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講座風景

「十和田湖と奥入
瀬渓流」の一場面
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10 月 の 放 送 予 定  
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11 月 の 放 送 予 定  

月 火 水 木 金 土 日 
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1098765 11
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12 月 の 放 送 予 定  

関東 上智大学講座 
◆15：00～ 
○貧困・紛争と国際協力〔概論〕30分 
○貧困・紛争と国際協力〔各論〕30分 

関東 創価大学講座 
◆15：00～ 
○ヒトの病気と遺伝子―がん―Ⅰ 

90分 

関東 創価大学講座 
◆10：00～ 
○ヒトの病気と遺伝子―がん―Ⅰ 

90分 

関東 上智大学講座 
◆10：00～ 
○貧困・紛争と国際協力〔概論〕30分 
○貧困・紛争と国際協力〔各論〕30分 

関東 創価大学講座 
◆15：30～ 
○ヒトの病気と遺伝子―がん―Ⅱ 

90分 

関東 創価大学講座 
◆10：00～ 
○ヒトの病気と遺伝子―がん―Ⅱ 

90分 

大阪 教養講座 
◆10：00～ 
○子どもはたからやで―子育て・親育ち― 

30分 

大阪 教養講座 
◆10：00～ 
○子どもはたからやで―子育て・親育ち― 

30分 

関東 創価大学講座 
◆15：00～ 
○生活に役立つ保険の知恵Ⅰ 

90分 

関東 創価大学講座 
◆10：00～ 
○生活に役立つ保険の知恵Ⅰ 

90分 

関東 創価大学講座 
◆15：00～ 
○生活に役立つ保険の知恵Ⅱ 

90分 

再 

再 

再 

再 再 

再 

関東 ＝関東地区教育情報発信・活用促進研究協議会 大阪 ＝大阪生涯学習情報コンソーシアム ＝再放送 

関東 群馬県立女子大学 
◆15：00～ 
○群馬の漢文碑を読む 

90分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○和歌とは何か 

80分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○京都と和歌 

80分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○古今和歌集とは何か 

80分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○新古今和歌集とは何か 

80分 

大分 大分県立芸術文化短期大学講座 
◆15：00～ 
○〔絵の講座〕和紙に描く水彩画 

45分 

大分 大分県立芸術文化短期大学 
◆15：00～ 
○〔絵の講座〕和紙に描く水彩画 

45分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○和歌とは何か 

80分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○京都と和歌 

80分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○古今和歌集とは何か 

80分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○新古今和歌集とは何か 

80分 

関東 新潟大学講座 
◆15：00～ 
○脳の病気：認知症を理解する 

60分 

関東 群馬県立女子大学 
◆10：00～ 
○群馬の漢文碑を読む 

90分 

関東 新潟大学講座 
◆10：00～ 
○脳の病気：認知症を理解する 

60分 

関東 新潟大学講座 
◆15：30～ 
○心臓の病気：不整脈の話 

60分 

関東 新潟大学講座 
◆10：00～ 
○心臓の病気：不整脈の話 

60分 

関東 新潟大学講座 
◆15：00～ 
○肝臓の病気：肝炎の話（仮） 

60分 

青森 教養講座 
◆10：00～ 
○八甲田連峰～成り立ちと水の恵み～　40分 
○十和田湖と奥入瀬渓流　　　　　35分 

青森 教養講座 
◆15：00～ 
○八甲田連峰～成り立ちと水の恵み～　40分 
○十和田湖と奥入瀬渓流　　　　　35分 

関東 創価大学講座 
◆10：00～ 
○生活に役立つ保険の知恵Ⅱ 

90分 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 再 

再 

再 

関東 ＝関東地区教育情報発信・活用促進研究協議会 京都 ＝（財）大学コンソーシアム京都 大分 ＝特定非営利活動法人大学コンソーシアムおおいた 青森 ＝あおもり教育情報発信・活用促進協議会 再 ＝再放送 

関東 新潟大学講座 
◆15：00～ 
○腎臓の病気：高血圧症の話 

60分 

関東 新潟大学講座 
◆10：00～ 
○腎臓の病気：高血圧症の話 

60分 

関東 新潟大学講座 
◆10：00～ 
○肝臓の病気：肝炎の話（仮） 

60分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○古今伝授 

80分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○和歌と短歌 

80分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○和歌の家と伝統と継承 

80分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○和歌と短歌 

80分 

久留米 久留米信愛女学院短期大学講座 
◆15：30～ 
○〔21世紀の食育（1）〕子どもの食環境 

45分 

大分 大分工業高等専門学校 
◆15：00～ 
○アイデア対決　ブリッジコンテスト 

60分 

大分 大分工業高等専門学校 
◆10：00～ 
○スターリングエンジンを作ろう 

60分 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

再 

関東 ＝関東地区教育情報発信・活用促進研究協議会 京都 ＝（財）大学コンソーシアム京都 大分 ＝特定非営利活動法人大学コンソーシアムおおいた 久留米 ＝久留米地域参画推進連絡協議会 青森 ＝あおもり教育情報発信・活用促進協議会 再 ＝再放送 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○和歌の家と伝統と継承 

80分 

大分 大分工業高等専門学校 
◆15：00～ 
○スターリングエンジンを作ろう 

60分 

京都 プラザカレッジ京都学講座 
◆10：00～ 
○古今伝授 

80分 

関東 東京工業大学講座 
◆15：00～ 
○歌う生物学（仮） 

90分 

関東 東京工業大学講座 
◆10：00～ 
○歌う生物学（仮） 

90分 

大分 大分工業高等専門学校 
◆10：00～ 
○アイデア対決　ブリッジコンテスト 

60分 

大分 大分大学講座 
◆15：00～ 
○岡城歴史散歩 

60分 

青森 一般講座 
◆15：00～ 
○女性たちのチャレンジ 

35分 

大分 大分大学講座 
◆10：00～ 
○岡城歴史散歩 

60分 

大分 大分大学講座 
◆10：00～ 
○大蔵永常の生涯 

60分 

再 再 
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コンテンツ名 コンテンツ概要 対象 講　　師 初回放送予定日 

コンテンツ名 コンテンツ概要 対象 講　　師 初回放送予定日 

関東 ＝関東地区教育情報発信・活用促進研究協議会 

大阪 ＝大阪生涯学習情報コンソーシアム 

京都 ＝財団法人大学コンソーシアム京都 

大分 ＝特定非営利活動法人大学コンソーシアムおおいた 

青森 ＝あおもり教育情報発信・活用促進協議会 

八甲田連峰 ～成り立ちと水の恵み～ 一般向け 11月22日 
八甲田連峰は、青森県を代表する山のひとつですが、「八甲田山」という名
前の山はないこと、活火山であることなど、知られざる面も多い。意外に知
られていない八甲田連峰の、特に成り立ちと水の恵みを中心に紹介します。 

十和田湖と奥入瀬渓流 一般向け 11月22日 
観光面ばかりが注目されがちな十和田湖と奥入瀬渓流ですが、実は、私たち
の生活とも深くかかわっています。観光だけでは知ることができない、十和田
湖と奥入瀬渓流の知られざる部分にも焦点を当てて、多面的に紹介します。 

女性たちのチャレンジ 一般向け 
NPO法人青森県男女共同参画研究所 
当該地域関係者 

12月22日 
真に男女が平等な社会活動を行える未来を創造するために設立された「NPO
法人青森県男女共同参画研究所」。「日本女性会議」をはじめとするさまざま
な取組みを通じ、あるべき社会と女性たちのチャレンジする想いを伝えます。 

絵の講座―和紙に描く水彩画 一般向け 
（大学公開講座） 

11月25日 
和紙と水彩絵の具を使い、簡単にできる小さな作品を制作します。子どもから
高齢の方まで、年齢や職業、経験の有無に関らず、創造する楽しさを知ってもら
い、日々の生活の中にうるおいや自由を感じてもらうことを目的にしています。 

スターリングエンジンを作ろう 12月1日 
次代を担う中学生を対象に、静かでクリーンな「未来のエンジン＝スターリ
ングエンジン」の製作指導を行い、科学のおもしろさや可能性を知り、環境
問題にも興味を持ってもらいます。 

中原 伸浩 
（大分県立芸術文化短期大学助教授） 

大阪生涯学習情報コンソーシアム 
（大阪府教育委員会）制作 

あおもり教育情報発信・活用促進協議会 
（青森県総合社会教育センター）制作 

あおもり教育情報発信・活用促進協議会 
（青森県総合社会教育センター）制作 

青少年向け 
（大学公開講座） 

石田 瑞穂 
（大分工業高等専門学校教授）　　　 

アイデア対決―ブリッジコンテスト 青少年向け 
（大学公開講座） 

12月8日 
子ども達がアイデアを活かして自分の手で伝統的なものづくりを行います。仲間
達と成果物である「橋」の強度や機能、デザインの美しさを競うことにより、ものづ
くりの楽しさ教えるとともに、他者理解や人とのふれあいの機会を提供します。 

園田 敏矢 
（大分工業高等専門学校教授）　 

岡城歴史散歩 一般向け 
（大学公開講座） 

12月15日 
大分県竹田市にある岡城は、明治時代に瀧廉太郎が、好んで遊んでいた頃
の岡城をイメージし、ここから名曲「荒城の月」が誕生することになったこと
で有名です。岡城址を一緒に歩きながら、岡城820年の歴史を解説します。 

豊田 寛三（大分大学教授） 

豊田 寛三（大分大学教授） 大蔵永常の生涯 一般向け 
（大学公開講座） 

12月22日 
近世の三大農学者の一人で、数多くの近世農書を著し、近世日本の農業に
大きな影響を与えた郷土の先哲である大蔵永常の生涯を、大蔵の著作物や
現物を用いて学びます。 

子どもは宝やで―子育て・親育ち― 一般向け 
指導者向け 10月18日 

ケンタとパパ、ママの3人家族の日常生活とケンタの内面を描き、子どもが心
安らぐ家庭づくりや子育てへのあせりや競争意識を乗り越えることなど、就学前
の家庭教育・子育てについてのポイントを紹介するアニメーション作品です。 

久留米 ＝久留米地域参画推進連絡協議会 

21世紀の食育(1)　子どもの食環境 一般向け 12月17日 
家庭の生活形態が多様化し、それに伴い、子どもの食生活にもいろいろな
問題が生じてきています。将来を担う子どもたちの食生活の実態に焦点を
当て、改めて、栄養と健康の関係について考えます。 

廣畑 一代（久留米信愛女学院短期大学教授）  
井上 慶子（久留米市子育て支援部・管理栄養士） 

貧困・紛争と国際協力〔概論〕・〔各論〕 
一般向け 
（大学公開講座） 
児童・生徒向け 

10月1日 
世界の紛争と貧困の現状について、私たちができる国際協力を考えます。 

ヒトの病気と遺伝子―がん―Ⅰ・Ⅱ 10月8日 
10月15日 
10月22日 
10月29日 

我が国の死亡原因の第一位を占める「がん」について、進歩し続ける発病
の原因究明と治療法を解説します。 

濱田 壽一（上智大学教授） 

一般向け 
（大学公開講座） 

安藤 俊夫（創価大学教授） 

生活に役に立つ保険の知恵Ⅰ・Ⅱ 一般向け 
（大学公開講座） 

生命保険や自動車保険など、私達の生活に身近な保険の動向と賢明な判断
の仕方を考えます。 黒木 松男（創価大学教授） 

群馬の漢文碑を読む 一般向け 
（大学公開講座） 11月5日 

群馬県の各地には、江戸中期から明治・大正期にかけて多くの漢文碑が建
てられました。その漢文碑を読むことにより、その地域の文化の一片を理解
するとともに、身近な漢文碑に親しむきっかけにしてください。 

濱口 富士雄（群馬県立女子大学教授） 

西澤 正豊（新潟大学教授） 脳の病気：認知症を理解する 
一般向け 
（大学公開講座） 

11月12日 
脳神経系の病気をわかりやすく解説します。 

相澤 義房（新潟大学大学院教授） 心臓の病気：不整脈の話 
一般向け 
（大学公開講座） 11月19日 

心臓の病気をわかりやすく解説します。 

青柳 豊（新潟大学大学院教授） 肝臓の病気：肝炎の話 
一般向け 
（大学公開講座） 11月26日 

肝臓の病気をわかりやすく解説します。 

成田 一衛（新潟大学大学院講師） 腎臓の病気：高血圧症の話 一般向け 
（大学公開講座） 12月3日 

腎臓の病気をわかりやすく解説します。 

本川 達雄（東京工業大学教授） 歌う生物学 
一般向け 
（大学公開講座） 12月10日 

現代において、ものごとを正しく判断できる人間を育てるために一番求められているのは、統合する能力です。
芸術の時間には右脳だけ、理科の時間は左脳だけを訓練するのでは、脳は分裂しっぱなしで、全人教育などで
きません。一人の教師が自分自身の中で芸術と科学とを統合させて見せる、そういう身をもっての実践です。 

和歌とは何か 一般向け 11月4日 

11月11日 

11月18日 

「詠むことは難きにあらず、よく詠むことの難きなり」と昔からいわれてき
た和歌。和歌とは何なのか、開講にあたってその単純にして奥深い世界を
紹介します。 

京都と和歌 
平安・中世の歌人たちは、みずから住む京都の風土をどのように捉えてい
たのか。桂川と賀茂（鴨）川を詠んだ歌をとりあげ、そのことを考えていき
ます。近代以降の歌や詩についても触れます。 

小林 一彦（京都産業大学教授） 

一般向け 安田 純生（歌誌「白珠」代表） 

古今和歌集とは何か 一般向け 
『古今和歌集』が、いつ、どのように成立したかを説明した後、「物」
を詠むのではなく、「心」を詠む、その和歌の特性を例をあげながら明らか
にしていきます。 

片桐 洋一（元大阪女子大学学長） 

新古今和歌集とは何か 一般向け 11月25日 
王朝文化華やかなりし頃、和歌に詠まれるものごとは定型化したイメージと
なり、本意の確立となります。その後、本意の枠から抜け出すことが困難と
なりますが、試行錯誤ののち本歌取りが登場します。 

赤瀬 信吾（京都府立大学教授） 

日下 幸男（龍谷大学教授） 古今伝授 一般向け 12月2日 
中世では家の学問の継承方法として一子相伝の秘伝が生まれ、和歌の家では「古
今伝授」となります。それが近世には部分的に出版して公開するようになります。
近世の京都を中心とした、堂上地下にわたる古今伝授の有様についてお話します。 

冷泉為人（冷泉家25代当主） 和歌の家の伝統と継承 一般向け 12月9日 
冷泉家が「和歌の家」として継承保存する典籍、文書類のほか、冷泉家
住宅・冷泉流歌道・年中行事について、歴史、文化、伝統、継承などの
観点から話します。 

久保田 淳（東京大学名誉教授） 和歌と短歌 一般向け 12月16日 
上代から近世までの古典和歌と近代・現代の近代短歌・現代和歌とはどの
ような点で連続し、またどのような点で断絶しているかを、具体的な歌人・
作品をとりあげながら考えます。 

（コンテンツ名、概要、講師、放送予定日は、変更する場合があります。詳しくはホームページでご確認下さい。） 
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久留米市主催「小学生ファームステイ」

収録風景
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