平成２８年度

京都検定講演会 のお知らせ

京都商工会議所では、京都の歴史、文化、観光などを学ぶための「京都検定講演会」を開催しています。
この講演会には、京都検定の公式テキストだけでは物足りない方、もっと掘り下げて京都について学びたい
方、京都を散策する前に知識を持っておきたい方など、様々な目的をもって、毎回、多くの方に受講いただ
いています。このたび、平成２８年度のラインナップが固まりましたので、ここにお知らせいたします。
平成 28 年度 ラインナップ
【京都開催】

【東京開催】

Ａ．となりの京都学 生活目線の京案内（全３回）

E．京都散策マップ講演会―特別編―（全２回）

講師は中川祐子先生。身近な日常に潜む日々の営み
に溶け込んで目立たない文化の数々など、生活の町・
京都の楽しさと驚きをお届けします。
京都

講師は塩原直美先生。京都を歩いているかのように解説
する講座の特別編。人気の観光スポットの定番ルートを外
し、再発見や見落としスポットを探ります。
東京

Ｂ．民間信仰が息づく京都（全６回）

F．京都散策マップ講演会（全５回）

講師は小嶋一郎先生。古代からの祖霊信仰や山岳信仰に
加え、神道や仏教等の宗教観から形成されてきた民間信仰
を繙きながら京都の魅力をご案内します。
京都

講師は塩原直美先生。京都を歩いているかのように解説
する講座。観光に役立つ、特製のレジュメとマップを見な
がら、京都の魅力を体感いただきます。
東京

C．平安京さんぽ～大路小路を歩く～（全９回）

Ｇ．天 皇 と そ の 時 代 、 そ し て 文 芸 を 考 え る ！ 〈 3 〉 （ 全 ６ 回 ）

講師は山村純也先生。平安時代から活用される一条通～
九条通の特徴や道周辺に残る様々な逸話、寺社仏閣等を
道の歴史と関連づけて楽しく解説します。
京都

講師は八柏龍紀先生。なかなか印象の見えてこない天
皇の姿について丁寧にたどり、その歴史と文芸につい
てお話します。
東京

Ｄ．京都魔界巡礼シリーズ（京都開催）（全２回）

Ｈ．心 をつなぐ教 え 名 僧 の思 想 とその時 代 を考 える！〈1〉（全 ６回 ）

講師は丘眞奈美先生。古代～中世の魔界（精神世界）
について、京都の地形・風土や歴史、文学、歴史的人
物の生涯を繙きながら時代を追って講義します。 京都

講師は八柏龍紀先生。京都で活躍した僧侶たちの思想
や精神に触れながら、生の意味を見出していこうとする
理由を探っていきます。
東京

Ｊ．京都の近代建築の魅力

Ｉ．今年一年の京都の話題・時事を振り返る

講師は二村盛寧先生。明治初期～昭和初期の教会・学
校建築や、日本人初の建築家による商業建築について
お話します。
京都

講師は塩原直美先生。京都新聞の記事をもとに、京都
で起こった時事問題、話題を取り上げ、この一年を振り
返ります。
東京

Ｋ．平安時代末期の動乱と京都（全２回）

Ｍ．京都魔界巡礼シリーズ（東京開催）

講師は山田邦和先生。平安時代末期にあたる 12 世紀
の動乱の経緯と、その舞台となった京都の様相を、最新
の研究に基づいて分析します。
京都

講師は丘眞奈美先生。古代～中世の魔界（精神世界）
について、京都の地形・風土や歴史を繙きながら、古代
の聖地と京都の山々と水の関係を講義します。
東京

Ｌ．～祇園会～

Ｎ．3 回で学ぶ京の名庭、美仏、名建築（全３回）

講師は太田達先生。多くの様相を持つ祇園会神事の中
の祇園祭をはじめ、京都の中世～近世の「都市信仰」に
ついて詳しくお話致します。
京都

講師は山村純也先生。寺社の拝観で欠かせない庭園、
仏像、建築の要素の成り立ちや見所を解説し、各分野
の講師独自の総合ランキングを発表します。
東京

※ 各シリーズのスケジュールは裏面の一覧表の通り。
※ 詳しくは京都検定ホームページや、京都商工会議所、京のお稚児さん、京都検定講演会会場で配布する
案内チラシにてご確認ください。
◆岩上先生による講座（年 12 回）も開講予定です！

【お問い合わせ先】
京都商工会議所 京都検定講演会係
電話 ０７５－２１２－６４１６ ＦＡＸ ０７５－２２２－２６１２
E-MAIL school@kyo.or.jp http://www.kyotokentei.ne.jp/

平成２８年度

京都検定講演会

内容一覧
平成28年3月16日現在

【京都会場】： 京都商工会議所

教室

第１部 １０：００～１２：００
4月 16日(土)
5月 7日(土)
6月 18日(土)

A．となりの京都学 生活(くらし)目線の京案内① 中川祐子先生

一条通『平安京の闇の世界を伝承』

老舗の京都 ～祈りが支えた髙島屋の秘密～

B．民間信仰が息づく京都① 小嶋一郎先生
祖霊信仰と御霊

9月 10日(土)
10月 8日(土)
11月 12日(土)
12月 17日(土)
1月 7日(土)
2月 18日(土)
3月 18日(土)

A．となりの京都学 生活(くらし)目線の京案内② 中川祐子先生

4月 9日(土)
5月 14日(土)

D．京都魔界巡礼シリーズ① 丘眞奈美先生

6月 4日(土)
7月 2日(土)
8月 6日(土)

古代の魔界 ～山河襟帯と古代山背国の信仰空間～

B．民間信仰が息づく京都② 小嶋一郎先生
地蔵信仰と閻魔王

K．平安時代末期の動乱と京都② 山田邦和先生

12月 3日(土)
1月 14日(土)

B．民間信仰が息づく京都③ 小嶋一郎先生
天狗信仰と鬼

2月 4日(土)
3月 11日(土)

B．民間信仰が息づく京都④ 小嶋一郎先生
七福神信仰

D．京都魔界巡礼シリーズ② 丘眞奈美先生
古代の魔界 ～古代ハイテク豪族・秦氏と山背国～

B．民間信仰が息づく京都⑤ 小嶋一郎先生
山岳信仰と修験道

C．平安京さんぽ～大路小路を歩く～⑧ 山村純也先生
八条通『発展する京都の玄関口』

B．民間信仰が息づく京都⑥ 小嶋一郎先生
観音信仰と巡礼

C．平安京さんぽ～大路小路を歩く～⑨ 山村純也先生
九条通『古今変わらぬ京都の南端』

京都造形芸術大学 外苑キャンパス（青山一丁目・信濃町駅より徒歩）
ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター
ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンター

第１部 １３：００～１５：００
E．京都散策マップ講演会 ―特別編― 塩原直美先生
鹿苑寺～龍安寺～仁和寺まで「きぬかけの道」とその周辺

塩原直美先生

幕末の激動エリア 髙瀬川沿い＆京都市役所周辺

E．京都散策マップ講演会 ―特別編―

塩原直美先生

京都を代表する観光エリア 「東山」の定番ルートを歩かない

M．京都魔界巡礼シリーズ 丘眞奈美先生
古代の魔界 ～山背国の聖地（パワースポット）と自然～

塩原直美先生

Ｉ．今年一年の話題・時事を振り返る講演会
塩原直美先生
N．”３回で学ぶ京の名庭、美仏、名建築”③ 山村純也先生
これであなたも「名建築」”通”

塩原直美先生

京阪電車に揺られ、宇治・黄檗・八幡・淀へ

塩原直美先生

阪急電車に乗って、乙訓・長岡京・山崎へ

F．京都散策マップ講演会⑤

C．平安京さんぽ～大路小路を歩く～⑦ 山村純也先生
七条通『京都の奥深さとカオス』

ここがミソ！ ～お味噌とお酒の京都学～

F．京都散策マップ講演会④

C．平安京さんぽ～大路小路を歩く～⑥ 山村純也先生
六条通『今や知る人ぞ知る隠れ道』

A．となりの京都学 生活(くらし)目線の京案内③ 中川祐子先生

F．京都散策マップ講演会③

C．平安京さんぽ～大路小路を歩く～⑤ 山村純也先生
五条通『秀吉の変革を今に伝える』

治承・寿永の内乱と京都

六波羅の地が語る歴史と華やかに賑わう花街へ
N．”３回で学ぶ京の名庭、美仏、名建築”① 山村純也先生
9月 3日(土)
これであなたも「京の名庭」”通”
N．”３回で学ぶ京の名庭、美仏、名建築”② 山村純也先生
10月 1日(土)
これであなたも「京の美仏」”通”

11月 5日(土)

C．平安京さんぽ～大路小路を歩く～④ 山村純也先生
四条通『町衆が生み出す賑わい』

保元・平治の乱と京都

F．京都散策マップ講演会②

C．平安京さんぽ～大路小路を歩く～③ 山村純也先生
三条通『近代建築と多彩な魅力』

K．平安時代末期の動乱と京都① 山田邦和先生

F．京都散策マップ講演会①

C．平安京さんぽ～大路小路を歩く～② 山村純也先生
二条通『平安京東西のメイン通り』

のれんの掟 ～老舗とお菓子の京都学～

4,6月
【東京会場】： 5,7,8,9,11,2,3月
10,12,1月

J．京都の近代建築の魅力 二村盛寧先生
～明治、大正、昭和･･･建物の近代化を推し進めた人々に思いを寄せて～

7月 23日(土) L．～祇園会～ 太田達先生
8月 20日(土)

第２部 １３：３０～１５：３０
C．平安京さんぽ～大路小路を歩く～① 山村純也先生

塩原直美先生

いよいよ散策講座・完結！あれ？まだ重要社寺あるよ・・・

第２部 １５：３０～１７：３０
G．“天皇”とその時代、そして文芸を考える！〈3〉① 八柏龍紀先生
桓武天皇とその時代
G．“天皇”とその時代、そして文芸を考える！〈3〉② 八柏龍紀先生
後三条天皇とその時代
G．“天皇”とその時代、そして文芸を考える！〈3〉③ 八柏龍紀先生
花園天皇とその時代
G．“天皇”とその時代、そして文芸を考える！〈3〉④ 八柏龍紀先生
後小松天皇とその時代
G．“天皇”とその時代、そして文芸を考える！〈3〉⑤ 八柏龍紀先生
後桜町天皇とその時代
G．“天皇”とその時代、そして文芸を考える！〈3〉⑥ 八柏龍紀先生
大正天皇とその時代
H．“心をつなぐ教え”名僧の思想とその時代を考える！〈1〉①
最澄と"大乗戒壇"
八柏龍紀先生
H．“心をつなぐ教え”名僧の思想とその時代を考える！〈1〉②
空也と"南無阿弥陀仏"
八柏龍紀先生
H．“心をつなぐ教え”名僧の思想とその時代を考える！〈1〉③
栄西と"興禅護国論"
八柏龍紀先生
H．“心をつなぐ教え”名僧の思想とその時代を考える！〈1〉④
一遍と"踊り念仏"
八柏龍紀先生
H．“心をつなぐ教え”名僧の思想とその時代を考える！〈1〉⑤
夢窓疎石と"作庭"そして天龍寺船
八柏龍紀先生
H．“心をつなぐ教え”名僧の思想とその時代を考える！〈1〉⑥
蓮如と「越前吉崎道場」
八柏龍紀先生

※会場及び内容については、変更になる場合があります。

受講料：お１人様１回 ２，０００円（税込）
※B・C・F・G・Ｈの各シリーズは全回一括でのお申込みに限り２割引の特別価格となります。（A・D・E・I・Ｊ・K・L・M・Nは割引はありません）
Ｂ・Ｇ・Ｈシリーズ一括（6回）：9,600円、Ｃシリーズ一括（9回）：14,400円、Ｆシリーズ一括（5回）：8,000円
●詳しくは京都検定ホームページや、京都商工会議所、京のお稚児さん、京都検定講演会会場で配布する案内チラシにてご確認ください。

