
20世紀の後半から爆発的に進歩してきた生命科学は、私達が生きている、というのはどういう
ことなのかを教えてくれます。さらに生命科学は、私達を取り巻く世界がどのようなものかを
教えてくれます。そのような生命科学は今、食料や健康・医療、といった身近なことに大きな影響
を及ぼしています。この講座では、生命科学が、私達の暮らす社会にどのような影響を与えて
いるのか、について、いろいろな視点からお話しします。

概  要

３. 人間社会と生命科学の雑学

会  場 東広島キャンパス （生物生産学部 C205講義室）

定員／対象 30名 ／ どなたでも

受講料 無  料

① 13：00 ～ 14：00　② 14：15 ～ 15：15時  間

６/９
（土）

 ３回
①

日本人が発見した“うま味”の雑学よもやま話

法事で、普段行かない料理屋でおいしい“おすまし”を飲むと、なぜか懐かしくほっとして話が
弾んだ経験はありませんか。これは板前さんが引き出した昆布の“うま味”のせいです。うま味
は永らく科学的に世界に認められませんでしたが、UMAMIとして認められるに至った経緯や、
発見者、池田菊苗についてお話しします。

生物圏科学研究科  准教授　手島 圭三

 ４回
②

チーズの文化と科学 生物圏科学研究科  教授　三本木 至宏

約5,000年もの間つくられているチーズは、伝統的加工食品のひとつです。本講座では、チーズ
を中心にこの5,000年間の歴史を展開します。もちろん生命科学にも触れますが、少し変わった
講座になると思います。

 ５回
①

遺伝子組換え食品は今！ そして、未来！ 生物圏科学研究科  教授　江坂 宗春

６/１６
（土）

世界で、遺伝子組換え作物・食品が作出・開発され、日本にも輸入の形で入ってきています。遺伝子
組換え作物・食品の作出法を紹介するとともに、その現状と未来についてわかりやすく説明します。

総合科学研究科  准教授　小川 景子

 ６回
②

世界の科学界で用いられる実験動物のマウス、その
起源はお江戸のオタク達が作り出したマウスでした。 生物圏科学研究科  教授　古澤 修一

多様な科学の世界で広く用いられている実験動物のマウス。その起源は日本の江戸庶民が
皆で集まって見せ合っていた変わりもののマウスでした。そこから米国の“グランビーのねずみ
おばさん”の手に渡り、世界各地の研究施設で用いられるようになりました。それにまつわる
楽しいお話を紹介します。

講座内容に関する
問合せ

生物圏科学研究科支援室
（学士課程担当）

電  話： 082 - 424 - 5034
メール： sei-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

バイオ医薬品は、遺伝子組換えの技術を使って、培養した動物細胞に作らせた蛋白質です。
古くはインターフェロンから、最近は高額医療費で社会問題になったオブジーボのような抗体
医薬など、がんやリュウマチなど様々な病気の治療に脚光を浴びています。どんなものがある
のか、なんで効くのか、どうやって作るのか、私自身の話題をまじえて、やさしく解説します。

１回
①

様々な生物が生み出す宝物とは？

微生物、植物、昆虫、海洋生物などが作り出す物質をヒントにして、抗がん剤などの低分子医薬
品が開発されています。私たちの健康や生活向上に役立つ生物毒などについて紹介します。

６/２
（土）

生物圏科学研究科  教授　太田 伸二

 ２回
②

「バイオ医薬品」ってなあに？ 生物圏科学研究科  教授　清水 典明

４. 芸術と老年  Arts and Aging

古今東西、芸術は、老年や老人あるいは老いを、描いてきました。叡智に満ちた老いもあれば
経験に囚われた頑迷もあれば、慈悲深い老人あるいは堪え性のない老いも描かれます。
老いを描き表現する芸術家自身が老い、それがまた様々な問題を喚起しています。革新や独創
を謳う創造概念は、若さや清新に適合的かもしれません。一方、人生の時を経て味わわれる
枯淡やさびを自己の経験と人格を通して表現することは、円熟の芸術家に相応しいかもしれま
せん。しかし、死への行路を芸術に捧げ、安定の老境を越える厳しい生き方もありました。
芸術家の老年に興味深い創作美学上の問題があれば、受容する人間の老年・老化に伴う享受の
ありようも人間学的省察の対象となります。現代社会の高齢化も考慮すべきでしょう。素人俳人
も日曜画家もにわか写真家も皆中年以降、ことに退職後に、大量に出現するのが日本の現況
でしょう。そこでは、芸術自体の意味が変わってきます。単なる教養ではなく、自身が実践して
楽しみ歩む芸術へと、死にがいも生きがいも関わり、意義が変化します。
芸術を主眼に、老年・老境・老化・老衰等々を視角として、人生と世界の奥行きに、現在の時点
から一つの照明を当ててみようというのが、本講座の狙いです。

概  要

会  場 サテライトキャンパスひろしま （広島県民文化センター 504講義室／広島市）

定員／対象 50名 ／ どなたでも

受講料 4,000円

14：00 ～ 16：00時  間

６/16
（土）

 １回
心敬の老い・枯れ・冷え・さびの宗教美学思想

中世後期の宗教的思想家・心敬僧都には『老いのくりごと』の著作があります。和歌を奉じ、
連歌に邁進した芸術家でもあります。その著名な芸術論『ささめごと』等と併せ、彼が抱懐した
無常世界での感受性を核とする美学と芸道の思想を解きます。

総合科学研究科  教授　青木 孝夫 
（東洋美学）

７/７
（土）

 ２回 美術館と高齢者

いま、美術館では、いわゆるシニア世代に向けた教育活動が注目を集めています。美術館の
教育活動というと、子ども向けというイメージが大きいかもしれません。しかし、2005年頃から
高齢者を対象とした活動が散見されるようになります。事例を紐解きながら、その意味や課題
に迫ります。

福岡市美術館  学芸員　鬼本 佳代子

７/14
（土）

 ３回 老年のミケランジェロはどう語られてきたか

89歳になろうとしていたときに死去した「神のごとき」ミケランジェロは、盛大な葬儀や豪華な
墓碑を捧げられ、すぐにいくつもの伝記が流布しました。その後ミケランジェロが語られるとき
には、常に高齢であったことが強調されます。西洋の各時代、さらに日本の近代の例をみて、
美術家の老年がどう見られてきたかを考えたいと思います。

美術評論家 　末永  航

８/19
（日）

 ４回

能「翁」の起源は古く、他の演目から区別して扱われてきました。翁は当初神を表しましたが、
江戸期には隠居をモデルとする独自の老い文化を育みました。そうした翁文化が現代の高齢
社会でいかなる意義を有するのかを考えます。

翁文化から学ぶ老い像
広島大学 名誉教授　松井 富美男 

（倫理学）

― 4―



５. 合唱の喜びを分かち合おう２０１８

広島大学生とともに、内外の合唱作品を通して実践的な演奏技術（発声法、歌唱法等）を学習し
ながら、合唱の喜びをさぐります。希望者は12月2日（日）広島大学サタケメモリアルホールで
開催予定の演奏会に、出演することができます。曲目は未定です。今までの演奏実績は、
H22年度 『オペラ《イーゴリ公》よりポロヴェツ人の踊り（オーケストラ伴奏）』
H23年度 『土の歌』
H24年度 『運命の歌（オーケストラ伴奏）』
H25年度 『水のいのち』
H26年度 『レクイエム（フォーレ）』
H27年度 『ふるさとの四季』
H28年度 『島よ』
H29年度 『筑後川』
などです。合唱は、合唱団員にある程度の演奏能力の差があっても、寛容に受け入れ、１つにま
とまる可能性をもちます。音楽を専門に学ぶ者からそうでない者まで、力を補いながら、ともに
演奏することができます。必要に応じて音取りCDの活用や、パート練習、強化練習を行います。

概  要

会  場
東広島キャンパス （教育学部音楽棟 F101、学士会館レセプションホール）
　　　　　　　　（演奏会／サタケメモリアルホールで開催予定）

定員／対象 50名 ／ どなたでも

受講料 4,000円

16：20 ～ 17：50 （希望者のみ14：35からのパート練習にも参加することができます。）時  間

講座内容に関する
問合せ

教育学研究科支援室
（学士課程担当）

電  話： 082 - 424 - 6712
メール： kyoiku-gakusi@office.hiroshima-u.ac.jp

毎回、広島大学生と共に発声の基礎を学びながら、実際に合唱曲を仕上げます。（曲目未定）

講  師 教育学研究科  教授　枝川 一也

内  容
ボディートレーニング、発声練習、合唱

６/20
（水）

６/27
（水）

７/４
（水）

７/11
（水）

７/18
（水）

７/25
（水）

10/３
（水）

10/10
（水）

１回 ４回３回２回 ５回 ８回７回６回

10/17
（水）

10/24
（水）

11/7
（水）

11/14
（水）

11/21
（水）

11/28
（水）

12/２（日）
サタケメモリアルホール（予定）

９回 12回11回10回 13回 演奏会（希望者）14回
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９/１
（土）

６回 禅宗絵画・水墨画における「老」－成熟した精神
の表現

禅僧の肖像画や羅漢、聖賢たちの説話画など、禅宗絵画・水墨画には老人像が多く描かれて
おり、それらに付随する詩文や説話から、その主題が解釈できます。「老い」の表現が、美術とし
て鑑賞された歴史と意味を考えます。

広島市立大学  准教授　城市 真理子 
（東洋美術史）

講座内容に関する
問合せ

総合科学研究科支援室
（学士課程担当）

電  話 ：  082 - 424 - 7919
メール ：  souka-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

 

８/25
（土）

５回 慈悲と諦め－アイルランドの絵画と演劇にみる
老爺と老婆－

「極西の島国」の芸術家による「老年」の描き方を探ります。老爺の肖像画と老婆の演劇が主題。
18世紀の「忘れられた」ロイヤルアカデミーの画家が描いたパトロンの肖像。そして、荒蕪の島
における漁師一家の生を描く演劇。

総合科学研究科  教授　桑島 秀樹 
（西洋美学）

９/８
（土）

７回
日夏耿之介の「呪文の周圍」をめぐって

「呪文の周圍」は、死を見据えた日夏耿之介の詩的遺言とも言うべき畢生の大作です。
十三人のオキナが登場するこの作品の文学的解釈・心理学的分析・哲学的省察を通して、静寂
のうちに黄昏の人生と芸術を愛おしむ老年の境位に近づきます。

９/15
（土）

 ８回
貝原益軒の〈老いて道を楽しむ〉の思想

益軒は、その名高い『養生訓』と同じ時期に、長寿の晩年こそ天命に依拠して人の道、また
自然美を楽しむべきという哲学を『楽訓』に結実させています。同じく元禄を生きた芭蕉や
西鶴とは別の老年観に達し、当時の儒教的芸術観の外で〈楽天の美学〉を形成した益軒の
思想を解きます。

総合科学研究科  教授　青木 孝夫 
（東洋美学）

大阪教育大学  教授　瀧 一郎 
（西洋美学）


