学ぶとは。考えるとは。

Handai-Asahi 中之島塾
朝日カルチャーセンターとの共同講座。入会金は不要です。大阪
大学の第 4 キャンパス、大阪大学中之島センターで開講します。
知識を吸収しながら問題を発見し考察する力も養います。

■笑いと健康
〜笑ってストレス解消は本当か？
大平哲也 （大阪大学大学院医学系研究科招へい教授
・福島県立医科大学教授）

5 月 10 日（金）14:30 〜 16:00
5 月 24 日（金）14:30 〜 16:00
受講料 3,150 円（全 2 回）
笑いが健康によいことは経験的に知られていますが、
科学的根拠はあるのでしょうか？「大人は一日平均ど
のくらい笑っているの？」「大阪のおばちゃんは本当
によく笑うのか？」から、笑いと糖尿病、高血圧、が
んなどの生活習慣病との関係、うつ・認知症予防への
効果など、笑いと健康に関する様々な研究の最新情報
を紹介します。また、誰でもできる日常生活において
笑いを増やす方法、笑いを生かした効果的なストレス
解消法について解説します。笑いヨガなど新しい健康
法を体験してもらい、笑いの効果を実感できる参加体
験型の講義を行います。

■大阪弁ぼちぼち講座
〜大阪弁とオノマトペ
金水 敏 （大阪大学大学院文学研究科教授）
5 月 20 日（月）13:30〜15:00
受講料 1,575 円
「ここダーッとまっすぐ行って、どんと当たったとこ
をキュッと右に曲がって……」大阪人は、道を聞かれ
るとよくこんな表現をします。「どん」とか「キュッ」
とかのような、ものの様子や音声を描写することばを
オノマトペと言いますが、大阪人は、会話の中でこと
のほかオノマトペを多用する傾向があるようです。そ
れはなぜでしょうか？大阪弁の言語的特徴、大阪人の
気質と何か関係が？そもそも言語にとってオノマトペ
とは何？こんなことを、いろいろな実例をみながら、

会社帰りにちょこっと寄り道。

朝日カルチャーセンター

■高齢者の高血圧
〜主治医に聞けないホンネに向き合う
楽木宏実 （大阪大学大学院医学系研究科教授）
6 月 29 日（土）10:30〜12:00
受講料 1,575 円

平成 11 年度の国語に関する世論調査で「ぼかす言い方、

70 歳以上の 7 割以上は高血圧ですが、その 3 割以上

自信のない言い方」と位置づけられた「とても良かっ

は高血圧の薬を飲んでいない状況です。80 歳以上で

たかな、みたいな……」
（と言って相手の反応を見る）

も降圧治療により脳卒中や心不全の発症を減らすこと

という表現。批判的な意見を聞くことがあります。調

ができます。では、なぜ治療を受けていない人がこん

査から10 年以上経過しました。現在、
このような表現を、

なに多いのか。降圧薬を飲んでいても血圧が十分下が

本当にぼかすために使っているのでしょうか。自信の

っていない方も沢山いらっしゃいます。「私は薄口し

ない言い方だと言えるのでしょうか。どうもそうとは

か食べないのに…」、「どこも悪くないのにどうして薬

言い切れない印象を持ちます。では、どう理解したら

がいるの」、「一生飲まなきゃいけないならまだ飲みた

よいのでしょうか。対人コミュニケーションにおいて

くない」、「薬を飲むと調子が悪い」、「ふらつくんだけ

聞き手に対して配慮した表現という観点からきちんと

ど…」などなど、患者さんのホンネにお答えするとと

説明し、正当な位置づけを試みます。

もに、高齢者に特有の病気の特徴、高血圧と上手に付

災害・戦災の歴史 −その教訓に学ぶ
■古代の天災
本郷真紹 （立命館大学文学部教授）
5 月 20 日（月）14:00〜15:40
受講料 1,500 円

日本の古代のことばについて、形や意味を変えたりも
しながら現代でも用いられているものを中心に、その
語の成り立ちや由来を考えます。あまり根拠のない語
源説のようなものではなく、国語学の、語構成を研究
する立場から、いろんな語の表すところに迫ります。
多くの語を合わせて比べてみると分かってくることも
あります。分かりにくいことに迫る時には謎解きのよ
うなおもしろさが、その由来に迫る時にはルーツを探
るようなおもしろさがあるでしょう。（取り上げるこ
とばは毎回変わります）

i 中之島塾

Handai-Asah

参加者が自由な議論を行う対話型プログラムです。

検索

古学の発掘成果などから解明するとともに、戦争を勝

奈良・平安時代に生じた天災は、人々の生活に甚大な

ち抜いた源頼朝の鎌倉幕府権力が、どのような戦後処

被害をもたらし飢饉を誘発したばかりでなく、為政者

理・復興政策を展開していったのかを考察する。

として展開された政策の意義について検討を試みる。

はいかなる対応をし、どのようにして復興を遂げてい
ったのか。この問題について、天平 9 年（737）の疫
病大流行、貞観 11 年（869）の貞観大地震を素材にし

在しますが、その流れは、8 代将軍吉宗の時代にまで
さかのぼることができます。北山友松子や永富独嘯庵
など大阪にゆかりの深い漢方医を紹介し、その流れが、
緒方洪庵の適塾にもつながっていることを解説してい
きます。上方の医学の歴史を俯瞰的に眺めると、大阪
には、実証的、実践的な医学の歴史背景が存在し、そ
の流れは、大阪大学故山村雄一先生（元阪大総長）の

■室町期京都の都市社会
―災害・飢饉をめぐって―
三枝暁子 （立命館大学文学部准教授）
6 月 3 日（月）14:00〜15:40
受講料 1,500 円

■中之島哲学コレージュ／アートと私た
ちを考える 3
「アートとケアの気になる関係１」
4 月 3 日（水）19:00 〜 21:00

■シリーズ：ポスト 3・11 の科学技術
社会論『ポスト 3・11 の科学と「社会
的なもの」』
4 月 13 日（土）14:00 〜 17:00

〈ケア〉に対してアートは一体どのように関わること

東日本大震災は私たちに多くの問題を投げかけました。
なぜこれほどまでに被害が拡大したのか？ そもそも被

合うカフェプログラムを提供しています。

害とは何だったのか？ コミュニティは、そして社会は、

取り組んでおられる「HAPii+Jr」のメンバーをお迎えし、

いかに再生しうるのか？ 科学技術と今後どう向き合

現場での経験や葛藤を伺うところから、改めて気にな

っていけばいいのか？ 本年 1 月に出版された『ポス

るアートとケアの関係について考えます。定員 50 名

ト 3・11 の科学と政治』と『社会的なもののために』

程度。

の著者たちが、ポスト 3・11 の科学と「社会的なもの」

ゲスト／伊藤飛鳥、島田紗希（HAPii+Jr プロジェクト

をめぐって徹底的に議論します。定員 50 名程度。

／京都造形芸術大学こども芸術学科） 進行／荻野亮

ゲスト／宇城輝人（福井県立大学准教授）、小田川大

一（大阪大学大学院文学研究科院生） カフェマスタ

典（岡山大学教授）、前川真行（大阪府立大学准教授）、

ー／本間直樹（大阪大学 CSCD 教員） 共催／カフェ

神里達博（大阪大学 CSCD 教員）、標葉隆馬（総合研

黒人文化と白人文化の融合から生まれた唯一のアメリ

フィロ

究大学院大学助教）、平川秀幸（大阪大学 CSCD 教員）

カ民俗楽器といわれるバンジョーは、19 世紀前半に

（5,000 円、学生 1,000 円学生証提示、会場内定員有）

17:00 〜 18:30 トークコンサート（無料）

（無料、60 名程度、当日先着順）

検索
大阪大学 21 世紀懐徳堂は、市

と技術的なワークショップを、第二部はアメリカンル

多様な出産のスタイル、
「産む（産まない）
、つくる」

援も行っています。これらの

ーツ音楽に興味のある人々のためのレクチャーとライ

という言葉で語られる社会のあり方、科学技術がもた

ブを通じて、ビ ルキース氏の偉業を称えると共にバン

らす生命観の変容・・・お産をめぐるあれこれについ

ジョーの魅力をタップリ紹介します。

て語り合いながら、お産の何を考えたいかを考えます。

ゲスト／ビル・キース（バンジョー奏者）、有田純弘（バ

出産の経験ある方もない方も、性別を問わず関心のあ

ンジョー、ギター奏者）、渡辺三郎（ブルーグラス月

る方ならどなたでも参加できます。定員 50 名程度。

刊誌編集長） カフェマスター／久保田テツ（大阪大

ゲスト／千田満佐子（日本妊産婦支援協議会りんごの

学 CSCD 教員）お問合せ／梅田ナカイ楽器三番街店

木） 進行／八木絵香（大阪大学 CSCD 教員）
、松川絵

ムとコードを生み出して発展してきました。第一部は

■ラボカフェスペシャル
「アメリカン・ミュージックの歴史
〜バンジョーの誕生と発達とともに〜」
4 月 14 日（日）
14:00 〜 16:00 ワークショップ（有料）

SCD
ラボカフェ C

。

時 HP に掲載

降の予定は随

2013 年 5 月以

大阪大学 21世紀懐徳堂の
メーリングリストに
登録しませんか？

プレイヤーのための基礎理論「サークルオブフィフス」

教員） 主催／「ポスト 3・11 の科学技術社会論」研究会、
出版

検索

やシンポジウム等を開催して

フリカとヨーロッパという別世界の音が共鳴してリズ

協力／ナカニシヤ

。

ネットからも

受講申込書は

■中之島哲学コレージュ／オープン
ミーティング「お産を考える」
4 月 24 日（水）19:00 〜 21:00

アメリカ大衆（ポップ）音楽のはじまりとともに、ア

征樹（大阪大学准教授）、八木絵香（大阪大学 CSCD

福祉施設などで実際に作品を制作するプロジェクトに

河川の堤防維持システムには見るべきものがあった。

民の方を対象にした各種講座

カフェマスター／市野川容孝（東京大学教授）、中村

「社会的なものの思想史」研究会

論じてみたい。

ムを構築していた。とりわけ、淀川・大和川などの大

化講座

多岐にわたるテーマで、ゲストや参加者のみなさんで語り

費
参加
無料

した防空を通じて、戦争が大阪を形作っていく様子を

大阪・京都文

に、哲学、アート、科学技術、鉄道、マンガ、スポーツなど、

cscd@oﬃce.osaka-u.ac.jp

つながっていった。市民生活にそれほどの影響を及ぼ

発期と都市化した近代社会の具体的事例を元に考える。

い。

●問合先／大阪大学コミュニケーションデザイン・センター
TEL.06-6850-6632

疎開だけでなく、防空緑地の整備や建物疎開などへと

化に焦点をあて、上方地域の治水システムを紹介した

●定員／各回により異なります。
（当日先着順・入退場自由）

り方について考えたい。

的伝統として息づいていたのだろうか。幕末の災害多

われるばかりでなく、飢饉にあえぐ人々の押し寄せる

大阪大学の教員らがカフェマスターとなり、平日夜を中心

ら変化を浮かび上がらせるとともに、今後の防災の在

空襲に対処するための防空は、広く知られている学童

今回は大河川の堤防維持システムの構築過程とその変

●会場／アートエリア B1（京阪中之島線なにわ橋駅地下 1F コンコース）

ような影響を与えたのか。『京都日出新聞』の紙面か

だろうか。あるいは、どのような点が変わらずに社会

は洪水や大風・地震をはじめとする様々な災害にみま

しており、その実際例についても解説していきます。

せたのか。その変化は防災システムや防災技術にどの

応と近代社会の対応ではどのような変化がみられたの

金閣・銀閣に象徴される室町文化の栄えた時代、京都

る、都市社会の実像に迫りたい。

先端医学と漢方医学の融合治療「なにわ漢方」を提唱

学文明の導入の中で、その考え方をどのように変化さ

江戸時代、幕府は上方地域に対して高度な治水システ

場となった。こうした災害や飢饉によって浮かび上が

がっています。現在、大阪大学漢方医学寄附講座では

自然災害との「共生」を選んできた日本人は、近代科

突発的に発生する自然災害に対して、近世の社会的対

■江戸時代上方地域の治水システム
村田路人 （大阪大学大学院文学研究科教授）
6 月 24 日（月）14:00〜15:40
受講料 1,500 円

て具体的に考えてみたい。

■近代京都の防災思想・技術・
システムとその変容
山崎有恒 （立命館大学文学部教授）
7 月 1 日（月）14:00〜15:40
受講料 1,500 円

■大阪における防空と都市計画
飯塚一幸 （大阪大学大学院文学研究科教授）
7 月 8 日（月）14:00〜15:40
受講料 1,500 円

6 月 17 日（月）14:00〜15:40
受講料 1,500 円

数々の災異に見舞われた古代の日本。そのとき、国家

大阪には、道修町を本社とする製薬メーカーが多数存

■災害対応の歴史―近世と近代
北原糸子

（前立命館大学歴史都市防災研究センター教授）

■日本古代の災異と復興
市 大樹 （大阪大学大学院文学研究科准教授）
5 月 27 日（月）14:00〜15:40
受講料 1,500 円

指導のもと行われた漢方医学の生化学的研究にもつな

みも可。

お申込
ネットからの

りあげ、当時の戦争の実態を、文献史料や軍記物、考

のもたらす思想面での影響を検証し、併せてその対策

■先端医学と漢方の融合をめざす
「なにわ漢方」について
萩原圭祐 （大阪大学大学院医学系研究科准教授）
6 月 29 日（土）14:00〜15:30
受講料 1,575 円

■源平合戦と源頼朝の復興政策
川合 康 （大阪大学大学院文学研究科教授）
6 月 10 日（月）14:00〜15:40
受講料 1,500 円
本講演は、治承・寿永内乱期の戦争（源平合戦）をと

をも震撼させ、さまざまな手立てが講じられた。天災

き合うコツについて解説します。

■古代語の謎を解く
蜂矢真郷 （大阪大学名誉教授・中部大学教授）
6 月 22 日（土）13:30〜15:00
受講料 1,575 円

2013 年度 前期

大阪大学 21 世紀懐徳堂と、立命館大学文学部・立命館大阪
オフィスの共催講座。大阪・京都の自然・風土・地誌・都市
空間について考え、今後の課題・問題点についても提起します。

TEL.06-6222-5224

■おもしろ日本語学
〜配慮の表現＝
「みたいな」で止める表現
（大阪大学大学院言語文化研究科教授）
小矢野哲夫
6 月 7 日（金）13:30〜15:00
受講料 1,575 円

ラボカフェ

ができる／できないのでしょうか。連続企画の今回は、

大阪・京都文化講座

●会場／立命館大阪梅田キャンパス（大阪富国生命ビル 5 階） ●定員／各回
100 名 ●受講料／ 1 回 1,500 円（7 回以上一括申込の場合 10,000 円） ●申込
方法／「受講申込書」に必要事項を記載の上、FAX・E-mail・郵送、いずれかの
方法でお送りください。〒530-0018 大阪市北区小松原町 2-4 大阪富国生命ビル
14 階 立命館大阪オフィス FAX.06-6360-4894 osaka-of@st.ritsumei.ac.jp
受講申込受付後、
「受付確認書」
「払込取扱票」を送付しますので、
受講料を納付（郵
便払込）願います。●問合先／立命館大阪オフィス TEL.06-6360-4895

（06-6372-9266）主催／ GMW 大阪実行委員会
／梅田ナカイ楽器（株）

協賛

里（大阪大学 CSCD 特任研究員） カフェマスター／本
間直樹（大阪大学 CSCD 教員） 共催／カフェフィロ

●主催／アートエリア B1【大阪大学＋NPO法人ダンスボックス＋京阪電気鉄道（株）
】 ●共催／大阪大学 21 世紀懐徳堂 ●企画制作／大阪大学
コミュニケーションデザイン・センター（CSCD）
、NPO法人ダンスボックス ●協力／ NPO法人 recip［地域文化に関する情報とプロジェクト］

います。また、大阪大学の各
学部・部局等が取り組んでい
る公開講座・セミナー等の支
催し（社学連携事業）を月に 2
〜3 回程度お知らせする「21
世 紀 懐 徳 堂 メ ー ル マ ガ ジ ン」
の配信を希望される方は、件
名を「メールマガジン配信希
望」として、お名前（フリガナ）
とアドレス（パソコンアドレ
スをおすすめします）を下記

大阪大学の公開講座︑
イベント情報などを
メールでお知らせします！

ぼちぼち考えます。

共通テーマで大阪と京都を掘り下げる。

●会場／大阪大学中之島センター（大阪市北区中之島 4-3-53）
●定員／各講座により異なります。
随時受付中ですのでお問い合わせください。
●申込先・問合先／

へお知らせください。

info@21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp
※いただいた情報は、この目的にのみ使用します。

