社会貢献生涯学習・社会貢献生涯学習・社会貢献

平成20年度に実施した公開講座等　平成20年度に実施した公開講座等　平成20年度に実施した公開講座等　平成20年度に実施した公開講座等　

エクステンション講座Ａエクステンション講座Ａエクステンション講座Ａエクステンション講座Ａ

春期講座（有料）春期講座（有料）春期講座（有料）春期講座（有料）＜白山キャンパス＞

講座名 講座実施期間 講師 開講回数 受講者数

『源氏物語』全巻を読む　－「薄雲」巻・「朝顔」巻－
　藤壺の崩御、朝顔の姫君への思い、そして紫の上は 5/19～7/7 河地　修 8 26名

『源氏物語』全巻を読む　－「横笛」巻・「鈴虫」巻－ 5/20～7/8 新藤　協三 8 30名

書道講座－かな書を楽しむ－ 5/11～6/15 三宅　高司 5 25名

“還暦”を迎える中国 6/13～7/4 丹藤　佳紀 4 37名

日本の美をめぐる－江戸時代の造形文化－ 6/21～7/19 藤澤　紫 5 37名

30 155名

秋期講座（有料）秋期講座（有料）秋期講座（有料）秋期講座（有料）＜白山キャンパス＞

講座名 講座実施期間 講師 開講回数 受講者数

『源氏物語』全巻を読む　－「少女」巻－
　光源氏一族の栄華への階梯、六条院の完成 10/6～12/15 河地　修 8 24名

『源氏物語』全巻を読む　－「夕霧」巻－ 10/21～12/9 新藤　協三 8 34名

書道実技講座－名人の臨書方法とは－ 10/22/～11/26 蓮見　行廣 5 30名

21 88名

エクステンション講座Ｂエクステンション講座Ｂエクステンション講座Ｂエクステンション講座Ｂ

春期講座（有料）春期講座（有料）春期講座（有料）春期講座（有料）

講座名 開催日 講師 開講地 受講者数

「クラクラ日記」の安吾 5/16 山崎　甲一

新潟生まれの安吾 5/23 吉田　公平

教師としての安吾 5/30 藤本　典裕

安吾：生きた　愛した　書いた 6/13 小池　喜明

戦争と安吾 6/20 チャールズ・カベル

安吾の病 6/27 河本　英夫

アジアの人形劇にみる伝統文化－台湾の布袋戯、インドネシアのワヤン、ベトナムの水上人形劇－ 5/31 比嘉　佑典

中国の祭り－山西省の楽戸－ 6/7 有澤　晶子

カレンダー風景に見る生活文化－とくにインドネシア、ベトナムでのフィールドワークから－ 6/14 大越　公平

カレンダーから読み解く生活文化－ネパールの人々の暮らしの知恵－ 6/21 小林　正夫

祭礼と人形－江戸の山車人形にみる人形の世界－ 6/28 是澤　博昭

「ガーンディー －インド独立への希望と挫折」 5/17 宮本　久義

「ティルックラル －タミル文学の精華」 5/24 髙橋　孝信

「法律・説法・法話 －「法」のインド的起源」 5/31 沼田　一郎

「バクティ －中世インドの帰依思想」 6/7 橋本　泰元

「インドの科学 －「数」中心主義」 6/14 出野　尚紀

162名

計

計

メインテーマ：坂口安吾と現代

メインテーマ：アジアにおける生活文化の広がり－遊び・人形・年中行事を通して－

白山

メインテーマ：東洋思想への誘い－インド哲学・仏教のエッセンスを探る－

白山

38名

白山 33名

91名

計



秋期講座（有料）秋期講座（有料）秋期講座（有料）秋期講座（有料）

講座名 開催日 講師 開講地 受講者数

「空海－心の奥なる世界を尋ねて」 10/4 竹村　牧男

「禅思想の誕生－中国独自の仏教はいかにして生まれたか」 10/11 伊吹　敦

「釈尊の侍者比丘たち－その人間像」 10/25 岩井　昌悟

「日本人は経典をどのように受け容れたのか－『般若心経』を中心として」 11/8 渡辺　章悟

「心・身体・世界－チベット密教の修行体系」 11/15 山口　しのぶ

アイスランド・デンマーク 11/8 中里　巧

ノルウェー・スウェーデン・フィンランド 11/15 中里　巧

バルト３国 11/22 山舘　順

ノヴゴロド・キエフ・ウクライナ・北東シベリア 12/6 山舘　順

サハリン（樺太）・オホーツク（網走・稚内） 12/13 中里　巧

サブプライム問題と日独経済 11/8 川野　祐司

福祉政策の日独比較 11/15 齋藤　香里

環境政策の日独比較 11/22 八巻　節夫

ドイツ人の自然観と日本人の自然観－樹木の詩を手掛かりとして 12/6 三浦　安子

ドイツと日本の生活文化－異文化理解の視点から 12/13 斎藤　佑史

「損得はどのように計算するのか」 10/17 会田　富士朗

「ビジネスシーンにおける効果的なコミュニケーションのために」 10/24 杉山　晶子

「地方自治体の農産物マーケティング:ブランド・フルーツはこうして生まれる」 11/7 塚田　朋子

「私たちのくらしとライセンシング戦略」 11/14 中野　剛治

現代の共生思想:椎尾弁匡から黒川紀章まで 11/5 渡辺　章悟

江戸期の共生思想:他者への眼差し・中江藤樹から山田方谷まで 11/12 吉田　公平

インドの共生思想:中世民衆宗教家の立場から 11/19 橋本　泰元

中国の共生思想:諸子百家のことばから 11/26 野村　英登

346名

学術講演会(無料）学術講演会(無料）学術講演会(無料）学術講演会(無料）

講座名 開催日 講師 開講地 受講者数

安全・安心な社会の構築と科学技術の役割 5/28 矢川　元基 白山 36名

人の本性は善か－徳治と法治－ 6/25 吉田　公平 白山 107名

防災のまちづくり 5/17 内田雄造・水村容子・名取発 朝霞 18名

プラズマの不思議と魅力－プラズマとその先端技術－ 6/21 岡本　幸雄 川越 61名

江戸の笑い 6/14 中山　尚夫 板倉 120名

今どきの日本語を考える 10/22 坂詰　力治 白山 97名

裁かれる日本人：裁判員制度で何が変わるか 11/19 黒沢　香 白山 79名

518名

メインテーマ：ドイツと日本の間－経済・文化の日独比較－

メインテーマ：くらしに役立つ経営学－経営学は物事をどのようにとらえるか－

メインテーマ：共生への道を求めて－東洋の心に学ぶ－

計

計

163名

メインテーマ:北方の神々と大地に生きる人々に出会う5日間の旅
　　　　　　 －北欧・バルト・スラヴ・オホーツク・サハリンの自然・歴史・民俗－

白山 61名

メインテーマ：東洋思想への誘い－インド哲学・仏教のエッセンスを探る－

白山

17名

白山 37名

68名白山

白山



文化公演（無料）文化公演（無料）文化公演（無料）文化公演（無料）

講座名 開催日 講師 開講地 受講者数

アンデス音楽の魅力 7/26 安岡秀輿・石田仁志 白山 310名

バロック音楽の響き－諸国の人々－ 11/29 関根　敏子 白山 323名

633名

市民大学講座(無料）市民大学講座(無料）市民大学講座(無料）市民大学講座(無料）

講座名 開催日 講師 開講地 受講者数

「からだウキウキ！エアロビックダンス！」
　身体と心のリフレッシュ方法を学びます 11/8 鈴木　智子 9名
「こどもの救急を体と頭で学びましょう」
　救急時の応急処置について学びます 11/15 杉田　記代子 11名
「お腹とお尻のシェイプが美しさの秘訣です！」
　健康について身体を動かしながら学びます 11/22 岩本　紗由美 4名

地球温暖化のマコトと誤解と－社会の転換期？－ 11/22 藤田　壮 64名

持続可能な地域づくりと市民の暮らし 11/29 尾崎　晴男 61名

水とエネルギーの循環が暮らしを支える 12/6 小瀬　博之 63名

地球と共生する技術と仕組み 12/13 村野　昭人 52名

低炭素社会のビジネスモデルと企業の社会貢献 12/20 中島　古史郎 60名

世界の鉄道改革－アメリカ、ヨーロッパ、日本－ 10/4 堀　雅通

鉄道貨物輸送のニューステージ 10/11 小澤　茂樹

航空への挑戦－高速鉄道の旅－ 10/18 丹治　隆

世界の都市鉄道－路面電車の復活－ 10/25 宇都宮　浄人

文京アカデミア（大学プロデュース）講座(有料）文京アカデミア（大学プロデュース）講座(有料）文京アカデミア（大学プロデュース）講座(有料）文京アカデミア（大学プロデュース）講座(有料）

講座名 開催日 講師 開講地 受講者数

都市と農村の共生 10/25 青木　辰司・澤谷　精

地域変動と共生 11/8 小俣　利男・小林　正夫

“となりの外国人”－異文化共生の地域社会をいかにつくっていくのか－ 11/15 金　泰泳・松本　誠一

植民地の記憶 11/22 植野　弘子

国際協力と共生のしくみ 11/29 長津　一史

小・中学生講座（無料）小・中学生講座（無料）小・中学生講座（無料）小・中学生講座（無料）

講座名 開催日 講師 開講地 受講者数

Ａコース：ものづくりに挑戦してみよう！ 7/26・7/27 川中　洋一　　他1名 16名

Ｂコース：発行ダイオード（LED）で照明スタンドを作ってみよう！ 7/26・7/27 倉持　暁 24名

Ｃコース：ジュニア大工塾2008 7/26・7/27 松野　浩一　　他2名 39名

Ｄコース：ジュニアアーティスト塾 7/26・7/27 村上　真　　他3名 6名

[中学生対象理科実験講座]
Ⅰ味噌によるご飯の消化－体験学習
Ⅱ身近な食品添加物を知ろう！－体験学習 7月/25・7/26

高品　知典
下村　講一郎　他2名 9名

[小学生対象実験講座]
目に見えないほど小さな生物の世界－体験学習 12/6・12/13 高品　知典 141名

45名

白山 19名

〈川越：工学部小・中学生サマースクール〉

板倉

〈板倉：生命科学－小・中学生対象実験講座〉

川越

板倉

メインテーマ：「共生」の光と影－環境・文化・地域社会の問題点から－

メインテーマ：２１世紀の鉄道経営－課題と展望－

メインテーマ：脱温暖化社会への処方シナリオ－自然共生で創る暮らしとビジネス－

朝霞

計

川越

メインテーマ：子育ておかあさんのエクササイズ－子育ておかあさんを応援します－


