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上廣 歴史・文化フォーラム 過去実施一覧
＜東京開催＞ 主催：上廣倫理財団
№

後援：文化庁

開催日・会場

講師・テーマ（敬称略・肩書は行事当事のもの）
1.講演

1

2003（H15）.11.15
東京商工会議所ホール
江戸開府 400 年記念行事

火坂雅志（作家）
「家康の天下を支えた経済人」＊
2.鼎談 竹内 誠（江戸東京博物館館長）、
カール・ベッカー（京都大学大学院教授）
渡邊 弘（宇都宮大学教授）

1.講演
2

2004（H16）.11.27
東京商工会議所ホール

佐藤雅美（作家）
「幕末・開国期の日本人の生き方」＊
2.鼎談 竹内 誠（江戸東京博物館館長）
カール・ベッカー（京都大学大学院教授）
三谷 博（東京大学大学院教授）

3

2005（H17）.11.19
東京商工会議所ホール

1.講演 童門冬二（作家）「幕末維新の群像」
2.鼎談 童門冬二（作家）
竹内 誠（江戸東京博物館館長）
大石 学（東京学芸大学教授）
1.講演

4

2006（H18）.10.28
東京商工会議所ホール

5

2007（H19）.11.17
江戸東京博物館ホール
共催：江戸東京博物館

6

2008（H20）.11.1
東京商工会議所ホール

7

2009（H21）.11.21
東京商工会議所ホール

池宮彰一郎（作家）
「元禄時代の人々の生き方」
2.鼎談 カール・ベッカー（京都大学大学院教授）
山本博文（東京大学史料編纂所教授）
磯田道史（茨城大学助教授）

1.講演

宮尾登美子（作家）
「江戸時代の女性の生き方」＊
2.鼎談 竹内 誠（江戸東京博物館館長）
大石 学（東京学芸大学教授）
柳谷慶子（聖和学園短期大学教授）

1.講演
2.対談

1.講演
2.対談

火坂 雅志（作家）
「天地人を語る～直江兼続の義と愛」＊
小和田哲男（静岡大学教授）
磯田道史（茨城大学准教授）

半藤一利（作家）「勝海舟と西郷隆盛」＊
大石 学（東京学芸大学教授）
岩下哲典（明海大学教授）

1.講演
8

9

2010（H22）.11.13
東京商工会議所ホール

関川夏央（作家）
「夏目漱石が見た 20 世紀」＊
2.対談 伊藤之雄（京都大学大学院教授）
カール・ベッカー
（京都大学こころの未来研究センター教授）

2011（H23）.11.5
東京商工会議所ホール

1.講演
北岡伸一（東大教授）「後藤新平の近代日本のヴィジョン」
植松三十里（作家）「知られざる石炭の父・片寄平蔵」
2.鼎談 橋本五郎（読売新聞編集委員）北岡伸一、
植松三十里

2

10

2012（H24）.11.17
東京商工会議所ホール

11

2013（H25）.11.16
東京商工会議所ホール
※定員 597 席

12

1.講演

磯田道史（静岡文化芸術大学准教授）
「武士の家計簿」から「無私の日本人へ」＊
2.対談 古田 求（脚本家）、磯田道史

1.講演

山本むつみ（大河ドラマ 脚本家）
「八重とのめぐりあい」＊
2.対談 大石 学（東京学芸大学教授）
一坂太郎（萩博物館特別学芸員）

2014（H26）.11.16
東京大学伊藤国際学術研究
センター伊藤謝恩ホール
（東商ホール建替 会場変更）

「女性の生き方－江戸から明治へ－」
1.講演 田中優子（法政大学総長）＊
2.対談 山本博文（東京大学史料編纂所教授）
田中優子（法政大学総長）

13

2015（H27）.11.15
東京大学伊藤国際学術研究
センター伊藤謝恩ホール

「元禄時代から見た江戸人の生き方」
1.講演 竹内誠（江戸東京博物館館長）
2.講談 神田京子（講談師）
3.鼎談 山本博文（東京大学史料編纂所教授）
竹内誠、神田京子

14

2016（H28）.11.19
東京大学伊藤国際学術研究
センター伊藤謝恩ホール

「天下人、徳川家康の実像」
1.講演①門井慶喜（作家）
2.講演②平川 新（宮城学院女子大学学長）
3.鼎談 山本博文（東京大学史料編纂所教授）
門井慶喜、平川新

＊印の講演はＮＨＫラジオ第二放送「文化講演会」にて収録・放送
＜山口県萩市＞ 主催：上廣倫理財団（平成 20、25、26 年は萩市と共催）
№

開催日・会場

講師・テーマ

後援：文化庁・山口県（萩市）

（敬称略・肩書は行事当事のもの）

1

H16.11. 1 萩博物館

童門冬二（作家）「歴史に学ぶまちづくり｣＊

2

H17.10．8 萩本陣

竹内

誠(江戸東京博物館館長)「歴史に学ぶまちづくり｣＊

3

H18.10. 1 萩博物館

三好

徹（作家）「志士から元老へ」

4

H19.12.15 萩博物館

江坂

彰（評論家）「幕末・高杉晋作～経営評論家が見た」

5

H20. 9.19 萩市民館

林

6

H21. 9.12 萩博物館

植松三十里（作家）「長州と敵対した幕府海軍」

7

H22. 9.19 萩博物館

関川夏央（作家）「乃木大将と広報戦としての日露戦争」

8

H23.10.30 萩博物館

山内昌之（東京大学教授）「世界史のなかの吉田松陰」＊

9

H24.12.1 サンライフ萩

橋本五郎（読売新聞特別編集委員）
「範は歴史にあり」

10

H25.10.30 萩市民館

伊藤之雄（京都大学教授）「伊藤博文～井上馨との友情」
関 厚夫（産経新聞編集委員）「入魂の人・高杉晋作」

11

H26.12.15 萩市民館

山本一力（作家）「生き方雑記帖」

望（作家）「薩摩スチューデントと長洲ファイブ」

3
12

H27.11.6 萩市民館

磯田道史（歴史家）「萩の英雄たちの選択」＊

増田 孝（書跡史家・愛知東邦大学教授）
「幕末志士の書から～佐久間象山の手紙の真贋について」
＊印の講演はＮＨＫラジオ第二放送「文化講演会」にて収録・放送
13

H28.10.14 萩市民館

＜愛知県犬山市＞ 主催：上廣倫理財団・犬山城白帝文庫 後援：文化庁･犬山市教育委員会
№

開催日・会場

講師・テーマ

（敬称略・肩書は行事当事のもの）

1

H17.11.27 犬山市福祉会館

津本

陽（作家）「城と武将」＊

2

H18.11.12 犬山市福祉会館

井沢元彦（作家）「歴史の見方、考え方」＊

3

H19.11.10 犬山市福祉会館

大石 学（東京学芸大学教授）
松田之利（犬山城白帝文庫歴史文化館館長）
「幕府と尾張藩」

4

H20.11. 8 犬山市福祉会館

竹内 誠（江戸東京博物館館長）、大石学（東京学芸大教授）、
松田之利（犬山城白帝文庫歴史文化館館長）
「歴史の虚構と真実～大河ドラマ『篤姫』をめぐって～」

山本博文（東京大学史料編纂所教授）
「お殿様の出世」
林 望（作家・書誌学者）
「アーネスト・サトウの人生と明治維新」＊
磯田道史（茨城大学准教授）
「武士の家計簿そして御三家付家老」
磯田道史（静岡文化芸術大学准教授）
「忍者の学術研究は可能か」

5

H21.11. 1 犬山国際会館フロイデ

6

H22.11.28 犬山市福祉会館

7

H23.11.20 犬山市福祉会館

8

H24.11.4 犬山市福祉会館

9

H25.11.17 犬山市福祉会館

山本一力（作家）「生き方雑記帖」

10

H26.12. 7 犬山市福祉会館

諸田玲子（作家）「歴史の中の女たち」＊

福田千鶴（九州大学教授）
「江戸幕府の成立と犬山城主成瀬正成」＊
北川 央（大阪城天守閣館長）
12 H28.10.30 犬山市福祉会館
「真田幸村と大阪の陣」
＊印の講演はＮＨＫラジオ第二放送「文化講演会」にて収録・放送
11

H27.11.14 犬山市福祉会館

＜岡山県津山市＞ 主催：上廣倫理財団・津山市教育委員会
№
１

開催日・会場
H23.10.23
津山洋学資料館

2

H24.12.16
津山洋学資料館

3

H25.12.14
津山洋学資料館

4

H26.10.12
津山洋学資料館

5

H27.12.19
津山洋学資料館

講師・テーマ
平川

後援：文化庁･岡山県教育委員会

（敬称略・肩書は行事当事のもの）

新（東北大学教授）＊

「江戸時代の日本は帝国だった～ヨーロッパから見た日本」

岩下哲典（明海大学教授）対談
山本博文（東京大学史料編纂書教授）＊
「江戸時代 作州人の生き方と学問」
岩下哲典（明海大学教授）対談
岩下哲典（明海大学教授）＊
「美作の人～岸田吟香の経営情報学」
下山純正（洋学史学会理事・前 津山洋学資料館館長）
山本博文（東京大学史料編纂書教授）＊
「江戸幕府が選んだ“鎖国”政策－平戸松浦家史料の魅力－」
岩下哲典（明海大学教授）対談
岩下哲典（明海大学教授）＊
「平戸松浦家の史料の魅力」
下山純正（洋学史学会理事・前 津山洋学資料館館長）

4
6

H28.11.19
津山洋学資料館

「海外留学の志～波濤を越えた津田真道の思い～」
岩下哲典（東洋大学教授）
大久保健晴（慶應義塾大准教授）・下山純正（洋学史学会理事）

＊印の講演はＮＨＫラジオ第二放送「文化講演会」にて収録・放送
＜長野県 信州たのめの里＞ 主催：上廣倫理財団・両小野地区振興会

№

開催日・会場

H23.10.10
１
小野農民研修センター

2

H24.10.8
小野農民研修センター

講師・テーマ

後援：文化庁･塩尻市教育委員会

（敬称略・肩書は行事当事のもの）

講演：山本博文（東京大学史料編纂者教授）
「江戸幕府と大久保長安」＊
パネルディスカッション：岩下 哲典（明海大学教授）
小野能正（小野酒造社長）、立澤 寿江（矢彦神社宮司）
講演：宮澤 光（ＮＰＯ法人世界遺産アカデミー研究員）
「世界遺産とたのめの里」
対談：岩下哲典（明海大学教授）、宮澤 光

講演：佐藤禎一（元文部事務次官・元ユネスコ大使）
「ユネスコ平和理念の実現に向けての世界遺産」＊
3
座談会：岩下哲典（明海大学教授）
、佐藤 禎一
両小野中学校生徒代表「世界の平和とたのめの里」
＊印の講演はＮＨＫラジオ第二放送「文化講演会」にて収録・放送
※平成 26 年度以降は実施せず。
H25.10.20
両小野小学校

＜福島県いわき市＞ 主催：上廣倫理財団 後援：文化庁・福島県・いわき市・ 他
№
開催日・会場
講師・テーマ （敬称略・肩書は行事当事のもの）
H25.7.6
１ いわき産業創造館ラトブ
（片寄平蔵生誕 200 年記念）

植松三十里（作家）＊「片寄平蔵（常磐炭田の父）とその時代」
夏井芳徳（いわき地域学会副代表幹事）
野木和夫（常盤炭田史研究会会長）
入間田宣夫（東北大学名誉教授）「奥州藤原氏といわき」
H26.9.27
２
夏井芳徳（いわき地域学会副代表幹事）
いわき産業創造館ラトブ
中山雅弘（いわき市生涯学習プラザ副館長）
「講談でたどるいわきの歴史」片寄平蔵物語
H27.11.28
３
神田京子（講談師）
いわき産業創造館ラトブ
夏井芳徳（いわき地域学会副代表幹事）
「江戸の文化を語る」
H29.1.21
４
竹内 誠（江戸東京博物館名誉館長）
いわき文化センター
夏井芳徳（いわき地域学会副代表幹事）
＊印の講演はＮＨＫラジオ第二放送「文化講演会」にて収録・放送
＜茨城県鹿嶋市＞ 主催：鹿嶋市・鹿嶋市教育委員会・茨城史料ネット 共催：上廣倫理財団
後援：文化庁・東京文化財研究所・茨城県教育委員会
№
開催日・会場
講師・テーマ （敬称略・肩書は行事当事のもの）
H25.3.23
１ 鹿嶋市まちづくり市民センター
※平成 26 年度以降実施せず。

東日本大震災 被災した文化財を守る取り組み－鹿嶋市の津波
被害の現場から－ 糸井 崇（鹿嶋市教育委員会参事）、高橋修
（茨城大学教授）、白井哲哉（筑波大学准教授）

5
＜愛媛県松山市＞ 主催：上廣倫理財団 共催：松山市
後援：文化庁、愛媛県、松山市教育委員会、伊佐庭如矢顕彰事業実行委員会
№
開催日・会場
講師・テーマ （敬称略・肩書は行事当事のもの）
～道後温泉本館改築 120 周年記念行事～「道後温泉の発展に命を掛た
男～伊佐庭如矢とその時代」
H26.11.29
１
「生き方雑記帖～先人を訪ねて」＊
松山市立子規記念博物館 講演：山本一力（作家）
鼎談：竹下景子（俳優）
、野志克仁（松山市長）山本 一力
＊印の講演はＮＨＫラジオ第二放送「文化講演会」にて収録・放送
※平成 27 年度は実施せず。平成 29 年度実施予定。
＜宮城県仙台市＞ 主催：上廣倫理財団・仙台市博物館

後援：文化庁

№

（敬称略・肩書は行事当事のもの）

開催日・会場

１

H24.11.25
仙台市博物館

2

H26.2.14
仙台市博物館
※前日 78 年ぶりの大雪

3

H27.4.11
仙台市博物館

講師・テーマ
平川

新（東北大学教授）
「スペインの世界征服に立ち向かった豊臣秀吉」

高橋陽一（東北大学東北アジア研究センター助教）
「江戸時代の東北旅行」
栗原伸一郎（仙台市博物館市史編さん室）
「世界・日本・奥羽をかけめぐった仙台藩士・玉蟲左太夫」

増田

孝（日本書跡史）
「伊達政宗の手紙～自筆に見る人と書」

＜宮城県白石市＞
№

主催：上廣倫理財団・白石市・白石市教育委員会他
後援：文化庁･仙台市博物館 ほか
開催日・会場
講師・テーマ （敬称略・肩書は行事当事のもの）

H25.2.2
白石市中央公民館

「片倉小十郎の城 白石城」
日下和寿（白石市教育委員会）、近藤真佐夫（会津若松市教育委員会）
菅野正道（仙台市博物館市史編さん室長）、金森安孝（仙台市博物館
副館長）

2

H25.12.14
白石市中央公民館

「片倉小十郎景綱～ナンバー２の実像」
講演：菅野正道（仙台市博物館市史編さん室長）、小佐野浅子（東北
大学大学院研究員）、福原圭一（上越市公文書センター公文書管理係
長）、遠藤ゆり子（弘前学院大講師）
パネル：阿部浩一（福島大学准教授）と上記４名の講演者

3

H27. 1.24
白石市中央公民館

「奥州藤原氏と阿津賀志山防塁」
千葉信胤（岩手大学平泉文化研究センター客員准教授）
木元元治（国見町教育委員会）

4

H27.11.22
白石市中央公民館

「大坂の陣と真田家」
原田和彦（長野市立博物館学芸員）
「真田家の系統について」
北川 央（大阪城天守閣館長）「真田信繁（幸村）と大坂の陣」

5

H28.11.13
白石市中央公民館

「城郭研究最前線」
太田秀春（鹿児島国際大学教授）「白石城と仙台藩の支城郡」
萩原さちこ（城郭ライター）「現存１２天守と白石城の魅力」

1

6
＜宮城県丸森町＞ 主催：丸森町・丸森町教育委員会・上廣倫理財団
共催：金山自治会、小斎振興協議会、丸森地区協議会 後援：文化庁
№
開催日・会場
講師・テーマ （敬称略・肩書は行事当事のもの）
「戦国伊達相馬対決 伊具を取るのはどっちだ」
菅野正道（仙台市史編纂室長）「伊具の戦国と城館」
山田将之（伊達市教育委員会学芸員）「伊具を狙う相馬氏」
佐々木 徹（仙台市博物館学芸員）「伊達輝宗の伊具奪還作戦」
※平成 27 年度以降は実施せず。
H26.11.24
１ 丸森まちづくりセンター

＜茨城県水戸市＞
№

主催：上廣倫理財団・茨城大学図書館
後援：文化庁、茨城県教育委員会、茨城大学五浦美術文化研究所
開催日・会場
講師・テーマ （敬称略・肩書は行事当事のもの）

H27.7.11
１ 茨城大学図書館３階ライ
ブラリーホール

「読み解く！屏風絵の世界」
猪岡萌菜（千葉大学大学院生）「新発見！常陸名所図屏風」
高橋修（茨城大学図書館長）「初公開！会津藩追烏狩図屏風」

※平成 28 年以降は実施せず。
＜茨城県常陸大宮市＞
№

主催：上廣倫理財団・常陸大宮市教育委員会
後援：常陸大宮市・文化庁
開催日・会場
講師・テーマ （敬称略・肩書は行事当事のもの）

H27.11.29
１ 緒川総合センター
文化ホール

戦後 70 年の記憶をつなぐ～文書館所蔵史料が語る戦争と市民生活
高橋実（国文学研究資料館名誉教授）、白井哲哉（筑波大学図書館教
授）、佐々木啓（筑波大学人文学部准教授）

※平成 28 年度以降は実施せず。
＜島根県出雲市＞
№

主催：上廣倫理財団 共催：島根県立古代出雲歴史博物館
後援：文化庁・島根県教育委員会
開催日・会場
講師・テーマ （敬称略・肩書は行事当事のもの）

H28.11.27
１ 古代出雲歴史博物館
講義室

「日本人の死生観と出雲」
カール・ベッカー（京都大学こころの未来研究センター教授）
岡 宏三（古代出雲歴史博物館専門学芸員）

