平成 28 年
７月開講

火・金コース
全６回

・歴史の転換点となる白鳳時代の幕開け、出土
された『木簡の声を聴き』その深層に迫る
・発掘調査の体感から、天武・持統天皇が政に
かけた『藤原京の造営秘話』を語る
藤原宮跡資料室「現地講義」
“訪ねて、聞いて、見て、触れる”

“朝堂院”発掘現場の特別見学

受講生募集

定員； ６０名(先着順)

会

場；関西アーバン銀行豊中支店４階ホール
(裏面地図参照)、
８月３０日は藤原宮跡資料室
受講料；7,800 円(全６回分前納)
⇒申し込みは裏面をご参照ください

≪テーマと講義の概要≫
回

・日

講師プロフィールは裏面

程

講

師

テーマ

第１回
７月 2６日(火)
10：00～11：30

深澤

芳樹氏

白鳳時代の風景
～白鳳の舞台の発掘成果、その歴史的変遷

第２回
７月２９日(金)
10：00～11：30

深澤

芳樹氏

山田寺をめぐって

第３回
８月 ２日(火)
10：00～11：30

市

第４回
８月 26 日(金)
10：00～11：30

深澤

第５回
8 月 30 日(火)
10：30～12：00

柳沢

第６回
8 月 30 日(火)
13：00～14：30

深澤

～蘇我倉山田石川麻呂の役割

氏寺山田寺の調査成果

大樹氏

木簡から蘇る飛鳥宮の政の変遷
～大化の改新はあったのか？石神遺跡と飛鳥池遺跡

芳樹氏

藤原京の造営秘話 ～都城造営に一度挫折した天
武天皇と完遂した持統天皇

菜々氏

木簡が語る藤原京の時代

～藤原宮京跡出土木

簡を手がかりに、藤原京が営まれた時代に迫る

芳樹氏

藤原宮の現地に立って考える
～都城；藤原宮京の規模と場所を現地で確認する

朝堂院の発掘現場の見学

NPO 法人

大阪府北部コミュニティカレッジ

《講師プロフィール》
深澤

芳樹氏

奈良文化財研究所客員研究員

天理大学客員教授

京都大学大学院文学研究科修士課程修了
元 奈良文化財研究所 副所長
著書; ｢日本の考古学｣
「『藤原京の成立』遺構解釈の一例」

市

大樹氏

大阪大学大学院文学研究科 准教授

文学博士

大阪大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学
元奈良文化財研究所主任研究員
著書;「飛鳥の木簡」
「すべての道は平城京へ—古代国家の(支配の道)」他

柳沢

菜々氏

京都精華大学人文学部 特任講師

文学博士

大阪大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学
主要論文;「古代の園と供御蔬菜供給」
「律令国家の山野支配と家産」他

“白鳳時代の風景”
発掘調査と木簡から深層に迫る受講申込書
お申込みはFAXでお願い致します.（定員になり次第締め切ります） ＜会場案内図＞
藤原宮跡資料室は別途案内
FAX 072-646-9423 （このままFAX下さい）
該当する箇所に☑を入れて下さい
ふりがな

□ 男

□ 女

氏 名

□ＯＮＣＣ会員

□非会員

□ＯＮＣＣ受講生
住 所 〒

電 話

携帯電話

FAX

Ｅメール
本講座のご連絡に使用させて頂きますので、ご協力をお願い
します。
アーバン銀 行

お問合せ
事業部講座担当 矢野 正美 電話 090-3037-9900

主催

NPO 法人

大阪府北部コミュニティカレッジ

〒567-0888 茨木市駅前 2-5-24 （大福ビル 2 階）
電話：072-646-9422
FAX：072-646-9423

平成 28 年
８月開講

土曜日コース
全 ６ 回

～古代史へのいざない

第３弾～

本講座は、今年で３回目を迎えます。
今回のテーマは、「ヤマト政権の国内平定」
と「大きな争乱に至る芽生え」です。
争乱の時代とはある意味では変革期でもある
と思います。
「敗者の視点」､「王家内・王家と豪族の争い」
等、多角的視点から、争乱の本質を捉え、
その時代を人々がどのように生きたのか、
そんな観点からも講座をお聞き下されば幸い
です。
出来れば、これからの人生の指針ともなれば
企画した甲斐が有ります。
若井敏明

受講生募集

定員； ６０名(先着順)

会

場；千里文化センター「コラボ」…千里公民館
３階 第１講座室(裏面地図参照) 他
受講料；7,800 円(全６回分前納)
⇒申し込みは裏面をご参照ください

≪テーマと講義の概要≫
回

・日

程

講

師

テーマ

第１回
８月 ６日(土)
10：00～11：30

若井 敏明氏

ヤマト政権と吉備
～地方豪族と大王との関係に迫る

第２回
９月 3 日(土)
10：00～11：30

狩野 直敏氏

武蔵国造の乱
～ヤマト政権の東国支配の実像を追う

第３回

生田 敦司氏

ヤマト政権と蝦夷

10 月 1 日(土)

10：00～11：30

～王権にとって蝦夷とは何か…平定と服属

第４回 11 月 12 日(土)
10：00～11：30

狩野 直敏氏

隼人の反乱
～律令国家の九州制覇の完成へ

第５回 12 月 3 日(土)
10：00～11：30

生田 敦司氏

上宮王家の滅亡
～蘇我氏と王家との政治主導争いを探る

第６回 29 年１月 14 日(土)
10：00～11：30

若井 敏明氏

奈良時代末期の政争と怨霊
～敗者の行方と勝者の立場…化体された怨霊信仰

講師プロフィールは裏面

NPO 法人

大阪府北部コミュニティカレッジ

≪講師プロフィール≫
若井

敏明氏

関西大学非常勤講師、日本古代史学者
大阪大学文学部国史学科卒
関西大学大学院博士課程単位修得
著書；「邪馬台国の滅亡」
「民衆の導者行基」他

狩野

直敏氏

京都国学院非常勤講師
THEY シニアカレッジ(大阪 YMCA)講師
関西大学文学部史学地理学科卒業
関西大学大学院文学研究科博士後期課程単位修得退学
大阪市史料調査会調査員、関西大学非常勤講師

生田

敦司氏

等歴任

大谷大学、龍谷大学非常勤講師
京都府立大学大学院文学研究科修士課程修了
龍谷大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学
論文：「ワニ氏の伝承について」
「
『日本書紀』の上毛野氏伝承」他

古代日本の争乱を考える 受講申込書
お申込みはFAXでお願い致します.（定員になり次第締め切ります）
FAX 072-646-9423 （このままFAXして下さい）

✛印「コラボ」

該当する箇所に☑を入れて下さい
ふりがな

□ 男

□ 女

氏 名

□ＯＮＣＣ会員

□非会員

□ＯＮＣＣ受講生
住 所 〒

電 話

携帯電話

FAX

Ｅメール
本講座のご連絡に使用させて頂きますので、ご協力をお願い
します。

お問合せ

北大阪急行千里中央駅 北改札より約 80m

事業部講座担当 矢野 正美 電話 090-3037-9900

モノレール千里中央駅より 約 400m

主催

NPO 法人

大阪府北部コミュニティカレッジ

〒567-0888 茨木市駅前 2-5-24 （大福ビル 2 階）
電話：072-646-9422
FAX：072-646-9423

