
成蹊大学公開講座のあゆみ

年 度 統一テーマ等 講座名・演題等 講　師
所属･職名

(当時)
聴講
者数

10月15日 (土) 産業と福祉 篠原 三代平 成蹊大学教授 120名

10月29日 (土)
日本を正しく理解してもらうために
―中東での経験から―

牟田口 義郎 成蹊大学教授 120名

11月5日 (土) 交通安全のための生活の知恵 江守  一郎 成蹊大学教授 120名

11月12日 (土) コンピュータは生活をどう変えるか 高橋  三雄 成蹊大学教授 120名

11月26日 (土) 日本の進路と西欧モデル―くらしと政治をめぐって― 佐藤 　竺 成蹊大学教授 120名

10月6日 (土)
明るく豊かな生活を支えるために
―社会保障の制度―

瀬元 美知男 成蹊大学教授 100名

10月13日 (土) 声とことば―日常のことばを考える― 山口  欣次 成蹊大学教授 140名

10月20日 (土) セラミックスの世界をのぞく―くらしを支える新素材― 尾崎   義治 成蹊大学教授 130名

10月27日 (土) 白然災害と都市生活―地震などの対策について― 山口   真一 成蹊大学教授 100名

11月10日 (土)
都市の生活と土地問題
―高地価との共存政策を考える―

田中   一行 成蹊大学教授 100名

10月12日 (土) INSモデルシステムとキヤプテン

―高度情報通信システムとニューメディア―

10月26日 (土) 遺伝子とはどんな物質か 三浦 謹一郎
東京大学教授

成蹊大学非常勤講師
138名

11月2日 (土) 自然と生活:日本とアメリカ 中井   義幸 成蹊大学教授 134名

11月9日 (土)
住民福祉とこれからの地方財政
―地方行財政改革はなぜ必要か―

肥後   和夫 成蹊大学教授 113名

11月16日 (土) 市民生活と裁判所 萩沢   清彦 成蹊大学教授 121名

10月11日 (土) 国際化時代と私達 川口   浩 成蹊大学教授 244名

10月25日 (土) 『源氏物語』の思想 柳井   滋 成蹊大学教授 288名

11月1日 (土) 高齢化社会の生活設計―家計の資産選択― 上野   裕也 成蹊大学教授 228名

11月8日 (土)
情報化社会への対応
―INS、キャプテン、LAN、文字放送等―

窪田 啓次郎 成蹊大学教授 199名

11月15日 (土) 市民生活と税金 武田   昌輔 成蹊大学教授 215名

7月22日 (水) 硬式テニス 疋田   啓吉 成蹊大学教授

～ 池田   正徳 成蹊大学教授

7月25日 (土) 大久保 洋子 成蹊大学教授

堀井   藤浩 成蹊大学教授

9月3日 (木) 一語の重さ 遠藤   宏 成蹊大学教授 197名

9月5日 (土) 万葉集のことば 山口   佳紀 聖心女子大学教授 214名

9月12日 (土) 「恋」の世界 遠藤   宏 成蹊大学教授 203名

9月19日 (土) 柿本人麻呂の創造 稲岡   耕二 東京大学教授 204名

9月26日 (土) 大伴家持の達成 遠藤   宏 成蹊大学教授 165名

6月18日 (土) 日常生活における危機管理について 徳谷   昌勇 成蹊大学教授  86名

6月25日 (土) 人間と政治―ジョン・ロックからの視点― 加藤   節 成蹊大学教授  74名

7月2日 (土) エネルギーを考える 槌田   昭 成蹊大学教授  70名

7月9日 (土) 近代史と女性 篠原   一 成蹊大学教授  79名

7月13日 (水) 硬式テニス 疋田   啓吉 成蹊大学教授

～ 池田   正徳 成蹊大学教授

7月16日 (土) 大久保   洋子 成蹊大学教授

堀井   藤浩 成蹊大学教授

9月3日 (土) 生命倫理を考える 加藤   一郎 成城学園学園長 110名

9月10日 (土) 生命をめぐる価値判断の「正しさ」について 桂木   隆夫 成蹊大学教授  94名

9月17日 (土) 死ぬ権利―延命治療の拒否をめぐって― 石川   稔 上智大学教授  97名

9月24日 (土) 治療と患者の同意 木村   静子 成蹊大学教授  80名

6月24日 (土) ①「天皇の世紀」をめぐって 村上   光彦 成蹊大学教授  99名

7月1日 (土) ②日本の行政と国際的政策 河中   二講 成蹊大学教授  94名

7月8日 (土) ③情報科学の発展 高木   正英 成蹊大学教授  77名

7月15日 (土)
④古代天皇制の諸相
―天平改元と長屋王の変を中心に―

宮本   救 成蹊大学教授  90名

7月22日 (土) ⑤マス・メディアと社会 内川   芳美 成蹊大学教授  74名

7月10日 (月) 硬式テニス 体育科目担当

～ 専任教員

7月13日 (木) 他３名

10月14日 (土) ①税金―にし・ひがし 新井 益太郎 成蹊大学教授  93名

10月21日 (土) ②くらしと地方税 成道   秀雄 成蹊大学助教授  79名

10月28日 (土) ③くらしと消費税 滝島   義光 大蔵省関税局長  80名

11月4日 (土) ④くらしと相続税 桜井   四郎
税理士・前東京地方

裁判所調査官
 81名

11月11日 (土) ⑤明治・大正・昭和税制事件史―社会と税制― 武田   昌輔 成蹊大学名誉教授  64名

私達の生活を考えるⅢ

公開講座Ⅰ

公開講座Ⅰ
　　スポーツ教室

公開講座Ⅱ
　　万葉集のこころとことば

公開講座Ⅱ
　　スポーツ教室

公開講座Ⅰ

公開講座Ⅱ
　　スポーツ教室

公開講座Ⅲ
　　生命と法の保護
　　―脳死をめぐって―

成蹊大学教授

 57名

 43名

 54名

177名窪田 啓次郎

実施日

1983年度
（昭和58）

1984年度
（昭和59）

1986年度
（昭和61）

1987年度
（昭和62）

1988年度
（昭和63）

1989年度
（平成元）

私達の生活を考えるⅠ

私達の生活を考えるⅡ

1985年度
（昭和60）

公開講座Ⅲ
　　市民生活と税金
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成蹊大学公開講座のあゆみ

年 度 統一テーマ等 講座名・演題等 講　師
所属･職名

(当時)
聴講
者数実施日

12月1日 (土) 公開シンポジウム 鴨   武彦 東京大学教授

　「統一ドイツの登場と国際関係」 曄峻   淑子 埼玉大学教授

宇野   重昭 成蹊大学教授

松下 たゑ子 成蹊大学教授

篠原   一 成蹊大学教授

宮本   光雄 成蹊大学教授

三浦   国泰 成蹊大学助教授

富田   武 成蹊大学助教授

11月30日 (土) 講演とディスカッション 桂   敬一 東京大学教授

　「湾岸戦争はいかに語られたか」 秋松   雅子 成蹊大学助教授

宮本 陽一郎 成蹊大学助教授

奥野   昌宏 成蹊大学助教授

12月21日 (土) シンポジウム 加藤   周一 評　論　家

　「戦争はいかに語られるべきか」 浅井   基文 日本大学教授

原   寿雄 共同通信社杜長

内川   芳美 成蹊大学教授

浅野   雅巳 成蹊大学教授

西崎   文子 成蹊大学助教授

1月18日 (土) ①日常生活行動と健康

　―スウェーデン及び武蔵野市の福祉と健康づくり―

②からだとこころの健康づくり(含む実習) 武井   正子 順天堂大学助教授

山本   初美 アシスタント

1月25日 (土) ①体力と運動 鈴木   滋 成蹊大学助教授

②身体障害者及びけがの防止 森   健躬 日本大学教授

11月28日 (土) はじめに―なぜ地球環境を考えるか― 飯田   芳男 成蹊大学教授

地球環境を見る目 萩原   宜之 獨協大学教授

12月5日 (土) 宇宙からみる地球汚染 豊田   弘道 成蹊大学教授

フロンによるオゾン層の破壊 富永   健 東京大学教授

12月12日 (土) 地球環境問題と日本の役割 近藤   次郎
中央公害対策審議会会長

日本学術会議会長

地球環境をめぐる南北問題 広野   良吉 成蹊大学教授

12月19日 (土) 二酸化炭素による地球温暖化 小島   紀徳 成蹊大学助教授

環境損害と補償のしくみ 谷川   久 成蹊大学教授

11月27日 (土) 序論ヴァーチャル・リアリティーの時代と文化 宮本   陽一郎 成蹊大学助教授

コンピユータ・グラフィックスと
　　ヴァーチャル・リアリティーの現状

森島   繁生 成蹊大学助教授

12月4日 (土) Ｗ・ギブソン最新作『ヴァーチャル・ライト』を読む 巽   孝之 慶応大学助教授

テクノ・ガイネーシス―女性ＳＦ論序説― 小谷   真理 ＳＦ批評家

12月11日 (土)
コンピュータ・シミュレーションと
　　ヴァーチャル・リアリティー

高松   和明 成蹊大学助教授

計算解析からドライビング・シミュレーターへ 近森   順 成蹊大学教授

12月18日 (土) カオス理論からみた脳とコンピュータ 合原   一幸 東京大学助教授

でも、そんなに騒ぐことなのか？
―ヴァーチャル・リアリティーと芸術―

芹沢   高志
アート・スペース

ディレクター

1月22日 (土) スウェーデンの福祉における自立と健康 大久保   洋子 成蹊大学教授

武蔵野市における生きがいと
　　健康づくり推進事業の効果

山本   初美 アシスタント

1月29日 (土) 台湾における高山族高齢者の生活と健康 大久保   洋子 成蹊大学教授

高齢者の自立を促進する
　　健康づくりの実践(含む実技)

山本   初美 アシスタント

11月26日 (土) 日本人の食文化―その多様性と国際性― 竹内   靖雄 成蹊大学教授

日本人と米―アジアの米作文化を探る― 川越   俊彦 成蹊大学教授

12月3日 (土) 食生活とアレルギー 安達   正夫 八王子山王病院院長

健康からみた食文化 安藤   節子 『食べ物文化』編集長

12月10日 (土) 日本の農民とコメ―日本の文化とも関連して― 安原　茂 成蹊大学教授

ウルグアイ・ラウンドと日本の米の将来 松下   満雄 成蹊大学教授

12月17日 (土) 酒の文化と経済学 高木   新太郎 成蹊大学教授

外食産業と食文化 相原   修 成蹊大学教授

1月21日 (土) 福祉における自立の条件―スウェーデンと日本― 大久保   洋子 成蹊大学教授

高齢者のこころとからだの変化 山本   初美 アシスタント

1月28日 (土) 高齢者の日常生活行動と老化の対応 大久保   洋子 成蹊大学教授

高齢者の自立を促進する
　　健康づくりの実践(含む実技)

山本   初美 アシスタント

食文化と健康

高齢者福祉のレベルと健康維持政
策
 ―スウェーデン、台湾、日本―

 87名

104名

 93名

 86名

 82名

134名

 99名

高齢者福祉の自立と条件

106名

 89名

183名

168名

 94名

108名

363名

成蹊大学教授

188名

325名

公開シンポジウム

現代の国際関係と戦争報道

149名

130名

113名

 95名

 87名

大久保 洋子

1994年度
(平成６）

中高年の健康講座

地球環境を考える

ヴァーチャル・リアリティー
 ―電脳空間に生きる―

1992年度
（平成４）

1990年度
(平成２）

1991年度
(平成３）

1993年度
（平成５）
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成蹊大学公開講座のあゆみ

年 度 統一テーマ等 講座名・演題等 講　師
所属･職名

(当時)
聴講
者数実施日

11月25日 (土)
地震火災と消防活動について
―阪神・淡路大震災の教訓―

関沢   愛
自治省消防庁
消防研究所

地震及び地震災害のメカニズム 座間   信作
自治省消防庁
消防研究所

12月2日 (土) 日本社会の変容と宗教 新屋   重彦 成蹊大学助教授

いじめの構図―みたされない心の行方― 牟田   悦子 成蹊大学助教授

12月9日 (土) 日本の信用制度、安定性と政策課題 幸村 千佳良 成蹊大学教授

国家はわれわれを守るか
―リスクに強い人びとの社会に向けて―

田中   一行 成蹊大学教授

12月16日 (土) 宗教と法―聖と俗の相克― 安念   潤司 成蹊大学教授

民族と国家―政治学からの問い― 加藤   節 成蹊大学教授

1月13日 (土) 高齢期のからだとこころを理解する 大久保 洋子 成蹊大学教授

高齢者の日常生活行動と老化防止 山本   初美 アシスタント

1月20日 (土)
ADL回復への行政の取組み
―スウェーデンと武蔵野市―

大久保   洋子 成蹊大学教授

高齢者の自立を捉進する運動処方(含む実技) 山本   初美 アシスタント

1月27日 (土) 情報化革命と市民社会の新展開 田中   一行 成蹊大学教授

【実習】　パソコンの窓を開ける 白井   裕司 成蹊大学助手

2月3日 (土) 情報交換とネットワークについて 飯田   善久 成蹊大学教授

【実習】　情報を活用する 白井   裕司 成蹊大学助手

11月2日 (土) 東アジア経済の展望―21世紀の東アジアと世界― 関口   末夫 成蹊大学教授 203名

11月9日 (土) 日タイの歴史関係―第二次大戦中を中心に― 村嶋   英治 成蹊大学教授 183名

11月16日 (土) アジアにおけるエネルギー利用と環境問題 小島   紀徳 成蹊大学教授 149名

11月30日 (土) 日本の自治、韓国の自治 小原   隆治 成蹊大学助教授 123名

12月7日 (土) 東アジアの経済発展と儒教倫理 竹内   靖雄 成蹊大学教授 123名

12月14日 (土) 南インド古典音楽の解説とヴィーナ演奏 的場   裕子
日本女子体育

短期大学助教授
123名

1月25日 (土) インターネットと社会―ネットサーフィンを交えて― 高橋   三雄 筑波大学教授

【実習】　パソコン操作術 白井   裕司 成蹊大学助手

2月1日 (土) 【実習】　インターネット操作術 白井   裕司 成蹊大学助手  61名

6月7日 (土) 源氏三代と観音信仰 村上   光彦 成蹊大学名誉教授 163名

6月14日 (土) 太平洋戦争中の源実朝像 村上   光彦 成蹊大学名誉教授 141名

6月21日 (土) 法律家の発想 安念   潤司 成蹊大学教授 171名

6月28日 (土) アメリカの法文化 安念   潤司 成蹊大学教授 129名

10月18日 (土) 家族の終わり？―家族衰退の経済学― 竹内   靖雄 成蹊大学教授 137名

10月25日 (土) 家庭の登場と明治の総合雑誌 佐藤   バーバラ 成蹊大学教授 116名

11月1日 (土)
【特別上演】　説経節「山淑太夫」他
―中世の家族悲話の語り物―

若松 小若太夫 説経節 146名

11月8日 (土) 夫婦の扶養・親子の扶養―過去の扶養料の請求― 飯島   紀昭 成蹊大学教授 109名

11月15日 (土) 家族のリストラクチュアリング!? 山田   昌弘 東京学芸大学助教授 100名

3月7日 (土) NTへの招待―WindowsNTとソフトウェアの操作― 白井   裕司 成蹊大学助手  90名

3月14日 (土) マイホーム作り―WWWと情報発信― 白井   裕司 成蹊大学助手  88名

6月6日 (土) 視覚障害者の単独歩行の困難さを理解しよう 大倉   元宏 成蹊大学教授 101名

6月13日 (土) 視覚障害者を誘導する方法を体験しよう 村上   琢磨
東京都立心身障害者福

祉センター
 87名

6月20日 (土) 八カ国の大福長者 池上   裕子 成蹊大学教授 164名

6月27日 (土) 動乱の室町・戦国時代 池上   裕子 成蹊大学教授 168名

10月24日 (土) 旅の危険・乗り物の事故―破壊と安全性― 三角   正明 成蹊大学教授 124名

10月31日 (土) 観光産業の将来―課題と展望― 石井   昭夫 立教大学教授 154名

11月7日 (土) 山あり谷あり海もあり一文化人類学からみた旅一 神部   武宣 成蹊大学教授 123名

11月14日 (土) 旅行をめぐるトラブルと法律 谷川   久 成蹊大学名誉教授 130名

6月5日 (土)
東アジアの通貨・金融危機
―バブル－バブル収束－不況－脱出―

関口   末夫 成蹊大学教授 170名

6月12日 (土)
日本経済と東アジア経済の相互依存
―日本の不況－東アジアの不況－脱出―

関口   末夫 成蹊大学教授 130名

6月9日 (土) これからの雇用―定年制は悪か？ 森戸   英幸 成蹊大学助教授 110名

6月26日 (土) これからの年金―「自己責任」の時代？ 森戸   英幸 成蹊大学助教授 125名

10月23日 (土) 情報公開法の諸問題 塩野   宏 成蹊大学教授 115名

10月30日 (土) 情報セキュリティ技術 上田   徹 成蹊大学教授 108名

11月6日 (土)
「情報技術は社会を変える」のか？
―電話／ラジオからケータイ／インターネットまで―

見城   武秀 成蹊大学講師 106名

11月13日 (土)
企業の情報開示
―各種会計基準の変革とその意味―

高橋   史郎 成蹊大学助教授 110名

日本と東アジア経済
　　通貨・金融危機とその後

高齢・少子社会の雇用と年金

115名

 96名

 97名

変容する家族

世紀のはざま
 ―不安に漂う日本の行方―

パソコンツアーズPartⅢ

101名

 72名

 54名

 49名

アジアの心、アジアの力

 65名パソコンツアーズPartⅡ
 ―インターネットと接近遭遇―

パソコンツアーズ

高齢者のADL（日常生活動作能力)
と自立の促進
 ―からだとこころの機能を回復する―

124名

東京の中世

1997年度
（平成９）

1998年度
(平成10）

1999年度
（平成11）

目の不自由な方にあなたの腕を貸し
てください

旅

情報と通信

1996年度
（平成８）

1995年度
(平成７）

1995年度
(平成７）

3 / 7 ページ



成蹊大学公開講座のあゆみ

年 度 統一テーマ等 講座名・演題等 講　師
所属･職名

(当時)
聴講
者数実施日

6月3日 (土) 宇宙から見た地球環境 富谷   光良 成蹊大学助教授 117名

6月10日 (土)
太陽光発電システム設置の
　　実体験から考える環境問題

工藤   正博 成蹊大学教授 109名

6月17日 (土) 自己譲与の時代―競争社会から協力社会へ― 新屋   重彦 成蹊大学教授 141名

6月24日 (土) 中流たちの没落―その不安なる精神文化― 中江   桂子 成蹊大学助教授 120名

11月25日 (土) ネパールにおける開発と女性 マンガラ  シュレスサ トリブーヴァン大学教授  89名

12月2日 (土) アジアの女性 李   静和 成蹊大学教授  72名

12月9日 (土) 女性と労働 竹内   敬子 成蹊大学教授  70名

12月16日 (土) “家族”からの問い―中国、そして日本― 湯山   トミ子 成蹊大学教授  85名

6月9日 (土) 人の耳に優しい機械音への挑戦 橋本   竹夫 成蹊大学教授 108名

6月16日 (土)
バーチャル世界の感情表現
―ＩＴ技術がコミュニケーションギャップを埋める―

森島   繁生 成蹊大学教授 114名

6月23日 (土) 光の科学―蛍・カラーＴＶ・そしてレーザー― 森田   眞 成蹊大学教授 104名

6月30日 (土) 進化する医薬品の効果と安全性 岩崎   学 成蹊大学教授 107名

7月7日 (土) 新しいテレビのかたち―撮る・送る・そして観る― 滝沢   國治 成蹊大学教授 103名

9月24日 (月)
スタンダールの描いた女性―その詩と真実―
　　『赤と黒』の世界

松原   雅典 成蹊大学名誉教授 141名

9月29日 (土)
スタンダールの描いた女性―その詩と真実―
　　『パルムの僧院』の世界

松原   雅典 成蹊大学名誉教授  99名

10月6日 (土) 源氏物語：「源氏物語の光と影」（１） 鈴木 日出男 成蹊大学教授 221名

10月13日 (土) 源氏物語：「源氏物語の光と影」（２） 鈴木 日出男 成蹊大学教授 198名

6月8日 (土) 工楽のすすめ 川口   忠雄 成蹊大学教授 137名

6月15日 (土) ロボットの機能―ロボットは何ができるのか― 鳥毛   明 成蹊大学助教授 103名

6月22日 (土) ロボット研究の最前線 柴田   昌明 成蹊大学助教授 116名

6月29日 (土)
視覚障害者のモビリティを取り巻く
　　最近のバリアフリー技術

大倉   元宏 成蹊大学教授  64名

7月6日 (土)
くすりの開発に役立つ自動合成
　　―フラスコから合成ロボットへ―

加藤   明良 成蹊大学教授  75名

9月28日 (土) 古代―万葉集を中心として― 遠藤   宏 成蹊大学教授 130名

10月5日 (土) 中世文学における武蔵野・東国 三角   洋一 東京大学大学院教授 115名

10月12日 (土) 江戸文人の武蔵野―原野から郊外へ― 揖斐   高 成蹊大学教授 125名

10月19日 (土)
近代文学の中の＜武蔵野＞
　　―独歩・蘆花・春夫そして昇平のことなど―

林   廣親 成蹊大学教授 126名

6月7日 (土)
バイオニクスへの挑戦
　　―第三世代のバイオテクノロジー

軽部   征夫
東京工科大学

バイオニクス学部長
174名

6月14日 (土) ヒトの設計図から新薬へ 増保   安彦 東京理科大学教授 165名

6月21日 (土) 眠れる遺伝子を目覚めさせる 村上   和雄 筑波大学名誉教授 184名

6月28日 (土) 進化経済学と複雑適応系 有賀   裕二 中央大学教授 149名

7月5日 (土) バイオテクノロジーと生命倫理 林   真理 工学院大学助教授 169名

10月4日 (土) 民法と環境特別法 飯島   紀昭 成蹊大学教授  89名

10月18日 (土) 中国―経済発展と環境保護の間で― 光田   剛 成蹊大学助教授  70名

11月1日 (土) 地球にやさしい健康生活 境   広志 成蹊大学助教授  77名

11月15日 (土) 国際環境法の現状 廣部   和也 成蹊大学教授  70名

6月19日 (土) 国際化からグローバリゼーションへ 遠藤　誠治 成蹊大学教授 170名

6月26日 (土) イスラム社会と国際化 堀内　正樹 成蹊大学教授 165名

7月3日 (土) モノつくりと日本 谷　　正紀 成蹊中学・高等学校長 129名

7月10日 (土) 税制における国際間の不公平性 成道　秀雄 成蹊大学教授  96名

11月23日 (火) 子どもたちとの関わり方を考える 神田　信彦 文教大学教授  91名

11月27日 (土) 学校現場からの子育て支援 高柴  光男 成蹊小学校教頭  69名

12月4日 (土) 子どもの攻撃性とその対応 横湯　園子 中央大学教授  78名

12月11日 (土) 少年非行の現状と少年法の改正 金　光旭 成蹊大学教授  54名

5月28日 (土)
食の安全と安心を求めて：油脂および油脂含有食品
の品質管理について

戸谷 洋一郎 成蹊大学教授  80名

6月4日 (土)
情報社会の窓　電子ディスプレイの生態学：利用者中
心のディスプレイ技術への視点

窪田　悟 成蹊大学教授  55名

6月11日 (土) 摩擦と人間社会：豊かな人間生活の鍵 佐々木 成朗 成蹊大学助教授  75名

6月18日 (土) 文化の差による音の感受性の差異について 橋本　竹夫 成蹊大学教授  81名

6月25日 (土)
ITS：Intelligent Transport Systems (高度道路交通シ
ステム）

青木　正喜 成蹊大学教授  50名

11月5日 (土) 韓国から見た日本 鄭　泰憲 高麗大学教授 295名

11月12日 (土) 中国から見た日本 天児　慧 早稲田大学教授 236名

11月26日 (土) 米国から見た日本 五十嵐武士 東京大学教授 208名

12月5日 (土) 日本人の自画像 加藤　節 成蹊大学教授 186名

戦後60年　日本イメージの変遷

2004年度
（平成16）

子どもたちの心は今
 ―佐世保事件を機に考える―

“工楽”のはじまり
 ―ロボット･自動化･福祉―

文学における武蔵野

21世紀のアジアと女性

生活を拓く先端科学

ロマンの西と東

環境保護と現代の生活
　　〔コーディネーター：太田 康信〕

2001年度
（平成13）

2002年度
（平成14）

2003年度
（平成15）

バイオテクノロジーの発展と21世紀
における人々の生活と科学
  　 〔コーディネーター：太田 康信〕

グローバル化に対応する社会・制度

2005年度
（平成17）

生活を支え、豊かにする理工学と先
端技術

2000年度
（平成12）

世紀末の不安とその克服
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成蹊大学公開講座のあゆみ

年 度 統一テーマ等 講座名・演題等 講　師
所属･職名

(当時)
聴講
者数実施日

5月20日 (土) 環境とエネルギー 里川　重夫 成蹊大学助教授 133名

5月27日 (土) 古代ギリシアの民主政と自然観 瀬戸　一夫 成蹊大学教授 120名

6月3日 (土) 経済予測における統計学の役割 井上　智夫 成蹊大学教授 118名

6月10日 (土) 紛争と平和と国際社会 墓田　　桂 成蹊大学専任講師 150名

11月11日 (土) 立憲主義の意義：第９条は何のために 長谷部　恭男 東京大学法科大学院教授 221名

11月18日 (土)
"差別はあるが格差のない社会"と"格差はあるが差別
のない社会"："法の下の平等"の日米比較

安部　圭介 成蹊大学教授 174名

12月2日 (土) 新しい人権：プライバシー権に焦点をあてて 城所　岩生 成蹊大学教授 106名

12月9日 (土) 日本国憲法は占領軍の贈り物？：憲法は何故国民に支持されたか 安念　潤司 成蹊大学法科大学院教授 168名

6月2日 (土) 江戸時代の経済像：数量経済史が解き明かす新しい姿 松本　貴典 成蹊大学教授 194名

6月9日 (土) 近代日本の“開国経験”：福沢諭吉と中江兆民を中心に 宮村　治雄 成蹊大学教授 178名

6月16日 (土) 日本の数学の歴史 若林　功 成蹊大学教授 150名

6月23日 (土) 北条氏と武田氏 池上　裕子 成蹊大学教授 221名

11月10日 (土) 地球温暖化の危機と循環型社会：文明論の立場から 里深　文彦 東京農工大学大学院教授 145名

11月17日 (土) 京都議定書をめぐる国際政治経済 松下　和夫 京都大学大学院教授 137名

12月1日 (土) 温暖化防止と環境ビジネス 藤垣　芳文 成蹊大学教授 125名

12月8日 (土)
温暖化防止技術のあり方：地球のしくみと人類の未来
から考える

小島　紀徳 成蹊大学教授 124名

5月31日 (土)
ストラスブールの文化的・心理的地平：「ドイツ」を生
き、「フランス」を生きて

内田 日出海 成蹊大学教授 227名

6月7日 (土) イギリス文学とパブ 大熊　昭信 成蹊大学教授 250名

6月14日 (土) ウィーンのカフェ・ハウス：19世紀オーストリアの文化人 里村　和秋 成蹊大学教授 246名

6月21日 (土) 「ドイツ」の自画像：現代史の中の国際文化交流 川村　陶子 成蹊大学准教授 188名

11月8日 (土) ―神教から現代日本の食を考える 新屋   重彦　 成蹊大学教授 148名

11月15日 (土) 源氏物語と食 木谷　眞理子 成蹊大学准教授 201名

11月29日 (土) 食とエコ 挾本　佳代 成蹊大学准教授 134名

12月13日 (土) 食のサイエンス：おいしさと健康を考える 原　節子 成蹊大学教授 145名

5月30日 (土) ISO14001：成蹊学園エコスクールを目指して 田中　潔 成蹊大学教授  75名

6月6日 (土) 大気汚染の被害者救済制度について 渡邉　知行 成蹊大学法科大学院教授  64名

6月20日 (土) 廃棄物とリサイクルの経済学 田口　誠 成蹊大学准教授  63名

6月27日 (土)
環境問題への統合的なアプローチ：戦略的研究基盤
形成事業のめざすもの

山崎　章弘 成蹊大学教授  69名

11月7日 (土) 科学的な考え方：最先端研究から日常のヒントまで 坪村　太郎 成蹊大学教授 120名

11月14日 (土)
スポーツにおける効果的な視線の使い方:一流選手は
どこを見ているのか

境　広志 成蹊大学教授 103名

12月5日 (土)
『ウェストサイド物語』における民族･人種の表象：なぜ
プエルトリコの女たちは「アメリカにいたい」のか

日比野　啓 成蹊大学准教授  95名

12月12日 (土) 「ヨーロッパ、異文化のせめぎあう空間」 太西　雅一郎 成蹊大学教授  78名

5月15日 (土) 学校システムと教養教育 北川　浩 成蹊大学教授  78名

5月29日 (土) 科学的に考える：熱と光の科学 伊藤　郁夫 成蹊大学教授  75名

6月5日 (土) 英国民に愛される詩 大熊　昭信 成蹊大学特任教授  79名

6月12日 (土) 源氏物語の表現―物語にとって場面とは何か― 木谷　眞理子 成蹊大学准教授 118名

10月30日 (土) ジャズと春樹と武蔵野と 宮脇　俊文 成蹊大学教授 500名

11月27日 (土) 武蔵野の演劇文化 箕島　裕二 前吉祥寺シアター支配人

日比野　啓 成蹊大学准教授

12月4日 (土) 地図で読む武蔵野 小田　宏信 成蹊大学教授 579名

12月11日 (土) 歴史から見た武蔵野 光田　剛 成蹊大学教授 256名

12月18日 (土) パネルディスカッション 大橋　一範 週刊きちじょうじ編集長

「生まれ変わる吉祥寺と武蔵野の明日」 本田　拓夫 吉祥寺活性化協議会会長

郡　　護 前吉祥寺まちづくり事務所所長

見城　武秀 成蹊大学准教授

5月28日 (土)
少子・高齢化の国際比較と年金・福祉
 ―変わる家族とくらし―

丸山　桂 成蹊大学教授 178名

6月4日 (土)
ごみと植林と温暖化
 ―武蔵野とオーストラリアから考える―

小島　紀徳 成蹊大学教授 128名

6月18日 (土) 等身大の国際協力―成蹊大学学生の実践から― 堀　芳枝 恵泉女学園大学准教授

（事例報告１） Seikei Fair Friends

（事例報告２） 国際協力サークルM.I.X

6月25日 (土) シンポジウム「世界とともに生きる地域」 川村　陶子 成蹊大学准教授

報告１「国際化のなかの地方自治」 小原   隆治 早稲田大学教授

報告２「人と人をつなぐ、人とまちをつなぐ―多文化共
生社会づくりを担う武蔵野市国際交流協会―」

村田　敦史
公益財団法人武蔵野市

国際交流協会

11月12日 (土) 時代の変化への対応―企業として、個人として 上原　明
大正製薬ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱
代表取締役会長兼社長 137名

12月3日 (土) 電気エネルギーの品質とこれから 瓜生　芳久 成蹊大学教授  86名

12月10日 (土) 「夜桜お七」の秘密～短歌から歌謡詞へ 林　あまり
歌人・演劇評論家・
「夜桜お七」作詞者

127名

12月17日 (土) 本か電子か：電子書籍で変わる読書と書店の役割 高井　昌史
㈱紀伊國屋書店
代表取締役社長

285名

環境

教養の扉：桃李成蹊の真髄を学ぶ

2011年度
（平成23）

世界の中のむさしの 117名

106名

未来へのこみち
 ―成蹊卒業生からのメッセージ―

132名

2009年度
（平成21）

104名2010年度
（平成22）

教養の扉：桃李成蹊の新時代

むさしの
 ―昨日・今日・明日―

2008年度
（平成20）

西洋文化史異聞

『食（しょく）』

2006年度
（平成18）

知の最前線への誘い

憲法を考える

2007年度
（平成19）

日本史の蹊(こみち)

地球温暖化を考え、行動する
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成蹊大学公開講座のあゆみ

年 度 統一テーマ等 講座名・演題等 講　師
所属･職名

(当時)
聴講
者数実施日

5月26日 (土) 災害と日本人の国民性―生き方の再構築に向けて― 鈴木　紘治 成蹊大学名誉教授 178名

6月2日 (土)
東日本大震災と災害・復興ボランティア活動
―今後の課題を考える―

渡戸　一郎 明星大学教授 99名

6月16日 (土) 原子力発電と日本のエネルギーの長期的展望 佐藤　浩之助
九州大学名誉教授・核融
合科学研究所名誉教授 253名

6月30日 (土)
ドイツのエネルギー政策の変遷
―再生可能エネルギー中心への転換の道

宮本　光雄 成蹊大学特任教授 291名

11月17日 (土)
コンピュータによる心の科学
―ヒューマノイド研究の知見から―

中野　有紀子 成蹊大学准教授 115名

12月8日 (土) 親の心と子の心―頼山陽の家族詩― 揖斐　高 成蹊大学特任教授 154名

12月15日 (土) こころとルールの進化 飯田　高 成蹊大学准教授 128名

12月22日 (土)
コジモ・デ・メディチのパトロネージ：贖罪、それとも…
…？

西藤　洋 成蹊大学名誉教授 160名

5月25日 (土)
東アジアに生きる
―国際秩序の変容にどう関わるか―

遠藤　誠治 成蹊大学教授 220名

6月1日 (土) 地球温暖化とエネルギー 山崎　章弘 成蹊大学教授 194名

6月15日 (土) 内外経済の構造変化とＴＰＰを考える鍵 増井　彰久
三菱商事㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ渉外
部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ調査ﾁｰﾑ課長 204名

6月22日 (土)
これからの難民・移民の受け入れを考える
―変動する世界と日本を見据えて―

墓田　桂 成蹊大学准教授 141名

11月2日 (土) アカデミズムとジャーナリズムの出会うところ 白川　浩介
オリオン書房ルミネ店副店長

兼 商品部ＭＤ（文芸書担
当）、本屋大賞実行委員

宮脇　俊文 成蹊大学教授

11月23日 (土) コミュニケーションとしての通訳行為と通訳者の役割 森住　史 成蹊大学准教授 96名

12月14日 (土)
別居・離婚家族におけるコミュニケーションの可能性を
求めて

山口　恵美子 公益社団法人家庭問題情報ｾ
ﾝﾀｰ面会交流援助事業部長 60名

12月21日 (土)
コミュニケーションの可能性を高める新世代ネットワー
ク

栗林　伸一 成蹊大学教授 87名

5月17日 (土) ものの根源と宇宙の始まりを探る 近　匡 成蹊大学教授 157名

5月31日 (土) 吸血鬼のアイルランド文学 桃尾　美佳 成蹊大学准教授 115名

6月7日 (土) 身体とスポーツをめぐる教養 稲葉　佳奈子 成蹊大学専任講師 54名

6月14日 (土)
フィクションとしての共同体は可能か？
―隔たりを共有すること―

太西　雅一郎 成蹊大学教授 92名

10月18日 (土)
外
と

つ国の言葉をわがものとして

─阿蘭陀
おらんだ

通詞
つうじ

の世界─
片桐　一男 青山学院大学名誉教授、公益

財団法人東洋文庫研究員 166名

10月25日 (土)
English Education and the Ghost of Latin: Is English
a Dying Language?

Peter Evan 成蹊大学准教授 156名

11月1日 (土) 古代「日本人」と外国語 有富　純也 成蹊大学准教授 191名

11月22日 (土) 英語辞書の過去・現在・未来 小川　貴宏 成蹊大学教授 126名

12月13日 (土) 日本人と中国語 李　林静 成蹊大学准教授 179名

5月16日 (土) われわれ消費者の判断と意思決定 井上　淳子 成蹊大学准教授 171名

5月23日 (土) 『源氏物語』からみた恋愛における意思決定 吉田　幹生 成蹊大学教授 187名

6月6日 (土) 統計データに基づく客観的・合理的判断 岩﨑   学 成蹊大学教授 186名

6月27日 (土) 刑事政策の判断－再犯防止対策の新たな展開 金　光旭 成蹊大学教授 122名

10月10日 (土) テレビの変化70年 杉山　賢二 成蹊大学教授 160名

10月24日 (土) ドイツの戦後 板橋　拓己 成蹊大学准教授 276名

10月31日 (土) 戦後70年の日本のアジア政策を回顧する 永野　護 成蹊大学教授 244名

11月14日 (土) 公務員制度から見る戦後日本 若月　剛史 成蹊大学助教 135名

5月14日 (土)
地域包括ケアシステムの社会学－高齢期の福祉の担
い手はだれか？－

渡邉　大輔 成蹊大学准教授 139名

5月21日 (土)
定年後も安心して働ける社会へ－高年齢者雇用安定
法の意義と課題－

原　昌登 成蹊大学教授 145名

5月28日 (土) 変わる東京の気候環境 財城　真寿美 成蹊大学准教授 148名

6月4日 (土) 本人認証とセキュリティ 小方　博之 成蹊大学教授 138名

10月8日 (土) 世界をリードし続ける米国の科学技術 三浦　正志 成蹊大学准教授 221名

10月15日 (土) アメリカ映画の中の日本 小林　めぐみ 成蹊大学教授 264名

10月22日 (土)
＜国境＞をめぐるポリティクス―もうひとつの米墨国境

ボーダー

地帯
ランド

の歴史―
中野　由美子 成蹊大学教授 251名

11月5日 (土) 2016年アメリカ大統領選挙 西山　隆行 成蹊大学教授 326名

5月27日 (土)
1964年東京大会は後世に何を残したか、2020年東京大会
は次の世代に何を残すのか…

佐野 慎輔
産業経済新聞社論説委員、日
本オリンピックアカデミー理事

168名

6月17日 (土) 東京の町工場世界 小田　宏信 成蹊大学教授 193名

6月24日 (土) 広がる「子ども食堂」 澁谷　智子 成蹊大学准教授 167名

7月8日 (土) 東京の財政問題 浅羽　隆史 成蹊大学教授 177名

10月7日 (土)
ロシア革命はクーデタか革命か、スムータ(動乱)か―論争史
を整理する―

富田　武 成蹊大学名誉教授 336名

10月14日 (土) ロシアと第二次世界大戦の記憶 立石　洋子 成蹊大学助教 293名

10月21日 (土)
花よりダンゴ、ダンゴより花？ ロシア文学における恋愛と料
理の関係

沼野　恭子 東京外国語大学教授 203名

11月4日 (土)
国民楽派の実態―「ロシア・ファースト」を唱えざるを得な
かった彼らの事情―

一柳　富美子 東京藝術大学講師 239名

2016年度
（平成28）

アメリカ

戦後70年

2015年度
（平成27）

2017年度
（平成29）

東京

ロシア

日本人と外国語

判断

安全・安心のために

リベラル・アーツ
―人間の科学の可能性を考える

2014年度
（平成26）

2012年度
（平成24）

3.11を越えて
―これからの社会を展望する―

いま、こころを考えよう

2013年度
（平成25）

岐路に立つ日本

コミュニケーションの可能性

126名
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成蹊大学公開講座のあゆみ

年 度 統一テーマ等 講座名・演題等 講　師
所属･職名

(当時)
聴講
者数実施日

5月26日 (土) 村上春樹にみる中国と日中戦争 宮脇　俊文 成蹊大学教授 407名

6月2日 (土) 中国における環境・エネルギー問題の現状と対策技術 酒井　裕司 工学院大学准教授 381名

6月30日 (土) 中国からみたモンゴルとモンゴルからみた中国 フフバートル 昭和女子大学教授 396名

7月7日 (土) 「盧溝橋」への道 光田　剛 成蹊大学教授 429名

10月6日 (土) 失われた日本を求めて―白洲正子の世界 挾本　佳代 成蹊大学教授 315名

10月13日 (土) 働き方改革と仕事の効率化―管理技術の活用 渡邉　一衛 成蹊大学名誉教授 【中止】

10月20日 (土) 明治の先人に学ぶ―法制度移入の最前線 三田　奈穂 成蹊大学助教 166名

11月10日 (土) 詩人が夢見た黄金のロボット 細井　敦子 成蹊大学名誉教授 157名

5月25日 (土) マングローブ植林による地球温暖化抑制 加藤　茂 成蹊大学非常勤講師 160名

6月1日 (土) 社会と健康 渡邉　大輔 成蹊大学准教授 162名

6月8日 (土) 「自然観」の歴史的変遷をたどる 田口　誠 成蹊大学教授 166名

7月6日 (土) 環境を守る住民投票：吉野川から辺野古へ 武田　真一郎
成蹊大学

法務研究科教授
152名

10月5日 (土) 失われる職業:AIは仕事を奪うのか? 清水　千弘
日本大学教授、

東京大学特任教授、
麗澤大学特任教授

274名

10月12日 (土) AIは恋をするのか　【延期のため2019年11月16日開催】 小林　盾
成蹊大学教授、成蹊大
学社会調査研究所所長

161名

10月19日 (土) これからの社会でのデータサイエンスの役割 小森　理 成蹊大学准教授 177名

11月2日 (土) 企業分析におけるテキストマイニングの活用 酒井　浩之 成蹊大学准教授 217名

2020年度
（令和2年）

変わるアメリカ、変わらないアメリカ　【オンデマンド配信】 西山　隆行 成蹊大学教授 -

12月11日 (土) 渋沢栄一の「論語と算盤」で未来を拓く　【ライブ配信】 渋澤　健 成蹊大学客員教授 141名

6月4日 (土) 古代中国の文字世界～新出土資料から見えること～ 宮島　和也 成蹊大学講師 126名

6月18日 (土) 活躍し続ける人材の共通点 北原　亘 成蹊大学客員教授 106名

7月2日 (土) カーボンリサイクル～炭酸塩化を中心に～ 山崎　章弘 成蹊大学教授 92名

9月17日 (土) 気候変動対策と経済学の役割 山上　浩明 成蹊大学教授 94名

10月1日 (土) 万国博覧会とは何か。 寺本　敬子 成蹊大学准教授 80名

11月26日 (土) 音楽の未来と音楽世界紀行～ミニコンサートと共に～ 廣津留　すみれ 成蹊大学客員教授 137名

11月22日(土)より

AIと社会

2019年度
（平成31）

環境

2018年度
（平成30）

知のフロンティア

中国

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止

2021年度
（令和3年）

2022年度
（令和4年）
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