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（P24～25、26掲載）

■あうたびに、あたらしい横浜

白石 聖さんと巡る
話題の新スポット
横浜・新高島・みなとみらい周辺エリア
横浜・みなとみらい周遊モバイルスタンプラリー
（P12～16掲載）
総勢87名様にプレゼント!

マイルートの日（10月23日）に
本誌持参でスペシャルプレゼント!
（P18～19掲載）

2022年冬号　受講生募集

※写真はイメージです。

生涯学習・
エクステンション講座

吉本興業所属芸人が楽しく教える「SDGsとは」吉本興業所属芸人が楽しく教える「SDGsとは」

■日　程　2/4　土曜日  （全1回）
■ 時　間　10：00～12：00

SDGsには17個もの目標があります。貧困やジェンダー平等など様々な目標がありますが、先進国の日本であって
も子どもの6人から7人に1人が貧困だと言われており、日本の未来を担う子どもたちにも無関係ではありません。
吉本興業所属の国際夫婦漫才「フランポネ」が子どもたちに楽しく、そしてわかりやすくSDGsを伝えます!
※小学生向け講座ですが大人の方も申込できます。

〈 ビジネス系　注目講座 〉 〈 文化・教養　注目講座 〉

■日　程　12月3日 土曜日 （全1回）
■時　間　10:00～17:00
■受講料　　7,500円　  6,800円
■講　師　神奈川大学人間科学部特任教授
　　　　　小倉 乙春　ほか

中小の企業や組織の経営課題とSDGsを繋げ、戦略的な経営改善ツールと
してSDGsを活用し、業績向上と地域貢献を進めていくイメージを掴んでい
ただきます。前半は2030SDGsゲームを、後半はSDGs経営戦略の導入に
よる、金融機関からのサポート、新商品の開発、人財確保など多大なメリッ
トについて一緒に考えます。

対面講座

■日　程　1/26 木曜日 （全1回）
■時　間　18:30～20:30
■受講料　　4,000円　  3,800円
■協　力　かいはつマネジメント・
　　　　　コンサルティング

途上国では、日本のODA事業を通して日本企業の技術や日本の地域の好
事例などがたくさん導入されています。発展途上国のSDGsの課題や、課題
解決に向けた日本ならではの取り組みを、事例を通して紹介します。

ハイフレックス講座(録画あり)

SDGsの最先端！
国際協力の「今」を知る

SDGsゲームと小さな組織の
SDGs経営戦略セミナー

■日　程　1月14日～2月4日 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
　　　　　大石 不二夫

東海道新幹線の開発に熱中していた当時の国鉄・鉄道技術研究所の中に、
新幹線の次を夢見て「リニアモーターカー」の開発を始めた宇佐美吉雄氏。
当時の鉄道技術研究所にて宇佐美氏と共通の夢を抱いた第三の男であっ
た講師の開発事例を含め、「リニアモーターカー方式」の開発の秘話を紹介
したい。

ハイフレックス講座(録画あり)
子どもの才能を引き出す親になることを目指します。子どものいいところを
見つけて伸ばす、子どもの主体性を促し自立に向かう、子どもの思考力・表
現力を高める、学ぶことの楽しさを伝える等のスキルを学びます。

ハイフレックス講座(録画あり)

子どもの才能を伸ばす子育てコーチング講座 リニア中央新幹線の現在とその開発秘話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」。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、
講座申し込み方法、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でき、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いただけます。

※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
（2023年 2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 12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　1/8～2/26 日曜日 （全8回）
■時　間　10:30～12:00
■受講料　　21,000円　  19,000円
■協　力　サイタコーディネーション

こ
ち
ら
の
受
講
証
を

ご
提
示
く
だ
さ
い
。

※2022年11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。

対面講座

■ 受講料　無料
■ 講　師　吉本興業所属コンビ　フランポネ

〈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

学びたいことがきっと見つかる100以上の多彩な講座
どなたでも
受講

いただけますビジネス・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

小学生向け
大人も申込OK！

無料特別セミナー
（事前申し込みが必要です）



情報・語学

ライフスタイルビジネス・経営・社会・経済

実際の試験と同じレベルの公式問題集を使用し、問
題形式に慣れながら、重要文法・語彙を習得してい
きます。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。英語力のみならず、
スコアアップに有効なテクニックも紹介し、目標スコ
ア突破を図ります。
◆日　程　1月13日～3月24日 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® L&R TEST
600点目標

ハイフレックス講座(録画あり)

DJの歴史や文化を知る座学編と、機材に触れてDJ
の基本プレイができるようになる横浜DJ Labでの
DJ実践編、の全2回の講座でアットホームな雰囲
気の中で進めていきます。DJを全く知らない、なん
となく興味がある方など、どなたでも参加でき、実
践編(2回目)はAlphaTheta 横浜DJ Labで実施
します。
◆日　程　2月1日・2月8日 水曜日 （全2回）
◆時　間　18:30～20:30
◆受講料　　8,500円　　8,100円
◆講　師　ＹＯＳＨＩＯＰＣ　ＤＪ ＲＩＮＡ

DJの歴史と文化を学び、
DJプレイを体感しよう!

対面講座

インドネシアのジャカルタ近郊にある市場をオンラ
インでライブ訪問し、日本との違いを比べながら実
際に、旅行しているかのように体験できる講座です。
またライブを通して、現地在住の方と楽しく交流しな
がらインドネシアの市場をご案内します。
◆日　程　2月18日 土曜日 （全1回）
◆時　間　11:00～12:00
◆受講料　　4,000円　　3,800円
◆協　力　かいはつマネジメント・コンサルティング

アジアの市場探索ツアー
(インドネシア編)

ハイフレックス講座(録画あり)

ヨーロッパと日本、それぞれ同じ「主題」を選び、それ
ぞれがどのように表現してきたかを比べることで、よ
り深い美術鑑賞ができます。人物や風景を描いた絵
画は世界中にありますが、大きく表現が異なり、共通
点もあるのです。グローバルな視点での美術鑑賞を
楽しみましょう。
◆日　程　1月19日～3月16日 木曜日 （全3回）
◆時　間　10:00～12:00
◆受講料　　18,000円　　16,000円
◆講　師　美術Academy&School 中村 宏美

くらべて楽しむアート鑑賞
～東西の表現の違い～編

ハイフレックス講座(録画あり)

観光に関する課題に取り組む『観光プラットフォー
ム』内では、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?
◆日　程　【第5回】1月17日　【第6回】3月14日
　　　　　火曜日 （各全1回）
◆時　間　17:00～18:30
◆受講料　無料 
◆講　師　【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
　　　　　プロジェクトマネージャー 稲川 裕樹 氏

【第 5 / 6 回】
Afterコロナ研究会

ライブ配信(録画なし)

自動化といえばAIやRPA導入が主流ですが、エクセ
ルの標準機能にあるVBAでもできることがありま
す。VBAの基本的なプログラミングと開発ツールの
使い方を学び、自動化プログラムを作成したり既存
システムの分析に必要なデバッグ方法などを習得し
ます。
◆日　程　1月25日～3月1日 水曜日 （全6回）
◆時　間　19:00～21:00
◆受講料　　25,000円　　23,000円
◆講　師　中小企業診断士/システムエンジニア 山本 理司

生産性向上・業務効率化を実現する
Excelマクロ/VBAプログラミング入門

ハイフレックス講座(録画あり)

＊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

2025年には高齢者の5人に1人が認知症であると推
計され、認知症の前段階の軽度認知障害の人を含め
るとさらに多くなります。認知症に対する正しい知識
を持ち、認知症になっても福祉的支援と法的支援が
あることを理解しましょう。
◆日　程　2月25日～3月25日 土曜日 （全5回）
◆時　間　13:30～15:00
◆受講料　　9,000円　　8,200円
◆講　師　神奈川大学法学部教授 角田 光隆 ほか

認知症の事前対策、認知症の
人への福祉的支援と法的支援

対面講座

アイルランドのノーベル賞受賞詩人・W.B. イェイツ
の詩は英語で書かれ、広い意味で英詩の中に入りま
す。ケルトの自然・大地に結ばれた詩と音楽を旅する
と共に、長きに亘り、イングランドの圧政下にあった
アイルランドの人々の哀しみを、加藤剛さんの研ぎ
澄まされたイェイツの訳詞朗読とともに一緒に味わ
いましょう。
◆日　程　3月3日～3月31日 金曜日 （全3回）
◆時　間　14:00～15:30
◆受講料　　6,000円　　5,500円
◆講　師　英文学研究者 大森 恵子

アイリッシュ・ポエム
ー愛と叡智ーイェイツの世界

対面講座
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。

×

王朝時代に摂関政治の最盛期を築いた藤原道長の
成功を、彼の側近として生きた人物の眼を通して見
てみませんか。この講座では、書道家として有名な藤
原行成が綴った『権記』という名称で知られる日記
から、政権担当者となって八年目、着 と々政権基盤を
固めていく道長の姿を見ていきます。
◆日　程　2月9日～3月16日 木曜日 （全5回）
◆時　間　15:00～16:30
◆受講料　　9,000円　　8,200円
◆講　師　神奈川大学外国語学部講師 繁田 信一

側近の見た藤原道長
藤原行成『権記』の長保四年(一〇〇二)

ハイフレックス講座(録画あり)

今回は、江戸の旅と宿場町、特に東海道の旅に注目
します。当時の基本的な旅支度をはじめ、歌川広重
の浮世絵や『東海道名所図会』などの絵画資料など
を用いながら紹介します。ご一緒に江戸時代へタイ
ムスリップしてみませんか?
◆日　程　2月13日～3月13日 月曜日 （全3回）
◆時　間　10:30～12:00
◆受講料　　6,000円　　5,500円
◆講　師　神奈川大学国際日本学部准教授 藤澤 茜

江戸学講座
ハイフレックス講座(録画あり)

さくらさくら、ふるさと、夏の思い出…日本人なら誰
でも一度は耳にしている愛唱歌を取り上げます。そ
れらの成り立ち、あまり知られていない誕生秘話や、
歌詞に秘められた深い意味を解説します。実際に一
緒に歌うことでストレス発散、心と体の健康維持に
も役立ちます。
◆日　程　2月4日～3月18日 土曜日 （全4回）
◆時　間　13:00～14:30
◆受講料　　7,500円　　6,800円
◆講　師　ソプラノ歌手(二期会会員) 杉下 友季子

聴いて歌って、
知って楽しむ愛唱歌の世界

対面講座
江戸の人々のいきいきとした日々を伝える浮世絵の
作品に目を向けます。ゴッホが模写したことでも知ら
れている歌川広重の名作「名所江戸百景 大はしあ
たけの夕立」の、あまりにも印象的などしゃぶりの
雨。この雨が、なぜこの場所に描かれたのか。その秘
密にも迫ってみましょう。
◆日　程　2月16日 木曜日 （全1回）
◆時　間　13:00～14:30
◆受講料　　　 3,000円
◆講　師　国際浮世絵学会常任理事 小池 満紀子

浮世絵散歩
音楽にのせて

対面講座

桐壷帝の最愛の皇子で、美貌と天才を謳われた光
源氏。この講座ではまず、極楽に往生する方法を説く

『観無量寿経』を、解説を交えながら現代語訳で朗
読します。さらに正妻・葵の上の死を追悼し、お経を
読む光源氏の姿を描いた『源氏物語』の場面を、現
代語訳で朗読いたします。
◆日　程　2月8日 水曜日 （全1回）
◆時　間　14:00～15:30
◆受講料　　　 3,000円
◆講　師　聖徳大学兼任講師 宇留田 初実

『源氏物語』とお経の世界
極楽に往生する方法を説くお経と源氏物語

対面講座

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 ： 1/26(木) 18:30～20:00（体験）　　　　   定　員 ： 20名

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）

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－

(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。足元で進行する円安・
ドル高の背景にあるものは何か。金融を基礎から学ぶ実践講座です。お気軽にご参加ください。
日　時 ： 12/15(木) 18:45～20:00（座学）　　　 　定　員 ： 20名

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ュによる「実践金融講座」　～2023年のドル・円相場を展望する～

(全1回)

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）　　　　　　　　　　　　　　　　定　員 ： 40名
　 　 　 　 ②2/24(金) 19:00～20:00（座学）　　　　　　　　　　　　　　　　受講料 ： 2,500円（消費税込）
　 　 　 　 ③3/5(日) 13:30～15:00（まち歩き）※荒天時3/12(日)に延期　　　　　　　　　 ※イヤホンレンタル費・保険料含む
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

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～



情報・語学

ライフスタイルビジネス・経営・社会・経済

実際の試験と同じレベルの公式問題集を使用し、問
題形式に慣れながら、重要文法・語彙を習得してい
きます。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。英語力のみならず、
スコアアップに有効なテクニックも紹介し、目標スコ
ア突破を図ります。
◆日　程　1月13日～3月24日 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® L&R TEST
600点目標

ハイフレックス講座(録画あり)

DJの歴史や文化を知る座学編と、機材に触れてDJ
の基本プレイができるようになる横浜DJ Labでの
DJ実践編、の全2回の講座でアットホームな雰囲
気の中で進めていきます。DJを全く知らない、なん
となく興味がある方など、どなたでも参加でき、実
践編(2回目)はAlphaTheta 横浜DJ Labで実施
します。
◆日　程　2月1日・2月8日 水曜日 （全2回）
◆時　間　18:30～20:30
◆受講料　　8,500円　　8,100円
◆講　師　ＹＯＳＨＩＯＰＣ　ＤＪ ＲＩＮＡ

DJの歴史と文化を学び、
DJプレイを体感しよう!

対面講座

インドネシアのジャカルタ近郊にある市場をオンラ
インでライブ訪問し、日本との違いを比べながら実
際に、旅行しているかのように体験できる講座です。
またライブを通して、現地在住の方と楽しく交流しな
がらインドネシアの市場をご案内します。
◆日　程　2月18日 土曜日 （全1回）
◆時　間　11:00～12:00
◆受講料　　4,000円　　3,800円
◆協　力　かいはつマネジメント・コンサルティング

アジアの市場探索ツアー
(インドネシア編)

ハイフレックス講座(録画あり)

ヨーロッパと日本、それぞれ同じ「主題」を選び、それ
ぞれがどのように表現してきたかを比べることで、よ
り深い美術鑑賞ができます。人物や風景を描いた絵
画は世界中にありますが、大きく表現が異なり、共通
点もあるのです。グローバルな視点での美術鑑賞を
楽しみましょう。
◆日　程　1月19日～3月16日 木曜日 （全3回）
◆時　間　10:00～12:00
◆受講料　　18,000円　　16,000円
◆講　師　美術Academy&School 中村 宏美

くらべて楽しむアート鑑賞
～東西の表現の違い～編

ハイフレックス講座(録画あり)

観光に関する課題に取り組む『観光プラットフォー
ム』内では、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?
◆日　程　【第5回】1月17日　【第6回】3月14日
　　　　　火曜日 （各全1回）
◆時　間　17:00～18:30
◆受講料　無料 
◆講　師　【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
　　　　　プロジェクトマネージャー 稲川 裕樹 氏

【第 5 / 6 回】
Afterコロナ研究会

ライブ配信(録画なし)

自動化といえばAIやRPA導入が主流ですが、エクセ
ルの標準機能にあるVBAでもできることがありま
す。VBAの基本的なプログラミングと開発ツールの
使い方を学び、自動化プログラムを作成したり既存
システムの分析に必要なデバッグ方法などを習得し
ます。
◆日　程　1月25日～3月1日 水曜日 （全6回）
◆時　間　19:00～21:00
◆受講料　　25,000円　　23,000円
◆講　師　中小企業診断士/システムエンジニア 山本 理司

生産性向上・業務効率化を実現する
Excelマクロ/VBAプログラミング入門

ハイフレックス講座(録画あり)

＊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

2025年には高齢者の5人に1人が認知症であると推
計され、認知症の前段階の軽度認知障害の人を含め
るとさらに多くなります。認知症に対する正しい知識
を持ち、認知症になっても福祉的支援と法的支援が
あることを理解しましょう。
◆日　程　2月25日～3月25日 土曜日 （全5回）
◆時　間　13:30～15:00
◆受講料　　9,000円　　8,200円
◆講　師　神奈川大学法学部教授 角田 光隆 ほか

認知症の事前対策、認知症の
人への福祉的支援と法的支援

対面講座

アイルランドのノーベル賞受賞詩人・W.B. イェイツ
の詩は英語で書かれ、広い意味で英詩の中に入りま
す。ケルトの自然・大地に結ばれた詩と音楽を旅する
と共に、長きに亘り、イングランドの圧政下にあった
アイルランドの人々の哀しみを、加藤剛さんの研ぎ
澄まされたイェイツの訳詞朗読とともに一緒に味わ
いましょう。
◆日　程　3月3日～3月31日 金曜日 （全3回）
◆時　間　14:00～15:30
◆受講料　　6,000円　　5,500円
◆講　師　英文学研究者 大森 恵子

アイリッシュ・ポエム
ー愛と叡智ーイェイツの世界

対面講座
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。

×

王朝時代に摂関政治の最盛期を築いた藤原道長の
成功を、彼の側近として生きた人物の眼を通して見
てみませんか。この講座では、書道家として有名な藤
原行成が綴った『権記』という名称で知られる日記
から、政権担当者となって八年目、着 と々政権基盤を
固めていく道長の姿を見ていきます。
◆日　程　2月9日～3月16日 木曜日 （全5回）
◆時　間　15:00～16:30
◆受講料　　9,000円　　8,200円
◆講　師　神奈川大学外国語学部講師 繁田 信一

側近の見た藤原道長
藤原行成『権記』の長保四年(一〇〇二)

ハイフレックス講座(録画あり)

今回は、江戸の旅と宿場町、特に東海道の旅に注目
します。当時の基本的な旅支度をはじめ、歌川広重
の浮世絵や『東海道名所図会』などの絵画資料など
を用いながら紹介します。ご一緒に江戸時代へタイ
ムスリップしてみませんか?
◆日　程　2月13日～3月13日 月曜日 （全3回）
◆時　間　10:30～12:00
◆受講料　　6,000円　　5,500円
◆講　師　神奈川大学国際日本学部准教授 藤澤 茜

江戸学講座
ハイフレックス講座(録画あり)

さくらさくら、ふるさと、夏の思い出…日本人なら誰
でも一度は耳にしている愛唱歌を取り上げます。そ
れらの成り立ち、あまり知られていない誕生秘話や、
歌詞に秘められた深い意味を解説します。実際に一
緒に歌うことでストレス発散、心と体の健康維持に
も役立ちます。
◆日　程　2月4日～3月18日 土曜日 （全4回）
◆時　間　13:00～14:30
◆受講料　　7,500円　　6,800円
◆講　師　ソプラノ歌手(二期会会員) 杉下 友季子

聴いて歌って、
知って楽しむ愛唱歌の世界

対面講座
江戸の人々のいきいきとした日々を伝える浮世絵の
作品に目を向けます。ゴッホが模写したことでも知ら
れている歌川広重の名作「名所江戸百景 大はしあ
たけの夕立」の、あまりにも印象的などしゃぶりの
雨。この雨が、なぜこの場所に描かれたのか。その秘
密にも迫ってみましょう。
◆日　程　2月16日 木曜日 （全1回）
◆時　間　13:00～14:30
◆受講料　　　 3,000円
◆講　師　国際浮世絵学会常任理事 小池 満紀子

浮世絵散歩
音楽にのせて

対面講座

桐壷帝の最愛の皇子で、美貌と天才を謳われた光
源氏。この講座ではまず、極楽に往生する方法を説く

『観無量寿経』を、解説を交えながら現代語訳で朗
読します。さらに正妻・葵の上の死を追悼し、お経を
読む光源氏の姿を描いた『源氏物語』の場面を、現
代語訳で朗読いたします。
◆日　程　2月8日 水曜日 （全1回）
◆時　間　14:00～15:30
◆受講料　　　 3,000円
◆講　師　聖徳大学兼任講師 宇留田 初実

『源氏物語』とお経の世界
極楽に往生する方法を説くお経と源氏物語

対面講座

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 ： 1/26(木) 18:30～20:00（体験）　　　　   定　員 ： 20名

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）

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－

(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。足元で進行する円安・
ドル高の背景にあるものは何か。金融を基礎から学ぶ実践講座です。お気軽にご参加ください。
日　時 ： 12/15(木) 18:45～20:00（座学）　　　 　定　員 ： 20名

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ュによる「実践金融講座」　～2023年のドル・円相場を展望する～

(全1回)

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）　　　　　　　　　　　　　　　　定　員 ： 40名
　 　 　 　 ②2/24(金) 19:00～20:00（座学）　　　　　　　　　　　　　　　　受講料 ： 2,500円（消費税込）
　 　 　 　 ③3/5(日) 13:30～15:00（まち歩き）※荒天時3/12(日)に延期　　　　　　　　　 ※イヤホンレンタル費・保険料含む
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

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～



表紙撮影協力
ルミネ横浜

2022年
Vol.30

10月15日発行号

クルーズ招待券
レストラン招待券
など多数

読者特典
プレゼント満載
（P24～25、26掲載）

■あうたびに、あたらしい横浜

白石 聖さんと巡る
話題の新スポット
横浜・新高島・みなとみらい周辺エリア
横浜・みなとみらい周遊モバイルスタンプラリー
（P12～16掲載）
総勢87名様にプレゼント!

マイルートの日（10月23日）に
本誌持参でスペシャルプレゼント!
（P18～19掲載）

2022年冬号　受講生募集

※写真はイメージです。

生涯学習・
エクステンション講座

吉本興業所属芸人が楽しく教える「SDGsとは」吉本興業所属芸人が楽しく教える「SDGsとは」

■日　程　2/4　土曜日  （全1回）
■ 時　間　10：00～12：00

SDGsには17個もの目標があります。貧困やジェンダー平等など様々な目標がありますが、先進国の日本であって
も子どもの6人から7人に1人が貧困だと言われており、日本の未来を担う子どもたちにも無関係ではありません。
吉本興業所属の国際夫婦漫才「フランポネ」が子どもたちに楽しく、そしてわかりやすくSDGsを伝えます!
※小学生向け講座ですが大人の方も申込できます。

〈 ビジネス系　注目講座 〉 〈 文化・教養　注目講座 〉

■日　程　12月3日 土曜日 （全1回）
■時　間　10:00～17:00
■受講料　　7,500円　  6,800円
■講　師　神奈川大学人間科学部特任教授
　　　　　小倉 乙春　ほか

中小の企業や組織の経営課題とSDGsを繋げ、戦略的な経営改善ツールと
してSDGsを活用し、業績向上と地域貢献を進めていくイメージを掴んでい
ただきます。前半は2030SDGsゲームを、後半はSDGs経営戦略の導入に
よる、金融機関からのサポート、新商品の開発、人財確保など多大なメリッ
トについて一緒に考えます。

対面講座

■日　程　1/26 木曜日 （全1回）
■時　間　18:30～20:30
■受講料　　4,000円　  3,800円
■協　力　かいはつマネジメント・
　　　　　コンサルティング

途上国では、日本のODA事業を通して日本企業の技術や日本の地域の好
事例などがたくさん導入されています。発展途上国のSDGsの課題や、課題
解決に向けた日本ならではの取り組みを、事例を通して紹介します。

ハイフレックス講座(録画あり)

SDGsの最先端！
国際協力の「今」を知る

SDGsゲームと小さな組織の
SDGs経営戦略セミナー

■日　程　1月14日～2月4日 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
　　　　　大石 不二夫

東海道新幹線の開発に熱中していた当時の国鉄・鉄道技術研究所の中に、
新幹線の次を夢見て「リニアモーターカー」の開発を始めた宇佐美吉雄氏。
当時の鉄道技術研究所にて宇佐美氏と共通の夢を抱いた第三の男であっ
た講師の開発事例を含め、「リニアモーターカー方式」の開発の秘話を紹介
したい。

ハイフレックス講座(録画あり)
子どもの才能を引き出す親になることを目指します。子どものいいところを
見つけて伸ばす、子どもの主体性を促し自立に向かう、子どもの思考力・表
現力を高める、学ぶことの楽しさを伝える等のスキルを学びます。

ハイフレックス講座(録画あり)

子どもの才能を伸ばす子育てコーチング講座 リニア中央新幹線の現在とその開発秘話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」。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、
講座申し込み方法、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でき、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いただけます。

※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
（2023年 2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 12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　1/8～2/26 日曜日 （全8回）
■時　間　10:30～12:00
■受講料　　21,000円　  19,000円
■協　力　サイタコーディネーション

こ
ち
ら
の
受
講
証
を

ご
提
示
く
だ
さ
い
。

※2022年11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。

対面講座

■ 受講料　無料
■ 講　師　吉本興業所属コンビ　フランポネ

〈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

学びたいことがきっと見つかる100以上の多彩な講座
どなたでも
受講

いただけますビジネス・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

小学生向け
大人も申込OK！

無料特別セミナー
（事前申し込みが必要です）
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