新連載

サ イエンス読 書 カフェ

店 主の 独 り ご と

小出重幸

今年の春から︑
科学に関連す

さかな

る書を読み︑
それを肴に︑参 加

者と共に討 論しようという﹁サ

日本科学技術ジャーナリスト会議会長・元読売新聞編集委員

教 授 室に入ったとたん︑
﹁すべ

ての書 物は教 養に通ず﹂という

色 紙が目に飛 び込んできまし

た︒火山が噴火し︑

その噴 煙を描いた

この春、
東京・大手町の読売新聞東京本社の「新聞教室」で「よみ

うり大手町スクール」が始まりました。教室は平日の夜や土曜日の午後。
大手町界隈で働くビジネスパーソンに向けた“自分磨き”の時間をお楽し
みください。秋はすてきな講座がいっぱいです。詳しくはＷＥＢで。

■定期講座

を語り合います。今回が満員なら、次回からマンガ家の登場も

歌／小野勉
（テノール歌手）

予定しています」
（青島さん） ※１月から定期化を予定。

１０月５日（木）、
１１月２０日（月）、
１２月１１日（月）、
２０１８年１月１２日
（金）、
２月９日
（金）、
３月１３日
（火）
１８：３０〜２０：００（６か月６回）

●星の言葉を聞く 占星術のしくみと私のこころ
青島広志
（写真提供：Gakken pub）

自分を知る方法の一つとして見てみましょう。

界に身を投じた講師と、万能の歌い手がお世
話をしますから、臨場感いっぱいです！ どうぞ

■展覧会特別鑑賞講座
小野勉

●北斎とジャポニスム

くように分かりやすく発信しな

い︑科 学 者はみんなの興 味を引

ていますが︑鎌 田 教 授は日

疑や討論を進めたいと考え

著 者に参 加していただき質

優れた地 球 科 学 者であると

ければならない︑
という信念の持

程が取れず︑研 究 室でご本

同 時に︑科 学と社 会の間をもっ

ち主︒
日本のこれまでの科学者︑

人をインタビューした様子を

と緊 密につながなければならな

技 術 者にはほとんど 見 られな

私たちの生活や人生が︑
科学

かったキャラクターです︒

１０月から始まる
「北斎とジャポニスム」展に合わせ、
北斎の浮

●ひふみんの女性将棋教室

世絵とジャポニスムについて３回シリーズで学びます。

加藤一二三九段
第４水曜 原則１８：１５〜２０：３０（６か月６回）
女性を対象にした教室。“ひふみん”が一人ひとりと
「多面指
し」で手ほどきしてくれます。

※割引料金の３回一括予約
（チケット付き）
をご用意します。
①北斎の浮世絵から見えるもの
１１月２日
（木）
１８：３０～２０：００
江戸文化研究者

●加藤一二三 将棋塾

森山暁子

浮世絵は江戸の「浮世（いま）」
を描くもの。

９月３０日、
１０月１４日、
１１月１８日、

一枚の絵を丁寧に読み解けば、
時代や文化、
流行、
そして人々

１２月２日、土曜１３：００〜１７：００

の生活や思考まで、
鮮やかに浮かび上がります。

（４か月４回）

は︑
﹁ 地 球の歴 史 ﹂を使いま

した︒

このカフェでは︑
できるだけ

皆さんに伝えました︒

著 者に話を聞いたり︑直

段がお話と大盤解説、
多面指しでじっくり指導してくれます。

②１９世紀フランス美術とジャポニスム─何が衝撃を与えたのか─
１１月９日
（木）
１８：３０～２０：００
東京大学教授

三浦篤

フランス美術の変貌を主たる例として取り上げ

●サイエンス読書カフェ

ながら、主題やモチーフ、様式や技法、
さらには

小出重幸

美意識に至るまで、
ジャポニスムの様相を具体的に検討します。

第２火曜１８：３０〜２０：００（６か月６回）
中公新書を中心に科学の本を読み、感想や意見を交わしま
す。
「店主」は元読売新聞編集委員。
著者も迎えます。
●☆大手町で踊る☆ビューティ・フラ
藤下まさこ

鴻池朋子さんをゲストに︑
科学︑

そして絵 画の世 界を語っていた

だく予定です︒

鎌田教授は﹁読書論 本棚を

見たら人生がわかる﹂
︵仮タイト

ら︑改めてカフェにご登 場いただ

こうと思っています︒

小出重幸（こいで し
げ ゆ き ） １９５１
年 東 京 生 ま れ 。科
学 ジャーナ リスト 。

北海道大学理学部

卒。元インペリアル・カレッジ・ロンドン客員

研 究 員 。政 策 研 究 大 学 院 大 学（ＧＲＩＰ

Ｓ）
客員研究員。昭和薬科大学講師。

ル︶を 執 筆 中です ︒出 版された

原則第１・３水曜１８：４５〜２０：００（３か月６回コース）
会社帰りにのぞいてみてください。
スタイリッ
シュでキレイになれる
「私だけの楽しみ」が見つ
かります。
●おもてなし英会話
菅野典代

月曜
（月に３回）
１９：００〜２０：３０（１０月から再開）
２０２０年の東京オリンピックに向けて、
日本を英語で的確に紹
介する英会話力を養いましょう。

鏡リュウジ

占星術の世界をわかりやすくご案内します。

いう代表作を取り上げます。何よりも自らオペラ

いらしてください」
（青島さん）

占星術研究家

１１月２７日
（月）
１８：３０〜２０：００

「数多くのオペラ作品から
『これだけは！』と

通訳案内士

１１月２８日
（火）
１８：３０〜２０：００

だった青島広志が、
実作をひもときながら、
お客様と過去の時間

お話とピアノ伴奏／青島広志
（作曲家）

フラダンサー、
ハワイ州知事認定親善大使

●音楽家が語る 日本・少女マンガ史─『リボンの騎士』から『２４年組』まで

置を占めるのが少女マンガです。昭和３０年代前半から愛読者

●オペラ史４１７年を半年で！

店主

■単発講座

「日本が世界に誇る文化『マンガ』。
その中でも全く独自の位

将棋ファンのための教室を増設します。男性もどうぞ。加藤九

接 尋 ねたりする 機 会はあ

すごい︑
バッタもすごい﹂
︵中公新

や技術に大きく影響されるよう

になっているにもかかわらず︑﹁両

書︶
の本川達 雄さん︑環 境 学 者

まりありません︒

者の距 離が広がる一方では︑困

の中西準子さん︑
数学者の秋山

特に科 学 関 係となれ

るでしょう﹂︒鎌田さんもこれを

仁さんなどをお招きして︑活 発

ばなおさらですが︑
こ

危 惧した一人で︑
道 化 師のよう

な討 論を広げていただいていま

のカフェでは︑
﹁ウニは

に小学生に語りかけて興味を引

噴煙のメッセージ

イエンス読 書カフェ﹂が︑よみう

り大 手 町スクールの講 座として

〝 開 店 〟しました︒その店 主を

教養の書店

中にこのメッセージ

が書かれているので

すが︑
じっと見つめて︑
なるほど︑

確かに︑
とうなずくものがありま

した︒
仰せつかっているので︑科

学の書も教 養に通じま

んの﹁胎児の世界﹂
︵同︶
がテーマ

す︒

Ｐ文 庫 ︶を著し︑
そして市 民 向

ですが︑
三木さんは１９８７年に

き出したり︑
大学生も読みやす

けに大著﹁地球の歴史・上中下

亡くなっており︑東 京 芸 大 時 代

９月は解剖学者︑
三木成夫さ

巻﹂
︵中公新書︶
をまとめていま

の教え子であった現代美術家の

いテキスト﹁火山はすごい﹂
︵ＰＨ

す︒
５月のサイエンス読書カフェで

よみカル No.312

すよと︑
声を大にして言

わなければならない立場

だからです︒

この色 紙 を 書いたの

は︑火 山 学 者の鎌 田 浩

毅・京都大学教授です︒
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よみうり大手町スクール

③コレクターが語る
「北斎漫画」の魅力
１１月１７日
（金）
１８：３０～２０：００
浦上蒼穹堂代表

浦上満

「北斎漫画」はパリを中心に芸術家、
文化人
に大きな衝撃を与え、
ジャポニスムの扉を開け
あつ

たといわれています。学生時代より蒐め続け、
質量ともに世界一
のコレクションを築いた経緯とその魅力をお伝えします。
●中野京子が語る「怖い絵」展に寄せて
作家、
ドイツ文学者 中野京子
１０月３１日
（火）
１８：３０〜２０：００
『怖い絵』の刊行１０周年を記念して開催さ
れる
「怖い絵」展（上野の森美術館など主催、
１０月７日〜１２月１７日）
に合
わせ、
展覧会の特別監修を務める中野京子さんが見どころを語
ります。

（敬称略）

よみカル No. 312
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