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講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

神山里美の「癒しの寺歩き」 寺・コンシェルジュ
神山里美 7,755円 ③

第1火曜
10：30～12：00

鉄道と地形 日本地図センター客員研究員
今尾恵介 18,150円 ⑥第1月曜

13：00～14：30

大人の京都学 らくたび代表取締役
若村 亮 16,830円 ⑥第2木曜

10：30～12：00

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 14,575円 ⑤第1水曜

13：00～14：30

大阪・京都・奈良プレミアム拝観 京都産業大上席特別客員研究員
二村盛寧 9,075円 ③月1回

12：30～15：30

身近な薬草と薬膳 岐阜生物多様性研究会代表
田中俊弘 16,170円 ⑥月1回木曜

10：00～11：30

社会・自然科学

自分史・エッセイを書く 作家、日本ペンクラブ会員
吉村 登 14,850円 ⑥第2･4金曜

13：00～15：00

本を書きたい人のための
文章講座★

風媒社編集長
劉 永昇 16,830円 ⑥第1土曜

10：00～12：00

楽しく学ぶ文章講座 編集・出版 ゆいぽおと代表
山本直子 14,850円 ⑥第2･4土曜

15：30～17：30

豊﨑由美の書評道場 書評家
豊﨑由美 10,065円 ③第4日曜

15：30～17：30

小説を創る 中部ペンクラブ副会長
名村和実 16,830円 ⑥第4木曜

13：00～15：00

シナリオライター養成 脚本家・演出家
麻創けい子 14,850円 ⑥第2･4水曜

10：00～12：00

楽しい川柳

川柳入門
中日川柳会会長
荒川八洲雄 14,850円 ⑥

第1･3水曜
10：00～12：00

第2･4水曜
10：00～12：00

漢詩の手ほどき 東海詩偈会所属
村瀬虚風 14,850円 ⑥第1･3火曜

13：00～15：00

おもしろ川柳入門 番傘川柳本社同人
佐藤孔亮 7,755円 ③第3金曜

16：00～18：00

英語でHAIKU（俳句）を楽しむ 国際俳句協会会員
柴田鏡子 14,850円 ⑥第1･3日曜

13：00～15：00

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

短歌を楽しむ
コスモス短歌会会員
灯船同人 
吉田美奈子

14,850円 ⑥第2･4火曜
13：00～15：00

短歌 作り方・味わい方
中日歌人会顧問
名古屋市民文芸祭審査員
倉地亮子

14,850円 ⑥第1･3金曜
10：00～12：00

日曜短歌
名古屋学芸大短期大学部
名誉教授
荒川 晃

16,170円 ⑥
第4日曜

10：00～12：00

俳句への扉 現代俳句協会会員
馬場駿吉 14,850円 ⑥第2水曜

18：30～20：30

俳句に親しむ
『南風』主宰 現代俳句協会・
中部日本俳句作家会会員
宮崎眞澄

14,850円 ⑥第1･3金曜
15：00～17：00

探検・現代短歌 「未来」選者
大辻隆弘 16,170円 ⑥第3日曜

13：00～14：30

俳句教室 14,850円 ⑥第2・4火曜
10：00～12：00

わくわく俳句 ing
俳句入門

俳人協会会員
「笹」同人
黒部祐子 14,850円 ⑥

第3火曜
10：00～12：00

楽しく学ぶ俳句 俳人協会・日本文藝家協会所属
加藤哲也 14,850円 ⑥第1･3土曜

10：00～12：00

俳句を学ぶ 星霜主宰
岡田のり子 14,850円 ⑥第1･3水曜

10：00～12：00

はじめての俳句 「笹」編集長
佐藤美恵子

14,850円 ⑥第4金曜
10：00～12：00

創作

新世紀短歌教室 中部短歌会代表
大塚寅彦 16,170円 ⑥第2月曜

13：00～15：00

短歌のドア 歌誌「未来」選者
加藤治郎 16,170円 ⑥第3日曜

10：30～12：00

徒然草を読む 愛知県立大教授
伊藤伸江 14,850円 ⑥第2･4金曜

10：30～12：00

原文で読む「源氏物語」 岐阜女子大名誉教授
塩田公子 14,850円 ⑥第1・3金曜

10：00～12：00

松本清張の傑作短篇を読む

藤沢周平・10のテーマから愉しむ

早稲田大名誉教授
高橋敏夫 18,150円 ⑥

第4金曜
11：00～12：30

第4金曜
13：00～14：30

漢文を楽しむ　
「十八史略」の世界に遊ぶ

名古屋外国語大名誉教授
鵜飼尚代 14,850円 ⑥第1・3木曜

10：00～12：00

英詩を読む
Louise Glück 「The Wild Iris」

名古屋大名誉教授
岩崎宗治 14,850円 ⑥第2･4木曜

13：30～15：00

ノーベル賞作家
カズオ・イシグロを読む

南山大名誉教授
橋本 惠 15,510円 ⑥第3木曜

13:00～14：30

「平家物語」を読む 金城学院大名誉教授
中西達治 14,850円 ⑥第2・4木曜

10：00～11：30

芭蕉連句を読む 獅子門道統・俳文学会会員
大野鵠士 15,510円 ⑥第4火曜

13：00～15：00

源氏物語・全講
椙山女学園大名誉教授
武山隆昭
名古屋大大学院准教授
大井田晴彦

24,420円 ⑫月曜
10：00～12：00

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

新古今和歌集 王朝の雅を読む 京都産業大教授
小林一彦 16,830円 ⑥第3木曜

13：00～14：30

萬葉の歌びと 志貴皇子 三重大名誉教授
廣岡義隆 15,510円 ⑥第2水曜

10：30～12：00

中西進の「万葉集」   旅の歌 京都市立芸術大名誉教授
中西 進 10,725円 ③第3土曜

10：30～12：00

追跡・清少納言「枕草子」を読む 愛知淑徳大名誉教授
久保朝孝 13,530円 ⑥第1・3木曜

10：00～11：30

くずし字で楽しむ和歌 愛知淑徳大講師
日比野浩信 14,850円 ⑥第2･4火曜

13：00～15：00

文学

俳句をたのしむ
日本伝統俳句協会幹事
「笠寺」主宰
斉藤始子

14,850円 ⑥第2･4日曜
13：00～15：00

文学 社会・自然科学

芸術（鑑賞）

作品を通して、人生や生き方、そして現代に与えた影響など、
さまざまな角度から見た鷗外の魅力に迫ります。

私たちの生命を支えている植物。身近な植物
の意外な仕組み、日ごろの疑問、森や草原の
不思議を一緒に考えます。

源氏物語は、さまざまな形態の絵に描かれ、多
くは作中の歌とともに享受されてきました。海外
を含めた歌絵や物語絵の調査に基づき、絵と
歌と物語との関連を詳しく指南します。

鷗外没後100年記念・森鷗外記念館（津和野）協力講座
森鷗外 その文学世界 第三期

恋あり、陰謀あり、涙や笑いありと、歌人が織りなす
ドラマがひしめく「百人一首」。歌人たちの人生を分
かりやすく、面白く解説していきます。今期は三条右
大臣、紀貫之、中納言兼輔についてお話しします。

歴史ロマン百人一首の歌と生涯
歌人たちのドラマを楽しんで
現代歌人集会理事長 
林 和清
10～12月
（全3回）
第1木曜
14：00～15：30
8,745円（税込）

源氏物語
作中人物の絵と歌
名古屋大名誉教授
高橋 亨
10～3月（全6回）
第1水曜
13：00～14：30
14,190円（税込）

谷崎作品の筋（プロット）の面白さとはどのような
ものか。そして、現代の我々にとってその価値はど
こにあるのか。主要作品をじっくりと味わい、楽しみ
ながら考えます。今期は「痴人の愛」を読みます。

植物学入門
自然界の不思議
岐阜生物多様性
研究会代表
田中俊弘
10～3月
（全6回）
第3水曜
13：00～14：30
15,510円（税込）

土曜13：30～15：00　8,745円（税込・3回分）

最新の経済動向を中心に、企業の海外戦略、
金融問題など企業経営にとって不可欠な話題
を紹介、解説します。

真田先生の
最新！経済・金融レポート
愛知淑徳大教授 
真田幸光
10/3、11/7、
12/5、1/30、2/6、
3/13（全6回）
月曜
18：45～20：15
15,510円（税込） 天文学は理科系の学問に思われがちですが、決

してそんなことはありません。今回は、皆既月食や
火星、ふたご座流星群、2023年注目の天文
ショーなどについてお話しします。

星空へのいざない 天文楽入門
日本天文学会所属天文研究家
浅田英夫
10～3月（全6回）
第3月曜
13：30～15：00
15,510円（税込）

論説委員と考える 「動揺する世界」をどう読むか
新聞社説を基に、国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。

10～3月（全6回）第4水曜15：30～17：00　13,200円（税込）

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

10月8日「『渋江抽斎』―パンデミックと明治維新」
中京大教授 酒井 敏
11月12日「鷗外と美術―公私にわたる知られざる関係」 
常葉大教授 堀切正人
12月10日「遺言『石見人森林太郎トシテ死セント欲ス』の意味」
森鷗外記念館（津和野）館長 山崎一穎

中日新聞・東京新聞 論説責任者 島田佳幸ほか

取材のウラ側 中日新聞記者が見たニュースの現場
現場の第一線で長く密着取材して
きて見た、聞いたニュースの裏側を
含め、記事では伝えきれなかったエ
ピソードや今後の展開など、地元紙
の記者だからこそ語れる内容が満載
です。

月曜15：30～17：00
3回通し4,455円、1回のみ各1,705円（いずれも税込）
10月10日「開業間近！ ジブリパーク」 文化芸能部記者 谷村卓哉
11月14日「藤井聡太棋士の活躍と東海将棋界の夢」 文化芸能部記者 岡村淳司
12月12日「トヨタウォーズ 激動の自動車業界の裏側」 経済部記者 長田弘己

近現代文学の名作をじっくり読む
「谷崎潤一郎ワールド」の旅
南山大名誉教授 細谷 博
10～3月（全12回）
第1・3月曜
10：00～11：30
14,850円
（税込・6回分）
※テキスト代別途

現在名前が付いている物質は1億種類を超え
ていますが、それをつくる元素（原子の種類）は
90種類ほどです。元素や化学の本を数多く書
いている講師が、できるだけやさしく面白く元素
についてお伝えします。

私たち、肉や野菜、地球、
みんなをつくる
元素の話
東京大非常勤講師
左巻健男
10～12月（全3回）
第2木曜13：00～14：30
9,075円（税込）

古地図からは、作者や当時の人々がどのように
日本を捉えていたかを知ることができます。また、
都や城が築かれた場所や地形は、その役割を
物語り、当時の政治・社会の構造を反映してい
ます。なぜそこにできたのかを考察します。

地形で読む日本
都・城・町は、なぜそこにできたのか
京都大名誉教授
金田章裕
10～2月（全5回）
第2木曜
10：30～12：00
14,025円（税込）

台湾問題や尖閣問題などの課題に直面する
今こそ、日本と中国がたどってきた複雑な経緯
を客観的に知る必要があります。紆余（うよ）曲
折を経て発展してきた日中関係を基礎から理
解し、「台湾有事」を理性的に捉え、日本と中国
のあるべき姿を深掘り解説します。

日中関係と“台湾有事”を読み解く
日中国交正常化50周年を迎えて
名古屋外国語大名誉教授
川村範行
10～3月（全6回）
第2土曜
10：30～12：00
13,530円（税込）

映画やドラマ、小説などで
は、たくさんの犯罪が行わ
れています。現実離れした
ものも少なくありませんが、
極めてリアルなものもありま
す。犯罪心理学の観点か
ら分析し、犯罪映画、警察
映画のガイドも行います。

映画で学ぶ犯罪心理学
法政大教授
越智啓太
12～3月（全4回）
第2金曜10：30～12：00
12,100円（税込）

コロナ後の世界はどうなるか、予想されている
お金の崩壊は？100年人生は？など、大きな問
題点を科学的根拠に基づいて解説します。

武田邦彦の
「知のチカラ」
科学者
武田邦彦
10～3月
（全6回）
第2水曜
10：30～12：00
19,470円（税込）

「あなたは、あなたが食べたものでできている」と
いう言葉は正しく、筋肉も脳も食べたもので作
られます。老化や認知機能の低下に見られる
個人差は、あなたの脳の構成成分で決まると
言ってもいいのです。栄養学の最新知識ととも
に上手な食べ方をお伝えします。

スーパー食事術
東京大名誉教授
石浦章一
10～3月
（全6回）
第1金曜
13：00～14：30
17,160円（税込）

投薬はめまい発作の軽減にすぎず、根本的な
解決にはなりません。めまいについて正しく学習
し、自ら意識を変えることで「めまい改善」につな
げましょう。

頑固なめまいを治すためには
めいほう睡眠めまいクリニック院長
中山明峰
10/19、11/9、
12/21（全3回）
水曜
15：30～17：00
7,755円（税込）

日本初の全文訳「赤毛のアン」シリーズ（文春文
庫）の訳者が、11月上旬に発行の第7巻「虹の
谷のアン」の読みどころ、作中の英文学、聖書、
民族、地理を写真上映して解説します。

謎とき「虹の谷のアン」
翻訳家
松本侑子
10～12月
（全3回）
第3日曜
13：30～15：00
9,405円（税込）

教
室
視
聴

あり

没後40年を過ぎても変わ
らぬ人気を保ち続けるクリ
スティ。毎回1作品をひもと
きながら、トリックの分析、小
説に登場する英国文化、
物語が書かれた背景、映
画やドラマの情報などを通
して、その魅力に迫ります。

アガサ・クリスティを読む
ミステリーの女王、その世界と魅力
書評家 大矢博子
10～12月（全3回）
第2日曜13：00～１4：30
8,745円（税込）

漢字には古代の中国人の考え方や、使いこな
すために日本人が編み出した創意工夫などが、
浮き彫りになって見えてきます。漢字に隠された
さまざまな「謎」を通じて、その奥深い世界をご
紹介します。

辞書編集者のおとなの漢字謎解き
漢和辞書編集者
円満字二郎
10～3月
（全6回）
第2金曜
13：00～14：30
16,830円（税込）

生解説でニュースを深掘り

平安時代の陶器は、金属器や中国陶磁など、当時の人々が憧れた
器物のデザインを取り入れたものや、仏教文化を反映したものなど、
特有の発展を遂げました。古代と中世の転換期、目まぐるしい発展
と変化を見せた、平安のやきものの世界にご案内します。2回目は
同館特別展「平安のやきもの－その姿、うつろいゆく」を現地鑑賞。

20世紀美術を代表する巨匠ピカソとマティス。モダン・
アートの幕開けを告げる美術運動のリーダーとしてだけで
なく、絵画の可能性を追求した芸術の軌跡と20世紀美
術に果たした役割を検証します。

スペインが富と権力で手に入れた膨大な絵画作品を核と
し、多くの名品を持つ最も魅力的な美術館の一つ、プラド
美術館の至極の作品群について読み解いていきます。

旧約聖書の中から主要人物6人を取り上げ、その人物に
ついて名画を通して学びつつ、新約聖書との関係、また
ユダヤ教、イスラム教との影響関係を探ります。

愛知県陶磁美術館協力講座
平安人の愛したやきもの
400年のうつろいから平安史をたどる
同館学芸員 大西 遼
講義：11月17日（木）
現地鑑賞：11月30日（水）
13：00～14：30　4,620円（税込・2回分）

展覧会制作から見た
作家・コレクションの魅力
ピカソとマティス
名古屋市美術館参与
深谷克典
10～3月（全6回）
第2日曜10：30～12：00
18,150円（税込）

名画を読み解く プラド美術館の名品群
フランス国立ルーヴル学院卒
西洋美術史講師
矢澤佳子
10～3月（全6回）
第3水曜
13：30～15：00
15,510円（税込）

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
10～3月（全6回）
第4金曜10：30～12：00
15,510円（税込）

芸術家には不思議なつながりがあります。夏目
漱石のように絵画に情熱を注いだ小説家もい
ます。そうした芸術家たちの心の結び付きやエ
ピソードを交え、美術を楽しみます。

太田治子の
土曜美術館
芸術家の愛
作家 太田治子
10～3月（全6回）
第1土曜
13：30～15：00
20,130円（税込）

桃山時代の絵画を代表する狩野永徳の作品
を徹底的に分析し、画家永徳の真の凄みを味
わいながら、足利13代将軍義輝、織田信長、
豊臣秀吉との関わりにも注目します。

日本絵画鑑賞のツボ
美術史家
狩野博幸
10～3月（全6回）
第4金曜
13：30～15：00
17,490円（税込）

能・狂言の魅力と鑑賞方法を基礎の基礎から
手ほどきします。ビデオ鑑賞を交え、視覚的な鑑
賞ポイントを説明します。

能・狂言鑑賞の手引き
伝承文化研究センター
所長
林 和利
10～3月（全6回）
第3土曜
10：30～12：00
15,510円（税込）

現役能楽師が能の謡本を読み解き、型や能
面、装束の解説を加えながら能の歴史、魅力、
楽しさをお伝えします。

能楽鑑賞入門
能役者が誘う 幽玄の世界
能楽協会名古屋支部相談役
観世流名誉職分
久田勘鷗
10/20、11/10、
12/22（全3回）
木曜
15：30～17：00
7,095円（税込）

歌舞伎は古典ではなく、日本の世界に冠たる
現代活劇です。歌舞伎の名作狂言の多様さ、
立役女形の繰り広げる名演技の数々に感動
します。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
10～3月（全6回）
第1火曜
13：00～14：30
16,830円（税込）

歌舞伎の作品鑑賞と解説とともに、江戸の「い
き」な世界から日本の暮らしと文化、ひいては日本
の文化力までお話しします。「まじめに楽しく」学び
つつ、皆さまを希望に満ちた未来へいざないます。

歌舞伎と
日本文化
日本文化研究者
深谷 大
10～3月（全6回）
第2木曜
14：30～16：30
16,830円（税込）

ドラクロワとヴェルディ、フラ・アンジェリコとクリ
スマスの歌など、美術と比較して音楽を探求し
ます。時間芸術と空間芸術の差は大きいです
が、受ける印象は似通った作品があります。

青島広志の音楽の楽しみ方
美術と音楽の関係を考える
作曲家
青島広志ほか
10/24、11/21、
12/12（全3回）
月曜
15：30～17：00
10,065円（税込）

毎回、著名な音楽家を取り上げ、ワンポイント
解説後、その生涯や作品を音と映像で紹介、
お楽しみいただきます。新しいクラシックの一面
が見られるかもしれません。

なるほどザ・クラシック
指揮者
永友博信
10～3月（全6回）
第2火曜
13：00～15：00
15,510円（税込）

「江戸・明治を感じさせる噺家」と呼ばれる菊之
丞さん。寄席の裏話なども交えながら、落語の
魅力を存分に味わってもらいます。講座では一
席落語を行います。

古今亭菊之丞の
落語の魅力
落語家
古今亭菊之丞
10～3月（全6回）
第2木曜
15：30～17：00
20,130円（税込）

決まり事を知るだけで、何気なく見ていた庭園
がより一層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
10～3月
（全6回）
第1木曜
13：00～14：30
18,810円（税込）

教
室
同
時

開
催

登録料不要

巨匠と呼ばれた映画監督が映画史に残した代表作と、彼らが最後
にたどり着いた引退作（遺作）の違いを考察します。スクリーン上でロ
ケ地を訪れるシネマ紀行も楽しみます。

映画の評価を左右する映画音楽。今回はアメ
リカの1980年代以降の名作映画を取り上げ、
映画における音楽の役割を探ります。

世界シネマ紀行 賞に輝く映画監督の代表作と引退作（遺作）
筑波大名誉教授 今泉容子
10～3月（全6回）第3土曜13：00～14：30
24,090円（税込）

映画音楽で世界一周
アメリカ編1980年代以降
9月17日（土）15：15～16：15　2,805円（税込）

フランス王妃マリー・アントワネットは、大の日本漆好きで
した。ダイヤモンドより漆を愛した母マリア・テレジアのコレ
クションを引き継ぎ、さらにヴェルサイユ宮殿には漆蒔絵
のフランス家具などを所持していました。コレクションの魅
力などを詳しく紹介します。

マリー・アントワネットの宝物
漆コレクション
ヨーロッパ文化研究家
高木美香
10～3月（全6回）
第2火曜
13：00～14：30
15,510円（税込）

国立国会図書館ウェブサイトより転載

マティス「赤い部屋（赤の調和）」1908年

市原市指定文化財《灰釉花文飛雲文浄瓶》
猿投窯　市原市教育委員会

ベラスケス作「織女たち（アラクネの物語）」 ドレ「モーセの十戒」

教室同時開催

平安京復元模型

皆既月食

教
室
同
時

開
催

日本の各地域と海外が結びつき、地球規模で学び合う国際交流のトレンド「グローカル」。「名古屋
めし」の象徴・台湾ラーメン、中日ドラゴンズで活躍した郭源治、大豊ら台湾選手たち。そんな名古
屋と台湾の関係を詳しく紹介します。11・12月は野嶋講師が聞き手を務めます。
協力：日台交流サロン・日台若手交流会

名古屋台湾学 グローカルの視点からの日台交流
10月15日「なぜ『名古屋台湾学』がいま必要なのか？」
ジャーナリスト・作家 野嶋 剛
11月19日「創業者が語るメニュー開発秘話」
台湾料理店「味仙」創業者 郭 明優
12月17日「台湾選手訪日の仕掛け人が明かす選手たちとの交流」
元中日新聞新城西専売所長 松井秀郎
土曜15：30～17：00　8,910円（税込・3回分）


