
視覚資料で読み解く
近代日本と旧満州
皇學館大助教 長谷川 怜
10～12月（全3回）
第3火曜 10：30～12：00
7,050円＋税

9月19日から愛知県美術館で開
催予定の「ライデン国立古代博
物館所蔵 古代エジプト展」につ
いて、監修者が展覧会をフルに
楽しむための見どころを、さまざま
なこぼれ話とともに紹介します。

ライデン国立古代博物館所蔵
古代エジプト展を
フルに楽しむために
中部大教授 中野智章
9～12月（全4回）
第4土曜 15：30～17：00 
※10月のみ第5週（10/31） 
10,200円＋税

『ホルの外棺』ライデン国立古代博物館
Image

©Rijksmuseum van Oudheden
（Leiden,the Netherlands）

フランスのオートク
チュール刺繍の中で
も、手刺繍できらびや
かなビーズ刺繍を楽
しんでいただきます。

オートクチュール刺繍 
手刺繍コース
Salon du Muguet講師 nahomi
10～12月（全3回）第1月曜 
10：00～12：00
15,150円＋税 
※教材費別途

人種や血統、民族という視
点から世界史を見つめ直し
ます。世界中で起こっている
紛争や対立の多くは「民族
問題」に根差しています。言
葉も異なり、文化も異なる人
類は、「民族の相違」を乗り
越えられるでしょうか。

「民族」で読み解く世界史
著作家 宇山卓栄
10～1月（全4回） 
第2月曜 13：00～14：30
11,400円＋税

公家や大名、明治維新の
功労者などが集まってでき
た、戦前日本の上流階級
である華族は、なぜ戦時期
に政治を主導したのか。明
治から昭和にかけての華
族の果たした役割につい
て考えます。

天皇を支えた人達 華族
愛知学院大教授 後藤致人
10～12月（全3回）
第2金曜 15：30～17：00
7,050円＋税

継体天皇はヤマト政権の支配
体制に一大変革をもたらし、ヤ
マト政権は列島を支配する権
力として大きく飛躍します。その
一方で、朝鮮半島をめぐる情勢
も転換点を迎えました。画期と
しての6世紀前半の継体天皇
の時代を考えます。

継体天皇とその時代
関東学院大准教授 河内春人
10/24、11/14、12/26（全3回） 
土曜 13：00～14：30
7,800円＋税

明治から昭和にかけて出版・印刷・
撮影された視覚的資料を駆使して、
近代日本と旧満州（中国東北部）
との関わりを読み解きます。同時代
の人々がそこに注いだまなざしを現
代によみがえらせ、日本にとって旧
満州とは何だったのかを考えます。

私たちヒトは進化の頂点ではあり
ません。進化の途中にいるだけ
で、チンパンジーより原始的な部
分もあります。一方、優れたところ
もあり、実は私たちは馬より速く走
ることもできます。人体の不都合な
真実や、都合の良い真実につい
て、進化の観点から考えてみます。

残酷な進化論 なぜ私たちは「不完全」なのか
東京大大学院講師 更科 功
10～2月（全5回）
第2土曜 15：30～17：00　
13,500円＋税

弥生時代は私たちの生活の基盤となっているコメ作りが始まった時代です。大
陸から伝わった弥生時代の遺物は形が機能に直結しており、いま見てもとても
モダンな印象を受けます。この弥生文化のモダンデザインに焦点をあて、2000
年後の現代へと受け継がれる文化の源流を見ていきます。

愛知県陶磁美術館
『YAYOI モダンデザイン』展を読み解く

江戸時代中期に、日本海の荒波を往来する北前船が現れたことで、さまざまな物や
人、文化の往来が生まれ、栄華を極めた船主や寄港地が生まれました。各地域の衣食
住や文化など、大きな影響を受け、発展していったゆかりの地の歴史をひもときます。

6県リレー講座
日本遺産・北前船の寄港地を巡る歴史・文化の旅
10月16日　石川県：北前船と加賀藩領内の廻船問屋たち
11月13日　山形県：北前船と酒田港の歴史
12月18日　青森県：北のまち“野辺地”を彩る北前文化
  1月15日　秋田県：秋田と北前船 北をめざす人々
  2月19日　島根県：出雲のたたら製鉄 廻船が運んだモノ
  3月19日　鳥取県：因幡の廻船・北前船と賀露・青谷
金曜10：30～12：00（11、12、1月）、13：00～14：30（10、2、3月）
6,000円＋税（6回分）　1,200円＋税（1回のみ）

恋あり、陰謀あり、涙や笑いありと、歌
人が織りなすドラマがひしめく「百人一
首」。まずは小野小町、在原業平から。
歌と歴史を知ることで何倍も楽しめる
「百人一首」を堪能してみませんか？

歴史ロマン 百人一首の歌と生涯
歌人たちのドラマを楽しんで
10～12月（全3回）
第1木曜14：00～15：30
7,950円＋税

百人一首の歴史の中には、疫病で多くの人が犠牲に
なった歴史も隠されています。疫病で早く亡くなった歌人
や運命を狂わされた歌人、大切な人を失った歌人の歌と
人生を取り上げます。

百人一首とパンデミックの歴史
百人一首の歌人たちも疫病を乗り越えてきた
9月3日（木） 14：00～15：30　2,600円＋税

登録料不要

現代歌人集会 理事長
林 和清

スマホやタブレットから
QRコードを読み取り、
ご希望の講座を
お申し込みいただけます。

Webチラシから
カンタン申し込み！

同時開催

同時開催

講義：10月20日 愛知県埋蔵文化財センター主任専門員 樋上 昇　
現地鑑賞：11月17日　
愛知県陶磁美術館（愛知県瀬戸市南山口町）
火曜10：30～12：00
5,000円＋税　
※同展チケット代込み 奈良県／唐古・鍵遺跡出土 水差し形土器

（田原本町教育委員会所蔵）

立体切り絵
作家
濱 直史

※機材等がご用意できない方のために、教室で視聴していただける講座もあります。お問い合わせください。

登録料不要

登録料不要

登録料不要

登録料不要

忙しい人のための健康的な
食生活への改善方法とヒン
トをお話しします。食べ物が子
どもの身体と感情にもたらす
効果についても学べます。

心と体を元気に育てる
食生活のつくり方
名古屋大特任准教授
ヴァシィレヴァ マリア
10～12月（全3回）
第3水曜 15：30～17：00　
6,900円＋税

登録料不要

秋冬とっておきの「 京都 」“京都の達人”がご案内
オンラインで
京を知り尽くす旅へ
出かけませんか

名古屋・栄
秋の特別号

2020年10月期

※お申し込み方法は最終面をご確認ください。電話    0120－53－8164  受付時間 10：00～19：00（日曜17：00まで）

動画配信システムを利用し、
録画した講座を
専用の閲覧サイトから
好きな時間に視聴いただけます。
お申し込みの方にメールで
視聴ページURL、ID、
パスワードをお送りします。

10～12月（全3回）
第3火曜13：00～14：30
8,850円＋税

ノンフィクション作家　保阪正康

西南戦争時のコレラ、第一次世界大戦のスペイン風邪などの折に、
日本はどう対応したか、その分析を通して日本史の流れを捉えます。
そこには現在の私たちの生き方にも多くの教訓を与えています。謙
虚にそうした史実を分析していきたいと思います。

「ダイヤモンド」欲望の世界史

10～3月（全6回）
第1水曜
13：00～14：30
15,300円＋税

京都産業大教授
玉木俊明

人々の「欲望」を表す商品「ダイヤモンド」。古代か
らさまざまな民族によって国際的に取引された重要
な商品でした。どのようにして取引されたのか論じる
ことで、世界史がどのように動いていったのかを見
ていきます。

10～3月（全6回）
第4木曜13：00～14：30
17,100円＋税

フィジカルトレーナー
中野ジェームズ修一ほか

体力の衰えを感じるようになった、運動が苦手、運動が嫌いといった
人に向けて、「これならできそう」「続けられそう」と思えて効果がある、
何歳からでも体が若返る方法をお教えします。

10～12月（全3回）  第2月曜10：00～11：30　7,650円＋税
京都の社寺で執り行われる「祭り・行事」や、人びとが受け継いできた「暮らしの文化」をバーチャル旅
で楽しみながら、今後、京都へ旅行した際に楽しみたい京料理や和菓子などもたっぷり紹介します。

目指せ！はじめての「京都検定」チャレンジ「3級合格」へ！
10月開講  第2月曜19：00～20：30　7,650円＋税（3回分）
京都商工会議所が主催する大人気のご当地検定の先駆け「京都検定」。まずは最初の3級合
格を目指すオンラインの対策講座です。

特別対談 らくたび・若村亮（京都学）×京料理二傳・山田晃弘（料理人）
11月4日（水）10：30～12：00　3,000円＋税
対談を通して、京都で育まれた食文化の歴史や魅力をひもときながら、季節ごとに旬の恵みをい
ただく意味や、一年を通じて執り行うさまざまな年中行事に欠かせない行事食などをご紹介します。

学びの秋の新講座

ダークマターと
ダークエネルギー

10～12月（全3回）
第4水曜13：30～15：00
8,550円＋税

高エネルギー加速器研究機構
素粒子原子核研究所教授

松原隆彦

宇宙の大部分はダークマターとダークエネルギーと
いう、原子とは全く異なる成分でできています。それ
は一体どういうものなのか、どこまで分かっていて、
どこまで分かっていないのかを説明します。

謎とき「アンの夢の家」

10/4、11/22、
12/27（全3回）
日曜
13：30～15：00
8,550円＋税

翻訳者
松本侑子

作品解説、作中の英文学、キリスト教、シェイクスピ
ア劇との類似性、第一次大戦中に流行していた
心霊術と怪奇趣味などについてお話しします。

講師は、京都市・京都をつなぐ無形
文化遺産「京の年中行事」審査会
委員（平成29年度）を務めた若村
亮さん。国登録有形文化財の京町
家などから情景豊かに、京都の魅力
を余すことなくお届けします。

3回で分かる！民主主義批判
10/19、11/16、12/14（全3回）
月曜19：00～20：30
7,650円＋税

学習院大教授小島和男

古代ギリシアの哲学者プラト
ンは当時の民主制を批判して
います。なぜ批判したのでしょうか。いま全くうまく
いっていない日本の民主主義に関して、何か参考
になることがあるかもしれません。人と政治につい
て少し考えてみませんか？

禅が教える
“本物の大人”に
なるためのヒント

11～1月（全3回）
第1木曜13：00～14：30  
8,550円＋税

曹洞宗安泰寺前住職
ネルケ無方

らくたび代表取締役
若村 亮

現実社会では、大きな子供が大人の武器を振り回して、けんかして
いるように見えます。うわべの教養ではなく、“本物の大人”になるため
に、仏教の大先輩から現在の論客に至るまで幅広く学びます。

※プレ講座（無料） 9/28（月）19：00～19：30

「京都新城」と豊臣秀吉・京都

11月10日（火）
13：00～14：30
2,600円＋税

京都女子大非常勤講師
中村武生

今年5月に遺構発見の記者発表があった「京都新
城」。その意義付けは、伏見や大坂でのみ語られてき
た最晩年の豊臣公儀(政権)の本拠地をどのように
考えるかに関わる可能性があります。秀吉の城郭・
都市史・政権論の中で「京都新城」を考えます。

もう一度学びなおす
アメリカの
独立革命
10月24日（土）
10：30～12：00
2,600円＋税

古代地中海史研究者青木真兵

こいしゆうか

多民族国家で世界最大の経済大国であるアメリカ
合衆国の基本的な歴史や思想を、元宗主国のイギ
リスからの視点も交えつつ、写真や映像を用いなが
ら学び直していきます。

こいしゆうかの
ミニマムソロキャンプ入門

新しい生活様式で
役立つスマホ・
タブレット活用術　

10月25日（日）
14：00～16：00
3,500円＋税

9月23日（水） 13：30～14：30　1,000円＋税

キャンプコーディネーター

ソフトバンク講師

キャンプ場から生中継！コンパクトな装備のそろえ
方・まとめ方、意外と簡単なテント設営、楽でおいしい
「ソロ焚き火ごはん」や調理器具の選び方など、質疑
応答も交えてじっくり教えます。

「自宅で文化センターの講義が聞ける」「遠方
の家族や友達とビデオ通話で交流できる」。
今話題のZoomの使い方をレクチャーします。
※オンラインではなく、教室での講義です。

ビデオ会議アプリ「Zoom」を利用した
生配信講座です。お申し込みの方に
メールで参加用URLをお送りします。

視聴方法など
詳細は下記
QRコードから

早稲田大客員教授 大塚耕平
5,550円＋税（全3回）
配信期間:12月まで

三河新四国を旅する

僧侶、著述家
草薙龍瞬
10,750円＋税（全5回） 
配信期間:3月まで

心を軽くする
練習を始めよう
「生き方として学ぶ仏教」

名古屋学院大准教授
黒柳志仁
1,050円＋税 
配信期間:9月まで

世界の
時事問題と
宗教 漢和辞書編集者

円満字二郎
12,300円＋税（全6回）　
配信期間:6月まで

辞書編集者の
おとなの漢字謎解き

7,350円＋税
（全3回、教材費含む）
配信期間:3月まで

立体
切り絵

井坂ヨーガ研究所代表 井坂津矢子
5,550円＋税（全3回）
配信期間:12月まで

足心ヨーガポーズ集

保阪正康が語る
昭和史の謎
コロナから見る近現代日本史

プラトン「国家」を読みながら

Zoomライブ配信講座ラインナップ

10年後、
後悔しない
体のつくり方

Zoomってなに？
という方はこちらをどうぞ！

教 室 で の 講 座も 安 心・安 全

新型コロナ感染予防対策実施中


