
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

日本の地名を深読みする 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

京都の川 京都産業大教授
鈴木康久 14,300円 ⑤第3金曜

13：00～14：30

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 16,335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

豊崎由美の書評道場 書評家
豊崎由美 10,065円 ③第4日曜

13：00～15：00

小説を創る 中部ペンクラブ副会長
名村和実 16,995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

小説の書き方入門 小説家、元名古屋芸術大教授
荻原雄一 16,830円 ⑥第1・3金曜

19：00～20：30

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

日曜短歌
名古屋学芸大短期大学部
名誉教授
荒川 晃

16,335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 15,015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 16,335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 15,015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

はじめての俳句 「笹」編集長
佐藤美恵子

15,015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 16,335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 16,335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

藤沢周平の傑作短編を読む
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

カズオ・イシグロの世界を読み解く 南山大名誉教授
橋本 惠 15,675円 ⑥第3木曜

13：00～14：30

騎士・英雄・美女たちの物語 愛知県立芸術大教授
水野留規 15,840円 ⑥第1金曜

13：30～15：00

谷崎潤一郎ワールドの旅 南山大名誉教授
細矢 博 14,850円 ⑥第1・3月曜

10：00～11：30

芭蕉の言葉「去来抄」を読んでみよう 獅子門道統・俳文学会会員
大野鵠士 15,675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 高市黒人を読む 三重大名誉教授
廣岡義隆 15,675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

源氏物語作中人物の絵と歌 名古屋大名誉教授
高橋 亨 14,355円 ⑥第1水曜

13：00～14：30

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）
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生誕120年の棟方志功（青森）と小林多喜二（秋田）、生誕150
年の泉鏡花（石川）、また東京駅や日本銀行本店など、日本を代
表する名建築を手掛けた近代建築の父・辰野金吾（岩手）。明
治・大正を彩った彼らの功績と生涯、ゆかりの地、美術館などを紹
介します。

青森、秋田、岩手、石川県協力講座
明治・大正・昭和を彩った
文化人ゆかりの地を巡る旅
小林多喜二生誕の地碑保存会会長 松坂敏悦ほか
5～7月（全4回）
特定金曜15：30～17：00
6,875円（税込）

森鷗外の文学の魅力や意義を、坪内逍遥、二
葉亭四迷、夏目漱石、島崎藤村、永井荷風、谷
崎潤一郎、さらに村上春樹まで、人としての交流
や作品相互の交響を紹介、考察していきます。

森鷗外と人々の物語
岐阜大名誉教授 
林 正子
中京大教授 酒井 敏
4～9月（全6回）
第2土曜
13：00～14：30
17,655円（税込）

源平の争乱から遠く時を隔た現代にあっても、
私たちはこの古典を「いまこのとき」に呼び戻
し、再生させています。受容という視点を手がか
りに、平家物語の魅力に迫ります。

「平家物語」と受容の諸相
元名古屋大教授 
榊原千鶴
4月開講
第1・3木曜
10：30～12：00
14,850円
（税込・6回分）

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。
今期は謙徳公、曽根好忠、藤原義孝と藤原道
信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
4/6、6/1、29（全3回）
木曜
14：00～15：30
8,745円（税込）

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
4～6月（全3回）
第2日曜
13：00～１4：30
8,745円（税込）

アンとギルバートの恋、育ての母マリラと生みの
母の愛、冒頭のテニスン詩など作中の英文学、
登場人物の民族、執筆時の著者モンゴメリな
ど、作品の魅力と背景を解説します。

謎とき
「アンの愛情」
翻訳家 松本侑子
4/16、5/21、
6/25（全3回）
日曜
13：30～15：00
9,405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
4～9月（全6回）
第2金曜
13：00～14：30
16,995円（税込）

今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
4～9月（全6回）
第2水曜
10：30～12：00
19,635円（税込）

昨年ノーベル賞を受賞した「古代DNA研究」で
すが、日本ではほとんど知られていません。多様
な文化を復元する最新研究について、西アジ
ア遺跡調査の成果も含めて紹介。私たちホモ・
サピエンスの特徴について再考します。

ネアンデルタール人の研究最前線
知られざる旧人文化の多様性
名古屋大学博物館教授 
門脇誠二
4～6月（全3回）
第3木曜
10：00～11：30
8,415円（税込）

経済ニュースでは、経済の基礎的な理論や仕
組みまで解説できるわけではありません。数学を
使わずにさまざまな分野の経済学の基礎的な
理論や専門用語について分かりやすく紹介し、
時事的な経済問題も解説します。

今さら聞けない経済学の初歩の理論
岐阜聖徳学園大教授
加納正二
4～9月（全6回）
第4金曜
13：00～14：30
16,665円（税込）

人気ライターが数多くの取材で出合ったとって
おきの話。根っからの愛知人さんも、愛知をもっ
と知りたい人も、「えっ」「ほー」「ふーん」のエピ
ソードが盛りだくさん。

名古屋めしからヤフーニュースまで
フリーライター大竹敏之の
取材裏話
フリーライター 
大竹敏之
4～9月（全6回）
第1土曜
15：30～17：00
16,995円（税込）景観は、さまざまな時代に、さまざまな人々が関

わってつくられてきました。そのため、歴史の流
れを色濃く反映して、複雑な構成となっていま
す。景観の歴史を読み解くための見方や考え
方、その意義について考えていきます。

景観から読み解く日本の変遷
景観史へのいざない
京都大名誉教授 
金田章裕
4/7、6/2、30、7/7、
8/18、9/1（全6回）
金曜13：00～14：30
16,995円（税込）

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
4/3、5/29、6/5、
7/3、31、9/4（全6回）
月曜18：45～20：15
15,675円（税込）

“習近平の中国”は西欧の資本主義、旧来の
社会主義でもない、第三の国家像を目指して
います。日中関係学会副会長を長年務め、中
国政治・外交の舞台裏に精通した専門家が、
習近平の戦略を深掘り解説します。

習近平三期目の中国の行方
「中国式現代化」へ体制は盤石か？
名古屋外国語大名誉教授 
川村範行
4～9月（全6回）
第2土曜
10：00～11：30
13,695円（税込）

栄養摂取の基礎や老化を遅らせる秘訣（ひけ
つ）を紹介します。無理のない運動習慣で、摂
取した栄養を効率よく身に付けるためのヘルス
リテラシーの重要性を学びましょう。

老化を防ぐ
栄養学
東京大名誉教授 
石浦章一
4～9月（全6回）
第4木曜
13：00～14：30
17,325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
4～9月（全6回）
第2金曜
10：30～12：00
18,315円（税込）

21世紀を迎えた世界で、次々に露わになる、いくつもの危機。政治
や経済、自然や食、健康といったさまざまな領域で私たちが直面して
いる課題について、それぞれの分野を担当する論説委員の話を聞き
ながら、考えます。テーマは、飢餓と飽食、動揺する民主主義、ウイル
スとの闘い、拡大する格差、デジタルと人間、気候クライシスを予定。

論説委員と考える「世界が直面する危機」
中日新聞・東京新聞論説責任者 島田佳幸ほか
4～9月（全6回）第4水曜15：30～17：00
13,365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
5～7月（全3回）15：30～17：00
3回通し4,455円（税込）
1回のみ1,705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。南十字星、ペル
セウス座流星群、七夕、月の謎などについてお
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
4～9月（全6回）
第3月曜
13：30～15：00
15,675円（税込）

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。

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
4～9月（全6回）
第3水曜
13：00～14：30
15,675円（税込）

大変動の最中にある日本。国際社会での立
ち位置はどこにあるのか？さまざまな世界と日
本の事象、現状をジャーナリストの視点から
分析し考えます。

ジャーナリストが斬る！
世界と日本の大変動
ジャーナリスト 高野 孟
6月10日（土）
13：00～14：30
2,970円（税込）

美人画の大御所・歌麿と異端の役者絵師・写
楽。風景版画家の名人とされる北斎と広重。幕
末明治の浮世絵界を彩った国芳と芳年の師
弟。それぞれの浮世絵師の作品を比較しなが
ら、絵師の特質をあぶり出します。

浮世絵師　
徹底比較
徳川美術館副館長 
神谷 浩
4～6月（全3回）
第4月曜
13：00～14：30
8,415円（税込）

繊細優美な裸婦像で人 を々魅了した藤田嗣
治と社交界の肖像画家として名声を得たロー
ランサンの各作品の魅力、コクトーやシャネルな
ど同時代の人 と々の関わりを紹介します。

展覧会制作から見た作家・
コレクションの魅力
藤田嗣治とマリー・ローランサン
名古屋市美術館参与 
深谷克典
4～9月（全6回）
第2日曜10：30～12：00
18,315円（税込）伝統陶芸の歴代の人間国宝をはじめ、各

産地ならではの素材と伝統を受け継いだ
陶芸家や、新進作家らを紹介します。また、
伝統陶芸のこれまでの歩みと、今なお進化
を続ける陶芸の技と美を分かりやすく解説
します。2回目は同館での現地鑑賞。

愛知県陶磁美術館協力講座
特別展「未来へつなぐ陶芸―伝統工芸のチカラ」から
愛知県陶磁美術館学芸員 
入澤聖明
講義：5月19日、現地鑑賞：5月26日
金曜13：00～14：30
4,620円（税込・2回分）

「ウクライナとの出会い」や「停戦後のウクライナ音楽界復興のため
に」などをテーマに、「自由への希求」と尊厳を失わないウクライナの
人々が持つスラブ民族の魂とは何なのかを、音楽家の視点でひもと
きます。

名古屋音楽学校共催
私が学んだウクライナの魂
ウクライナ・チェルニーヒウフィルハーモニー
交響楽団 常任指揮者 髙谷光信
4月27日（木）18：00～19：30
3,377円（税込）
会場：名古屋音楽学校（地下鉄栄駅から徒歩5分）

毎回、著名な音楽家、映像作品を取り上げま
す。関連する音楽や映像を鑑賞しながらお楽し
みいただきます。気軽にクラシックに触れてみま
しょう！※講座終了時間は、ご覧いただく作品
時間によって前後します。

なるほどザ・クラシック
指揮者 
永友博信
4～9月（全6回）
第2火曜
13：00～15：00
15,675円（税込）

登録料不要

登録料不要

4月7日に誕生した鉄腕アトムは、1963年のテレビ放映から60周年を
迎えます。主なアトム・アニメや一部カラー化された劇場版から、手塚治
虫作品の底力を再認識します。

鉄腕アトムの誕生日を祝う 手塚アニメの魅力

巨匠と呼ばれた映画監督が映画史に残した代表作
と、最新作も合わせて考察します。スクリーン上でロケ
地を訪ねるシネマ紀行も楽しみます。

世界シネマ紀行 
巨匠と呼ばれた映画監督の「代表作」と「最新作」
筑波大名誉教授 今泉容子
4～9月（全6回）第3土曜13：00～14：30　24,255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
4～9月（全6回）
第1土曜
13：30～15：00
20,295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。5月は現地学習。

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
4～6月（全3回）
第3金曜
10：45～12：15
8,745円（税込）
※現地学習費別途

藤原京、平城京、平安京など古代には巨大な中
国的な都が作られ、碁盤の目に通る道は今なお
古都を思い起こさせます。また古代の宮殿は中
国的な大極殿と伝統的な内裏が共存していまし
た。古代の都城と宮殿の実態に迫ります。

古代の都城と宮殿・貴族住宅
東京大大学院准教授 海野 聡
4/17、5/15、29、
6/19（全4回）
月曜
15：30～17：00
11,220円（税込）

連綿と続く絢爛（けんらん）たる歌舞伎の魅力、
人間ドラマ濃い名作狂言から歴史を活写した
新歌舞伎、美麗な舞踊作品など紹介しながら
歌舞伎の楽しみ方を解説します。

令和歌舞伎サロン
歌舞伎研究家 
秋山勝彦
4～9月
（全6回）
第2火曜
13：00～14：30
16,995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
4～9月
（全6回）
第3土曜
10：30～12：00
15,675円（税込）

18世紀、京都絵画の凄みを代表する蕭白
（1730～1781）の画業は、孤立を恐れない精
神に満ち溢れています。同調圧力に毒された現
代日本を見直すためにも、蕭白の孤絶を目指す
作品群に触れます。

日本絵画鑑賞のツボ
曽我蕭白をとことん鑑賞する
美術史家 
狩野博幸
4～9月（全6回）
第4金曜
13：30～15：00
17,655円（税込）

ベルサイユ宮殿を彩り、イギリス貴族やアメリカ
の石油王も魅了され、その一大コレクションが
美術館にも展示されている「ブール家具」。オー
クションの世界でも高い人気を集めるその魅力
をお話しします。

ルイ14世の家具職人が生んだ
アンティーク世界
アンドレ・シャルル・ブール
ヨーロッパ文化研究家 
高木美香
4～9月（全6回）
第2火曜13：00～14：30
16,665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。
今期は東大寺と興福寺の仏像を取り上げま
す。6月は岐阜県で現地学習。

仏像に
会いに行こう！
仏像イラストレーター 
田中ひろみ
4～6月（全3回）
第1土曜
10：30～12：00
8,745円（税込）

はるばるシルクロードを経て、わが国へと伝わっ
た仏像。なじみ深い国宝・重文などを例に、基
本知識から見方まで詳しく解説します。

仏像の見方
美術史家 
米田孝仁
4～9月（全6回）
第3金曜
10：15～12：15
15,015円（税込）

5月27日（土）「大解剖！ 底なしのタイBLドラマブーム」 文化芸能部記者 小原健太
6月26日（月）「棋士・藤井聡太の活躍と東海棋界の夢」 文化芸能部記者 岡村淳司
7月24日（月）「『特攻』のメカニズム 現代日本の闇を考える」 読者センター記者加藤 拓

「マドモアゼル・シャネルの肖像」1923年
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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
4～6月（全3回）
第2木曜
15：30～17：00
7,095円（税込）

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。

3月18日（土）15：15～16：15
2,805円（税込）


