
3月9日（木）１０時から受付開始、【7月期】は6月１日（木）１０時から受付開始

※金額には消費税が含まれています。

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 14,300 円

（１０回分）一般 17,600 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 4,400 円

（4回分） 一般 6,050 円

講座内容 　

Ｎew！再発見！徳川家康

平野　明夫

（國學院大學兼任講師）

第1、第3木曜　10時15分～11時45分

①4/6    ②4/20　  ③5/18  　④6/1   　⑤6/15

⑥7/6 　 ⑦7/20  　⑧8/3  　 ⑨8/17　　⑩9/7

　
「どうする家康」の主人公・徳川家康。近年、家康の生涯は再発見されています。たとえ
ば、家康は秀吉の命によって佐竹氏の隣りに引っ越してきます。その影響とは…。最新の
研究成果に基づいて家康の生涯を見ていきます。

①家康の誕生   ②家康人質へ   ③家康の自立   ④信長と家康   ⑤謙信と家康
⑥信玄と家康    ⑦秀吉と家康、そして佐竹氏   ⑧天下人家康   ⑨家康の隠居
⑩文化人家康

Ｎew！佐竹氏と県北地域の中世城館～城と交通の関わりから

藤井　達也（水戸市立博物館学芸員）

　　　　ＮＯ　ＩＭＡＧＥ

各市町村担当者

土曜　10時～11時30分（見学会10時～12時：現地集散）

①4/8    ②4/15　  ③4/29  　④5/13  　

　主に戦国時代を中心に、佐竹氏との関わりから県北地域の中世の城館を紹介します。
特に交通路(道)との関わりから文献史料調査の成果も生かしつつ、城の特徴などに迫り
実際に見学します。

4/ 8  水戸教室
4/15 交通の要衝となる町場に整備した城郭（常陸大宮市の部垂城、野口城）
4/29 佐竹氏の本拠となる城郭（常陸太田市の太田城）
5/13 境界地域の戦争を意識した城郭（大子町の頃藤城と大子町史跡）
※見学先は変更になる場合がございます。



講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 7,700 円

（5回分） 一般 9,350 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 17,600 円

（１０回分）一般 20,900 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 10,560 円

（６回分） 一般 13,860 円

講座内容 　

佐竹氏の歴史

佐々木　倫朗

（大正大学教授）

第４土曜　１３時３０分～１５時３０分  　

①4/22    　②5/27　 　③6/24

④7/22　  　⑤8/26 　　⑥9/23

　戦国時代から安土桃山時代にかけての佐竹氏の一族や家臣の中で、代表的な人物を
採り上げてその活動ぶりを紹介します。

Ｎew！満州移民と茨城

伊藤　純郎

（筑波大学人文社会系教授）

第2、第4火曜　10時15分～11時45分

①5/9    ②5/23　  ③6/13  　④6/27  　⑤7/11

　国策として推進された満州移民を、「鍬の戦士」と称された満蒙開拓青少年義勇軍と、
大陸の花嫁と呼ばれた義勇軍の配偶者、大陸の母・姉となった義勇軍の寮母という視点
で、茨城という場から問い直したいと思います。

※テキスト代は別途いただきます。

　ヤマト王権から律令国家成立と経過の流れについては、これまで学んできた「六国史」
などによって明らかになりますが、それらの資料を凌駕するのが考古学研究です。この
研究成果をふまえて、項目ごとに検証します。

※テキストは各自購入していただきます。

（常総古文化研究所顧問）

古代国家の誕生を探る

阿久津　久

第１、第３金曜　１０時～１２時

①4/7    ②4/21　  ③5/19  　④6/2   　⑤6/16

⑥7/7 　 ⑦7/21  　⑧8/4  　 ⑨8/18　　⑩9/1



講座名

講師名

講義日時

4月期

受講料 会員 8,800 円

（5回分） 一般 10,450 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

7月期

受講料 会員 8,800 円

（5回分） 一般 10,450 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 17,600 円

（10回分） 一般 20,900 円

講座内容 　

（茨城工業高等専門学校名誉教授）

　はじめて古文書を読む方のための講座です。解読のためには古文書に特有なくずし字
や用語・文体を学ぶこと、古文書が記された時代背景を知ることが必要です。この講座で
は読み方の初歩とそうした背景について学びます。

はじめての古文書（初級編）　《３か月講座》

並木　克央

　　　　ＮＯ　ＩＭＡＧＥ

（茨城工業高等専門学校名誉教授）

第1、第3金曜　13時30分～15時

①7/7　 ②7/21   ③8/4　 ④8/18　 ⑤9/1

はじめての古文書（入門編）　《３か月講座》

並木　克央

（茨城工業高等専門学校名誉教授）

第1、第3金曜　13時30分～15時

①4/7    ②4/21　  ③5/19  　④6/2   　⑤6/16

　くずし字で書かれた古文書に馴染んではきたけれども、読み進めていくと分からないこ
とも多く、その調べ方に戸惑ってしまわれる方も多いようです。この講座ではそうした方々
を対象に学んでいきます。

古文書に親しむ

並木　克央

　　　　ＮＯ　ＩＭＡＧＥ

第２、第４土曜　１４時～１６時

①4/8    ②4/22　  ③5/13  　④5/27   　⑤6/10

⑥6/24 　 ⑦7/8  　⑧7/22    ⑨8/26　 　⑩9/9

　主に江戸時代の古文書の読み方と特有な用語について学びます。また、個々の古文書
が記された歴史的な背景についても学びます。



講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 17,600 円

（１０回分）一般 20,900 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 4,400 円

（２回分） 一般 6,050 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

受講料 会員 4,400 円

（２回分） 一般 6,050 円

講座内容 　

久信田　喜一

（茨城地方史研究会会長）

第１、第３水曜　１４時～１６時

①4/5    ②4/19　  ③5/17  　④6/7   　⑤6/21

⑥7/5 　 ⑦7/19  　⑧8/2  　 ⑨8/16　　⑩9/6

日本彫刻史と茨城の仏像Ⅱ【古代ー平安時代前期】

瀨谷　貴之

（神奈川県立金沢文庫 主任学芸員）

土曜　１３時３０分～１５時

①6/10　　②7/8

　原南陽・本間玄調・石川慎斎・中山信名など茨城の歴史・文化を彩った人物とその業績
について時代背景をからめながら解説します。

人物から見た茨城の歴史

　江戸時代の村や人のすがたを通して近世社会を学びます。茨城県域の事例も取り上げ
ながら、古文書・史料を読み解いていきます。

　茨城県には雨引山楽法寺観音菩薩立像をはじめとして、平安時代の仏像の名品が多数伝
来します。本年はそれらの茨城県に伝来した仏像を紹介しながら、日本彫刻史にどのように
位置付けられるかを、最新の学説なども紹介しながら、わかりやすく解説したいと思います。

村から見た近世の茨城

千葉　真由美

（茨城大学教授）

木曜　１０時～１１時３０分

①6/29　　②7/6　


