
生涯学習・社会貢献

平成19年度に実施した公開講座等平成19年度に実施した公開講座等平成19年度に実施した公開講座等平成19年度に実施した公開講座等

■エクステンション学習講座Ａ■エクステンション学習講座Ａ■エクステンション学習講座Ａ■エクステンション学習講座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　－「蓬生・関屋」巻－
　落魄の末摘花、源氏との再会、そして空蟬物語の終焉 5/21～7/9 河地　修 8 26名
『源氏物語』全巻を読む
　｢宇治十帖｣を読む　－｢夢浮橋｣巻－ 5/29～6/26 新藤　協三 5 37名

書道講座－心楽しく仮名を学ぶ－ 5/20～6/24 三宅　高司 5 17名

文京区を歩く 6/16～7/7 髙城　功夫 4 18名

日本美術の楽しみ－絵画で読む江戸文化－ 6/23～7/28 藤澤　紫 5 42名

27 140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　－「絵合」巻・「松風」巻－
　冷泉帝を輔佐する名臣光源氏、私生活では明石の上が上京 10/22～12/10 河地　修 8 29名

『源氏物語』全巻を読む　－「柏木」巻－ 10/23～12/11 新藤　協三 8 31名

書道実技講座－隷書を学ぶ－ 10/10～11/28 蓮見　行廣 5 16名

21 76名

■エクステンション学習講座Ｂ■エクステンション学習講座Ｂ■エクステンション学習講座Ｂ■エクステンション学習講座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

「風博士」 6/1 山崎　甲一

安吾の資質と病跡学 6/8 河本　英夫

「桜の森の満開の下」 6/15 和田　博文

安吾：日本文化論 6/22 小池　喜明

安吾：文化の創造と破壊 6/29 チャールズ・カベル

「堕落論」 7/6 吉田　公平

東京の水道を考える～料金と経営を中心として～ 5/16 石井　晴夫

日本のものづくりを考える 5/23 富田　純一

損益はどのように計算するのか？ 5/30 会田　富士朗

先物取引のリスクを考える～日経225miniのしくみ～ 6/13 里吉　清隆

日本の医療制度はどうなる 6/20 大坪　宏至

『十牛図』を読む 6/2 伊吹　敦

『チベット死者の書』を読む 6/9 山口　しのぶ

『金剛般若経』を読む 6/16 渡辺　章悟

『正法眼蔵』「現成公案」を読む 6/23 竹村　牧男

187名

計

計

メインテーマ：坂口安吾と現代

メインテーマ：私たちの暮らしにかかわる身近な問題－暮らしに役立つ経営学－

メインテーマ：東洋思想への誘い（３）－インド哲学・仏教のエッセンスを原典に探る－

白山

計

43名

白山 21名

白山 123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）

講座名 開催日 講師 開講地 受講者数

『ヨーガ根本教典』―八階梯の修行法とは― 10/13 宮本　久義

『ミーラーン詩集』―神への愛― 10/20 橋本　泰元

『実利論』―神秘主義を超える政治論の世界― 10/27 沼田　一郎

『処世百頌』―人、かくあれ― 11/10 出野　尚紀

アイスランド 10/13 中里　巧

ノルウェー・スウェーデン 10/20 中里　巧

バルト3国 11/10 山舘　順

ノヴゴロド・キエフ・ウクライナ 11/17 山舘　順

デンマーク・フィンランド 11/24 中里　巧

ＥＵとドイツ 11/10 川野　祐司

ドイツの福祉問題 11/17 春見　静子

ドイツの環境問題 11/24 八巻　節夫

ドイツ文学にあらわれた自然 12/1 三浦　安子

危機の時代のドイツ文化 12/8 斎藤　佑史

メインテーマ：「いきいきライフ」をデザインしよう―みのりの時期を自分らしく生きるために―

介護予防と生活習慣―元気で長生きするために― 10/13 神野　宏司

介護を補助するさまざまな福祉機器 10/20 米田　郁夫

介護保険・介護サービスの上手な使い方 10/27 高野　龍昭

誰にでも使える簡単な介護技術 11/10 本名　靖

234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

戦後台湾における民主化の歩み 5/19 後藤　武秀　 白山 73名

学生・親・教師におけるコミュニケーション－こころの育成とホスピタリティ－ 7/14 服部　勝人 白山 60名

日常生活支援のためのデザイン－生活支援デザインの可能性－ 5/26 米田郁夫・水村容子・高橋良至 朝霞 42名

電子顕微鏡で見るナノの世界 5/19 外村　彰 川越 174名
行ってみたいのはどんなところ？
－群馬・日本・世界における観光地の取り組み－ 6/16 古屋　秀樹 板倉 75名

達成できるか中国の「調和社会」 10/12 丹藤　佳紀 白山 109名

魯迅の解剖学ノートについて―仙台医専藤野厳九郎教授による添削― 10/31 阿部　兼也 白山 49名

満洲国の遺産 12/8 内藤　陽介 白山 123名

705名

■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

和歌をきく・みる・体験する－歌会と歌合の小宇宙－ 6/30 星と森披講学習会　青柳隆志 白山 530名

バロック音楽の響き―耳で聴くバロック音楽史― 10/27 関根　敏子 白山 280名

810名

13名

計

計

計

朝霞

白山 72名

メインテーマ：東洋思想への誘い（４）－インド哲学・仏教のエッセンスを原典に探る－

白山 73名

白山 76名

メインテーマ:北方の神々と世界遺産のフィールドワーク
　　　　　　 ―北欧・バルト・スラヴをめぐる自然・歴史・宗教・芸術・民俗の5日間－

メインテーマ：ヨーロッパの中のドイツ－ドイツの経済と文化－



■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

音声コミュニケーション 10/6 米山　正秀 40名

ロボット介護 10/20 青柳　宣生 36名

快適生活ネットワーク 11/10 植田　佳典 26名

人工知能による生活サポート 11/17 土田　賢省 31名

ヒューマンインターフェース 12/1 杉本　富利 33名

ストレスが引き起こす病気とその克服法 10/6 下村　登規夫

余暇と生き甲斐 10/13 坂口　正治

食育－板倉町「学校を中心とした食育推進事業（2004.4－2006.3）」をふりかえって 10/20 高品知典・山本金光

健康と食文化 10/27 飯川　喜美

■文京アカデミア（区民大学）講座（有料）■文京アカデミア（区民大学）講座（有料）■文京アカデミア（区民大学）講座（有料）■文京アカデミア（区民大学）講座（有料）

講座名 開催日 講師 開講地 受講者数

キリストの弟子たちに出会う旅（フランス～スペイン） 11/8

さいはてのサンティヤゴをめざして（スペイン） 11/15

聖フランチェスコの町にて（イタリア） 11/22

奇跡の泉ルルドへ（フランス） 11/29

■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

ものづくりに挑戦してみよう 7/28～7/29 川中　洋一 43名

身の回りの環境を探ろう 7/28～7/29 福井吉孝・石田哲朗・吉野隆 20名

ジュニア大工塾2007 7/28～7/29 松野　浩一　他2名 45名

[中学生対象実験講座]
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 7/27～7/28

高品　知典
下村　講一郎　他2名 16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 11/24・12/8 高品　知典 140名

〈板倉：生命科学－小・中学生対象実験講座〉

〈川越：工学部小・中学生サマースクール〉

メインテーマ：南ヨーロッパの聖地をめざして－映像と音楽でたどる巡礼の旅

菊地　章太

メインテーマ：健康を『創る』－できることから始めよう－

メインテーマ：人に優しい情報技術

川越

板倉 95名

白山 47名

川越

板倉



■あさか・パートナーシップ・カレッジ（東洋大学と朝霞市の共催）■あさか・パートナーシップ・カレッジ（東洋大学と朝霞市の共催）■あさか・パートナーシップ・カレッジ（東洋大学と朝霞市の共催）■あさか・パートナーシップ・カレッジ（東洋大学と朝霞市の共催）

〈平成19年度入学生〉（平成19年10月6日～平成20年7月19日）〈平成19年度入学生〉（平成19年10月6日～平成20年7月19日）〈平成19年度入学生〉（平成19年10月6日～平成20年7月19日）〈平成19年度入学生〉（平成19年10月6日～平成20年7月19日）

分野 期間および講座回数 講師

①地域と行財政
平成19年10月13日～
平成19年12月1日（90
分×15コマ）

八巻　節夫、佐藤　俊
一、木村　實、　　　小林
秀年、加藤　秀治郎、小
林　博志

②地域の環境と活力

平成19年12月1日～
平成20年1月12日
平成20年2月23日～
平成20年3月1日
（90分×15コマ）

松行　康夫、青木　辰
司、　　　　　　　　　　柿
崎　洋一、山谷　修作、
澤谷　精

③朝霞市の現状と課題
平成20年1月19日～
平成20年2月16日
（90分×10コマ）

（朝霞市の担当）

④高齢化社会と地域
平成20年3月8日～
平成20年5月17日
（90分×15コマ）

大竹　延幸、小澤　温、
古川　孝順、　　　　井上
治代、田中　淳

⑤地域とまちづくり
平成20年5月17日～
平成20年7月12日
（90分×15コマ）

長濱　元、勝瀬　義仁、
稲生　信男、　　　安　相
景、高橋　一男

14名(内、聴講者4名）

14名(内、聴講者2名）

12名(内、聴講者0名）

12名(内、聴講者1名）

16名(内、聴講者6名）

受講者数(聴講者数）


