
利休の創意のもと、侘（わ）び茶に叶う新たな茶碗を生
み出した樂（らく）家初代・長次郎。歴代もまた、長次郎
茶碗を精神的な軸とし、それぞれの茶碗を生み出してい
く。新たな当主となった16代の視線。一碗のために注が
れる炎のエネルギー、その伝統の在り方を伝えます。

樂家の窯
炎を紡ぐ
16代 
樂 吉左衞門
6月4日（日）
13：00～14：30
3,355円（税込）

昨年の中間選挙では民主党は善戦しましたが、分断した
国家の亀裂は回復せず、国際社会を大きく揺るがしてきた
トランプ政権後のかじ取りはいまだ困難です。アメリカの最
新状況、対中国、欧州の政策の変化、日米関係の新展開
について考え、2024年大統領選挙の動向も分析します。

アメリカ・バイデン政権の行方と
大統領選、
そして日本、世界
上智大教授 前嶋和弘
5月27日（土）
15：30～17：00
3,080円（税込）

曹洞宗大本山永平寺に参拝すると、ちり一つ落ちてい
ない廊下に皆さん驚かれます。それだけ掃除や片づけ
は、自己を見つめる禅の修行において徹底されます。公
認心理士・臨床心理士でもある講師が、日常生活の中
で実践できる「禅の教え」を分かりやすく解説します。

心とくらしが整う禅の教え
掃除・片づけを通して自己を見つめる
曹洞宗八屋山普門寺住職 
吉村昇洋
5月31日（水）
10：00～11：30
3,080円（税込）

家康には、桶狭間の戦い後や本能寺の変後に自害し
ようとしたとか、大坂夏の陣の直後に討ち死にしたとの
伝説があります。こうした伝説の真偽について語り合
い、家康の人物像に迫ります。

特別対談 家康伝説のウソ・ホント
静岡大名誉教授 小和田哲男 歴史研究家 小和田泰経
5月26日（金）13：00～14：30　3,355円（税込）

一般家庭から歌舞伎界に入り、10歳で十八代目中村勘
三郎さんの部屋子となり、「三人目のせがれ」として中村
屋の薫陶を受けてきた中村鶴松丈。御園座「陽春花形
歌舞伎」のお話や、幼少時より培った歌舞伎の魅力をお
聞きします。

芸談の会 
歌舞伎俳優・中村鶴松丈を迎えて
歌舞伎俳優 中村鶴松
三重大准教授 田中綾乃
4月8日（土）
19：00～20：30
3,520円（税込）
25歳以下2,310円（税込）

球界随一の投球術で中日ドラゴンズ黄金期のエースとし
て活躍した吉見一起さん。現役時代の裏話なども交え、2
年目を迎える「立浪ドラゴンズ」の開幕直前のチーム状
態、期待の新戦力紹介など、見どころをたっぷり紹介いた
だきます。月刊ドラゴンズ最新号付き。グッズ抽選もあり。

昇竜復活への道
開幕直前立浪ドラゴンズ総チェック！
野球解説者 吉見一起
聞き手：月刊ドラゴンズ記者 木村愛子
3月18日（土）10：30～11：30
3,300円（税込）　
高校生以下1,980円（税込）
協力：月刊ドラゴンズ

先史時代の始まりを決める指標は、「縄文なら土器」「弥
生なら水田稲作」「古墳なら前方後円墳」と言われます
が、出現した時点なのか、普遍化・普及した時点なのかを
巡って意見が分かれています。時代はどのように遷り変
わっていくのか、移行期について考察します。

縄文時代から古墳時代への道のり
各時代はどのように始まったのか
国立歴史民俗博物館教授 
藤尾慎一郎
4～6月（全3回）
第3水曜
10：30～12：00
9,075円（税込）

紙バンドを「切る・裂く・貼る・編む」の使い方で家具や雑
貨を作り、他素材と組み合わせて小さなお部屋に仕上げ
ます。

紙バンドで作る
小さなお部屋
D*taste®認定講師 
鈴木能封子
4～6月（全3回）
第4月曜
10：00～12：00
6,765円（税込）
※教材費別途

とても気軽に始められる楽器で
す。まずはコードを弾いてみましょ
う。慣れてきたらメロディーやアン
サンブルにもチャレンジ。ハワイ
アンからポップス、ジャズまで幅
広い楽曲を題材に、楽しくステッ
プアップしていきましょう。

みんなで楽しもう！ウクレレ入門
ウクレレ講師 中村和正
4月開講、初回4/18
第1・3火曜18：45～20：15
13,035円（税込・5回分）
※コピー代別途

いろいろな要素を含むオリジナ
ルダンスパフォーマンスの講座
です。バンテリンドームで出演
するチャンスも。

チアドラゴンズダンスレッスン
元チアドラゴンズメンバー NANAKA 3/17開講
【キッズA（年長～小学2年）】金曜16：30～17：20
【キッズB（小学3～6年）】同17：30～18：20
各18,370円（税込・10回分）
【ガールズ（中学生以上）】同18：30～19：20
22,770円（税込・10回分）
会場：イオンモール土岐
　　 （岐阜県土岐市）

今年は遠藤周作生誕100周年。数多くの作品を残してい
ますが、共通するのは自身の信仰経験を出発点として創
作に励んでいた点です。代表作「沈黙」を読み解くために
重要となる作品等を参照し、そのテーマが結実していく過
程に迫ります。

登録料不要

遠藤周作の世界
「沈黙」への道程
国際日本文化研究センター
博士研究員 
増田 斎
4～9月（全6回）
第4月曜13：00～14：30
18,315円（税込）

恐竜たちはどんな植物を見ていたのでしょうか。恐竜時代
の植物を紹介しながら、植物たちがどのように進化してきた
か、また植物化石を研究する古植物学という分野など、次
世代の子ども達に伝えるべき大切なことをお話しします。

福井県協力講座
恐竜が見た森 植物の進化と古植物学
福井県立恐竜博物館
研究・展示課長
寺田和雄
5～6月（全2回）
第2土曜
15：30～17：00
3,410円（税込） 深海ではいったい何が起こっているのでしょうか。潜水調

査船「しんかい6500」も数多くの発見を成し遂げてきまし
た。前期は「深海底の科学」をテーマに、海の誕生と終焉
（しゅうえん）、深海底研究の系譜、調査に使われている
機器、日本周辺に分布する海溝について解説します。

深海底漫遊記
見えない絶景を深海から見る（前期）
静岡大防災総合センター
客員教授 
藤岡換太郎
4～9月（全6回）
第1土曜15：30～17：00
18,315円（税込）

神秘的でロマンたっぷり。テストの点に縛られなければ、
楽しい世界。日常のあらゆるところで出会える数学を解き
明かします。初回のテーマは「桜と数学」。

１から学ぶ
大人の感動！
数学入門
元河合塾講師 
井上明子
4月開講
第3水曜
10：30～12：00
15,345円（税込・6回分）

ドラマ「名建築で昼食を」の原案にもなった講師著「歩い
て、食べる 東京のおいしい名建築さんぽ」の続編、「歩い
て、食べる 京都のおいしい名建築さんぽ」を基に、京都の
建築案内をします。建築さんぽの初心者編として、京都の
まち、名建築、食、おみやげなどについてお話しします。

甲斐みのりの歩いて、食べる 
京都のおいしい
名建築さんぽ
文筆家 甲斐みのり
4～6月（全3回）
第3土曜15：30～17：00
8,910円（税込）

日本仏像史の黎明期、飛鳥時代の法隆寺金堂の釈迦
三尊像、一光三尊形式や裳懸座など、その独特な造形の
源流を中国・朝鮮半島の作例にたどるとともに、日本にお
ける仏像の始まりについて解説します。また法隆寺に伝わ
る救世観音像と百済観音像や中宮寺の半跏思惟像も
取り上げます。

名作から学ぶ日本仏像史
東京藝術大教授 
松田誠一郎
4/10、5/8、6/12、
7/10、31、8/7（全6回）
月曜13：00～14：30
16,995円（税込）

奈良時代前期に焦点を合わせて、まず藤原不比等政権
の成立と四子の存在に注目し、次に次代の長屋王政権
の実態、「長屋王の変」と四子の動向など、事件の経過・
背景などについて詳細に解説します。

奈良時代
その実像に迫る（第1期）
元龍谷大教授 
木本好信
4～9月（全6回）
第4水曜
13：00～14：30
18,315円（税込）

14世紀は日本史上有数の激動の時代でした。鎌倉幕府
の滅亡後、南北朝内乱の中で成立した室町幕府が、南
朝との戦いや、室町幕府の内紛を発端とする観応の擾
乱（じょうらん）をどのように乗り越え、権力を確立するに
至ったのかを論じていきます。

南北朝内乱と室町幕府
帝塚山大准教授 
花田卓司
4～8月（全5回）
第2木曜13：00～14：30
14,960円（税込）

ドイツは、ナチス独裁のような統一性の強い印象もある一
方、連邦制のような緩い結合という印象もあります。ドイツ
二千年史における統一主義と連邦主義との相克を見て
いきます。

「緩いドイツ」と
「固いドイツ」
ドイツ国会理念の変遷
愛知県立大教授 今野 元
4/3、17、
5/15、29（全4回）
月曜15：30～17：00
11,660円（税込）

奈良県橿原市に所在する橿原神宮は、神武天皇を祭神
とする神社です。畝傍山の麓にある境内には杜が広が
り、明治23（1890）年の創建以来、多くの参拝者を集め
ています。その歴史をさまざまな観点から考察します。

橿原神宮の歴史をたどる
皇學館大特命教授 田浦雅徳ほか
【座学】5/16、30、6/20（火）10：30～12：00
【橿原神宮現地学習】
7/18（火）
13：30～15：00
11,935円
（税込・4回分）
※現地学習費別途

後悔は毒にも薬にもなり、うまく活用できれば自分の成長を
促せます。心理学的な根拠に基づきながら、どうすれば後悔
を回避でき、また後悔を活かせるのか、講師の著書「後悔を
活かす心理学」の内容や最新研究を基に説明します。

後悔を活かす心理学
後悔を回避し、自分を成長させるために必要なこと
筑波大准教授 
上市秀雄
5～6月（全2回）
第4木曜
10：00～11：30
5,940円（税込）

司馬遼太郎作品の中で縦横無尽に活躍し、私たちを魅了し続けてきた主人
公たち。歴史に名を残す登場人物たちの実像や現在の評価などを、第一線
で活躍する研究者が最新の研究成果を交えながら解き明かしていきます。

15,840円（税込・5回分）

石田三成は、何を目指して関ケ原合戦に臨んだのか？
司馬は、暗いイメージの三成を大きく変えましたが、三
成像は司馬の言うように「正義」を通したのか。政治史
や経済史、社会史も踏まえて、その実像を追います。

5月6日（土）15：30～17：00
石田三成 政治家としての姿
淡海歴史文化研究所所長 太田浩司

親鸞聖人生誕850年特別展
京都国立博物館
「親鸞―生涯と名宝」展の見どころ

国宝でたどる
東京国立博物館の150年
東京国立博物館
学芸企画部
東京国立博物館
百五十年史編纂室長 
惠美千鶴子
6月3日（土）
13：00～14：30
3,080円（税込）

最も有名な「忍者」として知られている服部半蔵。司馬
作品では「梟の城」や「最後の伊賀者」に登場する重
要な人物ですが、果たしてその実像とは。

6月3日（土）15：30～17：00
服部半蔵
三重大教授 山田雄司

伊勢宗瑞については、近年の研究で大きく書き改めら
れるようになっています。宗瑞はどのような経緯で東国に
来て、戦国大名に成長していったのか。講師著「戦国大
名・伊勢宗瑞」を基に、最新の成果を紹介します。

今年は浄土真宗を開いた親鸞聖人の生誕850年にあたりま
す。京都国立博物館で開催される特別展（3/25～5/21）では、
親鸞の生涯や浄土真宗寺院が所蔵する貴重な文化財が紹介
されます。展覧会担当者がそれらの魅力についてお話しします。

東京国立博物館は1872年に開催された湯
島聖堂博覧会を創立・開館としているため、
2022年に創立150年を迎えました。その記
念の年に、特別展「国宝 東京国立博物館
のすべて」を開催し、所蔵する全ての国宝89
件を展示しました。今回は、所蔵する国宝の
美しさや見どころとともに、150年の歴史を紹
介します。

7月29日（土）13：30～15：00
伊勢宗瑞（北条早雲）の実像
駿河台大教授 黒田基樹

長編「翔ぶが如く」で格別扱いされた桐野利秋と村田
新八。当初、司馬は村田を物語の主役にしようとし、薩
摩隼人の典型として桐野への期待と落胆がないまぜ
になっています。その思いと実像の落差を考えます。

8月5日（土）15：30～17：00
桐野利秋と村田新八
 ―「翔ぶが如く」の虚像と実像
歴史作家 桐野作人

「国盗り物語」の主人公の一人として描かれたことで、
知名度は全国区になった斎藤道三。いまだ「マムシ」イ
メージが強い道三の実像を、同作執筆時点から飛躍
的に進んでいる最新研究で比較しつつ見ていきます。

9月2日（土）15：30～17：00
「国盗り物語」と実像の斎藤道三
東洋大准教授 木下 聡

人類がさまざまな感染症に遭遇し、それらを克服し、生
き延びてきた歴史について、細菌感染症、ウイルス感
染症、その他の感染症の3回に分けて解説します。

感染症の歴史
人類と病原体との戦い
名古屋大名誉教授 荒川宜親
4/16、5/28、
6/11（全3回）
日曜10：00～11：30  
8,415円（税込）

メタバースの具体例として、大学を仮想化したデジタル
キャンパスを紹介し、その作り方や使い方を詳しく解説
します。また、学生がアバターとなって参加するメタバー
ス内での講義や実験などの活動を紹介します。

メタバース技術入門
アバターになって活動する
もう一つの世界の作り方と使い方
名古屋大大学院教授 
長尾 確
4～6月（全3回）
第4土曜
13：00～14：30
8,415円（税込）

3人の物理学者、クラウザー、アスペ、ツァイリンガー
は、量子もつれ光子を用いたベルの不等式の破れの
検証実験という功績により、2022年のノーベル物理
学賞を受賞しました。これはアインシュタインが問いかけ
た問題を解決した重要な発見ですが、専門外の人に
は難解な話だと思います。量子力学の基礎から説い
て、物理学の最前線にあたる彼らの研究の内容を紹
介します。

量子もつれとは何だろう？
量子力学の基礎から
2022年のノーベル物理学賞まで
名古屋大大学院教授 
谷村省吾
4/23、5/21、
6/25（全3回）
日曜10：00～11：30  
8,415円（税込）

「ダンシングヒーロー」や「マツケンサンバ」など、輪になって
楽しく「盆ダンス」を踊りましょう。肩痛の解消、足腰のト
レーニングにも最適です。

輪になって楽しく踊ろう
盆ダンス
桃踊会主宰 
森本 桃
4月開講
第4土曜
13：15～14：30
6,501円
（税込・3回分）

丸パターン108枚をリバティ布と花びらで色とりどりに作り
ます。お好きな色をメインに色彩豊かなグラデーションに
仕上げます。額は完全密封で、長時間きれいな彩りを楽し
むことができます。

花びらと
リバティ布の
コラージュ
hana塾主宰 吉田和代
4～6月（全3回）
第2日曜
13：00～15：00
8,415円（税込）※教材費別途

カリンバは、親指で簡単に音を出すことができます。オリ
ジナル教本と鍵盤シールを使うので、楽しく簡単に演奏
できます。優しい響きを感じながら、皆さんと楽しく合奏し
ましょう。

癒やしの音色 カリンバ
おてがるカリンバ協会
認定講師 
日比野泰江
4～6月（全6回）
第2・4火曜
10：00～11：00
13,662円（税込）
※テキスト代別途

Web
チラシから
カンタン
申し込み！

女
性限
定

会場：電気文化会館（地下鉄伏見駅から徒歩2分）

撮影・今井一詞

足利尊氏御判御教書
（京都府立京都学・歴彩館 東寺百合文書WEBより）

©中日ドラゴンズ

国宝 親鸞聖人影像（安城御影副本）（部分）
（賛・裏書）蓮如筆 室町時代（15世紀）

京都 西本願寺
（3月25日～4月2日展示）

北条早雲公像
（小田原市）
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4月  5日「親鸞 生涯と名宝」 
京都国立博物館研究員 上杉智英
4月26日「親鸞の絵伝と肖像
　　　  ―祖師信仰の美術」 
同研究員 井並林太郎
水曜10：30～12：00
6,050円（税込・2回分）

名古屋・栄
春の受講生募集

2023年4月期

※維持管理費を7月分より改定いたします。記載の受講料は、4月から（または初回から）受講した場合の金額です。　※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）

春から始まる新講座

アメリカ・バイデン政権の行方とアメリカ・バイデン政権の行方と
珠玉の講演会 登録料

不要

司馬遼太郎生誕100年企画 史実から探る登場人物の実像

文化財を守り伝える“知の拠点”国立博物館アカデミー

名古屋大学講師陣による
サイエンスセミナー


