緒方洪庵と適塾の時代を考える。

第 11 回 適塾講座
今季のテーマは「近代日本の軍事と軍都・大阪」
です。大阪と軍事との関わりに改めて着目し、戦
争と平和について見つめ直す機会とします。

●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50名（申込先着順）
●受講料／1 回 1,500 円 適塾記念会会員（新規入会者を含む）は、1 回 1,000 円 ●申込方
法／①FAX またはメールで、氏名・フリガナ・郵便番号・住所・電話番号・メールアドレス・
適塾記念会会員または非会員・受講希望講座名をお知らせください。FAX.06-6850-5015
kinenkai@tekijuku.osaka-u.ac.jp ②確認後、受講決定の連絡をします。③受講
決定の連絡後、
受講料を指定の銀行口座へお振込みいただきます。
（定員に達した時点で締切）
●申込先・問合先／適塾記念会事務局 TEL.06-6850-5016

西郷隆盛と適塾をめぐる人々
猪飼隆明（大阪大学名誉教授）
9 月 20 日（木）18:30〜20:00

軍都・大阪の形成過程
小田康徳（大阪電気通信大学名誉教授）
10 月 18 日（木）18:30〜20:00

大阪の戦中・戦後
横山篤夫（元関西大学非常勤講師）
11 月 15 日（木）18:30〜20:00

慶応 3 年（1867）12 月 9 日、早朝西郷隆盛率いる

明治の初め、明治政府は場所を大阪城域に定め日

大阪の戦中：戦時体制に組み込まれてゆく中で、

薩摩・土佐・越前など五藩の兵が京都御所を軍事

本陸軍の基礎をつくりだそうとした。兵学寮・兵

どんなことが起きたのか、いくつかの事例（戦時

的に制圧するなか、王政復古のクーデタが断行さ

隊屯所・兵部省大阪出張所・造兵司・軍事病院など、

海員養成所、陸軍戦闘機搭乗員養成所、学徒勤労

れ、維新政権が誕生した。この政権を雄藩連合政

いわゆる大阪陸軍所である。やがて徴兵制を基礎

動員、大阪大空襲、
「またも負けたか八聯隊」につ

権と見る向きもあるがそうではない。藩や出自を

とする日本陸軍の制度が整備されていっても、大

いて等）を紹介したい。大阪の戦後：戦後灰燼の

超えて国民国家・主権国家を構想しうる武力討幕

阪は軍の重要拠点としての位置を占め続けた。近

中から復興した諸相と多文化共生・平和都市に向

派のネット

代の大阪は経済都市として発展するが、それは軍

けての動きの事例（闇市、朝鮮特需と朝鮮人問題、

ワ ー ク が、こ

隊および戦争とどう関わっていたのか。事実を紹

高度成長と公害問題、大阪万博、大阪国際平和セ

の変革を主導

介しながら語って行きたい。適塾関係者であった

ンター等）をお話ししたい。

し、権 力 の 中

軍医監堀内利国の事績にも触れる。

第 1 講座

終了

第 2 講座

枢を握るので

第 3 講座

大阪大学適塾記念センター

検索

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。

子どもが授かる確率を下げる一番の要因は老化で

が見えることで、私たちの人生はどれだけ楽しい

す。最近では卵子の老化ということが話題にされ

ものになっていることでしょう。これを可能にし

ていますが、精子にも老化があります。また、子

12 月 22 日（土）14:30〜16:00
受講料 1,620 円

ているのは私たちの目と脳です。今日は目と脳が

どもを授かりたいカップルの目標は妊娠すること

どうやって美しい世界を見るという贅沢を実現し

ではなく、元気な子どもが生まれ、一緒に育児を

ているかをお話します。「ものが見える」という何

することです。そこで、妊娠・出産を受け持つ女

気ないできごとが持つ不思議の数々を実感してい

性の全身の老化も、この目標には大きな影響を与

ただきます。そして、その不思議が起こるのはな

えます（いわゆる高齢出産の問題）。本講座では現

ぜかを目と脳のしくみから考えます。

在の日本での妊娠・出産の事情を加齢現象という

大阪砲兵工廠を中心に軍需産業が発達した軍都としての性格を付与された。それゆえアジア・

に 至 っ た の か、

太平洋戦争では多くの軍隊・兵器を送り出すと同時に、一般市民は甚大な空襲被害を蒙った。

みなさんは「怒り」は厄介なものと思っていませ

橋本左内や大村

戦禍をくぐり抜けた戦後大阪の人々は、平和を希求し、経済発展に努めてきた。

人たちとの関わり
をも含めて考えて

コーディネーター：橋爪節也（大阪大学共創機構社学共創本部教授）

みたい。

ラボカフェ

会社帰りにちょこっと寄り道。

●問合先／大阪大学 21 世紀懐徳堂

参加者が自由な議論を行う対話型プログラムです。

●カフェイマージュ「ご当地魅力映像
をみる会」
10 月 3 日（水）19:00〜21:00
今回のカフェイマージュは、近年日本各地で制作
されている「ご当地魅力映像」の事例を取り上げ、
地域の魅力を発信する狙いや価値、またその課題
について、上映と対話を通して皆さまと考えてみ
たいと思います。ゲストには、区民自らが身近な
魅力を映像で発信する「北区の魅力映像」企画を
2017 年から行っている大阪市北区長の上野信子さ
ん。子供を対象とした映像コンテストの企画や、
町内会のデジタルサイネージ映像制作などを行っ
ている大橋敦史さんをお迎えします。スマートフォ
ンの普及で、高解像度のカメラと編集機材を市民
が手にした現代の映像メディアについて、ディス
カッションを行います。定員：30 名程度 ゲスト：
上野信子（大阪市北区長）
、大橋敦史（共創文化推
進委員会） カフェマスター：久保田テツ（アート
エリア B1 運営委員） 協力：NPO remo [ 記録と表
現とメディアのための組織 ]
掲載。
は随時 HP に

以降の予定

トエリア B1
ラボカフェ アー

検索

TEL.06-6850-6443

info@21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp

費
参加
無料

視点からお話します。

んか？そのように思われがちな「怒り」という感

●南北朝時代はどのように論じられて
きたか
勢田道生（大阪大学大学院文学研究科准教授）
11 月 10 日（土）14:30 〜 16:00
受講料 1,620 円

情ですが、実は私たちが心身ともに健康な生活を

南北朝時代とは、日本の中に二人の天皇が存在す

送る上でも、とても重要な機能を果たしています。

る状態が 50 年以上も続くという、日本史上極めて

怒りを始めとする感情の機能について考えた後で、

特殊な時代でした。そのため、後代の知識人たちは、

自身の怒りや笑顔の奥にあるかもしれない様々な

南北朝という問題について盛んに議論を行ってい

感情に気づき、そして、表現していくことの重要

ます。本講座では、南北朝問題をめぐる代表的な

性について、ワークを通して体験します。

学説を紹介するとともに、その学説が生まれた背

今も物理学研究者たちに敬意を持って使用されています。
このサイエンスカフェでは黒板を愛してやまない理論物理学者の橋本幸
士教授が、ゲストに黒板アートの濵﨑祐貴先生を迎え、トークセッショ
ンを行います。黒板を表現と思考とコミュニケーションのパートナーと
するふたりの、ひらめくアイデア、美の感覚、黒板へのこだわりなどを、
書いては消えゆくその場限りのライブ感とともに参加のみなさまとわか
ちあいたいと思います。

ロシア・サハ共和国のオイミャコン（Oymyakon）
村は 1924 年に最低気温 -71.2° C を記録し、地球
上最も寒い村と言われています。世界で最も寒い
地域で人々はどのように暮らしているのか、動植
物はいるのか、夏という季節は廻ってくるのか。
先住民のエヴェンキ人、ユカギール人の暮らしと
NHK スペシャル「人類誕生（第三部）」の制作・
撮影体験を通じて、講師とゲストの安本浩二氏
（NHK 番組制作局 第 1 制作センター科学・環境番
組部ディレクター）、高橋 剛氏（NHK 放送技術局
番組制作技術部撮影）が、その疑問と魅力に迫り、
心温まるいくつかのエピソードを紹介します。

い。

し込みくださ

WEB からお申

i 中之島塾

Handai-Asah

検索

Hashimoto

Hamasaki
日

時／ 2018 年 10 月 13 日（土）14:00〜15:30

会

場／大阪大学大学院理学研究科

講

師／橋本幸士（大阪大学大学院理学研究科教授）

理学 H 棟 7F（豊中キャンパス）

ゲスト／濵﨑祐貴（奈良県立磯城野高校教諭）

21 世紀懐徳堂

検索

定員・対象／ 30 名（要申込・先着順）、高校生以上
申込期間／ 9 月 19 日（水）11:00〜 申込先着順、定員に達し次第、
締切。
申込方法／申込フォームより
http://21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp/events/2018/yukawakokuban
主 催／大阪大学 21 世紀懐徳堂 共催／大阪大学大学院理学研究科
協 力／大阪大学総合学術博物館湯川記念室
問合先／大阪大学 21 世紀懐徳堂 TEL.06-6850-6443（平日 10:00〜17:00）

大阪大学
「ワニ博士」

第 21 回コレギウム・ムジクム
「ベーゼンドルファー 1920 を囲んで」

参加無料

2011 年、大阪大学会館のリニューアルオープンと共に会館内に設置さ

●大阪大学リサーチクラウドカフェ
「見えないものを観る 〜からだの中の
分子のはたらき〜」
10 月 10 日（水）19:30〜20:30

●アートエリア B1 開館・中之島線開
業 10 周年記念 鉄道カフェ「京阪中
之島線の開業を振り返って」
10 月 18 日（木）19:00〜20:30

研究のプロフェッショナルから話を聞く「大阪大学

10 年前に開業した中之島線。かつて、中之島の西

中之島を「創造的な研究所」として見立て、様々

リサーチクラウドカフェ」平成 30 年度第 2 回のゲ

部地区は訪問者にとっての鉄道アクセスが十分で

な思考実験を繰り広げる「クリエイティブ・アイ

日時：①10 月 27 日（土）17:00〜18:30
②10 月 31 日（水）19:00〜20:30

ストは、蛋白質研究所から原田慶恵さんをお招きし

はなく、京阪電鉄では利便性を向上するため 1980

ランド・ラボ 中之島」
。そのメインプログラムの一

ます。原田さんは、1 個 1 個のタンパク質分子を顕

年代後半から中之島線の建設についての検討を進

つが、中之島周辺に位置する 15 の文化拠点との連

アートエリア B1 の恒例企画展「鉄道芸術祭」
。今

微鏡で観察して、その機能を調べる研究を行ってい

めていました。そして、検討開始から、およそ 20

携企画です。2021 年度の開館を控え、中之島の新

ます。私たちのからだは、たくさんの細胞からでき

年後の 2008 年 10 月 19 日に中之島線は開業しま

たな文化拠点として注目が集まる「
（仮称）大阪新

ています。細胞の中をのぞいてみると、そこでは、

した。中之島線建設工事では、
歴史的建造物が多く、

美術館」は、大阪と世界の近現代美術の豊富かつ

さまざまなタンパク質分子が働いています。生き物

水辺の景観にも恵まれた中之島に相応しい路線と

貴重なコレクションを有しています。そこで今回

のことを知るためには、タンパク質分子が働く仕組

するために、工事期間中を含め様々な試みが行わ

は、同館学芸員の林野雅人さんを迎え、収蔵品の

みを調べることがとても大事です。でもタンパク質

れました。その試みのひとつである「中之島コミュ

中から「中之島」が題材となった作品を紹介いた

分子はとても小さいので、直接目で見ることはでき

ニケーションカフェ」は中之島線建設中の建設現

だき、近代以降の美術において中之島がどのよう

ません。そこで、ちょっと工夫してタンパク質分子

場を舞台としており、アートエリア B1 の始まりで

に表象されてきたかを探ります。定員：50 名程度

に目印をつけると、顕微鏡を使って観察することが

もあります。開業 10 周年の今、開業当時の中之島

トークゲスト：林野雅人（大阪新美術館建設準

できるようになります。今回は小さな小さなタンパ

線の担当者が、中之島線の概要を解説し開業を振

備室学芸員） カフェマスター：木ノ下智恵子（大

ク質分子が働く様子を観察する方法についてご紹介

り返ります。定員：30 名程度 ゲスト：谷口智之
（京

阪大学共創機構社学共創本部准教授、アートエリ

します。定員：40 名程度 ゲスト：原田慶恵（大

阪電気鉄道株式会社 経営企画部 部長） カフェマ

ア B1 運営委員）
、
久保田テツ（大阪音楽大学准教授、

阪大学蛋白質研究所 教授） カフェマスター：下條

スター：木ノ下智恵子、久保田テツ（アートエリ

アートエリア B1 運営委員） 主催：文化庁（平成

真司（大阪大学サイバーメディアセンター長） 主

ア B1 運営委員）

30 年度文化庁戦略的芸術文化創造推進事業） 共同
企画：大阪新美術館建設準備室

れたグランドピアノは、ウィーンの老舗メーカー・ベーゼンドルファー

●ラボカフェスペシャル featuring 鉄

●ラボカフェスペシャル featuring ク
リエイティブ・アイランド・ラボ 中
之島 04「描かれた中之島 ─大阪新美
術館のコレクションから」
10 月 24 日（水）19:00〜21:00

催：大阪大学学術研究機構会議

シアティブ・センター特任准教授）

こととなりました。豊中キャンパスの理学研究科に設置された黒板は、

景や後代への影響について解説します。

●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）
●定員／各回により異なります。
（当日先着順・入退場自由）

湯川秀樹博士愛用の黒板でアートとサイエンスを語ろう

て 2014 年に譲り受けたものです。湯川博士は大阪大学の講師時代に中

世界は、色彩、輝き、陰影に満ちています。もの

かに形成される

本講座では、大阪と軍事との関わりに改めて着目し、戦争と平和について見つめ直す機会

参加無料

間子論を発表し、後にこの業績に対してノーベル物理学賞が授与される

を牽引した大村益次郎が軍事拠点と定めた大阪は、大阪鎮台（のち陸軍第四師団）が置かれ、

としたい。

平成 30 年度 豊中魅力アップ助成金交付事業

ます。米国コロンビア大学時代に湯川博士が愛用していた黒板を、
縁あっ

●なぜ人類は極寒の大地に留まったの
か ―研究と NHK スペシャル「人類誕
生（第三部）」番組制作を通じて―
思沁夫（スチンフ）（大阪大学グローバルイニ

進めたが、軍事面でも顕著であった点を見過ごしてはならない。とりわけ近代的兵制の確立

益次郎ら適塾の

大阪大学 21 世紀懐徳堂がおくる、待兼山魅力アップ企画 2018

大阪大学には日本人初のノーベル賞受賞者の湯川秀樹博士の黒板があり

●日本の妊娠・出産事情 ―老化と妊
娠―
大橋一友（大阪大学大学院医学系研究科教授）
11 月 10 日（土）10:30 〜 12:00
受講料 1,620 円

る認識を獲得で

今から 150 年前の 1868 年、明治時代が始まった。明治維新は日本の近代化を急速に推し

TEL.06-6222-5224

●主催／大阪大学 21 世紀懐徳堂、朝日カルチャーセンター

●美しいこの世界を見る脳：視覚脳科
学最前線
藤田一郎（大阪大学大学院生命機能研究科教授）
10 月 11 日（木）18:30 〜 20:00
受講料 1,620 円

き る「個」が い

的領有性を超え

●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／各講座による。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／朝日カルチャーセンター

Handai-Asahi 中之島塾

●怒りは厄介なものか？
藤岡淳子（大阪大学大学院人間科学研究科教授）
10 月 27 日（土）10:30 〜 12:00
受講料 1,620 円

ある。この封建

2018 年 11 月

学ぶとは。考えるとは。

社による 1920 年製の楽器です。低音が現代のピアノに比

道芸術祭 vol.8「『超・都市計画〜そう

べて 4 鍵多く、豊かな響きを持つその音色は独特の魅

なろうとする CITY』サポートスタッフ

力を持ち、他でなかなか聴くことができない待兼
山の貴重な宝物となっています。

募集！オープンミーティング」

今回のワークショップでは、ピアノに関す
るレクチャーに加えて、皆さまに間近で
ピアノを見学していただきます。このピ
アノが誕生してから今までどのよう
な歴史を歩んできたのか、現代のピ

年はアートエリア B1 開館・中之島線開業 10 周年

アノとどのように違うのか、五感をフ

記念事業として、当館の成り立ちとも関わりの深
い【鉄道と都市計画】をテーマに開催します。参

もあるかもしれません。たくさんのご参加をおま

加アーティストは、アーティスト・ユニット THE

ちしています。定員：各回 30 名程度 ＊①②は同内

COPY TRAVELERS、ゲーム作家の飯田和敏さんと、

容です。サポートスタッフに応募される方は、必

オランダ人アーティストの Oscar Peters さんの 3

ずいずれかの回にご参加ください。 カフェマス

組。三者三様の視点をとおして、都市の姿をとら

ター：木ノ下智恵子、久保田テツ、塚原悠也（アー

えます。また、海外アーティストの招聘は当館初

トエリア B1 運営委員） ＊①と②でカフェマスター

の試みでもあります。今回は、アートエリア B1 運

が異なる場合があります。

営メンバーによる企画内容や参加アーティストの
紹介と、本展サポートスタッフに関する説明会を
兼ねたオープンミーティングを実施します。展覧
会やイベントの運営、現代美術、写真やゲームに
興味のある方をはじめ、鑑賞からもう一歩踏み込
んで展覧会に関わってみたいという方など大歓迎
です。来日中のオスカーさんによる飛び入り参加

主催／アートエリア B1【大阪大学＋NPO 法人
ダンスボックス＋京阪ホールディングス（株）】
企画制作／大阪大学 21 世紀懐徳堂、NPO 法
人ダンスボックス

ル活用して体験してください。
日

時／ 2018 年 10 月 30 日（火）17:30〜19:30

会

場／大阪大学会館 講堂（豊中キャンパス）

講

師／伊東信宏（大阪大学大学院文学研究科教授）

このプログラムは

ゲスト／鷲野彰子（福岡県立大学人間社会学部准教授）

演奏会では
ありません。

定員・対象／ 100 名（要申込・先着順）、小学生以上
申込期間／ 9 月 26 日（水）11:00〜 申込先着順、定員に達し次第、締切。
申込方法／申込フォームより
http://21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp/events/2018/piano
主

21 世紀懐徳堂

検索

催／大阪大学 21 世紀懐徳堂、
大阪大学大学院文学研究科音楽学研究室
問合先／大阪大学 21 世紀懐徳堂 TEL.06-6850-6443（平日 10:00〜17:00）

