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登録料不要

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

江戸歌舞伎 東海学園大特任教授
安田文吉 14,850円 ⑥第1・3土曜

10：00～12：00

落語・噺の世界へようこそ 演芸研究家
大友 浩 16,830円 ⑥第3月曜

13：00～15：00

風姿花伝を愉しむ 伝承文化研究センター所長
林 和利 7,755円 ③第2金曜

10：30～12：00

令和歌舞伎サロン 歌舞伎研究家
秋山勝彦 16,830円 ⑥第1火曜

13：00～14：30

仏像の見方 美術史家
米田孝仁 14,850円 ⑥第3金曜

10：00～12：00

古美術・骨董を楽しむ 日本骨董学院学院長
細矢隆男 10,395円 ③第2金曜

13：00～15：00

かな古筆の名品をたずねて 名古屋経済大教授
四辻秀紀 16,830円 ⑥第3月曜

13：00～14：30

芸術（鑑賞） 日本書紀を読む 日本古代史 皇学館大名誉教授
渡辺 寛 14,850円 ⑥第1･3土曜

13：00～15：00

日本の歴史
中世社会の実像

愛知県立大教授
上川通夫 14,850円 ⑥第1･3金曜

10：00～12：00

「古事記」を読み解く 皇学館大名誉教授
白山芳太郎 15,510円 ⑥第1土曜

13：00～14：30

「日本書紀」の呪縛 名古屋市立大特任教授
吉田一彦 13,200円 ⑤第4金曜

10：30～12：00

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数
宗教・思想

世界の時事問題と宗教 名古屋学院大准教授
黒柳志仁 15,510円 ⑥第4木曜

13：00～14：30

読み比べ「論語」 東洋文化振興会会長
三島 徹 15,510円 ⑥第1・3土曜

15：30～17：30

親鸞の和讃に親しむ
15,510円 ⑥

第4月曜
13：00～14：30

親鸞研究家
浅井 勉

「教行信証」信巻を読む 第1火曜
13：00～14：30

ホンモノの古文書から
読み解く日本史

愛知東邦大教授
増田 孝 15,510円 ⑥月1回金曜

17：30～19：00

本郷和人の「鎌倉殿と13人の有力者」 東京大学史料編纂所教授本郷和人 18,810円 ⑥第2月曜
13：00～14：30

古文書を読み解く

古文書を読む 入門者対象
日本福祉大教授
高部淑子

15,510円 ⑥

第2･4火曜
10：00～12：00

第2･4火曜
13：00～15：00

名作音楽映画鑑賞講座 オペラ研究家
都築義高 7,755円 ③第2火曜

13：00～15：30

徹底探訪 日本の城 歴史研究家
小和田泰経 16,830円 ⑥第3水曜

11：00～12：30

武将と城の歴史探訪 中日古城研究会会員
宮崎諭志 ほか 16,170円 ⑥第2金曜

13：00～15：00

古文書の世界 
くずし字読解を楽しむ

元愛知文教大研究員
萩原淳也 7,755円 ③第2土曜

15：30～17：30

奈良の風に吹かれて 帝塚山大客員教授
西山 厚 16,830円 ⑥月1回土曜

13：00～14：30

知られざる名古屋の物語 OASIS都市研究所代表
杉野尚夫 15,510円 ⑥第2木曜

13：30～15：00

奈良大和路 古寺・古仏 龍谷大非常勤講師
中野 聡 16,830円 ⑥第4土曜

10：30～12：00

「切絵図」を読む 江戸文化研究家
佐藤孔亮 15,510円 ⑥第3金曜

13：00～15：00

銘菓と名画でめぐる日本の名城 城と城下町案内人
大野鵠士 16,830円 ⑥第1火曜

13：00～14：30

昭和史の激動を追って 名古屋大名誉教授
川田 稔 15,510円 ⑥第4木曜

13：30～15：00

もう一度学びなおそう！日本の歴史 京都女子大非常勤講師
中村武生 16,170円 ⑥第3木曜

15：30～17：00

皇帝からみる古代ローマ帝国 関西大非常勤講師
青木真兵 16,830円 ⑥第3水曜

13：00～14：30

主人公になった古代中国の女性たち 佛教大非常勤講師
岡田和一郎 13,200円 ⑤第2土曜

10：30～12：00

ビートルズと60年代 part2 ビートルズ研究家
藤本国彦

第2土曜
13：00～15：00 20,130円 ⑥

庭園の歴史と鑑賞 重森庭園設計研究室代表
重森千靑 18,810円 ⑥第1木曜

13：00～14：30

聖書でたどるキリスト教美術 前岐阜県美術館館長
古川秀昭 15,510円 ⑥第4金曜

10：30～12：00

青島広志の音楽の楽しみ方 作曲家
青島広志 ほか 10,065円 ③第2月曜

15：30～17：00

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数
歴史

『織田信長文書』を読む 元愛知文教大研究員
萩原淳也 15,510円 ⑥第2土曜

13：00～15：00

即位できなかった皇子たち
国際日本文化
研究センター教授
倉本一宏

18,150円 ⑥
月1回金曜

13：00～14：30

太田牛一の自筆本信長公記 元岐阜県歴史博物館職員
吉田義治 16,170円 ⑤第2・4金曜

10：30～12：00

豊臣政権の盛衰と関ケ原合戦 大阪学院大教授
笠谷和比古 15,510円 ⑥第4土曜

15：30～17：00

六・七世紀の王位継承候補者たち 歴史研究家
加藤謙吉 16,830円 ⑥第2水曜

13：00～14：30

『織田信長文書』を読み解く 歴史作家
桐野作人 16,170円 ⑥第4木曜

13：00～14：30

イスラーム世界の社会と生活
岐阜大名誉教授
小澤克彦 15,510円 ⑥

第1火曜
10：30～12：00

日本民族精神論 第3土曜
15：00～16：30

講座表内の料金は税込表記です。

在野一生の草枕古代史 尾張・美濃地域古代史研究家
在野一生 16,500円 ⑥第3土曜

15：30～17：00

全国古墳探訪 国立歴史民俗博物館教授 
松木武彦 16,830円 ⑥月1回木曜

16：30～18：00

★印は、女性限定講座です。 
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歴史

宗教・思想

尾張の古代史を語る上で欠かせない「史跡 断
夫山古墳」。その具体像にさまざまな角度から迫
り、愛知県埋蔵文化財センターが実施した発掘
調査の最新の成果についても紹介します。

愛知県埋蔵文化財センター協力講座
「史跡 断夫山古墳」を解き明かす
愛知県埋蔵文化財センター調査研究専門員 
早野浩二
4～6月（全3回）
第3火曜
10：00～11：30
8,250円（税込）

人の世にはどうにもならないことがあるし、生き
るということは本当にしんどい。そんな時、親鸞
聖人の言葉を生かしていただけたら。ちょっとし
た言葉かけで今までの思い込みがひっくり返る
きっかけづくりをお手伝いします。

川村妙慶の
「心を耕す講座」
真宗大谷派僧侶 
川村妙慶
4～6月（全3回）
第2火曜
18：30～20：00
8,745円（税込）

江戸期・明治期には名古屋の仏教に関する
木版刷りや銅板刷り、活版刷りされた興味深
い資料が多く刊行されています。名古屋の寺
院の歴史や特徴、輩出した高僧などを取り上
げて紹介します。

木版資料よりみた
名古屋の仏教
愛知学院大名誉教授 
川口高風
4～9月（全6回）
第2月曜10：00～11：30
※8月のみ第4週（8/22）
14,190円（税込）

お釈迦様によって、阿弥陀様と阿弥陀様の浄
土について説かれた経典「阿弥陀経」。まるで
タイムトラベルをするように、お釈迦様の説法
の場、そして「阿弥陀経」で説かれる世界の中
に旅をしませんか。

経典を旅する①
「阿弥陀経」入門
真宗佛光寺派
京都大行寺住職 
英月
4～6月（全3回）
第4月曜10：30～12：00
8,415円（税込）

心の幸せにつながる法話の後、「般若心経」を
写経します。お釈迦様があらゆる人 を々幸せに
導くために説かれた教えを端的に示した言葉
が「仏教語」です。数限りない仏教語の中から、
特に大切だと思われる言葉を解説します。

写経と法話
臨済宗妙心寺派
耕雲院住職 
服部雅昭
4～9月（全5回）
※8月休講
第1月曜
15：30～17：00
12,925円（税込）

現代の仏教でも「枕経」として読まれることもあ
る「仏遺教経」を基本資料に、原始仏典なども
参考にします。混乱する現代、何をよりどころと
すればよいのかを考えます。

ブッダが説いたよりどころとは

「仏遺教経」を読む
中村元東方研究所
専任研究員 服部育郎
4～9月（全6回）
第2火曜10：00～12：00
※8月のみ第4週（8/23）
　15：30～17：30
15,510円（税込）「昔々あるところに～」で始まるおとぎ話をはじ

め、「今昔物語」「三宝絵」「本生譚」といった説
話文学を紹介します。説話文学に触れること
で、当時の宗教・信仰や思想・哲学を知ること
ができます。

説話文学に学ぶお経と仏教
奈良薬師寺
東関東別院
潮音寺住職 
村上定運
4～6月（全3回）
第2金曜
15：30～17：00
8,745円（税込）

人生を巡る悩みに「そろそろ答えを見つけたい」
人のための講座。ブッダの生涯を時系列でたど
りつつ、自分の人生を振り返り、「人生これでヨ
シ」という納得の境地を目指します。

生き方として学ぶ仏教
心のやすらぎを求めて
ブッダの生き方編
僧侶、作家 
草薙龍瞬
4～6月（全3回）
第3火曜13：00～15：00
8,745円（税込）
※資料代別途

江戸中期、質素倹約を遂行した江戸幕府8代
将軍徳川吉宗公と、自由な経済活動を重視し
た尾張7代目徳川宗春卿。通説を批判しつつ2
人の関係性に光を当て、2人が江戸中期に居
たことが現代社会にどういう意義があるのかを
見つめます。

暴れん坊の2人
将軍吉宗と尾張藩主宗春
高野山真言宗高家寺住職 
北川宥智
4～9月（全6回）
第1金曜13：00～14：30
15,510円（税込）

円空は、江戸時代に庶民
の間を巡り、膨大な数の
神仏像を彫り遺していま
す。個性あふれる円空仏
の本質を研究し、その系
譜をたどり、日本における
庶民の文化と信仰を探り
ます。

円空仏の系譜
円空学会理事長
小島梯次
4～9月（全6回）
第2土曜15：15～16：45
15,510円（税込）

木喰（もくじき）仏は「微笑仏」といわれ、拝する
者をほっこりさせます。90才にして最高傑作とも
いえる像を彫り上げた木喰。年齢を重ねるごと
に輝きを増していったその本質を探り、木喰が
基盤とした庶民の信仰を考察します。

微笑みの
木喰仏
全国木喰研究会評議員
小島梯次
4～9月（全6回）
第3水曜
15：00～16：30
15,510円（税込）

聖書はキリスト教の聖典として欧米文化の基
礎を形づくってきた本ですが、この書物をどう読
み進めるか、日本にも迷う人が大勢いると思い
ます。6つの「神学的」鍵（原則）を紹介し、キリ
スト教の影響力と魅力を探ります。

聖書を理解するための6つの鍵
やさしいキリスト教入門
キリスト聖書神学校 神学准教授
ブラッシュ・リチャード
4～6月（全6回）
第2・4金曜
15：30～17：00
14,850円（税込）

「般若心経」はとても短いお経ですが仏教の真
理が説かれており、その意味を正しく理解する
ことはなかなか難しいとも言われます。そこで、
「観自在菩薩とは？」「不生不滅ってどういう意
味？」といった疑問に、担当講師が自らの体験
を交えながらお話しします。

禅僧が語る禅の世界
私の般若心経
現代禅研究会 
泰丘良玄ほか
4～9月（全5回）※8月休講
第2水曜13：30～15：00
12,925円（税込）

厳しいというイメージのあるイスラームですが、
常に他文化と接触し、交流してきました。一神
教の聖地のあるパレスチナを中心に、実際にイ
スラームを取り巻く政治状況や人々の日常に
ついて、現地の様子を交えながら紹介します。

日常の中のイスラーム
聖地パレスチナでの暮らしから
立命館大生存学研究所プロジェクト研究員 
金城美幸
4～6月（全3回）
第4金曜
13：00～14：30
7,755円（税込）

2000年に起きた「旧石器時代遺跡捏造（ねつぞ
う）事件」。かつて捏造遺跡の検証発掘調査員
で、偽石器論争に関わる論文も執筆してきた講師
が、こうした経験を踏まえて日本旧石器考古学再
建の歴史を紹介。21世紀の日本考古学のあるべ
き科学的態度を皆さんと考えたいと思います。

21世紀の考古学を考える
私たちは捏造事件で
何を学んだか
愛知学院大准教授 長井謙治
4～7月（全4回）
第3金曜13：30～15：00
11,000円（税込）

ヤマト王権の成立を考える際、武蔵国はいま最も
注目されている地域の一つです。記紀を読み解
き、考古学・文学・地理学などの成果も踏まえ
て、古代武蔵で活躍した豪族の実態を探ります。

ヤマト王権と古代武蔵の豪族
成城大准教授
鈴木正信
4～9月（全6回）
第2金曜
10：30～12：00
16,170円（税込）

古代国家の制度化と文明化を推進した人物と
して高く評価されてきた聖徳太子。当時の歴史
的、社会的な実態を考慮して基本的な人物像
を解明し、近年疑問が投げかけられている非実
在説についても検討を加えます。

聖徳太子の
古代史
元龍谷大教授 
平林章仁
4～9月（全6回）
第4水曜
13：00～14：30
16,830円（税込）

3世紀後半から4世紀半ばまで、奈良盆地東
南部では巨大古墳を中心に多数の古墳が築
造されました。その過程を追いながら、大王の
性格を民衆の立場を意識しながら垣間見てい
きます。

日本古代初期国家の形成
元名古屋女子大教授 
丸山竜平
4～9月（全6回）
第4火曜
10：00～12：00
15,510円（税込）

譲位した天皇は上皇と呼ばれます。譲位後も
政治権力をふるった院政が有名ですが、必ず
しも全員が院政を行ったわけではありません。
院政という政治形態があらわれる以前の上皇
にスポットを当て、知られざる姿を考察します。

古代史からみた上皇
関西大非常勤講師 
若井敏明
4～9月（全6回）
第1土曜
15：30～17：00
16,830円（税込）

長い推古朝が終わった7世紀前半、東アジア
では隋が滅亡して新しい時代に入ります。倭国
をはじめとする東アジア諸国の国家形成とその
過程で発生した政変について取り上げ、その
意義について考えます。

倭国の政変と東アジア
関東学院大准教授 
河内春人
4～6月（全3回）
第3土曜
13：00～14：30
8,580円（税込）

時代劇では常に悪役の尾張藩7代藩主徳川宗
春、5代将軍徳川綱吉、老中田沼意次。ドラマ
は正義と悪を対決させて、悪役は徹底的に悪者
にされてしまいます。しかし、この3人の経済政策
は画期的で、彼らには人間的な魅力もあります。
その魅力や革新的な経済政策をお話しします。

江戸時代3大悪役の魅力と
経済政策
岐阜聖徳学園大教授 
加納正二
5～7月（全3回）
第1金曜15：30～17：00
8,085円（税込）

黒船来航で幕府は危機を感じ、各藩へ海防、
造船の大型化を命じました。商業隊、治安部
隊、攘夷隊など各地で諸隊が結成され、近代
国家へ向け東奔西走しました。土佐海援隊、新
選組、奇兵隊について解説します。

幕末に生きた諸隊の実像
霊山歴史館学術アドバイザー 
木村幸比古
4/18（月）、5/17（火）、
6/20（月）
10：30～12：00（全3回）
8,745円（税込）

大正期の政治、いわゆる大正デモクラシー期を
取り上げます。私たち日本人は、激動の時代の
中でどのように自らの力で民主主義と平和主
義を築いてきたのかを考えます。

日本近代史を学び直す
大正期の激動政治 山県有朋と原敬
名古屋大名誉教授 
川田 稔
4～9月（全6回）
第2木曜
14：00～15：30
15,510円（税込）

戦後生まれが人口の8割を超え、戦争体験をど
のようにして次の世代に継承するかが大きな
課題となっています。日本人の平和観の特質
を踏まえた上で、戦争体験の継承を巡る現状
について考えます。

戦争体験の継承と
戦後日本
一橋大名誉教授 
吉田 裕
4～6月（全3回）
第4火曜
13：00～14：30
8,745円（税込）

江戸時代を素材にしたものが多い時代劇。水
戸黄門の印籠は本当に効果があったのか、鬼
平＝長谷川平蔵は実在したのかなど、江戸時
代のイメージと虚実について考察し、時代劇を
通して歴史の裏面を探ります。

時代劇から
考える日本史
信州大教授 
山本英二
4～9月（全5回）
※8月休講
第3金曜13：00～15：00
13,475円（税込）

尾張は街道の国です。街道沿いには幾多の
社寺、城郭が建てられました。名古屋城下町
史、尾張藩幕末史も含め、郷土の歴史を探訪
します。

尾張名古屋「歴史街道を行く」
社寺・城郭・尾張藩幕末史
早稲田大客員教授 
大塚耕平
4/17、5/29、6/19、
7/3、8/7、9/4（全6回）
日曜13：30～15：00
15,510円（税込）

名古屋のまちはどうやってできたのか。名古屋
の歴史が残るまちを訪ね、まちの成り立ちやゆ
かりの人物を学びます。

歴史をさぐるまちあるき
名古屋の歴史再発見
なごや歴史まちづくりの会専務理事 
野田展葛
4～6月（全6回）
第2月曜（教室）
第4水曜（現地）
13：00～14：30
14,850円（税込）
※交通費等別途

人類が生み出した史上最長の文明とされるエ
ジプト。今回は講師が監修するライデン国立古
代博物館所蔵古代エジプト展（全国を巡回
中）に関わる遺物や遺跡を、後期王朝と呼ばれ
る時代に焦点を当てて紹介します。

古代エジプト
ファラオの足跡
中部大教授 中野智章
4～7月（全4回）
第4土曜15：30～17：00 
11,220円（税込）

地中海世界は先史時代から始まり人類文明
の集約されたところで、領域としては南ヨーロッ
パから小アジア、近東、北アフリカを含みます。
先史時代からイスラームまでの全文明をスライ
ドとともに追っていきます。

地中海の生み出した
文明の展開史
岐阜大名誉教授
小澤克彦
4～9月（全6回）
第3土曜
13：00～14：30 
15,510円（税込）

古代における稲作文化や青銅器文化の渡
来。室町時代のそれぞれ60余回に及ぶ使節
の交換。江戸時代の都合12回の朝鮮通信使
の来日など、一衣帯水の日本列島と朝鮮半島
の活発な交流を分かりやすくお伝えします。

韓国の歴史と文化
日韓交流史を学ぶ歴史入門
韓日歴史文化研究所
所長 尹 大辰
4～9月（全6回）
第1金曜
10：30～12：00
15,510円（税込）

モンゴル帝国の創始者チンギス・カンが登場す
るまで、千年以上にわたる遊牧国家の興亡が
あったモンゴル高原について、現存する遺跡を
中心に紹介し、遊牧民の真の姿、遊牧国家の
歴史的な意義を考えます。

モンゴル国現存の
遺跡から見る
遊牧国家
龍谷大教授 村岡 倫
4/8、5/13、6/10、
7/8、29（全5回）
金曜15：30～17：00
14,025円（税込）

日本史上に起こった数々の大事件を“事件簿”
として改めて検証する講座です。今期は「藤原
薬子の乱」「菅原道真怨霊事件」「前九年・後
三年の役」を取り上げます。

熾烈（しれつ）な権力闘争が繰り返され、日本中でまれに見るほど戦いと陰謀が巡らされた時代。
北条氏はどのようにして武士主導の政治体制を生んだのか。時代の転機になった承久の乱と
は何だったのか。独創的かつ圧倒的な「井沢史観」で徹底解説します。

徳川時代も京都には天皇(内裏、禁裏)や公家、五山といった臨済宗の主要寺院があり、伝統都市とし
ての揺るぎない位置にありました。徳川260年の政治・都市・観光を、名所案内・行政文書・古地図を
使ってひもときます。

昨年のNHK大河ドラマ「青天を衝け」の主役、渋沢栄一が仕えた徳川慶喜を取
り上げています。信用できる史料と最新研究に基づいた慶喜の実像に迫ります。

続・日本史
12大事件簿
現代歌人集会
理事長 
林 和清
4/7、6/2、30（全3回）
木曜11：00～12：30
8,745円（税込）

鎌倉幕府と北条氏、そして承久の乱へ至る分岐点
5月14日（土）10：30～12：00　3,850円（会員3,575円、いずれも税込）

著書「逆説の日本史」第1巻の刊行以降に判明した歴史的発見を踏まえ、
史料絶対主義を排し、常に全体を見通す鋭い歴史観で日本史を古代より
再考します。

井沢元彦の新次元日本史 古代編3
作家 井沢元彦
4～9月（全6回）第2土曜15：30～17：00　21,450円（税込）

旧満州（現在の中国東北部）の都市を取り上
げ、街の歴史や観光地について当時の観光案
内や絵はがき、映像などから紹介します。また、
現在の様子を写した動画や写真を用いた比較
を行い、過去と現在の街の変遷をたどります。

旧満州の都市を訪ねる
皇学館大助教 長谷川 怜
4/19、5/31、6/7
（全3回）
火曜
10：30～12：00
8,250円（税込）

歴史的観光都市である京都には多くの神社が
あり、たどってきた歴史もさまざまです。今回は比
較的小さな神社の不思議を掘り起こします。一
緒に想像力の旅に出掛けてみませんか。

京都不思議マップ　
知られざる京都を歩く
京都教育大名誉教授 
西山 克
4～9月（全6回）
第4土曜
13：00～14：30
16,830円（税込）

単なる美しい皇妃のロマンチックな物語だけで
なく、帝国末期の象徴的な存在として、今日に
至る歴史的側面や当時のヨーロッパ情勢を歴
史と文化の両面から探求します。

エリザベートと
その時代
元名古屋市立大大学院
研究員 
菅原さち子
5～7月（全3回）
第3土曜13：00～14：30
8,085円（税込）

ヨーロッパでは、古代から現代まで数々の国々
が誕生し続けてきました。歴史に名を残した大
国の中から、マケドニアやローマ、プロイセンな
どを取り上げ、その繁栄の秘密に迫ります。

大国繁栄の秘密に迫る
ヨーロッパの大国の歴史
関西大非常勤講師 比佐 篤
4～8月（全5回）
第4月曜
13：00～14：30
12,925円（税込）

電話    0120－53－8164  受付時間 10：00～19：00（日曜17：00まで）別途教材費が必要な講座があります。一部の講座を除き、見学が可能です。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。
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徳川時代京都の政治・都市・観光を楽しむ
名所案内・行政文書・古地図を片手に
京都女子大非常勤講師 中村武生
4～9月（全6回）第3木曜13：00～14：30　16,170円（税込）

徳川慶喜と幕末政治
京都女子大非常勤講師 中村武生
4～9月（全6回）第1土曜13：00～14：30　16,170円（税込）

ぶつ      ゆい     きょう    ぎょう

教
室
視
聴

あり

ほほ




