
【4月期】3月8日（水）10時から受付開始

※金額はすべて消費税が含まれております。

講座名

講師名 大久保　シェリル
（米国アートセラピー協会および協会理事会認定アートセラピスト）

講義日時 第4土曜　13時30分～16時　※9月は第5週

①4/22 ティッシュで歓迎／関係性の構築、意識領域と無意識領域

②5/27 遊びのアートエクササイズ／創造性の起源、ユングVS.フロイト

③6/24 ストーリーメイキング／物語の役割、隠喩、原型

④7/22 絵画／アートワークにおける色彩、シンボル、サインの理論

⑤9/30 ラウンドロビンの壁画／グループと個人のアートセラピー

受講料 会員 13,750 円

（5回分） 一般　 17,050 円

教材費　 2, 750円（5回分）

講座内容 　

講座名

講師名 齊藤　泰嘉
（筑波大学名誉教授、常磐大学特任教授）

講義日時 第2金曜　13時～14時30分

①4/14 日本初の美術館と筑波山

②5/12 天心や大観と美術館

③6/9 佐藤慶太郎と東京府美術館

④7/14 小川芋銭と牛久沼

受講料 会員 5,280 円

（4回分） 一般　 6,930 円

講座内容 　

新規講座

Ｎew！アートセラピーとは

　本格的なアートセラピーとは何かを理解するための入門コースです。心理学の理論を少し学び、創作
活動を体験することで、アートセラピーの本質がみえてきます。セラピーそのものではなく、アートセラ
ピーの理論や実践について学びます。

Ｎew！岡倉天心と日本近代美術

　日本の美術館は明治の博覧会から生まれていますが、博覧会毎の仮設美術館ではなく、永久的大
美術館の建設を説いたのが岡倉天心でした。その夢に応えたのが佐藤慶太郎という「石炭の神様」で
す。美術館から見た近代日本美術についてお話します。

明治１０年第１回内国博覧会において日本初の美術館（仮設）が誕生、明治１２
年筑波山でも博覧会が開催され廃仏希釈で沈む筑波山に活気が蘇ります。

天心の日本文化発信のための永久的大美術館構想から、「アジアは一つ」の真
意を読み解きます。

「石炭の神様」佐藤慶太郎の私財寄付による東京府美術館が誕生して天心の夢
は実現します。日本美術発信、日仏美術交流の拠点になります。

天心、大観らが創立した日本美術院で活躍した、河童の絵の芋銭の画室「雲魚
亭」はエコミュージアムと呼べる日本の原風景です。新しい美術館の在り方につ
いて考えます。



講座名

講師名 坂元　眞一

（サイエンス・メディア・ラボ 科学コミュニケーター）

講義日時 第2、第4土曜　10時～11時30分

①6/10 ②7/8 ③7/22

受講料 会員 3,960 円

（3回分） 一般　 5,610 円

講座内容 　

講座名

講師名 仙波　一郎

（茨城大学名誉教授）

講義日時 第2、第4土曜　13時30分～15時30分

①4/8 ②4/22 ③5/13

④5/27 ⑤6/10 ⑥6/24

受講料 会員 10,560 円

（6回分） 一般　 13,860 円

講座内容 　

講座名

講師名 小林　和子

（茨城女子短期大学教授、筑波大学非常勤講師）

講義日時

①5/20 ②6/17 ③7/15 ④8/19 ⑤9/16

受講料 会員 6,600 円

（5回分） 一般　 9,900 円

講座内容 　

　ブラックホールが放つ重力波、振動するニュートリノ、この二つに共通するのは‟波”。簡単実験で‟
波”のふるまいを観察しながら、宇宙の不思議に迫っていきます！

Ｎew！‟波”の魔法で宇宙の不思議を探る

Ｎew！金子みすゞ童謡詩の世界

第3土曜　10時～11時30分

　発見の経緯から年長者にはなじみの薄いその童謡ですが、この講座では当時の時代背景や衝撃的
な生涯、特徴と魅力について皆様と語り合いながらご紹介していきたいと思います。

Ｎew！やさしく学ぶアルゴリズム

　　「アルゴリズム」は、解法手順と訳され、ある課題に対する具体的な解決法です。どのように解法を
見つけ出すか紹介します。プログラムで表現できる解法はパソコンで実行します。３人の子供にヨウカ
ンを切り分けるとき、どのような方法で公平に分配しますか。ただし、物差しは使わないとする。「アルゴ
リズム」を身近に感じてみましょう。
※パソコンをご持参ください。



講座名

講師名 椛島　住子

（日本古典文学研究家）

講義日時

①4/26 ②5/10 ③5/24 ④6/14 ⑤6/28

⑥7/12 ⑦7/26 ⑧8/9 ⑨8/23 ⑩9/13

受講料 会員 13,200 円

（10回分） 一般　 16,500 円

テキスト代 1,980円（税込）　『日本の古典をよむ④　万葉集』　小学館

講座内容 　

講座名

講師名 椛島　住子

（日本古典文学研究家）

講義日時

①4/26 ②5/10 ③5/24 ④6/14 ⑤6/28

⑥7/12 ⑦7/26 ⑧8/9 ⑨8/23 ⑩9/13

受講料 会員 13,200 円

（10回分） 一般　 16,500 円

テキスト代

講座内容 　

Ｎew！『万葉集』－万葉びとの心の歌

第2、第4水曜　10時～11時30分

　最古の歌集。天皇から庶民まで。防人（さきもり）の歌、東歌（あづまうた）も。歓び、哀しみ、憧れ、畏
れ、情愛、恋心、旅情、望郷、惜別…。万葉の人々の心の世界に浸りましょう。

1,980円（税込）　『日本の古典をよむ⑨　源氏物語　上』　小学館

Ｎew！『源氏物語』を読む

第2、第4水曜　13時～14時30分

　　日本文学の最高峰、『源氏物語』。後世の文学・美術・演劇に多大な影響を与えてきました。美しい
四季を背景に描かれる名場面を味わいましょう。



講座名

講師名 西田　信博

（文筆家）

講義日時 第2火曜　13時～14時30分

①4/11 ②5/9 ③6/13

④7/11 ⑤8/8 ⑥9/12

受講料 会員 9,900 円

（6回分） 一般　 13,200 円

講座内容 　

講座名

講師名 青柳　英司

（明治大学非常勤講師、親鸞仏教センター嘱託研究員）

講義日時 第2、第4水曜　10時～12時

①5/10 ②5/24 ③6/14 ④6/28

⑤7/12 ⑥7/26 ⑦8/9 ⑧8/23

受講料 会員 14,080 円

（8回分） 一般　 17,380 円

講座内容 　

Ｎew！やさしく読む『歎異抄』

Ｎew！史書・人物往来

　歴史書は記述された時代を現代に伝える鑑でもありますが、同時にそこに生きた人々の鮮烈な歴史
への登場劇でもあります。
　今回のセミナーでは、日本文化と関わりの多かった古代の大陸（中国）の偉人とその周辺で生きた
人々をご紹介いたします。
　取り上げるテキストは「後漢書」という歴史書です。このなかから、後漢帝国の創始者である光武帝劉
秀とその周辺に生きた人々を取り上げてみます。歴史書の中に生きた人々は、その記述のなかで再び
人々の記憶に蘇り、命を吹き込まれることを待ち続けています。それは必ずや皆さんの人生にとっても
物語の愉しみと、なにがしかの人生の指針を伝えてくれるのではないでしょうか。

　『歎異抄』は、浄土真宗の開祖とされる親鸞の説法の記録です。当時の人々は親鸞の言葉をどのよう
に受け止め、どのような点に疑問を持ったのでしょうか。『歎異抄』を丁寧に解説しながら、これらの問
題について皆様と考えていきたいと思います。



講座名

講師名

講義日時

①4/18 花ひらく縄文文化

②5/16 弥生文化から古墳文化へ　

③6/20 埴輪はなぜ造られたのか

④7/18 鹿島神宮と大生神社

⑤9/19 日高見国はどこか

受講料 会員 6,600 円

（5回分） 一般 9,900 円

講座内容 　

講座名

講師名 千葉　隆司

（かすみがうら市歴史博物館館長）

講義日時 土曜　10時～11時30分

①4/1　　古代編　石器・石棺・礎石・石碑などの文化

②4/8　　中世編　宋人職人による五輪塔・宝篋印塔など石造物文化

③4/15　近世編　庚申講など民間信仰の石造物文化

④4/22　近代編　東京の近代建築文化

受講料 会員 5,280 円

（4回分） 一般　 6,930 円

講座内容 　

Ｎew！石造物文化の歴史とその見方

　人間は、石を利用し様々な文化を創り上げてきました。講座では、古代の石器などの道具、中世の五
輪塔などの供養塔、近世の民間信仰の石仏、近代の建造物などの石造物文化を紹介します。

Ｎew！茨城の古代史を考えるⅠ

黒澤　彰哉

（元茨城県立歴史館史料学芸部長）

第3火曜　13時～14時30分

　　茨城の古代史について、従来の研究とは異なる視点で考えます。



講座名

講師名

講義日時

○荘園、相馬御厨の変遷－武士の台頭から鎌倉幕府成立へ（4/27、5/11）

　千葉常胤、源義朝、佐竹義宗

○常総の大地で躍動した武士たち（5/25、6/8、6/22）

　信太の源義広、相馬師胤、下河辺政義

○北畠親房の南朝勢力拡大の足跡（7/13）

○鎌倉公方・古河公方と常総（7/27，8/10）

○徳川家康の関東入国後の常総地域の仕置（8/24）

○関東平野の河川改修、利根川東遷事業（9/14）

受講料 会員 13,200 円

（10回分） 一般 16,500 円

講座内容 　

講座名

講師名 古家　信平

（筑波大学名誉教授）

講義日時

①5/19 ②6/2 ③6/16

④7/7 ⑤7/21 ⑥8/4

受講料 会員 7,920 円

（6回分） 一般　 11,220 円

講座内容 　

　かつて茨城県の南部、西部地域は常陸国あるいは下総国に属していました。その常総地域に関わっ
た人物を中心にした中世の様相を解説します。また、その大地を流れる利根川は、かつて東京湾へ流
れていました。その変遷にも注目します。

Ｎew！常総地域の歴史を考える

平野　明夫

（國學院大學兼任講師）

第2、第4木曜　15時～16時30分

Ｎew！外から見る日本の民俗

第1、第3金曜　13時～14時30分

　観光では絶対に見ることのできない台湾の冥婚（めいこん）、擬死再生（ぎしさいせい）、シャーマンの
誕生の儀礼、神像（しんぞう）に魂を入れる儀礼などを映像で紹介し、それと対比して沖縄、日本本土
の民俗の類似と相違を考えてみます。



講座名

講師名 鷺野谷　秀夫

（科学写真家、元筑波大学技術専門職員）

講義日時

①4/20 不可視光撮影とは

②5/18 紫外線撮影

③6/1 蛍光撮影

④6/15 赤外線撮影

⑤7/6 受講者の撮影画像の鑑賞と批評

⑥7/20 不可視光写真のパソコンによる画像処理

⑦8/3 受講者の画像処理した撮影画像の鑑賞と批評

⑧9/7 特殊撮影法の今後の課題

受講料 会員 13,200 円

（8回分） 一般　 16,500 円

講座内容 　

講座名

講師名

講義日時

①4/22 生物多様性とはなにか

②5/27 茨城の希少動植物や生態系の保全

③6/24 茨城の外来生物とその防除

ﾋﾇﾏｲﾄﾄﾝﾎﾞ　ｵｽ（撮影：染谷保氏）

諸費用 会員 1,980 円

（3回分） 一般 3,630 円

講座内容 　

第4土曜　10時～11時30分

　　「生物多様性」とは何か、その言葉の意味や私たちの暮らしとの関わりを学び、茨城の生物多様性
をいかに守るか、希少な野生動植物の保全や外来生物の防除などから考えます。

山根　爽一

（茨城県生物多様性センター長、茨城大学名誉教授）

Ｎew！茨城の生物多様性を考える

Ｎew！目には見えない不思議な写真教室

第1、第3木曜　15時～16時30分

　赤外線や紫外線など、人の目には見えない光を用いて、写真撮影をする講座です。撮影された写真
は、肉眼では観察できない不思議な世界を撮影することができます。

筑波山系：ツクバハコネサンショウウオ・ツクバハコネ
妙岐ノ鼻湿原：カドハリイ
ラムサール登録湿地涸沼：ヒヌマイトトンボ、ヤマトシジミ

茨城県内の色々な生態系、その恵み、脅かす要因
ＣＯＰ15と国の生物多様性戦略

外来生物のブルーリスト作成とそれらへの対策
アライグマ、ミシシッピアカミミガメ、クビアカツヤカミキリ、
スクミリンゴガイ、オオバナミズヒンバイ等



講座名

講師名

講義日時

①5/25　「土屋寛直－夭逝藩主の影響力」西口

②6/22　「商家を支えた人々－奉公人と出世」木塚

③7/27　「関勝久と神林双山－郷土工芸品「かすみ人形」の考案者たち」萩谷

諸費用 会員 2,640 円

（4回分） 一般 4,290 円

講座内容 　

講座名

講師名

久保田　昌子（つくば市教育局文化財課主任）

五十嵐　和也（つくば市教育局文化財課主事）

講義日時

①5/17　「もっと知りたい！つくばの遺跡　古代編」　久保田

②6/21　「戦国時代の岡見氏－戦いと城館」　広瀬

諸費用 会員 1,980 円

（3回分） 一般 3,630 円 北条中台1号墳の石室

講座内容 　

　　科学の街として有名なつくば市は、多くの歴史遺産に恵まれた街でもあります。今回は、市文化財
課の専門員が、古代から近世までつくば市域の歴史のひとこまをご紹介します。

木塚　久仁子（土浦市立博物館副館長）

第4木曜　10時～11時30分　※8月は第5週

野田　礼子（土浦市立博物館学芸員）

萩谷　良太（土浦市立博物館学芸員）

西口　正隆（土浦市立博物館学芸員）

　歴史のまち・土浦はどのように成り立ってきたのでしょうか。知られざる人々の事績をとおして、土浦
の歴史の一コマにスポットをあてます。

Ｎew！つくばの歴史再発見！

広瀬　季一郎（つくば市教育局文化財課係長）

第3水曜　10時～11時30分

④8/31　「戦時下の女学生－土浦高等女学校生徒の日記から」野田

③7/19　「旗本本多氏とその領地－旗本領からたどる江戸時代」　五十嵐

Ｎew！土浦の知られざる先人たち


