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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。

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）

「似合う色＝パーソナルカラー」を取り入れ、美しい
姿勢を身に付けて、あなたの魅力が劇的にアップ
する方法をお伝えします。

あなたの似合う色パーソナルカラーからわかる
自分らしい輝き方
Seo Total Academy代表 
瀬尾姫民
11～3月（全5回）
第4土曜
10：30～12：00
16,775円（税込）
※教材費別途

「万葉集」には、壬申の乱で大海人皇子側の主
戦として活躍した高市皇子、父・大海人皇子と
夫・大友皇子の間で板挟みになった十市皇女ら
を巡る歌が収録されています。それらの万葉歌を、
「日本書紀」や「懐風藻」などを参照しながら読み
解き、乱とそれに関わる人々の姿をよみがえらせ
てみたいと思います。

「壬申の乱」と「万葉集」
佛教大教授 
土佐朋子
10/28、11/18、
12/16（全3回）
金曜
13：00～14：30
8,580円（税込）

壬申の乱の戦禍は、近江・大和だけでなく、河
内・伊勢・美濃など近畿・東海の広範囲にわた
り、「古代史上最大の内乱」と呼ばれています。こ
の乱をきっかけに、律令国家は急速に整備され、
「日本国」が誕生しました。天武天皇が「壬申の
乱」から何を学び、国政に生かしたかについて考
えてみます。

天武は「壬申の乱」から
何を学んだか？
奈良大准教授 相原嘉之
12月24日（土）
13：00～14：30
2,860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、その都・城の役割を
物語り、各時代の政治・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）

マッサンが創ったニッカウヰスキー
11月27日（日）　6,655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）

9月21日（水）10：00～11：00　1,705円（税込）
体験講座（登録料不要）

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）

聞いたことがないお経だな、難しそうだな、と思われ
るかもしれませんが、生きることの本当の意味と、生
きるよろこびが説かれた経典「無量寿経」の世界
を、一緒に旅しませんか。

経典を旅する②
「無量寿経」入門
真宗佛光寺派京都大行寺住職 
英月
10～12月（全3回）
第4月曜
10：30～12：00
8,415円（税込）

名古屋台湾学 
グローカルの視点からの
日台交流

「平家物語」を、琵琶を弾きながら語る伝統芸能
「平曲」について、歴史的・文化的背景を交えて解
説します。また、有名な章句を実際の琵琶演奏で
鑑賞し、その一部を体験します。

荻野検校顕彰会共催
名古屋ゆかりの語り芸「平曲」を学ぶ
伝承文化研究センター所長 林 和利
平家琵琶普及会会員 大野美子ほか
11～1月（全3回）
第2日曜13：00～14：30
6,765円（税込）

ジャーナリスト、作家 
野嶋 剛ほか
10～12月（全3回）
第3土曜15：30～17：00　8,910円（税込）

主に今から二千数百年前の弥生時代に焦点を
絞り、弥生人たちが大きな気候変動のうねりにどう
対処してきたのか、有用な資源をいかに持続させ
てきたのかを、最新の研究成果から紹介します。

愛知県埋蔵文化財センター協力講座
SDGsの考古学
環境と共生する弥生人
愛知県埋蔵文化財センター主任専門員 
樋上 昇
10～12月（全3回）
第3火曜10：00～11：30
8,250円（税込）

近畿中部（奈良・大阪）に接する伊賀・伊勢は、政
権の中心と周辺域の関係を考える上で、重要な古
墳・古墳群が多く営まれました。代表例を紹介し、
国家形成期となる古墳時代の意味を考えます。

東海と近畿―伊賀・伊勢の古墳文化
関西大非常勤講師 
今尾文昭
10～3月（全6回）
第4月曜
13：30～15：00
17,490円（税込）

「大化改新」の契機となった政変「乙巳の変」。史料
を再検討すると、王位継承を巡る激しい権力闘争
が背景にあり、真の首謀者が中大兄皇子らの他に
いたことが明らかになります。古代国家形成史上の
分水嶺となった「乙巳の変」の実像に迫ります。

「乙巳の変」の謎を解く
古代権力闘争の実像
学習院大講師 
遠山美都男
10/26、12/7、28（全3回）
水曜13：00～14：30
8,415円（税込）

戦国時代に「大敗」が起きた有名な古戦場ほど、後世にいろいろな伝承が広がっていきます。しかし、良
質な史料と地図を片手に現地を歩き、当時の住民の目線に立ってみると、また違った一面が見えてき
ます。そんな歴史散歩のこつを紹介しつつ、3つの古戦場について考えていきます。

当時の人々の目線から
戦国「大敗」現場の
歴史散歩
東京大史料編纂所准教授 
黒嶋 敏
10～12月（全3回）
第4土曜15：30～17：00
8,415円（税込） かつて内閣と並び立つ「枢密院」という天皇の最

高諮問機関があり、日本国憲法の施行により廃
庁となるまで、60年にわたって日本の政治に影響
を与え続けました。この枢密院から、どのような日本
の近代が見えてくるか考察します。

近代日本の「奥の院」
枢密院の真実
早稲田大非常勤講師 
望月雅士
10/5、11/2、30（全3回）
水曜13：00～14：30
8,415円（税込）

「平和の均衡」は脆く、一瞬で崩れることが、ロシア
のウクライナ侵攻で明らかになりました。危機の「震
源」はアジアにも潜んでおり、ほとんどは民族の対
立に起因しています。民族の闇をタブーなく徹底的
に暴きながら考えていきます。

「民族」で読み解く
世界史
著作家 宇山卓栄
10～1月（全4回）
第2月曜
13：00～14：30
12,540円（税込）

ロシア帝国の支配下にあった19世紀のアゼル
バイジャンの政治的・社会的状況を紹介しなが
ら、「帝国」とは何か、「民族」とは何かを考えます。

帝国ロシアと「創出」される
アゼルバイジャン民族
龍谷大准教授 
塩野﨑信也
10～3月（全6回）
第1火曜
15：30～17：00
15,510円（税込）

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。

論説委員と考える
「変容」する世界と日本
中日新聞・東京新聞 論説責任者 島田佳幸ほか
10月26日「ウクライナ情勢と新冷戦」米国・ロシア担当 青木 睦
11月30日「五輪に未来はあるか」スポーツ担当 高橋隆太郎
12月28日「どこへ行く日本の安全保障」政治担当 竹内洋一
 1月25日「世界のエネルギー潮流」環境・エネルギー担当 飯尾 歩
 2月22日「『ソフト』な安全保障」文化担当 三品 信
 3月22日「凶暴化する災害 日本・世界」防災担当 豊田雄二郎
水曜15：30～17：00　13,200円（税込）

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。

取材のウラ側 
中日新聞記者が見たニュースの現場
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
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）

自分の好みはどんな種類や焙煎のコーヒーでしょ
う。色々な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
伝授します。

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
10/9、11/13（全2回）
日曜13：30～15：30
5,940円（税込）
※教材費別途

睡眠の基礎知識を学び、スーパーボールを使用し
たセルフケア法や快眠体操など、眠れない人が実
際に試して効果が高かった睡眠改善のための実
践法を用い、眠れるカラダを目指します。

ぐっすり快眠できるカラダを目指す
おねむりトレーニング
日本快眠協会おねむり認定講師 
川添由起子
10～12月（全3回）
第4木曜10：00～11：30
7,755円（税込）
※教材費別途

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）

体が動かしづらいなどの悩みを楽しく解消！椅子に
座り、肩や股関節まわりをほぐす貯筋の運動で姿
勢改善。健康寿命を延ばしていきましょう！

シニア向け 元気運動ヨガ
東山ヨガ道場シニアヨガ講師 
恒川香枝
10～12月（全6回）
第1・3水曜10：00～11：00
14,190円（税込）

1922年11月4日、イギリス人考古学者ハ
ワード・カーターによって発見されたトゥトアン
クアメン（ツタンカーメン）王墓は、100年経っ
た現在も研究が続いています。当時起こった
宗教改革や混乱の社会情勢、少年王の日
常生活や健康状態など、王墓発見から最新
調査まで包括的に語ります。

トゥトアンクアメン王墓100周年記念講演
古代エジプトの魅力
エジプト考古学者、名古屋大准教授 河江肖剰
10月23日（日）10：00～11：30
3,300円（税込）

日本に公伝した仏教は天皇家とも深く関わるよう
になります。皇位継承の史実と天皇家と仏教の
関係を探訪し、明治時代以降の天皇家の系譜
についてもお話しします。

天皇と仏教と
皇位継承
早稲田大客員教授 
大塚耕平
12月4日（日）
13：30～15：00
3,025円（税込）

平安時代、朝廷の陰陽師として活躍した安倍晴明の一族は、そ
の後も鎌倉、室町幕府に仕え、応仁の乱の戦乱は、地方社会に
も民間の陰陽師が広がるきっかけとなりました。その代表例が、高
知県旧物部村の「いざなぎ流」です。「式王子」や「呪詛のとりわけ」
という、陰陽道に由来する呪術を駆使したその実像に迫ります。

呪術の中世史
佛教大教授 
斎藤英喜
11月26日（土）
13：00～14：30
3,080円（税込）

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）

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。

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）

秦の始皇帝は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。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。

「人生100年時代」と言われる現在、いかに最期
まで幸せに生きるかが重要なテーマです。かつて
の輝きを失ってしまった日本社会において、将来
への不安を取り除き、健康で豊かに暮らすための
ヒントを提供します。

幸福な人生 
100年時代に向けて
社会政策課題研究所所長 
江崎禎英
11月2日（水）
10：30～12：00
2,530円（税込）

きしめんはうどんを平たくしただけ？名古屋めしは
何でもかんでも味噌？モーニングサービスは名古
屋人がケチだから？そんな名古屋めしに関する誤
解を解き、当地の食文化の魅力をお伝えします。

間違いだらけの
「名古屋めし」
フリーライター 
大竹敏之
10月29日（土）
13：30～15：00
2,255円（税込）

©四方さつき

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。

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

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

国立国会図書館ウェブサイトより転載

宝塚1号墳（整備後）講師撮影

市原市指定文化財
《灰釉花文飛雲文浄瓶》

猿投窯
 平安時代前期（9世紀）
市原市教育委員会

平安京復元模型

土曜13：30～15：00　8,745円（税込・3回分）

生解説で
ニュースを
深堀り

戦服将軍俑 統一秦 秦始皇帝陵博物院蔵 一級文物

いっし

壬申の乱から１３５０年

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。

【第一部】13：00～14：00 
ジャパニーズウイスキー100年、
竹鶴政孝の生涯
ニッカウヰスキー顧問、竹鶴商品研究所代表社員
竹鶴孝太郎

【第二部】14：20～15：20
ウイスキー原酒の造り分けとブレンダーの
役割について
ニッカウヰスキーブレンダー室チーフブレンダー 
尾崎裕美

マッサンこと竹鶴政孝さんの孫
の孝太郎さんが、直接見聞きし
たマッサンの人生観やウイス
キー造りの考え方、数々の逸
話、祖母・リタさんとの生活など
を語ります。

蒸溜所や麦芽・酵母・たるなど
の違いによるさまざまな原酒の
造り分けや、ブレンダーの役割
について解説し、簡単なウイス
キーのブレンドを体験します。試
飲あり。

※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）
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秋の受講生募集
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秋から始まる新講座
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珠玉の講演会 聴いて良かったと思える、特別な学びをあなたへ

20歳以上対象

登録料不要

登録料不要


