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平成 25 年度称号記授与式レポート

新たに学位を取得された皆様、
おめでとうございます !!
３月 21 日金曜日、春風に新しい季節の息
吹を感じる中、平成 25 年度の武蔵野地域自
由大学称号記授与式が行われました。場所は
武蔵野大学。授与対象者 79 名のうち、22 名
の方が参加されました。授与式では、武蔵野
地域自由大学の長倉三郎学長の式辞があり、
厳かな雰囲気の中で称号記が授与されました。
授与式終了後は会場を移し、懇談会が催され
ました。参加者のみなさんは、長倉学長をは
じめ、武蔵野地域五大学の学長や学校関係者、

長倉学長からは「そ
れぞれの道において
極められることを期
待している。武蔵野
地域の特色を活かし、
生涯学習を発展させ
て欲しい」と式辞が
ありました。

市長、教育長とテーブルを囲み、楽しげに歓
談されていました。
平成 25 年度は新たに市民博士 10 名、市民
修士 12 名、市民学士 23 名、市民準学士 34
名が誕生しました。
ー称号取得者 総数ー
市民博士
35 名（50 ポイント以上取得）
市民修士
111 名（30 ポイント以上取得）
市民学士
230 名（20 ポイント以上取得）
市民準学士 451 名（10 ポイント以上取得）
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話に花が咲き、名残惜しい雰囲気のまま閉会となりました。

平成 26 年度武蔵野地域五大学共同教養講座 受講生募集
平成 9 年度から開催している武蔵野地域五大学共同教養講座は、1 大学

5 つのキャンパスで 4 回、全 20 回の講座で、5 つのキャンパスを順番に会場とします。各
大学の特色あるテーマで構成され、幅広く学ぶことができる人気の講座
知的探求

です。ご応募お待ちしています！（特定の大学のみの申込は出来ません）

各大学
2 回以
上
全 15
回以上
出席で
1 ポイ
ント

■曜日・時間：土曜日、午後 1 時 30 分〜 3 時 ※第 19・20 回（亜細亜大学）は同日に 2 回連続開講。
回

月 日

テーマ

講 師

武蔵野大学「現代社会と刑事法の交錯」
1

7月 5日 児童虐待の現況

2

7月12日 児童虐待の具体的事例

3

7月19日 裁判員裁判の現況

4

7月26日 裁判員裁判の具体的事例

林 弘正（法学部教授）

成蹊大学「アンデス先住民の現在」
5

9月6日 インカ帝国と征服の記憶

6

9月13日 アンデスの先住民宗教

7

9月20日 先住民とは誰か？―植民地主義と人種

8

9月27日 ペルーの国内紛争、平和構築と先住民

細谷 広美（文学部教授）

東京女子大学「戦後日本社会とアメリカ文化―摩擦と融合のあいだ―」
9

10月4日 占領下の憲法制定―デモクラシーとナショナリズムの相克―

10

10月11日 大衆消費社会化と市民主義の台頭

11

10月18日 1980年代の日米貿易摩擦と日本異質論

12

10月25日 冷戦の終結後の新自由主義とグローバリゼーション

日本獣医生命科学大学「これを聞けば食肉博士！

油井 大三郎（現代教養学部特任教授）

食肉百科講座」

13

11月8日 食肉の歴史―肉を食べるようになった人類の発展―

小竹 佐知子（応用生命科学部准教授）

14

11月15日 食肉はなぜおいしいのか？頭で味わうおいしさの科学

松石 昌典（応用生命科学部教授）

15

11月22日 健康・長寿に欠かせない食肉のパワー―その栄養と機能―

西村 敏英（応用生命科学部教授）

16

11月29日 知ると更に美味しくなる、食肉加工製品の世界

三浦 孝之（応用生命科学部講師）

亜細亜大学「ことばと多言語社会」
17

12月6日 ことばを学ぶ（言語学入門）

18

12月13日 ことばと社会（社会言語学入門）

19

12月20日 アジアの事例：フィリピン多言語社会

小張 順弘（国際関係学部講師）

20※ 12月20日 ことばに関する身近な事例

※第 20 回は午後 3 時 10 分〜 4 時 40 分

共同教養講座 募集要項

■対象：武蔵野地域自由大学学生及び 18 歳以上の市内在住・在学・在勤の方
■定員：120 名（超えた場合抽選）
■費用：5,000 円（資料代）
■申込：①自由大学学生の方は電話 0422-30-1904
②往復ハガキに [ 氏名、電話、住所、生年月日、自由大学学生は学籍番号 ] を明記のうえ、自由大学事務局「教養講座」係へ郵送
③ハガキ（抽選結果通知用）を持って直接武蔵野プレイス 3 階自由大学事務局窓口へ
④「武蔵野市文化・スポーツ・生涯学習ネット」（http://www.musashino.or.jp/musashinonet.html)
※インターネットでお申込の場合は、当落はご自身でご確認ください（結果公開期間：6 月 7 日〜 7 月 5 日）。
■締切：5 月 31 日（土）必着
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自由大学講座 2014

受講生募集開始 !!

現代社会と哲学
講師

関口浩

（成蹊大学および早稲田大学非常勤講師）

■日程：５月 29 日、６月５日、19 日、７月３日、17 日（いずれも木曜日）・全５回の連続講座
■時間：午前 10 時 30 分〜正午
■会場：武蔵野プレイス４階フォーラム
■対象：武蔵野地域自由大学学生 定員 100 名

私たちにとって自分の人間性あるいは個性はとても大切なもののは
ずです。しかしながら、現代社会に生きる私たちがそのような自分の
人間性を円満に向上させてゆくことは、そう簡単なことではないよう
です。現代の働く人たちの多くが、自分自身のことを、大きな組織の
なかの一つの歯車にすぎないもの、壊れたらいくらでも代りのあるも
の、そういう個性のない部分品のようなものと見なしているのではな
いでしょうか。
この講座では、そのような人間疎外の問題を中心に、M・ウェーバー、
H・アーレント、杉原千畝、エド・マローなどの思索を参照しながら、
今日の精神的状況に対して哲学がどのように答うるか、ということを
考えてゆきたいと思います。

※左上から時計回り。杉原千畝、マックス・ウェーバー、
エド・マロー、ハンナ・アーレント

５月 29 日

M・ウェーバーの官僚制論と〈マクドナルド化する社会〉

６月 5 日

A・アイヒマンにおける〈無思考性〉

６月 19 日

官僚・杉原千畝の思考力

７月

J・ゲッベルスとエド・マロー

3日

７月 17 日

M・ウェーバーの官僚制論・再説

自由大学講座 募集要項

H・アーレントの問い

マスメディアの使命
大衆社会と哲学的知

■対象：武蔵野地域自由大学学生
■定員：100 名（超えた場合抽選）
■費用：無料
■会場：武蔵野プレイス 4 階フォーラム
■申込：①自由大学事務局へ電話 0422-30-1904
②往復ハガキに [ 氏名、学籍番号、電話、住所 ] を明記のうえ、自由大学事務局「自由大学講座」係へ郵送
③ハガキ（抽選結果通知用）を持って直接武蔵野プレイス 3 階自由大学事務局窓口へ
④「武蔵野市文化・スポーツ・生涯学習ネット」（http://www.musashino.or.jp/musashinonet.html)
※インターネットで当落確認ができます（5 月 19 日〜５月 29 日）。
■締切：5 月 12 日（月）必着

3

Column
コラム

春から始める生涯学習 !
大学公開講座を受講してみませんか !?

大学公開講座って ?
各大学が一般市民向けに公開している講座です。参加にあたり申込不要の講
座も多いので、興味のある講座を見つけたらお気軽にご参加ください。
自由大学のポイントが付く講座は、「自由大学履修対象 大学公開講座」( 今号
は 5 ページ）でご紹介しています。
また、履修対象ではない講座や講演などのお知らせがある場合は、「大学掲示
板コーナー」でご紹介します。詳細は各大学にお問合せください。

公開講座のポイントって？
自由大学履修対象科目に指定されている公開講座に規定の回数以上出席
すると、ポイントが付与されます。必要な出席回数と付与されるポイン
トは、各講座の右上にメモのマーク
でお知らせしています。
3 回以

上出席
で
0.5 ポ
イント

公開講座でポイントを取得するには･･･
自由大学履修対象の公開講座に出席したら、受付でお名前をお伝えいただくか、用意され
ている出席簿にお名前・学籍番号などを記入してください（※大学により出席簿の様式は
異なります）。
特に、自由大学の学籍番号は、忘れずに記入してください。学籍番号が記入されていない
場合、規定回数を満たしていてもポイントがつかない場合があるので、注意が必要です！
自由大学事務局では、学籍番号の有無で、一般の方と自由大学学生を区別しています。

この春始まる自由大学履修対象科目の公開講座は 5 ページで詳しくご案内しています♪⇒

◎ポイントを取得するとどうなるの？ 〜ポイントと称号記〜
自由大学履修対象科目を規定の回数以上出席すると、ポイントが付与されます。
ポイントの数によって、自由大学独自の称号（学位）を認定しており、年度末には称号
記授与式と、自由大学学長や五大学の学長を交えての懇親会をおこないます。
50 ポイント以上取得された市民博士の方は 35 名程いらっしゃいます！
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自由大学履修対象

大学公開講座

事前申込不要の無料講座です。会場に直接ご来場ください。問合せは各大学まで。
亜細亜大学 ＜連続討論会街づくり未来塾Ⅰ＞
テーマ「武蔵野地域を知る〜武蔵境学を深める」
回

月 日

テーマ

講師

1

6月 2日 武蔵境駅開業125周年と中央ラインモールプロジェクト

3 回以
上出席
で
0.5 ポ
イント

古田 隆則（ＪＲ武蔵境駅長）

2

6月 9日 杵築大社と境村
窪田 隆榮（杵築大社宮司）
武蔵野の地域と戦争体験に学ぶ
川村 善二郎
3
6月16日
（武蔵野の空襲と戦争遺跡を記録する会代表）
−中島飛行機と空襲を中心に−
参加者討論会
栗田 充治
4
6月30日
＊1〜3回目の講師がゲスト講師として参加予定
（「街づくり未来塾Ⅰ」担当教授）
■曜日・時間：月曜日・午後 2 時 30 分〜４時
■会 場：亜細亜大学 2 号館 227 教室
■問合せ：地域交流課【TEL 0422-36-2469】
3 回以
上出席
で
0.5 ポ
イント

成蹊大学 ＜2014 年度前期公開講座＞
統一テーマ「リベラル・アーツ
人間の科学の可能性を考える」
回

月 日

テーマ

講師

1

5月17日 ものの根源と宇宙の始まりを探る

近 匡（理工学部教授）

2

5月31日 吸血鬼のアイルランド文学

桃尾 美佳（法学部准教授）

3

6月 7日 身体とスポーツをめぐる教養
稲葉 佳奈子（文学部専任講師）
フィクションとしての共同体は可能か？
太西 雅一郎（経済学部教授）
4
6月14日
─隔たりを共有すること─
■曜日・時間：土曜日・午後 1 時 30 分〜 3 時 30 分
■定 員：500 名（先着順）
■会
場：成蹊大学 4 号館ホール ※6 月 14 日は同大学ホームページをご確認ください。
■問 合 せ：企画運営課【TEL 0422-37-3535】

日本獣医生命科学大学＜前期総合文化講座＞
総合テーマ「食品の安全性確保とおいしさ創成に向けた取り組み」
テーマ

3 回以
上出席
で
0.5 ポ
イント

回

月 日

1

5月 9日 食中毒を出さないために

藤澤 倫彦（食品科学科教授）

2

5月16日 輸入食品の安全性確保について

講師未定（厚生労働省 東京検疫所 食品監視課）

3

5月23日 食品製造ラインでの衛生管理
おいしい製品の開発・製造の現場
4
5月30日
―ラーメンの麺とスープ―
■曜日・時間：金曜日・午後 4 時 20 分〜 6 時
■定
員：100 名（先着順）

講師

佐藤 邦裕（公益社団法人 日本食品衛生協会 技術参与）
浅野 宏行（明星食品株式会社 取締役 研究開発本部長）
■会 場：日本獣医生命科学大学第一校舎※教室は当日掲示
■問合せ：地域社会生涯学習委員会【TEL 0422-31-4151】

武蔵野大学＜日曜講演会＞
回

月

日

テーマ

1

4月27日 聴聞（ちょうもん）―如来の声を聞く―

2

5月18日 ある節談説教者の生涯・神田唯憲略伝

講師

3

田中 教照（学校法人武蔵野大学学院長）
直林 不退 （相愛大学人文学部教授）

後期と
合
７回以 わせて
上出席
で
1 ポイ
ント

6月15日 親鸞のあゆみと流罪
平 雅行（大阪大学大学院文学研究科教授）
死ぬ苦しみからの解放と人間の成長
種村 健二郎（杏雲堂病院緩和ケア顧問）
4
7月20日
―がん終末期医療のなかで―
5
9月14日 いのちの受けとめ手
中川 正法（筑紫女学園大学人間科学部教授）
■曜日・時間：日曜日・午前 10 時〜 11 時 30 分
■会
場：武蔵野大学・4 月は雪頂講堂、5 月以降は 5 号館グリーンホール（武蔵野キャンパス）
■問 合 せ：総合事務課【TEL 042-468-3114】
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事務局からのお知らせ
学生証の有効期限をご確認ください！（有効期限はご自分の誕生月の末日です。)
学生証の更新は有効期限の２ヶ月前の月の１日からお手続きいただけます（休館日を除く）。更新
を希望される方はお早目の手続きをお願いいたします。
また有効期限内にお手続きのない場合、退学となりますので、ご注意ください。

ここの日付を
ご確認ください !

学生証の有効期限

更新手続き期間

2014/5/31

3月１日〜 5月31日

2014/6/30

4月１日〜 6月30日

2014/7/31

5月 1日〜 7月31日

【更新時必要書類】
①更新申請書
（自由大学事務局にて配布、自由大学ＨＰからダウンロード可）
②現在の学生証
③住民登録が確認できるもの（保険証・免許証など。住民票の場合は発行日から 3 ヶ月以内）
※在住でない方は在勤を証明できるもの、社員証のコピーまたは在勤証明書（勤務先発行のもの、または
自由大学事務局仕様のもの―入学願書内の勤務先証明欄への記入でも可）を提出

Place Info.（プレイス インフォ）できました！
平成 26 年度版 武蔵野プレイス 講座・イベント情報誌「Place Info.」
が完成しました。武蔵野プレイスで開催予定のプログラムが一冊にまと
まった情報誌です。武蔵野プレイス館内のほか、総合体育館、市役所生涯
学習スポーツ課、市民会館、各市政センター・図書館・コミュニティセン
ターで配布中です。
また、自由大学学生へは本通信に同封してお送りいたしました。ぜひご
覧ください。

武蔵野地域自由大学事務局

6

JR 中央線

武蔵境駅

←立川

西武多摩川線

三鷹→

南口

交番

境南ふれあい
広場公園
入口

駐輪場
観音院

武蔵野
プレイス

入口

武蔵境駅南口

かえで通り

〒180-0023
武蔵野市境南町 2-3-18 武蔵野プレイス 3 階自由大学事務局
TEL
0422-30-1904
FAX
0422-30-1960
E-mail
jiyu-daigaku@musashino.or.jp
休館日
水曜日（祝日と重なる場合は開館し、翌日休館）、毎月第 3 金曜日
（その週の水曜日は開館）、年末年始、図書特別整理日

イトーヨーカドー
西館

境南通り
境南通り

徒歩 1 分

