
	「めぐろシティカレッジ」の紹介
	 平成7年10月開講

めぐろシティカレッジは、東京都立大学が八王子市に移転す

るに際し、｢お世話になった目黒区に何かお役に立つことがあれ

ば協力したい｣という、東京都立大学の総長山住正己先生（当時）

をはじめ、大学関係および、東京都立大学附属高等学校の皆様の

熱い思いを受け、目黒区、東京都立大学、同大附属高等学校、東京

都教育庁の４者が協力して、目黒区民の生涯学習に貢献し、生活・

文化に寄与することを目的として実施している生涯学習講座です。

４者で設立した任意団体｢めぐろシティカレッジ振興会｣が運

営を行い、都立桜修館中等教育学校（旧都立大学附属高等学校 目

黒区八雲1-1-2）を主会場として講座を実施しています。

	学習の目標
「めぐろシティカレッジ」では、設立の趣旨に基づき、次の３点

を学習の目標に掲げています。

１わたしたちは、「めぐろシティカレッジ」で誰からも強いられるこ

となく、自らの意思と方法で勉強して自己実現をはかります。

２わたしたちは、「めぐろシティカレッジ」で蓄積された知的資

産を「明るい豊かな人間のまちづくり」に自己の責任で参加

して、生かします。

３わたしたちは、「めぐろシティカレッジ」での学習や研究、｢ま

ちづくり｣を通じて育まれた温かい人間関係をより豊かにす

るとともに、新しい価値観と生きがいを求め、新世紀に向かっ

て行動します。

講座案内…各講座とも全15回／１講座につき	受講料：20,000円／定員：50名
※現地見学の際は、別途入館料など実費が必要な場合があります。

目黒学パート22
―めぐろという地域から歴史の転換点を探ってみよう―

縄文時代から現代まで、目黒の知られざる一面を見つける。
１

▲

日時：第１・３週の土曜日
 午後２時～４時

4/16 5/7 5/21

オリエンテーション 縄文の自然と海 人類学から縄文人を知る

山崎 憲治 遠藤 邦彦 神澤 秀明
（元岩手大学教授） （日本大学名誉教授） （国立科学博物館所属研究員）

6/4 6/18 7/2
【巡検】多摩川左岸の古墳群をたずね、
周辺の自然環境と古墳の実際を学ぶ

【巡検】芝増上寺とその周辺 街道から見た品川の歴史

山崎 憲治 吉田 龍雄（大本山増上寺参拝課課長） 柘植 信行
（元岩手大学教授） 山崎 憲治（元岩手大学教授） （品川歴史館統括学芸員）

7/16 9/17 10/1

品川湊の歴史と展開
冷害と津波
日本における1930年代とは

江戸の宗教
円融寺の歴史と庶民の信仰

柘植 信行 山崎 憲治 寺尾 英智
（品川歴史館統括学芸員） （元岩手大学教授） （立正大学教授）

10/15 11/5 11/19

品川と江戸との関わりを考える
【巡検】小名木川と東京大空襲の跡を
たずねて

未来に備えて、関東大震災の畏れと
震災への備え

柘植 信行 山崎 憲治 中林 一樹
（品川歴史館統括学芸員） （元岩手大学教授） （明治大学特任教授）

12/3 1/7 1/21
私の目黒、生活の中から
目黒をとらえる

地域の豊かさを問う まとめ

小中 陽太郎 大江 正章 山崎 憲治
（作家） （出版社コモンズ代表） （元岩手大学教授）

めぐろシティカレッジ
受講案内・募集要項

第22回（平成28年度）受講生募集

応募締切：平成28年3月9日（水）※消印有効



幕末から近代の日本再考
日本の歩んだ歴史を見つめ直し、近代に至る道程を考察する。２

4/16 5/7 5/21
桜
―近代国家形成期の一面を考える―

「琉球処分」再考
―「沖縄」と「琉球」―

近代国家における「古典」の成立
―現代の国語教科書から―

堀 信行 堀 信行 梶川 信行
（東京都立大学名誉教授） （東京都立大学名誉教授） （日本大学教授）

6/4 6/18 7/2
「文化財」の誕生と制度化
―岡倉天心とフェノロサの残したもの―

「脱亜入欧」と風水思想
日本の自然の「発見」とその制度化
―天然記念物から眺めてみる―

本中 眞 渡邊 欣雄 桂 雄三
（内閣官房内閣参事官・前文化庁主任文化財調査官） （國學院大学教授） （元文化庁主任文化財調査官）

7/16 9/17 10/1
国家と宗教
―明治の廃仏毀釈の背景と影響―

日露戦争の背景とその後の日本 観光から見えてくる近代日本

清水 克行 大庭 裕介 安島 博幸
（明治大学准教授） （国士舘大学非常勤講師） （跡見学園女子大学教授）

10/15 11/5 11/19
【巡検】皇居、千鳥が淵周辺から
考える日本の近代

近代国家建設を支えた
地図作成の情熱と葛藤
―黎明期の面々―

日本民族の捉え方
―生活文化の視点から―

堀 信行 清水 昭俊
（東京都立大学名誉教授） 水谷 一彦（平凡社地図出版前代表取締役社長） （元一橋大学教授）

12/3 1/7 1/21
日清戦争の深層
―日本の近代化―

日本の農業の過去・現在・未来
―農と業の狭間を考える―

日本の国土観の形成

岩村 麻里 佐倉 朗夫 堀 信行
（千葉県立文書館嘱託職員） （明治大学特任教授） （東京都立大学名誉教授）

▲

日時：第１・３週の土曜日
 午後２時～４時

(1)受講の申し込みにあたって

・　応募者が定員を超えた場合は、目黒区在住者を優先

の上、抽選で決定します。また、応募者数が一定の人

数に満たない場合は、講座を中止する場合がありま

すので、予めご了承ください。

・　受講確定や講座の中止については、3月15日以降に郵

送でお知らせします。

・　具体的な講座内容、期間、講師、受講料等はこの講座

案内をご確認ください。

(2)申し込み方法

・　添付の申込用はがきを切り取り、必要事項を記入の

上、投函して下さい。（切手不要）

　受講確定者には3月15日以降に受講手続き書類を郵

送します。

※郵便はがきの場合

【あて先】〒153-8573　目黒区上目黒2-19-15
　　　　目黒区教育委員会 生涯学習課内

　　　　めぐろシティカレッジ振興会事務局

・　応募の締め切りは平成28年3月9日（水）です。

　※消印有効

・　1枚の申込はがきで1講座の申し込みをしてく

ださい。

　複数の講座に申し込む場合は①希望講座名、②受

講または聴講の別、③住所、④氏名（フリガナ）、⑤

連絡先を記入の上、講座ごとにお申し込みくださ

い。

・　同一講座には、おひとり1枚の応募でお願いします。

※メールの場合

【めぐろシティカレッジ ホームページ】

http://megurocc1995.wix.com/megurocc
上記ホームページ『受講申込』

の申込フォームにはがきと同

様の内容をお書きいただき、

送信してください。

(3)受講証の発行

受講生には受講証を第1回目の受講日にお渡しします。

受講証は次回からの出席確認等に使用します。聴講生

には聴講券を初回の聴講時にお渡しします。

(4)当会の都合による講座の変更または中止

やむを得ない事情により、開講日や講師等を変更したり、

講座の短縮や中止の場合もあります。予めご承知おき

ください。

(5)受講者の都合による受講の取り消し

原則として受講料納入後の返金はできません。但し、

病気や転居など特別の事情により取り消しを希望する

場合は、４月８日（金）までに事務局にご連絡ください。

受講の申し込み方法受講の申し込み方法



もう一度 中等教育 その１
中等教育とは、中学校、高等学校の教育課程を６年間一貫して学
ぶ制度です。桜修館中等教育学校の教諭から学んでみませんか。

３

4/23 5/14 5/28

ようこそ中等教育学校へ
～入学から卒業まで	その特色と課題

前期課程（中学校）の社会科
～興味関心を高める社会科の授業

後期課程（高等学校）の世界史
～高等学校の世界史の学習のポイント

佐藤 洋（地歴科） 佐藤 洋（地歴科） 松永 正史（地歴科）

6/11 6/25 7/9

後期課程（高等学校）の地理
～地理の楽しさをお知らせします

前期課程（中学校）の英語
～初歩の英語のポイントと

学習アドバイス

後期課程（高等学校）の英語
～現在の高校英語の実際と課題

佐藤 洋（地歴科） 吉澤 美香（英語科） 神谷 智恵美（英語科）

7/23 9/24 10/8

大学入試の英語と進路
～大学入試の決め手の英語と進路情報

楽しい学校行事１
～楽しい学校生活を紹介します

前期課程（中学校）の数学
～数学の楽しさを紹介します

岡田 かおる（英語科） 佐藤 洋（地歴科） 佐藤 孝（数学科）

10/22 11/12 11/26

後期課程（高等学校）の数学
～高校の数学にもう一度チャレンジ

情報
～情報機器を使いこなすコツ教えます

前期課程（中学校）の国語
～国語はすべての教科の土台です

神田 明子（数学科） 嶺 直利（理科（生物）・情報科） 榊原 美輝（国語科）

12/10 1/14 1/28

後期課程（高等学校）の国語
～高等学校の国語と大学入試に挑戦

楽しい学校行事２
～宿泊行事を紹介します

まとめと今後の課題
～講義内容に関する質疑応答

藤波 綾（国語科） 佐藤 洋（地歴科） 佐藤 洋（地歴科）

▲

日時：第２・４週の土曜日
 午後２時～４時

●会場のご案内

主な会場は都立桜修館中等教育学校ですが、学校行事等によ

り目黒区内の施設に変更する場合もあります。また、講義によっ

ては現地実習があります。

●都立桜修館中等教育学校	目黒区八雲1-1-2

▲

東急東横線	都立大学駅下車 徒歩10分

▲

東急バス停留所
●めぐろ区民キャンパス	 ●都立大学付属高校前
　（渋谷駅 東京医療センター） 　　(目黒駅前 弦巻営業所)

１つの講座の中でご希望の講義を６回受講できる

聴講制度もあります。添付の申込はがきで申し込み

いただくほか、定員に余裕のある講座は、随時申し

込みを受け付けます。

（1講座6回聴講券 10,000円）

受講に際しては、次のことを守ってください。

・　講師や他の受講生に迷惑をかけたり、講座運営に

支障をきたす行為等があった場合、受講をお断り

することがあります。

・　講義の録音、録画、写真撮影はお断りします。

・　教室内での喫煙、飲食はご遠慮ください。

・　貴重品は必ず手元に置き、盗難にご注意ください。

・　駐車場がありませんので、車での来場はご遠慮く

ださい。

・　桜修館中等教育学校以外の施設は、車椅子の利用

に対応できない場合があります。

聴講制度のご案内聴講制度のご案内

受講上の注意受講上の注意

北

目黒
通り

東横
線 
渋谷
→

バス停
バス停

駒沢通り

め
ぐ
ろ
区
民

キ
ャ
ン
パ
ス

国立病院

柿
の
木
坂

都立大学駅

桜修館
中等教育学校



▲

講座申込用はがき
前ページの｢受講の申し込み方法｣をご覧の上、	
送付してください。

平成28年度(第22回)
めぐろシティカレッジ	受講申込

・応募締切　平成28年3月9日（水）　※消印有効

・1枚の申込はがきで1講座の申し込みをしてください。

・複数の講座に申し込む場合は、郵便はがきに以下の内容

を記入し、ご応募ください。

①希望する講座に○をつけてください。

１.	目黒学パート22	―めぐろという地域から歴史の転換点を探ってみよう―
２.	幕末から近代の日本再考

３.	もう一度　中等教育　その１

４.	名著を読む、思想を知る

５.	異文化理解	―世界のさまざまな文化を知り、共生について考えてみよう―

②いずれかに○をつけてください。

受講（15回 20,000円）・ 聴講（1講座のうち6回 10,000円）

③住所	〒

④ フリガナ

　	氏名

⑤連絡先	電話番号

　FAX

　メールアドレス

名著を読む、思想を知る
一冊の書から、その著者の思想、人生を探っていく。４

4/23 5/14 5/28
プラトン『饗宴』を読む
～愛をめぐる弁論と問答

アダム・スミス『道徳感情論』を読む
～自然－アート(技芸）－モラルの追究（その１）

アダム・スミス『道徳感情論』を読む
～自然－アート（技芸）－モラルの追究（その２）

越田 年彦 平野 英一 平野 英一
（都立立川高等学校教諭） （都留文科大学名誉教授） （都留文科大学名誉教授）

6/11 6/25 7/9
カント『道徳形而上学原論』を読む（その１）
～「何が善か」は誰もが知り得るのでなければならない

カント『道徳形而上学原論』を読む（その２）
～厳格主義は何を守ろうとするのか・・・＜石頭＞の効用

『老子』を読む
～無為自然とは何か

岡野 浩 岡野 浩 海 龍
（学習院西田幾多郎博士記念館） （学習院西田幾多郎博士記念館） （日本経済大学講師）

7/23 9/24 10/8
新渡戸稲造『修養』を読む
～平易な文章で書かれたすぐれた人間教育論

マルクス『資本論』を読む（その１）
～「貧困化」とは何か

マルクス『資本論』を読む（その２）
～マルクスの未来社会論

谷口 稔 土井 日出夫 土井 日出夫
（元恵泉女学園中学・高等学校教諭） （横浜国立大学大学院教授） （横浜国立大学大学院教授）

10/22 11/12 11/26
芥川龍之介『河童』を読む
～村上春樹『1Q84』との関連から

巣鴨・駒込を歩く読書と思想の旅　講義編
～岡倉天心、幣原喜重郎、二葉亭四迷、宮武外骨、野村文夫

巣鴨・駒込を歩く読書と思想の旅　巡検編
～慈眼寺、染井霊園、とげ抜き地蔵

神田 由美子 越田 年彦 越田 年彦
（東洋学園大学教授） （都立立川高等学校教諭） （都立立川高等学校教諭）

12/10 1/14 1/28
新島襄『わが人生』を読む
～密航を企てた劇的な生涯をたどる

ピケティ『21世紀の資本論』を読む
～経済学説上の意義と論点（その１）

ピケティ『21世紀の資本論』を読む
～経済学説上の意義と論点（その２）

谷口 稔 越田 年彦 越田 年彦
（元恵泉女学園中学・高等学校教諭） （都立立川高等学校教諭） （都立立川高等学校教諭）

▲

日時：第２・４週の土曜日
 午後２時～４時

昨年の現地実習（文京区田口卯吉邸前にて）
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郵 便 は が き

１５３ ８７９０

目黒区上目黒２－19－15
目黒区教育委員会
生涯学習課内

めぐろシティカレッジ振興会事務局行

料金受取人払郵便

目黒局承認

445
差 出 有 効 期 間
平成28年4月30日
まで

(1)修了証の発行（聴講制度の受講生を除く）

日程の3分の2以上出席された受講生には、講座の最

終日終了後に修了証を発行します。（この修了証は単

位の認定や資格取得に利用できるものではありません）

(2)研究会（同窓会）への参加

受講を修了した方が研究会（同窓会）を作る場合には、

積極的に応援します。

受講終了時とその後受講終了時とその後

目黒区上目黒2-19-15	目黒区教育委員会	生涯学習課内
http://megurocc1995.wix.com/megurocc

めぐろシティカレッジ振興会事務局
TEL 03-5722-9316

お問合せ

５

4/23 5/14 5/28
世界における文化の分布状況
～文化は国境では区分されない～

外国を歩いてみて考えた異文化を理解
するための方法と課題

メコン河流域に住む人々の生活や文化が開
発や援助により破壊されている現状の報告

生井 貞行 高橋 洋 木村 茂
（元桜美林大学講師） （日本ブータン研究所研究員） （日本国際ボランティアセンター・ラオス事業担当）

6/11 6/25 7/9
アジアが遭遇した災害や紛争、
文化や自然、人々の暮らし

環境問題の最前線、現場からの報告
～侵食により削られるバングラデシュ
　のハティア島・沈水するツバル～

家事使用人として働く少女達の生活改善
NPO活動を通して見たバングラデシュ

真田 正明 植田 貴子
（朝日新聞社 論説委員） 生井 貞行（元桜美林大学講師） （NPO シャプラニール国内活動グループチーフ）

7/23 9/24 10/8
地球温暖化により沈水している島国、
ツバルに暮らす人びとの現状と将来

アフリカン・ポップスの変遷とその魅力
水の国カンボジア
～川と暮らしと開発～

遠藤 秀一 鈴木 裕之 木口 由香
（写真家・ツバル国環境親善大使） （国士舘大学教授） （関東学院大学非常勤講師・NPOメコン・ウォッチ）

10/22 11/12 11/26

アメリカの学生と中東の子供たち
日本と諸外国のそれぞれの考え方
～国境を越えた普遍的価値とは～

ブータンにおける国民総幸福とは
～国民総幸福（GNH）の道を辿る
　ブータンについて理解を深めよう～細田 浩 井田 香奈子

（法政大学非常勤講師） （朝日新聞社 オピニオン編集部次長） 平山 雄大（日本ブータン研究所研究員）

12/10 1/14 1/28
古代遺跡を守り、古代史を学び、村の発展
に尽力するペルーの村人についての報告

紛争下でもたくましく生きる
パレスチナの人々

まとめ
多文化社会の中での生き方について考えてみよう

大貫 良夫 並木 麻衣 生井 貞行
（東京大学名誉教授） （日本国際ボランティアセンター・パレスチナ事業担当） （元桜美林大学講師）

▲

日時：第２・４週の土曜日
 午後２時～４時

異文化理解
―世界の様々な文化を知り、共生（共に生きる）について考えてみよう―
発展途上地域の現状や人々の生活を、実際に現地に足を運んだ
方々の目を通じて学びます。



めぐろシティカレッジ開講式のお知らせ

めぐろシティカレッジでは、第１回目の開講日に合わせて、下記の

通り開講式を開催します。

めぐろシティカレッジの堀信行会長（東京都立大学名誉教授）の

開講講演がありますので、受講生の皆さま、お誘いあわせのうえ

ご参加ください。

記

１．日時 平成28年4月16日（土）午前11時～午後12時50分

２．場所 めぐろパーシモンホール小ホール

めぐろシティカレッジ宿泊研修のご案内

北陸の歴史、地理、思想を学ぶ旅
めぐろシティカレッジ振興会では、平成28年8月29日（月曜日）から8月31日（水曜日）の2泊3日

で北陸地方への研修旅行を企画しています。

めぐろシティカレッジの講師陣とともに、富山の伝統的民家を見学し、前田利家、西田幾多郎、

折口信夫など石川の生んだ偉人の足跡を訪ねます。金沢市との市民交流の場も予定しており

ます。

旅行代金、申し込み方法などの詳細は、平成28年4月頃にめぐろシティカレッ

ジ講座、めぐろシティカレッジホームページやtwitterでご案内いたします。

めぐろシティカレッジ　wix 検索➡

昨年の開講式講演の様子


