
Webチラシから
カンタン申し込み！

ライブ配信
オンライン

※「Zoom」を利用した
　配信講座です。
※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。

視聴方法など詳細は
下記QRコードから

米国立公文書館所蔵
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あり

※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）

こんなにすごい！アニメと鉄道コラボ
フォトライター 栗原 景
8月6日（土）
15：30～17：00
2,860円（税込）

古くから日本のアニメには鉄道が描かれ、近年で
は作品とタイアップした電車を走らせる鉄道会社
が増えています。新幹線とコラボした人気アニメ誕
生秘話や、西武鉄道、JR西日本などの事例・作品
を紹介しながら、アニメと鉄道の魅力に迫ります。

非日常を楽しむ！ 
一度は乗りたい観光列車
観光列車評論家 
山田 稔
8月21日（日）
10：30～12：00
2,860円（税込）

全国各地で人気の観光列車。絶景を望む車窓
や贅を尽くしたインテリア、旬の食材を使った豪
華な料理など、目的地に向かう道中から旅を楽
しませてくれる観光列車の魅力を紹介します。

酒鉄！風呂鉄！ 
ほろ酔い
湯めぐり鉄道の旅
鉄道ライター 山盛洋介
9月10日（土）
10：30～12：00
2,860円（税込）
列車に揺られながら、各地の銘酒に酔う。小さな
駅に降り立って、湯煙に包まれる。酒と温泉は、
鉄道の旅のベストパートナーです。日本中の鉄
道を乗り歩いた講師が、有名どころから知る人
ぞ知る穴場まで紹介します。

親子で楽しむ
新幹線の
過去・現在・未来
7月30日（土）13：30～14：30
親子ペア1,650円（税込）
※入館料別途

展示車両に見る
鉄道の
移り変わり
8月25日（木）
13：30～14：30
1,650円（税込）
※入館料別途

同館館長 天野満宏
リニア・鉄道館協力講座

東海道新幹線「のぞみ」号は、運行を開始して
から30周年。車両、外観の塗装、デザイン、内
装など移り変わりをガイドツアーで解説します。

鉄道車両に使われていた材料は、昔と今では
異なっています。同館に収蔵されている車両を
実際に見ながら、その変遷を解説します。

名古屋・栄
夏の受講生募集

2022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、地球のナゾ、生物のナゾ…。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。 日本3百名山ひと筆書き

グレートトラバース3
プロアドベンチャーレーサー
田中陽希
7月15日（金）14：00～15：30
3,300円（税込）

北条義時
鎌倉幕府を支えた
北条家の叡智
歴史家、作家
加来耕三
7月9日（土）13：00～14：30
3,520円（税込）
鎌倉幕府を創業した源頼朝は、大切な石橋山の合戦で大敗し、逃げ
回っただけなのに約1カ月で“鎌倉殿”となった。なぜ⁈そもそも頼朝が
目指した武家政権は、平清盛と同じだった⁈では、北条義時はどのよ
うにしてこの政権を転換したのか⁈鎌倉幕府の存在意義とは、歴史
上いったい何であったのか⁈立ち止まって見えてくる歴史の真相。今
日の日本人をつくり上げた原点についても、大いに語ります。

新しい学び　広がる世界　夏の新講座

鉄道開業150年

国際水星探査計画に15年以上関わり、日本側の科学
チーム取りまとめを担う講師が、JAXAの水星探査機「み
お」が担う役割や今後の展開、見込める成果などを解説。
チームをまとめる方法や国際協力についても紹介します。

謎の惑星・水星探査への旅
宇宙航空研究開発機構
（JAXA）助教
村上 豪
8月7日（日）
13：00～14：30

普段歩いている街の中に、太古の生物の化石や世界中
の貴重な石材があるのを知っていますか。そんな石材を
見つけて、街や地球の歴史を感じる石めぐりを楽しみま
しょう。

名古屋・街なか石めぐり
愛知大教授

西本昌司
8月27日（土）
15：30～17：00

近年、シカやイノシシによる農作物への被害やクマの市街
地への出没など野生動物と人間との軋轢（あつれき）が
強まっています。そんな中、日本で昔から行われていた伝
統的な狩猟が注目を集めています。狩猟生活の実際や猟
師になった経緯などもお話しします。

ぼくは猟師になった
現代版狩猟生活のススメ
猟師

千松信也
8月21日（日）
10：30～12：00

シジュウカラは鳴き声を使って天敵の種類を伝えたり、複
雑なメッセージ（文章）を作ったりできることが、最新研究
から分かってきました。世界が注目するシジュウカラ語の
研究成果を、興味深い実験映像とともに解説します。

鳥の鳴き声に単語や文章？
シジュウカラの
音声研究・最前線
京都大白眉センター特定助教　

鈴木俊貴
9月3日（土）15：30～17：00

あるときは灼熱の砂漠へ、またあるときは自然史博物館へ
―。探偵さながらに証拠をかき集める恐竜研究は、地球を
相手にした謎解きです。本講座では、皆さまを研究の最前
線へとお連れします。一緒にその楽しさを体験しましょう。

恐竜研究ラボへようこそ！
恐竜の
生きざまを探る
筑波大助教

田中康平
8月27日（土）15：30～17：00

中央海嶺はプレートを生産する。断裂帯は大きな断層地
形。海溝はプレートが沈み込んでいく場所。海山や海台
は海の中の火山。地球に重要な役割を果たすこれら4つ
の巨大地形について解説します。

深海底の4つの巨大地形を巡る
その地球科学的な重要性を探る
静岡大防災総合センター
客員教授
藤岡換太郎
7月23日（土）
15：30～17：00

広い宇宙で生命の存在が確認されているのは地球だけで
すが、生命の存在が期待できる天体がいくつか発見される
ようになりました。地球外生命を考えることは、地球生命が
どのように誕生したかを考えることにもつながるのです。

生き物がいるかもしれない惑星
科学ライター

荒舩良孝
8月6日（土）
15：30～17：00

高度に水中生活に適応したイルカ。愛らしい顔を持つイル
カに秘められた高い知的能力や、ヒトにも似た行動を示す
ことがあることに注目し、イルカに言葉を教える試みについ
て紹介します。

かわいい！かしこい！
イルカの魅力再発見
東海大教授

村山 司
8月19日（金）
13：00～14：30

「敵は本能寺にあり」と叫んだ光秀は、
本能寺まで来ておらず、後方の鳥羽
（現京都市南部）に控えていたことを
記す史料が眠っていた―。その新史
料を徹底解読し、本能寺の変を惟任
光秀の乱と捉え直してみます。

本能寺の変を捉え直す
「乙夜之書物」が記す
惟任光秀の乱
富山市郷土博物館主査学芸員 萩原大輔
9月16日（金）13：00～14：30

芭蕉の「おくのほそ道」を歩いてみよう
旅行作家 下川裕治
7～9月（全3回）
第2月曜
13：00～14：30
8,910円（税込）

地図で楽しむ！京都の歴史さんぽ
京都高低差崖会崖長 梅林秀行
8～12月（全5回）
第1水曜
13：00～14：30
14,575円（税込）

城から
合戦史を読む
滋賀県立大名誉教授 中井 均
7～12月（全6回）
第2水曜
13：00～14：30
17,160円（税込）

勤番武士の江戸グルメ
元虎屋文庫研究主幹
青木直己
8～9月（全2回）
第1水曜13：00～14：30
5,610円（税込）

ウクライナ戦争と今後のユーラシア秩序
名古屋外国語大准教授 
地田徹朗
7/7、21、8/4、9/8（全4回）
木曜18：30～20：00
11,000円（税込）

奈良で学ぶ寺院建築入門
東京大大学院准教授 
海野 聡
7/11、8/8、9/26、
10/3、11/7（全5回）
月曜13：00～14：30
14,025円（税込）※テキスト代別途

ワイマール共和国はなぜ崩壊したのか？
ドイツ近現代史再考
東京大大学院教授 
石田勇治
8～10月（全3回）
第1土曜10：30～12：00
9,735円（税込）

「悪い」言語哲学入門
言語のダークサイドを考える
南山大准教授 和泉 悠
8/20、9/3、17（全3回）
土曜15：30～17：00
7,755円（税込）
近年さまざまな発言や投稿が問題視され、批判の
対象になっています。「言語哲学」における最新の
研究内容を、悪口や冗談、うそやフェイクニュースと
いった、一癖ある私たちの言語使用に焦点を当て
つつ、紹介します。

寺院には塔をはじめとする建築も多くありますが、その
見方はあまり知られていません。奈良の唐招提寺、薬
師寺、興福寺、東大寺の魅力ある建築を取り上げ、
古建築の見方や技術の発展を詳しく解説します。

ドイツをはじめ世界各国で排外主義、ポピュリズムが
台頭する現在。度重なる危機を乗り越えながらも破
壊され、ヒトラー独裁に道を譲ったワイマール民主制
の経験から何を学ぶことができるか解説します。

巨大都市江戸には、全国各地の諸藩から多くの
勤番武士が訪れていました。江戸の人 が々食べた
野菜や魚介を、勤番武士がどのように料理したか
を紹介します。あわせて江戸の各地の名物や屋台
調理茶屋などでの外食にも触れます。

ロシアのウクライナに対する「特別軍事作戦」。ユー
ラシア地域（旧ソ連地域）の歴史をひもときつつ、今
般の戦争が「なぜ起きたのか」、直接的・間接的な要
因について考え、今後のユーラシア地域の秩序に
対して「どのような影響をおよぼすのか」を展望します。

実際に古戦場を訪ねると、合戦に用いられた山城
や合戦に際して構築された陣城の遺構が見事に
残されています。そうした城跡の構造を分析し、具
体的な合戦の実像をよみがえらせます。

平安京の誕生、城郭都市化した戦国期京都、豊
臣秀吉による近世都市への大改造など、千年の
都・京都がたどった歴史の転回点を、数多くの地
図・史料などを通して学んでいきましょう。

芭蕉は曾良とともに俳句を作りながら東北を歩き
ました。その道を徒歩や路線バスでたどった講師
が、写真や動画を交え、句がつくられた背景も解説
します。9月は「奥の細道むすびの地記念館」（大
垣市）で実施（現地集合・解散）。

第二次世界大戦におけるヨーロッパとアジア太
平洋での戦いを、ポーランドやフィンランド、ノル
ウェー、フィリピン、ビルマ、シンガポール、インドなど
の「周辺国」の視点から読み直します。

BC級戦犯横浜軍事法廷では、どのような審理が
行われていたのか。この法廷の実像に、米国立公
文書館に所蔵されている写真を用いて解説します。

カードを単独でも、パズルのようにつなげても楽しめ
るカードアートをお教えします。

歴史、健康、活用法をキーワードに発酵調味料の魅力
を深掘りします。発酵蔵からのゲストのトークや日本料
亭の料理長らによる使い方の伝授と盛りだくさんです。

雄大なアイガー山麓、多くの画家が愛したセーヌ川、
コート・ダジュールの美しい街並み―。“旅づくりの職
人”が厳選した映像や誰かに話したくなる裏話などを
交え、各地の魅力を余すところなくお伝えします。

民間宇宙旅行の幕が上がり、多くの人が宇宙
へと出かけ始めました。いつか宇宙人と出会う
日も近いかもしれません。そこで、恥をかかずに
交流するために、天文、物理、数学、生物など、
全宇宙で通用する教養を身に付けましょう。

自分の好みはどんな種類や焙煎のコーヒーでしょう。
色 な々豆をテイスティングして、あなただけのブレンド
コーヒーを作ります。ハンドドリップのこつも伝授。

愛知の発酵・醸造文化を味わう
健康美食の魅力と活用法
あいち発酵美食学コンソーシアム
名城大教授 加藤雅士ほか
7～9月（全3回）
第4水曜13：00～14：30
9,075円（税込）
※発酵調味料の教材付き

海外と日本の知られざる文化
旅のヒントになる魅惑の物語
ツアー・ステーション代表取締役 加藤広明ほか
7～12月（全6回）
第2木曜
15：30～17：00
14,850円（税込）

パズリングアート®

おしゃれなペン画
パズリングアート講師 多久田より子
7～9月（全3回）
第2日曜10：00～11：30
7,590円（税込）※教材費別途

6月12日（日）10：00～11：30　2,530円（税込）

人の創造性をテーマに、創造の前提となる「素材」、
培われてきた「技」、形成されてきた「場」に焦点を当
てます。この3つの観点から東海地域の現代陶芸
を紹介し、人とものづくりの関係性を読み解きます。

東海の現代陶芸の今を見る・知る
愛知県陶磁美術館特別展
「ホモ・ファーベルの断片
―人とものづくりの未来―」から
同館学芸員 
入澤聖明
講義：8/30
現地鑑賞：9/6
火曜
10：30～12：00
4,620円
（税込・2回分）

貝の形、皮膚模
様、花の形を例
に、数学や物理
学が大きく影響す
る「生物的でない」
生物の形を作る
仕組みについて
解説します。

生物の形や模様を作る
「生物的でない」仕組み

大阪大教授 近藤 滋 火曜16：00～17：30
①7月26日「貝の形を決める物理法則」
②8月  9日「動物の模様を作る波動」
③8月30日「フィボナッチ数列が作る花の形」
3回通し7,755円、学生5,115円（いずれも税込）
1回のみ2,915円、学生2,035円
（いずれも税込、登録料不要）

自分好みが見つかる
コーヒー教室
ミスズコーヒー商会代表取締役 
野入靖司
7/10、31（全2回）
日曜13：30～15：30
5,940円（税込）
※教材費別途

宇宙人と出会う前に
知っておくべき宇宙教養を学ぼう
筑波大計算科学研究センター研究員 高水裕一
7～9月（全3回）第4土曜13：00～14：30
8,910円（税込）

知られざる第二次世界大戦・太平洋戦争
周辺国から読み解く
戦史・紛争史研究家 
山崎雅弘
7～12月（全6回）
第4火曜13：00～14：30
16,830円（税込）

写真から読み解く
BC級戦犯横浜軍事法廷
日本大准教授 高澤弘明
8/11、18、25（全3回）
木曜13：00～14：30
8,415円（税込）

小学
4年
生以
上

対
象

会場：電気文化会館
（地下鉄伏見駅から徒歩2分）

前人未到の「日本2百名山ひと筆書き」を達成し、1カ月後、世界一
過酷といわれる、アドベンチャーレースにチームで参加し準優勝。そし
て再び日本を旅の舞台とし、これまでの200座に新たな101座の
山 を々加えた301座をその集大成とするべく、日本百名山・日本2百
名山・日本3百名山を繋ぐ人力旅グレートトラバース3。2018年元旦
鹿児島県屋久島を出発し、1310日目2021年8月2日に301座となる
北海道利尻島まで、1万キロを超える距離を踏破した3年7カ月の壮
大な旅「後悔の無い旅」を振り返ります。

登録料不要

体験講座（登録料不要）

Kepler1649c_2　NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter
水星に近づく「みお」の
イメージ（JAXA提供）

西武鉄道「DORAEMON-GO！」

《霧染鉢「酔芙蓉」》 2019年　小形こず恵

しなの鉄道「ろくもん」

教
室
同
時

開
催

登録料
不要

えいち

現地集合・解散

※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。

7,590
14,520

4,950
9,240

2,860
1,980

よりどりパック 3講座以上の受講でお得！！


