
春から始まる新講座

論説委員と考える「動揺する世界」をどう読むか  中日新聞・東京新聞 論説責任者 島田佳幸（写真）
4～9月（全6回）水曜15：30～17：00　13,200円（税込）

4月27日「SDGsと地球温暖化」
環境・エネルギー担当飯尾 歩
5月25日「選挙と民意」
政治担当竹内洋一

6月22日「ミャンマー政変とASEAN」 東南アジア担当小野木昌弘
7月27日「五輪に未来はあるか」 スポーツ担当高橋隆太郎
8月24日「中国・習政権と香港、台湾」 中国担当加藤直人
9月28日「米国と民主主義の行方」 米国・ロシア担当青木 睦

新聞社説を基に、内外のニュースを解読します。中日新聞・東京新聞の論説陣のトップが毎回、各分
野で社説にペンを振るう論説委員をゲストに迎え、対話形式で「動揺する世界」をどうとらえるかのヒン
トを探ります。取材・執筆の裏話も交え、質問にも答えます。

テディベアと洋服、帽子などを作ります。全て手
縫いなので、誰でも手軽に確実に制作できま
す。第2木曜は男の子、第3木曜は女の子のベ
アを作ります。

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。

「大智度論」を丁寧に読み進めます。「般若経」を注釈する本
ですが、実際の内容はブッダの伝記や難解な仏教語の説明、
神々や地獄の世界など、あらゆる事柄が詳しく語られる、仏教
を広く深く知りたい人には絶好の資料です。

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。

仏教の
百科全書を
読み解く
花園大教授
佐々木 閑
4月24日（日）
10：00～12：00
3,080円（税込）

名古屋市北部を流れる矢田川・庄内川の流域には興味深い
古墳や遺跡が分布し、一つの地域社会を創り上げてきました。
それは後々の尾張国「山田郡」「春部郡」の領域とつながってい
きます。文化遺産群から古代人の心の中で育まれてきた地域空
間を読み解き、この地の具体的な原風景へと近づきます。

古代・猿投山を仰ぎ見る
「もう一つの地域社会」
庄内川・矢田川水系
尾張国山田郡・春部郡の原風景
古代邇波（にわ）の里・文化遺産ネットワーク
理事長赤塚次郎
6月22日（水）10：30～12：00
3,080円（税込）

バイデン政権の
行方と日本
上智大教授
前嶋和弘
5月28日（土）
15：30～17：00
3,080円（税込）

日本人女性が最も罹患（りかん）しやすいがん
は乳がん。最新データに基づいた乳がんの生
涯罹患リスクは10.9％で、9人に1人が罹患
すると報告されています。乳がんの検診方法、
診断、治療について解説します。

若者たちの美しくも悲しい恋愛劇。その青春
群像をプッチーニは美しいメロディーで見事な
オペラに仕上げました。オペラ史上最高の大
傑作と言われるこのオペラの素晴らしさを徹
底解説します。

大変動の最中にある日本。国際社会での立
ち位置はどこにあるのか？さまざまな世界と日
本の事象、現状をジャーナリストの視点から分
析し、考えます。

バイデン政権は発足1年を超えましたが、国内
の分断は解消されておらず、山積する諸問題
に身動きが取れません。11月には早くも中間
選挙を迎え、国民の審判が下されます。トラン
プ氏のバイデン政権批判も苛烈です。アメリ
カはどこに向かうのか。激化する中国との対
立、日本への影響なども考えます。

藤田医科大提携講座
乳がんに
ついて学ぼう
藤田医科大教授
喜島祐子
5月7日（土）
10：30～12：00
3,080円（税込）

かわいいわが子。助けを求められる前に、つい手助けしてしま
う。親は、子どもがいくつになっても心配してばかりです。中日こ
どもウイークリーでコラム「親の時間子の時間」を執筆する柴
田朋子さんと編集長が、子育ての悩みと向き合います。

「中日こどもウイークリー」共同企画
親のキモチ、子のキモチ
キャリアコンサルタント 
柴田朋子（写真左）
中日こどもウイークリー
編集長 
福澤英里（同右）
6月1日（水）
10：30～12：00
2,475円（税込）

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）

「アンの青春」は「赤毛のアン」に続く第2巻。初
の全文訳アン・シリーズの翻訳者が、大人の文
学として作品の深い魅力を解説します。

謎とき
「アンの青春」
翻訳家松本侑子
4/10、5/15、
6/12（全3回）
日曜13：30～15：00
9,405円（税込）

東海国立大学機構が挑む
カーボンニュートラル
名古屋大教授
西澤泰彦ほか
4～7月（全4回）
第1日曜10：00～11：30
10,340円（税込）

世界・日本の地理の謎を探る
京都大教授水野一晴
4/15、5/20、6/17、7/15、
10/21、11/18（全6回）
金曜13：00～14：30
16,830円（税込）

大好き！テディベア
日本テディベア協会会員
髙岡里香
4月開講、1年講座
第2木曜10：00～12：00
第3木曜13：00～15：00
各28,380円（税込）
※教材費別途

クレパス画探検隊
クレパス画中級
油彩画家りきやす
4～6月（全3回）
第3土曜13：30～15：30
8,085円（税込）

おもしろ川柳入門
番傘川柳本社同人
佐藤孔亮
4月開講
第3金曜
16：00～18：00
7,755円（税込・3回分）

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）

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）

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、岐
阜大と名古屋大が培ってきた知識と経験を生か
しながら、新たな技術開発と社会実装のみなら
ず、新たな価値の創造を目指した社会変革の提
案を紹介します。

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。

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。

日本や世界には多様な自然があり、その自然とうまく
適応しながら人々は生活しています。最終氷期以降
の気候変動や近年の温暖化など、歴史的な環境
変化がどのように生じ、自然が形成され、人間が生
活してきたかについて、各地の事例から学びます。

中国の歴史では女性がクローズアップされることが
あまりありません。一方、中国で女性たちを主人公と
したドラマが近年たくさん作られています。ドラマの主
人公となった古代中国の女性に注目しながら、彼女
たちが活躍した時代を一緒に見ていきましょう。

「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。

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。

楽しい日の川柳は喜びを倍にし、悲しい日の川
柳は寂しさを和らげてくれます。生活に彩りを添
えてくれる川柳は人生の潤滑油です。どうぞ一
緒に川柳を楽しみましょう。

3人に1人が睡眠に関わる問題を抱えていると
言われていますが、多くは正しい知識や生活習
慣を身に付けることで改善がみられます。「グッド
スリープ・グッドライフ」を目指しましょう。

身体のゆがみやコリなどを取り除くために体を整
える体操を、ヨガの呼吸法・動きをベースに行い
ます。運動に不慣れな人も安心。「自分のペース
に合わせた運動」を行いましょう。

顔の悩みを簡単な表情筋・リンパマッサージとス
トレッチをすることで、ハリとツヤのある美しい肌
に。キレイになるためのヒントをお教えします。

クレパス画の経験者対象。スキルを身に付けてレ
ベルアップしませんか？混色と重色の違いや、エ
クステンダー（無色透明なクレパス）の効果的な
使い方など、テーマに沿ってより奥深い応用技術
を伝授します。

玉木正之の新オペラ入門講座
「ラ･ボエーム」の
魅力を徹底解説！
音楽評論家
玉木正之
5月28日（土）
13：00～15：00
3,025円（税込）

ジャーナリストが斬る！
世界と日本の
大変動
ジャーナリスト
高野 孟
4月23日（土）
13：00～14：30
2,750円（税込）

薬師寺
日光菩薩

出雲大社権宮司の千家和比古さんと、元奈良
国立博物館学芸部長の西山厚さん（伊勢出身、
奈良在住）が、名古屋の地で、出雲神話をはじめ
とする神々の世界を語り合います。一つ一つの
物語がつながって、日本の姿が見えてきます。

鷗外没後100年記念
森鷗外記念館協力講座
森鷗外 
その文学世界
第一期
第2土曜
13：30～15：00
8,745円
（税込・3回分）

4月9日「軍医にして作家 二生を生きた人 森鷗外」 
森鷗外記念館（津和野）館長 山崎一穎さん
5月14日「ドイツ留学と『舞姫』、『うたかたの記』、『文づかひ』」 
岐阜大名誉教授 林 正子さん
6月11日「『ヰタ・セクスアリス』―自伝小説の落とし穴」
中京大教授 酒井 敏さん

さまざまな角度から見た鷗外の魅力に迫る講
座を12月まで9回シリーズで開催します。鷗外
の作品、人生、生き方、そして現代に与えた影
響をたどっていきます。

徳川美術館特別展
「お宝のうら！なか！そこ！」
連携企画
施された優美な仕掛け
大名家お宝の「裏側」
講義：6/27（月）
13：00～14：30
現地講座：7/28（木）
13：00～14：30
6,270円（税込・2回分）
※同展チケット代含む

徳川美術館学芸員 薄田大輔さん

展覧会では「表」や「正面」を鑑賞
できるように展示されています。一
方、贅を凝らして作られた作品
は、裏や中まで華美に装飾された
り、別の作品が装丁されたりする
ことがあります。施された仕掛け
とその意義を考えていきます。

教
室
視
聴

あり

人気急上昇！
「きしめん」の真実
歴史・麺・出汁、その全てを知る
4月10日（日）10：00～12：00
会場：愛知県麺類会館（名古屋市中村区竹橋町）
角丸店主日比野宏紀
4月18日（月）15：00～17：00
会場：星が丘製麺所（名古屋市千種区星が丘元町）
星が丘製麺所店主衣笠太門
6,600円（税込・2回分）

案内人
歴史ライター 水野誠志朗さん

「きしめんは鰹出汁ではない！」 
あまり知られていないこの事
実。そこでその歴史、手打ちの
技、出汁の引き方を学び、新た
な展開となる冷凍幅広麺とも食
べ比べ、きしめんの伝統と未来
の姿を探ります。※実習は行いません

脳を活性化
心を整える
仏像切り絵
4～6月（全3回）
第1木曜
13：00～15：00
8,415円（税込）
※教材費別途

仏像切り絵作家 西村幸祐さん

モノトーンにデザインされた立体感あふれ
るリアルな「マイ仏像」を切り上げることで、
日常では味わうことが難しい「集中できる
時間」の心地よさを体験しましょう。

愛知県陶磁美術館協力講座
身近なあなたの守護獣
「狛犬」を知る
講義：5月25日／現地鑑賞：6月1日
いずれも水曜
13：30～15：00
4,620円（税込・2回分）

愛知県陶磁美術館学芸員 佐久間真子さん

神社の鳥居の前にいるおなじみの狛（こま）犬。
当初は全く違う場所に据えられていたことをご
存じですか？その歴史をはじめ、人々の切なる
願いが託されたやきもの産地特有の「陶製狛
犬」を楽しむポイントをお教えします。現地鑑賞
では、同館の誇る陶製狛犬コレクション展示を
講師と観覧し、狛犬の個性的な魅力を楽しみ
ましょう。同日に企画展「酒のうつわ」も観覧可。

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
4～8月（全5回）
第2土曜10：30～12：00
13,200円（税込）

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）

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）

より良い生活は眠りから
睡眠・快眠の基礎知識
めいほう睡眠めまいクリニック
院長中山明峰
4～6月（全3回）
第3水曜15：30～17：00
7,755円（税込）

3月24日（木）13：00～15：00　
2,805円（税込）※教材費別途

体験講座（登録料不要）

3月17日（木）14：00～15：30　1,705円（税込）

ゆったり健康ヨガ体操
東山ヨガ道場講師糟谷咲子
4～6月（全3回）
第1・3木曜14：00～15：30
14,190円（税込）

シミ・シワ改善
小顔
リンパマッサージ
リンパドレナージュ後藤ゆり
4～6月（全3回）
第1火曜13：30～15：00
7,755円（税込）
※教材費別途

国立国会図書館
ウェブサイトより転載

愛知県指定文化財（有形民俗）
《灰釉狛犬 吽》 

瀬戸 室町時代（15世紀）
本多静雄氏寄贈

春日井市出川大塚古墳出土倭鏡

伝狩野山楽筆「四季花鳥図屛風」左隻

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）

ほほ

年齢を重ねるごとに低下する筋力。実は何歳に
なっても増やすことができることをご存じですか。自
重を使ったカリキュラムで体幹を鍛え、姿勢・柔軟
性・バランス力を一緒に高めていきましょう。

大須ではじめよう体幹トレーニング
ACEコンディショニングトレーナー
五十嵐茂幸
5/24、6/14、28（全3回）
火曜10：30～12：00　7,095円（税込）※教材費別途
会場：名古屋スポーツセンター（名古屋市中区門前町）

4月26日（火）10：30～12：00　2,365円（税込）
体験講座（登録料不要）体験講座（登録料不要）

電話   0120－53－8164  受付時間 10：00～19：00（日曜17：00まで）

神々の世界
出雲・伊勢・春日・熱田

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）

帝塚山大客員教授 西山 厚
出雲大社権宮司   千家和比古

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！

名古屋・栄
春の受講生募集

2022年4月期

6月11日（土）13：00～14：30
3,850円（税込）

今を生きる、未来につなぐ 登録料不要今を生きる、未来につなぐ今を生きる、未来につなぐ珠玉の講演会




