
講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数

江戸歌舞伎 東海学園大特任教授
安田文吉 14,850円 ⑥第1・3土曜

10：00～12：00

歌舞伎と日本文化 演劇研究家
深谷 大 14,135円 ⑤第2木曜

14：30～16：30

落語・噺の世界へようこそ 演芸研究家
大友 浩 16,830円 ⑥第3月曜

13：00～15：00

風姿花伝を愉しむ 伝承文化研究センター所長
林 和利 7,755円 ③第2金曜

10：30～12：00

古今亭菊之丞の落語の魅力 落語家
古今亭菊之丞 20,295円 ⑥第2水曜

15：30～17：00

かな古筆の名品をたずねて 名古屋経済大教授
四辻秀紀 16,995円 ⑥第3月曜

13：00～14：30

庭園の歴史と鑑賞 重森庭園設計研究室代表
重森千青 18,975円 ⑥第1木曜

13：00～14：30

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 15,675円 ⑥第4金曜

10：30～12：00

名画を読み解く 西洋美術史講師
矢澤佳子 13,640円 ⑤第3水曜

13：30～15：00

芸術（鑑賞） 日本書紀を読む 日本古代史 皇學館大名誉教授
渡辺 寛 14,850円 ⑥第1･3土曜

13：00～15：00

日本の歴史
中世社会の実像

愛知県立大教授
上川通夫 14,850円 ⑥第1･3金曜

10：00～12：00

「日本書紀」の呪縛 名古屋市立大特任教授
吉田一彦 16,005円 ⑥第4金曜

10：30～12：00

名前で読む古代天皇の歴史 学習院大講師
遠山美都男 16,830円 ⑥第3水曜

13：00～14：30

講座名 講師名 開催曜日・時間 受講料・回数
宗教・思想

世界の時事問題と宗教 名古屋学院大准教授
黒柳志仁 15,510円 ⑥第4木曜

13：00～14：30

比較神話論 世界民族の神話 岐阜大名誉教授
小澤克彦 15,675円 ⑥第4水曜

13：00～14：30

読み比べ「論語」 東洋文化振興会会長
三島 徹 14,850円 ⑥第1・3土曜

15：30～17：30

北政所（ねね）と尾張の曹洞宗 愛知学院大名誉教授
川口高風 14,355円 ⑥第2月曜

10：00～11：30

微笑みの木喰仏 円空学会理事長
小島梯次 15,675円 ⑥第3水曜

15：15～16：45

「教行信証 証巻」を読む 15,675円 ⑥第4月曜
13：00～14：30

親鸞研究家
浅井 勉

ホンモノの古文書から
読み解く日本史

愛知東邦大教授
増田 孝 15,675円 ⑥月1回金曜

17：30～19：00

本郷和人の「徳川家康とは何者か」 東京大学史料編纂所教授
本郷和人 18,810円 ⑥第2月曜

13：00～14：30

徳川家康と一族・家臣団 歴史作家
桐野作人ほか 16,830円 ⑥第2水曜

13：00～14：30

古代史をつくった人々
奈良時代編

関西大非常勤講師
若井敏明 16,830円 ⑥第1土曜

15：30～17：00

古文書を読み解く

古文書を読む 入門者対象

日本福祉大教授
高部淑子

15,510円 ⑥

第2･4火曜
10：00～12：00

第2･4火曜
13：00～15：00

アラウンド・ザ・ビートルズ2023 ビートルズ研究家
藤本国彦 20,130円 ⑥第2土曜

13：00～15：00

徹底探訪 日本の城 歴史研究家
小和田泰経 16,830円 ⑥第3水曜

11：00～12：30

武将と城の歴史探訪 中日古城研究会会員
宮崎諭志 ほか 16,335円 ⑥第2金曜

13：00～15：00

日本古代国家の形成史 元名古屋女子大教授
丸山竜平 15,675円 ⑥第4火曜

10：00～12：00

古文書の世界 
くずし字読解を楽しむ

元愛知文教大研究員
萩原淳也 7,755円 ③第2土曜

15：30～17：30

奈良の風に吹かれて 帝塚山大客員教授
西山 厚 16,995円 ⑥月1回土曜

13：00～14：30

知られざる名古屋の物語 OASIS都市研究所代表
杉野尚夫 15,675円 ⑥第2木曜

13：30～15：00

奈良大和路の古寺・古仏 龍谷大非常勤講師
中野 聡 16,995円 ⑥第4土曜

10：30～12：00

「切絵図」を読む 江戸文化研究家
佐藤孔亮 15,675円 ⑥第3金曜

13：00～15：00

銘菓と名画でめぐる日本の名城 城と城下町案内人
大野鵠士 16,995円 ⑥第1火曜

13：00～14：30

城から合戦史を読む 滋賀県立大名誉教授
中井 均 17,160円 ⑥第2水曜

13：00～14：30

昭和史の激動を追って 名古屋大名誉教授
川田 稔 15,675円 ⑥第4木曜

13：30～15：00

もう一度学びなおそう！
日本の歴史　昭和戦後期編

京都女子大非常勤講師
中村武生 16,335円 ⑥

第3木曜
15：30～17：00

もう一度学びなおそう！
日本の歴史　原始・古代編

第3木曜
13：00～14：30

青島広志の音楽の楽しみ方 作曲家
青島広志ほか

月1回月曜
15：30～17：00 10,065円 ③

『織田信長文書』を読む 元愛知文教大研究員
萩原淳也 15,675円 ⑥第2土曜

13：00～15：00

太田牛一の自筆本で読み解く信長公記 元岐阜県歴史博物館職員
吉田義治 16,170円 ⑥第2・4金曜

10：30～12：00

ローマ帝国物語 その歴史と生活 岐阜大名誉教授
小澤克彦 15,675円 ⑥第3土曜

13：00～14：30

変動の「世界史」教科書 古代・中世編 岐阜大名誉教授
小澤克彦 15,675円 ⑥第3土曜

15：00～16：30

講座表内の料金は税込表記です。

在野一生の草枕古代史 尾張・美濃地域古代史研究家
在野一生 13,860円 ⑤第3土曜

15：30～17：00

★印は、女性限定講座です。 
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考古学フィールドワークの専門家と愛知の遺跡・
史跡を訪ね歩きます。4月「東谷山と山麓の古
墳」（名古屋市守山区）、5月「沖積低地のムラ」
（同市北区）、6月「松巨島の遺跡」（同市南区）。

あいち考古学ウオーキング
古代遺跡を訪ねて
古代邇波の里・文化遺産ネットワーク副理事長 
服部哲也
4～6月（全3回）
第2火曜
9：30～12：00
8,745円（税込）※交通費別途 「弥生時代の開始年代が500年さかのぼる」と

いう2003年の国立歴史民俗博物館年代測定
チームの研究発表は、当時大きな反響を呼びま
した。研究がそれ以降どう変わったのか、愛知県
を中心に中部日本の調査研究から考えます。

愛知県埋蔵文化財センター協力講座
中部発！弥生時代研究最前線
同センター主任専門員 
永井宏幸
4～6月（全3回）
第3火曜10：00～11：30
8,250円（税込）

大化改新が終わった後、退位した皇極天皇が
再び即位して斉明天皇となります。ヤマト政権
のピークともいえる時代についてその到達点を
見渡します。

斉明朝を見直す
関東学院大准教授 
河内春人
4/15、5/20、
6/10（全3回）
土曜
13：00～14：30
8,580円（税込）

日本最古の歴史書で、古代史を考える上で最
も基本となる史料「古事記」「日本書紀」を読み
解き、解説します。書かれていることを正確に把
握し、文学・考古学・民俗学・人類学なども交
えて、歴史を深く掘り下げて考えます。

古事記・日本書紀を読み解く
景行天皇とヤマトタケルの
西日本平定伝承
成城大准教授 鈴木正信
4～9月（全6回）
第2金曜11：00～12：30
16,335円（税込）

初代神武天皇に始まる歴代の天皇が実在した
のかどうか、さまざまに議論されています。「古事
記」「日本書紀」に記される天皇や王宮名、系
譜、伝承などの要素に注目し、どの天皇が造作
され、どの天皇が実在したのか明らかにします。

古代天皇の実在を探る
神戸大大学院教授 
古市 晃
4～8月（全5回）
第4金曜
13：00～14：30
14,135円（税込）

近代日本の代表的政党政治家とされる浜口雄
幸を中心に昭和初期の政治を取り上げ、日本人
が激動の時代の中でどのように昭和憲法体制
の原型を形成していったのかを考えていきます。

日本近代史を学び直す
昭和初期の激動政治と浜口雄幸
名古屋大名誉教授 
川田 稔
4～9月（全6回）
第1水曜
13：30～15：00
15,675円（税込）

中国史を軸とする東アジア史全般について、
各時代・各地域の遺跡や遺物の写真を数多く
お見せしながら、最新の学界動向を踏まえつつ
お話しします。伝説の夏王朝から始めます。

学び直しの中国史 先秦時代まで
早稲田大文学学術院教授 
柿沼陽平
4～9月（全6回）
第4土曜
13：00～14：30
17,655円（税込）

家康といえば愛知。地元でも知られていない隠
れスポットをつないで歩きます（毎回6km程
度）。4月「本證寺と小川城址」（安城市）、5月
「勝鬘寺と上和田城址」（岡崎市）、6月「家康
伊賀越上陸地の三河大浜」（碧南市）。

歩いて巡る愛知の古城
家康ゆかりの史跡と城巡り
郷土史家、城郭研究家 
七種英康
4/15、5/13、6/10（全3回）
土曜13：00～15：30
8,085円（税込）
※交通費別途

事実上の大老を経験し、徳川公儀の中心にあり
ながら、もっとも長い期間将軍家茂・慶喜に大政
奉還を主張した松平春嶽（慶永）・茂昭父子。尾
張慶勝とともに巨大な存在でありながら、あまり
光が当てられてこなかった存在を考えます。

見落とされた幕末政治史
越前福井松平春嶽・茂昭父子を中心に
京都女子大非常勤講師 
中村武生
4～9月（全6回）
第1土曜13：00～14：30
16,335円（税込）

神話には王権・王家発祥の謎が秘められてい
ると考えられます。天照大神の神話と海幸彦・
山幸彦神話から王権神話の形成について考
え、古代王権の実態に迫ります。

天照大神と古典神話の形成
「古事記」・「日本書紀」神話形成の歴史的背景をとく
元龍谷大教授 
平林章仁
4～9月（全6回）
第4水曜
13：00～14：30
16,995円（税込）

「延喜本系」や「藤氏家伝」を通して中臣氏の、
秦大津父（はたのおおつち）の伝承を通して秦
氏の、「古屋家譜」や「日本霊異記」を通して大
伴氏の、それぞれ実態を解明していきます。

文献史料・氏族系譜より見た
古代豪族の実態
早稲田大エクステンションセンター講師 
加藤謙吉
5～9月（全5回）
第2水曜
13：00～14：30
14,190円（税込）

自然と深い関係にあった古代、自然物や自然
現象のうちに人々の力を上回る威力、呪力、神
聖性を感じるものを「神」と敬った信仰がうかが
われます。そういった信仰を明らかにするため
に、神社の成立と展開を考察します。

神社の
成立と展開
皇學館大名誉教授 
白山芳太郎
4～9月（全6回）
第1土曜13：00～14：30
15,675円（税込）

近藤勇や芹沢鴨、土方歳三など新選組の幹
部隊士を取り上げ、ここ数年の新史料の検証
も加え、組織や事件、彼らの光と影の葛藤の
日々などについて語ります。

新選組入洛160年 新選組英雄伝
霊山歴史館
学術アドバイザー 
木村幸比古
4～9月（全6回）
第3月曜
10：30～12：00
17,655円（税込）

東京大学史料編纂所では、さまざまな地域・分野の研究者と連携して多数の共同
研究を組織し、大規模な史料群や個性的な諸史料の分析に取り組んでいます。
5つの共同研究の成果と共同による史料研究の最前線の様子を紹介します。

東京大学史料編纂所協力講座
史料研究の最前線 史料編纂所の共同研究から
4～8月（全5回）第3土曜13：00～14：30　14,960円（税込）

人質として幼少期を過ごし、幾多の困難に瀕しながらも天下人にまで昇りつめた徳川家康。
その人物像に迫りながら、最新の知見を基に、その後の日本をどう変えたか徹底解説します。

6月11日（日）10：30～12：00　3,960円、会員3,685円（いずれも税込）
家康が変えた日本

著書「逆説の日本史」第1巻の刊行以降に判明した歴史的発見を踏ま
え、史料絶対主義を排し、常に全体を見通す鋭い歴史観で日本史を古代
より再考します。

井沢元彦の新次元日本史　中世編2
作家 井沢元彦
5～9月（全5回）第2土曜15：30～17：00　18,590円（税込）

信長は長年の強敵だった大坂本願寺を降伏さ
せ、朝廷の左大臣推任、イエズス会のヴァリ
ニャーノの来日、京都での盛大な馬揃えの挙
行と、絶頂期を迎えました。いよいよ「天下一
統」を引き寄せます。

「織田信長文書」を読み解く
歴史作家 
桐野作人
4～9月（全6回）
第4木曜
13：00～14：30
16,335円（税込）

新しい時代の戦争観、平和論をいくつかの視
点で分析しています。「20世紀は何を教えてい
るのか」「21世紀の人類史の軸は何だろうか」。
この2つが重要です。それは人類史を今一度見
直し、日本の位置を明確にすることです。

保阪正康が語る昭和史の謎
ノンフィクション作家 
保阪正康
4～6月（全3回）
第3火曜
13：00～14：30
9,735円（税込）

日本史上に起こった数々の大事件を“事件簿”
として改めて検証する講座の第3シーズンがス
タートします。今期は「ヤマトタケルの東征」、「神
功皇后三韓征伐」、「上宮王家滅亡」を取り上
げます。

日本史12大事件簿
第3シーズン
現代歌人集会理事長 
林 和清
4/6、6/1、29（全3回）
木曜11：00～12：30
8,745円（税込）

歴史的観光都市である京都には多くの神社が
あり、たどってきた歴史もさまざまです。その中か
らいくつかの社を選び、その歴史の不思議をひ
もといていきましょう。

京都不思議マップ
知られざる京都を歩く
京都教育大名誉教授 
西山 克
5～9月（全5回）
第4土曜
13：00～14：30
14,740円（税込）

名古屋のまちはどうやってできたか。名古屋の
歴史が残るまちを訪ね、まちの成り立ちやゆか
りの人物を学びます。

歴史をさぐるまちあるき
名古屋の歴史再発見
なごや歴史まちづくりの会理事 
野田展葛
4～6月（全6回）
（教室）第2月曜
（現地）第4水曜
13：00～14：30
14,850円（税込）※交通費別途

史料の深掘りや、人間模様の観察などを通して、
著名なこの事件を皆さんとともに読み解きます。

「カノッサの屈辱」は皇帝が
教皇に屈した事件であったのか
中世ヨーロッパの歴史
南山大名誉教授 
岡地 稔
4/20、5/18、6/15、7/20、
9/7、21（全6回）
木曜13：00～14：30
15,675円（税込）
※教材費別途

運命と闘い、時代を生き抜いた「ハンニバル」
「ピョートル大帝」「マリー・アントワネット」にス
ポットを当て、政治・経済・社会などその時代背
景と共にさまざまな角度からたどります。

ヨーロッパ史
運命と闘った
英雄たち
元名古屋市立大大学院研究員 
菅原さち子
4～6月（全3回）
第4土曜13：00～14：30
8,415円（税込）

近江との関わりが意外と深い徳川家康。信長
の敦賀攻めや姉川合戦にも随行し、今も古戦
場に戦績をとどめています。関ケ原合戦後には
佐和山城を攻撃し、さらに大津城で戦後処理
を行いました。それぞれの史跡の歴史と家康と
の関わりを解説します。5、7、9月は現地学習。

近江の家康遺跡を学び訪ねる
淡海歴史文化研究所所長 
太田浩司
4～9月（全6回）
第4火曜13：00～14：30
15,675円（税込）

古代エジプト文明が広く知られるようになった
背景には、世界各地のミュージアムで大きく取
り上げられ、その地の文化や社会にさまざまな
影響を及ぼしたことがありました。エジプト考古
学の奥深さを楽しみましょう。

世界の古代エジプト・
コレクションを訪ねて
中部大教授 中野智章
4～7月（全4回）
第4土曜
15：30～17：00
11,275円（税込）

「人生の全ては英国民のために」。エリザベス2
世が愛し、守ったイギリスの70年とは。芸術、文
化の面を中心に女王の時代を回顧し、新国王
の時代への展望をします。映像と書物の資料
を用います。

エリザベス女王の時代
回顧と展望
南山大名誉教授 
橋本 惠
4～9月（全6回）
第4木曜
13：00～14：30
15,675円（（税込）

なぜ文明国ドイツに野蛮なヒトラー独裁が生ま
れたのでしょうか。それはドイツ帝国やワイマー
ル共和国とどのような関係にあるのでしょうか。
19世紀から21世紀にいたる激動のドイツ近現
代史をじっくり解説します。

ドイツ近現代史10講
ビスマルクからヒトラー、そしてメルケルへ
東京大大学院教授 
石田勇治
5～2月（全10回）
第2土曜
10：30～12：00
16,390円（税込・5回分）

13、14世紀、広大な領域を支配したモンゴル
帝国の影響は、現在に至るまでユーラシア各
地に残っています。多様な人 を々どのように統
治し、支持を得ていたのかを考えていきます。

モンゴル帝国とユーラシア
現代に残るモンゴルの遺産
龍谷大教授 
村岡 倫
4/14、5/12、6/9、
7/14、9/22（全5回）
金曜15：30～17：00
14,135円（税込）

ヨーロッパでは戦争のたびに自己の正義が掲げ
られ続けてきました。戦争からヨーロッパを眺める
ことで、近代以前のヨーロッパですでに確立され
ていた「正義」の戦争のルーツを探ります。

戦争から見るヨーロッパ
「正義」の戦争のルーツを探る
関西大非常勤講師 
比佐 篤
4～8月（全5回）
第4月曜
13：00～14：30
13,035円（税込）

ちょっとした言葉かけで今までの思い込みが
ひっくり返るきっかけづくりをお手伝いします。

川村妙慶の
「心が楽になる講座」
真宗大谷派僧侶 
川村妙慶
4～6月（全3回）
第2火曜
18：30～20：00
8,745円（税込）

「王舎城の悲劇」で有名な「観経」ですが、親鸞
聖人は「悲劇」とは受け止められませんでした。
そのお心を尋ね、阿弥陀様とそのお浄土を「観
る」ことが説かれた「観経」の世界を、一緒に旅
しませんか。

経典を旅する③
「観無量寿経」入門
真宗佛光寺派京都大行寺
住職 英月
4～6月（全3回）
第4月曜
10：30～12：00
8,415円（税込）

ブッダは弟子にもみずから「目覚める」ことを願
い、相手の素質や能力に応じて最も適した方
法（対機説法）で導こうとしました。特徴ある経
典を紹介し、仏教の考え方の特徴を探ります。

ブッダたちの教え
仏典のエッセンスを学ぶ
中村元東方研究所
専任研究員 
服部育郎
4～9月（全6回）
第2火曜10：30～12：00
※8月のみ第5週（8/29）15：30～17：00
15,675円（税込） 心の幸せにつながる法話の後、「般若心経」を

写経します。お釈迦様が説かれた教えを端的に
示した言葉が「仏教語」です。数限りない仏教
語の中から、特に大切だと思われる言葉を解説
します。

写経と法話
臨済宗妙心寺派耕雲院
住職 服部雅昭
4/3、6/5、7/3、9/4
（全4回）
月曜
15：30～17：00
10,450円（税込）

日本で最も有名な説話集「今昔物語集」や、薬
師寺の僧侶が編纂した「日本霊異記」などを中
心に、現代的な解釈で「むかしばなし」を読み解
きます。

薬師寺のお坊さんと読む
「むかしばなし」
奈良薬師寺
東関東別院潮音寺
住職 村上定運
4～6月（全3回）
第3月曜
10：30～12：00
8,745円（税込）

東海地区では「弘法さま」として親しまれている
弘法大師。一人の沙門としての空海と、伝説に
なっている弘法大師の両方を見つめ、その生
涯を読み解きます。

御生誕1250年記念
弘法大師（空海）の生涯
高野山真言宗高家寺
住職 北川宥智
4～9月（全6回）
第1金曜
13：00～14：30
15,675円（税込）

人生を巡る悩みに「そろそろ答えを見つけたい」
人のための講座。ブッダの生涯を時系列でたど
りつつ、自分の人生を振り返り、「人生これでヨ
シ」という納得の境地を目指します。

生き方として学ぶ仏教
心のやすらぎを求めて─ブッダの生き方編
僧侶、作家 
草薙龍瞬
4～6月（全3回）
第3火曜
13：00～15：00
8,745円（税込）
※資料代別途

円空は、江戸時代に庶民の間を巡り、膨大な
数の神仏像を彫り遺しています。個性あふれる
円空仏の本質を研究し、その系譜をたどり、日
本における庶民の文化と信仰を探ります。

円空仏の系譜
円空学会理事長 
小島梯次
4～9月（全6回）
第2土曜
15：15～16：45
15,675円（税込）

「証巻」の後半では、自らが救われること（往相）
が取りも直さず他の衆生の救いになること（還
相）が述べられています。すべての衆生が救われ
て初めて自分の救いがあるということで、ここに
浄土の教えにおける慈悲の思想があります。

「教行信証 証巻」を読む
親鸞研究家 
浅井 勉
4～9月（全6回）
第1火曜
13：00～14：30
15,675円（税込）

失敗したり、不安になったり、思い通りにならない
ことが起こる人生の道しるべとなり、生きる力をく
れるのが「禅語」ではないでしょうか。禅僧が自ら
の人生体験を交えて、禅語を解き明かします。

禅僧が語る禅の世界
人生に禅語を生かす
現代禅研究会 
泰丘良玄ほか
4～9月（全5回）
※8月休講
第2水曜
13：30～15：00
13,035円（税込）

アブラムは、新しい名前（アブラハム）、待望の
子ども、多くの試練を与えられ、失敗と成功を繰
り返しながら、山あり谷ありの人生を信仰者とし
て全うします。アブラハムとその家族の生涯か
ら、現代を生きる私たちへのヒントを考えます。

キリスト教「創世記」の族長たち
アブラハムの時代
キリスト聖書神学校 神学准教授 
ブラッシュ・リチャード
4～6月（全6回）
第2・4金曜
15：30～17：00
14,850円（税込） 政治と宗教の問題は現在の日本でも少々異

様で厄介です。歴史的に世界でもこの関係は
複雑で、結局は民主的ではないとして、欧米で
は「政教分離」の理念を掲げることになりまし
た。しかし実際には世界的にこの関係はなく
なっていません。それは一体なぜでしょうか。

世界史的に見る
「政治と宗教」の問題
岐阜大名誉教授 小澤克彦
4～9月（全6回）
第1火曜
10：30～12：00
15,675円（税込）

4月15日「奈良・平安時代古写経の離合集散」東京大史料編纂所教授 山口英男
5月20日「倭寇図巻をよむ」 同准教授 須田牧子
6月17日「イエズス会史料に見る中世日本の海上交通」 同准教授岡 美穂子
7月15日「賀茂別雷神社と天下人たち」 同准教授 金子 拓
8月19日「明治太政官文書研究と維新政治史」 同教授箱石 大
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朝日遺跡出土「円窓付土器」

松平春嶽 （国立国会図書館ウェブサイトより転載）
近藤勇 （国立国会図書館ウェブサイトより転載）


