
日本・世界の歩みをたどる

宇宙の始まりに何があったのか、どのように時
間と空間が誕生し、素粒子や物質が生まれた
のか、その証拠は残っているのか。理論と観測・
実験の両輪でそれらの謎に迫るチャレンジを、
最前線の研究者たちが紹介します。

宇宙の始まりに迫る
名古屋大副総長・大学院教授
杉山 直ほか
4～8月（全5回）
第4日曜10：30～12：00
※4月のみ
　第3週（4/17）
12,925円（税込） 昨年2月1日、ミャンマーで軍事クーデターが発

生し、最高指導者であったアウンサンスーチー
が拘束されました。どうしてクーデターは起き、市
民はなぜこれほど抵抗を続けるのか。日本を含
めた国際社会は何をすべきなのか。講師の見
方を伝え、皆さんと議論したいと思います。

混迷ミャンマーと日本外交
京都大東南アジア地域研究
研究所准教授中西嘉宏
4～6月（全3回）
第4土曜13：30～15：00
8,580円（税込）

「萬葉（まんよう）集」の初期（第一期）の中で、
特に“珠玉の作”として知られる歌6作品を取り
上げ、最新の萬葉学の成果に基づき新しい初
期萬葉の姿を見ます。歌を取り巻く各種の成果
を勘案し、萬葉文芸を味わいます。

万葉の歌びと 
初期萬葉
三重大名誉教授
廣岡義隆
4～9月（全6回）
第2水曜13：00～14：30
15,510円（税込）

芭蕉は連句を本領としました。芭蕉が一座した
連句作品を例に、連句の基本的事項を踏まえ
つつ、どのように理解し、鑑賞していけばよいの
かを解説します。

芭蕉連句を読む
獅子門道統41世
岐阜県連句協会会長
大野鵠士
4月開講、1年講座
第4火曜
13：00～15：00
15,510円
（税込・6回分） カズオ・イシグロという作家とその作品を語ると

き、「多様性」、特に「英国性」と「日本性」が注目
されます。「多様性」とその根底にある「普遍性」
に着目し、長編「わたしを離さないで」（Never 
Let Me Go）を中心にその世界を読み解きます。

ノーベル賞作家 
カズオ・イシグロの
世界を読み解く
南山大名誉教授橋本 惠
4～9月（全6回）
第3木曜10：30～12：00
15,510円（税込）※テキスト代別途

短くて不思議な小説「ショートショート」創作に挑
戦します。誰でも物語をつくれるようになってしまう
のが、講座の特徴。読書や作文が苦手な人でも
まったく問題ありません。安心してご参加ください。

誰でもお話が書きたくなる！
田丸雅智のショートショート連続講座
ショートショート作家　
田丸雅智
4～6月（全3回）
第4日曜
13：00～14：30
9,900円（税込）

祖父も父親も牧師で、伝道師になりたかったゴッ
ホ。オランダで生まれ、主にフランスで制作し、作
品は売れず、心から人への交流を求めながら、実
ることもなかった劇的な生涯と魅力を探ります。

聖書でたどるキリスト教美術
ゴッホの作品とその数奇な生涯
前岐阜県美術館館長
古川秀昭
4～9月（全6回）
第4金曜10：30～12：00
15,510円（税込）

墨線の美しさを十分に発揮させ、流麗で表情
豊かな美の世界を完成させた平安から鎌倉時
代の仮名の優品・名品を取り上げ鑑賞します。

かな古筆の
名品を
たずねて 
名古屋経済大教授
四辻秀紀
4～9月（全6回）
第3月曜
13：00～14：30
16,830円（税込）

はるばるシルクロードを経て、わが国へと伝わっ
た仏像。なじみ深い国宝・重文などを例に、基
本知識から見方まで詳しく解説します。

仏像の見方
美術史家
米田孝仁
4～9月（全6回）
第3金曜
10：00～12：00
14,850円（税込）

一般に有名になった段階で、弟子は師を隠す
傾向があるものです。しかし、その作風はどこか
共通点が感じられます。まるで親子のように…。
そんな秘密を知りたいあなたにぴったりです。

青島広志の音楽の楽しみ方
師弟関係を
改めて考える
作曲家
青島広志ほか
4～6月（全3回）
第2月曜15：30～17：00
10,065円（税込）

名曲・名演奏がいっぱい！音楽ファン必見！
めったに観ることができない名作音楽映画を詳
しい解説付きで鑑賞します。

名作音楽映画
鑑賞講座
オペラ研究家
都築義高
4～6月（全3回）
第2火曜
13：00～15：30
7,755円（税込） 能楽の大成者、世阿弥が遺した伝書「風姿花

伝」を分かりやすく読み解き、その神髄に迫りま
す。「初心忘るべからず」「秘すれば花なり」な
ど、よく知られている言葉も世阿弥の説いた名
言です。

風姿花伝を
愉しむ
伝承文化研究センター
所長林 和利
4～6月（全3回）
第2金曜10：30～12：00
7,755円（税込）

二代目中村吉右衛門が亡くなりました。後継
者には先輩の大役への心構えや大切な家の
型が真摯に受け継がれていきます。歌舞伎は
現代の体温をもった日本演劇の最高峰です。
歌舞伎を楽しみましょう。

令和歌舞伎
サロン
歌舞伎研究家
秋山勝彦
4～9月（全6回）
第1火曜13：00～14：30
16,830円（税込）

決まり事を知るだけで、何気なく見ていた庭園
がより深遠な世界に見えてきます。写真や図面
を例に庭園鑑賞のポイントを解説します。

作庭家が解説する
庭園の
歴史と鑑賞
重森庭園設計研究室
代表重森千青
4～9月（全6回）
第1木曜
13：00～14：30
18,810円（税込）

世界の大半はキリスト教とイスラームです。これ
に仏教やヒンズー教を加えると例外は中国と日
本くらいで、中国は共産主義の国として省くと
例外は日本だけ。神仏であふれているのに日本
人は宗教を意識しません。日本人のものの考え
方や価値観を見ていきます。

世界の中での日本人のものの考え方
日本民族精神論
岐阜大名誉教授小澤克彦
4～9月（全6回）
第3土曜15：00～16：30
15,510円（税込）

ロジカルとは正論を述べるのではなく、分かりや
すく説明することです。短く即答することに慣れ
ていき、伝えたいことを1分程度にまとめ、論理
的に話すこつを学びます。

説得力が劇的に変わる話し方
短く理論的に伝える！
セルフディフェンス
コミュニケーション開発
社会教育士青嶋宮央
4～9月（全6回）
第1土曜10：00～12：00
14,850円（税込）
※教材費別途

日本文化の伝統、知恵、美意識を学ぶことは、
国際化の社会で、お互いの文化を尊重するた
めに必要になっています。冠婚葬祭のマナーや
年中行事、折形・包み結びについてなど、現代
の暮らしに生かせる作法や考え方を、実践も交
えて学びます。

美しいふるまいと心づかいを学ぶ
小笠原流礼法入門
小笠原流礼法師範
金井菱恵
4～6月（全6回）
第2・4日曜10：00～12：00
13,530円（税込）

身近な静物・人物（コスチューム）を題材にし、
デッサンの基礎から指導します。気候の良い時
季は近隣の公園へ野外写生にも。色や形、あ
なたの感性で描くオンリーワンの作品を作りま
しょう。

水彩画 世界に1枚だけの絵を描こう！
美術集団ポン・デ・ザール
会員秦 敏信
4月リニューアル
第2・4日曜
10：00～12：00
16,170円
（税込・6回分）

水彩画・パステル画を中心に多彩な絵
画様式にチャレンジします。デッサンから
色彩、抽象表現まで花や静物、モデルな
どをモチーフに楽しく丁寧なレッスンを行
います。

水彩・パステル画
（監修）水彩連盟名誉会員中村 英
水彩連盟委員小沢 一
4月リニューアル
木曜10：00～12：00
28,380円（税込・12回分）
第1・3月曜10：00～12：00
16,170円（税込・6回分）

分かっているようで、分かっていない楽譜。音楽
を楽しむために、正しく楽譜を読みましょう。楽典
を使い、リズムや和音の聴き取りをして、基礎能
力を高めます。

初めてのソルフェージュ　
正しく楽譜を読むためのソルフェージュ
ローランドミュージックスクール講師
木村美奈
4～6月（全6回）
第1・3水曜15：30～17：00
第2・4水曜18：00～19：30
各15,510円（税込）

日本の伝統音楽である雅楽を楽しみませんか？
龍笛は調整が不要で、初めての人でも楽しく吹
けます。

雅楽・龍笛 入門
名古屋雅楽会鈴木堂弘
4～9月
（全12回）
第1・3火曜
18：30～20：30
15,510円
（税込・6回分）
※楽器代別途

日本の大道芸を身につけて人気者になろう！
健康増進、脳のトレーニングにもなる、とても楽
しい南京玉すだれです。

南京玉すだれ
初級
大須流家元
大須くるみ
4～6月（全6回）
第1・3水曜
15：30～17：00
14,190円（税込）
※教材費別途

世界のワインを味わいながら自分の味覚、感性
を頼りにいろいろなワインのスタイルを覚えてい
きます。ワインをもっと楽しみたい人、自分で選
びたい人にもお薦めです。

世界のワインを楽しむ
ワインテイスティング
Papa Baffoneマスターソムリエ
牛田晃稔
4/2、6/4、8/6（全3回）
土曜14：00～15：30
17,985円（税込）
※ワイングラス代別途

拍子の取り方、楽譜の読み方、うたい方、指遣
いと順に指導します。

雅楽・笙 入門～初級
元伊勢神宮楽長東浦秀昭
4～9月（全6回）第4日曜15：40～17：10
10,065円（税込・3回分）※楽器代別途

土地や気候で異なる味の特徴を感じながら、常に新
しい味わいを造り続ける世界中のワインを紹介しま
す。自分にとっての「美味しい」に出会う旅に出かけ
ましょう。

美味しいに出会う旅 世界のワイン
ソムリエ青木龍二
4～6月（全3回）
第1水曜19：00～20：30　14,355円（税込）

基礎知識を学び、季節に合わせた高級シャンパーニュを含む5種類をテ
イスティング。その味わいの差を体験しましょう。初心者も大歓迎です。

輝きの泡の魅力 シャンパーニュを味わう
4～6月（全3回）第2水曜19：00～20：30　24,585円（税込）

貴族や寺社が土地を囲い込み、国の秩序を
乱したかのように捉えられていた荘園ですが、
近年では日本中世の基礎的な社会単位と
考えられています。また、農業生産力向上や
貨幣流通の促進に寄与した面も見逃せませ
ん。「荘園」（中公新書）の著者が最新の荘
園研究を解説します。

荘園への招待
日本中世史の核心に迫る
名城大教授
伊藤俊一
5～7月（全3回）
第1土曜
15：30～17：00
8,250円（税込）

全国に分布する16万基の古墳のうち、見る
べきもの、珍しいもの、知られていないけれど
面白いものなどを厳選し、歴史的背景を掘り
下げながら解説します。毎回1つの地域を取
り上げ、古墳から各地域の古代史を読み解
きます。

全国古墳探訪
国立歴史民俗博物館
教授
松木武彦
4/28、6/9、7/7、
8/4、11、9/8（全6回）
木曜
16：30～18：00
16,830円（税込）

現在、昭和戦前期を取り上げています。満洲
事変から満洲建国を経て国際連盟を脱退、
日中戦争へ。世界からの孤立化です。どのよ
うな過程を経て敗戦国となるのか。現代と結
び付きだします。

もう1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
4～9月（全6回）
第3木曜
15：30～17：00
16,170円（税込）

私たちの身近にある神社が黙して語る歴史
とその文化的価値を実感していただき、子孫
代々にわたって神社を守り、発展させるパ
ワーを生み出せれば幸いです。

在野一生の草枕古代史
原初神（御嶽山神：国常立尊）と濃尾
尾張・美濃地域
古代史研究家
在野一生
4～9月（全6回）
第3土曜
15：30～17：00
16,500円（税込）

信長の天下統一への苦闘が続く中、徐々に
優勢を拡大していく天正7年から翌8年まで
の1年余を取り上げます。この間、誠仁親王
の二条御所移転を実現し、公式関係を確か
なものにします。

「織田信長文書」を読み解く
「天下人」の
打ち続く苦闘
歴史作家
桐野作人
4～9月（全6回）
第4木曜
13：00～14：30
16,170円（税込）

数ある信長公記の中でも最も信頼性が高い
と言われている資料を使い、信長の動きを見
て、戦国時代がどのようなものか、その時代
背景などを探っていきます。

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
4～6月（全6回）
第2・4金曜
10：30～12：00
16,170円（税込）

秀吉の出自と信長家臣として出世を遂げて
いった過程を追います。山崎の戦いで明智
光秀を討った後、どのようにして天下統一を
達成していったのか。また、朝鮮出兵などの
政権分裂の要因を検討しつつ、関ケ原合戦
の歴史的意義を探ります。

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
4月開講、1年講座
第4土曜
15：30～17：00
15,510円
（税込・6回分）

西ノ京の古寺のうち、天武・持統天皇ゆかり
の薬師寺を取り上げ、その創立事情や、著名
な本尊薬師三尊像をはじめとする上代美術
の名品の数 を々紹介し、詳しく解説します。

奈良大和路 
古寺・古仏
龍谷大
非常勤講師　
中野 聡
4～9月
（全6回）
第4土曜
10：30～12：00
16,830円（税込）

名城あるところに銘菓あり。毎回、城ゆかりの
お菓子を紹介しながら、その城が描かれた絵
を鑑賞し、歴史や構造を学びます。お菓子の
持ち帰りあり。

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
4～9月（全6回）
第1火曜
13：00～14：30
16,830円（税込）

江戸切絵図は、大名屋敷の家紋、坂の名前
の書き方、それぞれに意味がある、いわば“生
活情報地図”です。一緒に江戸の町を探索し
ていきましょう。

おもしろ江戸文化発見
「切絵図」を
読む
江戸文化研究家
佐藤孔亮
4～9月
（全6回）
第3金曜
13：00～15：00
15,510円（税込）

都市計画の専門家の視点で、地名を取っ掛
かりにして、名古屋の各地域の知られざる歴
史を掘り起こします。

知られざる名古屋の物語
名古屋都市計画ものがたり
OASIS
都市研究所代表　
杉野尚夫
4～9月（全6回）
第2木曜
13：30～15：00
15,510円（税込）

地中海文明はいつ、どこで、どのようにして始
まったのか。その歴史とそこに生じた文明・文
化をスライドを用いながらたどっていきます。

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）

天地宇宙大自然の摂理に沿った信頼度抜群
の運命学であり、天地神明の心理に沿った最
高至上の占いです。易学を主として学び、その
中に四柱推命も挟みます。

易占と四柱推命
太極運命術学会会長
梅岡大圓
4～6月（全6回）
第1・3火曜
15：30～17：30
13,530円（税込）
※教材費別途

パソコンも時代とともに進化、変化し続けてい
ます。例えば、文字入力ではキーボード入力が
基本でしたが音声入力が可能です。もう一度
Word、Excelを学習しながら、いろいろな操作、
機能をマスターしましょう。

パソコン講座
どのようなパソコンをお持ちですか
フロリエードジャパンパソコン代表
浅尾孝信ほか
4～6月（全6回）
第1・3木曜
10：00～11：30
21,450円（税込）

猫を飼っている人の間で人気の猫グッズ「猫ち
ぐら」。クラフトバンドを使用して、じょうぶな猫ち
ぐらを作ります。

クラフトバンドで作る猫ちぐら
クラフトバンドエコロジー協会認定講師
石川 恵
6～9月
（全4回）
第4月曜
13：30～15：00
10,340円（税込）
※教材費別途

石けんを使ってすてきなお花を作ってみません
か。ナイフの使い方から始め、アレンジ、ラッピン
グまで、カービングの魅力を引き出すテクニック
を丁寧に指導します。

ソープカービング
AI&CO.
Flower Studio
講師 AICO
4～8月（全5回）
第2木曜
10：00～12：00
14,025円（税込）
※教材費別途

画面を見ながらマス計算や瞬間記憶など頭の
ストッレチ運動で、今よりも柔軟でしなやかに働
く頭を目指しましょう。楽しみながら頭のジムで脳
を鍛えてみませんか。

頭のストレッチ運動
ブラッチング
（Bratching）
ブラッチング認定トレーナー
福井和美
4～6月（全3回）
第4月曜15：30～16：30
6,105円（税込）

一枚の紙から2羽から最高97羽までつなぐ伝
統折り紙に挑戦しましょう。

連鶴
「桑名の千羽鶴」
初級クラス
桑名の千羽鶴を
広める会顧問
大塚由良美
4～9月（全6回）
第2木曜13：00～15：00
15,510円（税込）
※教材費等別途

ポーセラーツは、白磁に転写シールを自由に貼
り、簡単に絵付けをします。作品は実用的に使
えます。

ポーセラーツ＆ポーセリンアート
日本ヴォーグ学園
ポーセラーツ倶楽部
インストラクター
中村かな
4～6月（全3回）
第1木曜
13：00～15：00
7,755円（税込）
※教材費別途

動植物をモチーフにした繊細なデザインを、小さ
なはさみだけで作り出す、蒼山日菜のモノクロー
ムの世界。そのテクニックを初歩から指導します。

レース切り絵 蒼山日菜の世界
蒼山日菜レース切り絵
認定講師
髙橋和子
4～6月（全3回）
第4日曜
13：00～15：00
9,405円（税込）　
※教材費別途

日常生活で笑うことが少なくなったと感じていま
せんか？声を磨く美声講座と、インド発祥笑い
の体操とヨガの呼吸を組み合わせた笑いヨガ
の両方を学べるお得な90分です。

開運 免疫力アップ
美声＆笑いヨガ
笑いヨガティーチャー
仙石由美
4～6月（全6回）
第1・3月曜
11：30～13：00
14,190円（税込）

ゆっくり動作を行い、筋肉に効果的な刺激を与
えるスロー筋トレ。自分の体に合った正しい運
動方法で、けがをせず効果的に“筋肉貯筋”しま
しょう。

道具不要！関節にも負担が少ない！
無理なくはじめられる スロー筋トレ
健康運動指導士
姿勢健康アドバイザー
西口雄生
4～6月（全6回）
第2・4金曜
10：30～12：00
14,190円（税込）

身体のゆがみを整え、関節の動きを良くするこ
とで、動ける身体づくりをします。無理なく簡単な
体操です。健康寿命は足腰から。何歳になって
も元気に歩きたいものです。

ひざ・腰・股関節痛ケア体操
ゆうき体操
ゆうき健康関節指導士
看護師坂下洋子
4～6月（全6回）
第1・3木曜
11：30～13：00
14,190円（税込）

粘土の取り扱いや成形などの基礎からアイデア
を生かした作品作りまでしっかりと学びます。応
用過程まで修了で認定試験に挑戦できます。

日本ミニチュアフード協会
認定コース 基礎課程
日本ミニチュアフード協会認定講師
片桐 操
4～9月（全6回）
第4土曜
10：30～12：00
16,830円（税込）
※教材費別途

知っているのと知らないのとでは人生が違
う、新しい片付け術「断捨離®」。実は「捨て
ること」だけではありません。執着を手放し、
身軽に生き生きと生きる生活革命です。

部屋・心・人生が整う断捨離® 入門講座
1日5分から始めましょう！
やましたひでこ公認 断捨離®トレーナー
おんだ柚希美
4～9月（全6回）第4水曜13：30～15：00
18,480円（税込）
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©Hiroshi Hayakawa
（早川書房提供）

巻き寿司の切り口から飛び出すかわいいデザ
インのキャラクター。お弁当やパーティーに楽し
い飾り巻き寿司を作りませんか。

みんな笑顔に！
飾り巻き寿司を作ろう
川澄飾り巻き寿司協会公認講師
牛田純子
4～9月（全6回）
第2月曜
10：00～11：30
15,510円（税込）
※教材費別途

中国茶は疲れた体や気分をゆったりさせてくれま
す。それぞれのお茶に合ったおいしい入れ方を
中心に、中国茶にまつわる話題を紹介します。

中国茶とお菓子を楽しむ
6カ月で35種のお茶と
月替わりのお菓子を味わう
中国茶研究会梨雲主宰足利暢厚ほか
4～9月（全6回）
第4木曜
15：30～17：30
16,830円（税込）
※教材費別途

ドイツ植物療法を基本に、毎回2種類のハーブ
とともにハーブ療法の基本を学びながら、支配
星、ハーブ、自分との関係を見つけていきます。

有機農法・無農薬ドイツ直送ハーブで学ぶ
ドイツメディカルハーブと占星術と
日本メディカルハーブ協会認定校らぼぞう校長
木之下惠美
4～9月（全6回）
第3木曜
18：45～20：15
15,510円（税込）
※教材費別途

たの

バランスボールに座り、弾みながらシャドーボク
シングを行います。大きく脚を開きボールを挟ん
で座り、弾むことでスクワット同様の効果が期
待できる有酸素運動です。

バランスボールに座ってボクシング！
ボールボクササイズ®
ボールボクササイズ協会代表
長尾富美子
4～6月（全6回）第2・4土曜12：00～13：00
14,190円（税込）※教材費別途

3月12日（土）12：00～13：00　2,365円（税込）
体験講座（登録料不要）

静物、人物などをモデルに水彩画の可能性（抽
象作法、コラージュ、ろう画など）を、実技を追求
しながら自分らしい表現を見つけ、高めていくこ
とを目指します。

初心者から経験者まで 
水彩画
（監修）水彩連盟名誉会員中村 英　
水彩連盟委員 尾中真理
4月リニューアル
第1・3日曜10：00～12：00
第2・4月曜10：00～12：00
各16,170円（税込・6回分）

種まく人 1888年

石原莞爾
（国立国会図書館ウェブサイトより）

大安場1号墳（福島県）

教
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同
時
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催

重森千青

2 マークは講座のZoomライブ配信を行います。 は教室の大型スクリーンでのライブ配信の視聴が可能です。 マークは講座の録画配信を行います。詳細はお問い合わせください。教室視聴ありは教室での対面講座も行い、教室同時開催

体験講座（登録料不要）
3月23日（水）13：30～15：00　3,080円（税込）
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