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4月15日 「奈良・平安時代古写経の離合集散」 同史料編纂所教授 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

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

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

徳川美術館
 第4展示室

撮影・今井一詞

生解説で
ニュースを
深堀り

文化財を守り伝える“知の拠点” 国立博物館アカデミー

司馬遼太郎生誕100年

史実から探る登場人物の実像

版画家・棟方志功（青森）、小
説家・小林多喜二（秋田）と泉
鏡花（石川）、建築家・辰野金
吾（岩手）。彼らの功績と生涯、
ゆかりの地などを紹介します。

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）

「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
一席落語を披露します。

古今亭菊之丞 長講一席の会
落語家 
古今亭菊之丞
4～9月（全6回）
第2水曜15：30～17：00
20,295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）

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）

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）

「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）

運命と闘い、時代を生き抜いた「ハンニバル」「ピ
ヨートル大帝」「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）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）

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　15,675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

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。

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）

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）

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
同館学芸員 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）

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）

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

いずれも15：30～17：00
3回通し4,455円（税込）
1回のみ1,705円（税込）

ドイツ製のモヘアでうさぎと、洋服等を作ります。
全て手縫いなので、誰でも手軽に確実に制作で
きます。第2木曜は女の子、第3木曜は男の子の
うさぎを作ります。

大好き！テディベア
卯年にうさぎを作りましょう
日本テディベア協会会員 髙岡里香
4月開講、1年講座
第2木曜10：00～12：00
第3木曜13：00～15：00
各28,875円（税込）
※教材費別途

ツアーコンダクターになりませんか？ツアーの添乗
員として同行するための公的資格です。副業とし
ても有効。５回のうち1日は実地研修。

国内旅程管理主任者研修講座
ツアーコンダクターになって楽しい旅をサポート！
トラジャルフレール専任講師
4～6月（全5回）
第1・3土曜
13：00～17：30
（休憩含む）
53,240円（税込）
※テキスト代等別途

運の良し悪しを分析し、皆さまが人生の目的を達
成できるように導く講座です。1つの占いで無理
やり答えを出すのではなく、各々の占術が一番得
意とする占法を使い因果関係を追求し、最終的
に運命転換法を行います。

総合鑑定術Ⅰ
風水命理コンサルタント 
曉希映朱香
4/14、5/26、6/23、7/21、
8/25、9/22（全6回）
金曜18：30～20：00
23,595円（税込）
※テキスト代別途

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。

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

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。

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）

「赤毛のアン」シリーズ全8巻の舞台とモンゴメリ
の土地の旅を、写真上映で楽しくご案内します。

「赤毛のアン」
シリーズ
全8巻ツアー
翻訳家 
松本侑子
4月2日（日）
13：30～15：00
3,135円（税込）

江戸時代前期の京都。宮廷では歌会に加え、お
茶、立花、能、謡曲なども興行されたことが、当時の
日記からうかがえます。当時の公家たちの茶会、近
衛信尋（のぶひろ）のお茶会に参加してみません
か。講義の後には、志ら玉特別懐石を堪能します。

近衛信尋のお茶会
への招待状を読む
愛知東邦大客員教授 増田 孝
4月13日（木）11：30～15：00
18,355円（税込）
会場：御懐石志ら玉
　　  （名古屋市北区上飯田西町）

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）

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
陶を受けてきた鶴松丈。幼少より培った歌舞
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）

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、期待の新戦力など、見どころ
をたっぷり紹介します。月刊ドラゴンズ最新号
付き。グッズ抽選もあり。

開幕直前立浪ドラゴンズ
総チェック！
昇竜復活への道
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

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。そして、始まりから約450年の
時を経て新たな当主となった16代の視線。茶のために生み出さ
れる茶碗、その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）

600年の歴史を刻んだ舞台芸術「能」。尾張徳
川家に伝来した能面・能装束や小道具を通じ
て、尾張徳川家で楽しまれた能について触れて
みたいと思います。

徳川美術館・名古屋市蓬左文庫企画展関連講座
面と装束から見る 
能の世界
徳川美術館学芸員 
並木昌史
4月26日（水）
13：00～14：30
2,475円（税込）

「中日こどもウイークリー」の連載でおなじみの講
師の特別講演。小中学生の保護者向けに、子
どもの学習意欲を高めるコミュニケーション術を
伝授します。

「中日こどもウイークリー」共同企画
こどもの自己肯定感を高める
親子の対話術
教育家
石田勝紀
5月14日（日）
10：30～12：00
2,970円（税込）

水曜10：30～12：00
6,050円（税込・2回分）

4～8月（全5回）第3土曜13：00～14：30　14,960円（税込）

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）

朝日遺跡出土「円窓付土器」

《染付金魚鉢》小枝真人 2018年 個人蔵

登録料不要

5月  6日   「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
6月  3日   「服部半蔵」三重大教授 山田雄司
7月29日   「伊勢宗瑞（北条早雲）の実像」駿河台大教授 黒田基樹
8月  5日   「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
9月  2日   「『国盗り物語』と実像の斎藤道三」東洋大准教授 木下 聡
土曜15：30～17：00（7月のみ13：30～15：00）　15,840円（税込・5回分）

法隆寺金堂の釈迦三尊像の一光三尊形式や
裳懸座など、その独特な造形の源流をたどるとと
もに、日本での仏像の始まりについて解説します。
法隆寺の救世観音像と百済観音像、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）

※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）

名古屋・栄
春の受講生募集

2023年4月期

ネアンデルタール人の研究最前線ネアンデルタール人の研究最前線愛知県埋蔵文化財センター協力講座 名作から学ぶ日本仏像史名作から学ぶ日本仏像史

春から始まる新講座
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樂家の窯 

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

会場：電気文化会館 （地下鉄伏見駅から徒歩2分）

登録料
不要


