
成城大学

成城 学びの森
成 城 大 学  生 涯 学 習 支 援 事 業

03-3482-9031TEL. 03-3482-9467FAX.「成城 学びの森」事務局（　　）
※窓口受付時間／月～金 9：00－16：00 ・ 土 9：00－12：30〒157-8511 東京都世田谷区成城6-1-20
E-mail：manabi@seijo.ac.jp   URL：http://www.seijo.ac.jp

■お問い合わせ

成城 学びの森

成城大学
学長室内

「成城 学びの森」コミュニティー・カレッジ お申込方法 　詳しくは裏面参照

https://ssl.smart-academy.net/seijo/
右記の2次元バーコードからもアクセスできます。

お申込みサイト（インターネット上でお申し込みください。）
  9月12日［月］～12月 9日［金］■申込期間

  9月27日［火］～12月23日［金］■視聴期間

2022年度
9月ー12月
秋冬講座

コミュニティー・カレッジ
のご案内オンデマンド型講座 Zoomリアルタイム講座

9月12日［月］申込受付開始： 9時00分～12月9日［金］ 9月27日［火］～開講期間： 12月23日［金］オンデマンド型講座

Zoomリアルタイム講座

オンデマンド講座のため期間中繰り返しご覧いただけます。

Zoomによるリアルタイムの講座です。

講 師

知られざる（？）南仏
三枝 大修［経済学部准教授］

火曜日配信曜日 回数 3回 受講料 3,000円（税込）

南フランスの自然と文化をご紹介します。ただし、焦点が当て
られるのは、ニース、カンヌ、モナコ、マルセイユ、アヴィニョンといった知名度の高い都市や観光地では
なく、日本ではあまり知られていない（と思われる）小規模な街や村です。それぞれの土地にゆかりの
ある作家の文学作品などもご紹介する予定です。

1 回 配信日 各回講義テーマ
① 11/1
② 11/15
③ 11/29

「閉ざされた谷の泉」から
アルピーユ山脈の麓で
港町セートと地中海 

講 師

配信曜日 回数 受講料金曜日 6回 6,000円（税込）

金融マーケットの基礎 ̶激動期の市場をみる視点
後藤 康雄［社会イノベーション学部教授］

世界の金融市場が大きく動いています。
コロナ禍、ウクライナ情勢等の出来事や
景気対策、金融政策などあらゆる材料を
マーケットは反映します。そうしたマー
ケットの動きはまた企業経営や私たちの
生活に多大な影響を及ぼします。本講座
では、金融市場の基礎を学ぶとともに
マーケットの現状を考えていきます。

4
回 配信日 各回講義テーマ
①
②
③
④
⑤
⑥

10/7
10/21
11/4
11/18
12/2
12/16

金融市場とは ―基礎知識と全体像
短期金融市場 ―金融マーケットの要諦
債券市場 ―累増する国債を消化できるか
株式市場 ―「企業経営の鏡」にくもりはないか
外国為替市場 ―為替変動と日本経済
現代金融マーケットの諸相 ―拡大する市場と影響

火・金曜日配信曜日 回数 8回 受講料 8,000円（税込）

ヤマト王権の展開
鈴木 正信［文芸学部准教授］

私たちが暮らすこの「日本」という国の枠組みは、どのように形
成されたのでしょうか。この講座では『古事記』『日本書紀』を
読み解き、考古学・文学・地理学などの成果も踏まえて、ヤマ
ト王権の形成に寄与した地方豪族の実態を探ります。スライ
ド・ビデオを活用して分かりやすく解説します。

3 回 配信日 各回講義テーマ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

10/4
11/4
11/11
11/18
11/25
12/2
12/9
12/16

磐井の乱
地方支配制度の成立
武蔵国造の乱
武蔵国と四つの屯倉
横渟屯倉と河川の氾濫
交通・交易拠点としての屯倉
武蔵国造と物部氏
武蔵国造のネットワーク

講 師

木曜日配信曜日 回数 6回 受講料 6,000円（税込）

〈テキスト〉 書籍名／新事業創造のための発想法　著者名／境新一・谷真哉・榎本正　出版社名／文眞堂
　　　　　 ISBN／9784830951855　金額／2,970円（税込）

講 師

新事業の推進／撤退の要件ならびに評価システムの検討
：ブレインマップを活用して
境　新一［経済学部教授］

この講座では、新事業の創造ならびに推
進／撤退の要件と評価を、失敗学と素人
発想・玄人実装の視点から検証します。
各事業、関連事業や継承事業への展開、
アイデア発想の製品・サービスへの実現
度／実装度を総合評価することの可能
性、そして既存事業と新事業創とのバラ
ンスのとり方、以上の諸点について、その
仕組みづくりも含めて皆様とご一緒に考
えてみたいと思います。

2
回 配信日 各回講義テーマ

リーダーシップと組織の視点。製品、事業における
失敗／成功のケーススタディ。③ 11/3

新事業創造の推進／撤退のケーススタディと評価
基準の検討。新事業の創造への示唆⑤ 12/1

アート＆デザインを活かした事業構想、畑村洋太郎の
失敗学、金出武雄の発想＆実装による事業評価。

自己紹介、リスキリング、新事業創造の成功・失敗を
わける要因、ブレインマップの活用。

ブレインマップを用いた新事業の個別評価と総合
評価、アイデアの実現度・実装度の評価。④ 11/17

事業要件＆アイデア発想の総合評価システムの可能性。⑥ 12/15

② 10/20

① 10/6

講 師

配信曜日 回数 受講料火曜日 4回 4,000円（税込）

初めてでもできる！音楽演奏プログラミング 
森　由美 ［データサイエンス教育研究センター特任教授］

ビジュアルプログラミング言語・Scratchを
使った音楽演奏プログラミングを体験しま
す。作品（プログラム）の制作を通してプログ
ラミングの基本を楽習しながら、様々な楽器
を組み合わせて、世界に1つだけのハーモ
ニーを奏でましょう！（プログラミングが初
めてでも、楽譜が読めなくても、大丈夫です）

5
回 配信日 各回講義テーマ

Scratchプログラミングの基本
：プログラミングに慣れましょう① 10/4

② 10/11
音楽演奏プログラミング(2)
：打楽器も使ってみましょう③ 10/18
音楽演奏プログラミング(3)
：おさらい、作品完成に向けて④ 10/25

音楽演奏プログラミング(1)
：好きな曲の楽譜を使って作品作りを始めます

講 師

配信曜日 回数 受講料火曜日 5回 5,000円（税込）

南方熊楠の日本と東洋
田村 義也［成城大学非常勤講師］

南方熊楠は、国際的な比較民俗学の学徒だったが、その視
野にはつねに日本と東洋が入っており、その文化を西洋と
比較するという観点があった。その視点のユニークさを、
彼の生涯および時代背景との関係で考察してみたい。

9
回 配信日
① 10/4
②
③
④
⑤

10/18
11/1
11/15
11/29

幼少時の読書環境と「伝説」
アメリカの日本人たち
イギリスでの「東洋」発見
英文論考の中の「日本」と「東洋」
人の交わりにも季節あり：孫文と南方熊楠

各回講義テーマ

講 師

配信曜日 回数 受講料火曜日 5回 5,000円（税込）

中学生が出会う数学の思想（2）：√２のなぞ
中根 美知代［成城大学非常勤講師］

数学では、分数で表せる数を「有理数」、そう
でない数を「無理数」と区別します。中学生
の頃、２次方程式や、三平方の定理で無理数
と格闘した記憶もあることでしょう。無理数
にまつわるいくつかの問題を、歴史的な事
柄も押さえて考えていきます。

10
回 配信日
① 10/4
②
③
④
⑤

10/18
11/8
11/22
12/6

中学生と無理数との出会い
古代ギリシアの数と大きさ
√２は本当に分数で表せないのか：背理法をめぐって
√２を分数で表してみよう
有理数と無理数、どちらが多い？

各回講義テーマ

講 師

天皇の二つの「身体」
井上 正望［成城大学非常勤講師］

6 回 配信日 各回講義テーマ
① 10/4
② 10/18

如在之儀 ―不死の天皇―
大祓 ―中世における律令制的天皇―

配信曜日 回数 受講料火曜日 2回 2,000円（税込）

古代に誕生した天皇は、なぜ現在まで存続し得たのでしょうか。これは日本史のみならず、日本と
いう国を考える上でも、古くて新しい問題です。そこで、古代から中世にかけて(主に9～13世紀)を
対象に、天皇が次第に実権を失いながらも、この時期を如何に乗り切ったか、天皇の二面性とその
形成という点から考えて参ります。

映画『或る夜の出来事』の魅力
小河原 あや［成城大学非常勤講師］

7
講 師

火曜日配信曜日 回数 4回 受講料 4,000円（税込）

回 配信日
① 10/4
②
③
④

10/18
10/25
11/8

1934年のアメリカそしてハリウッド
古典的規範に沿った物語構造と演出
キャプラ監督らしさ
映画の魔法とリアリズム

各回講義テーマ

フランク・キャプラ監督『或る夜の出来事』（1934年）
は、低予算や短期撮影等の困難な中作られましたが、
大ヒットし、アカデミー賞五冠に輝き、今も愛され研
究され続けています。本講義はその見所を、規範的な
物語構造と演出、キャプラらしさ、映画の魔法とリアリズムを鍵に考察します。

講 師

配信曜日 回数 受講料火曜日 8回 8,000円（税込）

1963-68 : Five Years that Changed the World 
D. Riches［社会イノベーション学部教授］

12

回 配信日時 各回講義テーマ

JFK as peacemaker, after the Cuban Missile Crisis (1963)③ 10/18

The aftermath of the assassination(1963-1969)⑤ 11/8

JFK’s presidency before the Cuban Missile Crisis (1961-62)
The 1950s: Anti-communism, nuclear weapons, JFK and Richard Nixon

The JFK assassination (1963/11/22)④ 10/25

The other assassinations: Malcolm X, Martin Luther King Jr., and Robert Kennedy
The decline of the Democratic Party and the rise and fall of R. Nixon (1968-1974)
The aftermath of the 1960s: Watergate, Iran-Contra, September 11, 2001

⑥
⑦
⑧

11/15
11/22
11/29

② 10/11
① 10/4

This year (2022) it has been almost sixty years since John F. Kennedy died. His presidency came at a time of great 
change and great conflict in the world. Throughout the world people were hoping that the nuclear arms race could 
be stopped and further wars in 
the developing world could be 
avoided. The assassination of 
JKF is seen by many as the loss 
of this hope and the reason the 
following years were a period of 
chaos and crisis. In this course 
we will study the United States’ 
“ a g e  o f  a s s a s s i n a t i o n s ”  
(1963-68) and its effects on 
American and world history.

講 師

配信曜日 回数 受講料木曜日 6回 6,000円（税込）

江戸文化としょうばい
小沢 詠美子［成城大学非常勤講師］

江戸文化はさまざまな職業の人々に支えられていました。本講座では、高利貸で財
をなし文化に大金を注ぎ込んだ札差、出版業として錦絵や文学を広めた版元、娯楽
の発展に貢献した種々の茶屋、園芸文化の立役者である植木屋、ペットブームの仕
掛け人である鳥屋、そして書画に長けた文人たちの活躍について概観します。

8 回 配信日
① 10/6
②
③
④

⑥
⑤

10/20
11/3
11/17
12/1
12/15

札差と十八大通
版元
茶屋
植木屋
鳥屋
文人

各回講義テーマ

配信曜日 回数 受講料火曜日 7回 7,000円（税込）

講 師

 : a Ukrainian novel
Frances Causer［文芸学部専任講師］

We will read and discuss　　　　　　　　　
　　　　by Andrey Kurkov, one of Ukraine's 
best known writers. His novel of suspense 
and black comedy offers satirical insights 
into Ukraine trying to find its way after 
becoming independent of the Soviet Union 
in 1991. We will also read some of the 
journalism Kurkov has written since Russia 
invaded his country on 24 February, so as to 
better understand Ukraine and its people.

11

〈テキスト〉 書籍名／
　　　　  著者名／Andrey Kurkov　出版社名／Harvill Press  ISBN／9781860469459　金額／1,632円（参考価格）

回 配信日時
Introduction to the course and book; 
read and discuss pages 1-15

Read and discuss p195-228;
concluding discussion

9/27①
10/11②
10/25③

④
⑤
⑥
⑦

11/8
11/22
12/6
12/20

Read and discuss p15-50
Read and discuss p51-84
Read and discuss p84-122
Read and discuss p122-158
Read and discuss p158-195

各回講義テーマ

20:00～
20:00～
20:00～
20:00～
20:00～
20:00～
20:00～

受付期間：9月12日（月）～9月20日（火）

受付期間：9月12日（月）～9月27日（火）

20:00～
20:00～
20:00～
20:00～
20:00～
20:00～
20:00～
20:00～

Death and the Penguin

Dea t h  a nd  t h e

Death and the Penguin

Penguin



「成城 学びの森」コミュニティー・カレッジ　お申込方法・お申込の流れ

12月9日［金］まで受付中■

■申込方法　 インターネット上でお申し込みください。
本学ホームページのトップページにある「成城学
びの森」コミュニティー・カレッジ講座のご案内ボ
タンを押し、「成城 学びの森」ホームページ申込み
専用サイトにてお申込みください。

https://youtu.be/aXAgwoApEAs
右記の２次元バーコードからもご覧いただけます。▶

成城 学びの森
成 城 大 学  生 涯 学 習 支 援 事 業

講座の検索
トップページの『講座を探す』の各種検索メニューから、お探し
の条件にあった講座を検索してください。全ての講座をご覧に
なりたい場合は、何も選択せず、検索ボタンを押してください。

STEP
1

講座の申込み
受講講座を決定されたら、講座名の横にある「受付中」のボタ
ンを押して、間違いがなければ、「受講申込」ボタンを押してく
ださい。

STEP
2

申込リスト
申込リストに、受講の申込みをした講座が表示されます。続け
て他の講座を申込む場合は、「続けて他の講座も申込む」ボタ
ンを押して、講座の検索、講座の申込みを繰り返してください。
講座の選択が終了したら「次のステップに進む」ボタンを押しま
す。

STEP
3

STEP
4

受講生登録・ログイン
会員の方は受講生番号／パスワードを入力して「ログイン後、
次のステップに進む」ボタンを押します。初めてのお申込みの
方は、「登録画面へ」ボタンを押して、受講生情報登録をお願
いします。

STEP
5

お支払方法
お支払方法の「銀行振込」をクリックし、「次のステップに進む」
を押してください。

お申込の流れを動画でご案内しておりますのでご参考にしてください。

お申込内容のご確認
お申込内容の確認画面が表示されますので、確認した後「受講
申込」ボタンを押します。

STEP
6

お申込内容確認メール
お申込み後、ただちにお申込み内容確認メールが届きますの
で、申込み内容をご確認ください。また、初めてのお申込みの
方は、受講生番号を確認してください。
※受講生番号／パスワードでマイページにログインして、受講
生情報の確認やパスワードの変更ができます。

STEP
7

受講料をお振込ください。
お振込み後、ご視聴いただくには、事務局側で銀行からの入金
確認が必要となりますので、お時間をいただきます。
特に金曜日、土曜日、日曜日、祝日に入金された場合は、銀行の
翌営業日以降の視聴開始となります。ご不便をおかけします
が、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

STEP
8

配信開始
配信開始後、マイページにログインし、受講するボタンを押す
と、配信終了まで、いつでもくり返しご視聴いただくことができ
ます。

STEP
9

お申込の流れ

03-3482-9031TEL. 03-3482-9467FAX.「成城 学びの森」事務局（　　）
※窓口受付時間／月～金 9：00－16：00 ・ 土 9：00－12：30〒157-8511 東京都世田谷区成城6-1-20
E-mail：manabi@seijo.ac.jp   URL：http://www.seijo.ac.jp

■お問い合わせ

成城 学びの森

成城大学
学長室内

https://ssl.smart-academy.net/seijo/

右記の2次元バーコードからも
アクセスできます。▶

◀「成城 学びの森」
　ホームページ申込み専用サイト
　トップページ

お申込みサイト

お申込み方法のご案内動画

成城大学
コミュニティー・カレッジ

のご案内オンデマンド型講座 Zoomリアルタイム講座

2022年度
月ー12月
秋冬講座
9

Zoom リアルタイム講座を受講する方へ （F.コーザ講師、D.リチェズ講師担当科目の受講者の方へ）

コミカレ申込方法ムービー

当講座はZoomを利用したオンライン講座となります。
Zoomとは、オンラインミーティングやオンラインセミナーを
開催するソフトウェアです。
パソコン、スマートフォン、タブレット端末のどちらでも使用可
能です。
講座の画像はデバイスの画面に表示されますので、この他に

〇スピーカー
　（講師の声を聴くためにです）
〇カメラ／マイク
　（ご自身の姿や声を講師や他の受講者に伝えるため＊任意）
が必要となりますので受講者の皆様は必要に応じて事前にご
自身でご準備くださいますようお願い申し上げます。

9月12日［月］～12月 9日［金］■申込期間

9月27日［火］～12月23日［金］■視聴期間


