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『ポストコロナの日本経済 

～格差は克服できるか～』

講師：岩村 充さん 

 （早稲田大学名誉教授）他 

申込期間：2022 年 4月 1日(金)〜15日(金) 
〔結果通知：4月 22日(金)予定。当選者にのみハガキで通知 〕 

主催：公益財団法人 三鷹市スポーツと文化財団／三鷹市 企画：総合コース企画委員会 

期間：2022年 5月 13日〜2023年 3月 11日（夏季・冬季は休講） 

会場：元気創造プラザ 4階 生涯学習センター 

定員：各 28名（申込多数の場合は抽選） 

受講対象：16歳以上の三鷹市民（在勤・在学を含む 

受講料：無料  *市民の自主運営による参加型の講座です 
＜全回出席を原則とします＞ 

三鷹市民大学総合コース令和４年度 

学習生募集

各コース保育付！ 

（対象は満 1歳〜就学前） 

 
金曜日コース（全 30回） 
時間：午前 10時〜正午 

期間：5月 13日〜3月 10日 

 
土曜日コース（全 30 回） 
時間：午前 10時〜正午 

期間：5月 14日〜3月 11日 

保育定員 

5名 

『暮らしの中の哲学・文化芸術』 

講師：池田 喬さん 

（明治大学文学部准教授）他 

◆ お申込は下記まで

講座申込システム 

https://www.kouza.mitakagenki-plaza.jp/ 

電話・窓口（午前 9時～午後 9時）

生涯学習センター 0422-49-2521 

（三鷹市新川6-37-1 元気創造プラザ4階） 

現
代
社
会
と
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社 
 

会

『今あらためて日本の民主主義と 

ジャーナリズムを考える』 
講師：杉田 敦さん 

（法政大学法学部教授）他 

『子育ての輪でつながろ～！ 

みんなで子育て・孫育て』 

講師：松田 妙子さん 

（一般社団法人ジェイス理事）他 

『"脱炭素社会"に向けた大変革が始まる！ 

～地球市民として考える、脱炭素社会実現への行程』 

講師：室山 哲也 さん 

（日本科学技術ジャーナリスト会議会長）他 

〜ともに学び

ともに考え

行動しよう〜

    ゼミナール形式 

講座申込システム 

※新型コロナウイルスの感染状況により、定員数・日程な

どの事業内容を変更する場合があります。

保育定員 

10名 

http://www.kouza.mitakagenki-plaza.jp/


市民大学総合コースは事業開始から 54 年間にわたり実施してきた市民がつくる講座で、その

特徴は市民企画・市民運営であることです。開設当初から、「学習の主体は市民にある」という理

念のもと、市民自らが主体となって築き上げてきました。 

講座の企画は、市民の学習要望を踏まえた５つの学習分野のカリキュラムを検討する企画委員

会を立ち上げ、公募市民と職員とで、約７ヶ月をかけ、各コースのテーマにふさわしい講師や学習

課題を検討しながら、カリキュラムを作成します。 

講座は、講師と学習生、学習生同士で議論を行うゼミナール形式による年間 30 回の継続学習

で、地域・生活に根差した学習課題について講義・討論・発表などを積み重ねていきます。 

また年間を通じた学習の中で、その学びを通して仲間をつくり、その学びの成果や絆を、地域や

生活の場に生かし広げていくことを目指しています。 

■学習生による講座の運営

講座では、学習生の中から選出される運営委員を中心に学習生自らが運営にあたります。講義の進

行や記録をはじめ、よりよい学習のための運営手法などについて、学習生からの意見や要望をとりま

とめながら、効果的な講座を進めていきます。 

■自主学習日・市民大学公開講座など

講義をきっかけにして学習生同士が自由に意見を交わしながら学習を深めるため、自主学習日を設

けています。また、講演会形式の「市民大学公開講座」では５コースの学習生が共に学ぶとともに、

一般市民の方へも参加を呼びかけます。そして生涯学習センターフェスティバルでは、学習成果の展

示発表を行います。 

■保育付講座

子育て世代の方も安心して参加できるよう、いずれのコースも保育付です。対象は満 1歳～就学前

の幼児です。保育を希望される方は、受講申し込み時にその旨をお申し出ください。 

※認可保育園に在籍しているお子さんは、保育の利用ができません。

≪生涯学習センター≫ 

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ ４・５階 

（住所：三鷹市新川６-37-1）  

◆交通案内

＜路線バス（小田急・京王バス）＞ 

三鷹駅、吉祥寺駅、調布駅、武蔵境駅、 

仙川駅からバス停「三鷹市役所前または、

「三鷹農協前」下車徒歩 5分 

＜みたかシティバス＞ 

北野ルート、三鷹台・飛行場ルート、新川・

中原ルートで、バス停「三鷹中央防災公

園・元気創造プラザ（市役所東）」下車す

ぐ 

＜駐輪場＞ 

北側約 130 台、西側約 25 台、南側約

80台の駐輪場があります。 

＜駐車場＞ 

三鷹中央防災公園・元気創造プラザ内に

は専用駐車場はありません。隣接する三

鷹市役所駐車場をご利用ください。

市民の企画による「三鷹市民大学総合コース」

とは



令和４年度 総合コース開催講座一覧 

コース
子育ての輪でつながろ～！ 

みんなで子育て・孫育て 

脱炭素社会に向けた大変革が始まる！ 
～地球市民として考える、脱炭素社会実現への行程

暮らしの中の哲学・文化芸術
ポストコロナの日本経済 
～格差は克服できるか～

今あらためて日本の民主主義と

ジャーナリズムを考える 

講 師 
一般社団法人ジェイス理事 

松田 妙子さん 他 

日本科学技術ジャーナリスト会議会長 

室山哲也 さん 他 
明治大学文学部准教授 

池田 喬さん 他 

早稲田大学名誉教授 

岩村 充さん 他 

法政大学法学部政治学科教授 

杉田 敦 さん 他 

開催日時 ５月 13 日～３月 10 日（毎週金曜日） ※7/16～9/15、12/10～1/12 は除く  全３０回 午前１０時～正午 ５月 14 日～３月 11 日（毎週土曜日） 
※7/17～9/16、12/11～1/13 は除く

  全３０回 午前１０時～正午 

企
画
委
員
会
よ
り

（
開
設
趣
旨
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 親だけの“孤”育てではなく祖父母・地域の

大人も子育てに関わって安心して楽しく子育

てをしたい。コロナ禍で近所づきあいや地域と

のつながりが希薄になってきました。コースで

の学びを通して多様な視点を身につけ、様々な

バックグランドを持つ方々とゆるやかにつな

がりましょう。 

ひとりひとりの子供にとって、そして親にと

って大切なことは何か、皆で楽しく考えてみま

せんか？ 

地球規模での気候変動による深刻な自然災

害の発生、更には、生態系の破壊が急速に進行

しています。特に CO2 発生増に起因するとさ

れる地球温暖化を如何に食い止めるかが、今や

人類の最大課題となりました。 

科学的見地に基づき環境問題を探り、環境活

動の現場にも学びながら、私たちは次世代のた

めに何ができるのか、深く考えることから始め

ませんか？ 

私たちは今、コロナ禍を経験し、格差や貧

困、民族対立、分断と不寛容の広がりなどに

直面しています。こうした渾沌とした時代を

生きていくにあたり、日常の暮らしの中で本

質的なことを見極めていくという哲学的な思

考、そして心豊かな暮らしを営むために不可

欠な文化芸術が求められています。 

本講座では、哲学、文化、芸術の多彩な講

師陣を招いて広いスコープの学習を展開した

いと思います。 

コロナ禍により､経済は大きく落ち込んだだ

けでなく､様々な問題を浮かび上がらせました

。不安定化した雇用、膨らむ一方の借金財政、

大戦後の世界を支えた経済成長要因の変質、実

態経済の停滞をよそに高止まりする株式市場

等々。変容するグローバル社会はますます格差

を拡大し､そのツケは中間層に回ってくると言

われています。明るい未来を実現するための手

立てを共に考えてみませんか。 

民主主義は人権を軸に、自由、平等、寛容、

協力、譲歩等の価値を大切にします 。しかし、

コロナ禍の蔓延も国々の実相を如実に写し出

し、民主主義が危機にあることを露呈させま

した。国内でも人権や民主主義を蔑ろにする

例は拡がり、SNS の普及で既存のメディアは

機能不全を起こしています。民主主義の価値

を認めない国が増え、デジタル化が進みつつ

ある中、あらためて民主主義やジャーナリズ

ムのあり方を学んでいきましょう。

学

習

内

容
（
予
定
）

【メイン講師による講義】 

・地域(社会)で子育てとは/聴いてもらう体験

・子育てをする仲間や地域の方との出会いの場

をどうつくるか/私をかたちづくるもの 

・企画を持ち寄ろう/プレゼン＆ブラッシュア

ップ

・企画を組み立てる/誰を巻き込む？

・地域に場をひらこう (２回実施)

【ゲスト講師による講義】

・メディアと子どもの発達

・子どもの「遊ぶ」が繋げるまちづくりとは

・脳の仕組みを知ってコーチングを子育てに活かそう

・AI 時代を幸せに生きる子を育てるためのコーチング

・ライフバランス〜人生 100 年時代の今&未来の充実レシピ〜

・これからの時代を生きていく子どもたちに必

要な教育と大人の関わり方【オンライン】 

・生きる力を育てる 遠野のわらべうた

～赤ちゃんへの語りかけ・あやしかた～

・ゆるっとアウトドア防災で、日々の暮らしと

子育てをそのまま防災に

・もっと子育てが楽しくなる！〜コミュニケー

ションのコツ～子育てで一番大切なこと

・家族で地域で、子育て、孫育て、たまご（他孫）育て

・かがく絵本でひろがる世界

＜ゲスト講師紹介＞

古野陽一さん（一般社団法人ジェイス理事／株式会社

喜楽学舎代表取締役） 

神林俊一さん（一般社団法人ジェイス理事／一般社

団法人プレイワーカーズ 理事） 

やまだともこ さん（神親ナビゲーター） 

三好良子さん（人材育成コンサルタント） 

木津陽子さん（臨床検査技師・保育士） 

あんどうりす さん（アウトドア防災ガイド） 

武田信子さん（一般社団法人ジェイス代表理事） 

天野ひかり さん（「おやこみゅ」NPO 法人親子コミュニケーションラボ代表理事） 

石倉知直さん（株式会社 福音館書店 月刊誌編集部長） 

棒田明子さん（NPO 法人孫育てニッポン理事長） 

木村 美幸さん（(一社)チャイルドロアクリエ

イト代表理事／(株)フレーベル館 顧問）

佐藤朝美さん（愛知淑徳大学人間情報学部教授）

【メイン講師による講義】 

・持続可能な社会をどうつくるか①・②

・どうする？エネルギーのベストミックス

・再生可能エネルギーの可能性

・生物多様性の危機

・テクノロジー文明の光と影

・先生を交えたグループ討論

【ゲスト講師による講義】

・気候危機の今、市民としての向き合い方

・二酸化炭素増加・地球温暖化と海の変化

・クリティカルシンキングで考える経済現象

・マイクロプラスチック海洋汚染問題（仮）

・SDGs と ESG 投資とは ／ 環境と生態系の

回復とグリーンリカバリー

・気候変動と水循環 ―地球の未来を流域から考える―

・脱炭素時代の地域からのエネルギー大転換

・脱原発・脱ダムの思想と地方からの発信

・安全保障から見た地球環境問題

・カーボンニュートラルと原子力・石炭火力～

リアルでポジティブなたたみ方～

・脱炭素社会は持続不可能：ではどうすれば持

続可能文明ができるのか

・食を根拠に世界を改造する―食の問題の歴史と現在

・食べ物が劣化する日本を変える食卓

・里山の環境保全と地域創生

＜ゲスト講師紹介＞

桃井貴子さん（気候ネットワーク東京事務所長） 

石井雅男さん（気象研究所）

高田秀重さん（東京農工大学農学研究院物質循

環環境科学部門教授）

井田徹治さん（共同通信社編集員）

橋本淳司さん（水ジャーナリスト）

飯田哲也さん（特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所所長） 

矢間秀次郎さん（環境雑誌『奔流』編集人）

小野圭司さん（防衛研究所特別研究官）

橘川武郎さん（国際大学副学長）

丸山茂徳さん（東京工業大学名誉教授）

藤原辰史さん（京都大学人文科学研究所准教授）

安田節子さん（食政策センター・ビジョン 21 主宰） 

藻谷浩介さん（株式会社日本総合研究所主席研究員）

【メイン講師による講義】 

・ハイデガー・ボルノー・和辻

―暮らしの哲学への序説

・ハイデガー＝

住むことの存在論 (1)「道具」から見る世界

・住むことの存在論(2)「手」から考える人間

・ボルノー＝

暮らしの空間論(1) 戸と窓とは何だろうか

・暮らしの空間論(2) 寝床とは何だろうか

・和辻哲郎の風土論(1)寒さとは何だろうか

・和辻哲郎の風土論(2)風土と人間

・ハイデガー・ボルノー・和辻

―暮らしの哲学をどう活かすか

【ゲスト講師による講義】 

・「美的なもの」における情念（passion）と感情

（sentiment）(1) (2)

・音楽と哲学について（仮）

・いまなぜ民藝か－いとおしさをデザインす

る

・暮らしの中の言葉を哲学する 

・中世文学に学ぶ生き方

・本居宣長の『古事記伝』について

・しあわせの哲学

・知って、見て、楽しむ浮世絵

・恋愛とは何か？―落語「崇徳院」における

恋愛の本質

・バッハとイザイ（仮）

＜ゲスト講師紹介＞

馬場 朗さん（東京女子大学現代教養学部教授）

中川賢一さん（ピアニスト）

鞍田 崇さん（明治大学理工学部准教授）

古田徹也さん（東京大学大学院（倫理学）准教授） 

浅見和彦さん（成蹊大学名誉教授）

田尻祐一郎さん（東海大学名誉教授）

西 研さん（東京医科大学医学科人文科学領域・哲学教室）

片山杜秀さん（慶応大学法学部教授）

樋口一貴さん（十文字学園女子大学教育人文学部教授） 

中村 昇さん（中央大学文学部教授）

戸田弥生さん（ヴァイオリニスト）

【メイン講師による講義】 

・経済成長は 19 世紀に始まった

・限界に突き当たる経済成長

・財政における底辺への競争

・金融における底辺への競争

・コーポレートガバナンスにおける底辺への競

争

・状況はどこまで変えられるか

【ゲスト講師による講義】 

・日銀の国債保有残高の問題と MMT

・年金制度改革

・医療制度の問題と改革

・脱成長の可能性

・キャッシュレス決済と未来の通貨

・分断の時代の自由貿易～相手特定・地域限定

への回帰をどう防ぐか～

・カーボンニュートラル～SDGｓ日本の取組み

・コロナ後の農業問題と貿易

・イノベーション

・財政再建～歳出の削減と社会保障の抑制につ

いて

・経済成長 vs . 定常経済

・日本銀行の出口戦略

・データサイエンス～本質と活用法

＜ゲスト講師紹介＞

小黒一正さん（法政大学経済学部教授）

大川昌利さん（杏林大学総合政策学部教授）

浜 矩子さん（同志社大学大学院教授）

江守正多さん（国立環境研究所地域システム領域） 

鈴木宣弘さん（東京大学大学院教授）

清水洋さん  （早稲田大学商学学術院教授）

若江雅子さん（読売新聞東京本社編集委員）

井堀利宏さん（政策研究大学院大学名誉教授）

西 孝さん  （杏林大学総合政策学部教授）

平山賢一さん（東京海上アセットマネジメント（株）

チーフストラテジスト）

上田雅夫さん（横浜市立大学データサイエンス部

教授）

【メイン講師による講義】 

・デモクラシーとは何か

・緊急事態とデモクラシー

・権力集中とデモクラシー

・学術・科学とデモクラシー

・デモクラシーのさまざまな回路

・リベラル・デモクラシーの未来

【ゲスト講師による講義】 

・日本のジャーナリズムは国境を越えること

ができるか～言論不況の今日的な意味

・市民の信頼を失い始めた民主主義の修復は

可能か

・民主主義下の主権者の権利（仮）

・多様化する世界の民主主義

・SNS 時代の民主主義（学識者編）

・民主主義と憲法

・ジェンダー問題と民主主義

・なぜ低投票率なのか

・日米地位協定と沖縄

・生活困窮者支援の現場から

・日本の偏狭なナショナリズムと民主主義

・SNS 時代の民主主義（ジャーナリスト編）

・自国の民主主義を掲げる中国との関係と展

望

・低すぎる日本人の人権意識

＜ゲスト講師紹介＞

工藤泰志さん（言論 NPO 代表）

五野井郁夫さん（高千穂大学経営学部教授）

羽場久美子さん（青山学院大学名誉教授）

上西充子さん（法政大学キャリアデザイン学部教授）

木村草太さん（東京都立大学法学部教授）

前田健太郎さん（東京大学大学院政治学研究科教授

谷口将紀さん（東京大学大学院法学政治学研究科教授） 

島薗 進さん（東京大学名誉教授）

明田川融さん（法政大学法学部政治学科教授）

稲葉 剛さん（一・社つくろい東京ファンド代表） 

内田聖子さん(アジア太平洋資料センター共同代表)

阿古智子さん（東京大学大学院総合文化研究科教授）

安田浩一さん（ジャーナリスト）

 R４.３.20 現在 

会場：三鷹中央防災公園・元気創造プラザ ４階 生涯学習センター 




