
2021年秋号　受講生募集

※写真はイメージです。〈受講料〉 　 ・・・ 一般の方　　 ・・・ 神奈川大学生・卒業生・在校生父母等および協議会加盟大学在学生

どなたでも
受講

いただけます
みなとみらいから発信する多彩な講座みなとみらいから発信する多彩な講座

神奈川大学
建築学部
開設記念講座

ぜんぶ、建築だ。

〈 ビジネス系　注目講座 〉 〈 文化・教養　注目講座 〉

「近代の超克」概念は、思想的立場や文化的背景により多様かつ雑多でし
た。この言葉や論理が、戦争の論理としてどのような役割を果たしたか、分
析と言葉の「魔力」が戦後の日本にどのように生き残っていったかを検討し
ていきます。
■日　程　10/9～ 11/13　土曜日（全6回）
■時　間　13:00～ 14:30
■受講料　　10,500円　 9,500円　 
■講　師　神奈川大学名誉教授　橘川 俊忠

未来につながる科学技術―リチウムイオン電池、家電製品のエコ化技術、
光触媒による環境浄化、バイオロギング（生物記録）、生物科学、環境科学な
ど、普段知る機会が少ない最先端技術を探ってみませんか。
■日　程　10/21～ 11/25　木曜日（全6回）
■時　間　13:30～ 15:00
■受講料　　10,000円　 9,000円　※各回の受講　3,000円
■講　師　神奈川大学工学部教授　松本 太  ほか

■日　程　10/2（土）
■時　間　13:00～ 16:00
■受講料　無料
■講　師　神奈川大学工学部教授　内田 青蔵  ほか

神大シルバー21　連続講演会
環境と科学技術　　　　　【ライブ配信(録画あり)】

■日　程　10/23～ 11/13　土曜日（全4回）
■時　間　10:30～ 12:00
■受講料　　7,500円　 6,800円　 
■講　師　神奈川大学国際日本学部教授　後田 多敦  ほか

沖縄の施政権が1972年にアメリカから日本に「返還」されて、来年50年の
節目となります。「本土」との関係、東アジアにおける沖縄、一足早く「復帰」し
た奄美からの視点も交え、日本復帰50年を考えます。

キーワードで観る美術鑑賞
～「暮らしと人」編～ 　　　　　　　 【対面講座】

多くの絵画には、さまざまな表情やポーズの人間が描かれ、画中の人々は、
多彩な表情やポーズを見せています。人間の暮らしを描いた作品を「衣・
食・住・知・遊」に分け、当時のいろいろな階層の人たちの暮らしを学びます。

■日　程　10/21～ 12/16　木曜日（全5回）
■時　間　10:00～ 12:00
■受講料　　18,000円　 16,000円 
■協　力　美術Academy&School

TOEIC®TEST 730点突破
　　　　　　　　　　　　【ライブ配信(録画なし)】

日本常民文化研究所主催
沖縄の日本「復帰」50年・プレ企画 【ハイフレックス】

TOEIC®600点台を取得している方を対象
に、更なるスコアアップを目指し、2時間200
問全問解答のタイムマネジメント力や730点
獲得に必要な攻略ポイントをご紹介致しま
す。
■日　程　11/5～ 12/24  金曜日（全8回）
■時　間　19:00～ 20:30
■受講料　　24,000円　 20,000円　 
■協　力　（株）アヴァンティスタッフ

「死の体験旅行®」は、ホスピスなどで死に関わる仕事を持つ方に死にゆく
人の気持ちを少しでも理解してもらおうと、欧米で作成されたと言われてい
るプログラムです。自分にとって「生と死」とは何か？本当に大切にしている
ことは何か？死の体験旅行を通して考えていきます。
■日　程　①12/22　水曜日
　　　　　②3/2　水曜日（各全1回）
■時　間　18:30～ 20:30
■受講料　　4,500円　 4,100円　 
■講　師　なごみ庵 住職 浦上 哲也

生涯学習・
エクステンション講座

―暮らしを支える建築の多様な世界―

災害の増加、気候変動、社会構造の変化、コロナ禍による生活様式の変容など、
人々の暮らしを取り巻く環境は大きく変わりつつある。これまでになく多様化、
複雑化する課題に取り組む現代の建築の広がりと可能性について、建築学部の
各分野の教員陣が論じる。　【対面講座】

死の体験旅行®(12月開講)　　　　【対面講座】

歴史民俗資料学研究科主催
戦争正当化の論理としての「近代の超克」論の諸相
――日本ナショナリズムの解剖学10 【ハイフレックス】

暮らしの中のサイエンス



ビジネス・経営・社会・経済

業務の最前線で管理・監督する人材には、担当業務
に関する知識はもちろんのこと、経営的視点に立っ
た“労務管理知識”が求められます。現代の企業人に
求められる労務管理知識を、短期・集中的にお伝え
します。
◆日　程　10/8・10/15　金曜日（全2回）
◆時　間　12:00配信
◆受講料　　13,000円　  11,000円
◆協　力　資格の学校TAC

労務管理入門   【オンデマンド配信】

講師は元全日本バレーボール選手でオリンピック強
化指定選手から一転、オリンピック直前の心臓病で
の引退を経験し挫折を乗り越えた末国愛里。経営者
としても活躍している現在の状況を作ったセルフコ
ーチングを本人から学ぶ超実践講座です。
※講座の性質上、収録・配信は行いません。
◆日　程　12/4　土曜日（全1回）
◆時　間　10:00～17:00
◆受講料　　11,000円　  10,000円
◆講　師　Will-Coach Labo(株)　末国　愛里

自分をコーチング 
　　　　　　　　　【ライブ配信(録画なし)】

大手食品メーカーで多くのヒット商品の実績を持
つ講師が、真のニーズをつかみ、ディテールにこだわ
った商品設計の重要性について実例を交えながら
解説します。これを聴けば誰でも 1 日で簡単にアイ
デアマンになれます。
◆日　程　9/25　土曜日（全1回）
◆時　間　10:00～16:00
◆受講料　　12,000円　  11,000円
◆講　師　商品開発アドバイザー　高橋　和良

アイデアマン 1 日養成講座
　　　　　　　　　　【ライブ配信(録画有)】

情報・語学

ビジネスで良く利用する関数をピックアップして、そ
の利用目的と利用法を習得します。根本的な仕組み
を理解し、楽に関数が利用できるようになります。
◆日　程　10/20～11/10　水曜日（全3回）
◆時　間　19:00～21:00
◆受講料　　11,000円　  10,000円
◆協　力　（有）ホロンエデュケーション

ビジネスのためのExcel関数
　　　　　　　　　　　　　　　【対面講座】

社会に出てからすぐに役立つライフプラン、マネープ
ランの立て方や主な金融商品(株式、債券、投資信
託)の基礎知識のほか、リスク管理の方法やお得な
資産形成支援制度(NISA、iDeCo)について解説し
ます。
◆日　程　9/29　水曜日（全1回）
◆時　間　19:00～20:30
◆受講料　無料（事前に申込が必要です）
◆協　力　日本証券業協会

社会に出る前に知っておきたいマネーの基礎知識
　　　　　　　　　　【ライブ配信(録画有)】

英語から遠ざかっている方やこれから「英会話」を始
めたい方を対象に、挨拶、自己紹介、家族・友達との
やり取りなど、簡単な会話ができるようになることを
めざします。学んだ単語を使ってペアワークや聞き
取りを行います。
◆日　程　10/8～12/10　金曜日（全10回）
◆時　間　10:00～12:00
◆受講料　　30,000円　  26,000円
◆協　力　バークレーハウス語学センター

ゆっくり楽しむ英会話入門
　　　　　　　　　　　　　　　【対面講座】

韓国語は語系が日本語と同じなので、アジア圏の言
語の中でも学びやすい言語と言われています。ゼロ
から韓国語を学習される方を対象とし、基礎となる
ハングル・発音から文法までをしっかり学びます。
◆日　程　10/9～12/18　土曜日（全10回）
◆時　間　13:00～15:00
◆受講料　　38,000円　  35,000円
◆協　力　(株)アヴァンティスタッフ

ゆっくり楽しむ韓国語入門
　　　　　　　　　　　　　　　【対面講座】

初めてスペイン語を学習する方を対象に、アルファベ
ット、発音、基本的な文法を身につけて、挨拶や自己
紹介など、日常の簡単な会話のやりとりができるよ
うになることをめざします。
◆日　程　10/5～12/14　火曜日（全10回）
◆時　間　19:00～21:00
◆受講料　　29,000円　  25,000円
◆協　力　バークレーハウス語学センター

ゆっくり楽しむスペイン語入門
　　　　　　　　　　　　　　　【対面講座】

ライフスタイル

人前で話す機会がある方が、あがらずに自分の意見
を言えるようになることをめざします。職場やPTA 
など、様々なシーンで活かせるコツや考え方を学び
ます。人は程度の差こそあれ、誰でも緊張することを
理解したうえで「自分の思いや考えを的確に相手に
伝える力」を身につけます。
◆日　程　10/24　日曜日（全1回）
◆時　間　13:00～16:00
◆受講料　　6,000円　  5,600円
◆協　力　Manner-Bo Alliance(株)

人前であがらずに話す技術
　　　　　　　　　　【ライブ配信(録画有)】

本格的にレッスンを受けてみたいけど毎週通えな
い、子供もいるし自分の時間がなかなか…という方
に最適な短時間で美文字、バランスの取れたレイア
ウトに導く講座です。
◆日　程　11/20 ・ 11/27　土曜日（全2回）
◆時　間　10:00～12:00
◆受講料　　9,000円　  8,000円
◆協　力　書道のはな*みち

4H でバランスの取れた美文字へ変換できる講座
　　　　　　　　　　【ライブ配信(録画有)】

東洋医学を元にした薬膳料理は、体を中から整え、
体内のリズムを無理なく整えます。薬膳料理の種
類、材料となるもの、効果効能を学習し、ご自身やご
家族の方の健康を考えたメニューを考えられるよう
になります。
◆日　程　10/27　水曜日（全1回）
◆時　間　12：00配信
◆受講料　　5,000円　  4,600円
◆協　力　(株) アカデミック・レボ

大人の食育入門Ⅱ 【オンデマンド配信】
～すこやか美人を目指す薬膳と食生活～

文化・教養

中国南部から東南アジア大陸部山間地に広く分布す
る少数民族。漢字文化圏を出ても漢字経典とともに
儀礼が継承されています。人類文化遺産とも位置付
けられるミエン・ヤオの儀礼について、様々な角度か
ら紐解いていきます。
◆日　程　10/2～11/27　土曜日（全5回）
◆時　間　10:30～12:00
◆受講料　　9,000円　  8,200円
◆講　師　神奈川大学経営学部教授　廣田 律子  ほか

ミエン・ヤオの儀礼の世界を知る
　　　　　　　　　　　 　【ハイフレックス】

ハイフレックス講座では同じ内容の授業を、
オンラインでも対面でもお好きな方で受講できます。
※講座は録画し、終了後に動画配信します (但し、語学講座を除く )。
　欠席した回や、復習に活用できます。
※配信期間は、最終講座日から 1週間です。
※コロナウイルス感染症の状況によりオンライン講座のみの実施と
　なる場合があります。

教室にて通常の講義形式にて実施いたします。
※コロナウイルス感染症の状況により、オンライン講
　座への移行、または閉講になる場合があります。ハイフレックス講座

（対面講座 /ライブ講座） 対面講座



「六道絵」のひとつである『病草紙』には、主に庶民の
様々な病態（奇病）が克明に描かれ、服装などの生活
風俗を知る上でも貴重な絵巻です。現存の19図から
絵解きをしていきます。
◆日　程　10/20～11/17　水曜日（全4回）
◆時　間　12：00配信
◆受講料　　7,500円　  6,800円
◆講　師　國學院大學大学院講師　近藤好和

『病草紙』を読む      【オンデマンド】
――平安末期庶民の病態と生活風俗

資格取得

◆日　程　10/12～2022/8/9
　　　　　月～日曜日（全95回）
◆時　間　日程によって異なる（ライブ配信）
◆受講料　　130,000円　  95,000円
◆協　力　（株）リンクアカデミー

社会保険労務士
                  【オンデマンド配信＋ライブ配信】

◆日　程　11/6～12/11
　　　　　土曜日（全6回）
◆時　間　13:00～16:00
◆受講料　　39,000円　  32,000円
◆協　力　（株）日本教育クリエイト

調剤薬局事務
                                             【ライブ配信】

◆日　程　10/28～12/8
　　　　　水曜日、木曜日（全7回）
◆時　間　オンデマンドのため指定なし
◆受講料　　14,000円　  12,000円
◆協　力　NPO法人世界遺産アカデミー

世界遺産検定2級
                                    【オンデマンド配信】

◆日　程　11/13～12/4
　　　　　土曜日（全4回）
◆時　間　10:00～12:10
◆受講料　　14,000円　  12,000円
◆協　力　（株）ワークアカデミー

環境社会検定® （eco検定） 
                                             【ライブ配信】

◆日　程　11/10～12/23
　　　　　水曜日（全2回）
◆時　間　オンデマンドのため指定なし
◆受講料　　69,000円　  45,000円
◆協　力　日本アスリートフード協会

アスリートフードマイスター 3級
                                    【オンデマンド配信】

◆日　程　10/18～10/29
　　　　　月～日曜日（全7回）
◆時　間　講義内で確認（ライブ配信）
◆受講料　　23,000円　  19,000円
◆協　力　（有）ホロンエデュケーション

Microsoft® Office Specialist （Word）
                  【オンデマンド配信＋ライブ配信】

「ライブ配信」では、ビデオ会議ツール「Zoom」
を使用し、リアルタイムで授業を配信します。
※講座は録画し、終了後に動画配信します (但し、語学
　講座を除く )。欠席した回や、復習に活用できます。
※配信期間は、最終講座日から 1週間です。

オンデマンド配信では、事前に収録した講義を
配信します。
ライブ講座とは異なり、場所や時間を選ばず、
自由に何回でも視聴出来ます。
※配信期間は、最終講座日から 1週間です。オンライン講座

（ライブ）
オンライン講座
（オンデマンド）

神道と仏教は、日本文化の根幹をなすものです。仏教
が人間の苦しみの救済を目指すものに対し、神道は
自然信仰に根差しています。時代により神仏習合した
り、神道が国家と結びついたり分離していますが、原
点に遡って歴史的に考察していきます。
◆日　程　10/2～11/27　土曜日（全5回）
◆時　間　13：00～14：30
◆受講料　　9,000円　  8,200円
◆講　師　神奈川大学名誉教授　伊坂青司

神道と仏教の交錯 【ハイフレックス】

新型コロナウイルスや地球環境問題など、現代社会
は大きな困難に直面し、社会の未来と人の生き方が
問い直されています。内村鑑三、夏目漱石、姜尚中、椎
名麟三の作品を読み直し、人と社会の希望をともに
考えていきます。
◆日　程　10/23～12/18　土曜日（全5回）
◆時　間　10:30～12:00
◆受講料　　9,000円　  8,200円
◆講　師　文芸評論家　小林孝𠮷

いのちを見つめる文学 【ハイフレックス】

藤原忠実は、白川法皇・堀河天皇の時代に関白を務
めましたが、高祖父にあたる道長について、多くを語
っています。『中外抄』『富家後』を紐解き、道長とその
時代を見ていきます。
◆日　程　9/30～12/2　木曜日（全10回）
◆時　間　12：00配信
◆受講料　　16,500円　  14,900円
◆講　師　神奈川大学外国語学部講師　繁田 信一

孫の孫が語る藤原道長 【オンデマンド】
――王朝時代を百年後から見る

混迷な時代に独自な生き方を提唱された弘法大師・
空海。人柄が感じられる文章を読みながら、空海が仏
教に求めたものは何か、何をめざしたのか、考えてみ
ましょう。
◆日　程　9/28～1/11　火曜日（全6回）
◆時　間　12：00配信
◆受講料　　10,500円　  9,500円
◆講　師　圓能院住職　佐藤隆一

弘法大師空海とは誰か、
仏教に何を求めたのか 【オンデマンド配信】

関東大震災から間もなく100年、阪神淡路大震災四
半世紀、東日本大震災から10年、世界的感染拡大を
克服する闘いの中、「防災の新時代」へ、受講者のニ
ーズに応える情報提供を目指します。
◆日　程　9/30～10/14　木曜日（全3回）
◆時　間　14：00～15：20
◆受講料　4,000円
◆講　師　神奈川大学工学部教授　荏本 孝久  ほか

防災塾だるま×神奈川大学連携講座
新時代の防災力向上セミナー 【ライブ配信】

『平家物語』という長編物語がもつ豊かな魅力を、い
くつかの観点（テーマ）から設定し、関連する複数の
場面・表現を結びつけながら、原文を通して読み進め
ていきます。
◆日　程　10/1～1/21　金曜日（全8回）
◆時　間　12：00配信
◆受講料　　13,500円　  12,200円
◆講　師　立教大学文学部教授　鈴木　彰

『平家物語』点読のたのしみ
　　　　　　　　　　　　　【オンデマンド配信】

俳句に関心があるけれど今まで一度も句を作ったこ
とがない方を対象とする初歩の講座から、俳句作り
の面白さ、楽しさを味わったことがある方を対象とす
る2つの講座を用意しています。皆で楽しく進めまし
ょう。
①「初歩の初歩の初歩」
　◆日　程　10/4～1/17　月曜日（全8回）
　◆時　間　13：00～14：30
②「初歩から中級へ」
　◆日　程　10/4～1/17　金曜日（全8回）
　◆時　間　15：00～16：30
①・②ともに、
　◆受講料　　各18,000円　  各16,300円
　◆講　師　神奈川大学名誉教授　復本 一郎

俳句実践講座           【対面講座】



SDGs の視点から新規事業を創発！SDGs の視点から新規事業を創発！SDGs の視点から新規事業を創発！SDGs の視点から新規事業を創発！SDGs の視点から新規事業を創発！

SDGsをキーとした新規事業創発を目的とし、SDGsを基本から把握、各種フ
レームワークを用い自社がとるべき社会課題解決に資する次なる一手を具
体的に計画に落とし込む凝縮された7日間。

×
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■日　　時　2021年10月16日(土) ～ 2022年２月５日(土)
　　　　　　全7回(日時等の詳細はKUポートスクエアHP)

■受 講 料　　58,000円　　58,000円

■共　　催　株式会社WATASU

みなとみらいから、未来を変える！
中高生向けイノベーション創発イベント
みなとみらいから、未来を変える！

中高生向けイノベーション創発イベント
みなとみらいから、未来を変える！

中高生向けイノベーション創発イベント
みなとみらいから、未来を変える！

中高生向けイノベーション創発イベント
みなとみらいから、未来を変える！

中高生向けイノベーション創発イベント
みなとみらいプロジェクトは、イノベーションによる新たな未来の創造に
興味のある中学生・高校生向けチャレンジプログラムです。世界最先端の
ビジネスフレームを用い、同じ情熱を持った仲間(みな)と共に、身近に感じ
る社会課題の解決を通じた新たな未来(みらい)を創造します。

み
な
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い
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×

■日　　時　Day1  11月27日(土) 　14：00～ 18：00 
　　　　　　Day2  11月28日(日)　   9：00～ 17：00

■受 講 料　12,000円
　　　　　　神奈川大学高大連携協定校価格　10,000円

■共　　催　株式会社教育と探求社

■日　　時　2021年9月15日(水) ～ 2022年3月16日(水)
　　　　　　期間の全9回(詳細はKUポートスクエアHP)

■受 講 料　　95,000円　　85,000円

■共　　催　一般社団法人 横浜みなとみらい21、横浜未来機構

横浜でのオープンイノベーション！
新規事業創発で社会を変える

横浜でのオープンイノベーション！
新規事業創発で社会を変える

横浜でのオープンイノベーション！
新規事業創発で社会を変える

イノベーション塾は、日本を代表するアントレプレナー他17名から、成功
に裏付けられたビジネスモデル、事業戦略、財務戦略、オープンイノベー
ション戦略等を学び、登壇者によるメンタリングプログラムにて事業創発
を行う実践型プログラムです。組織を越えたネットワークを構築し、横浜
からイノベーションを創出します。

イ
ノ
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ー
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ン
塾

イノベーション塾　塾長
(神奈川大学長 )
兼 子　良 夫

2021年秋、新たに神奈川大学のイノベーションプログラムが始まります
INNOVATION SCHOOL KU

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら



みなとみらいかもめSCHOOLとは

　みなとみらいかもめSCHOOLは、みなとみらい21地区の土地・建物所有者や施設運営者な
どで構成され、地域全体のエリアマネジメントを推進する一般社団法人横浜みなとみらい21が
主催する講座です。

　英語の「school」は、ギリシャ語の「skhole」に由来し、当時の人々は、働く時間と働いて
いない時間「skhole」を分けて考えていました。就業後の「働いていない時間」をより充実し
たものになるように、と始まったのが「みなとみらいかもめSCHOOL」です。

　この秋から、KUポートスクエアとの連携により、みなとみらい21地区就業者に限らず、ど
なたでも受講できる講座として生まれ変わりました。みなとみらい21地区を中心とする街づく
りや環境対策、文化活動を、体験しながら楽しく、深く学べる講座を開催します。

木村　尚　氏
NPO法人海辺つくり研究会　理事・事務局長　

日本テレビ系列の人気番組『ザ!鉄腕!DASH!!～
DASH海岸コーナー～』でおなじみの『木村先生』
を講師に迎え、みなとみらいの水環境の魅力と価値
向上への取組について紹介します。今回は木村先生
が携わるみなとみらいでの活動を中心に、SDGsと
脱炭素化への取組について講演いただきます。
（全１回/100名）

日　時 ： 11/6(土)13：30～15：00
会　場 ： 神奈川大学みなとみらいキャンパス
受講料 ： 無料

桂　有生　氏
横浜市都市整備局都市デザイン室　都市デザイナー

横浜が開港の歴史を背景としつつ、個性ある魅力的
なまちとして知られるようになったのは、1960年代
から戦略的にまちづくりを進めてきた成果だといわ
れています。今回は、「都市デザイン」に注目し、
横浜市都市デザイン室の職員の方にご説明いただき
ます。（全２回/20名）

日　時 ： ①11/9（火）19:00～20:00（座学）

　　　    ②11/13（土）13:30～15:00（まち歩き）

会　場 ： ①神奈川大学みなとみらいキャンパス
　　　    ②みなとみらい２１地区新高島駅付近他
受講料 ： 1,500円（消費税込）

×

楽しくDJを体験!
オンラインDJ講座・DJ入門講座

DJ RINA　氏
プロDJ

または YOSHIOPC　氏
プロDJ

音楽やDJに興味のある方に60分のオンラインでのDJ講座（第１回・第３回）と、機材に触れてDJの楽しさを
知っていただく横浜DJ Labでの90分のDJ入門講座（第２回・第４回）を開催。DJを全く知らない、なんとなく
興味があるなど、どんな方でも参加可能です。　（全１回/定員　①・③ 各10名、②・④ 各8名）

日　時 ： ①（オンラインDJ講座）10/21(木) 20:00～21:00
　　　　 ②（DJ入門講座）         11/18(木) 20:00～21:30
　　　　 ③（オンラインDJ講座） 12/16(木) 20:00～21:00
　　　　 ④（DJ入門講座）       １/20(木) 20:00～21:30
会　場 ： ①・③　オンライン
　　　　 ②・④　Pioneer DJ 横浜Lab
　　　　           (横浜市西区楠町27-9 横浜ウエストビル1階 / 横浜駅西口 横浜市営地下鉄側 9番出口 徒歩8分）
受講料 ： ①・③　各回500円（消費税込）
　　　　 ②・④　各回5,000円（消費税込）

※①・③の内容は同じです。
※②・④の内容は同じです。
※①～④は連続した講座ではありませんので、
　各回単一で受講いただけます。

【講演】みなとみらいの水環境の
　　　  魅力と価値向上への取組 01 「都市デザイン」って何!?

　－歩いて楽しいみなとみらい編－02

国吉　直行　氏

公立大学法人 横浜市立大学 客員教授
都市デザイナー、都市プランナー

長年横浜市の都市デザイン室に在籍し、みなとみら
い21地区の街づくりに当初から関わってきた経験を
もとに、みなとみらい21が計画された背景、計画づ
くり、インフラ整備、街区開発、今後の展望につい
て、第１回・第２回の座学で解説します。第３回は
実際にみなとみらいの街を歩きます。（全３回/20名）
日　時 ： ①2/17（木）19:00～20:00（座学）
　　　　　【1965年～1990年代】
　　　　　　  みなとみらい21事業の構想～1990年代まで
　　　　 ②2/24（木）19:00～20:00（座学）
　　　　　【2000年代以降】新港地区の整備～開港150周年～
　　　　　　  MM線の開業～街の成熟と新しい活動の集積へ
　　　　 ③3/5（土）13:30～15:00（まち歩き）
会　場 ： ①②神奈川大学みなとみらいキャンパス
　　　　 ③みなとみらい21地区内
受講料 ： 2,000円（消費税込）

横浜・みなとみらいの歴史を学ぶ
(座学・まち歩き）04

北田　英治　氏

株式会社浜銀総合研究所　調査部　
主幹・上席主任研究員

FMヨコハマ「ちょうどいいラジオ」の経済コー
ナーに毎週レギュラー出演中の講師による金融講
座。現実に動いている経済や金融市場を題材にしな
がら、「ビジネスや資産運用に役立つ金融の基礎知
識」をわかりやすく解説します。（全１回/20名）

日　時 ： 12/17(金)19:00～20:00
会　場 ： 神奈川大学みなとみらいキャンパス
受講料 ： 1,500円（消費税込）

ハマのマネーコンシェルジユによる
｢実践金融講座」05

京セラ株式会社　みなとみらいリサーチセンター
研究開発本部　オープンイノベーション推進部

京セラみなとみらいリサーチセンターのCREATIVE 
FABにある３DプリンタとNC加工機でオリジナル
のスタンプを作製していただきます。
（全２回/６名）

日　時 ： ①11/24（水）18:30～20:00
　　　　　【デザイン考案→３Dプリンタ加工】
　　　    ②12/1（水）18:30～20:00
　　　　　【NC加工作業→スタンプ完成】
会　場 ： 京セラみなとみらいリサーチセンター
　　　    CREATIVE FAB
　　　  （横浜市西区みなとみらい3-7-1
　　　    オーシャンゲートみなとみらいビル）
受講料 ： 2,000円（消費税込）

京セラ みなとみらいリサーチセンターで最新鋭の技術を体感
－３DプリンタとNC加工機でオリジナルスタンプを作ろう！－06

07

2020年１月にオープンした京急ミュージアムの営業
終了後の館内へご招待。京急電鉄が沿線の街の発展
とともに歩んできた歴史や、京急線と横浜の関係な
どをスタッフが講演します。終了後は、夜景モード
のジオラマ見学など、普段とは違うミュージアムを
体験いただけます。（全１回/30名）

日　時 ： 11/26（金）18:30～20:00
会　場 ： 京急ミュージアム
　　　　（横浜市西区高島1-2-8 京急グループ本社1階）
受講料 ： 500円（消費税込）

京急ミュージアムで放課後鉄道教室
”京急と横浜の歴史”03

飯島　学　氏
京浜急行電鉄株式会社　運輸営業部　営業企画課



講座の情報やみなとみらい周辺の情報をお届け！
新しいみなとみらいキャンパスの情報や、講座ガイダンス
Web受講方法などを配信予定！

はじめました！ はじめました！

動画でわかる
KUポートスクエア

横浜キャンパス
〒221-8686　横浜市神奈川区六角橋 3-27-1
  ・東急東横線　白楽駅または東白楽駅下車　徒歩 13 分
  ・横浜駅西口バスターミナルから横浜市営バスを利用
  ・横浜市営地下鉄　片倉町駅前から横浜市営バスを利用

みなとみらいキャンパス

KＵポートスクエア（みなとみらいキャンパス内  2F）

〒220-8739　横浜市西区みなとみらい 4-5-3

■主な事業内容
　生涯学習 ・ エクステンション講座の実施
　学内情報の発信
　その他市民への知的貢献活動
■事務取扱時間
　月～日曜日：9:00 ～ 17:00
　※講座の開講状況によって、 変更する場合があります。

■休館日
　祝日、 その他大学が特に定めた日。
■利用対象者
　どなたでもご利用になれます。
　講座受講をお考えの方は、
　お気軽にお立寄りください。

湘南ひらつかキャンパス
〒259-1293　平塚市土屋 2946
  ・ＪＲ東海道線　平塚駅北口から神奈川中央交通バスを利用
  ・小田急小田原線　秦野駅北口から神奈川中央交通バスを利用

※詳細については、 KU ポー トスクエアまたは
　神奈川大学広報事業課までお問い合わせください。

■交通案内
　・みなとみらい線　みなとみらい駅下車　徒歩約 6分
　・みなとみらい線　新高島駅下車　徒歩約 4分
　・JR・東急東横線・京浜急行・相鉄本線・横浜市営地下鉄　横浜駅下車　徒歩約 11 分
　・JR・横浜市営地下鉄　桜木町駅下車　徒歩約 12 分

ＫＵポートスクエア公式ＹｏｕＴｕｂｅ/Ｆａｃｅｂｏｏｋ始めました

ＫＵポートスクエアとは

KUポートスクエアは、2021年に新設されたみなとみらいキャンパスに所在し、「人」と「知」が

交流する拠点として、さまざまなテーマ、関心、課題のもと、地域・社会とつながることを目的と

する「ソーシャルコモンズ」にあります。「ソーシャルコモンズ」には、演習室のほか、異文化交流

の場であるグローバルラウンジや、観光ラウンジ、3Dプリンター等を利用したモノづくり体験で

きるファブラボや、図書館、カフェ、広場などの施設が設けられ、誰もが利用できます。

講
座
の
特
色

●100を超える様々なジャンルの講座をご用意

●「対面講座」「オンライン講座（ライブ/オンデマンド）」をご用意

●キャリアアップをめざす企業人に適したビジネス系講座

●大学公開講座ならではの魅力的な文化・教養講座
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