皇學館大学共催講座のご案内
日本人の心のふるさと伊勢の地で、神道学を中心に学術研究活動で優れた実績を残す皇學館大学。
神道の入門やその歴史など日本文化の核心に触れていただき、「日本文化の歴史」に親しんでいただきます。

2022年後期：10月～3月

皇學館大学は、伊勢の神宮における長い神道研究の伝統を源流としていますが、明治15年、神宮祭主
久邇宮朝彦親王の令達によって、神宮の学問所である林崎文庫に開設された「皇學館」を直接の起源と
しています。明治33年に神宮祭主の賀陽宮邦憲王からいただいた令旨には、わが国の歴史に根ざした道
義と学問とを学び、実際の社会の中で実践し、文明の発展に貢献するという、まさしく本学の建学の精神
が記されています。その根本精神は、現在も皇學館大学の中に脈々と受け継がれています。

【皇學館大学のご案内】
文学部(神道学科・国文学科・国史学科・コミュニケーション学科)
教育学部(教育学科)・現代日本社会学部(現代日本社会学科)
大学院(文学研究科・教育学研究科)・専攻科(神道学専攻科)
〒516-8555 三重県伊勢市神田久志本町1704 伊勢市駅(JR・近鉄)、宇治山田駅(近鉄)より内宮行（徴古館前経由）、
または宿浦行バスに乗車（約10分）し、皇学館大学前にて下車
TEL：0596-22-0201 FAX：0596-27-1704 ホームページ：https://www.kogakkan-u.ac.jp/

１日・短期講習会
10/15
10/15
（土）
（土）

※入会金は不要です。

邪馬台国への道のり
邪馬台国の所在地を探る基本史料は、魏志倭人伝です。最近では「倭人伝で邪馬台国を研究する
時代は終わった」と発言する研究者もおられるほどですが、倭人伝はやはり邪馬台国に関する貴重な
情報源です。この講座では、初心にかえって、倭人伝の旅程記事を詳しく読んでみたいと思います。
【講 師】 研究開発推進センター副センター長・教授

荊木 美行

【時 間】 15：30～17：00
【受講料】 会員：1,650円、一般：2,200円

神道と仏教「仏教各宗派における神祇信仰」

11/19
（土）

今でも見られますが、真言宗では丹生都比売神(にうつひめのかみ)や八幡神、天台宗では山王信仰、
曹洞宗では白山の神、臨済宗では伽藍神や関聖帝君（関羽）、時宗では諏訪の神、日蓮宗では三十
番神や妙見神など、日本の仏教宗派には特定の神祇信仰が見られました。神祇不拝の真宗も含め紹
介します。
【講 師】 学長・文学部神道学科教授

河野 訓

12/17
（土）

【時 間】 15：30～17：00
【受講料】 会員：1,650円、一般：2,200円

『伊勢参宮名所図会』を読む 松坂～斎宮
『伊勢参宮名所図会』は江戸後期に刊行された絵入りの伊勢参宮ガイドブックです。このシリーズでは
「くずし字」で書かれた解説を読み解きつつ、近世伊勢参宮道中の世界に皆さんをご案内したいと思い
ます。今回は松坂から斎宮へと向かいます。
【講 師】 文学部国史学科教授

岡野 友彦

【時 間】
【受講料】

15：30～17：00
会員：1,650円、一般：2,200円
※価格は、消費税、設備費（2022年4月より）を含んだ税込価格を表示しています。

2022年後期期：10月～3月

皇學館大学 1日・短期講習会

1/21
（土）

※入会金は不要です。

古代摂津の国と上代文学
古代摂津の国を舞台とした奈良時代の文学（万葉集・神話・伝説）を読み、摂津の国という地理的環
境の中で人々がどのような文化的営みをしていたのかを、みなさんと一緒に考えてみたいと思います。
今回は比売嶋の松原伝説をはじめ、記紀・風土記の伝説と万葉集の和歌を中心に読んでみたいと思
います。
【講 師】

文学部神道学科教授

【時 間】 15：30～17：00
【受講料】 会員：1,650円、一般：2,200円

橋本 雅之

2/25（土）
3/18(土)

『日本書紀』を読む
『日本書紀』は、養老四年(720)に撰進された我が国最古の官撰正史です。今回は、全三十巻
のうち巻第十四を読みます。巻第十四は第二十一代雄略天皇の一代記です。即位に至るまで
の話、葛城山（かずらきやま）で一事主神(ひとことぬしのかみ)に出会う話、吉野の蜻蛉(あ
きず)、少子部蜾蠃(ちいさこべのすがる)の話、根使主(ねのおみ)誅殺の話など、読み進めて
いきます。
2月25日（土） 雄略天皇（1）
3月18日（土） 雄略天皇（2）

3/4
（土）

【講 師】 文学部国文学科教授

大島 信生

【時 間】 15：30～17：00
【受講料】 会員：各1,650円、一般：各2,200円

家康はなぜ江戸を選んだか
天正18年（1590）、秀吉から関東転封を命ぜられた際、家康はなぜ小田原や鎌倉ではなく江戸を拠
点としたのでしょう。また慶長8年（1603）に幕府を開く際も、なぜ江戸をその所在地としたのでしょうか。
家康の選択に東京一極集中の原点を探ります。
【講 師】

文学部国史学科教授

岡野 友彦

【時 間】 15：30～17：00
【受講料】 会員：1,650円、一般：2,200円

※各講座とも、開催場所は近鉄文化サロン阿倍野です。

お申込み・お問合せは「近鉄文化サロン阿倍野」まで

06-6625-1771
［ホームページへのアクセスはこちら］
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 and4階 [受付時間]10：00～19：00（日曜日は10：00～17：00）
※休業日： 8/31（水）、9/30（金）、10/29（土）～10/31（月）、11/29（火）、11/30（水）、12/29（木）～1/5（木）は受付業務を休ませていただきます。

［受講お申込みは］
● 事前にご予約のうえ、実施日の５日前までにご入会手続きをお済ませください。
● 近鉄百貨店外商部お得意さま、KIPSクレジットカード会員さま、近鉄友の会会員さま、満65歳以上の方は会員価格でご受講いただ

けます。※受付にて会員手続きが必要です。

● 各講座とも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。

● お支払いには、コンビニ振込みがご利用いただけます。（振込手数料別途）詳しくは、お申込み時にご確認ください。
※価格は、消費税、設備費（2022年4月より）を含んだ税込価格を表示しています。

帝塚山大学共催講座のご案内
2022年度後期：10月～3月

《帝塚山大学のご案内》
本学は1964年に開学し、今年で58周年を迎えた奈良県最大の文系総合大学。
東生駒キャンパスには文学部、経済経営学部、法学部、大学院人文科学研究科があり、
学園前キャンパスには心理学部、現代生活学部、教育学部、大学院心理科学研究科を
設置している。
「実学の帝塚山大学」を標榜し、フィールドワークなどの実践的な教育や学生の主体的な学
修を促す「プロジェクト型学習」を積極的に推進している。総合大学だからこそ可能な学際的
「奈良学」研究を通じて、地域の活性化に取り組むなど特色ある教育・研究を行っている。
本学主催の公開講座は、http://www.tezukayama-u.ac.jp/social/lectures/をご覧ください。
東生駒キャンパス
〒631-8501 奈良市帝塚山7-1-1 TEL：0742-48-9122

学園前キャンパス
〒631-8585 奈良市学園南3-1-3 TEL：0742-41-4716

1日・短期講習会
帝塚山大学考古学研究所・附属博物館連続講座

大和の古代寺院を語るⅣ
日本に仏教が伝わり、最初に寺院が建立された大和には多くの古代寺院が建立され
ました。本講座ではひとつひとつの古代寺院に焦点をあて、文献史料や最新の発掘
調査成果から大和の古代寺院の造営者や建立の背景を読み解きます。
シリーズ4回目となる今回は、飛鳥地域の古代寺院のなか、飛鳥の幹線道路である
山田道沿いの寺院を取り上げます。

【講

師】

【曜日・時間】

文学部日本文化学科教授・考古学研究所長・附属博物館長 清水 昭博
［第1回］ 10月17日(月) 10：30～12：00 「和田廃寺－葛城寺と蘇我馬子の
大野丘北塔－」
［第2回］ 11月21日(月) 10：30～12：00 「軽寺－軽臣氏の寺－」
［第3回］ 12月19日(月) 10：30～12：00 「石川廃寺－蘇我馬子と石川精舎－」

和 田廃寺関連 瓦 （奈良時代 ）
【 受 講 料】

会員： 各1,650円、一般： 各2,200円

※価格は、消費税・設備費を含んだ税込価格を表示しています。

帝塚山大学 １日・短期講習会

2022年度後期：10月～3月
※入会金は不要です。

奈良学講座

古代大和の氏族・神
奈良には古代に起源をもつ有名な神社が多く存在します。これらの神社は当時の人々
の信仰や心性を気づかせてくれる存在であるばかりでなく、大和王権や特定の氏族と
の結び付きを有し、当時の社会全体に大きな影響力をもったと考えられます。
4月～6月の講座に引き続き、いくつかの神社と関わりの深い氏族などを取り上げます。
神はそもそも神秘的なものですが、古代史の分野でもさまざまな研究があります。簡潔
に講義していきたいと思います。
【講

師】

【曜日・時間】

文学部日本文化学科教授

鷺森 浩幸

［第1回］ 10月24日(月) 10：30～12：00 「石上神宮と物部連」
［第2回］ 11月28日(月) 10：30～12：00 「春日大社と藤原氏」
［第3回］ 1月23日(月) 10：30～12：00 「八幡神の性格と神仏習合」

【 受 講 料】

会員： 各1,650円、一般： 各2,200円

2/13 足利尊氏・直義兄弟と観応の擾乱
（月）

南北朝内乱の開始から約15年後、将軍足利尊氏の執事高師直と、尊氏の弟で政務
をつかさどった足利直義との対立を発端として観応の擾乱が勃発しました。
最終的に尊氏・直義兄弟が戦う事態となった観応の擾乱は、室町幕府の仕組みを
大きく変える転換点となりました。
今回の講座では、尊氏・直義兄弟の足跡をたどりながら、観応の擾乱の歴史的意義
について述べたいと思います。

【講

師】

文学部日本文化学科准教授 花田 卓司

【時

間】

10：30～12：00

【受 講 料】

会員： 1,650円、一般： 2,200円

尊氏墓と伝わる宝篋印塔（左）と直義供養塔と
伝わる五輪塔（右）（浄土寺：広島県尾道市）

※各講座とも、開催場所は近鉄文化サロン阿倍野です。

お申込み・お問合せは「近鉄文化サロン阿倍野」まで

06-6625-1771
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 and4階
〔受付時間〕10：00～19：00
（日曜日・休講日は10：00～17：00）
※休業日：8/31（水）、9/30（金）、10/29（土）～10/31（月）、
11/29（火）、11/30（水）、12/29（木）～1/5（木）は、受付業務を
休ませていただきます。

ホームページへのアクセスはこちら

［受講お申込みは］
●事前にご予約のうえ、実施日の５日前までにご入会手続きをお済ませ
ください。
●近鉄百貨店外商部お得意さま、KIPSクレジットカード会員さま、近鉄
友の会会員さま、満65歳以上の方は会員価格でご受講いただけます。
※受付にて会員手続きが必要です。
●各講座とも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。
●お支払いには、コンビニ振込みがご利用いただけます。（振込手数料
別途）詳しくは、お申込み時にご確認ください。

※価格は、消費税・設備費を含んだ税込価格を表示しています。

2022年度前期：4月～9月

帝塚山大学 1日・短期講習会

※入会金は不要です。

古典文学・演劇にみる恨めしくない幽霊

5/15
（日）

歌舞伎「東海道四谷怪談」のお岩さんに代表されるように「恨めしや」と言って現れる怖い幽霊がよく知
られています。しかし、古典文学や演劇では、恨みによるのではなく、愛情や思いやりによって現れる
幽霊が見られます。『源氏物語』や『今昔物語集』、文楽『けいせい反魂香』などの例では、幽霊は情愛
を凝縮した存在として描かれてきました。日本人の幽霊のとらえ方を考えながら、「恨めしくない幽霊」
に注目し、その表現がどのような感動をもたらしたのかについて読み解きます。
【講
【時

師 】 文学部日本文化学科教授 後藤 博子
間 】 10：30～12：00
【 受 講 料 】 会員 1,650円、一般 2,200円
「白縫譚」の幽霊

6/5
（日）

建武政権の恩賞政策
元弘3年（1333）、鎌倉幕府を滅ぼした後醍醐天皇は、「建武の新政」とよばれる政治を開始しま
した。しかし、建武政権はわずか3年ほどで崩壊し、その後約60年間にわたる南北朝内乱が展開
することになります。従来、建武政権が短期間で崩壊した要因として、鎌倉倒幕で活躍したにも
かかわらず十分な恩賞を得られなかった武士の不満が挙げられ、後醍醐天皇の失政の一つとし
て強調されてきました。今回の講座では、最新の研究成果にもとづいて建武政権の諸政策を見
直すとともに、あらためて短命政権に終わった要因を考えたいと思います。
【講
【時

師 】 文学部日本文化学科准教授 花田 卓司
【 受 講 料 】 会員 1,650円、一般 2,200円
間 】 10：30～12：00

後醍醐天皇綸旨（「東寺百合文書」ヒ函：京都府立
京都学・歴彩館 東寺百合文書WEBより）

たいまでら

當麻寺の魅力 －中将姫伝説の地をめぐる祈りと美－
二上山のふもとに伽藍をかまえる當麻寺は、奈良大和路に数ある古刹のなかでも、他にはみられ
ない多くの魅力をもっています。古代の東塔・西塔が並び立つ境内では、日本最古の塑像・弥勒
仏坐像や、口ひげをたくわえた四天王像、そして極楽への憧れが生んだ数々の浄土教美術に出
会うことができます。この講座では、奈良国立博物館の特別展「中将姫と當麻曼荼羅－祈りが紡ぐ
物語－」（7月16日～8月28日）にもちなみ、當麻寺の伝説・信仰・美術についてお話しします。

8/7
（日）

【講
【時

師 】 文学部日本文化学科教授 杉﨑 貴英
間 】 10：30～12：00
【 受 講 料 】 会員 1,650円、一般 2,200円

當麻寺東塔

奈良の地酒と「小さな酒屋」の物語

9/4
（日）

奈良は「日本酒発祥地」の一つと目され、発祥神話で知られる大神神社、室町期に今日の清酒製
造技術の原型を生み出した正暦寺など、「はじまり」をめぐる物語の宝庫です。近年、地方の酒＝
地酒への関心が高まるなかで、奈良酒造業も時代の「追風」を受けています。生産量こそ少ないも
のの、個性豊かな地酒ブランドが多く台頭しており、しかも発祥地という抜群の物語性をも備えるな
ど、時代が求めるもの（「そこにしかないもの」）に合致しています。近年の奈良における地酒ブラン
ドの成長メカニズムを考える際、メーカー各社の自助努力もさることながら、地元の小規模酒販店
との協力ネットワークが非常に重要な意味をなしてきました。本講座では、奈良の地酒の発展を支
えてきた「小さな酒屋」の個性豊かな物語を紹介します。
【講
【時

師 】 文学部日本文化学科教授 河口 充勇
間 】 10：30～12：00
【 受 講 料 】 会員 1,650円、一般 2,200円

ある「小さな酒屋」の店頭

※各講座とも、開催場所は近鉄文化サロン阿倍野です。(現地講座を除く)
※価格は、消費税、設備費（2022年4月より）を含んだ税込価格を表示しています。

お申込み・お問合せは「近鉄文化サロン阿倍野」まで
掲載講座
専用ダイヤル

06-6625-1771

〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 and4階
〔受付時間〕10：00～19：00（日曜日10：00～17：00）
※休業日：3/31（水）、4/29（金・祝）～5/5（木・祝）、
8/11（木・祝）～8/16（火）、8/31（水）、9/30（金）は受付業務を
休ませていただきます。

ホームページへのアクセスはこちら

［受講お申込みは］
●事前にご予約のうえ、実施日の５日前までにご入会手続きをお済ませ
ください。
●近鉄百貨店外商部お得意さま、KIPSクレジットカード会員さま、近鉄友
の会会員さま、満65歳以上の方は会員価格でご受講いただけます。
※受付にて会員手続きが必要です。
●各講座とも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。
●お支払いには、コンビニ振込みがご利用いただけます。（振込手数料
別途）詳しくは、お申込み時にご確認ください。

奈良大学共催講座のご案内
2022年度後期（10月～3月）

【奈良大学のご案内】
日本で初めて本格的な都が置かれた地、奈良。今もなお、豊かな歴史と
文化の香りが満ちています。奈良大学は、そんな恵まれた歴史的風土を
背景に、創設以来の「生きた学問」の実践（教育・研究）とともに、多
くの専門人材を輩出しています。是非、講座では「生きた学問」からみ
る奈良・歴史・文化を体験してみてください。
【学部】
●文学部

国文学科
史学科
地理学科
文化財学科

●社会学部 心理学科

【大学院】
●文学研究科

●社会学研究科

国文学専攻
文化財史料学専攻
地理学専攻
社会学専攻 社会文化研究コース
臨床心理学コース

総合社会学科

【通信教育部】
●文学部
文化財歴史学科

〒631-8502 奈良市山陵町1500
TEL：0742-44-1251 FAX：0742-41-0650
URL：https：//www.nara-u.ac.jp/

奈良の歴史再発見－大和のまつりを考える－
奈良大学では、今まで知らなかった奈良に出会う場として、「奈良の歴史再発見」と題した、奈良の魅力を紹介
する講座を４回シリーズで開催いたします。今回は大和のまつりをテーマに、それぞれの専門分野に詳しい講
師陣が分かりやすく解説。奈良をより楽しめる内容で、どなたにもご参加いただける講座です。

第1回

11月19日（土） 13：30～15：00

平城宮で行われた大嘗祭

奈良大学 名誉教授

寺崎 保広

第2回

12月17日（土） 13：30～15：00

纒向王宮と二つの祭祀土坑

桜井市教育委員会
文化財課長
（奈良大学卒業生）

橋本 輝彦

第3回

1月21日（土） 13：30～15：00

聖なるものへの万葉びとの
心性

奈良大学 文学部
准教授

鈴木 喬

奈良町の地蔵信仰とその歴
史

奈良大学 文学部
教授

村上 紀夫

第4回

2月18日（土） 13：30～15：00

【 受 講 料 】 全４回 会員 6,600円、一般 8,800円
【 会 場 】 近鉄文化サロン阿倍野

１回単位でも受講できます。会員：各1,650円、一般：各2,200円

2022年度後期（10月～3月）

奈良大学 1日・短期講習会

11/19
（土）

平城宮で行われた大嘗祭
天皇が交替すると、そのことを神に報告する一世一代の儀式が大嘗祭（だいじょうさい）
で、７世紀の天皇以来、現在まで続けられています（今上天皇は2019年11月に実施）。
奈良時代の天皇は平城宮の朝堂院で大嘗祭を行ったことが、昭和から平成にかけての
発掘調査で明らかになりました。今回は、祭祀の内容を紹介するとともに、奈良時代の
大嘗祭をめぐる諸問題について考えてみます。
【講
【時

12/17
（土）

（土）

（土）

寺崎 保広
【 受 講 料】 会員 1,650円、一般 2,200円

纒向遺跡の土坑祭祀といえば火と水を用いた「纒向型祭祀」が代表的なものですが、
近年の研究ではマツリの目的によって供物や器材に差があり、その在り方も一様では
ないことが分かってきています。今回の講座では初期ヤマト王権の宮都と目される
纒向遺跡で明らかとなった居館遺構や、その周辺で行われた土坑祭祀の様子を紹介
したいと思います。
師 】 桜井市教育委員会 文化財課長 （奈良大学卒業生） 橋本 輝彦
【 受 講 料】 会員 1,650円、一般 2,200円
間 】 13：30～15：00

聖なるものへの万葉びとの心性
日本人にとって神は絶対的な存在ではありません。山や木などの自然や身の回りの事
物に畏敬の念を感じ、また崇拝の対象として接します。神話に登場する神は、恋もすれ
ば嫉妬もします。さらには神が祭祀を行い、占いで「神意」を聞きます。神が神を…？そ
もそも神（聖なるもの）とは何なのでしょうか。人はなぜ神を祀り、祈るのでしょうか。本講
座では『古事記』や『万葉集』を通じて、万葉びとの聖なるものへの心性を読み解きます。
【講
【時

2/18

師】 奈良大学 名誉教授
間】 13：30～15：00

纒向王宮と二つの祭祀土坑

【講
【時

1/21

※入会金は不要です。

師 】 文学部 准教授
間 】 13：30～15：00

鈴木 喬
【 受 講 料】

会員 1,650円、一般 2,200円

奈良町の地蔵信仰とその歴史
7月になると奈良町では、各地で地蔵盆が行われています。奈良では、地蔵菩薩を祀る
寺院も多く、庶民の信仰を集めてきました。また、春日社に祀られていた神様の本地仏
が地蔵菩薩だったこともあって、中世には人びとの間で広く地蔵菩薩が信仰されてきま
した。中世から近世にかけて、奈良における庶民の地蔵信仰とその歴史について考え
ます。
【講
【時

師 】 文学部 教授
間 】 13：30～15：00

村上 紀夫
【 受 講 料】

会員 1,650円、一般 2,200円

※各講座とも、開催場所は近鉄文化サロン阿倍野です。

お申込み・お問合せは「近鉄文化サロン阿倍野」まで

電話

（06）6625-1771

〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 and4階
〔受付時間〕10：00～19：00（日曜・休講日は10：00～17：00）
■休業日
8/31（水）、9/30（金）、10/29（土）～10/31（月）、11/29（火）、
11/30（水）、12/29（木）～1/5（木）は受付業務を休ませて
いただきます。

ホームページへのアクセスはこちら

［受講お申込みは］
●事前にご予約のうえ、実施日の5日前までにご入会手続きをお済ませく
ださい。
●近鉄百貨店外商部お得意さま、KIPSクレジットカード会員さま、近鉄
友の会会員さま、満65歳以上の方は会員価格でご受講いただけます。
※受付にて会員手続きが必要です。
●各講座とも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。
●お支払いには、コンビニ振込みがご利用いただけます。（振込手数料
別途）詳しくは、お申込み時にご確認ください。
※価格は、消費税、設備費（2022年4月より）を含んだ税込価格を表示しています。

大阪公立大学共催講座のご案内
2022年度後期（10月～3月）

大阪公立大学は、ともに約140年の歴史を有する大阪市立大学と
大阪府立大学が統合し、2022年4月に新たに誕生した公立総合
大学です。12の学部・学域と15の大学院研究科を設置し、大学の
有する専門知と資源をもって、文化の発展・継承、人々の健康保
持・増進ならびに多様な都市問題の解決に取り組むとともに、高
度な研究を推進し、その成果を社会に還元することにより、地域
社会ひいては国際社会の発展に寄与することを社会貢献の指針
としています。
近鉄文化サロン阿倍野では、大阪公立大学との相互協力のもと、
共催講座を開催しています。
現代システム科学研究科
文学研究科 法学研究科 経済学研究科 経営学研究科
都市経営研究科 情報学研究科
理学研究科 工学研究科 農学研究科 獣医学研究科
医学研究科 リハビリテーション学研究科
看護学研究科 生活科学研究科

1日・短期講習会
10/22
（土）

鎌倉時代の実朝伝説
─いま拓かれる新たな人物像
【講 師】 大阪公立大学大学院文学研究科教授
【時 間】 13：00～14：30

11/12
（土）

（土）
受 講
お申込みは

『御堂関白記』の世界

【講 師】 大阪公立大学大学院文学研究科准教授
【時 間】 10：30～12：00
お申込み・お問合せは「近鉄文化ロン阿倍野」まで

12/10

小林 直樹
【受講料】 会員 1,650円、一般 2,200円

磐下 徹
【受講料】 会員 1,650円、一般 2,200円

古市・百舌鳥古墳群の倭国王墓の設計
【講 師】 大阪公立大学大学院文学研究科教授
【時 間】 10：30～12：00

岸本 直文
【受講料】 会員 1,650円、一般 2,200円

大阪公立大学 1日・短期講習会

2022年度後期（10月～3月）
※入会金は不要です。

2022年度後期（12月～3月）

10/22 鎌倉時代の実朝伝説
（土）
─いま拓かれる新たな人物像

鎌倉幕府第三代将軍源実朝は、近代においては、政治的実権を北条氏に奪われた傀儡とみなされ、それゆえ政治の世界に絶
望し、和歌の世界に生きがいを求めざるをえない人物としてイメージされてきました。しかしながら、近年の研究はこうした実朝
像を大幅に刷新しつつあります。この時間は、『吾妻鏡』や『沙石集』といった、主として鎌倉後期に編纂された書物に収載される
いわゆる「実朝伝説」を読み解きながら、そこから浮かび上がる実朝像に迫ります。
【講 師】 大阪公立大学大学院文学研究科教授
【時 間】 13：00～14：30

小林 直樹
【受講料】 会員 1,650円、一般 2,200円

11/12 『御堂関白記』の世界
（土）
『御堂関白記』は、平安時代を代表する貴族である藤原道長の日記です。
道長の日記は彼の子孫である近衛家の陽明文庫（京都市右京区）に伝来しました。ここに伝えられた日記のうち、おおよそ半分
は道長自身が書き記したたいへん貴重な自筆日記です。こうしたことから、『御堂関白記』はユネスコの世界の記憶にも登録さ
れ、世界的にも注目されている史料です。
本講座では、この道長の日記の記事を具体的にとりあげて読解しながら、彼を取り巻く平安宮廷社会の実像にせまってみたい
と思います。
【講 師】 大阪公立大学大学院文学研究科准教授
【時 間】 10：30～12：00

磐下 徹
【受講料】 会員 1,650円、一般 2,200円

12/10 古市・百舌鳥古墳群の倭国王墓の設計
（土）
古市・百舌鳥古墳群の倭国王墓について、前方後円墳の形態から2系列に分かれており、古墳時代開始期以来の神聖王と執
政王が併存していたと考察することができます。近年、古墳の設計において、中国尺による6尺1歩の歩数で寸法が決められて
いることが認められるようになってきました。
さらに、新納 泉教授（岡山大）の発表された、前方後円墳の設計に関する研究に学び、この講座では、古市・百舌鳥古墳群の
倭国王墓の成立当時の設計を具体的に復元することを試みます。また、これによって、王統が2系列に分かれるとの見方が追
認できるのか検証していきます。
【講 師】 大阪公立大学大学院文学研究科教授
【時 間】 10：30～12：00

岸本 直文
【受講料】 会員 1,650円、一般 2,200円

お申込み・お問合せは「近鉄文化サロン阿倍野」まで

(06)6625-1771
［ホームページへのアクセスはこちら］
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 and4階 [受付時間〕10：00～19：00 （日曜日10：00～17：00）
※休業日：8/31（水）、9/30（金）、10/29（土）～10/31（月）、
11/29（火）、11/30（水）、12/29（木）～1/5（木）は、受付業務を休ませていただきます。
【受講お申込みは】
●事前にご予約のうえ、実施日の５日前までにご入会手続きをお済ませください。
●近鉄百貨店外商部お得意さま、KIPSクレジットカード会員さま、近鉄友の会会員さま、満65歳以上の方は会員価格でご受講
いただけます。
受 講
※受付にて会員手続きが必要です。
お申込みは
●各講座とも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。
●お支払いには、コンビニ振込みがご利用いただけます。（振込手数料別途）詳しくは、お申込み時にご確認ください。

※価格は、消費税・設備費を含んだ税込価格を表示しています。
※各講座とも、開催場所は近鉄文化サロン阿倍野です。

近畿文化会企画・歴史街道倶楽部協力

歴史・文化セミナーのご案内
２０２２年１１月～２０２３年１月
※セミナーのお申込みの受付は、10月1日（土）から開始します。
あに

おと

11/5 兄・弟の情愛
（土）

ふみもち

―大伴家持・書持の場合―

天平18年(西暦746年)の秋、越中国守として任地にあった大伴家持の
もとに、平城の都から弟の書持の急死の知らせがもたらされました。
その驚きと深い悲しみをつづった挽歌が萬葉集巻十七にとどめられて
おり(3957～3959)、兄家持が弟書持に寄せるこまやかな情愛をつぶさ
に読み取ることができます。弟に寄せる兄の思いは、それにとどまらず、
萬葉集のそこ・ここに埋め込まれているのに、最近、気づきました。家持
の人生のひとこまを、ご一緒にたどることにしたいと思います。

12/3 茶室の多様性と和風建築
（土）

【講

師 】 大阪市立大学
名誉教授 村田 正博

【時

間 】 13：00〜14：30

【 受 講 料 】 会員1,650円、一般2,200円

－抹茶の茶室と煎茶の茶室－

茶室というと千利休が大成した草庵の茶室をまず思い浮かべますが、
茶会のための専用の空間と定義される茶室は広さや構造、意匠が限定
されるものではなく、多様で多彩です。特に煎茶会が催された場には文
人といわれる人たちが理想とした独特の自然観が反映されており、抹茶
の茶室とは異なる性格をもっていました。茶室が持つこのような多用性
が近代になって独特の和風建築を生み出す原動力になっていました。
煎茶の茶室に注目することで、和風建築の特徴をとらえてみましょう。

.

【講

師 】 大阪電気通信大学
教授 矢ヶ崎 善太郎

【時

間 】 13：00～14：30

【 受 講 料 】 会員1,650円、一般2,200円

1/7 中国禅の本流としての東福寺
（土）

鎌倉時代に東福寺を開いた聖一国師は、中国に渡り中国五山第一径
山興聖万寿禅寺の仏鑑禅師のもとで6年余りの研鑽の末その法を嗣ぎ、
また、国師の弟子達も次々と中国に渡り、臨済禅の本流をわが国に伝え
ました。2023年春に東京国立博物館、秋には京都国立博物館において
特別展「東福寺」が開催されるのに先立ち、本講座では大陸との交流を
通して花開いた禅宗文化の全容を幅広く紹介し、東福寺の日本文化に
おける意義とその魅力をお話します。

※各講座とも、当日の教室での受付は講座開始の３０分前からです。

近鉄文化サロン
阿倍野まで
近鉄文化サロン
阿倍野まで

専用
フリーダイヤル

0120-106-718
（06）6775-3686

TEL

（０６）６６２５－１７７１
※携帯・ＰＨＳ等、一部の電話からはご利用いただけません。

［その他のお問合せ・お申込みは］

電 話（06）6625-1771

〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 and4階
〔受付時間〕10：00～19：00
（日曜日10：00～17：00）
※休業日：9/30（金）、10/29（土）～10/31（月）、11/29（火）、
お寄せいただいた個人情報は、申込者へ
11/30（水）、12/29（木）～1/5（木）は、受付業務を休ませて
の連絡、発送、集計のみに使用し、それ
いただきます

以外の利用はいたしません。

ホームページへのアクセスはこちら

師 】 京都産業大学
教授 石川 登志雄

【時

間 】 13：00〜14：30

【 受 講 料 】 会員1,650円、一般2,200円

※価格は、消費税・設備費を含んだ税込価格を表示しています。
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お申込み・お問合せは

近畿文化会事務局

【講

[受講のお申込みは]
●事前にご予約のうえ、実施日の５日前までにご入会手続きをお済ませ
ください。
●近鉄百貨店外商部お得意さま、KIPSクレジットカード会員さま、近鉄友
の会会員さま、満65歳以上の方は会員価格でご受講いただけます。
※受付にて会員手続きが必要です。
●各講座とも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。
●お支払いには、コンビニ振込みがご利用いただけます。（振込手数料別
途）詳しくは、お申込み時にご確認ください。

元興寺文化財研究所協力講座
2022年度後期（10月～3月）

〈元興寺文化財研究所のご案内〉
元興寺文化財研究所は、元興寺で発見された類例を見ない
「中世庶民信仰資料」の整理と性格究明、保存を目的として
設置された調査室を前身としています。1961年には国内初の
近代的手法による出土木製品の保存処理を実施するなど、
半世紀以上にわたって民間唯一の総合的な文化財研究機関
として指定文化財や身近な民俗資料など日本各地の様々な
文化財の保存・修復や調査研究を手掛け、文化財保存の先
陣を切ってきました。
2016年には各種文化財の調査・保存・修復・科学分析を一手に担う「文化財の総合病院」として総合文化財センターを開設
し、Ｘ線CTなどの最新機器の導入による新たな技術開発や、文化財の保護と普及にも取り組んでいます。

〒630-8304 奈良市南肘塚町146-1 TEL：0742-23-1376 FAX：0742-27-1179 https://www.gangoji.or.jp/

近畿の寺々Ⅲ
―文化財調査が解明した歴史と信仰―
元興寺文化財研究所は、元興寺で発見された仏教民俗資料を研究し保存処理するために創設され、以来半世紀に
わたって日本各地の寺社に所蔵される文化財の調査や修復を行っています。本講座では、研究所・各研究員が手掛
けた調査・研究の最新成果に基づいて、近畿地方の諸寺の歴史と信仰について分かりやすく解説します。

日時

テーマ

10月11日（火） 13：30～15：00

袋中上人の美術と信仰

11月8日（火） 13：30～16：30

【現地講座】念仏寺と念仏寺展の見学

12月13日（火） 13：30～15：00

古代瓦のみかた

1月10日（火） 13：30～15：00

考古学からみた中国陶磁器の流通と中世寺院

2月14日（火） 13：30～15：00

城郭石垣の源流―寺院の石垣と職人を探る

3月14日（火） 13：30～15：00

考古学で探る行基建立四十九院

【 講師 】

元興寺文化財研究所研究員

【 受講料 】

各1回 会員1,650円、一般 2,200円

【 会 場 】 近鉄文化サロン阿倍野

※価格は、消費税、設備費（2022年4月より）を含んだ税込価格を表示しています。

2022年度後期（10月～3月）

元興寺文化財研究所

※入会金は不要です。

袋中上人の美術と信仰

10/11
（火）

袋中上人の学僧としての評価はすでに良く知られたところです。その業績は多くが琉球布教・一切経蒐集といった点で語られ
ますが、智光・當麻・清海曼陀羅のいわゆる浄土三曼陀羅の研究についても独自の視点で切り込み、高い評価がなされてき
ました。本講では、袋中の曼陀羅研究を基点として、美術的観点からその精力的な活動の一端を眺めてみます。

【講

師 】 研究員

植村 拓哉

【時

間 】 13：30～15：00

【 受 講 料 】 会員1,650円、一般 2,200円

當麻曼陀羅（念仏寺所蔵）

【現地講座】「念仏寺と念仏寺展の見学」

11/8
（火）

念仏寺（奈良市）の開創400年を記念して開催される元興寺秋季特別展「開創400年記念 袋中上人と山の寺念仏寺」展の展示解
説を、展示を担当した元興寺文化財研究所の研究員が行います。また、「念仏寺本堂特別公開」、奈良市史料保存館企画展「「山
の寺」念仏寺と江戸時代の奈良町－絵師竹坊作品と「開化天皇陵」関係史料を中心に－」も見学します。現地で袋中上人ゆかりの
品々や、浄土曼陀羅などの仏教美術、古文書などを実際に見学し、市井のお寺に紡がれてきた奈良の仏教文化の奥深さを実感し
ましょう。

【講 師】

研究員
研究員

植村 拓哉
服部 光真

【時

間 】 13：30～16：30

【 受 講 料 】 会員1,650円、一般 2,200円
※別途拝観料が必要です。

元興寺令和4年度秋季特別展
「袋中上人と山の寺念仏寺」

古代瓦のみかた

12/13

古代寺院跡から出土する遺物の多くは瓦です。瓦はその模様や作り方など、たくさんの情報を持っています。瓦のみかた
のツボを知って、瓦片から古代寺院へと迫る手掛かりをみつけましょう。

（火）
【 講 師 】 研究員

村田 裕介

【時

間 】 13：30～15：00

【 受 講 料 】 会員1,650円、一般 2,200円

国宝元興寺禅室に
葺かれる古代瓦

考古学からみた中国陶磁器の流通と中世寺院

1/10
（火）

中国陶磁器は唐物の一つとして珍重されたもので、11世紀以降には博多・平泉・鎌倉だけでなく各地で流通します。流通の過程
を示す資料の一つとして大量の陶磁器を積んだ韓国新安沖沈没船があり、1323年に東福寺など寺院が関与した貿易船とされま
す。本資料など各地の発掘調査事例から、中国陶磁器の流通と中世寺院の関わりを考えたいと思います。

【講

師 】 研究員

瀬戸 哲也

【時

間 】 13：30～15：00

【 受 講 料 】 会員1,650円、一般 2,200円

新安沈没船出土陶磁器
（韓国海洋文化財研究所所蔵）

城郭石垣の源流―寺院の石垣と職人を探る

2/14
（火）

城郭における石垣の採用は、土から成る中世城郭から脱却し、近世城郭へと繋がる構造的な変革をもたらしました。本来の石垣
構築に関わる技術は、寺院で活動していた職人が持っていたと考えられており、城郭石垣の発達の理解には寺院石垣の様相を
知ることが重要です。初期の城郭石垣とも比較をしつつ、寺院石垣の特徴と職人の存在を探ります。

【講

師 】 研究員

坂本 俊

【時

間 】 13：30～15：00

【 受 講 料 】 会員1,650円、一般 2,200円

観音寺城平井丸の石垣

考古学で探る行基建立四十九院

3/14
（火）

『行基年譜』に記された「長岡院」である可能性が高い奈良市菅原遺跡をはじめとして、少なからず行基関連の寺院の考古学
的調査が進んでいます。この講座では行基が建立したとされる「四十九院」を考古学の立場から検討し、大野寺の土塔築造
に採用された土木技術の系譜についても考えてみたい。

【 講 師 】 研究員

江浦 洋

【時

間 】 13：30～15：00

【 受 講 料 】 会員1,650円、一般 2,200円

※各講座とも、開催場所は近鉄文化サロン阿倍野です。

※価格は、消費税、設備費（2022年4月より）を含んだ税込価格を表示しています。

お申込み・お問合せは「近鉄文化サロン阿倍野」まで

06-6625-1771
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 and4階
〔受付時間〕10：00～19：00（日曜・休講日は10：00～17：00）
※休業日：8/31（水）、9/30（金）、10/29（土）～10/31（月）、
11/29（火）、11/30（水）、12/29（木）～1/5（木）は受付業務を
休ませていただきます。

ホームページへのアクセスはこちら

復元された大野寺の土塔

［受講お申込みは］
●事前にご予約のうえ、実施日の５日前までにご入会手続きをお済ませ
ください。
●近鉄百貨店外商部お得意さま、KIPSクレジットカード会員さま、近鉄友
の会会員さま、満65歳以上の方は会員価格でご受講いただけます。
※受付にて会員手続きが必要です。
●各講座とも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。
●お支払いには、コンビニ振込みがご利用いただけます。（振込手数料
別途）詳しくは、お申込み時にご確認ください。

金峯山寺連携講座

古建築はどうやって守られてきたか？
－国宝金峯山寺二王門の修理工事を通じて－
わが国は東アジアの諸外国に比べて文化遺産の残存状況が良いと言われる。
その中でも奈良には日本一多く中世以前の木造古建築が残存するが、この残り具合
の良さには偶然の要素や、特に古代においてはもともとの母数が多いということもある
ものの、それだけでは説明できない技術的な要素もあるように思われる。
現在修理工事を行っており、これに伴う調査によって修理の履歴が明らかになりつつ
ある国宝金峯山寺二王門や、その他の例から古建築はどうやって守られてきたかを
探ってゆきたい。

解体前の二王門

■講 師

解体中の二王門

元奈良文化財研究所文化遺産部長

国宝金峯山寺二王門保存修理事業専門委員会委員

林 良彦
■受講料

会員 1,650円 ・ 一般 2,200円
※定員：50名

■会 場

近鉄文化サロン阿倍野

■日 時

２０２２年１２月１１日（日） 13：30～15：00
※価格は、消費税・設備費を含んだ税込価格を表示しています。

講座のお問合せ・お申込みは

近鉄文化サロン阿倍野
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2－1－40 and4階

電話（06）6625-1771
［受付時間］10：00～19：00（日曜・休講日 10：00～17：00）
※休業日：9/30（金）、10/29（土）～10/31（月）、11/29（火）、
11/30（水）は受付業務を休ませていただきます。

※注意事項
・ご受講には事前のお申込みが必要です。
・講座は満席になり次第締め切らせていただきます。
・受講当日のキャンセルはお受けできません。
・入会金は不要です。
ホームページアドレス ：https://www.d-Kintetsu.co.jp/bunka-salon/

