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●期間：2011年５月～11月 (毎月1回計７回講座）

●時間：14:30～16:15(開場14:00)

●会場：楽問塾セミナールーム

●費用：ＯＣＣ会員：１講座800円/7回セット5000円

楽問塾生：７回講座セット７000円

●修了規定：６回以上の出席者には修了証書授与

※歴史を訪ねるイベントには別途費用が必要です。
（但し、塾生はＯＣＣ会員料金に準ずる）

詳しくはOCC事務局まで
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振込先：①三菱東京ＵＦＪ銀行上本町支店(普)5111741口座名[NPO国際生涯学習文化センター]②郵便振替00940-1-92273口座名[国際生涯学習文化センター]

五百旗頭真

堺屋 太一

谷口 弘行

田原総一朗

なだいなだ

日高 義樹

防衛大学校長

作家・元経済企画庁長官

元神戸学院大学学長

評論家

作家・精神科医

国際政治ジャーナリスト

■NPO法人 国際生涯学習文化センター顧問■

●●●●ひひひひみみみみこここことととといいいいええええばばばば 台台台台国国国国、、、、 台台台台国国国国とととと けけけけ
ばばばば畿畿畿畿内内内内かかかか九九九九州州州州かかかかがががが 味味味味・・・・ 心心心心のののの中中中中心心心心とととといいいいうううう私私私私
ににににととととっっっってててて、、、、いいいいつつつつもももものののの事事事事ななななががががらららら、、、、ごごごご はははは真真真真にににに
目目目目かかかからららら のののの内内内内容容容容だだだだっっっったたたた。。。。特特特特にににに「「「「多多多多くくくくのののの人人人人がががが、、、、
ああああのののの時時時時代代代代にににに 台台台台国国国国ししししかかかかななななかかかかっっっったたたたよよよよううううなななな気気気気にににに
ななななるるるる」」」」はははは図図図図星星星星でででで、、、、 師師師師のののの時時時時代代代代 景景景景のののの 明明明明にににに、、、、
大大大大ききききななななシシシショョョョッッッッククククをををを受受受受けけけけたたたた。。。。新新新新ししししいいいい 点点点点でででで歴歴歴歴史史史史
をををを るるるる。。。。出出出出土土土土品品品品だだだだけけけけにににに っっっったたたた推推推推理理理理ででででななななくくくく、、、、幾幾幾幾
つつつつもももものののの実実実実例例例例ををををももももっっっってててて政政政政治治治治体体体体制制制制ににににままままでででで、、、、目目目目をををを向向向向
けけけけたたたた推推推推理理理理でででで歴歴歴歴史史史史をををを てててていいいいくくくく新新新新ししししいいいい態態態態度度度度、、、、新新新新しししし
いいいい 点点点点をををを教教教教ええええてててていいいいたたたただだだだいいいいたたたた。。。。
●●●●紫紫紫紫式式式式 とととといいいいうううう女女女女性性性性がががが、、、、源源源源氏氏氏氏物物物物 のののの作作作作 ででででああああ
るるるるここここととととはははは一一一一 的的的的にににに広広広広くくくく知知知知らららられれれれてててていいいいるるるるがががが、、、、彼彼彼彼女女女女
がががが宮宮宮宮廷廷廷廷生生生生活活活活やややや父父父父のののの影影影影 でででで経経経経 、、、、体体体体 ししししたたたたこここことととと
がががが源源源源氏氏氏氏物物物物 をををを執執執執筆筆筆筆すすすするるるる上上上上でででで根根根根底底底底ににににななななっっっってててていいいいるるるる
ここここととととがががが、、、、今今今今回回回回ののののおおおお でででで、、、、よよよよりりりり一一一一層層層層理理理理 すすすするるるるここここ
ととととががががででででききききたたたた。。。。ままままたたたた、、、、当当当当時時時時のののの女女女女性性性性作作作作家家家家 清清清清少少少少納納納納
ななななどどどど ととととのののの繋繋繋繋ががががりりりりががががああああっっっったたたたここここととととがががが、、、、 分分分分のののの
中中中中ででででよよよよりりりり明明明明確確確確ににににすすすするるるるここここととととががががででででききききたたたた。。。。先先先先生生生生のののの
をををを 後後後後、、、、ややややははははりりりり紫紫紫紫式式式式 はははは、、、、女女女女ササササムムムムラララライイイイのののの
一一一一人人人人かかかかななななとととと思思思思ううううよよよよううううににににななななっっっったたたた。。。。
●●●●北北北北条条条条政政政政子子子子のののの 方方方方がががが変変変変わわわわりりりりままままししししたたたた。。。。単単単単にににに夫夫夫夫にににに
強強強強いいいい女女女女性性性性ででででああああっっっったたたたとととと ししししてててていいいいままままししししたたたたがががが最最最最終終終終
的的的的ににににはははは 倉倉倉倉幕幕幕幕府府府府ののののここここととととをををを ええええ、、、、日日日日本本本本ののののすすすすべべべべてててて
ののののここここととととをををを ええええてててていいいいたたたたののののだだだだととととわわわわかかかかりりりりままままししししたたたた。。。。

●●●●晶晶晶晶子子子子はははは教教教教科科科科書書書書程程程程度度度度のののの事事事事ししししかかかか知知知知りりりりまままませせせせんんんんででででしししし
たたたたがががが、、、、ななななかかかかななななかかかか大大大大変変変変なななな生生生生涯涯涯涯ををををおおおおくくくくっっっったたたた人人人人だだだだとととと
思思思思いいいいまままますすすす。。。。本本本本人人人人はははは略略略略奪奪奪奪婚婚婚婚ををををししししななななががががらららら結結結結婚婚婚婚生生生生活活活活
をををを大大大大事事事事ににににししししてててて、、、、五五五五男男男男六六六六女女女女をををを ててててたたたたととととははははびびびびっっっっくくくく
りりりりししししままままししししたたたた。。。。ししししかかかかしししし、、、、いいいいろろろろんんんんなななな意意意意味味味味でででで先先先先 的的的的
なななな感感感感 をををを持持持持ちちちち続続続続けけけけ、、、、 現現現現ししししたたたたここここととととにににに感感感感動動動動ししししまままま
すすすす。。。。 かかかかなななな現現現現代代代代のののの私私私私 ににににはははは、、、、たたたたくくくくささささんんんんのののの情情情情報報報報
ががががいいいいろろろろんんんんなななな意意意意味味味味でででで簡簡簡簡単単単単にににに入入入入りりりりまままますすすすがががが、、、、そそそそれれれれをををを

どどどどののののよよよよううううにににに生生生生かかかかすすすすべべべべききききかかかか???? ええええるるるるべべべべききききかかかか とととと
思思思思っっっっててててししししままままいいいいまままますすすす。。。。

企画協力:国際日本文化研究センター

(地下鉄谷町線・鶴見緑地線｢谷町６丁目駅｣下車7号出口

東へ2分/広場奥)

N

聴講への誘い

●この出版物に関するすべての権利は当センターに帰属します。掲載記事及び企画内容の無断の使用を禁止いたします。

危機を乗り越え、時代を切り拓いたリーダーに学べ！

推古天皇 舒明天皇

皇極天皇 孝徳天皇

斉明天皇 天智天皇

弘文天皇 天武天皇

持統天皇文武天皇

聖徳太子 有間皇子

高市皇子 草壁皇子

大津皇子志貴皇子

舎人親王蘇我稲目

蘇我入鹿 蘇我馬子

蘇我蝦夷藤原鎌足

慧慈南淵請安 旻物

部守屋小野妹子 磐

井 秦河勝稗田阿礼

太安万侶 柿本人麻

呂 役小角 元明天

皇 元正天皇 聖武

天皇孝謙天皇 淳仁

天皇称徳天皇 光仁

天皇井上内親王 県

犬養橘三千代藤原

宮子大伴弟麻呂 阿

倍仲麻呂 大伴家持

行基 光明皇后 長

屋王 道鏡 鑑真 藤

原武智麻呂藤原房

前藤原宇合 藤原麻

呂藤原仲麻呂 藤原

広嗣 藤原種継和気

清麻呂 山上憶良

大伴坂上郎女 桓武

天皇平城天皇 嵯峨

天皇 淳和天皇 仁

明天皇 文徳天皇

清和天皇陽成天皇

光孝天皇宇多天皇

醍醐天皇 朱雀天皇

村上天皇 冷泉天皇

円融天皇 花山天皇

一条天皇 後一条天

皇 後朱雀天皇 後

冷泉天皇 後三条天

皇 白河天皇 鳥羽

天皇 後白河天皇ア

今こそ、
この国のよき文化と
伝統に立ち返り
長い歴史の智恵に学ぼう



壬申の乱に勝利して即位した大海人皇子は「天皇」を称しました。

天武天皇の誕生です。天武天皇は大臣を置かず、皇后（後の持統天皇）

や、草壁皇子・大津皇子・高市皇子などの皇子、諸王などの皇族・皇

親を重く用いることによって、律令体制国家の建設を目指しました。

官人法の制度、律令の制定、国史の編纂、八色の姓の制定、藤原京の

建設に着手したものの、諸事業の完成を見ぬまま、686年に死去しまし

た。この講座では、天武天皇の生涯をたどりながら、日本的国家の完

成の様子を明らかにしていきたいと思います。

第1回 5/21(土) 武武武武芸芸芸芸かかかからららら天天天天文文文文ままままでででで多多多多彩彩彩彩なななな才才才才能能能能とととと先先先先見見見見性性性性

●●●●メメメメーーーーンンンンテテテテーーーーママママ●●●●● ねねねねららららいいいい ●

古古古古代代代代 天天天天武武武武天天天天皇皇皇皇

2011年3月11日未曾有の大災害が日本を突如として襲いました…。
“がんばろう日本！”みんなが声を出し復興に向かって進んでいます。｢今、私たち

に出来ること｣は先人に学ぶこと。今回の「日本人の勇気と自信が湧き出る講座」で

はサムライ精神をもち、危機を乗り越え、時代を切り拓いた先覚者・リーダーを取上

げます。外交、政治、経済そして文化の各立場から、各時代研究の専門の講師陣を迎

え、歴史の声に耳を傾け、大変な時代を生き抜く知恵を学びます。震災以前にも、国

際情勢、尖閣列島や普天間の外交問題など、政治は迷走し経済も回復の兆しが見えな

い状況でした。そのような中に起こったこの試練にどう立ち向かうかが、日本の未来

を決定付けるのではないでしょうか。シリーズの一人・平清盛は来年のＮＨＫ大河ド

ラマにも選ばれ、新時代を切り拓いた個性ある人物として注目されています。

●国際日本文化
研究センター教授

倉本一宏氏

日本の古代
の政治と権
力、摂関期
の古記録、
平安貴族の
精神世界などを研究テー
マに活躍。著書に『持
統天皇と皇位継承』、
『藤原道長「御堂関白
記」』など。

都が奈良の平城京から山城の平安京に移ってまもなく、時の桓武天

皇は、三十年ぶりの遣唐使派遣を決めた。その際、仏教僧も長期留学・

短期留学の二種の僧数十人が同行したと考えられるが、その内の三人

が新しい時代を切り開く画期的な仕事を果した。中でも国際的に注目

を集めているのが、弘法大師こと空海であり、彼が長安の清龍寺で受

法した密教は、インド伝来の密教思想・密教儀礼に、唐朝の時代に不

空三蔵や善無畏三蔵が仏教文化のなかで受容した五大明王や毘沙門天

などの護国的な修法を組み入れたものであった。空海は、インドの宗教

重視の思想と中国の政治的政策を見事に総合したパワフルな日本密教を

開花させたのである。

第2回 6/18 (土) 平平平平安安安安初初初初期期期期にににに海海海海外外外外留留留留学学学学ししししたたたた努努努努力力力力家家家家

古古古古代代代代 空空空空 海海海海
●種智院大学元学長

頼富本宏氏

密教学を専
攻とし、曼
荼羅思想研
究やインド・
チベットの
密教遺跡調査など行い
研究する事でも知られ
る。NHKの「人間講座」
他で空海、西国巡礼等
を講義。

鎌倉幕府とは違って、平清盛の朝廷（院政）のもとで武家政権を形

成して行った。そこでは院政との協調と対立とが発生する。清盛の前

に院政権の支配者として登場したのは後白河法皇である。保元の乱以

来、清盛は後白河を擁護し続け、後白河との協調によって、高倉天皇

の践祚を実現させた。しかし、権力を安定させた後白河は、清盛に対

する対決を強め、究極には清盛は武力を行使して、後白河院政を停止

し、清盛政権が成立した。その結果、源平の争乱を誘発し、やがて清

盛は病没し、その政権も瓦解した。また清盛の対宋貿易は、平氏の経

済的基盤を豊かにしただけでなく、日本の経済・文化の発達に、大い

に貢献した。これらの重要課題を取り上げたい。

第3回 7/16 (土) 実実実実はははは温温温温厚厚厚厚でででで情情情情けけけけ深深深深いいいい最最最最初初初初のののの武武武武家家家家リリリリーーーーダダダダーーーー

中中中中世世世世 平清盛
●京都大学名誉教授

上横手雅敬氏

日本中世史
研究の第一
人者。日本
の歴史の全
体像を把握
するのに適
した『要説 日本の歴史』
編者としても知られ、
『鎌倉時代ーその光と影』
等著書も多数。

梶原性全は鎌倉末期の僧医だが、その出生や経歴はほとんど分かっておらず、

歴史概説書で省みられることもほぼない。しかしほとんど素性の知れないこの

人物が遺した『頓医抄』『万安方』は、現存する中世日本の医書の中で最大の

規模を誇り、内容も特筆すべきものである。その学説は従来の宮廷医家の説に

も学びつつ、最新の中国医学を大いに取り入れたもので、いわば伝統の継承と

新学説の摂取に上に成り立っていた。伝統と革新の共存は鎌倉文化の一側面で

あり、その意味で性全の業績は鎌倉文化の一つの象徴でもある。本講座では歴

史の表舞台には現れなかった文化的先駆者とその環境を追い、新たな文化がい

かにして生まれたのかを見ていきたい。

第4回 8/6 (土)

近近近近世世世世 梶原性全
●国際日本文化
研究センター准教授

榎本 渉氏

研究テーマ
は入宋・入
元僧を中心
とした日中
文化交流、
東シナ海に
おける海商
など、著書に『元時代の
アジアと日本の交流―』
など多数。

関ヶ原合戦の勝利によって覇権を掌握したとされる徳川家康であるが、

同合戦の結果、もっとも多くの領地を獲得したのは家康に同盟した豊臣系

武将であり、豊臣秀頼の存在とも合わせて京都以西はかれら豊臣系外様大

名の領国の観を呈していた。家康の国家構想においては、この西国問題が

重要な課題となり、そこから天皇制の問題が浮上してくる。また家康は外

交面においても、秀吉の朝鮮出兵で傷ついた李氏朝鮮国との国交回復に努

め、また朱印船貿易や西洋交易も積極的に推進した。旧来のイメージとは

大きく異なる家康像を提示する。

第5回 9/17 (土) 家家家家康康康康のののの国国国国家家家家構構構構想想想想とととと外外外外交交交交

近近近近世世世世 徳川家康

●国際日本文化
研究センター教授

笠谷和比古氏

新たなる歴
史観を提唱
し、ベルリ
ン、パリ、
北京など各
国の大学で
学生に武士道を説く武家
社会研究の第一人者。著
書に『武士道と日本型能
力主義』など多数。

幕府勘定奉行であった川路聖謨は、ペリー来航から始まる波乱に

満ちた幕末外交のただ中にあって、幕府官僚陣のトップとして幕府

外交の全般を指揮し、自らも日本側全権としてロシア使節プチャー

チンと交渉して日露和親条約を締結し、エトロフ以南の千島四島を

日本領土と確定した。また日米通商条約の締結に際しても、これを

全般的に指揮した。しかし幕末外交で活躍したこの川路は、実は農

民の出自であった。何故にそのようなことがありえたのか。川路の

ような人物に活躍の場を与える、どのような仕組みが徳川社会の中

にあったのか、そのメカニズムを解明していく。

第6回 10/8 (土) 徳徳徳徳川川川川社社社社会会会会のののの近近近近代代代代化化化化能能能能力力力力をををを体体体体現現現現ししししたたたた武武武武士士士士官官官官僚僚僚僚

近近近近世世世世 川路聖謨

江戸文化の奥深さと明治の革新性をあわせ持った福沢諭吉は、近代
日本が生んだ傑出した知識人であり社会事業家である。彼の思想は、
観念的、抽象的な理論の展開ではなく、現実に当時の日本が直面して
いた問題への強い危機意識から生まれ、具体的かつ実践的な内容をもっ
ていたことに大きな特色がある。同時代の政治を動かした大久保利通、
西郷隆盛、木戸孝允と同じく、あるいは長期的な視点で振り返れば、
彼ら以上に大きな影響をその後の日本社会に与えた政論家であったと
いえる。本講演では、福澤の多面的な活動と思想を、「公」と「私」
に関する倫理観、貧困問題と社会政策、朝鮮の独立問題の三つに焦点
を当てながら、エピソードを交えて具体的に話したい。

第7回 11/5 (土) 下下下下級級級級武武武武士士士士かかかからららら近近近近代代代代国国国国家家家家へへへへのののの思思思思想想想想的的的的立立立立役役役役者者者者へへへへ

近近近近代代代代 福沢諭吉
●国際日本文化

研究センター所長

猪木武徳氏

日本経済学
会会長も務
め『新しい
産業社会の
条件競争・
協調・産業
民主主義』『デモクラ
シーと市場の論理『自
由と秩序―競争社会の
二つの顔』など多数。

鎌鎌鎌鎌倉倉倉倉時時時時代代代代のののの名名名名医医医医…………古古古古代代代代中中中中国国国国かかかからららら宋宋宋宋代代代代にににに
至至至至るるるる医医医医学学学学書書書書をををを駆駆駆駆使使使使ししししたたたた

2011年5月～11月 楽問塾スケジュール
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ン、パリ、
北京など各
国の大学で
学生に武士道を説く武家
社会研究の第一人者。著
書に『武士道と日本型能
力主義』など多数。




