
2022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

生涯学習・
エクステンション講座

学びたいことがきっと見つかる100以上の多彩な講座

“港の実業”を語る

■日　程　10/7　金曜日 （全1回）
■ 時　間　13:30～15:00

どなたでも
受講

いただけます

昭和、平成、令和と激動の時代、「港」の最前線を生き抜いてきた、藤木幸夫氏。横浜発展の歴史と
密接に関わってきた“港の実業”に焦点を当てて、その熱い想いを次世代の若者に伝えます。横浜港
が好きな方、もっと知りたい方、是非、ご参加下さい。

ビジネス・経営・社会・経済 情報・語学 ライフスタイル 子育て・子ども 文化・教養 資格取得みなとみらいかもめ SCHOOL

〈 文化・教養　注目講座 〉

■日　程　10/15～3/18 土曜日 （全6回）
■時　間　15:00～16:30
■受講料　無料
■講　師　海とみなと研究所上席研究員
　　　　　來生　新、中原　裕幸

海洋の世界史的視点から、横浜の海、東京湾の海と日本の海、世界の海の
過去、現在、未来にわたる問題を取り上げます。日本が持つ豊かな海の可能
性とその課題に関する理解を深めていきます。

ハイフレックス講座

■日　程　10/22 土曜日 （全1回）
■時　間　13:00～17:15
■受講料　無料
■講　師　神奈川大学工学部物理学教室助教
　　　　　竹川　俊也　他

サイエンスは我々の日常生活の様々な場面で活用されています。例えば、ス
マホの位置情報で使われるGPSでは、複数の人工衛星と地上の時刻を正
確に合わせるために原子時計や相対性理論が活用されています。最新のサ
イエンスについて数学・物理学・化学・生物学を専門とする各分野の講師が
紹介します。

対面講座

暮らしの中のサイエンス
トマトからブラックホールまで
多様な科学の世界

神奈川大学海とみなと研究所開設記念講座
横浜の海、日本の海
海洋の世界史の視点から

■日　程　11/5～12/10 土曜日 （全5回）
■時　間　14:00～16:00
■受講料　無料
■講　師　神奈川大学工学部教授
　　　　　荏本　孝久　ほか

来年2023年は1923年9月1日に発生した大正関東地震（関東大震災）か
ら100年を迎えます。横浜・神奈川の関東大震災に焦点を当て、関東大震災
時の神奈川・横浜の気象、土砂災害や被災状況と復興事業などについて検
討し、東日本大震災など21世紀の自然災害からの復興を展望してきます。

オンライン配信
鉄道発祥の地・横浜をはじめ、明治初期から鉄道の敷設が始まった神奈川
県内には、「遺産」とも呼ぶべき鉄道の施設跡や線路跡などが、数多く残さ
れています。横浜・神奈川に軸足を置き、鉄道と都市の発展について考え、ま
た周辺に残る遺産を訪れ歩き、近代化を実感します。

ハイフレックス講座

神奈川・横浜の鉄道遺産から考える
連続講演会
1923年関東大震災から100年
横浜・神奈川における被災と復興

KＵポートスクエア（みなとみらいキャンパス内  2F）
■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。

ＫＵポートスクエア公式ＳＮＳ始めました

受講証の提示で様々な特典が受けられます

横浜STORY（YOKOHAMA STORY／横浜ストーリー）

インターネット申し込みでお得に受講できます

受講証を提示することにより図書館の利用や、施設での割引サービスがあります。KUポートスクエアホームページ内のマイ

ページより受講証を印刷してご持参いただくか、スマートフォン等の画面で表示できるようご準備ください。 

（レストランのみ本誌をお持ちください）　　　※特典の詳細はKUポートスクエアホームページをご確認ください。

季節ごとに開催されるイベントと商業、文化、

宿泊、アミューズメント施設などを結び、横浜

の新たな魅力を紹介するフリーマガジン「横浜

STORY」。今回のVol２９ではみなとみらい

キャンパス特集を掲載。神奈川大学とのコラボ

レーションとして、KUポートスクエア受講証提

示でみなとみらい/横浜エリアで使用できるお

得なクーポンを公開しています！

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配信！

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！

045-682-5553

045-664-3710

インターネットからの講座申し込みで１講座につき１０００円OFF！

インターネット申し込みであれば、24時間いつでもパソコン

やスマートフォンから簡単申し込みが可能。講座申し込み後、

そのままコンビニエンスストアでお支払いが可能になります。

※一部割引対象外の講座があります。
※「資格取得」「みなとみらいかもめSCHOOL」の講座は割引対象外です。

円

インターネットからの講座申し込みで

���� OFF！

１講座につき

1F カフェ（NORTH LINK）1F レストラン（VOYAGE）図書館（みなとみらいキャンパス）

本誌をお持ちいただくと
（ランチタイム限定 /1回限り）

セットドリンク無料
（2022年 11月末まで）

本誌または受講証をお持ちいただくと
（期間中何度でも使える）

ドリンク全品 10％OFF
（2022年 11月末まで）

※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。

■日　程　10/5～10/12 水曜日 （全2回）
■時　間　14:00～15:30
■受講料　　5,300円　  5,300円
■講　師　神奈川新聞社　編成部記者
　　　　　齊藤　大起

表紙撮影協力
神奈川大学みなとみらいキャンパス

2022年
Vol.29

7月13日発行号

■あうたびに、あたらしい横浜

森崎ウィンさんと巡る
みなとみらいエリア

横浜周遊モバイルスタンプラリー
（P13～17掲載）
総勢91名様にプレゼント!

ホテル宿泊券
レストラン招待券
など多数

読者特典
プレゼント満載
（P22～23掲載）

こ
ち
ら
の
受
講
証
を

ご
提
示
く
だ
さ
い
。

※2022年8月現在、
　図書館の一般利用を休止しております。

受講生については
対面/ハイフレックス講座の

 受講日のみご利用可能です。

鉄道開業
th

対面講座

■ 受講料　無料
■ 講　師　一般社団法人　横浜港振興協会　藤木　幸夫　会長



I N N O V A T I O N  S C H O O L  K U
2022年後期はイノベーション創発講座やSDGs、サーキュラーエコノミーについての講座を用意！

神奈川大学は、2021年9月、オープンイノベーションで観光に関する課題に取り組む『観光プラット
フォーム』をスタートしました。観光プラットフォーム内に、産官学民のコミュニティ形成、オープンイノ
ベーションのきっかけ創りを目的に、2021年11月より、Afterコロナ研究会を開催しています。
各業界を代表する登壇企業の取り組みをもとに、今後の横浜の観光の在り方について共に議論しませんか？

Afterコロナ研究会
産官学民でオープンイノベーションのきっかけ創り

）火（日41月3 】回6第【 ～ ）火（日02月9 】回3第【
17：00 ～ 18：30 ※各回ごとに申し込みが必要です

無料

【第3回】 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 常務取締役 総支配人　石原 哲也 氏
【第4回】 丸善雄松堂株式会社 事業企画推進室　伊藤 啓 氏
【第5回】 東急電鉄株式会社 沿線マーケティング課　梶谷 俊夫 氏
【第6回】 Avinton ジャパン株式会社 代表取締役社長　中瀬 幸子 氏
 社内サービスチームプロジェクトマネージャー兼データエンジニア　稲川 裕樹 氏

神奈川大学主催のINNOVATION SCHOOL KU「みなとみらいプロジェクト」は、イノベーションで新たな未来
の創造に興味ある中学生・高校生向けチャレンジプログラムです。本プロジェクトでは、日本を代表するアント
レプレナーシップ教育を手掛ける株式会社教育と探求社と連携し、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。

みなとみらいプロジェクト（中高生向け）

『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！

【第1回】 10月29日（土） 13：00 ～ 1７：00
【第2回】 11月12日（土）  9：00 ～ 1７：00

12,000円
(神奈川大学高大連携協定校在学生の場合：10,000円)

株式会社教育と探求社

いま、社会に求められるSDGs。取引先や金融機関と
いった企業間の取引にもSDGs が求められています。
神奈川大学は、これから自社でSDGs に取り組もう
と考えている中小企業の方向けに、SDGsの第一歩を
踏み出すための実践プログラムをご提供します。

SDGsナニヤル講座
中小企業のためのSDGs視点で

事業の芽をつくる６日間

9月5日（月）
18：00 ～ 20：00

無料

株式会社WATASU
代表取締役社長
高塚 苑美

株式会社WATASU
代表取締役
小林 博之

株式会社WATASU
取締役
小野田 一樹

株式会社WATASU
倉田 潤

サーキュラーデザイン思考を身につけ、循環型の製品・サービス・ビジネスを創り上げたい全ての方
に向けた全6 回の短期集中型プログラムです。サーキュラーエコノミー、サーキュラーデザインに
ついての理解を深め、自らが解決したい「問い」をつくり、その「問い」の解決につながる循環型の
製品・サービス・ビジネスアイデアを考え、参加者内で発表し、相互にフィードバックを行います。

サーキュラーデザイナー養成講座
サーキュラーデザインについての理解を深める短期集中プログラム

10月5日 ～ 12月14日（水）
19：00 ～ 21：00

58,000円

ハーチ株式会社 代表
加藤 佑

「SDGs 何やってる？」
はじめの1歩を知るセミナー

12月10日 ～ 3月4日（土）
13：00 ～ 1７：00

40,000円

SDGs なにやる？

開講期間
受 講 料

講 師

開講期間

受 講 料

講 師

開講期間

受 講 料

講 師

STEP1 STEP2
開講期間

受 講 料

開講期間

受 講 料

講 師

高大連携協力校一覧

※第1回/第2回は実施済み
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高大連携協力校一覧
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みなとみらいの企業 神奈川大学共催講座
親子で参加できる子ども向けから一般の方まで学んで体感できる講座をご用意

各3,000円受 講 料

各50名定 員

食をテーマに
学んで体験する

資産形成や確定申告/ふるさと納税を無料で学ぶ

フード＆ドリンク講座
2022年後期講座ではコーヒーやシラス、
アーモンドミルク、ビール、ワインなど

「食」をテーマにした講座を用意！

神奈川大学コーヒーアカデミー
コーヒーの歴史や文化を学びつつ、豆の種類や挽き方、コーヒーを購入する際に書かれている酸
味や苦みについて学びます。家庭でコーヒーを飲む際においしく飲めるコツなどもご紹介しま
す。講座終了後にこだわりのコーヒーを楽しんでいただきます。

■講座日：10月1日（土）　13：30 ～ 15：00

第 弾1

藤沢エリア（湘南・江の島）を学び、名物シラスを味わう
藤沢市の歴史と食をテーマとした講座です。藤沢市のガイドクラブの方を講師としてお迎えし、
江の島など、観光地としても親しまれる藤沢の魅力をお話いただきます。講座終了後にシラス料
理を楽しんでいただきます。

■講座日：11月19日（土）　10：00 ～ 11：30

第 弾2

神奈川大学アーモンドミルクアカデミー
1店舗あたりのアーモンドミルクの販売量が日本一のノースリンクコーヒー＆ティー協力のも
と、アーモンドミルクがなぜ良いのか、レシピの紹介も含めお話いただきます。
講座終了後にアーモンドミルクドリンクを楽しんいただきます。

■講座日：12月10日（土）　13：30 ～ 15：00

第 弾3

ヨコハマで横浜ビールとクラフトビールを学ぶ
横浜ビールの「ビール×〇〇」といったクラフトビールを通した地元農家とのタイアップやビー
ルを飲みながら複数人でペダルを漕ぎ街中を巡るビアバイクなど様々な活動をご紹介。講座終了
後にクラフトビール（おつまみ付き）を楽しんでいただきます！

■講座日：2月4日（土）　15：00 ～ 16：30

第 弾4

対面講座

対面講座

対面講座

対面講座

●一般の方向け講座

科学体験施設 Mulabo!で
エレクトロニクスの楽しさと
村田製作所を知ろう

村田製作所の歴史や製品を学びながら大人も楽しめる
Mulabo! 科学体験展示で様々な体験をします！

①11月10日（木）10：30 ～ 12：30
②2月2日（木）10：30 ～ 12：30講 座 日

京急ミュージアムで
放課後鉄道教室

“ 京急と横浜の歴史 ”

閉館後の京急ミュージアムにて前半は京急線と横浜の歴史を
学び、後半は京急ミュージアムの館内見学を行います。“放
課後” ならではの夜景モードのジオラマ見学を行います！

１１月１７日（木）　１７：３０～１９：３０講 座 日

●親子で参加できる子供向け講座

京急ミュージアムで歴史を
学んでナイトミュージアム
を楽しもう

閉館後の京急ミュージアムにて前半は京急線と横浜の歴史を学
び、後半は京急ミュージアムの館内見学を行います。普段から
気になっている『電車のふしぎ』の質問にお答えします！

１１月１０日（木）　１７：３０～１９：３０講 座 日

日本初の都市型ロープウェイ
「YOKOHAMA AIR
CABIN」を知る

2021年4月に誕生したYOKOHAMA AIR CABIN。前
半は神奈川大学でロープウェイを学び、後半は実際に格
納庫見学やロープウェイに乗車します！

10月1日（土）10：00 ～ 12：00講 座 日

三菱みなとみらい技術館で
ものづくりについて学ぼう

前半は神奈川大学でロケットの仕組みを学び、実験をし
ます。後半はみなとみらい技術館に移動し、ロケットの
模型や一部実物の見学会をします！

１２月１０日（土）　１０：００～１２：００講 座 日

親子で体験 !
Pioneer DJ キッズスクール

実際に親子で自由に機材を触っていただき、お子様の持
つ感性を十分に使ってDJの楽しさを感じてもらう講座
です。ご家族で参加できる講座です！

①11月19日（土）10：30 ～ 11：30
②11月19日（土）13：30 ～ 14：30講 座 日

大学祭(イベント紹介)

無料

11月5日に行われるみなとみらいキャンパス大学祭にて、AlphaTheta株式会社の
Pioneer DJ公式DJスクールによるDJの世界を知る事ができるイベントを実施します！
DJとはなにをする仕事なのか、プロDJ二人の楽しいトークを中心にDJの魅力・楽しみを
知ることができます！そして当日はキャンパスに機材を持ち込み生演奏もいたします！
※ハイフレックス講座での実施ですが、より臨場感を感じることができる対面でのご参加をお勧めします。

DJ って何をしているの？ 
プロDJのプレイを楽しみながらDJの世界を知る

※事前予約不要です。当日会場にお越しください。Zoom情報につきましてはSNS等でご案内します。

11月5日（土）　10：30 ～ 12：30
みなとみらいキャンパス米田吉盛記念ホール

講 座 日

YOSHIOPC

DJ RINA

ハイフレックス講座

社会に出る前に知っておきたい
マネーの基礎知識

資産
形成

今後、多くの人にとって資産形成に関する知識は今後ますます
必要になります。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NISA、iDeCoについて解説し
ます。
■受 講 料：無料
■講座形態：ハイフレックス（定員：対面 30 名　オンラインなし）
■講 座 日：11 月 16 日（水）　18：30 ～ 20：00

確定申告とふるさと納税税金

確定申告って何？ 「ふるさと納税は得！」と聞くけど、本当に得な
の？ ふるさと納税で納めた税金はいったいどうなっているの？
いまさら聞けない「確定申告とふるさと納税の仕組み」をわかり
やすく解説します！
■受 講 料：無料
■講座形態：ハイフレックス（定員：対面 30 名　オンラインなし）
■講 座 日：11 月 24 日（木）　18：30 ～ 20：30

（講座終了後、カフェ「NORTH LINK」に移動します）

（講座終了後、レストラン「VOYAGE」に移動します）

（講座終了後、レストラン「VOYAGE」に移動します）

（講座終了後、カフェ「NORTH LINK」に移動します）

※①と②の講座内容は同じです。どちらかをお選びください。

※①と②の講座内容は同じです。どちらかをお選びください。



みなとみらいの企業 神奈川大学共催講座
親子で参加できる子ども向けから一般の方まで学んで体感できる講座をご用意

各3,000円受 講 料

各50名定 員

食をテーマに
学んで体験する

資産形成や確定申告/ふるさと納税を無料で学ぶ

フード＆ドリンク講座
2022年後期講座ではコーヒーやシラス、
アーモンドミルク、ビール、ワインなど

「食」をテーマにした講座を用意！

神奈川大学コーヒーアカデミー
コーヒーの歴史や文化を学びつつ、豆の種類や挽き方、コーヒーを購入する際に書かれている酸
味や苦みについて学びます。家庭でコーヒーを飲む際においしく飲めるコツなどもご紹介しま
す。講座終了後にこだわりのコーヒーを楽しんでいただきます。

■講座日：10月1日（土）　13：30 ～ 15：00

第 弾1

藤沢エリア（湘南・江の島）を学び、名物シラスを味わう
藤沢市の歴史と食をテーマとした講座です。藤沢市のガイドクラブの方を講師としてお迎えし、
江の島など、観光地としても親しまれる藤沢の魅力をお話いただきます。講座終了後にシラス料
理を楽しんでいただきます。

■講座日：11月19日（土）　10：00 ～ 11：30

第 弾2

神奈川大学アーモンドミルクアカデミー
1店舗あたりのアーモンドミルクの販売量が日本一のノースリンクコーヒー＆ティー協力のも
と、アーモンドミルクがなぜ良いのか、レシピの紹介も含めお話いただきます。
講座終了後にアーモンドミルクドリンクを楽しんいただきます。

■講座日：12月10日（土）　13：30 ～ 15：00

第 弾3

ヨコハマで横浜ビールとクラフトビールを学ぶ
横浜ビールの「ビール×〇〇」といったクラフトビールを通した地元農家とのタイアップやビー
ルを飲みながら複数人でペダルを漕ぎ街中を巡るビアバイクなど様々な活動をご紹介。講座終了
後にクラフトビール（おつまみ付き）を楽しんでいただきます！

■講座日：2月4日（土）　15：00 ～ 16：30

第 弾4

対面講座

対面講座

対面講座

対面講座

●一般の方向け講座

科学体験施設 Mulabo!で
エレクトロニクスの楽しさと
村田製作所を知ろう

村田製作所の歴史や製品を学びながら大人も楽しめる
MuLabo! 科学体験展示で様々な体験をします！

①11月10日（木）10：30 ～ 12：30
②2月2日（木）10：30 ～ 12：30講 座 日

京急ミュージアムで
放課後鉄道教室

“ 京急と横浜の歴史 ”

閉館後の京急ミュージアムにて前半は京急線と横浜の歴史を
学び、後半は京急ミュージアムの館内見学を行います。“放
課後” ならではの夜景モードのジオラマ見学を行います！

１１月１７日（土）　１７：３０～１９：３０講 座 日

●親子で参加できる子供向け講座

京急ミュージアムで歴史を
学んでナイトミュージアム
を楽しもう

閉館後の京急ミュージアムにて前半は京急線と横浜の歴史を学
び、後半は京急ミュージアムの館内見学を行います。普段から
気になっている『電車のふしぎ』の質問にお答えします！

１１月１０日（土）　１７：３０～１９：３０講 座 日

日本初の都市型ロープウェイ
「YOKOHAMA AIR 
CABIN」を知る

2021年4月に誕生したYOKOHAMA AIR CABIN。前
半は神奈川大学でロープウェイを学び、後半は実際に格
納庫見学やロープウェイに乗車します！

10月1日（土）10：00 ～ 12：00講 座 日

三菱みなとみらい技術館で
ものづくりについて学ぼう

前半は神奈川大学でロケットの仕組みを学び、実験をし
ます。後半はみなとみらい技術館に移動し、ロケットの
模型や一部実物の見学会をします！

１２月１０日（土）　１０：００～１２：００講 座 日

親子で体験 !
Pioneer DJ キッズスクール

実際に親子で自由に機材を触っていただき、お子様の持
つ感性を十分に使ってDJの楽しさを感じてもらう講座
です。ご家族で参加できる講座です！

①11月19日（土）10：30 ～ 11：30
②11月19日（土）13：30 ～ 14：30講 座 日

大学祭(イベント紹介)

無料

11月5日に行われるみなとみらいキャンパス大学祭にて、AlphaTheta株式会社の
Pioneer DJ公式DJスクールによるDJの世界を知る事ができるイベントを実施します！
DJとはなにをする仕事なのか、プロDJ二人の楽しいトークを中心にDJの魅力・楽しみを
知ることができます！そして当日はキャンパスに機材を持ち込み生演奏もいたします！
※ハイフレックス講座での実施ですが、より臨場感を感じることができる対面でのご参加をお勧めします。

DJ って何をしているの？ 
プロDJのプレイを楽しみながらDJの世界を知る

※事前予約不要です。当日会場にお越しください。Zoom情報につきましてはSNS等でご案内します。

11月5日（土）　10：30 ～ 12：30
みなとみらいキャンパス米田吉盛ホール

講 座 日

YOSHIOPC

DJ RINA

ハイフレックス講座

社会に出る前に知っておきたい
マネーの基礎知識

資産
形成

今後、多くの人にとって資産形成に関する知識は今後ますます
必要になります。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NISA、iDeCoについて解説し
ます。
■受 講 料：無料
■講座形態：ハイフレックス（定員：対面 30 名　オンラインなし）
■講 座 日：11 月 16 日（水）　18：30 ～ 20：00

確定申告とふるさと納税税金

確定申告って何？ 「ふるさと納税は得！」と聞くけど、本当に得な
の？ ふるさと納税で納めた税金はいったいどうなっているの？
いまさら聞けない「確定申告とふるさと納税の仕組み」をわかり
やすく解説します！
■受 講 料：無料
■講座形態：ハイフレックス（定員：対面 30 名　オンラインなし）
■講 座 日：11 月 24 日（木）　18：30 ～ 20：30

（講座終了後、カフェ「NORTH LINK」に移動します）

（講座終了後、レストラン「VOYAGE」に移動します）

（講座終了後、レストラン「VOYAGE」に移動します）

（講座終了後、カフェ「NORTH LINK」に移動します）

※①と②の講座内容は同じです。どちらかをお選びください。

※①と②の講座内容は同じです。どちらかをお選びください。



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。
　なおインターネット割引対象外です。

×

京セラ株式会社 みなとみらいリサーチセンター
デザイン研究部・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
アップサイクルアクセサリー製作を楽しもう！04

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、横浜の港と京浜工場地帯の奥にひっ
そりたたずむ子安浜を船でめぐり、まちの骨格を探します。

日　時 ： ①10/7(金) 18:30～20:00（座学）
　　　　②10/8(土) 13:30～15:00（乗船クルーズ）※荒天時10/15(土)に延期
会　場 ： ①神奈川大学みなとみらいキャンパス
　　　　②ぷかり桟橋集合(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Ⅱ
～横浜市神奈川区子安編～01

(全2回)

君嶋　哲至株式会社横浜君嶋屋 代表取締役社長

明治25年創業、今年130周年を迎える地元横浜の酒販店『横浜君嶋屋』。
その4代目・君嶋哲至氏の活動は、会社経営だけではなく、ワインスクール
やセミナー講師、日本ソムリエ協会副会長など多岐に渡ります。
本講座では、君嶋氏が自ら試飲し仕入れたワインについて、基本的マナー
から香りと色の特徴など、テイスティングを交えながら解説し、極上ワイ
ンの味の引き出し方を紹介します。

日　時 ： 11/12(土) 15:00～16:30（体験）
　　　　
会　場 ： 神奈川大学みなとみらいキャンパス1階レストラン「VOYAGE」
定　員 ： 30名
受講料 ： 4,000円（消費税込）※ワインテイスティング・オードブル付
※講座中にワインのテイスティングが含まれますので、お車での来場は固くご遠慮願います。

君嶋哲至の情熱ワイン講座03

(全1回)

梅田　宏明振付家、ダンサー、ビジュアル・アーティスト

あなたは正しい姿勢で日々を過ごせていますか？日常や社会生活の中での
ストレスにより筋肉が緊張状態となり、「本来あるべき自然な姿勢」をど
こかへ置き忘れてきたかのように、姿勢を悪化させてしまいがちです。こ
のワークショップではダンスのメソッドをもとに自分の身体を知り、正し
い姿勢や歩き方を体験します。
本ワークショップは横浜赤レンガ倉庫1号館［(公財)横浜市芸術文化振興財
団］と連携し開催します。

日　時 ： ①10/27(木) 18:30～20:00（体験）
　 　 　 　 ②1/26(木) 18:30～20:00（体験）
会　場 ： 神奈川大学みなとみらいキャンパス
定　員 ： 各20名
受講料 ： 各1,500円（消費税込）
※①②の講座内容は同じです。

横浜赤レンガ倉庫1号館の振付家・梅田宏明が教える「姿勢教室」
－からだをほぐし、姿勢を正すワークショップ－02

(各全1回)

北田　英治
株式会社浜銀総合研究所　
調査部　主幹・上席主任研究員

FRB（米連邦準備理事会）や日本銀行の金融政策などによって、米国の金
利や日本の金利、そしてドル・円相場はどうなるのでしょうか。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」を学びます。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がわかりやすく解説します。

日　時 ： 12/15(木) 18:45～20：00（座学）

会　場 ： 神奈川大学みなとみらいキャンパス
定　員 ： 20名
受講料 ： 1,500円（消費税込）

ハマのマネーコンシェルジュによる「実践金融講座」
～2023年のドル・円相場を展望する～05

国吉　直行
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、当地区の街づくりに当初から関
わってきたアーバンデザイナー・国吉直行氏が、第１回で横浜・みなとみ
らい２１地区全体の開発のプロセスを振り返ります。第２回では、横浜駅
方面から海に向かう歩行者ネットワーク「キング軸」とその周辺エリアに
焦点を当て、都市デザインの観点から解説。第３回のまち歩きでは実際に
街を見て歩きます。

日　時 ： ①2/17(金) 19:00～20:00（座学）
　 　 　 　 ②2/24(金) 19:00～20:00（座学）
　 　 　 　 ③3/5(日) 13:30～15:00（まち歩き）※荒天時3/12(日)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 ： 40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

アーバンデザイナーが語る横浜・みなとみらい 
～キング軸と周辺エリアの近況～06

(全1回)

＊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。

京セラ㈱協力のもと、同社の研究拠点である”みなとみらいリサーチセン
ター”で講座を実施。第１回は会社紹介や製品・施設の紹介と第２回のアッ
プサイクルアクセサリーの製作に向けた事前説明を行います。第2回
（11/30と12/2）では、京セラ製品の製造工程で出てくる廃材を利用した
アップサイクルアクセサリー製作を皆さんで楽しみながら行っていただき
ます。

A日程 ： ①11/25(金) 18:00～19:30（座学・見学）　
　　　　 ②11/30(水) 18:00～20:00（体験）
B日程 ： ①11/25(金) 18:00～19:30（座学・見学）　
　　　　 ②12/2(金) 18:00～20:00（体験）
会　場 ： 京セラみなとみらいリサーチセンター6F＜INNOVATION SQUARE＞
 (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)
定　員 ： 各15名
受講料 ： 各1,000円（消費税込）
※A・B日程の講座内容は同じです。A・B日程の内、いずれか一つをお選びください。
※原則、A・B日程共に第2回のみの受講は不可とさせていただきます。（第1回目を欠席された場合、
　第2回目はご受講いただけません）

(全3回)

(全2回)

(全2回)

文化・教養

日本の神社は全国に八万社を超え、日本人の精神
文化の中に生き続けています。本講座では、神社の
歴史を古代から現代まで概観し、全国の主要な神社
の由来と歴史等を見ていきます。神社をヨーロッパ
の神殿や教会と比較することによって日本文化の特
徴を明らかにし、現代における神社の役割について
も考察していきます。
◆日　程　10/1～11/26　土曜日 （全5回）
◆時　間　13:30～15:00
◆受講料　　9,000円　　8,200円
◆講　師　神奈川大学名誉教授　伊坂 青司

神社の歴史と日本文化
オンライン配信（ライブ）

近代日本の鉄道は、富国強兵のために明治政府が
つくったものでしたが、ふたを開けてみると、意外な
乗客たちが姿を現します。それは、汽車に乗って沿線
の社寺にお参りにいく庶民たちでした。近代日本の
鉄道と社寺参詣の関わり合いが生み出した歴史を、
「鉄道発祥の地」であるこの横浜にあるキャンパスに
て学びませんか。
◆日　程　10/14～10/21　金曜日 （全2回）
◆時　間　18:30～20:00
◆受講料　　5,000円　　5,000円
◆講　師　神奈川大学国際日本学部准教授　平山 昇

鉄道が変えた社寺参詣
「初詣」は鉄道とともに生まれ育った！？

対面講座

砂漠の砂に水がしみこむように、優れたエッセイは、
読む人の心に染み入ってきます。そんなエッセイを読
むことは楽しいですが、自分で書いてみるともっと楽
しくなります。本講座は、受講者自らがペンを取り、5
回の講座を通じてエッセイを書きあげます。文章が
持つ奥深さを体験してみてはいかがですか。
◆日　程　10/20～11/24　木曜日 （全5回）
◆時　間　18:30～20:00
◆受講料　　9,000円　　8,200円
◆講　師　拓殖大学国際学部教授　竹下 正哲

エッセイの書き方
対面講座

戦後初期、日本ナショナリズムは、保守も革新も形式
論理の上では、共通の前提に立っていました。しかし、
60年代には決定的な保革対立の時代を迎え、ナショ
ナリズムも思想的再編期に入り、戦前回帰型から歴
史修正主義的な動きが強まってきました。本講座で
は、深く問題を捉えるための視点を構築することを目
指します。
◆日　程　10/8～11/19  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

日本ナショナリズムの解剖学12
現代世界の中の日本ナショナリズム
ナショナリズムを「飼いならす」ことは可能か

ハイフレックス講座

日本酒の歴史は古代にまで遡り、その起源は「口噛み
の酒」や「カビを利用した酒」など所説さまざまです。
このように長い歴史を持つ日本酒ですが、時の政府
の政策により製法や生産が左右されることが幾度か
ありました。本講座では「酒」をめぐる法や制度を紹介
しながら、その歴史と文化を学びます。
◆日　程　11/19～12/3  土曜日 （全3回）
◆時　間　15:30～17:00
◆受講料　　6,000円　　5,500円
◆講　師　神奈川大学法学部非常勤講師　中網 栄美子

日本酒の法文化史－テーマのある歴史講座
ハイフレックス講座

本講座が開講してから11年の間に、日本では、安倍、
菅政権を経て岸田政権に、世界に目を向けると、米国
ではバイデン政権の誕生やロシアによるウクライナ侵
攻などがありました。本講座では、それぞれの地域の
政治・経済を専門とする講師陣と、アジア地域の政
治・経済の現状を踏まえて、アジア地域の進む方向を
展望します。
◆日　程　10/7～12/2  金曜日 （全8回）
◆時　間　16:00～17：30
◆受講料　　13,500円　　12,200円
◆講　師　神奈川大学名誉教授　郷田 正萬　他

アジアの視点　その21
ハイフレックス講座

いよいよ私は、今年で定年です。光陰矢の如し。もう
大学で40年も研究していたことになります。そこで、
これまでの研究生活を振り返り、私は何をやってき
たのか、そして今後何をやらねばならないのかにつ
いて語ります。
◆日　程　10/7～1/27  金曜日 （全8回）
◆時　間　12:30～14:00
◆受講料　　13,500円　　12,200円
◆講　師　神奈川大学経済学部教授　的場 昭弘

最終講義　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

世界の国･地域や時代を問わず、戦闘における防御
具の代表は甲胄であり、攻撃具の発達と表裏一体
で、各国独自の時代的変遷を辿ってきました。日本で
も弥生時代以来、甲胄は幾多の時代的変遷を経て
きました。本講座では、古代･中世の甲冑について、図
版資料を使用しながら、その構造や機能を細部にわ
たって解説します。
◆日　程　10/5～11/9　水曜日 （全6回）
◆時　間　12:00配信
◆受講料　　10,500円　　9,500円
◆講　師　有職故実研究者　近藤 好和

日本の甲冑－古代･中世編
オンデマンド配信

藤原道長のことを、子孫たちはどのように語り継いで
いたのでしょうか。『中外抄』『富家語』は、道長の玄
孫(孫の孫)の一人である藤原忠実が語ったことをま
とめた書物で、道長の家族や政友や政敵について語
っています。この講座では、『中外抄』『富家語』を紐
解き、道長の玄孫の語る道長および道長の時代を見
ていきます。
◆日　程　9/22～12/1　木曜日 （全10回）
◆時　間　14:00～15:30
◆受講料　　16,500円　　15,000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
王朝時代を百年後から見る

ハイフレックス講座

日本は世界有数の「古文書大国」です。とくに江戸時
代の古文書は膨大で、武士の支配、庶民の暮らし、
文化・信仰等いろいろなことを伝えています。本講座
では、中世史研究、近世史研究、地域誌研究で実績
のある先生たちを講師にお迎えして、古文書で探る
歴史の面白さをお伝えします。
◆日　程　 9/16～12/2　金曜日 （全10回）
◆時　間　16:30～18:00
　　　　　 (7回～10回 12:00配信)
◆受講料　　27,000円　　24.500円
◆講　師　神奈川大学日本常民文化研究所客員研究員　菱沼　一憲　他

神奈川大学日本常民文化研究所による
古文書講読講座

ハイフレックス講座/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　10/17～1/30　月曜日 （全8回）
　◆時　間　10:30～12:00
②初歩から中級へ
　◆日　程　10/17～1/30　月曜日 （全8回）
　◆時　間　12:30～14:00
◆受講料　①②ともに　18,000円　　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

スコットランドは、今やイギリスの一部ですが、もとは
一つの王国で、ゴルフ、スコッチウイスキー発祥の地
でもあります。イギリス人（British）というよりもスコ
ットランド人（Scottish）であることを誇りに、独自の
文化的アイデンティティを保持しています。本講座で
は講師の体験談を交え、イギリス史におけるスコット
ランド史を紐解きます。
◆日　程　10/17～11/21　月曜日 （全6回）
◆時　間　19:00～20:30
◆受講料　　10,500円　　9,500円
◆講　師　神奈川大学国際日本学部教授　中村 隆文

憧憬の国「スコットランド」
ハイフレックス講座

鉄道開業
th



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。
　なおインターネット割引対象外です。

×

京セラ株式会社 みなとみらいリサーチセンター
デザイン研究部・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
アップサイクルアクセサリー製作を楽しもう！04

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、横浜の港と京浜工場地帯の奥にひっ
そりたたずむ子安浜を船でめぐり、まちの骨格を探します。

日　時 ： ①10/7(金) 18:30～20:00（座学）
　　　　②10/8(土) 13:30～15:00（乗船クルーズ）※荒天時10/15(土)に延期
会　場 ： ①神奈川大学みなとみらいキャンパス
　　　　②ぷかり桟橋集合(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Ⅱ
～横浜市神奈川区子安編～01

(全2回)

君嶋　哲至株式会社横浜君嶋屋 代表取締役社長

明治25年創業、今年130周年を迎える地元横浜の酒販店『横浜君嶋屋』。
その4代目・君嶋哲至氏の活動は、会社経営だけではなく、ワインスクール
やセミナー講師、日本ソムリエ協会副会長など多岐に渡ります。
本講座では、君嶋氏が自ら試飲し仕入れたワインについて、基本的マナー
から香りと色の特徴など、テイスティングを交えながら解説し、極上ワイ
ンの味の引き出し方を紹介します。

日　時 ： 11/12(土) 15:00～16:30（体験）
　　　　
会　場 ： 神奈川大学みなとみらいキャンパス1階レストラン「VOYAGE」
定　員 ： 30名
受講料 ： 4,000円（消費税込）※ワインテイスティング・オードブル付
※講座中にワインのテイスティングが含まれますので、お車での来場は固くご遠慮願います。

君嶋哲至の情熱ワイン講座03

(全1回)

梅田　宏明振付家、ダンサー、ビジュアル・アーティスト

あなたは正しい姿勢で日々を過ごせていますか？日常や社会生活の中での
ストレスにより筋肉が緊張状態となり、「本来あるべき自然な姿勢」をど
こかへ置き忘れてきたかのように、姿勢を悪化させてしまいがちです。こ
のワークショップではダンスのメソッドをもとに自分の身体を知り、正し
い姿勢や歩き方を体験します。
本ワークショップは横浜赤レンガ倉庫1号館［(公財)横浜市芸術文化振興財
団］と連携し開催します。

日　時 ： ①10/27(木) 18:30～20:00（体験）
　 　 　 　 ②1/26(木) 18:30～20:00（体験）
会　場 ： 神奈川大学みなとみらいキャンパス
定　員 ： 各20名
受講料 ： 各1,500円（消費税込）
※①②の講座内容は同じです。

横浜赤レンガ倉庫1号館の振付家・梅田宏明が教える「姿勢教室」
－からだをほぐし、姿勢を正すワークショップ－02

(各全1回)

北田　英治
株式会社浜銀総合研究所　
調査部　主幹・上席主任研究員

FRB（米連邦準備理事会）や日本銀行の金融政策などによって、米国の金
利や日本の金利、そしてドル・円相場はどうなるのでしょうか。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」を学びます。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がわかりやすく解説します。

日　時 ： 12/15(木) 18:45～20：00（座学）

会　場 ： 神奈川大学みなとみらいキャンパス
定　員 ： 20名
受講料 ： 1,500円（消費税込）

ハマのマネーコンシェルジュによる「実践金融講座」
～2023年のドル・円相場を展望する～05

国吉　直行
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、当地区の街づくりに当初から関
わってきたアーバンデザイナー・国吉直行氏が、第１回で横浜・みなとみ
らい２１地区全体の開発のプロセスを振り返ります。第２回では、横浜駅
方面から海に向かう歩行者ネットワーク「キング軸」とその周辺エリアに
焦点を当て、都市デザインの観点から解説。第３回のまち歩きでは実際に
街を見て歩きます。

日　時 ： ①2/17(金) 19:00～20:00（座学）
　 　 　 　 ②2/24(金) 19:00～20:00（座学）
　 　 　 　 ③3/5(日) 13:30～15:00（まち歩き）※荒天時3/12(日)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 ： 40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

アーバンデザイナーが語る横浜・みなとみらい 
～キング軸と周辺エリアの近況～06

(全1回)

＊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。

京セラ㈱協力のもと、同社の研究拠点である”みなとみらいリサーチセン
ター”で講座を実施。第１回は会社紹介や製品・施設の紹介と第２回のアッ
プサイクルアクセサリーの製作に向けた事前説明を行います。第2回
（11/30と12/2）では、京セラ製品の製造工程で出てくる廃材を利用した
アップサイクルアクセサリー製作を皆さんで楽しみながら行っていただき
ます。

A日程 ： ①11/25(金) 18:00～19:30（座学・見学）　
　　　　 ②11/30(水) 18:00～20:00（体験）
B日程 ： ①11/25(金) 18:00～19:30（座学・見学）　
　　　　 ②12/2(金) 18:00～20:00（体験）
会　場 ： 京セラみなとみらいリサーチセンター6F＜INNOVATION SQUARE＞
 (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)
定　員 ： 各15名
受講料 ： 各1,000円（消費税込）
※A・B日程の講座内容は同じです。A・B日程の内、いずれか一つをお選びください。
※原則、A・B日程共に第2回のみの受講は不可とさせていただきます。（第1回目を欠席された場合、
　第2回目はご受講いただけません）

(全3回)

(全2回)

(全2回)

文化・教養

日本の神社は全国に八万社を超え、日本人の精神
文化の中に生き続けています。本講座では、神社の
歴史を古代から現代まで概観し、全国の主要な神社
の由来と歴史等を見ていきます。神社をヨーロッパ
の神殿や教会と比較することによって日本文化の特
徴を明らかにし、現代における神社の役割について
も考察していきます。
◆日　程　10/1～11/26　土曜日 （全5回）
◆時　間　13:30～15:00
◆受講料　　9,000円　　8,200円
◆講　師　神奈川大学名誉教授　伊坂 青司

神社の歴史と日本文化
オンライン配信（ライブ）

近代日本の鉄道は、富国強兵のために明治政府が
つくったものでしたが、ふたを開けてみると、意外な
乗客たちが姿を現します。それは、汽車に乗って沿線
の社寺にお参りにいく庶民たちでした。近代日本の
鉄道と社寺参詣の関わり合いが生み出した歴史を、
「鉄道発祥の地」であるこの横浜にあるキャンパスに
て学びませんか。
◆日　程　10/14～10/21　金曜日 （全2回）
◆時　間　18:30～20:00
◆受講料　　5,000円　　5,000円
◆講　師　神奈川大学国際日本学部准教授　平山 昇

鉄道が変えた社寺参詣
「初詣」は鉄道とともに生まれ育った！？

対面講座

砂漠の砂に水がしみこむように、優れたエッセイは、
読む人の心に染み入ってきます。そんなエッセイを読
むことは楽しいですが、自分で書いてみるともっと楽
しくなります。本講座は、受講者自らがペンを取り、5
回の講座を通じてエッセイを書きあげます。文章が
持つ奥深さを体験してみてはいかがですか。
◆日　程　10/20～11/24　木曜日 （全5回）
◆時　間　18:30～20:00
◆受講料　　9,000円　　8,200円
◆講　師　拓殖大学国際学部教授　竹下 正哲

エッセイの書き方
対面講座

戦後初期、日本ナショナリズムは、保守も革新も形式
論理の上では、共通の前提に立っていました。しかし、
60年代には決定的な保革対立の時代を迎え、ナショ
ナリズムも思想的再編期に入り、戦前回帰型から歴
史修正主義的な動きが強まってきました。本講座で
は、深く問題を捉えるための視点を構築することを目
指します。
◆日　程　10/8～11/19  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

日本ナショナリズムの解剖学12
現代世界の中の日本ナショナリズム
ナショナリズムを「飼いならす」ことは可能か

ハイフレックス講座

日本酒の歴史は古代にまで遡り、その起源は「口噛み
の酒」や「カビを利用した酒」など所説さまざまです。
このように長い歴史を持つ日本酒ですが、時の政府
の政策により製法や生産が左右されることが幾度か
ありました。本講座では「酒」をめぐる法や制度を紹介
しながら、その歴史と文化を学びます。
◆日　程　11/19～12/3  土曜日 （全3回）
◆時　間　15:30～17:00
◆受講料　　6,000円　　5,500円
◆講　師　神奈川大学法学部非常勤講師　中網 栄美子

日本酒の法文化史－テーマのある歴史講座
ハイフレックス講座

本講座が開講してから11年の間に、日本では、安倍、
菅政権を経て岸田政権に、世界に目を向けると、米国
ではバイデン政権の誕生やロシアによるウクライナ侵
攻などがありました。本講座では、それぞれの地域の
政治・経済を専門とする講師陣と、アジア地域の政
治・経済の現状を踏まえて、アジア地域の進む方向を
展望します。
◆日　程　10/7～12/2  金曜日 （全8回）
◆時　間　16:00～17：30
◆受講料　　13,500円　　12,200円
◆講　師　神奈川大学名誉教授　郷田 正萬　他

アジアの視点　その21
ハイフレックス講座

いよいよ私は、今年で定年です。光陰矢の如し。もう
大学で40年も研究していたことになります。そこで、
これまでの研究生活を振り返り、私は何をやってき
たのか、そして今後何をやらねばならないのかにつ
いて語ります。
◆日　程　10/7～1/27  金曜日 （全8回）
◆時　間　12:30～14:00
◆受講料　　13,500円　　12,200円
◆講　師　神奈川大学経済学部教授　的場 昭弘

最終講義　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

世界の国･地域や時代を問わず、戦闘における防御
具の代表は甲胄であり、攻撃具の発達と表裏一体
で、各国独自の時代的変遷を辿ってきました。日本で
も弥生時代以来、甲胄は幾多の時代的変遷を経て
きました。本講座では、古代･中世の甲冑について、図
版資料を使用しながら、その構造や機能を細部にわ
たって解説します。
◆日　程　10/5～11/9　水曜日 （全6回）
◆時　間　12:00配信
◆受講料　　10,500円　　9,500円
◆講　師　有職故実研究者　近藤 好和

日本の甲冑－古代･中世編
オンデマンド配信

藤原道長のことを、子孫たちはどのように語り継いで
いたのでしょうか。『中外抄』『富家語』は、道長の玄
孫(孫の孫)の一人である藤原忠実が語ったことをま
とめた書物で、道長の家族や政友や政敵について語
っています。この講座では、『中外抄』『富家語』を紐
解き、道長の玄孫の語る道長および道長の時代を見
ていきます。
◆日　程　9/22～12/1　木曜日 （全10回）
◆時　間　14:00～15:30
◆受講料　　16,500円　　15,000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
王朝時代を百年後から見る

ハイフレックス講座

日本は世界有数の「古文書大国」です。とくに江戸時
代の古文書は膨大で、武士の支配、庶民の暮らし、
文化・信仰等いろいろなことを伝えています。本講座
では、中世史研究、近世史研究、地域誌研究で実績
のある先生たちを講師にお迎えして、古文書で探る
歴史の面白さをお伝えします。
◆日　程　 9/16～12/2　金曜日 （全10回）
◆時　間　16:30～18:00
　　　　　 (7回～10回 12:00配信)
◆受講料　　27,000円　　24.500円
◆講　師　神奈川大学日本常民文化研究所客員研究員　菱沼　一憲　他

神奈川大学日本常民文化研究所による
古文書講読講座

ハイフレックス講座/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　10/17～1/30　月曜日 （全8回）
　◆時　間　10:30～12:00
②初歩から中級へ
　◆日　程　10/17～1/30　月曜日 （全8回）
　◆時　間　12:30～14:00
◆受講料　①②ともに　18,000円　　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

スコットランドは、今やイギリスの一部ですが、もとは
一つの王国で、ゴルフ、スコッチウイスキー発祥の地
でもあります。イギリス人（British）というよりもスコ
ットランド人（Scottish）であることを誇りに、独自の
文化的アイデンティティを保持しています。本講座で
は講師の体験談を交え、イギリス史におけるスコット
ランド史を紐解きます。
◆日　程　10/17～11/21　月曜日 （全6回）
◆時　間　19:00～20:30
◆受講料　　10,500円　　9,500円
◆講　師　神奈川大学国際日本学部教授　中村 隆文

憧憬の国「スコットランド」
ハイフレックス講座

鉄道開業
th



2022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

生涯学習・
エクステンション講座

学びたいことがきっと見つかる100以上の多彩な講座

“港の実業”を語る

■日　程　10/7　金曜日 （全1回）
■ 時　間　13:30～15:00

どなたでも
受講

いただけます

昭和、平成、令和と激動の時代、「港」の最前線を生き抜いてきた、藤木幸夫氏。横浜発展の歴史と
密接に関わってきた“港の実業”に焦点を当てて、その熱い想いを次世代の若者に伝えます。横浜港
が好きな方、もっと知りたい方、是非、ご参加下さい。

ビジネス・経営・社会・経済 情報・語学 ライフスタイル 子育て・子ども 文化・教養 資格取得みなとみらいかもめ SCHOOL

〈 文化・教養　注目講座 〉

■日　程　10/15～3/18 土曜日 （全6回）
■時　間　15:00～16:30
■受講料　無料
■講　師　海とみなと研究所上席研究員
　　　　　來生　新、中原　裕幸

海洋の世界史的視点から、横浜の海、東京湾の海と日本の海、世界の海の
過去、現在、未来にわたる問題を取り上げます。日本が持つ豊かな海の可能
性とその課題に関する理解を深めていきます。

ハイフレックス講座

■日　程　10/22 土曜日 （全1回）
■時　間　13:00～17:15
■受講料　無料
■講　師　神奈川大学工学部物理学教室助教
　　　　　竹川　俊也　他

サイエンスは我々の日常生活の様々な場面で活用されています。例えば、ス
マホの位置情報で使われるGPSでは、複数の人工衛星と地上の時刻を正
確に合わせるために原子時計や相対性理論が活用されています。最新のサ
イエンスについて数学・物理学・化学・生物学を専門とする各分野の講師が
紹介します。

対面講座

暮らしの中のサイエンス
トマトからブラックホールまで
多様な科学の世界

神奈川大学海とみなと研究所開設記念講座
横浜の海、日本の海
海洋の世界史の視点から

■日　程　11/5～12/10 土曜日 （全5回）
■時　間　14:00～16:00
■受講料　無料
■講　師　神奈川大学工学部教授
　　　　　荏本　孝久　ほか

来年2023年は1923年9月1日に発生した大正関東地震（関東大震災）か
ら100年を迎えます。横浜・神奈川の関東大震災に焦点を当て、関東大震災
時の神奈川・横浜の気象、土砂災害や被災状況と復興事業などについて検
討し、東日本大震災など21世紀の自然災害からの復興を展望してきます。

オンライン配信
鉄道発祥の地・横浜をはじめ、明治初期から鉄道の敷設が始まった神奈川
県内には、「遺産」とも呼ぶべき鉄道の施設跡や線路跡などが、数多く残さ
れています。横浜・神奈川に軸足を置き、鉄道と都市の発展について考え、ま
た周辺に残る遺産を訪れ歩き、近代化を実感します。

ハイフレックス講座

神奈川・横浜の鉄道遺産から考える
連続講演会
1923年関東大震災から100年
横浜・神奈川における被災と復興

KＵポートスクエア（みなとみらいキャンパス内  2F）
■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。

ＫＵポートスクエア公式ＳＮＳ始めました

受講証の提示で様々な特典が受けられます

横浜STORY（YOKOHAMA STORY／横浜ストーリー）

インターネット申し込みでお得に受講できます

受講証を提示することにより図書館の利用や、施設での割引サービスがあります。KUポートスクエアホームページ内のマイ

ページより受講証を印刷してご持参いただくか、スマートフォン等の画面で表示できるようご準備ください。 

（レストランのみ本誌をお持ちください）　　　※特典の詳細はKUポートスクエアホームページをご確認ください。

季節ごとに開催されるイベントと商業、文化、

宿泊、アミューズメント施設などを結び、横浜

の新たな魅力を紹介するフリーマガジン「横浜

STORY」。今回のVol２９ではみなとみらい

キャンパス特集を掲載。神奈川大学とのコラボ

レーションとして、KUポートスクエア受講証提

示でみなとみらい/横浜エリアで使用できるお

得なクーポンを公開しています！

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配信！

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！

045-682-5553

045-664-3710

インターネットからの講座申し込みで１講座につき１０００円OFF！

インターネット申し込みであれば、24時間いつでもパソコン

やスマートフォンから簡単申し込みが可能。講座申し込み後、

そのままコンビニエンスストアでお支払いが可能になります。

※一部割引対象外の講座があります。
※「資格取得」「みなとみらいかもめSCHOOL」の講座は割引対象外です。

円

インターネットからの講座申し込みで

���� OFF！

１講座につき

1F カフェ（NORTH LINK）1F レストラン（VOYAGE）図書館（みなとみらいキャンパス）

本誌をお持ちいただくと
（ランチタイム限定 /1回限り）

セットドリンク無料
（2022年 11月末まで）

本誌または受講証をお持ちいただくと
（期間中何度でも使える）

ドリンク全品 10％OFF
（2022年 11月末まで）

※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。

■日　程　10/5～10/12 水曜日 （全2回）
■時　間　14:00～15:30
■受講料　　5,300円　  5,300円
■講　師　神奈川新聞社　編成部記者
　　　　　齊藤　大起

表紙撮影協力
神奈川大学みなとみらいキャンパス

2022年
Vol.29

7月13日発行号

■あうたびに、あたらしい横浜

森崎ウィンさんと巡る
みなとみらいエリア

横浜周遊モバイルスタンプラリー
（P13～17掲載）
総勢91名様にプレゼント!

ホテル宿泊券
レストラン招待券
など多数

読者特典
プレゼント満載
（P22～23掲載）

こ
ち
ら
の
受
講
証
を

ご
提
示
く
だ
さ
い
。

※2022年8月現在、
　図書館の一般利用を休止しております。

受講生については
対面/ハイフレックス講座の

 受講日のみご利用可能です。

鉄道開業
th

対面講座

■ 受講料　無料
■ 講　師　一般社団法人　横浜港振興協会　藤木　幸夫　会長



内 容

お洒落な港町のイメージで知られている横浜ですが、実は終戦直前
の甚⼤な空襲被害と終戦後の占領軍による⻑期接収という⼆重
苦から⽴ち直った、復興都市でもあります。その復興過程においては、
当時としては画期的な都市デザインのもと、全国的にも類をみない
建築数の多さとタイプの多様性をそなえた「防⽕帯建築」が⼤きな
役割を果たしたことはあまり知られていません。
本講座では、戦後横浜の原⾵景をつくり、今改めて⾒直されつつ
ある、戦後建築遺産「横浜防⽕帯建築」を読み解きながら、復興
都市横浜の知られざる魅⼒と可能性に迫ります。

KUポートスクエア＞⽂化・教養

■⽣涯学習・エクステンション講座係
ＫＵポートスクエア
TEL︓ 045-682-5553 FAX︓045-682-5554
広報事業課 TEL︓ 045-664-3710（⼤学代表）

資料請求・お問い合わせ先

神奈川⼤学 みなとみらいエクステンションセンター

http://www.ku-portsquare.jp

けーゆーぽーと 検索

【留意事項】

KUポートスクエア
HPはこちら⇒

お申込はHP・別紙のFAX申込書をご利⽤ください

⽇ 時
10/5〜11/30 ⽔曜⽇

全5回
18:00〜19:30

受 講
料 9,000円（8,200円）

定 員 50名

教 材
『横浜防⽕帯建築を読み解くー現代に語り
かける未完の都市建築』(花伝社、2020)
※教材費は受講料に含まれません。購⼊等
については講座開始前にご案内します。

申 込
締 切 9/28（⽔）◆ハイフレックス講座とは、対⾯による講座を、オンライン(Zoomによるライブ)により同じ時間に受

講参加できる形態です。受講⽣の皆様はライフスタイルにあわせて対⾯、またはオンライン(ライブ)
で講座に参加する事ができます。また講座は収録し、終了後に動画配信します。

※講師の緊急な都合などにより日程等を変更する場合があります。

※（ ）内の受講料は、神奈川大学生・卒業生等および協議会加盟 大学在学
生に適用される料金です。

※受講者区分が一般で、前年度、生涯学習・エクステンション講座の受講歴
（一部講座除く）がある方は、受講料を5%割り引きます。

※申込期間後も受付できる場合がありますのでお問合せください。

※申込が一定数に満たない場合は、開講できないことがあります。

その場合、郵便またはメールで通知いたします。

講
師

中井 邦夫 （神奈川大学建築学部教授） 笠井 三義 （有限会社カサイアーキテクチュラルデザイン 代表取締役）
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） 黒田 和司（有限会社NEU総合計画事務所 代表取締役）
菅 孝能 （株式会社山手総合計画研究所） 林 一則（NPOアーバンデザイン研究体 理事）
藤岡 泰寛（横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院准教授） 松井 陽子（神奈川県住宅供給公社）

インターネット
申込特典

1000円OFF

①KUポートスクエアのホームページ内にある
「マイページへログインする」をクリック

②「受講生番号」と「パスワード」を入力
③「講座申込状況/オンライン講座」をクリック
④配信欄の「受講する」をクリックすると、 「ZOOM（ライブ配信）
または「動画の再生（オンデマンド配信）」が始まります。
資料のダウンロードもこちらからご利用いただけます。
印刷等、ご自身のご都合に合わせてご利用ください。

※インターネット環境および受講いただく端末をご用意ください。
※マイページに入るには受講生番号とパスワードが必要です。
事前にマイページに入れるかご確認をお願いいたします。
お忘れの場合はKUポートスクエアまでご連絡ください。

◆オンライン講座受講方法および注意点◆

講 座 ⽇ 程
回 開講⽉⽇ 内 容

1 10/ 5（⽔） 横浜防⽕帯建築とは何か?

2 10/19（⽔） 横浜の戦後復興 ― 都市デザインの視点から

3 11/ 2（⽔） 横浜防⽕帯建築の空間を読む

4 11/16（⽔） ⽣活の舞台となった横浜防⽕帯建築

5 11/30（⽔） 横浜防⽕帯建築を使い続ける知恵と
戦後建築遺産としての継承

◆対面にてご受講の場合◆

会場：KUポートスクエア（神奈川大学みなとみらいキャンパス2階）
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