
小惑星探査機はやぶさ2はC型小惑星リュウグウを訪れ、表面探査をするとと
もに5.4グラムの試料を表面の2カ所から採取しました。この試料は、2020年
12月に地球に投下され、回収・分析が進められています。現在までに公表さ
れた分析結果から、リュウグウの砂が語る太陽系形成の歴史をお話しします。

はやぶさ2の砂から
何が分かるのか？
名古屋大大学院教授
はやぶさ2プロジェクト・サイエンティスト
渡邊誠一郎
9月18日（日）10：00～11：30
3,300円（税込）

紀元前221年、秦の始皇帝は中国全土を統一
し、空前の大帝国をうち建てます。そして自らの
権力を誇示するかのように、かつてない規模の
墓とそれを守る地下の軍団、兵馬俑を作らせま
した。スライドを用いながら、始皇帝陵におけるさ
まざまな発見を考古学的に解説します。

仏像の制作と修復を仕事とする宮木さんと、奈良国立博物館でずっと仏像と過
ごしてきた西山さんが、仏像の魅力を語り合います。聴いていただくと、間違いな
く、仏像がもっと好きになります！

始皇帝陵の成立
兵馬俑の発見と秦人の遺跡
駒澤大准教授 角道亮介
10月1日（土）13：00～14：30
4,180円（税込）
※「兵馬俑と古代中国」展
　（名古屋市博物館）チケット付き
※チケットなしは2,860円（税込）

仏像を造る、仏像を直す、仏像に会う
仏像彫刻・修復家
宮木菜月
奈良国立博物館名誉館員
西山 厚
10月8日（土）
10：30～12：00
3,850円（税込）

倭国と呼ばれた日本の古代国家がどのように成立してき
たのか、その過程を5・6世紀を中心に、「古事記」「日本書
紀」および諸国の風土記に記された伝承や系譜の分析
から読み取ります。

2022年は象形文字ヒエログリフが解
読されて200年、ツタンカーメン（トゥトア
ンクアメン）王墓が発見されて100年と
いうエジプト考古学にとって記念すべき
年です。DNA検査や未知の室の想定
など最新の研究情報を踏まえながら、
従来とは異なる視点からこの特異な王
墓が意味するものを読み解きます。

倭国 日本古代国家は
いかに形成されたのか
神戸大大学院教授
古市 晃
11～3月（全5回）
第4金曜
13：00～14：30
14,025円（税込） 太平洋戦争開戦前、日本陸軍が動員した経済学者たち

から日米の圧倒的な経済力の差や同盟国ドイツの経済
力の限界が指摘されていました。なぜ現代からは無謀と見
える対英米開戦へと至ったのか。その過程を主に経済の
側面から考えるとともに、過去の教訓を現代社会にどう生
かすことができるのかを考えます。

経済的側面から見た
日米開戦
慶應義塾大教授 牧野邦昭
10/17、11/14、12/12（全3回）
月曜10：30～12：00
8,910円（税込）

モーツァルトやショパンなど有名な作曲家の生涯をたど
り、それぞれの作曲家がお互いどのように関わっていたの
かを、グランドピアノの生演奏を交えて楽しくお話しします。

名古屋音楽学校共催
大作曲家の生涯と、そのつながりを探る
名古屋芸術大名誉教授 河原元世
10～12月（全3回）
第3月曜
10：30～12：00
10,131円（税込）
会場：名古屋音楽学校
　　    （地下鉄栄駅より徒歩5分）

日蓮を慕い、法華経を生活の根本としていた法華衆の絵
師や職人たちは、どんな作品を残したのか。信仰と造形の
知られざる関係に迫ります。琳派と浮世絵、そして西洋で
生まれた印象派の意外な接点とは？

日蓮生誕800年記念
法華衆の芸術
琳派から現代アートまで
ライター、美術史家
高橋伸城
10～3月（全6回）
第4水曜13：00～14：30
16,830円（税込）

芸術に絶大な影響を与えた南欧の叙事詩はロマンにあ
ふれています。古代ギリシャ・ローマの名作に触れた後、
ルネサンスの騎士道文学、そして全欧で大人気を博した
恋と冒険の物語「エルサレム解放」（1581年）の世界を
音楽・絵画・演劇に関連付けて解説します。

映像とともに巡る南欧文学・芸術の世界
騎士・英雄・美女たちの物語
愛知県立芸術大教授 水野留規
12～6月（全6回）※3月休講
第1金曜13：30～15：00
15,840円（税込）
※テキスト代別途

基本の上製本ノートで仕立てる旅ノート、モリスの壁紙を
使ったカルトン（書類挟み）、スターブックの手法を使った
飾りの3種類を作ります。

KaoPoKの
手製本教室
KaoPoK
カオポック
10～12月（全3回）
第3日曜
10：00～12：30
8,415円（税込）
※教材費別途

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）がついに科学
観測を開始しました。JWSTが覗かせてくれるであろう銀
河の誕生と、それに伴って起こった宇宙の再電離と呼ば
れる相転移現象について見ていきます。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で迫る
銀河の誕生と宇宙の相転移
名古屋大特任助教
柏野大地
10～11月（全2回）
第4日曜
10：00～11：30
6,600円（税込） 地震は、プレートテクトニクスという地球全体の動きに伴

い世界中で発生しています。宇宙からの観測や海底観測
といった科学技術のフロンティアから分かってきた知見、
特に南海トラフ地震についてはその仕組み、臨時情報や
備えもお話しします。

地震を理解する
名古屋大環境学研究科長・教授
山岡耕春ほか
10～3月（全6回）
第1日曜
10：00～11：30
15,510円（税込）

日本人の生活様式や考え方の奥深くに存在し続けてき
た神道は、日本古来の固有の民族信仰といわれます。そ
の古代から現代に至るまでの歴史を通史的に学んでいく
神道史の入門編です。

神道史入門
神と日本人との
歴史をひもとく
皇學館大助教
髙野裕基
10～2月（全5回）
第3火曜10：30～12：00
13,750円（税込）

テーマや主人公のキャラなど、受講生それぞれの個性は
直さず、文章、創作技術のこつを教示して、誰もがプロ並
みのテクニックを持てるよう指導します。

小説の書き方入門
独自の文体を手にして、
プロの作家になろう
小説家、元名古屋芸術大
文芸コース教授
荻原雄一
10月開講
第1・3金曜19：00～20：30
16,830円（税込・6回分）

「糸トレ」は、板に打った釘に糸をかけて模様を作る「糸か
け」を楽しみながら効果が期待できる、「脳トレ」コンテン
ツ。輪ゴムや押しピンなど身近な材料を使って指導できる
ようになる、指導者養成講座です。

介護福祉教育糸かけ支援士資格認定講座
糸トレマイスター
糸かけデザイン研究所糸かけ師
市石真奈美
11～12月（全2回）
第1日曜13：00～15：00
28,600円（税込）
※教材費・認定費含む

両手にグリップが付いた専用ポールを持って歩くことで、
上半身を積極的に動かす全身運動に。通常のウォーキン
グよりもより短時間で安全に運動効果がアップします。

良い姿勢を獲得！
始めてみよう！
ポールウォーキング
ACEフィットネストレーナー
柘植美沙子
10～12月（全6回）
第2・4木曜
11：30～13：00
14,190円（税込）※教材費別途

愛知県にはかつて300を超える城がありました。遺構、地形、地名など、
今に残る城の名残を調べながら楽しく歩きます。10月「古渡城と中区の
城」（中区）、11月「吉田城と東海道吉田宿」（豊橋市）、12月「岡崎城に
入らない岡崎城巡り」（岡崎市）。

歩いて巡る愛知の古城、史跡
戦国史跡ナビゲーター
七種英康
10/22、11/19、
12/17（全3回）
土曜13：00～15：30
8,085円（税込）
※現地集合・解散

関ケ原合戦については、関ケ原で行われなかったという大胆な説も現れて
います。それらの新説は正しいのか。軍記ものではなく、古文書という一級
史料から三成の立場に立って、この合戦の真相に迫ると同時に、新説とは
別の合戦観も描き出します。11/30は野外学習（現地集合・解散）。

関ケ原合戦の真相
石田三成から見た戦いの姿
前長浜城歴史博物館館長
太田浩司
10/19、11/16、30（全3回）
水曜13：00～14：30
8,415円（税込）

戦いに至る経緯から終結までを初心者向けに分かりやすく解説し、実際
に城跡を歩きます。今回は羽柴秀吉の陣城・楽田城と徳川家康の陣
城・小牧山城を歩きながら、戦い時の痕跡をたどります。11月、12月は野
外学習（現地集合・解散）。

小牧・長久手の戦いの
城跡を訪ねて
家康・秀吉の陣城編
岩崎城歴史記念館学芸員
内貴健太
10/9、11/13、12/25（全3回）
日曜13：00～14：30
8,415円（税込）

庭園の見方を知ると、見えてくる景色
も変わります。日本庭園の歴史や文化
だけではなく、作庭家やその庭を手入
れする庭師、持ち主などのエピソードま
で紹介します。11/25は野外学習（現
地集合・解散）。

一度は行ってみたい京都「絶景庭園」
庭園デザイナー 烏賀陽 百合
11/18、25、12/16（全3回）
金曜10：45～12：15
8,745円（税込）
※野外学習費別途

縄文、弥生、古墳時代。あなたの住む近辺はどんな地形や環境だったの
でしょう。考古学の専門家と一緒に街の遺跡を訪ね歩きます。10月「名
古屋最古の遺跡は都会のド真ん中」（中区）、11月「犬を抱いた縄文人
と巨大な濠の弥生ムラ」（瑞穂区）、12月「東海地方最大の弥生ムラ・
朝日遺跡」（清須市）ほか。

あいち考古学ウオーキング
古代遺跡を訪ねて
古代邇波（にわ）の里・
文化遺産ネットワーク副理事長 服部哲也
10～3月（全6回）第2火曜9：30～12：00
※12月のみ第1週（12/6）
17,490円（税込）※現地集合・解散

徳川家康は遅咲きの苦労人です。自立するまでに多くの苦難や屈辱を
なめてきました。家康が経験した主だった合戦を通じて、家康が天下人に
昇りつめていく要因を考えます。

家康、天下人への戦い
信長・信玄・勝頼・秀吉との協調と合戦
歴史作家 桐野作人
10～3月（全6回）
第4木曜13：00～14：30
16,170円（税込）

豊臣秀吉の下、五大老として徳川家康と肩を並べ、愚直なまでにナン
バー2に徹した加賀藩藩主・前田利家。徳川家康の次男に生まれ、豊
臣秀吉の養子となり、越前松平家・福井藩の祖となった結城秀康。家
康との関わりから両武将の生きざまに迫ります。

源頼朝が幕府を置いて以来、鎌倉は武家の都として栄えてきました。
現在でも、多くの神社や寺院が存在し、かつての繁栄をしのばせる史
跡もあちこちに残されています。鎌倉のまちづくりがどのように行われ、
発展したのかを、大河ドラマの登場人物ゆかりの史跡にも触れながら、
詳しく解き明かします。

源実朝「金槐和歌集」 
悲劇の将軍の歌と生涯
現代歌人集会理事長 林 和清
11月6日（日）
13：00～14：30
3,025円（税込）

1世紀に及ぶ戦国時代を克服し、世界史でも珍しい「長期の平和（パク
ス・トクガワーナ）」を達成した徳川社会の政治・経済・社会・文化につい
て考えます。そして、この「平和」により、新たな江戸時代のイメージを獲得
するとともに、現代が課題とする「戦争」「命」「環境」「格差」「教育」など
の課題へのアプローチとします。

ペリー来航とともに顕在化・激化する幕
末の政治動乱は、「開国・攘夷」「一橋
派・紀州派」などの対立とともに、民衆
社会に広がった武力をどのように編成
するか、その主導権の争いでもありまし
た。幕末の歴史作品などを例に、その歴
史的事実・背景に迫ります。

江戸時代を問い直す
東京学芸大名誉教授
大石 学
①平和の達成
10/4、11/1、29
（全3回）
火曜13：00～14：30
8,910円（税込）
※テキスト代別途

②「幕末動乱」の時代
10/4、11/1、29（全3回）
火曜15：00～16：30
8,910円（税込）※テキスト代別途

武家の都・鎌倉の実像
東京大史料編纂所教授 高橋慎一朗
11月12日（土）
13：00～14：30
3,025円（税込）

江戸時代最大のベストセラー「東海道中膝栗毛」を巡る、江戸学博士2人の対
談が実現！おなじみの弥次喜多珍道中に隠された、江戸時代から現代につなが
る名古屋文化のルーツなど、面白くてタメになる話をお楽しみください。

弥次喜多道中おもしろ話 江戸と名古屋
江戸文学研究者 棚橋正博
日本文化研究者 深谷 大
10月1日（土）15：30～17：00
3,135円、大学生まで1,155円
（いずれも税込）

登録料不要

新たな視点で読み解くツタンカーメン王墓
中部大教授 中野智章
10～1月（全4回）
第4土曜15：30～17：00
11,220円（税込）

Webチラシ
から
カンタン
申し込み！

著書「名古屋の喫茶店」「なごや
じまん」など、名古屋の情報を発信
する人気ライター・大竹さんが語
る、数多の交流で出合った「なご
やめし」にまつわるイイ話。人、店、
土地…心温まる、知られざるエピ
ソードをふんだんに。毎回、名古屋
ゆかりのお土産をプレゼント。

なごやめし いい店・いい人・いい話
フリーライター 大竹敏之
11～3月（全5回）
第3土曜15：30～17：00
14,025円（税込）

東北・北陸地域では、主に冬の暮らしの備え、生きる知恵の
結晶として、それぞれ独自の食文化として脈 と々受け継が
れ、愛されてきた発酵食。そんな個性豊かで暮らしの息遣い
を感じる、奇跡の発酵文化を5県がリレーしてお届けします。

福井、石川、岩手、秋田、青森県協力講座
発酵文化を学ぶ 地域に根付く発酵食
郷土料理研究家
佐々木京美ほか
10/21、28、11/18、25、
12/16（全5回）
金曜15：30～17：00
11,000円（税込）

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）

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の後半に登場する三代将軍・源実
朝。血なまぐさい権力争いを憎み、和歌の世界に心を遊ばせた感性豊
かな歌人でもありました。悲劇の結末を迎える実朝の歌と生涯を映像
と共に分かりやすくお話しします。

戦服将軍俑 統一秦 高さ196㎝
秦始皇帝陵博物院蔵 一級文物

NASA, ESA, CSA, and STScI

教
室
同
時

開
催

石川県、福井県協力講座
徳川家康との関係を読み解く
前田利家公・結城秀康公
石川県立歴史博物館学芸主幹
濱岡伸也
福井県文書館主任 
長野栄俊
10/7、14（全2回）
金曜
15：30～17：00
4,400円（税込）

仏像に会いに行こう！
仏像イラストレーター 田中ひろみ
10～12月（全3回）
第1土曜10：30～12：00
8,745円（税込）
イラストレーターの独特の感性で、仏
像鑑賞を楽しむ基礎知識や仏像の魅
力を解説します。今期は法隆寺や東寺
とそれら周辺のお寺の仏像を取り上げ
ます。11月は名古屋市熱田区で野外
学習（現地集合・解散）。

法隆寺「釈迦三尊像」

教
室
同
時

開
催

国立国会図書館「NDLイメージバンク」より

名古屋・栄
秋の受講生募集

2022年10月期

※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）

秋から始まる新講座

登録料
不要

話題は「鎌倉」から「徳川」へ いざ、学びの旅へ


