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★大学正規科目とは、亜細亜大学、成蹊大学、日本獣医生命科学大学、武蔵野大学の一般学生が通常受

講している科目の一部を自由大学学生にも開放していただいているものです。約 2,000 科目の中から

お好きな科目をお選びいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 聴講料（１科目） 
半期科目 15,000 円 
通年科目 30,000 円 

 

 

 

◎平成 22 年度自由大学正規科目の履修受付・・・  
◎平成 22 年度前期武蔵野市寄付講座・・・・・・ 
◎事務局からのお知らせ・・・・・・・・・・・・ （学生証更新・称号記授与式他） 

P.１-３ 

P.４-５ 

P.６ 

 

武蔵野大学 

・経済学部····経済経営学科 
・法学部·······法律学科、政治学科 
・文学部·······英米文学科、日本文学科 

国際文化学科、現代社会学科 
・理工学部····物質生命理工学科、情報科学科 

エレクトロメカニクス学科 

成蹊大学  亜細亜大学 
 

・経営学部 ········経営学科 
・経済学部 ········経済学科 
・法学部···········法律学科 
・国際関係学部 ··国際関係学科 
・亜細亜大学短期大学部 経営科 
 

日本獣医生命科学大学 

・獣医学部 ·····獣医学科、 
獣医保健看護学科 

・応用生命科学部·· 動物科学科、 
食品科学科 

 

・文学部 ·········· 日本語･日本文学科 
英語･英米文学科 

・現代社会学部 現代社会学科 
・政治経済学部·· 政治経済学科 
・人間関係学部·· 人間関係学科 

社会福祉学科、児童学科 
・環境学部 ······· 環境学科 
・薬学部 ·········· 薬学科 
・看護学部 ······· 看護学科 
 

＊東京女子大学は正規科目の開放はしていません 

受付期間内に自由大学交流センターにて 

各大学の「開講科目一覧」と「講義概要 

（シラバス）」を閲覧の上、必要書類を添え

て申請してください 

※科目決定後、決定通知書と一緒に決定大学の

聴講料振込依頼書をお送りします。 

大学指定の金融機関でお支払いください。 
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受
付
期
間
・時
間 

２月 24 日(水)～27 日(土) 

午前 10 時～午後 8 時 ※27 日(土)は午後 5 時まで 

受付期間中は混雑が予想されるため、学籍番号により受付日時を設けさせていただきます。 

ご協力のほどお願いいたします。時間の調整が不可能な方は、受付期間の中でご都合のつく 

時間にお越しください。 
 

学籍番号 
月  日 

武蔵野市内在住 市外在住 

①2 月 24 日（水） 03100001～03100280 03000001～03000063 

②2 月 25 日（木） 03100281～03100560 
03000064～03000127 

04000001～04000026 

③2 月 26 日（金） 

03100561～03100668 

04100001～04100133 

05100001～05100109 

06100001～06100050 

05000001～05000030 

06000001～06000030 

④2 月 27 日（土） 

06100051～06100136 

07100001～07100140 

08100001～08100179 

09100001 以降～ 

07000001～07000021 

08000001～08000024 

09000001 以降～ 

 

 

受 

付 

場 

所 

自由大学交流センター （自由大学事務局内）･･･＞6 ページに地図あり 

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町２－５－１０ TK 吉祥寺ビル８階  

℡：0422-20-6340 平日午前 10 時～午後 5 時 

※履修受付期間は受付時間内開館 

必要

書類 

 

１．自由大学学生証 ⇒学籍番号を確認します 
 

２．健康診断書 1 通（大学に提出・コピー可） 
診断日⇒平成 21年２月１日以降のもの 

必須内容⇒胸部レントゲン検査結果 

及び医師の総合所見 

 

3．証明写真（聴講生証用に大学に提出） 
枚数⇒希望する大学数分 

条件⇒３ヶ月以内に撮影・スナップ写真不可 

サイズ⇒縦４ｃｍ×横３ｃｍ。 

 

 
 

受付はこの 4 日間のみですの

でご注意ください。 
（後期科目もこの期間のみ）  

※22 年度の開講科目一覧・講義概要（シラバス）の閲覧は履修受付初日(2/24)からとなります。21

年度のものは随時閲覧可能ですので、受付開始前に科目内容等を知りたい場合は、こちらを参考に

してください。ただし、22年度に同様の科目が開講されない場合もありますのでご注意願います。 
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《履修科目について》 
 １大学････････････････通年科目は最大３科目、半期科目は最大６科目まで。 

 ※ 成蹊大学文学部･･･通年科目は最大２科目、半期科目は最大４科目まで。 

４大学合わせて････････通年科目は最大 12科目、半期科目は最大 24科目まで聴講できます。 

 

土曜日に開講している大学は、亜細亜大学と武蔵野大学の２大学です。 

《聴講料について》 

 半期科目でも、通年科目と同等の授業数を有する科目（集中科目など）は、聴講料も通年科目の

金額になります。 

 

《定員について》 

 各科目の定員を超えた場合、聴講できないことがあります。 

  各大学の定員 ⇒亜細亜大学・成蹊大学・・・・・・・・・ 10 名（１科目あたり） 

          日本獣医生命科学大学・武蔵野大学・・・ ５名（１科目あたり） 

※亜細亜大学は、科目によって定員が異なるものがあります（外国語科目等）。 

Ex.「韓国語」⇒初級・中級・上級の各級で複数の科目がありますが、級ごとに２名の定員と

なっています（科目ごとの定員ではありませんのでご注意ください）。 

 

《聴講料補助金について》 

 正規科目を聴講される方で武蔵野市内在住の方には、１大学１万円、２大学まで補助がでます。

聴講料納付後、別途手続きが必要です（受付の際にご案内します）。 

《その他》 

 履修者が５名以下の場合には、講座が閉講になる可能性があります。その場合、いただいた聴講

料は返還いたしますが、健康診断など、履修受付にかかった費用は返金できませんのでご了承く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

３月 

2 月 

1 月 

４月 

● 

● 

● 
★ 

24 日～27 日 
履修受付期間(この４日間のみ） 

⇒事務局にて履修手続き 
中旬 

「聴講科目決定通知書」が届く 
 ⇒大学での聴講申請受理後、決定通知書と聴講

料納付書を送付します 

各大学にてガイダンス実施 
 ⇒ガイダンス日程は上記「決定通知書」に 

同封します 

聴講料補助金申請期間

⇒対象者（武蔵野市在

住者）は手続きを行な

ってください 

聴講料を指定金融機関に振込む 

31 日まで ● 

＊ 履修手続に必要な書類を準備 
＊ 21 年度の開講科目一覧及び講義概要（シラバス）は、

自由大学交流センターで閲覧できますが、22 年度も同様

の科目が開講されるとは限りませんので、あくまで参考

として閲覧ください。 
＊ 22 年度の開講科目一覧は２月 24 日（水）より閲覧する

ことができます。 

5 月 

授業開始 
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２月１日（月）より募集を開始します【募集締切 ２月 12 日（金）】 
自由大学学生の方は、電話または自由大学ＨＰからお申し込みできます。 

問合せ・受付 自由大学事務局 ☎０４２２－２０－６３４０ 

※講師の都合により日程・内容が変更される場合がありますので、ご承知おきください。 

● 日本獣医生命科学大学 ● 
テ ー マ：「獣医学概論」 

コーディネーター：新井 敏郎（獣医学部教授） 

講 義 内 容：「獣医学概論」は 1年次獣医学生を対象とした講義で、獣医師の役割、仕事の内容、社会貢献、

国際化において求められる資質、これからの獣医学教育などについて、それぞれの分野の専門家から解説していた

だきます。 

 月 日 テーマ 講 師 

１ ４月 13 日 獣医学教育の現状 新井 敏郎（獣医学部教授） 

２ ４月 20 日 新しい獣医師・獣医療の創造に向かって 池本 卯典（学長） 

３ ４月 27 日 人と動物の関わり 多川 政弘（獣医学部教授） 

４ ５月 11 日 野生動物と獣医学 羽山 伸一（獣医学部准教授） 

５ ５月 18 日 獣医学における公衆衛生学の重要性 植田 富貴子（獣医学部教授） 

６ ５月 25 日 動物実験と動物福祉 斎藤 徹（獣医学部教授） 

７ ６月１日 獣医学における魚病学教育 和田 新平（獣医学部准教授） 

８ ６月８日 産業動物臨床獣医師の役割・重要性 大森 雅彦（全国農業共済協会） 

９ ６月 15 日 小動物臨床の現状 村中 志郎（東京都獣医師会） 

10 ６月 22 日 動物の福祉 北村 直人（本学客員教授） 

11 ６月 29 日 国立研究機関における産業動物の疾病研究 林 智人（動物衛生研究所） 

12 ７月６日 小動物における最新医療 藤田 道郎（獣医学部准教授） 

★ 曜日・時間  火曜日・午後 2時～3時 30分 

★ 場  所  日本獣医生命科学大学 第一校舎 Ｃ棟５階 ５０１講義室 

 

●東京女子大学● 
テ ー マ：「発信する女性たち」 

コーディネーター： 国広 陽子（現代教養学部教授） 

講 義 内 容：情報社会はまたジェンダー化された社 会でもある。21 世紀の地域社会が、公

正な社会となることを目指すうえで、ゆたかなメディア・リテラシーをはぐくむことが不可欠である。この授業で

は、メディアを介して発せられる女性の表現の多様性を紹介するとともに、それらを批判的かつ創造的に読み解く

メディア・リテラシーを深めることを目的とする。文字媒体、映像媒体などで実際に制作に携わる女性たちを迎え

生き生きとした現場の声を聴き、そこから触発されて思考を深め発展させる機会を提供したい。 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

  

★曜日・時間  木曜日・午前 10時 55 分～12時 25 分 

回 月 日 テーマ 

１ ４月 15日 オリエンテーション 

２ ４月 22日 女性のライフコースとジェンダー 

３ ５月 ６日 「女性と職業」の歴史 

４ ５月 13日 ジェンダーと職業の現状 

５ ５月 20日 コミュニケーション技術の発達とジェンダー 

６ ５月 27日 既存のマスメディアは女性をどう描いてきたか 

７ ６月 ３日 ジェンダーの視点とメディア・リテラシー(1) 

８ ６月 10日 活字メディアで発信する女性(メディア制作の現場から A 編集者) 

９ ６月 17日 ジェンダーの視点とメディア・リテラシー(2)映像 

10 ６月 24日 映像メディアで発信する女性(映像制作の現場から A) 

11 ７月 １日 社会を読み解く力、表現する力(1) 

12 ７月 ８日 映像メディアで発信する女性(映像制作の現場から B) 

13 ７月 15日 社会を読み解く力、表現する力(2) 

14 ７月 22日 
活字メディアで発信する女性(メディア制作の現場から B 作家) 

まとめ 

自由大学履修対象講座 
9 回以上出席で 1 講座  

自由大学履修対象講座 
10 回以上出席で 1 講座 
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●武蔵野大学● 
テ ー マ：「武蔵野の記憶と現在―日本語・日本文学科からの第２信―」 

コーディネーター： 宮川 健郎（文学部教授） 

講 義 内 容：昨年度に続く第２回。今回は、近現代文学を中心に、武蔵野の風土や歴史とのかかわりをさぐ

ります。実地踏査をとおして、より具体的で深い学びをめざします。各回のテーマにふさわしいゲスト講師も多数

お招きしました。 

※ 昨年度、受講していない方もご参加いただけます。 

※ ５月 22 日と６月 19 日は、校外へ出て実地踏査(散策)をする講座となっています。健康に不安のある方の参加

及び、この回への不参加を前提とするお申し込みはご遠慮ください。 

回 月 日 テーマ 講 師 

１ ４月 12日 
オリエンテーション及び講義 
講義「国木田独歩と武蔵野」 

宮川 健郎（文学部教授） 
藤井 淑禎（立教大学文学部教授） 

２ ４月 19日 太宰治と武蔵野 野口 存彌（元文学部教授） 
３ ４月 26日 金子光晴と武蔵野 土屋  忍（文学部准教授） 
４ ５月 10日 三木露風と武蔵野 福嶋 朝治（近代文学研究家） 
５ ５月 17日 山本有三と武蔵野 宮川 健郎（文学部教授） 
６ 

７ 
５月22日(土) 

実地踏査 A コース「太宰治の武蔵野を歩く」 
B コース「三鷹市山本有三記念館を訪ねる」   

土屋  忍（文学部准教授） 
宮川 健郎（文学部教授） 

８ ５月 24日 太宰治と武蔵野－実地踏査のあとに－ 土屋  忍（文学部准教授） 
９ ５月 31日 松本清張と武蔵野  石川  巧（立教大学文学部教授） 
10 ６月 ７日 武蔵野の碑と拓本 廣瀬 裕之（文学部教授） 
11 ６月 14日 大岡昇平「武蔵野夫人」を読む 竹田 日出夫(本学名誉教授) 
12 

13 
６月19日(土) 

実地踏査 A コース大岡昇平「武蔵野夫人」を歩く 
B コース「武蔵野の碑を歩く」 

竹田 日出夫(本学名誉教授)  
廣瀬 裕之（文学部教授） 

14 ６月 21日 武蔵野と文献探索 小西 和信（文学部教授） 
15 ６月 28日 「たまらん坂」を書くまで 黒井 千次（元文学部客員教授） 
16 ７月 ５日 私たちは何を学んだか(まとめ) 宮川 健郎（文学部教授） 
★ 曜日・時間 月曜日・10時 40 分～12時 10 分（５月 22日、６月 19日は土曜日） 

★ 実地踏査「土曜日」の日は２コマ連続で午後 12時～12時 15 分集合・12時 30 分出発(時間厳守) 

集合場所：三鷹北口駅前本学サテライト教室５階大教室(ＨＮ28ビル・バスターミナルの左側方向) 

 

大学掲示板コーナー 日本獣医生命科学大学「遊学講座」 
 

※下記の講座は自由大学履修対象ではありませんので、ご注意ください。 

 第２６回 平成２２年２月２６日（金）午後１時 30 分～４時 50 分 
時 間 講 師 テ ー マ 

13：30～14：30 原田 和記 助教 
動物用医薬品の安全管理  
－人へのリスクとその対応について－ 

14：40～15：40 片岡 康 准教授 ワクチンと伝染病 －犬猫の病気－ 

15：50～16：50 澤田 拓士 教授 細菌による動物とヒトの感染症－ズーノーシスとは？－ 

 第２７回 平成２２年３月５日（金）午後１時 30 分～４時 50 分 
時 間 講 師 テ ー マ 

13：30～14：30 袴田 陽二 准教授 遺伝子組換え動物の有用性 －光る動物のお話－ 

14：40～15：40 片山 健太郎 助教 
遺伝病の原因を突き止める 
－疾患モデルラットを例にして－ 

15：50～16：50 鈴木 勝士 教授 動物から学ぶ･･･ －遺伝と環境の狭間－ 

☆会 場：日本獣医生命科学大学 第一校舎 ※教室は当日掲示します。 

（JR 中央線「武蔵境駅」南口から徒歩２分） 

☆費 用：無 料 

☆注意事項：事前に申込などの必要はありません。直接教室へお越しください。 

☆お問合せ：日本獣医生命科学大学 地域社会生涯学習委員会 

〒180-8602 東京都武蔵野市境南町 1-7-1 TEL 0422-31-4151（内線 344） 

自由大学履修対象講座 
12 回以上出席で 1 講座 



 6 

 

 

 
  対象：平成 18 年度ご入学の方(学籍番号 060 又は 061 で始まる方) 

  手続き期間：２月 1 日(月)～３月 31 日(水) 

 

平成 22 年３月末で学生証の有効期限が切れます。新学生証を発行しますので（無料）、現在お持ちの

学生証と写真１枚（縦 3ｃｍ×横 2.5ｃｍ）を持参の上、事務局までお越しください。なお、更新後の 

学生証は、従来より簡易なものとなりますので、ご了承願います。 

履修受付期間中（2/24～27）は混雑が予想され、更新にかなりのお時間をいただく場合がございます。

恐れ入りますが、更新のみの方はこの期間をなるべく避けてお越しください。 

 
 

 

   
 

 

  

 

◆称号記とは◆  

 

 

 

 
  

 

 

正規科目、寄付講座の受講手続きの際には、健康診断書の提出をお願いしております。 

これは、学生と同じ教室で受講するにあたり、結核の有無と健康状態を確認する為です。 

ご理解いただき、ご協力くださいますようお願い致します。 

 

【受診日】正規科目、前期寄付講座・・・前年度 2月 1日以降。 

後期寄付講座     ・・・前年度 9月 1日以降。 

 

診断書の発行に 1ヶ月程かかる場合がございますので、お早めに受診をお願いします。 

もし、診断書の発行が提出日に間に合わない場合は事務局にご相談ください。 

尚、後期寄付講座に関しては、後期に該当大学の正規科目
．．．．．．．．．．．．

を受講なさる方、或いは前
．

年度
．．

9
．
月
．
1
．
日以降受診の診断書
．．．．．．．．．

をすでに事務局に提出済みの方は、再度提出していた

だく必要はありません。 

 

 

       武蔵野地域自由大学事務局 (交流センター内)           
 

〒180‐0004  武蔵野市吉祥寺本町２－５－１０ 

   ＴＫ吉祥寺ビル８階  <吉祥寺駅北口徒歩７分> 

Ｔｅｌ  ０４２２－２０－６３４０ 

Fax  ０４２２－２０－６３４１ 

       平日 午前１０時～午後５時 

E-mail j iyu-musashino@nifty.com 

対象：市民博士・市民修士・市民学士・市民準学士(学位記)取得者 

（３月頃に別途通知いたします。） 

日時：平成 22 年３月 27 日（土）午後２時～午後４時(予定) 

会場：亜細亜大学２号館６階多目的室 

内容：称号記授与および懇談会 

自由大学履修対象科目を修了すると、｢講座(ﾎﾟｲﾝﾄ)数｣がカウントされ規定数を達成さ

れた方には自由大学独自の称号記(学位記)を授与いたします。授与対象者の方には別

途ご案内を郵送します。 現在の｢講座(ﾎﾟｲﾝﾄ)数｣をお知りになりた方は３月 1日以降

に事務局までお問合せください。 


