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 平成 29年度 事業報告書 

 

1. 講座事業  

（1）春秋記念講座  

 ◆春季講座（第133回） <参加者数：のべ338名> 

テーマ：「豊臣から徳川へ―転換期をめぐる歴史学最前線―」 

会場・時間： 大阪大学中之島センター 

6月2日・4日は13時半～15時、6月3日は18時半～20時 

6/2(金)：「落日の豊臣政権―文禄年間の京都に視点をおいて―」  

河内将芳（奈良大学教授） 

6/3(土)：「豊臣秀吉の神格化とその後―豊国社から豊国神社へ―」 

野村玄（大阪大学大学院文学研究科准教授） 

6/4(日)：「秀頼時代の豊臣家と大坂の陣」  

北川央（大阪城天守閣館長） 

 

 ◆秋季講座（第134回） <参加者数：のべ71名> 

テーマ：「デザインにおける日本的なもの」 

会場・時間： 大阪大学中之島センター 

11月5日は 18時半～20時、11月6日・7日は13時半～15時 

11/5(日)：「簡素さの美はいかに発見されたのか―伊勢神宮から現代日本のデザインまで―」  

高安啓介（大阪大学大学院文学研究科准教授） 

11/6(月)：「いつから銀杏のデザインは二葉になったのか―家紋から阪大のロゴマークまで―」 

橋本順光（大阪大学大学院文学研究科准教授） 

11/7(火)：「西洋建築と日本―19世紀のジャポニストから近代建築の巨匠まで―」  

藤田治彦（大阪大学名誉教授） 

 

（2）古典講座  <参加者数：のべ2075名> 

 ◆コース（Ａ－1～Ｃ－1：全 7コース）     

 ◆会場  ・大阪大学中之島センター（コースＡ－1・Ａ－2・Ａ－3） 

・大阪市立総合生涯学習センター（コースＢ－1・Ｂ－2・Ｂ－3・Ｃ－1） 

No コース名 ・ 講師名 回数･時間･年数 

A-1 
禅竹と世阿弥周辺の能を読む               

天野文雄（京都造形芸術大学舞台芸術研究センター所長、大阪大学名誉教授） 

全期8回   18：00～19：30  

再開1年目（平成20年度～平成26年度） 

A-2 日本語を見つめた人たち      岡島昭浩（大阪大学大学院文学研究科教授） 全期8回   18：00～19：30  2年目 

A-3 漱石を読む                              出原隆俊（大阪大学名誉教授） 全期8回   18：00～19：30  1年目 

B-1 『吾妻鏡』を読む           川合康（大阪大学大学院文学研究科教授） 全期8回   18：15～19：45  3年目       

B-2 論語を読む                      佐藤一好（大阪教育大学教育学部教授） 全期8回   18：15～19：45  8年目 

B-3 『文選』の詩を読む              浅見洋二（大阪大学大学院文学研究科教授） 全期8回   18：15～19：45  4年目 

C-1 

中国古典の名言を読む           

矢羽野隆男（四天王寺大学人文社会学部教授）、佐野大介（大阪大学大学院文学研究科

教務補佐員）、池田光子（懐徳堂記念会研究員）、草野友子（京都産業大学非常勤講師） 

全期8回   13：30～15：00  3年目 
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（3）アーカイブ講座 <参加者数：のべ 43名> 

テーマ：（前期）「懐徳堂入門（1）―成長する懐徳堂文庫」 

（後期）「懐徳堂入門（2）―懐徳堂を知るための入門書」 

講師：池田光子（懐徳堂記念会研究員） 

前期日程：平成29年7月7日（金）14：00～ 

後期日程：平成30年1月19日（金）14：00～ 

会場：大阪大学附属図書館総合図書館図書館ホール（Ａ棟 6階） 

 

（4）法人講座（第 5回）…平成 29年度実施せず 

 

2. 刊行事業 

(1）雑誌『懐徳』86号（重建懐徳堂竣工［開堂］100周年記念事業関係報告等を含む）（平成30年1月31日）刊行 

(2）会報「記念会だより」No.107(平成29年4月) No.108 (平成29年9月) No.109(平成 30年2月)刊行 

 

3. 調査事業 

（1）西村天囚書簡(中井木菟麻呂宛)の継続調査 

（2）中井竹山の書簡二通(尾藤二洲宛・頼春水宛)の継続調査 

（3）画像データベース構築のための継続調査 

（4）懐徳堂文庫貴重資料の大阪府文化財指定に向けての資料調査 

（5）加地伸行大阪大学名誉教授寄贈図書目録作成のための資料調査 

（6）西村天囚関係資料調査（種子島西村家） 

 

4. 広報事業                                                         

（1）法人会員向けメールマガジンの発信 №23（平成29年4月）№24（平成29年10月） 

（2）ホームページの更新 

（3）ツイッターの発信 

                                                     

5. 研究出版助成事業（第 29回） 

平成29年6月9日（金）募集締切、7月20日（木）の事業計画検討委員会にて、決定（1名 総額8万円） 

河野 光将（大阪大学大学院文学研究科文化表現論専攻国語学専門分野博士後期課程 3年） 

前期懐徳堂和学の日本語学的研究 

 

6. 懐徳忌（第 34回）  <参加者数：のべ 20名> 

 日 時：平成29年4月15日（土）11：00～ 

場 所：誓願寺(大阪市中央区上本町) 

法 要：山中章裕住職 

講 師：橋爪節也（大阪大学総合学術博物館教授） 

講 話：「日ゝ書画地獄いそかしく―十時梅厓と木村蒹葭堂、交流する文人たち―」  

 

7. 見学会（第 44回）  <参加者数：のべ38名> 

テーマ：阪大東洋学コレクションを学ぶ 

日時：平成29年11月2日（木） 

場所：大阪大学附属図書館総合図書館図書館ホール(A棟6階) 
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講師：湯浅邦弘（大阪大学大学院文学研究科教授）、松井太（大阪大学大学院文学研究科教授）、田口宏二朗（大阪

大学大学院文学研究科准教授） 

 

8. 資料収集整備事業…平成29年実施せず 

 

9. 重建懐徳堂竣工[開堂]100周年記念事業…別紙参照 

 

10. その他 

【講師派遣事業】 

◇主催：文化のとまり木‐翠曜塾‐ 

日時：平成 29年3月1日（水）10：00～ 

場所：大阪歴史博物館 

テーマ：源氏物語を読む―五十歳代の光源氏― 

講師：加藤洋介（大阪大学大学院文学研究科教授） 

受講人数：27名 

 

◇主催：須磨市立須磨区民センター 

日時：平成29年5月25日（日）13：30～ 

場所：須磨市立須磨区民センター 

テーマ： 映画の中の男と女―妻、妹、そして…～高倉健『駅 STATION』の場合～ 

講師：上倉庸敬（大阪大学名誉教授） 

受講人数：23名 

 

◇主催：文化のとまり木‐翠曜塾‐ 

日時：平成 29年7月19日（水）10：00～ 

場所：大阪歴史博物館 

テーマ：秦の始皇帝と兵馬俑 

講師：湯浅邦弘（大阪大学大学院文学研究科教授） 

受講人数：25名 

 

◇主催：文化のとまり木‐翠曜塾‐ 

日時：平成 29年10月18日（水）10：00～ 

場所：大阪歴史博物館 

テーマ：考古学からみた飛鳥時代の大阪 

講師：高橋照彦（大阪大学大学院文学研究科教授） 

受講人数：35名 

 

◇主催：広島日英協会 

日時：平成 29年10月30日（月）18：25～ 

場所：ANAクラウンプラザホテル 

テーマ： 英国の東洋航路と日本の係わりについて 

講師：橋本順光（大阪大学大学院文学研究科准教授） 

受講人数：279名 
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◇主催：「神戸発・優れた技術」認定企業交流会、（公財）神戸市産業振興財団 

日時：平成 29年11月24日（金）16：25～ 

場所：神戸市産業振興センター 

テーマ：逆境が人間をみがく―「菜根譚」の教え― 

講師：湯浅邦弘（大阪大学大学院文学研究科教授） 

受講人数：58名 

 

◇主催：文化のとまり木‐翠曜塾‐ 

日時：平成 29年11月29日（水）10：00～ 

場所：大阪歴史博物館 

テーマ：源氏物語を読む―光源氏の子や孫の世代― 

講師：加藤洋介（大阪大学大学院文学研究科教授） 

受講人数：35名 

 

【新講師派遣事業】…平成29年度実施せず 

 

【共催事業】 

◇主催：一般社団法人心学明誠舎 

日時：平成 29年5月19日（金）18：30～20：00 

場所：辰野ひらのまちギャラリー 

テーマ：地殻変動の世界と日本の対応～独立自尊の日本～ 

講師： 田邊隆一（元外務省特命全権大使） 

 

◇主催：ロイヤルホテル  

4 10 月 シリーズ菜根譚 えんぴつで書いて学ぶ菜根譚 湯浅 邦弘 15 梅の間 13：30～15：00 

4 13 木 シリーズ世界遺産 ルネサンスの都市ピエンツァ 桑木野 幸司 7 楓の間 13：30～15：00 

5 8 月 シリーズ菜根譚 えんぴつで書いて学ぶ菜根譚 湯浅 邦弘 17 梅の間 13：30～15：00 

5 25 木 シリーズ世界遺産 水の庭園ヴィッラ・デステについて 桑木野 幸司 10 松の間 13：30～15：00 

6 12 月 シリーズ菜根譚 えんぴつで書いて学ぶ菜根譚 湯浅 邦弘 21 
ゴールデン

ルーム 
13：30～15：00 

6 14 水 リーガクラブ 
パリが変わる！－パリ大改造と詩人

ボードレール－ 
和田 章男 72 桐の間 13：30～15：00 

6 15 木 シリーズ世界遺産 パドヴァの植物園 桑木野 幸司 10 蔦の間 13：30～15：00 

7 10 月 シリーズ講座 学びなおす漢字・故事成語 湯浅 邦弘 12 松の間 13：30～15：00 

7 12 水 シリーズ世界遺産 ベルサイユ宮殿 和田 章男 12 梅の間 13：30～15：00 

8 2 水 シリーズ世界遺産 ナポレオン神話とモニュメント 和田 章男 10 梅の間 13：30～15：00 

8 7 月 シリーズ講座 学びなおす漢字・故事成語 湯浅 邦弘 14 梅の間 13：30～15：00 
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9 11 月 シリーズ講座 学びなおす漢字・故事成語 湯浅 邦弘 22 桜の間 13：30～15：00 

9 13 水 シリーズ世界遺産 
モダニズムの詩-エッフェル塔とミ

ラボー橋 
和田 章男 16 梅の間 13：30～15：00 

9 28 木 リーガクラブ 
焼畑と熱帯雨林－焼畑は熱帯雨林減

少の原因か 
佐藤 廉也 57 ペリドット 13：30～15：00 

10 2 月 シリーズ講座 老子と荘子の世界―書いて学ぼう― 湯浅 邦弘 20 桜の間 13：30～15：00 

10 13 金 シリーズ世界遺産 
アクスム・ラリベラ遺跡群とエチオ

ピアのキリスト教文化 
佐藤 廉也 11 松の間 13：30～15：00 

11 13 月 シリーズ講座 老子と荘子の世界―書いて学ぼう― 湯浅 邦弘 14 桜の間 13：30～15：00 

11 17 金 シリーズ世界遺産 
ゴンダール世界遺産とエチオピア高

地の暮らし 
佐藤 廉也 8 宝の間 13：30～15：00 

11 20 月 リーガクラブ 菜根譚と呻吟語 湯浅 邦弘 66 桂の間 13：30～15：00 

11 30 木 リーガクラブ 
プラド美術館の名品から探るスペイ

ン美術の黄金時代 
岡田 裕成 70 桂の間 13：30～15：00 

12 1 金 シリーズ世界遺産 
オモ川下流域の世界遺産とエチオピ

ア低地の民族文化 
佐藤 廉也 9 梅の間 13：30～15：00 

12 11 月 シリーズ講座 老子と荘子の世界―書いて学ぼう― 湯浅 邦弘 18 桜の間 13：30～15：00 

1 12 金 シリーズ世界遺産 
アルハンブラ宮殿：アンダルシアの

歴史と美術 
岡田 裕成 11 扇の間 13：30～15：00 

1 15 月 ｼﾘｰｽﾞ呻吟語 呻吟語を読む 湯浅 邦弘 20 松の間 13：30～15：01 

2 9 金 シリーズ世界遺産 
エル・グレコとトレド：世界遺産都

市に残る作品を訪ねて 
岡田 裕成 7 桜の間 13：30～15：02 

2 19 月 ｼﾘｰｽﾞ呻吟語 呻吟語を読む 湯浅 邦弘 18 松の間 13：30～15：03 

3 12 金 シリーズ世界遺産 
アンデスの古都クスコ：インカの都

からキリスト教都市へ 
岡田裕成 15 松の間 13：30～15：04 

3 30 月 ｼﾘｰｽﾞ呻吟語 呻吟語を読む 湯浅 邦弘 15 松の間 13：30～15：05 

 

※以上事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。 


