
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆歴史講座 
歴史担当学芸員による講座です。 

講師：横山・藤田・片岡・高木 

高知県立高知城歴史博物館 

平成 29年度 城博講座のご案内 

 

◆美術・工芸講座 
美術・工芸担当学芸員による講座です。 

講師：尾本・宮本 

 

◆古文書講座 
古文書を解読し、歴史について学ぶ講座です。 

講師：渡部 

 

 

 

 

 
「山内豊資宛 老中奉書」 

 

◆高野切講座 
 

講師：岩原教子（朱灯）先生 

 

 

◆出張講座 
企画員・学芸員が、高知県内の地域に出向いて行う講座です。 

講師：筒井・横山・高木 

 

年間テーマ「山内家文書を知る」 

山内家資料全体のおよそ半数を占める古文書資料について、資料の性格 

やまとまりに注目しながら、いくつかの資料群に分類してご紹介します。

山内家にはどのような古文書が伝わっていて、どのような特色があるの 

か、大名家に伝わった古文書の世界を覗いてみましょう。 

会場：当館１Fホール 定員：80名 参加費：無料 申込：不要（当日先着順）  
 

第1回：朝廷・幕府・豊臣氏関係文書（横山） 第2回：土佐藩関係文書（藤田） 

第3回：土佐藩関係年譜資料（片岡）       第4回：幕末・近代文書（高木） 

年間テーマ「山内家の大名道具」 

大名家に伝わった宝物や大名家の生活の中で使われていた道具類。 

それらは大名道具と総称されます。 

土佐藩主山内家に伝わる大名道具の特徴を明らかにし、各道具の見所ポ

イントをご紹介します。 

  会場：当館１Fホール 定員：80名 参加費：無料 申込：不要（当日先着順） 
 

第1回：山内家伝来の美術工芸品  第2回：山内家の武器武具の世界 

第3回：山内家の武装道具の美意識 第4回：山内家の能道具 

年間テーマ「はじめて読む古文書」 
昔の手紙を読む、先祖を調べる、博物館で展示を見る等々、古文書が読

めるようになると、歴史がぐんと身近なものになります。しかし、その

ためには、一定の作法の習得が必要です。古文書講座は、初歩的な古文

書の解読力を身につけることを目的にしていますが、初年度は入門編と

して、初心者の方とともに古文書学習の基礎を学びます。 

会場：当館１Fホール 定員：80名 参加費：無料 申込：不要（当日先着順） 
 

第1回：古文書学習の秘訣と古典文法 第2回：活字史料の音読と辞書の引き方 

第3回：数字と人名        第4回：将軍の文書を読む 

第5回：幕府役人の文書を読む 

山内家伝来の「古今和歌集巻第廿（高野切本）」にちなんだ書道の実技

講座です。本年度は①書道入門、②中級を開講します。 

会場：当館1F実習室 定員：①・②各30名 受講料：無料 申込：要（登録制） 
 

①書道入門：書道の基礎から始め、一年をかけて平安時代のかなへと学

習を進めます。【受講申込：4月24日（月）消印有効】 

②中  級：高野切の原寸臨書を行います。なお、本講座は前年度に「高

野切講座中級」を受講された方を対象としています。 

＊受講料は無料ですが、材料費は実費負担です。 
 

土佐藩主山内家に伝わった資料には、江戸時代から

明治・大正・昭和時代にかけての土佐藩や高知県に

関するものが数多くあります。これらの資料を写真

でご紹介しながら、そこから分かる地域の歴史につ

いて、ご紹介します。 
参加費：無料 申込：不要 

 
 

第１回・第２回：会場未定 

（詳細が決まり次第HPにて公開します） 

城博講座は、土佐や日本の歴史・文化についてご紹介する当館目玉の講座です。 

開館初年度にあたる今年度は、当館の機能や収蔵資料についてはもちろんのこと、 

建物の構造やデザインについてなど、様々なテーマで当館をご紹介します。 

ぜひ、ふるってご参加ください。 
※各講座の日程は、裏面スケジュール表をご確認ください。 

 

◆保存・修復講座 
保存・修復担当学芸員による講座です。 

講師：田井東 

年間テーマ「未来に残す城博の使命～博物館の機能と役割～」 

城博の使命の一つ“保存と継承”。貴重な歴史資料を未来に残すため城

博の建物には様々な機能と工夫が隠されています。建物の設計、建築か

ら開館までを振り返りながら博物館に求められる機能や役割を資料保

存の視点からご紹介します。 

会場：当館１Fホール 定員：80名 参加費：無料 申込：不要（当日先着順） 
 

第1回：博物館に求められる建物の機能－設計編 

第2回：理想の保存環境を目指して－建築・開館準備編 

 

◆歴史資料保存講習会 
保存担当学芸員による、資料の整理や保存についての講習会です。 

講師：田井東 

 

 

◆日本の文化講座 
日本や土佐の文化について紹介する講座です。 

講師：当館建築時にご協力いただいた皆様 

城博講座 参加・申込について 

高野切講座：参加者登録制。郵便ハガキ（私製を除く）に①書道入門申込係、応募される方の郵便番号・住所・

名前・電話番号をお書きください。【4月24日（月）消印有効】応募者多数の場合は抽選となります。 

歴史資料保存講習会：詳細は、決まり次第、当館ホームページ・チラシ等でお知らせいたします。 

◆その他、申込不要（当日先着順）の講座は、開始時刻までに直接会場へお越しください。 

「高野切」の臨書を通じて、書を学ぶ講座です。 

 

 

地域やお家に残された古い文書や書物、掛軸などの

美術品のほか、身近にある写真や日記、帳簿などの

整理や保存方法、取り扱い方について、スライドと

実演を織り交ぜながらわかりやすくご紹介します。 

参加費：無料 申込：要 
 

第1回 会場：当館 １Fホール他 

第2回 会場：未定 
（申込等、詳細が決まり次第HPにて公開します） 
 

年間テーマ「土佐の匠に学ぶ～城博を彩る伝統技術～」 

当館では、エントランスや和室、外縁などで、土佐の様々な伝統技術に

出会うことができます。この講座では、当館の建築にご協力頂いた職人

の皆様を講師としてお迎えし、伝統技術が受け継がれてきた歴史や、お

仕事とそのこだわりについて、お話いただきます。 

会場：当館１Fホール 定員：80名 参加費：無料 申込：不要（当日先着順）  
 

第1回：土佐漆喰・土佐打刃物（外壁／エントランス） 

第2回：土佐和紙・和紙貼り（和室）※予定 

第3回：木工・瓦（和室／屋根・外壁）※予定 



 

 

5月 

13日 10：00～ 古文書講座 第1回 
 

10月 

14日 10：00～ 歴史講座 第3回 

20日 * 高野切講座 
 

21日 * 高野切講座 

27日 10：00～ 日本の文化講座 第1回 
 

28日 10：00～ 美術・工芸講座 第3回 

6月 

10日 10：00～ 歴史講座 第1回 
 

29日 10：00～ 日曜市料理教室 

17日 
* 高野切講座 

 

11月 

4日 （予定） みる・きく・さわる 

14：00～ 歴史資料保存講習会 第1回 
 

11日 10：00～ 古文書講座 第4回 

18日 13：00～ 梅漬けの会 
 18日 

* 高野切講座 

24日 10：00～ 美術・工芸講座 第1回 
 

（予定） 城下町散策会 

29日 10：00～ 日曜市料理教室 
 

25日 10：00～ 保存・修復講座 第2回 

7月 

8日 
10：00～ 古文書講座 第2回 

 
26日 10：00～ 日曜市料理教室 

（予定） 出張講座 
 

12月 

9日 
10：00～ 歴史講座 第4回 

15日 
* 高野切講座 

 
（予定） Japanese Cultural Experience 

（予定） 地域散策会（勉強会） 
 

16日 * 高野切講座 

22日 

10：00～ 保存・修復講座 第1回 
 

23日 10：00～ 美術・工芸講座 第4回 

（予定） 夏休み工作教室 第1回 
 

24日 10：00～ 日曜市料理教室 

（予定） 地域散策会 
 

1月 

13日 10：00～ 古文書講座 第5回 

23日 10：00～ 日曜市料理教室 
 

14日 （予定） 城博で祝うお正月の会 

8月 

5日 （予定） わくわくたんけん 
 

20日 * 高野切講座 

12日 10：00～ 歴史講座 第2回 
 

27日 10：00～ 日本の文化講座 第3回 

19日 
* 高野切講座 

 
28日 10：00～ 日曜市料理教室 

（予定） 夏休み工作教室 第2回 
 

2月 

3日 （予定） 歴史資料保存講習会 第２回 

26日 10：00～ 美術・工芸講座 第2回 
 

17日 （予定） 出張講座 

27日 10：00～ 日曜市料理教室 
 

24日 10：00～ 日曜市料理教室 

9月 

2日 （予定） 城博で楽しむお月見の会 
   

  
 

9日 10：00～ 古文書講座 第3回 
 

※「（予定）」表記のある講座につきましては、日時・会場等の詳細が

決まり次第、当館ホームページ等でお知らせいたします。 

＊高野切講座は、書道入門：午前9時15分から、中級B：午前11時15

分から開講します。 

 

16日 * 高野切講座 
 

23日 10：00～ 日本の文化講座 第2回 
 

24日 10：00～ 日曜市料理教室 
  

  
  

 

◆歴史講座 
歴史担当学芸員による講座です。 

講師：横山・藤田・片岡・高木 
   

高知県立高知城歴史博物館 

平成 29年度 体験講座・催し物のご案内 
 高知城歴史博物館では、歴史や文化について体験できる講座・催しを多数ご用意しています。 

当館で、地域に出向いて、土佐の歴史を体感してみませんか？ 

はくぶつかんツアー 

普段はなかなか見られない 

博物館のうらがわを、たっぷり

のぞいてみよう！ 

時期：随時 

わくわくたんけん 
高知県内のどこかへ、 

歴史と出会う探検に出発 

してみよう！ 

時期：夏休み 

夏休み工作教室 
昔の技術や道具を使って、 

作品をつくってみよう！ 

時期：夏休み 

みる・きく・さわる 
見たり、さわったり、聞いたり。

いろんな方法で、歴史や 

文化を体感してみよう！ 

時期：11月 

子どもむけ体験講座 
 「博物館ってどんな所なのかな？」「歴史を体感してみたい！」 

  そんなじょうはくキッズたちに、ぴったりの体験講座です。 

 

 

外国人むけ講座 
  

外国人の皆さまを対象とした、 
日本文化をじっくりと体験できる講座です。 

時期：11月（予定） 

 

 

日本刀体験       香道体験 

中学生・高校生むけ講座 
 

ミュージアムトーク 
展示室の楽しみ方についてはもちろん、 

博物館の機能や役割、学芸員の仕事内容 

など、毎回テーマを変えながら、博物館 

の世界をたっぷりご紹介します。 

時期：随時 

地域散策会・城下町散策会 
高知県内各地の史跡や歴史的景観を、 

当館学芸員・企画員の案内のもと 

見学してみませんか？ 

 

 

 

城下町散策会 
時期：秋 

地域散策会 
時期：春～夏 

一般むけ体験講座・催し 
  

 

 
 

日曜市料理教室 
「日曜市」で出会える食材

を使った、土佐の郷土料理

教室です。 

梅漬けの会 
高知城御台所に伝わったとされる、梅の酒粕漬けを

体験します。 時期：6月 
 

城博で楽しむお月見の会 
博物館で、高知城とともにお月見を楽しみましょう。     

時期：9月 
 

城博で祝うお正月の会 
江戸時代の献立をもとにアレンジした、お正月料理

を味わってみませんか？ 時期：1月 
 

お城下で見る土佐國 
土佐で受け継がれてきた祭りや年中行事を、お城下

で紹介します。 時期：3月 

日曜市料理教室 
時期：6月～2月 

平成29年度 

各種講座・催し物 年間スケジュール 

城博講座 子ども・外国人むけ 催し 

5月11日現在 


