
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！

モンゴメリの英文、単語帳、文法解説を教材に、アンの恋
の名場面を楽しく読みましょう。

※一部の講座は、大型スクリーンでの
　教室視聴や見逃し配信もあります。

パソコンやタブレット
スマートフォンなどで
気軽に受講できます。

教
室
視
聴

あり

保阪正康が語る昭和史の謎
昭和史の本質を考える
（戦争、天皇、国民を通して）
ノンフィクション作家  保阪正康
7/20、8/31、9/21（全3回）
火曜13：00～14：30
9,735円（税込）
昭和が歴史になりつつあります。昭和を動かした
3つのキーワードを基にして、改めてその歴史上の
見方を整理します。昭和は日本人の強さと弱さを見
事に代弁していることに気が付くはずです。

「オードリー・タンの思考 
IQよりも大切なこと」著者と考える
自分の心に小さな
オードリー・タンを宿す方法
台湾在住ノンフィクションライター 近藤弥生子
7月11日（日）14：00～15：30
2,860円（税込）
台北から生配信。台湾のデジタル担当大臣オード
リー・タンに20時間近いインタビューを行った講師
が、オードリーが台湾で行っていることや、優れた人
材を起用できる台湾社会について話します。

教
室
視
聴

あり

韓国女性が教える韓国 60分レッスン
①地図で見る ②10語で読む ③食べて知る
ソウル在住紀行作家
鄭 銀淑（チョン・ウンスク）
進行役：鄭講師所属事務所代表 山下龍夫
①8月22日 ②9月26日 ③10月24日
日曜16：00～17：00
1回のみ2,640円（税込）、3回通し7,260円（税込）
ソウルから生配信。韓国のドラマや映画、音楽や文学をさらに深く味わえる基
礎知識として、①地図を見ながら韓国の地域性 ②10のキーワードで韓国社
会の今 ③料理の映像を見ながら食の歴史と変化について話します。

教
室
同
時

開
催

教
室
視
聴

あり

アガサ・クリスティを読む
ミステリーの女王、その世界と魅力
書評家 大矢博子
7～9月（全3回）
第2日曜13：00～１4：30
8,745円（税込）
没後40年を過ぎても変わらぬ人気を保ち続けるク
リスティ。毎回1作品をひもときながら、トリックの分
析、小説に登場する英国文化、物語が書かれた
背景、映画やドラマの情報などを通して、その魅力
に迫ります。

教
室
視
聴

あり

ギルガメシュ王の
歴史と伝説
古代地中海史研究者 
青木真兵
8月22日（日）
13：30～15：00
2,475円（税込）

古代オリエント最大の文学作品である「ギルガメ
シュ叙事詩」。その主人公ギルガメシュを中心に、古
代メソポタミアの歴史と伝説を解説していきます。

鮮やかな色彩で人物イラストを描き出す過程を生
配信。筆の動きや色のチョイスを至近距離からご
覧いただけます。リアルタイムで質疑応答も。

謎とき「赤毛のアン」
9/12、19、10/3、24、11/7、21、12/5、19、1/16、30、2/6、20
日曜13：30～14：40　29,700円（税込・12回分）　各回2,805円（会員2,585円）（税込）
「赤毛のアン」シリーズ（文春文庫）の翻訳者が、その深い魅力を楽しく解説し
ます。あなたの知らない真実の「赤毛のアン」をお楽しみください！

視聴方法など詳細は
右記QRコードから

あり

登録料不要

登録料不要

登録料不要

登録料不要

教
室
視
聴

あり

英語で楽しむ「アンの愛情」
翻訳家 松本侑子
7/25、9/5、26（全3回）日曜13：30～15：00
9,405円（税込）※教材費別途

透明水彩で描く
人物イラスト
イラストレーター 
眼福ユウコ
9月5日（日）
16：00～17：00
1,980円（税込）

「Zoom」を利用した
オンライン生配信講座です

登録料不要

※お申し込み方法は最終面をご確認ください。　※使用写真は一部イメージを含みます。電話    0120－53－8164  受付時間 10：00～19：00（日曜17：00まで）

椿井文書―日本最大級の偽文書
大阪大谷大准教授 馬部隆弘
7～9月（全3回）第3金曜13：00～14：30
8,580円（税込）
山城国出身の椿井政隆（1770～
1837）が依頼者の求めに応じて偽作
した椿井文書。中世の文書や絵図の
体裁をとるものが多く、本物と信じ込ま
れてきたものも少なくありません。作成
の手法や流布の仕方から、本物と信
じられてきた背景を探ります。

古代の渡来系雄族
東漢氏の足跡
その光と影
歴史研究家 加藤謙吉
6～12月（全6回）※8月休講
第2水曜13：00～14：30　16,830円（税込）
渡来系有力氏の中には、王権と結び政局を左右し
たものも少なくありません。その代表とも言うべき東漢
氏の成り立ちを踏まえて、この氏が律令国家の成立
に伴い氏族的に変質していく過程を明らかにします。

楽しく学ぼう！
城の見方・歩き方
城郭ライター 
萩原さちこ
7/3、24、8/28（全3回）
土曜13：30～15：00
※7/3のみ15：30～17：00　8,745円（税込）
城めぐりを楽しむための入門講座です。大河ドラマ
に登場する城や講師の取材裏話を交えながら、城
の種類や歴史、特長、実際の城歩きに役立つ見
方や鑑賞のこつをお話しします。

国宝犬山城天守の
創建に関する新発見
元名古屋工業大教授 麓 和善
奈良文化財研究所客員研究員
　　　　　 光谷拓実
7～9月（全3回）第2月曜
13：00～14：30　8,415円（税込）
犬山城天守は、「天守発生初期の特徴を備えてい
る」と高く評価されていました。今回、年輪年代法に
よる年代測定調査によって明らかになった発見の
詳細について、調査を行った研究者が解説します。

昭和天皇と戦後日本
一橋大名誉教授 
吉田 裕
7～9月（全3回）
第4火曜13：00～14：30
8,745円（税込）

敗戦で危機に直面した天皇制は、日本国憲法の
制定によってどのように再編され、象徴天皇制が
形成されたのか。昭和天皇が明治憲法と日本国憲
法の時代を生きた君主であったことに留意しなが
ら、戦後史の中に昭和天皇を位置付けてみます。

知れば知るほど
面白い！
アンデス文明
南山大教授 渡部森哉
7～9月（全3回）
第1木曜13：00～14：30
7,755円（税込）
南米大陸の西部に展開した古代アンデス文明。
その最終段階ではインカ帝国が台頭し、そしてスペ
イン人に滅ぼされました。文字も鉄も無かったアン
デス文明の特徴と魅力をお伝えします。

京都の夏のまつりと
風流の文化
民俗学からのアプローチ
佛教大教授 八木 透
7/20、8/10、31（全3回）
火曜15：30～17：00
8,415円（税込）
京都の夏には、祇園祭、五山の送り火、松上げな
ど著名な祭りがめじろ押しです。これまでとは少し
違った「風流の文化」という視点から、これらの祭り
の歴史から現在までお話しします。

心に響く仏教の金言
「力が湧いてくる言葉」編
曹洞宗安泰寺前住職 
ネルケ無方
7～12月（全5回）
※8月休講
第4水曜10：30～12：00
15,675円（税込）
国や宗教、世代を超えた独自の視点で選ぶ仏教
の金言とは？道元、親鸞、日蓮ら名僧たちの言葉
を現代風に「超訳」し、解説も加えて語りかけます。

50代は積み重ねられた食習慣の結果、体の機能
の低下、体重の増加、血管が弱くなるなどの変化
が現れてきます。栄養を無駄なく摂って、老けない、
病気にならない、太らない食べ方をお伝えします。

50歳からの栄養を
捨てない食べ方
東京慈恵会医科大附属病院
栄養部課長 濱 裕宣
8/28、10/23（全2回）
土曜11：00～12：30
5,610円（税込）

フェイクニュースを科学する
東京工業大准教授 
笹原和俊
7～8月（全2回）
第2月曜13：00～14：30
6,050円（税込）
人々の興味関心、不安や憎悪、政治的な思惑に、
アルゴリズムなどさまざまな要因が絡み合い、拡散
されるフェイクニュース。その特徴や拡散する仕組
みを科学的に説明します。また、フェイクニュースを
乗り越えるための可能な対策を紹介します。

What is 
続けられるハングル
楽しい3つのテーマを通じて覚えるハングル
K-Culture Community Space
“by Mina Furuya”主宰 
Mina Furuya（ホミン）
7~9月（全3回）第1月曜15：30～17：00、18：30～20：00
各10,725円（税込）
ネット講座で大評判のハングル講座が、リアル講
座としてさらにパワーアップ！特に人気のトピックス
を厳選し、さらに面白楽しく学びます。

国内ひとり旅の極意 新しい旅のノウハウ
旅行・航空ジャーナリスト 
谷川一巳ほか
7～9月（全3回）
第1日曜11：00～12：30
9,075円（税込）

コロナ禍でひとり旅への期待が高まっています。各
分野の旅のプロが、お得な切符・宿の手配術や
荷物を減らす工夫（1回目）、京町家旅館マネー
ジャーが教える京都旅（2回目）、おひとり温泉旅の
楽しみ方（3回目）を教えます。

サマーリース＆
スワッグ
フローリスト 
大金タケヒロ
7～9月（全3回）
第4木曜13：00～15：00
7,755円(税込）
※教材費別途
季節の花を使って、リースや
スワッグを作ります。ドライフラワーにできるお花をメ
インにしたアレンジで、長く飾って楽しめます。

ショコラティエから学ぶ
チョコレートの魅力
CHOCOLATERIE 
TAKASUシェフ 
高須 聡
7～9月（全3回）
第2金曜
19：00～20：20
14,355円（税込）
ショコラティエならではの目線で、「ショコラの魅力」
を存分にお伝えします。

やまとのあやうじ

名古屋・栄
夏の受講生募集

2021年7月期

この世界はまだまだ不思議がいっぱい。宇宙のナゾ、進化のナゾ、考古学のナゾ…。でも、目覚ましい研究技術の発展とともに、
分かってきたこともたくさんあります。第一線で活躍する各分野の研究者たちが、世界にあふれるナゾの数 を々紹介し、その答えに迫ります。

微生物たちの生き様は人
間の想像のはるか斜め上をいっています。植物になりきれ
なかったもの、植物を辞めたものなど、あまり知られていない
けれど突っ込みどころ満載な微生物たちを紹介します。

京都大大学院准教授

7月25日（日）10：30～12：00
神川龍馬

石器づくりで考古学の謎解き
実際に過去に存在した道具と技術を用いて復元的に石
器を作ってみると、驚くほど多くの発見があります。石器作
りを通して、縄文時代人の知恵を体感してみませんか？
小学生以上対象（小学生は保護者同伴）。※教材費別途

愛知学院大准教授 8月6日（金）15：30～17：30長井謙治

岩石を割って、水晶を取り出してみよう！水晶、ガーネット、
アクアマリンなど、いろいろな鉱物を観察し、形やでき方を
学びます。小学3年生以上対象（3、4年生は保護者同伴）。

魅力がいっぱい！
鉱物の不思議
岐阜聖徳学園大教授

8月8日（日）13：00～14：30 ※教材費別途
川上紳一

円満字二郎

日本語でも中国語でも「松」はマツを表し、「薔薇」はバラを表
します。しかし、中国語での「桜」はあのサクラではありません。
どうしてそのような違いが生じるのか、最新の漢和辞典の記
述を参照し、植物漢字の不思議な世界へご案内します。

植物漢字のナゾ
桜はサクラではない？
漢和辞書編集者
9月10日（金）15：00～16：30

自分の名前を古代エジプトの象形文字ヒエログリフで書いてみましょう。
また、ミイラが入っていた棺（ひつぎ）の文を読んで、どんな人物だったか
探ってみましょう。小学3年生以上対象。（3、4年生は保護者同伴）。
写真＝Rijksmuseum van Oudheden (Leiden, the Netherlands)

中部大教授 中野智章 8月28日（土）15：30～17：00

人類は、文明の始まりから宇宙に神を見てきました。また、
正確な暦の必要性から天文観測が行われるようになり、や
がて古代ギリシャで天文学が科学として花開いたのです。

人類は宇宙をどのように
理解してきたのか

杉山 直名古屋大教授

8月1日（日）10：30～12：00

「太陽の周りを惑星が回
る」という宇宙像は、銀河系、さらに無数の銀河が存在する
「変動する宇宙」へと発展してきました。現代文明が到達し
た宇宙の理解について解説します。

8月8日（日）10：30～12：00

①天文学の誕生

②宇宙に対する
　理解の深まり

“本当にいる”世界の深海生物

世界の深海に暮らす深海生物は、どうやって過酷な環境で
生き抜いているのでしょうか？高水圧・暗闇・冷水・エサ不足
などの悪条件を克服する、彼らの生き残り戦術を教えます。

ブルーコーナー代表取締役 8月1日（日）13：00～14：30石垣幸二

ありふれた存在の土は、実は謎だらけ。
裏山から北極、熱帯雨林までを探検し
て世界中の土を調べる研究者と、足元
に広がる“小宇宙”をのぞいてみましょう。

「土」地球最後の
ナゾに挑む
森林総合研究所主任研究員
8月21日（土）13：30～15：00

藤井一至

微生物と研究者たちのから騒ぎ

光合成する微生物(珪藻)

Zoomライブ
教室視聴あり

550 ポイントプレゼント
新規入会の方全員に

今がチャンス

※550ポイント（550円分）プレゼントいたします。（12月末まで）
※ポイントは次回以降の受講料お支払い時に使用可能です。（1dayセミナーなど除く）

安倍晴明と宿敵・芦屋道満
陰陽道伝説の魅力を探る
国際日本文化研究センター名誉教授

7月31日（土）13：00～14：30 
3,080円（税込）

小松和彦

京都から歴史や文化を発信している二人の人気講師が、
歴史上の偉人・最澄と空海をテーマにそれぞれ講演します。
その後、京都に残る最澄と空海ゆかりの地や京都文化につ
いての二人のトークをお楽しみいただきます。

天才ライバル対決！
最澄と空海
現代歌人集会理事長 8月29日（日）

13：00～15：00
（途中休憩あり）
3,300円（税込）

林 和清
らくたび代表取締役
若村 亮 林 和清 若村 亮

電気文化会館
プレミアムセミナー
会場：電気文化会館（地下鉄伏見駅4番出口から東へ徒歩2分）

陰陽道のスーパースター・安倍晴明
とライバルとされてきた芦屋道満。二人の争いが描かれた古
浄瑠璃などを手がかりに、実像と虚像や式神、生活続命の法
などの陰陽道の呪術の特徴、伝説の生成・変遷を探ります。

※いずれも税込。 （  ）内は学生料金（高校生まで）です。
※「よりどりパック」のお申し込みには、登録料550円（税込）が必要です。 
※「電気文化会館プレミアムセミナー」の講座もお選びいただけます。

ヒエログリフで探るエジプトミイラの謎

新しい学び　広がる世界　夏の新講座

椿井政隆の
署名と花押
（講師所蔵）

麓和善講師作成

焼きもので
仏さま作り
日展副理事長 神戸峰男 
7～9月（全3回）
第4日曜10：00～15：00
（途中休憩あり）
14,025円（税込）※教材費別途
粘土を素材に、焼きものの仏様や人形を中心に
作ります。作品は土ならではの柔らかいぬくもり
に。彫刻家で仏師でもある講師が、しっかりとした
表現を指導します。

絶滅した動物たちの運動様式を確からしく復元する手法に
ついての研究をいくつか紹介します。特に恐竜の進化の過
程で起こった運動様式の多様化について、考えていきます。

トリケラトプスと歩く 
恐竜の運動様式の進化
名古屋大学博物館講師

藤原慎一
7月30日（金）15：00～16：30

ゆうぞくつ ば い も ん じ ょ




