文化・歴史
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

浴」をモットーに京都の社寺を巡り歩く講師が、修

第4(木)

月1回 3ヵ月

復事例や面白エピソードを織り交ぜながら、文化財

10：00～11：30

7,800円+税

第1(水)

全3回 3ヵ月

13：30〜15：00

6,300円+税

社寺巡りがグンと楽しくなる目利きポイントをご紹
介。文化財修復業を経て「健康は足から、心に文化

【リニューアル講座】
〜社寺巡りが楽しみになる〜

澤野ともえ

古建築の装飾

の見方、楽しみ方をわかりやすく解説します。3ヵ月
に一度、現地講座を実地します。

【新設講座】
ロシアってかわいい
〜民芸・絵本・アニメのこと〜

雑貨店の店主が出会った愛すべきロシアをご案内。
小我野 明子

マトリョーシカをはじめとする民芸品、美しい絵
本、1960〜80年代のアニメなど、ロシアの「かわい
いもの」をお茶やお菓子と共に楽しみましょう。

〈全3回〉

昨今、癒しを求める方が増えている中、人気が高
まっている阿字観。阿字観とは真言宗に伝わる瞑想

高野山の瞑想法 阿字観(あじかん)修法

久利 康暢(くり こう

法です。呼吸法や宇宙と一体になる事により日常生

ちょう)

活では体験できない瞑想を体得して、自己が持つ能
力を高めてみませんか？

第4(水)
16：00〜17：30
18：30〜20：00

月1回 6ヵ月
12,000円+税

■体験レッスン あり

般若心経は262文字の短いお経の中に仏教のエ ッセ

般若心経
〜そのこころと写経〜

ンスが説かれています。「とらわれない心」を学ぶ
生駒 基達

ことにより混沌とする現代をおおらかに、こだわり

第3(木)

月1回 6ヵ月

なく生きるための智慧を身につけ、さらにお写経の

10：30〜12：30

13,200円+税

実践により心のうるおいも感じていただきます。
■体験レッスン あり

今回のテーマは「シルクロード・タクラマカン砂漠
の歴史遺産と探検家」です。砂漠の南と北には、西
域南道と天山南路という2つの道があります。そこで

シルクロードのロマンと仏陀の道

児島 建次郎

は民族が興亡し、交流が行われました。そして20世
紀初頭には、ヨーロッパや日本の探検隊が旅をしま

第2・4(火)

月2回 6ヵ月

10：30〜12：00

26,400円+税

第1(月)

月1回 3ヵ月

14：00〜15：30

6,285円+税

した。オアシス都市の歴史や文化を取り上げます。
■体験レッスン あり

歴史には、何故、そのような事が起きたのかなど、
明確に答えが出せない出来事が沢山あります。ま

旅探史(たびさがし)・歴史の発見と
世界遺産

た、世界遺産を見ると、誰が、何故、どのようにし
児島 建次郎

て造ったかなど、謎に満ちたものが世界各地にあり
ます。それら歴史にかくされた真実に迫り、世界遺
産を取り上げます。
■体験レッスン あり

『日本書紀』をゆっくり読みながら、古代史の舞台
を紙上散歩し、古代の雰囲気を追体験してみません

史料でたどる 古代史散歩

栄原 永遠男

か？今期は壬申の乱から天武天皇の時代をたどりま
す。激動する国内外の情勢を考えます。随時、ト

第1(火)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：00

12,600円+税

ピックスも取りあげたいと思います。途中から参加
されても十分わかるようにお話いたします。

大阪芸術大学での講義内容を基に、近刊『潜伏キリ
シタン図譜』の筆者が京阪キリシタン美術について

【新設講座】
大阪・京都の潜伏キリシタンとその美術

久米 雅雄

〈全6回〉

解説します。潜伏キリシタンの発見、日本キリシタ

第3(金)

全6回 6ヵ月

ン史の470年間を、全6回に分けて、美術作品を通し

13：30〜15：00

13,800円+税

て解き明かします。崇拝の方式や信仰組織の復元に
も肉薄します。

本講座で新しい教科書『はんこ』(法政大学出版 局

『はんこ』の考古学
〜アジアのハンコの謎を解く〜

2016)を用いてオリエント・シルクロード・中国・日
久米 雅雄

本などアジアのハンコの歴史の六千年を全体12 回の
講義(2回の美術館探訪、印章見学)を通して楽しく学

第1・3(日)

月2回 6ヵ月

10：30〜12：00

25,200円+税

んでまいります。

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

文化・歴史
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

第3(木)

月1回 3ヵ月

13：00〜14：30

7,500円+税

日本の怪異・妖怪文化は、早くから古代の史料に登
場します。多くの場合、自然災害や疫病、政変など

怪異・妖怪文化を通して見る
古代律令国家の姿

が、荒ぶる神や鬼などの、いわゆる妖怪の原因だと
佐々木 高弘

考えられていました。本講座ではこれら怪異・妖怪
文化史料から古代律令国家のもう一つの姿を探りま

～神話の世界を通して～

す。
■体験レッスン あり

仏教の開祖ゴータマ・ブッダ(仏陀)の生涯をたどりな

【新設講座】
仏陀の生涯をたどる

がら、仏教が形成されてゆくプロセスを学んでみま
杉岡 信行

ころの一つとなっています。その源流を尋ねてみま

(全6回)

日本史・世界史
〜人物を通して新しい歴史に出会う〜

日本史
〜人物を通して新しい歴史に出会う〜

日本史・世界史
〜歴史に名をなす人物光と影〜

せんか？わが国では日本仏教となり、精神的よりど

第1(水)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：00

12,600円+税

せんか。

歴史の面白さは新しい歴史に出会えることです。毎
吉田 美幸

回一人の人物をとおして、人物の謎に迫り歴史を再
発見していきます。

歴史の面白さは新しい歴史に出会えることです。毎
吉田 美幸

回一人の人物をとおして、人物の謎に迫り歴史を再
発見していきます。

吉田 美幸

歴史上の人物の知られざる影の部分に光をあてるこ
とによって、真実の姿を探ってみませんか。

第1(金)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

4,500円+税

第3(金)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

4,500円+税

第1(水)

月1回 3ヵ月

10：30〜12：00

3,000円+税

第3(月)

月1回 6ヵ月

13：00〜14：30

15,000+税

世界中で愛され続けているギリシア神話。古代の原

【新設講座】
はじめてのギリシア神話

典を丁寧に読みながら、その魅力を探っていきま
勝又 泰洋

す。関連の絵画や映画なども多数ご紹介します。前
提知識は全く必要ありませんので、どうぞお気軽に
ご参加ください。

縄文の古代から明治・大正・昭和まで、日本美術を
大きい歴史の流れの中でとらえます。国宝や有名な

【新設講座】
知って楽しい！日本美術史

作品の豊富な画像を使って、見どころや鑑賞のポイ
小林 佳子

ントを時代に沿ってご紹介します。私の色彩の専門
家としての見地から、日本の伝統色の歴史について

〈全6回〉

第4(水)

全6回 6ヵ月

10：30～12：00

16,200円+税

も美術と合わせてご説明して、より楽しく、知識と
教養を深めていただきます。

西洋美術の巨匠たちを毎回1人ずつ取り上げ、その人
生と作品をじっくり味わいます。おなじみの画家や

西洋美術の巨匠たち

小林 佳子

今話題の展覧会でその作品が見られる画家も登場し
ます。絵画観賞がより楽しく味わい深いものとなる

第4(金)

月1回 6ヵ月

13：00〜14：30

16,200円+税

のでしょう。

美術鑑賞が今よりもっと楽しくなる、わかりやすい
入門講座です。なんとなく知っていた「モネ」や

知って楽しい！西洋美術史

小林 佳子

「ゴッホ」の作品も、歴史の流れや色彩理論など、
別の角度から見ると、今までと違った感動が味わえ

第2(土)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：00

16,200円+税

ます。ご一緒に楽しみましょう。

古文書をよんでみましょう。入門ですから変体仮名

古文書 入門

管 宗次

から入りますが、原典資料にも触れてみたく思いま
す。

第2(木)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：00

15,000円+税

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

文化・歴史
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

わが国にのこる最古の歌集『萬葉集』。この歌集に
は、舒明天皇(629〜641年在位)の御製より因幡の国
守大伴家持の萬葉終焉の歌(759年)にいたるまで、お
よそ百三十年の間に詠まれた歌々が収められていま
す。その数、四千五百首あまり―天皇やその周囲の

『萬葉集』に親しむ

村田 正博

顕貴の人々の歌にとどまらず、その名も伝えられぬ
多くの人々の、折々にふれての、喜びや悲しみを満

第2(土)

月1回 6ヵ月

13：00〜15：00

12,600円+税

載する『萬葉集』。本講座では、心をこめてこの歌
集に向き合うことにより、古典に親しむ、その醍醐
味を実感していただこうと思います。
■体験レッスン あり

いま大人気の百人一首。百人の中からよりすぐりの

百人一首の歌人たち

林 和清

歌人の歌と生涯をおもしろくわかりやすく解説しま

第4(木)

月1回 6ヵ月

す。古代から中世までの日本の歴史の知識も楽しみ

10：30〜12：00

15,600円+税

ながら身につきます。いつからでも受講できます。

もういちど「源氏物語」を終わりまで読み返したい
とお思いの方達と巻まきのハイライトを読みなおし

「源氏物語」再読

鳥居 雅子

ています。物語の周辺の出来事や先行の作品などに

第2(金)

月1回 6ヵ月

も触れながら読んでいきたいと思っています。トー

10：30〜12：15

13,200円+税

クありおしゃべりありで楽しんでいます。「賢木」
の巻に入ります。お気軽にご参加ください。

講読とトークを交えながら「源氏物語」を終わりま
で味わいます。明石から帰京した源氏の物語に入り

「源氏物語」を読む

鳥居 雅子

ます。都でのめざましい復活を支えたのは何か。ロ

第1(火)

月1回 6ヵ月

マンスというよりむしろ政治家源氏を思わせる物語

13：00〜15：00

13,200円+税

が展開していきます。
■体験レッスン あり
源氏物語は世界的に評価の高い、まさに文化遺産と
いえる作品です。今、私たちは源氏物語を、現代語
訳だけでなく、翻案小説や漫画・映画など、様々な
かたちで楽しむことができます。そのような多様な
楽しみ方ができるところも、この作品の優れた点と
言えましょう。ただ、物語の精髄にふれるには、や
はり原文で味わうのが一番です。ところが源氏物語

〈大阪市立大学共催講座〉
じっくりと味読する源氏物語

は千年の昔に記されたものですから、言葉や生活習
水谷 隆

慣も今とはずいぶん異なり、独りで原文を読むに

第3(木)

月1回 6ヵ月

は、いささか高いハードルがあります。本講座で

15：00〜16：30

12,600円+税

は、受講生の皆さんとともに、言葉の意味を一つ一
つ確認しながら原文をじかに味わい、ゆっくりと千
年の時を超えて源氏物語の世界に分け入っていきま
す。何かと心に余裕を失ったように見える現代だか
らこそ、そうした知的探求の時間を楽しみ、豊かな
精神生活を送ることに、大きな意味があるのではな
いでしょうか。
【今期は乙女の巻を読んでまいります。】
日本古典文学の中、名作、秀作を選び、その概要と

日本古典名作の世界

山内 潤三

特色をわかりやすく講義します。日本の美しさと心
の豊かさを求める時間にしたいと思います。

第2(金)

月1回 6ヵ月

13：00〜14：30

13,200円+税

■体験レッスン あり

日本の神話に登場する神様ほど人間臭い神様は他国

【新設講座】
キーワードから読み解く神話
〈全6回〉

にはいません。彼らの織り成す物語は人が生きてゆ
安本 寿久

くための教訓や示唆に富んでいます。再生や対立、
夫婦などのキーワードからその魅力を読み解きま

第3(木)
13：00〜14：30

(全6回)
3回 3ヵ月
6,300円+税

す。

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

文化・歴史
講座名

近鉄文化サロン阿倍野
講座内容

講師

曜日・時間

受講料

古事記は、1300年以上前に太安万侶によって選録さ
れたわが国現存最古の作品です。神々の世界にはじ
まり、神と人との物語へと展開し、最後には天皇が

12回で楽しむ 古事記の魅力と醍醐味

毛利 正守

統治する人の世が語られます。古代の人々のおおら
かでダイナミックな自然観を背景にした面白さが遺

第3(金)

月1回 6ヵ月

10：30〜12：00

12,600円+税

第2(土)

月1回 6ヵ月

15：30〜17：00

7,200円+税

憾なく発揮されている古事記の中から有名な物語を
選んでお話していきます。

「日本の神々の信仰」を考えるために「心の琴線に

〈皇學館大学共催講座〉
日本の神々の信仰

ふれる神社」として今回は「海の信仰」「霊山の信
白山 芳太郎

仰」という側面から、宗像大社、厳島神社、住吉大
社など30社を選び、その各神社について解説しま

ー心の琴線にふれる神社30選ー

す。

子どもの頃、あるいは大人になってから読んだ物語

イギリス児童文学
〜物語分析を楽しむ！

の、おもしろさの秘密をご一緒に考えてみましょ
藤井 佳子

う。イギリスを中心に、今期はアメリカとドイツの
児童文学も視野に入れて、テーマ性の高い作品を分

第3(木)

月1回 6ヵ月

13：30〜15：00

12,600円+税

析します。

青によし平城の都に、絢爛豪華な天平文化が光り輝

奈良まほろば歴史講座
「平城京に華開いた天平文化」

いた奈良時代。遥かシルクロードを伝わり華開いた
鈴木 浩

至宝の天平芸術や古典芸能、遣唐使がもたらした文
物、行基や鑑真が遺したもの等々を歴史的に明らか

第1(月)

全9回 9ヵ月

13：00〜15：00

13,500円+税

第3(木)

月1回 3ヵ月

13：30〜15：30

7,200円+税

にしていきます。

古地図で旅する大阪
〜紀州街道とその周辺を辿る〜

西俣 稔

古地図を片手に紀州街道とその周辺を歩き、その歴
史や背景を語ります。

中国の歴史書には日本の記述が多くあり、そこから
日本史並びに中国史を考察することは重要です。
『古事記』『日本書紀』は8世紀に編纂された資料で
すが、『漢書』は1世紀に、『後漢書』は5世紀に魏
志倭人伝で知られる『三国志』は3世紀に成立し、さ

【リニューアル講座】
中国歴史書に見える日本

らに『宋書』は7世紀に成立しました。日本史研究に
松田 吉郎

おいては古代の中国の歴史書の考察なくしてはなり
たたないと言われています。また、中国史において

(全6回)

第1(月)
10：00〜11：30

(全6回)
3回 3ヵ月
6,600円+税

も東アジアにおける中国の位置を考えるために中国
の歴史書の中に記載されている「東夷」列伝、「倭
国」伝の考察が大切です。中国の歴史書をわかりや
すく解説し、中国、日本を含めた東アジア世界を考
えてみましょう。
日本と韓国・朝鮮とは古代から多くの人々が頻繁に
行き交いました。そのなかには日本で生まれ、朝鮮

【新設講座】
朝鮮古代の王や

半島に戻り王となったものもいました。ここではそ
井上 直樹

うした朝鮮古代の王や人物の事績をたどりながら、
従来ややもすれば日本の視点から語られてきた当該

人物の事績からたどる古代日朝関係

第2(金)

月1回 3ヵ月

15：30〜17：00

6,600円+税

期の古代の日朝関係を、朝鮮半島の視点からお話し
ようと思います。

グリコ、ワコール、アシックス、ダイエーなど、関
西の著名な企業家(創業者)たちは、事業を通じて社会

【新設講座】
関西の企業家たち
(全6回)

を明るく豊かに、そして楽しくしてくれました。そ
谷内 正往

の生涯と事業の特質、社会に与えた影響はどのよう
なものだったのか、現代と結びつけて探ってまいり

第3(月)
10：00〜11：30

(全6回)
3回 3ヵ月
6,600円+税

ます。レジュメとスライド、時に映像もまじえた、
楽しい講座です。

※満員になり次第締め切らせていただきます。ただし、一定の人数に満たない場合は、講座を中止させていただくこともございます。
※消費税額は、講座実施日が9月30日(月)までは8%、10月1日(火)以降は10%となります。(フリーチケット除く)

