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聖徳講座

S

教育・心理

A

文学・歴史

B

生活・社会

C

哲学サロン
―メディアを読み解く

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）11：00～12：25 受講料 15,500円

元聖徳大学教授

芸術・文化
健康・スポーツ

G

A-2

SOA講師

語
学
キッチン

K

プロフィールはP.35をご覧ください。

鈴木 貴士

プロフィールはP.35をご覧ください。

「2017×998+4034を10秒足らずで計算してください」「1
日１歩ずつ3日で3歩進んで、次の2日で2歩下がるを繰り返し
たら、何日目に初めて365歩になりますか？」といったナゾナ
ゾのような問題、愉快な問題、唸ってしまう問題をみんなで楽
しく解く講座です。
高度な専門知識や難しい公式は使いません。全部、小学校
の算数です。ちょっと頭をひねって、楽しく脳トレしましょう。
「あっ！」とひらめいたときの爽快感は、何物にも代え難いもの

A-4

やり直しの算数から数学へ
～極限と微分～

があります。最近の中学校入試問題にも時折チャレンジ。お子
さん、お孫さんに「凄～い」と言わせちゃいましょう。
計算練習などでウォーミングアップしたあと、毎回2・3問を
じっくり考えていただき、講師がゆっくりわかりやすく解説しま
す。
講師はふだん英会話を教えていますが、元々は理学部物理
学科出身の理系です。さあ、そんな講師と一緒に「なるへそ！」
をいっぱい体験しましょう！

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）10：30～11：55 受講料 15,500円

石黒 豊信

理解力のある今は、筋道をたてた考え方をすることで昔のこ
とがスムーズに頭の中に蘇り、ハッキリしてきます。同じ興味
と関心をもつ方々と一緒に楽しみながらやり直しましょう。数
学は脳トレに最適です。
前期は、高次関数のグラフを書けるところから、さらに最大
最小問題、高次不等式の解法などの基本問題を扱い、演習問
題に取り組みました。今期は、前期に続いて演習問題を主に
取り扱い、極限値、微分係数、接する、極値、恒等式、解の

B-1

また、どんな些細なことでも、恥ずかしさを感じることなく
質問できる雰囲気も売りです。
正負の数の足し算・掛け算から始まって、文字を使って式を
表す練習をします。そして、中１数学のメインイベント、方程
式です。これが解けるようになると、俄然楽しくなってきます。
さらに、比例、反比例などの関数を学びます。
講師はふだん英会話を教えていますが、元々は理学部物理学
科出身の理系です。皆様の学び直しのお力になれれば幸いです。

1/16、1/23、1/30、2/6、2/20、2/27、3/6、3/13（月・8回）
10：15～11：40 受講料 12,400円

なるへそ！ 脳トレ算数教室

小倉百人一首
─ 草庵の歌 恋の歌 その3
元桐朋学園大学教授

Y

鈴木 貴士

今、それ専門の塾ができるくらい、数学を学び直す方々が
増えています。この講座は、そういった人達のための講座です。
中学１年生の教科書を使って、昔懐かしい数学のお勉強を
します。どの学問でも同じですが、とりわけ数学では定義（用
語の意味）の理解が不可欠です。
この講座では、一字一句疎かにせず、ややこしい数学用語・
説明文をわかりやすい日常語で言い換えて説明します。例題や
練習問題を、式の省略なしでゆっくり解いていきます。

A-3

撃波のように揺るがしています。こんな時代、錯綜・多様化し
たメディアをどう読み解くか、ご一緒に考えていきましょう。
1 ．民主主義は劣化しているか ２．超超マイノリティな若者
3 ．超超マジョリティなお年寄り 4 ．私たちは動物園の珍獣
か？ ５．個人的なものこそ政治的である 6 ．「資本主義」
は調教可能か ７．データとエビデンスの相関関係
８．無意識民主主義構想 9 ．ソフトウェア政治家の登場
10．そして誰もがネコになる？
1/19、1/26、2/2、2/9、3/2、3/9、3/16、3/23（木・8回）
10：15～11：40 受講料 12,400円

中1数学をもう一度

SOA講師

L

プロフィールはP.37をご覧ください。

いまや日本は、「衰退途上国」などと揶揄される国に成り下
がっていると言われるようになりました。気候変動に加えて“戦
争”の出現で、世界はますます不安定になり、世界の「読み解き」
の中心であった新聞やテレビが、SNSの急速な社会への浸透
により主役の座から滑り落ちているのは間違いない事実でしょ
う。
ユーチューブなどの映像メディアで、自由奔放の考えやアイ
デアを語る新型知識人も、新しいメディアの形として社会を衝

SOA講師

F

茂木 和行

プロフィールはP.34をご覧ください。

個数などの意味をしっかりと固めていきます。また、予告しな
がら扱うことができなかった変曲点のこと、分数関数のグラフ
を増減表を作り書く予定です。
書きこみのできる自作テキストをかみ砕いてゆっくりと説明
します。毎回、前回の復習から入り、前回のモードに高めてか
ら次に進みます。やむを得ず出席できないこともあります。授
業が欠けるとわからなくなりますので、できる限り補講をしま
す。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

長江

信之

講座
1Day

百人一首の歌を毎回３首ほど読み進めて中盤となり、恋の
歌が多くなりました。百人一首には、約半分の四十三首の恋
の歌が取り上げられています。儒教を中心理念として形成され
た漢民族文化圏では〈恋〉という文学語はなく、夫婦関係以
外の男女のつながりは社会的逸脱つまり不道徳です。
詩歌の中心に〈恋歌〉が大きな位置をしめる日本は、その
粗野な国の貴族社会のなかで、社会的束縛から離れたところ
での個としての男と女が、互いの心を寄せ合ったり、反発し合っ
たりする自分の心の動きを整った形の言葉〈歌〉に表して贈答

プロフィールはP.36をご覧ください。

することが続けられました。それは勿論、社会的には逸脱行
為であるため、歌人の心のなかには己の内面からわきあがる欲
望と社会的な規範を守ろうとする理性との葛藤があります。
不思議なことに、日本人は絶対的な社会規範を打ち立て、
本能と規範の葛藤による苦しみのなかに美的価値を認めたよう
です。現代では、これまでの道徳・哲学的規範がことごとく崩
壊して、赤裸のままで〈私〉がうち捨てられています。その〈私〉
が〈あなた〉とどのように心を通じあえるのか。日本の《恋歌》
を読もうというのは、ここにかかっています。
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旅の文学
松尾芭蕉『野ざらし紀行』
SOA講師

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

大内

瑞恵

プロフィールはP.34をご覧ください。

絵と逸話で読む
『百人一首一夕話（ひとよがたり）』
SOA講師

大内

1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27、3/6、3/13、3/20
（月・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

瑞恵

大内

瑞恵

プロフィールはP.34をご覧ください。

SOA講師

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）15：00～16：25 受講料 15,500円

大内

瑞恵

聖徳大学講師

藤井

崇

史学の観点に立って読み込みます。
１回で２場面程度取り上げる予定です。ただ、『太平記』は
あくまで読み物なので、歴史史料として活用するには、同時に
同時代の史料を読むことが必要不可欠です。同時代の史料に
ついては、講師が用意し、解説します。
今期は、後醍醐天皇の建武の新政のくだりを読む予定です。
歴史好きな方、ふるってご参加ください。

Y
講座
1Day

『太平記』は、児島法師という人物が記したとされる、南北
朝内乱を描いた著名な軍記物（合戦中心の物語）です。登場
人物としては、後醍醐天皇や、これと協力したり、対立したり
する足利尊氏・直義らです。
『太平記』については、昔より多くの小説やドラマで取り上
げられてきました。この授業では、そうした南北朝内乱の知識
をより深めるべく、歴史研究者も参考にする『太平記』を歴

プロフィールはP.36をご覧ください。

K

キッチン

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）15：00～16：25 受講料 15,500円

『太平記』
とその時代

L

学
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評判となりました。
その後、登場した歌川広重の揃物（連作）浮世絵「名所江
戸百景」は、大胆な構図と奇抜な視点に特色がある名所絵です。
目録で四季に分類されているように、季節ごとの行事や風景が
描かれています。また、北斎同様に、印象派のモネやゴッホと
いった西洋画家たちに影響を与えたことでも知られます。
今期は、『名所江戸百景』に続いて、広重の『六十余州名
所図会』を読み込んでいきましょう。

語

江戸時代に登場した浮世絵。浮世絵とは、人々の生活風俗
（浮世）を描くところからの呼称です。江戸時代中期以降、多
色摺の技法が広がり、
その色彩から「錦絵」といわれ、美人画、
役者絵が大流行します。
一方、絵師たちは風景画という新しいジャンルに目を向けま
す。折しもオランダ経由で伝わった西洋絵画の遠近法を取り入
れた「浮絵」など、新しい試みが次々となされていきます。北
斎の「冨嶽三十六景」はその構図の斬新さ、藍摺の美しさで

プロフィールはP.34をご覧ください。

G

健康・スポーツ

浮世絵を読む
―広重「名所絵」
を楽しむ

F

芸術・文化

の歌人で僧の西行に倣って、修行の旅に出ます。東海道を下
り熱田社・三島社を詣で、江の島に立ち寄り、鎌倉に入ります。
鶴岡八幡宮に詣で、鎌倉を廻る一人の尼。惟康親王が将軍を
廃され、京へ送還されるという、歴史的事件に遭遇するという
こともありますが、さらに、善光寺、浅草観音堂を廻るなど、
非常に広範囲な旅の様子が記されていきます。
この講座では、二条の旅の部分を中心に、作品をくずし字
でゆっくりと読み解きながら鑑賞していきます。

『とはずがたり』は13世紀～14世紀、鎌倉時代後期の女性
の日記です。作者は後深草院に仕えた女性、二条（大納言久
我雅忠の娘）です。
二条は幼くして母を亡くし、後深草上皇の御所で育ち、やが
て上皇の寵愛を受けます。まるで『源氏物語』の紫の上のよ
うです。しかし、現実の鎌倉時代の朝廷は、物語よりもさらに
愛憎に満ちた非常に複雑な人間関係をはらんでいました。
正応2年（1289）頃、出家した二条は、平安末期の漂泊
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C

生活・社会

SOA講師

B

文学・歴史

江戸時代、天保4年（1833）、国学者の尾崎雅嘉が百人一
首の注釈書を刊行しました。和歌の解釈とともに歌人の逸話
を述べ、絵師で有職故実の研究者でもある大石真虎が挿絵を
描いたという『百人一首一夕話』です。
今期は、右大将道綱母「歎きつつ」、儀同三司母「忘れじの」、
和泉式部「あらざらむ」、紫式部「めぐりあひて」など、華や
かななかに静かな趣のある、女流文学者の歌を中心に、平安
中期の和歌を読み進めていきます。
1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）13：15～14：40 受講料 15,500円

中世文学『とはずがたり』
と旅する

A

プロフィールはP.34をご覧ください。

『小倉百人一首』は、鎌倉時代前期に成立したといわれる
和歌のアンソロジーです。奈良時代から鎌倉時代に至るまでの
歌人100人の歌が、それぞれ1首ずつ選ばれています。室町
時代に和歌を学ぶ重要な知識として伝えられ、江戸時代には
「歌かるた」などで広まりました。
『小倉百人一首』を順に読んでいくと、そのまま和歌の歴史
や、和歌の技法を学ぶことができます。歌人のこと、歌の詠ま
れた背景などを知ると、いっそう和歌がおもしろくなります。

B-4

S

教育・心理

B-3

初の紀行文として知られるのが、『野ざらし紀行』です。貞享
元年（1684）秋に江戸を出て、郷里伊賀上野へ帰り、近畿・
中部をまわって4月に江戸に帰った旅の文学です。書名は冒頭
の句「野ざらしを心に風のしむ身かな」
によります。別書名の
「甲
子吟行画巻」という絵巻も有名です。折しも、令和4年（2022）
5月に「野ざらし紀行」挿絵付の芭蕉自筆本が、発見されたこ
とでも話題になりました。この冬は芭蕉の初期の紀行文を、絵
とともに読んでみませんか。

聖徳講座

江戸時代の俳人、松尾芭蕉は『おくのほそ道』の俳諧紀行
文で知られています。『おくのほそ道』は、元禄2年（1689）
の晩春に江戸を出立し、
日光を訪れ、白川（白河）の関を越え、
松島・平泉、そして日本海側の象潟を訪れ、北陸路を歩み、
秋に大垣にたどり着く紀行文です。
この『おくのほそ道』は広く知られていますが、芭蕉は元禄
2年以前にも各地へ旅をしています。
「旅の俳人」として知られる芭蕉ですが、なかでも、その最
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聖徳講座

S

神々の系譜を辿る
（古事記上巻を読む）

1/10、1/17、1/24、1/31、2/7（火・5回）
13：00～14：25 受講料 7,750円

秋草学園短期大学教授

教育・心理
文学・歴史

B

生活・社会

C

芸術・文化

F

健康・スポーツ

G

語

L

学
キッチン

K

Y

陽一

プロフィールはP.36をご覧ください。

新天皇が即位され、年号も平成から令和へとかわったこと
は、日本の伝統や皇室の系譜について考えるきっかけとなりま
した。しかし、皇祖神であり、伊勢の神宮に祀られている天照
大神から皇室へどのように繋がっているのか、その系譜を知っ
ている方は少ないのではないでしょうか？
本講座では、天照大神をはじめ、伊 邪那岐・伊 邪那美・
須佐之男・大国主など、聞いたことはあるけれどよく知らない
（？）日本の神話を、古事記（上巻）を読みながら、図と絵を
あまてらす

おおみかみ

い

A

中村

す

さ

の

お
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おおくにぬし

もう一度巡り会う古典
『徒然草』
を読む
（1）
清水

眞澄

ひゅうがさんだい

プロフィールはP.35をご覧ください。

『徒然草』は、どなたもが１度は学んだ古典かと思います。
しかし『徒然草』は、ここ10年ほどで研究が大きく進展し
ました。兼好法師の生涯からはじめて、新しい研究に学びつつ、
『徒然草』と再会しませんか。大人にこそお伝えしたい古典の
世界があります。もはや品詞分解はありません。古語の暗記も
ありません。きっと、新たな発見に驚かれることでしょう。『徒
然草』から、知られざる古典の魅力を楽しみましょう。

清水

１．『徒然草』入門① 兼好法師の生涯
２．『徒然草』入門② 古典との出会い方
３．第1段 ～願望
４．第3段 ～男と女 ─ 恋愛論
５．第10段 ～住居と環境
６．まとめ

1/25、2/1、2/8、2/22、3/1、3/8（水・6回）
10：30～11：55 受講料 9,300円

戦国時代を読む
『鎌倉大草紙』
（3）
SOA講師

眞澄

プロフィールはP.35をご覧ください。

『鎌倉大草紙』は、三巻から成る室町時代の戦記です。異
称を『太平後記』といい、1379年から1479年の東国の動乱
を記します。また、本書の作者や成立年代は未詳ですが、文
学史研究の好史料とされます。
今期は、上杉禅秀の乱の余波を取り上げます。前半では、
小栗満重の乱から、小栗判官照手姫の物語と藤沢遊行寺を紹
介します。後半は、甲斐源氏の歴史です。困難な現代だから
こそ、戦乱の歴史を通じて人間の生き方を考えてみませんか。

本書の最後、太田道灌による臼井城攻略までを読み切った
時、新たな歴史の理解が生まれることでしょう。
１．公方と管領
２．小栗満重の乱
３．説経「小栗判官」と藤沢遊行寺
４．甲斐の動乱①
５．甲斐の動乱②
６．まとめ

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）11：00～12：25 受講料 15,500円

B-10 『唐詩選』その3
SOA講師

髙橋

啓市

プロフィールはP.36をご覧ください。

「田園」を主題とした作品鑑賞です。
田園生活を営む庶民の姿は、どのように受容されていたので
しょうか。階層の異なる詩人たちの感性を持って表現された作
品には、味読すべきものが数多くあります。
『唐詩選』に収録されなかった詩人たちの作品を『全唐詩』
に求めて、右記の作品を鑑賞します。

B-11

う け い

1/25、2/1、2/8、2/22、3/1、3/8（水・6回）
13：15～14：40 受講料 9,300円
SOA講師

B-9

交えて分かりやすく解説します。
①古事記と日本の神話…編纂の時代背景と神々の系譜
②伊邪那岐と伊邪那美…国生みから三貴子の誕生まで
③天照大神と須佐之男…誓約と天の岩戸
④大国主神と出雲神話…国造りと国譲り
⑤天孫降臨と日向三代…神武天皇への系譜
※令和４年度第Ⅱ期と同じ内容が含まれます。

老圃堂
曹 鄴
村 居
沈亞之
秋晩郊居 任 翻
江村卽事 司空曙
山居秋瞑 王 維
越溪村居 戴叔倫
喫茗粥作 儲光羲

鑑湖西島言事
方 干
野 居
張 籍
渓 居
柳宗元
山莊月夜作
蕭頴士
秋 墅
儲嗣宗
碧澗別墅喜皇甫侍御相訪

劉長卿

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）13：15～14：40 受講料 15,500円

七十二候と古典文学
SOA講師

髙橋

啓市

講座
1Day

新暦、冬。12月以降2月頃までの七十二候について扱います。
二十四節気では、立冬・小雪・大雪・冬至・小寒・大寒に
至る時候となります。
先人は自然の恵みを日常生活に反映させ、生き生きと豊か
な暮らし向きを残してきました。詳細な七十二候の各事項の様

プロフィールはP.36をご覧ください。

子が古典文学に記録されていることに出会い、先人の智慧が
七十二もの季節によって満たされているかを、心と体で受容し
ていたのだと感動すること頻りです。
よって、私達の生活にも生かしてみようと思う次第です。

B-12

『竹むきが記』
―女流日記最後の作品を読む―
ひ

の

す

け

な

むすめ

めいし･なこ

SOA講師

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）13：15～14：40 受講料 15,500円

髙橋

啓市

プロフィールはP.36をご覧ください。

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）10：45～12：10 受講料 15,500円

源氏物語精読
SOA講師

赤塚

雅己

プロフィールはP.34をご覧ください。

い ず こ

いく

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8、3/15、3/22
（水・10回）13：00～14：25 受講料 15,500円

落窪物語
―痛快爆笑！ 王朝大衆娯楽小説
SOA講師

赤塚

雅己

松戸・常磐線沿線（千葉県）
の
歴史と地理を探る
SOA講師

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/23（木・8回）
13：15～14：40 受講料 12,400円

相原

正義

SOA講師

相原

1/18、1/25、2/1、2/8、2/15、2/22、3/1、3/8（水・8回）
13：00～14：25 受講料 12,400円

正義

４．地盤はどうつくられたか、東葛の地形と地質
５．明治以降の地域の地名変化
６．坂川の治水と渡辺庄左衛門家三代
７．東葛の事始め ─ 東葛の芭蕉句碑、電灯、キリスト教会
８．お寺を考える ─ 持続への努力、本土寺の不受不施

Y
講座
1Day

講座の概要につきましては、
【B-15】
「松戸・常磐線沿線（千
葉県）の歴史と地理を探る」と同様です。
１．東葛の教育 ─ 寺子屋から小学校へ
２．大正時代の旧制中学校誕生
３．江戸期の松戸宿（年表）

プロフィールはP.34をご覧ください。

K

キッチン

東葛地域の郷土史誌―暮らしから
歴史・地理と民俗を把握する―

L

学

B-16

３．松戸宿を年表で調べる
４．地震に耐えるか、東葛の地形と地質
５．近代化後の東葛の地名変化
６．坂川治水と鰭ヶ崎村渡辺家
７．東葛事始め ─ 松尾芭蕉句碑、六斎市、キリスト教会
８．地域の寺院 ─ 寺の存続、本土寺の不受不施

G

語

常磐線沿線の歴史、地理、民俗を扱います。授業で使うプ
リントは、初回にお渡しします。授業は初めての方にも親しむ
ことができるよう、毎回違った題と内容を扱いますので、資料
を読まれ、疑問・質問をメモする程度でご参加ください。次
期授業で扱ってほしい題がありましたらご相談ください。
１．松戸・柏の教育の始まり、寺子屋から明治の学制へ
２．旧制中学校創立の遅れ、東葛中学校創立のころ

プロフィールはP.34をご覧ください。

F

健康・スポーツ

B-15

代風に言えば、青少年層が親近感をもって気軽に楽しめるライ
ト・ノベルと位置付けられるでしょう。
『源氏物語』とは異なる単純明快・波乱万丈・痛快無比・
抱腹絶倒の素朴な通俗性を通して、平安物語の多彩な有り様
を垣間見られる異色作です。
継母の奸計によって、監禁された姫君に貞操の危機迫る中、
少将・あこきの姫君救出作戦は果たして成功するのでしょうか。
手に汗握る展開を味読します。
（テキスト80～107ページ予定）

C

芸術・文化

『落窪物語』は、10世紀後半以後の成立と推定される全4
巻の中篇物語です。
継母に苛められる純情可憐の姫君と、彼女を救い幸福の花
園へと誘う貴公子とのシンデレラ・ストーリーが基軸ですが、
本作の何よりの特徴は、姫君の侍女と貴公子の乳母子との恋
人コンビが、それぞれの主人のために滅私奉公・粉骨砕身の
大活躍を展開する点にあります。
ここから本作の想定する主な読者は従者層と考えられ、現

プロフィールはP.34をご覧ください。

B

生活・社会

B-14

おちくぼ

か、現代の我々にとっても興趣尽きぬこの傑作を、原文に即し
て味読していきます。
紫式部の人生と芸術、その生きた時代の姿を概観しつつ、
より一層理解を深めるための講座を目指します。
今期は、光源氏退場後の幽暗の世界に彷徨う宿命を背負っ
た人々の愛執と迷妄に鋭く迫る第三部の序幕として、薫と匂宮
に焦点を合わせる匂兵部卿（匂宮）巻を味読します。

A

文学・歴史

『源氏物語』は、王朝国風文化を継承・洗練するのみならず、
漢詩文・仏教等の海外文化をも自家薬籠中のものとして自在
に受容する、多彩なる複合体とも称すべき長篇物語です。
これだけの質量ともに重厚・秀抜なる女流文芸は、11世紀
初頭の世界の何処にもその例を見ることはできません。まさに
日本の誇る文化遺産として幾久しく守り伝えたい至宝です。
この奇跡的達成を遂げた物語の魅力とはいかなるものなの

S

教育・心理

B-13

今期は、以下の章段を味読します。
・光厳天皇御即位（元弘二年）
・改元（正慶元年）
・賀茂の祭（正慶元年）
・光厳天皇常磐井殿に行幸（正慶元年）
・から若（正慶元年）

聖徳講座

作者は、日野資名の女、名子です。
女流日記文学の流れをくみ、その最後の作品として注視され
ている日記文学です。南北朝動乱期の状況下の様相記述は、
極めて史料価値が高いと評価されております。
作者は三大危機（皇統・西園寺家再興・仏道修行の生活）
の最中、中世貴族の女性の生き方を反映して日記文に記しま
した。変体仮名で記されたその日記を講読します。

B-17
聖徳講座

S

木の国（江戸）・石の国（古代ローマ）
の
文明と文化
SOA講師

中川

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21（火・6回）
15：00～16：25 受講料 9,300円

良隆

プロフィールはP.36をご覧ください。

江戸時代は265年間、古代ローマは第2次ポエニ戦争で「地
中海を我が海」としてから677年の間、栄華を誇りました。
なぜ江戸と古代ローマが長き繁栄を謳歌できたのか、文明・
文化の面でその秘密を紹介します。
講座では、右記の5つの項目についてお話しします。

①木の国・石の国の栄華と建造物
②都市の防衛（火事・地震対策と戦争）
③戦国・江戸時代の人々の能力と置かれた環境
④インフラ（街道・水道）の考え方
⑤国の治め方／食料と娯楽の提供、支配の法則

教育・心理

A

B-18

テオクリトス
『牧歌』
を読む
─古代ギリシアの心のうつろい─
SOA講師・国際基督教大学研究員

文学・歴史

B

生活・社会

C

芸術・文化

F

健康・スポーツ

G

語

L

学
キッチン

K

Y

山口

2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16（木・6回）
15：00～16：25 受講料 9,300円

京一郎

プロフィールはP.37をご覧ください。

前3世紀の詩人テオクリトスによる『牧歌』は、古代ギリシ
ア人の抒情を現代に伝えてくれる作品集です。作品ひとつひと
つは短くて読みやすく、そこに描かれる風景と情景、植物や生
き物、恋や死別、生きる喜びや悲しみ、褒め合いや嫉妬など
から、古代の世界と人々を生き生きと想像することができます。
また、いわゆる牧人の歌だけではなく、町人の会話や王へ
の賛歌、神話の一場面など、多彩な題材が収められているの
も本作の魅力です。

ソポクレース
『エーレクトラー』

1/19、1/26、2/2、2/9、2/16、3/2、3/9、3/16、3/23、3/30
（木・10回）11：00～12：25 受講料 15,500円

B-19 （ギリシア悲劇）を読む

東京大学助教

松浦

高志

ソポクレースの悲劇『エーレクトラー』の第1100行付近か
ら約250行分を日本語訳で読みます（第Ⅱ期に読み終わった
箇所の続きからです）。毎回10行から30行程度と、読むペー
スはゆっくりですので、初めての方でも無理なく受講できます。
授業では受講生の方に、順番に数行程度ずつを割り当てま
すので、音読し、
わかりづらかった箇所を指摘していただきます。
その後、その箇所に関して講師が解説し、必要であれば皆さ
んで議論します。

B-20

キリスト教の歴史
―西洋文化をより深く理解するために―
元聖徳大学准教授

中村

教養としての新約聖書
─美術館に行く前に─
元聖徳大学准教授

七重

初回にはギリシア悲劇についてと、それまでに読んだ箇所に
ついて説明しますので、今期から受講する場合でも心配する必
要はありません。また、日本語訳で読んでいても、時間的にも
地理的にも遠く離れたところで作られた作品ですので、わかり
にくいところが多々出てくると思います。そのような箇所をてい
ねいに解説しつつ、ゆっくり読んでいきますので、心配する必
要はありません。

プロフィールはP.36をご覧ください。

2014年に開始した当講座は、古代（原始教会時代の殉教
者たち、修道生活を始め、教義を確立した教父たちなど）を終
了し、現在は中世を対象にしています。十字軍、聖フランシス
コまでの歴史を終了し、今後の予定項目は、騎士修道会、ペス
トの大流行、異端審問、教会と神聖ローマ帝国の対立などです。
さまざまな疑問点を皆様とご一緒に考えていく講座にしたい
と考えております。必要な復習も随時入れていますので、途中
からのご参加も歓迎いたします。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）15：15～16：40 受講料 15,500円

中村

七重

講座
1Day

旧約の長い歴史の後にイエス・キリストが誕生しました。そ
の言葉や行いをまとめたものが新約聖書です。キリスト教が誕
生して2000年。聖書の影響は、学問・芸術から日常生活の
すみずみにおよんでいます。
ヨーロッパの美術館に収納され、名作とされる絵画や彫刻
の多くは聖書を題材にしたものです。しかし、それらの鑑賞に
は何が表現されているのかを知っていることが不可欠です。
必須の知識を伝えたいとの思いで、この講座を始めたのは
2

プロフィールはP.36をご覧ください。

1/17、1/24、1/31、2/7、2/14、2/21、2/28、3/7、3/14、3/28
（火・10回）13：30～14：55 受講料 15,500円

ユダヤ教徒として処刑されたイエスを、神の子でありメシア
（救世主）であると信じた人たちによって、キリスト教が誕生し
ました。ユダヤ教徒との対立や、ローマ帝国による迫害に耐え
た小さな教会は、ローマ帝国の国教となり、その後全世界に
広がっていきます。
キリスト死後の2000年間のキリスト教の歴史をたどること
は、西洋文化だけではなく、現在の世界を理解するためにも
必要な学習です。

B-21

この講座では、1編に1～2回ずつかけて、ゆっくりと読み進
めていきます。
今期は、「８．ダプニスとメナルカス1」「９．ダプニスとメ
ナルカス2」（牛飼と羊飼の歌合戦）、「２．まじないをする女、
シマイタ」（失恋した女性の歌）、「13．ヒュラス」（ニンフにさ
らわれた少年とヘラクレスの歌）を中心に扱う予定です。
継続講座ですが、新規の方のご受講を歓迎します。途中か
らのご参加に支障のない内容です。

プロフィールはP.36をご覧ください。

1998年でした。
「これまで敬遠していた宗教画を見ることが楽
しくなった」という感想を今までに多くの方から聞くことができ
ました。
新約聖書の物語を読み、必要な場合には（ほとんど必要です）
旧約聖書との対比をおこない、関連する美術作品を紹介しま
す。
美術作品の助けを借り、“永遠のベストセラー”を深く楽しく
理解できる講座にしたいと考えております。

