
2022年春号　受講生募集

※写真はイメージです。

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

〈 ビジネス系　注目講座 〉 〈 文化・教養　注目講座 〉

〈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

生涯学習・
エクステンション講座

■日　程　5/10 ～ 6/28　火曜日（全8回）
■時　間　12:00配信
■受講料　　20,000円　  18,000円
■講　師　吉村　仁 / 小俣　武士

Photoshopの実際の操作手順やアニメーションを見て楽しみながら初級
から中級までのスキルを習得することができます。基本操作をやさしく解説
するので未経験でもわかりやすい講座です。

楽しく学べるPhotoshop入門
オンデマンド講座

■日　程　5/6 ～ 7/8　金曜日（全10回）
■時　間　19:00～21:00
■受講料　　28,000円　  24,000円
■協　力　バークレーハウス語学センター

TOEIC®未受験の方、英語から遠ざかっている方を対象に、基本文法を復
習して英語の基礎力を固めます。リスニング対策では、英語の聞き取りに有
効な学習方法を紹介し実践します。英語が苦手な方でも安心して受講でき
ます。

TOEIC® L&R TEST470点目標
ハイフレックス講座

■日　程　5/13 ～ 6/24　金曜日（全4回）
■時　間　13：30～15：30
■受講料　　7,500円　  6,800円
■講　師　神奈川大学教授　羽場 久美子ほか

コロナ禍の感染爆発から未だ収束の目途が立っていないEUはどこに向か
うのか。コロナ禍からの再生とカーボンニュートラルをリードするEUの現在
を政治、法、経済、気候から、多角的に分析します。

欧州統合の現在――コロナ禍での再生に向けて
ライブ配信（録画無）

■日　程　5/13 ～ 6/10　金曜日（全5回）
■時　間　18：00～20:00
■受講料　　9,000円　  8,200円
■講　師　神奈川大学教授　内田 青蔵ほか

各地域の歴史、経済、建築などを専門とする研究者らにより、「海とみなと」
の都市・横浜が、欧米とアジアの各都市につながる関連性を探っていき
ます。前期は「横浜とアジアの都市」をテーマに
紹介します。

横浜と世界の友好・協力都市――歴史と未来を語る
対面講座

神奈川大学日本常民文化研究所主催
沖縄の日本「復帰」50年

■日　程　5/21～6/11　土曜日（全4回）
■時　間　10：30～12：00
■受講料　   7,500円 　6,800円
■講　師　神奈川大学外国語学部教授　後田多 敦ほか

ハイフレックス講座

「北条義時」入門
――その人物像と時代から学ぶ

対面講座

■日　程　3/5　土曜日（全1回）
■時　間　13：00～14：30
■受講料　       3，000円
■講　師　歴史学者、作家　濱田 浩一郎

どなたでも
受講

いただけます

沖縄の施政権が1972年にアメリカから日本に「返還」されて、今年50年の節目とな
ります。沖縄と日本「本土」との関係、東アジアにおけるの「復帰」後の沖縄、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。

鎌倉時代前期に生きた武将・北条義時はどのような人物で如何なる生涯を送ったの
か。『吾妻鏡』など鎌倉時代の史料を援用しつつ、義時の人物像に迫ります。義時が生
きた鎌倉時代の実態を「御成敗式目」「吾妻鏡」などから浮かび上がらせます。



■日　　程　2022年4月21日(木) ～ 2022年10月20日(木)
　　　　　　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

　第１回　「サーキュラーエコノミーとは？ 世界を変えるパラダイム・シフト」
　　　　　　■日　時　5月２４日(火) 　１８：００ ～ 1９：３0　　　　　　　　　　　
　　　　　　■受講料　無料

　第２回　「世界最先端のサーキュラーシティ・アムステルダムに学ぶ、都市の未来」
　　　　　　■日　時　６月１４日(火) 　１８：００ ～ 1９：３0　　　　　　　　　　　
　　　　　　■受講料　５００円　※インターネット割引対象外

　第３回　「サーキュラーエドノミー？
                江戸時代の循環型社会の智慧を現代に実装する」　　　
　　　　　　■日　時　7月5日(火) 　１８：００ ～ 1９：３0　　　　　　　　　　　
　　　　　　■受講料　５００円　※インターネット割引対象外

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。

「サーキュラーエコノミー」を知ることができるよう、その概念の基礎から、国内外の事例、
そして実際に活動をしている方の講演も含めて構成しています。個人として、企業として、
サーキュラーエコノミーに少しでも興味がある方のご参加をおまちしています。
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INNOVATION SCHOOL KU

第 1回ゲスト　加藤  佑
（ハーチ株式会社 代表）

第 2回ゲスト　安居  昭博
（Circular Initiatives & Partners 代表）

第 3回ゲスト　北林  功
（COS KYOTO 株式会社 代表）

日　　程

サーキュラーエコノミーを理解して
ビジネスに活かす

２０２１年秋より
イノベーションプログラムをスタート！
２０２２年前期はイノベーション創発講座と
サーキュラーエコノミーについての講座を用意！



鎌倉市との共催講座「知られざる鎌倉」
鎌倉時代150年を支え続けた北条氏の果たした歴史的役割や、妙本寺と比企氏と
の深い関わりなど、史実を探っていきます。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」をより
深く楽しみましょう。
■日　程　6/18（土）10：00～ 11：30（全1回）
■講　師　鎌倉市市民防災部観光課オーバーツーリズム担当大河ドラマ担当　石川　雅之
■定　員　100名
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エクステンション講座を無料体験！

定員になり次第、締切となりますのでお申し込みはお早めに！

2022年前期は資産運用や起業のほか、子どもが参加できる
体験講座や地域防災を学ぶ5つの無料講座を用意！

対面講座

はじめての資産運用講座（前編・後編）
これから資産運用を始めたいと考えている投資未経験者、初心者の方を対象に、
最低限知っておきたい証券投資の基本を学びます。
　※前編・後編を受講する等で理解が深まりますが、どちらか1つの受講も可能です。
■日　程　前編：7/6(水) ・ 後編：7/20(水)  18：30～ 20：30 （各全1回）
■講　師　日本証券業協会　金融・証券インストラクター
■定　員　対面30名（オンライン講座は定員なし）
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ハイフレックス講座

起業する前に知っておきたい基礎知識（融資編）
実際に国の認定支援機関による創業計画の作成体験や、金融機関との融資審査面
談デモンストレーションを通じて、創業融資を受けるために必要な準備を体系的
に理解する事ができます。
■日　程　6/1(水) ～ 6/15(水) 　19：00～ 21：00　（全3回）
■講　師　株式会社SoLabo　専任講師
■定　員　10名
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ハイフレックス講座

神奈川大学で日産わくわくエコスクール
日産自動車の講師が環境問題や未来のクルマについて背景と共にお話をし、実験
や実車見学の体験授業を行うプログラムです。地球温暖化について気温予測のシ
ミュレーション動画などを見て学び、クルマが変わると未来の生活がどう変わる
のかをテーマにみんなで考えます。
■日　程　8/6(土) 　①10：00～ 12：00  ②13：30～ 15：30 （各全1回）
■講　師　日産自動車　スタッフ
■定　員　10名
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対面講座

特別講演会「映像を通して考える大正関東地震（関東大震災）の実像」
来年、関東大震災から100年を迎えます。関東大震災がもたらした被災状況を明
らかにし、震災後の復興事業がその後どのように生かされたかを検証していきま
す。
■日　程　6/18(土)  14：00～ 16：00
■講　師　元立命館大学教授　北原糸子　神奈川大学名誉教授　佐藤孝治　神奈川大学工学部教授　荏本孝久
■定　員　なし
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神奈川大学でホップ栽培を行っているのをご存じですか。作られたホップはク
ラフトビール醸造所「Nakatsu brewery」にてクラフトビールとして生まれ
変わります。
ビールの原料になるホップ栽培を通じて、コミュニケーションツールとなるク
ラフトビールでの乾杯までのプログラム、ブルワリー開業までの取組等紹介を
初め、国内外のクラフトビール市場や製造方法、大手からマイクロまで、様々
な規模や設備で日々造られているビールの現場を紹介し、世界のビール発展の
歴史や国ごとの特徴などもご紹介します !
講座終了後には世界のビールが飲めるレストラン「VOYAGE」にてビールを
楽しんで頂きます !
※当日の講座受付時に「ビール（おつまみつき）引換券」をお渡します。

「知って楽しいクラフトビールの魅力」講座
大学でホップ栽培？ クラフトビールの魅力を学び、世界のビールを味わう

日　 時 ： 7/2（土）　１５：００～１６：３０
定　 員 ： ５０名
受講料 ： ３,０００円（クラフトビールとおつまみつき）
講    師 ： 株式会社NI-WA
               Nakatsu brewery　鈴木 悟

クラフトビールと
おつまみつき

講座終了後には世界のビールが飲めるレストラン「VOYAGE」にてビールを楽しんで頂きます !

レストラン
「VOYAGE」の
紹介動画はこちら

レストラン
「VOYAGE」の
Instagramはこちら

対面講座

「子育て・子ども」のカテゴリーを新設しました！
子育てに役立つ情報や、親子で体験できる講座、子どもの視点から学べる社会を
テーマにした新たな講座を用意しています。

日産自動車の講師と環境問題や未来のクルマについて背景と
共にお話をし、実験や実車見学の体験授業を行うプログラム
です。地球温暖化について気温予測のシミュレーション動画
などを見て学び、電気自動車との関係を理解します。
■日　程：8/6（土）（全各1回）
■時　間：①10:00～12:00　②13:30～15:30
■受講料：無料

神奈川大学で日産わくわくエコスクール

小学生1年～3年生を対象に会話を重視した外国人講師と英
語を楽しむクラスでフラッシュカードなどを取り入れながら
「英語を学び！英語で学ぶ！」3日間レッスンとなります！

■日　程：7/25（月） ～ 7/27（水）（全3回）
■時　間：10:00～12:00
■受講料：　　 10,000円

神奈川大学でキッズイングリッシュ

フィリピンの貧困・格差・命の尊さなどを現場からの中継を
交え現状を知り・解決策を考える！4ケ所の社会学習の場と
なる現場からの中継を交え、現状を知り、そして、解決策を
考えていきます。
■日　程：8/1（月） ～ 8/5（金）（全5回）
■時　間：17:00～18:20
■受講料：　　 15,000円

世界のSDGsを知ろう！

子育てに正解はありませんが、心理学や脳科学から学べるこ
とはたくさんあります。子育て不安が軽減され、より自信を
もって子育てに臨めるよう、お互いの子育ての悩みを交換し
ながら、双方向に講座を進めていきます。
■日　程：9/3 ～ 10/8　土曜日（全６回）
■時　間：10:30～12:00
■受講料：   10,500円　   9,500円

心理学と脳科学から子育て支援！

対面講座 対面講座

対面講座 ハイフレックス講座

定員：各10名 定員：30名

定員：20名 定員：40名

失われた時をもとめて
世界史講義Ⅳ　私の生きた20世紀から21世紀現代まで ハイフレックス講座定員：40名

■日　程：前期　4/8 ～ 7/22
　　　　　後期　10/7 ～1/27　金曜日（全16回）
■時　間：12:30～14:00

悔いのない未来のために研究生活を振り返り、これからの未来を考える。
■受講料：　26,000円
　　　　　　23,500円 （半期13,500）
■講　師：神奈川大学教授　的場 昭弘

最 終
講 義



情報・語学 ライフスタイル

子育て・子ども

ビジネス・経営・社会・経済

会社法の重要な規定や改正内容など、会社法全般
についての基本的知識を短時間のうちに効率的に
習得できます。会社とは何か。会社法上の考え方や
仕組みを明らかにし、現在問題となっている会社に
関するトピックスな内容についても取り上げ解説し
検討します。
◆日　程　5/24～7/26　火曜日（全10回）
◆時　間　12:00配信
◆受講料　　20,000円　　18,000円
◆講　師　神奈川大学法学部教授　葭田　英人

会社法基礎講座
オンデマンド講座

スケジュール管理やメモ管理、ビデオ会議など無料
ツールから有料ツールまで様々なGoogle提供ビジ
ネスツールの活用方法を解説します。チームとして利
用できる共同作業や進捗管理などの業務効率化機
能も紹介します。
◆日　程　6/21　火曜日（全1回）
◆時　間　19:00～21:00
◆受講料　　5,000円　　4,600円
◆講　師　吉村　仁

知っていると効率が上がる！
Google提供ビジネスツール活用方法！

ハイフレックス講座

初めて美術史を学ぶ方のための講座です。美術鑑賞
は作品の生まれた背景を知ることでさらに楽しく実
り多いものとなります。時代の価値観や画家のエピ
ソードなども交えながら、西洋美術ならではの鑑賞
ポイントを解説します。
◆日　程　5/19～7/14　木曜日（全5回）
◆時　間　10:00～12:00
◆受講料　　27,000円　　24,000円
◆協　力　美術Academy&school

アート鑑賞のための西洋美術史入門
ハイフレックス講座

編集の仕事は、職業人の基本ができているうえに、
企画力や文章力など独特の素養も必要となる。講師
は様々な編集の仕事を経験した宮島先生。45年に
わたる編集者生活で培った編集の仕事と優れた編
集者になるために学ぶべきことを実践的に教えま
す。
◆日　程　6/11 ～ 8/6　土曜日（全5回）
◆時　間　16:00～17:30
◆受講料　　21,000円　　19,000円
◆講　師　宮島　正洋

「編集」を学ぶ
ハイフレックス講座

小学生1年～3年生を対象にフラッシュカードなど
を取り入れながら、その日の日付、曜日、天気、今月
のテーマに沿って会話練習をしていきます。
会話を重視したネイティブスピーカーと英語を楽し
むクラスで「英語を学び！英語で学ぶ！」3日間レッス
ンとなります！
◆日　程　7/25(月)～7/27(水)　（全3回）
◆時　間　10:00～12:00
◆受講料　　　 10,000円
◆講　師　クラリス・クロス

神奈川大学でキッズイングリッシュ
対面講座

ビジネスの現場であっても、すべての人が必ずしも
合理的に行動するわけではない。人間とは経済合理
性だけでなく、非経済的感情ももちあわせており、哲
学や心理学、さらには行動経済学などを援用しつ
つ、そうした人間の両面性について、多角度的に解
説してゆく。
◆日　程　5/16～6/20　月曜日（全6回）
◆時　間　19:00～20:30
◆受講料　　12,000円　　10,000円
◆講　師　神奈川大学国際日本学部教授　中村　隆文

ビジネスパーソンのための人間学
ハイフレックス講座

世界でも日本でも、多国籍企業を含む企業は、社会
的責任の一環として、人権尊重責務を問われてい
る。ビジネスが人権尊重責務を問われる背景や意味
を考え、ビジネスが向かうべき方向性を展望する。ビ
ジネスマン、公務員、教員やひろく市民など、多様な
人びとの参加をお待ちしています。
◆日　程　6/4～7/2　土曜日（全5回）
◆時　間　13:00～14:30
◆受講料　　10,000円　　9,000円
◆講　師　神奈川大学名誉教授　山崎　公士

「ビジネスと人権」・SDGs
 ― 企業活動における人権尊重

ハイフレックス講座

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。関数を苦手とす
る方がいますが、その原因は、根本的な仕組みの理
解不足や何となく自己流で使用している点になりま
す。その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　6/1～6/15　水曜日（全3回）
◆時　間　19:00～21:00
◆受講料　　12,000円　　11,000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

英語の発音も含めて、英語運用能力と通訳力強化の
手法習得を目指します。単なる演習だけでなく知的
レベルで、英語音声の構造やルール、通訳の理論的
背景をも理解することで英語通訳スキルアップの向
上を目指します。
◆日　程　6/15～8/3　水曜日（全8回）
◆時　間　18:30～20:00
◆受講料　　35,000円　　32,000円
◆講　師　石黒　弓美子、新崎　隆子、高橋　百合子

英語通訳講座Ⅰ
対面講座

文を読むことには抵抗ないが、自分の話す中国語が
中国人に理解してもらえる発音なのか不安な方を対
象に、「通訳訓練法」を通して、話者の言いたい内容
を瞬時にキャッチする練習、言いたい言葉をすぐに
口に出して話す練習を重ね、通訳のレベルアップを目
指します。
◆日　程　4/12～6/7　火曜日（全8回）
◆時　間　18:30～20:00
◆受講料　　35,000円　　32,000円
◆講　師　神奈川大学非常勤講師　大羽　りん

中国語通訳入門講座I
ハイフレックス講座

＊コロナウイルス感染症の状況により講座内容を変更、中止する場合があります。
＊オンライン講座は、一部ライブ講座を除き、最終講座から１週間後までの間、視聴する事ができます。



文化・教養 資格取得

市区町村が策定・実施している人権政策に焦点をあ
て、自治体の人権政策をめぐるこれまでの経緯と課
題、ヘイトスピーチや障害者差別解消の施策、人権
教育・啓発活動の意義を考え、将来を展望します。
◆日　程　5/7～5/28　土曜日（全4回）
◆時　間　13：00～14：30
◆受講料　　7,500円　　6,800円
◆講　師　神奈川大学名誉教授　山崎　公士ほか

地域の人権政策
ハイフレックス講座

強迫性障害は、コロナ禍において症状が悪化してい
るとされる心理的な問題の一つです。でも心に無駄
はありません。強迫性障害を通して幸せのヒントを
見つけましょう。科学的に心や生き方をデザインし
たい方におススメです。
◆日　程　4/20～8/17　水曜日（全5回）
◆時　間　19：00～20：30
◆受講料　　9,000円　　8,200円
◆講　師　神奈川大学教授　杉山　崇

神奈川大学心理相談センター主催
心の進化5億年の認知バイアスと
強迫性障害から考える幸せのヒント

ハイフレックス講座

生体には、微量で必須の金属元素が沢山あり、タン
パク質や酵素の中の金属イオンが重要な役割を果
たしています。金属元素とヒトとのかかわり、医薬品
として利用されている貴金属の錯体について紹介し
ます。
◆日　程　6/8・6/22　水曜日（全2回）
◆時　間　12：30～14：00
◆受講料　　    5,000円
◆講　師　神奈川大学名誉教授　野宮　健司

えっ！貴金属が医薬品になるの？
対面講座

日本の幕末時代に開港した長崎・下田・横浜・函館・
神戸は、独自に発展し、日本の近代化に役割を果た
しました。それぞれの港の歴史や共通点を、物語や
エピソードも交えながら紹介し、歴史からつながる
現在の姿を探ります。
◆日　程　5/10～6/14　火曜日（全5回）
◆時　間　12：30～14：00
◆受講料　　9,000円　　8,200円
◆講　師　元神奈川大学教授　マコウミ・ウイリアム

幕末日本の国際都市、その歴史と現在
対面講座

「人類の時代」を迎えたグローバルな時代を生きる
私たちに、時を超えていのちの意味を問いかける名
作が数多くあります。明治から現代までの文学を読
み直し、コロナ後の生き方を考えるとともに、新しい
時代の風景を望み見ていきます。
◆日　程　5/21～7/16　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（続）
――未来への希望とともに

ハイフレックス講座

若き日の光源氏は、病身を押して北山へ向かったの
は、高僧や医師にも治せなかった病気を、「聖」に治し
てもらうためでした。みごとに光源氏を癒した聖。「聖」
とは、どのような僧侶だったのかを探っていきます。
◆日　程　4/19～6/21　火曜日（全3回）
◆時　間　14：00～15：30
◆受講料　　6,000円　　5,500円
◆講　師　神奈川大学講師　繁田　信一

――『源氏物語』を楽しむための王朝時代入門
対面講座

神道は自然信仰を基礎にして形成され、日本人の精
神文化の基底をなしてきましたが、明治時代に神仏
分離により国家神道となりました。神道の本来の在
り方を歴史的に考察するとともに、現代における神
道の可能性を探っていきます。
◆日　程　5/14～7/9　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

神道の歴史と日本神話
ライブ配信（録画有）

SDGs（持続可能な開発目標）の実現に向けて、「社
会課題解決のための手法としてのスポーツ」に関す
る取り組みが世界的に進んでいます。この講座では
SDGsとスポーツ開発の背景から、取り組み事例や
フレームワークの事例を紹介します。
◆日　程　6/9～6/23　木曜日（全3回）
◆時　間　18：30～21：00
◆受講料　　6,000円　　5,500円
◆講　師　神奈川大学特任教授　小倉　乙春ほか

スポーツとSDGs
ハイフレックス講座

世界文化遺産として登録されるには、評価基準の第
1項目に、「人類の創造的才能を表す傑作」がありま
す。ここでは、建築家たちに着目し、その生涯や思想
などから創造された世界文化遺産の背景を解明し
ていきます。
◆日　程　5/10～6/7　火曜日（全5回）
◆時　間　12：30～14：00
◆受講料　　9,000円　　8,200円
◆講　師　東海大学名誉教授　羽生　修二

世界文化遺産の建築家たち
ハイフレックス講座

◆日　程　5/7～10/12
　　　　　水・土曜日（全38回）
◆時　間　日程によって異なる（ライブ配信）
◆受講料　　77,000円　　70,000円
　　　　　※継続料金あり
◆協　力　(株)ロード資格研究所

宅地建物取引士
オンデマンド配信+ライブ配信

◆日　程　5/9～6/25
　　　　　月・土曜日（全10回）
◆時　間　日程によって異なる（ライブ配信）
◆受講料　　39,000円　　35,000円
　　　　　※教材費別
◆協　力　（有）ホロンエデュケーション

色彩検定®2級（カラーコーディネーター）
オンデマンド配信+ライブ配信

◆日　程　5/12～10/8
　　　　　（全75回）
◆時　間　オンデマンドのため指定なし
◆受講料　　94,000円　　85,000円
　　　　　※継続料金あり
◆協　力　合格のＬＥＣ

行政書士
オンデマンド配信

◆日　程　5/13～7/1
　　　　　（全8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
　　　　　※教材費別
◆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　5/25～8/10
　　　　　水曜日（全11回）
◆時　間　10:00～13:00（ライブ配信）
◆受講料　　23,000円　　19,000円
　　　　　※教材費別、継続料金あり
◆協　力　（有）ホロンエデュケーション

ITパスポート
オンデマンド配信+ライブ配信

「聖」と呼ばれる僧侶たち



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」がより充実し
たものとなるように、と始まったのが「みなとみらいかもめSCHOOL」です。
　2021年10月から、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ています。

※みなとみらいかもめSCHOOL講座の申込方法はインターネットのみとなります。
※みなとみらいかもめSCHOOL講座はインターネット割引対象外です。

×

門阪　優樹
アサヒペット株式会社
パピースクール事業部

横浜を拠点に展開するペットショップ・アサヒペット(株)協力のもと、日
頃から人間の生活に身近に存在する「犬」について学びます。本講座で
は、実際に犬と触れ合いながら、犬が「なぜこの様な姿になったのか」、
「どの様な仕事をしていたのか」等、犬種の違いよる特徴や犬が見せる仕
草の意味、犬と避難するための災害時の備えなどについて、アサヒペット
(株)のドッグトレーナーの方に解説いただきます。

日　時 ： ①7/8(金) 18:30～19:30（座学・体験）　
　　　　 ②7/29(金) 18:30～19:30（座学・体験）
会　場 ： ＭARK IS みなとみらい 1階ペットショップ「ペットパラダイス」
             （横浜市西区みなとみらい3-5-1/みなとみらい線みなとみらい駅直結）
定　員 ： 各回6名
受講料 ： 各回1,500円（消費税込）
※①・②の講座内容は同じです。
※ペット同伴での受講はできません。

犬について学ぼう～特徴と災害編～04

村田　真
美術ジャーナリスト、画家
BankARTスクール校長

みなとみらいを歩くとあちこちで彫刻や壁画に出会います。こうした街中
にある美術作品をパブリックアートと呼びます。なぜ美術作品が美術館や
ギャラリーではなく街に展示されているのか？その役割はなにか？実際に
みなとみらいを歩いて、みんなで考えましょう。

日　時 ： ①4/5(火) 18:30～20:00（座学）
　　　　②4/12(火) 18:30～20:00（座学）
　　　　③4/16(土) 14:00～16:00（まち歩き）※荒天時4/23(土)に延期
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
定　員 ： 30名
受講料 ： 2,500円（消費税込）※イヤホンレンタル費・保険料含む

 パブリックアートを楽しむ01

(全3回)

岩本　唯史　ほか
ミズベリングプロジェクトディレクター/株式会社水辺総研 代表取締役
/水辺荘共同発起人/建築設計事務所RaasDESIGN主宰

横浜は開港以来、水辺での人の営みがまちの構造を大きく変えてきまし
た。ふだんの生活では気づきにくいまちの構造も、水面からまちをながめ
ると見えてくるものです。人はどう水辺と向き合い、どのように離れ、そ
してこれからはどのように向き合うのか。水辺から歴史をひもとき、来る
べき未来を想像します。第２回では、横浜の港と大岡川を船でめぐり、ま
ちの骨格を探します。

日　時 ： ①5/19(木) 18:30～20:00（座学）
　　　　②5/21(土) 13:30～15:00（乗船クルーズ）※荒天時5/28(土)に延期
会　場 ： ①神奈川大学みなとみらいキャンパス
　　　　②ぷかりさん橋集合(みなとみらい線みなとみらい駅徒歩5分)
定　員 ： 20名
受講料 ： 3,500円（消費税込）※乗船料・保険料含む

横浜水辺の世紀概論03

(全2回)

吉田　聡
横浜国立大学
都市イノベーション研究院・准教授

地球温暖化に伴う気候変動問題への対応は全世界共通の課題で、我が国は
2050年に温室効果ガスの排出をゼロにする脱炭素社会の構築を目標にして
います。本講義では、私たちの暮らし（家庭や職場）の中での省エネ、脱
炭素化の手順を学ぶとともに、冷暖房空調のしくみ、温熱的快適感と省エ
ネ・脱炭素を両立する冷暖房空調のあり方について考えます。第２回で
は、みなとみらい21熱供給(株)協力のもと、クイーンズスクエア横浜内に
ある地域冷暖房の見学会も行います。

日　時 ： ①5/18(水) 18:30～20:00（座学）
　　　　②6/10(金) 18:30～19:30（見学）
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熱供給株式会社 第2プラント(クイーンズスクエア横浜内)他
定　員 ： 30名
受講料 ： 2,000円（消費税込）※イヤホンレンタル費・保険料含む

 脱炭素社会に向けて冷暖房空調の省エネについて考えよう02

(全2回)

(各全1回)

小竹　勝
税理士
(朝日税理士法人 代表社員税理士)

「初年度利回り15%以上！」「レシートを捨てないとキャッシュバック」
←これって何のことだと思いますか？これは多くのみなさんに関係がある
個人の所得税にかかわる事項です。「税金なんて取られるだけで、うんざ
り」と多くの方がお思いでしょうが、実は税金にも優しい面やお得な面が
沢山あります。本講座では、これらについて専門の税理士が解り易く解説
します。また、ふるさと納税についても説明します。

日　時 ： 7/13(水) 19:00～20：00（座学）

会　場 ： 神奈川大学みなとみらいキャンパス
定　員 ： 30名
受講料 ： 1,000円（消費税込）

 知って得する税金の話
 －知れば知るほど節税が出来る－05

桂　有生
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。本講座では、その戦略のひとつである「都市デザイ
ン」に注目し、横浜市・都市デザイン室の方にご説明いただきます。今回
のテーマは、現在、様々なプロジェクトが進行中の関内について。開港の
歴史を持つ関内のこれからにも迫ります。

日　時 ： ①9/13(火) 19:00～20:00（座学）
　　　　②9/18(日) 15:00～16:30（まち歩き）※荒天中止、小雨決行
会　場 ： ①神奈川大学みなとみらいキャンパス
　　　　②関内エリア周辺(横浜市中区)
定　員 ： 30名
受講料 ： 1,800円（消費税込）※イヤホンレンタル費・保険料含む

「都市デザイン」って何！？　
  －新旧関内編－06

(全2回)

(全1回)



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、
　お気軽にお問い合わせください。

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ＳＮＳ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、レストラン、カフェ、広場などの施設が設けられ、誰もが利用できます。

記事でわかる
KUポートスクエア

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）」

　　「ハイフレックス講座（対面＋ライブ）」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

新しいみなとみらいキャンパスの情報や、
講座申し込み情報、講座ガイダンス、

オンライン講座受講方法など随時配信予定！

はじめました！ はじめました！

講座の情報や受講生が
参加できる大学イベント、

みなとみらい周辺の情報をお届け！

講座の情報や受講生が
参加できる大学イベント、

みなとみらい周辺の情報をお届け！

はじめました！

045-682-5553

045-664-3710
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