
2021年冬号　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

〈 ビジネス系　注目講座 〉 〈 文化・教養　注目講座 〉

シネマ・パラダイス                        【対面講座】
映画にはさまざまな楽しみ方があります。前半は食事のシーンやスポーツを
主題とした映画を取り上げ、音楽の印象的な使い方や名曲を、後半は出会
いと別れの名シーンに光を当て、心に染みるセリフの数々を味わいます。

■日　程　2月1日～3月1日　火曜日（全5回）
■時　間　13:00～ 14:30
■受講料　　9,000円　 8,200円　 
■講　師　映画評論家　服部　宏

■日　程　2月3日～3月3日　木曜日（全5回）
■時　間　18:30～ 20:00
■受講料　　9,000円　 8,200円　 
■講　師　神奈川大学非文字資料研究センター長　小熊　誠ほか

首里城は、グスクと呼ばれる琉球王国の王城で、琉球の独特な文化があり
ます。廃藩置県以降、紆余曲折を経て太平洋戦争の沖縄戦により破壊され
ました。首里城の歴史を辿りながら、「琉球・沖縄」を解き明かしていきます。

神奈川大学非文字資料研究センター主催
首里城から見る琉球・沖縄の歴史と文化
　　　　　　　　　　　　　　  【ハイフレックス】

通訳訓練法を応用した　　 【ライブ配信(録画なし)】
「英語リスニングレベルアップ講座」
通訳訓練法を取り入れ、英語リスニング力を音声の聞き取りと情報処理方
略の二つの側面から捉えた講義と訓練を行い、多様な発話スタイルの英語
や非母語話者の英語に慣れることを目指します。
■日　程　1月19日 ～ 3月16日　水曜日（全8回）
■時　間　18:30～ 20:00
■受講料　　35,000円　 32,000円　 
■講　師　新崎　隆子　　石黒　弓美子

趣味で利用するWord活用  　　　【対面講座】

■日　程　3月1日～ 3月15日　火曜日（全3回）
■時　間　10:00～ 12:00
■受講料　　11,000円　 10,000円 
■協　力　有限会社ホロンエデュケーション

同窓会の招待状やイベントのチラシを自分で作成してみたい。せっかく撮っ
た写真が整理されておらずそのままだから整理したいと考えられている方
向けの趣味に着目したパソコン講座です。案内はがきや旅行の小冊子など
実際に作りながら楽しく学びます。

くらべて楽しむアート鑑賞
 ～美術が発展した時代～ 　　　　   【対面講座】

ヨーロッパと日本。それぞれ別々に捉えられがちなアートの世界ですが、
「同時代」を切り取り、その歴史的・風俗的視点から作品を見て、グローバル
な視点での美術鑑賞を楽しみます。
■日　程　1月20日 ～ 3月17日　木曜日（全3回）
■時　間　10:00～ 12:00
■受講料　　10,000円　 9,000円　 
■協　力　美術Academy&School

生涯学習・
エクステンション講座

死の体験旅行® (12月/3月開講) 　　　【対面講座】
「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月22日　水曜日　
　　　　　②3月2日　　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

横浜が世界史的な歴史の舞台に登場するのは、19世紀のこと。今回は海外
（アメリカ、ロシア）との関係性や渋沢栄一、野口英世や西南戦争などを取り
上げます。なぜ「横浜」を主題とするのか、近代からみる「横浜学」の広がりと
深みを探求していきます。
■日　程　2月2日～3月9日　水曜日（全5回）
■時　間　13:00～ 14:30
■受講料　　9,000円　 8,200円　 
■講　師　神奈川大学非常勤講師　内海　孝

横浜学
歩いてみたくなる地域近現代史　     【対面講座】

作風も、生き方、思想も対極にあるダザイとミシマ。彼らが共有するのは戦
中から戦後の社会に対する違和感ではないでしょうか。作品を読むことによ
り我々自身が抱いている違和感、彼らが今日に問いかけているものを考えて
いきます。
■日　程　2月7日～3月7日　月曜日（全5回）
■時　間　10:30～ 12:00
■受講料　　9,000円　 8,200円
■講　師　関東学院大学名誉教授　岩佐　壯四郎

文学を読む――太宰治と三島由紀夫 【対面講座】



＊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。

情報・語学

地図や表が入った文書や表現力の高いチラシの作
成、特殊な印刷方法など、ビジネスにも役立つパソ
コンの使い方を学びます。表の作成、データの集計
や複雑な計算を行う関数の使用方法、データからグ
ラフを作成する方法なども習得できます。
◆日　程　1/18～2/15　火曜日（全5回）
◆時　間　10:00～12:00
◆受講料　　16,000円　  14,000円
◆協　力　（有）ホロンエデュケーション

すぐに使えるパソコン (応用編)
　　　　　　　　　　　　　　  【対面講座】

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。文法と
しては、there is / there are(～がある) 表現や現
在進行形を使った表現、勧誘表現(～しませんか?)
などを学びます。
◆日　程　1/7～3/18　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初級
　　　　　　　　　　　　　　  【対面講座】

「中華街」や「みなとみらい」など横浜の名所や、おす
すめの食べ物について英語で説明し、外国人とのコ
ミュニケーションを楽しめるようになるための講座
です。
◆日　程　1/22～2/19　土曜日（全5回）
◆時　間　10:00～12:00
◆受講料　　18,000円　  16,000円
◆協　力　株式会社シー・ティー・エス

英語で横浜を紹介しよう!
　　　　　　　　　【ライブ配信(録画なし)】

日本人への教授経験が豊富で、日本語が堪能な韓
国人講師と会話をしながら、自然な表現を身につけ
ます。最近の韓国事情(映画や人気ドラマなど)につ
いて触れながら、応用力を高めていきます。
◆日　程　1/8～3/12　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初級
　　　　　　　　　　　　　　  【対面講座】

テキストをもとに基本的な文法を身につけながら、
スペイン語で日常の簡単な会話や意思疎通ができ
るようになることをめざします。レッスンではテキスト
で文法を確認しつつ、よく使われる表現をペアワー
ク等で練習していきます。
◆日　程　1/11～3/15　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初級
　　　　　　　　　　　　　　  【対面講座】

あなたのストレス解消法に、手軽なアロマテラピー
を取り入れてみませんか?
植物の香り(精油)は私たちの脳へダイレクトに働き
かけ、リフレッシュさせてくれます。本講座では、アロ
マテラピーがカラダへもたらす仕組みや、ご自宅での
アロマテラピー実践法を学びます。
◆日　程　1/26　水曜日（全1回）
◆時　間　18:00～21:00
◆受講料　　7,000円　  6,600円
◆協　力　(株)アカデミック・レボ

ストレスケアのためのアロマテラピー
　　　　　　　　　　【ライブ配信(録画有)】

ライフスタイル

似合う色を身につけることで自分をより若々しく健
康的に美しく表現することができます。ドレープ(カラ
ーの布)を使い、グループレッスンで似合う色の方向
性を体感しながら、パーソナルカラーの概要をわか
りやすく紹介していきます。
◆日　程　①1/23 日曜日
　　　　　②3/6　日曜日（各全1回）
◆時　間　13:00～17:00
◆受講料　　8,000円　  7,300円
◆協　力　色彩活用研究所

パーソナルカラーレッスン 
―似合う色を発見― (1月/3月開講) 
　　　　　　　　　　　　　　　【対面講座】

「どんな色が好き?」「今はどんな色に魅かれる?」
……、あなたが何気なく選んだ色には、意味があり
ます。きれいな色に触れることで本当の心の声に気
づき、自分を知ることで気持ちが癒されていきます。
◆日　程　12/19　日曜日（全1回）
◆時　間　13:00～15:00
◆受講料　　5,000円　  4,600円
◆協　力　色彩活用研究所

カラーセラピーレッスン
―色で自分を知る―
　　　　　　　　　　【ライブ配信(録画有)】

文化・教養

皆さんと共に楽しい旅行をしているかのように、フラ
ンスの世界文化遺産はどのような背景から成立して
現在まで保存されてきたのか、そしてその魅力はどこ
にあるのかを紹介していきます。
◆日　程　2/1～3/1　火曜日（全5回）
◆時　間　13:00～14:30
◆受講料　　9,000円　  8,200円
◆講　師　東海大学名誉教授　羽生　修二

フランスの世界文化遺産を訪ねて
　　　　　　　　　　　　【ハイフレックス】



＊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。

通勤や買い物で訪れる場所も見方を変えると新しい
発見があります。歌川広重の《名所江戸百景》が描か
れた場所の歴史や周辺の見どころを、ご自身で散策を
楽しめるようご案内します。今回は、上野界隈、半蔵
門から日比谷界隈、歩いて1.5時間ほどのコースです。
◆日　程　2/1・3/1　火曜日（全2回）
◆時　間　13：00～14：30
◆受講料　　5,000円
◆講　師　国際浮世絵学会常任理事　小池　満紀子

浮世絵散歩                【対面講座】

1859年に開港した横浜は、海外からの来訪だけで
なく、日本人も海外に雄飛しました。その夢の痕跡を
座学とともに、実際に歩いて体感してみましょう。
◆日　程　2/3～3/3　木曜日（全5回）
◆時　間　13:00～14:30
◆受講料　　9,500円　  8,600円
◆講　師　神奈川大学元講師　藤村　是清

横浜を歩く
――山手公園テニス発祥記念館と山下公園の氷川丸
                                                【対面講座】

原文（現代語付き）をテキストに、時代背景や登場人
物の関係や心情など物語の展開のポイントを押さえ
ながら読んでいきます。雅な世界を楽しみましょう。
◆日　程　12/15・12/22　水曜日（全2回）
◆時　間　12：30～14:00
◆受講料　5,000円
◆講　師　聖徳大学兼任講師　宇留田　初実

早く読む『源氏物語』
̶ 『̶夕顔』～『若紫』を読む
                                                【対面講座】

上田秋成や小泉八雲と並び称される怪談の大御所、
岡本綺堂の流れるように美しい日本語をじっくりか
みしめながら、不思議な話を表現してみませんか。朗
読の醍醐味を味わってみましょう。
◆日　程　2/5～3/5　土曜日（全5回）
◆時　間　13：00～14：30
◆受講料　　9,000円　  8,200円
◆講　師　神奈川大学国際日本学部特任教授　原　良枝

朗読講座
――岡本綺堂『梟娘の話』を読む
                                                【対面講座】

普段私たちが見えていると思っているもの、実はすべ
て騙されているということをお気づきですか。
光と色の不思議な世界を体験し、理解していきます。
①「光と色のイリュージョン」
◆日　程　12/3～12/17　金曜日（全3回）
◆時　間　12:00配信
②「形と空間のイリュージョン」
◆日　程　1/14～1/28　金曜日（全3回）
◆時　間　12:00配信
◆受講料　①、②両方受講の場合
　　　　　　10,500円　  9,500円
　　　　　①または②のどちらか受講の場合
　　　　　　各6,000円　  各5,500円
◆講　師　神奈川大学名誉教授　和氣　洋美

こころと脳の心理学
錯視・錯覚の世界への誘い
                                    【オンデマンド配信】

藤原道長といえば平安中期の政権を掌握し華 し々い
道を築き、偉業を達成しました。『栄花物語』第一巻か
ら第七巻までを紐解き、道長政権はどのように誕生し
たのか、栄華を把んだのかを見ていきます。
◆日　程　2/3～3/10　木曜日（全6回）
◆時　間　13：00～14：30
◆受講料　　10,500円　  9,500円
◆講　師　神奈川大学日本常民文化研究所特別研究員　繁田　信一

藤原道長の栄華の物語
                                                【対面講座】

資格取得

◆日　程　2022/2/7～2/18
　　　　　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 ※教材費別
◆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】

◆日　程　2022/2/21～3/4
　　　　　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 ※教材費別
◆協　力　（有）ホロンエデュケーション 

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

◆日　程　2022/3/7～3/18
　　　　　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 ※教材費別
◆協　力　（有）ホロンエデュケーション 

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

自分の思いを言葉にすることにより、読む人の心を動
かすことができる、そうした充実感がエッセイにはあ
ります。文章が持つ奥深さとすばらしさを体感してい
ただけたら幸いです。５週間で一つの作品を完成して
いきます。
◆日　程　1/20～2/17　木曜日（全5回）
◆時　間　12：00配信
◆受講料　　11,500円　  10,400円
◆講　師　小説家　竹下　正哲（冴桐由）

エッセイの書き方   【オンデマンド】

平安時代の末に起きた全国的な戦乱のありさまと、
その時代を生きた人間たちの姿を、『源平盛衰記』に
注目し、『平家物語』とのさまざまな関係を発見してい
きます。
◆日　程　1/27～3/17　木曜日（全5回）
◆時　間　10：30～12：00
◆受講料　　9,000円　  8,200円
◆講　師　立教大学文学部教授　鈴木　彰

『平家物語』のやさしい読みかた
――『源平盛衰記』の章・その12
                                                【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」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。

　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ます。

楽しくDJを体験!
オンラインDJ講座・DJ入門講座

YOSHIOPC　氏プロDJ

みなとみらいに本社のあるAlphaTheta(株)協力のもと、Pioneer DJスクールによる60分のオンライ
ンDJ講座（第１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）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　①10名、②8名）

日　時 ： ①（オンラインDJ講座） 12/16(木) 20:00～21:00
　　　　 ②（DJ入門講座）       １/20(木) 20:00～21:30
会　場 ： ①　オンライン
　　　　 ②　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 ： ①　500円（消費税込）
　　　　 ②　5,000円（消費税込）

※①～②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。

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）03

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
座です。FRB(米連邦準備理事会)による金融政策の
正常化はドル・円レートにどのような影響を与え
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」02

01

■日　　時　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

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
ベ
ー
シ
ョ
ン
塾

イノベーション塾　塾長
(神奈川大学長 )
兼 子　良 夫

INNOVATION SCHOOL KU

詳細はこちら

  2022年度
４月より開催！
  申込受付中

講座プログラム

①DJの基本を学びましょう
　DJとは何なのか、何をしているのかなど講師が分かりやすく教えます。

②DJの基本ミックスを学びましょう
　DJの基本となるミックス（曲を繋げること）について受講生の疑問に
　答えながら講師が実践を交えて教えます。

③実際にやってみましょう　※DJ入門講座のみ
　実機を触りながらミックスの基本ができるまで講師が分かりやすく教
　えます。

④DJテクニックを披露
　講師が様々なテクニックを駆使したDJプレイを、解説を交えながら披
　露します。

×



対 面 講 座 ／ ハ イ フ レ ッ ク ス 講 座 に つ い て

キャンパスの施設利用につきまして
●

●
●
●

●

受講に際し、受講証をKUポートスクエアのHP内のマイページから印刷、ご持参いただくか、またはスマー
トフォン等の画面で表示できるよう設定してください。
受講日当日は、1階受付で受講証を提示し、入館証を受け取ってください。お帰りの際には、ご返却ください。
ソーシャルディスタンス（マスクをして1ｍ以上）の確保、最小限の会話でお願いいたします。
当面の間、みなとみらいキャンパス1階（レストラン、カフェ、1階ソーシャルコモンズエリア）と講座の教
室のみご利用いただけます（指定された場所以外の立入はご遠慮ください）。
会場でのお食事はご遠慮ください。

※コロナウイルス感染症の状況による入構制限、
　講座内容の変更・中止する場合があります。

受講生の皆さまへのお願い
●

●

●

受講当日は、必ずご家庭で検温し、体調をご確認の上お越しください。キャンパス入構時にも検温をお願い
しています。
いつもと違う体調不良がある場合（発熱・咳・だるさ・喉の痛み・味覚・嗅覚異常）さらに症状が消失して
から48時間経過していない場合はご受講をお断りさせていただきます。また同居者に体調不良がある場合も
同様です。
飛沫感染を防ぐため、原則として「不織布マスク」の着用をお願いします。
アルコール消毒液を用意していますので、入構時には、手指の消毒をお願いいたします。

また、下記の事項に一つでも当てはまる場合でも受講をお控えください。
　①PCR検査で陽性の者、または検査結果待ちの者、新型コロナウイルス感染者との濃厚接触の疑いがある者
　②過去14日以内に外務省から渡航中止勧告等を受けている国、地域へ渡航した者、または当該地域在住者との

　　接触がある者

みなとみらいキャンパス内の感染予防対策
●

●

●

●

教室等、多くの学生が手を触れる箇所は、薬剤散布によるウイルスを不活性化する加工を施し、接触感染の
リスクを低減しています。
ビル管理法の基準に準拠した機械換気設備を設けています。冷房/暖房の有無によらず新鮮な空気を室内に取
り入れることで講義室や演習室では1時間あたり5回以上換気されています。湿度基準、二酸化炭素濃度基準
講師/スタッフは、日常における体調管理を行い、マスク着用、うがい、手洗い等・手指の消毒を徹底してい
ます。
スタッフにいつもと違う体調不良がある場合（発熱・咳・だるさ・喉の痛み・味覚・嗅覚異常）、また同居
者に体調不良がある場合、「出勤しない・させない」を徹底しています。

｠

皆様が快適に講座を受講いただけるようご協力をお願いいたします。



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

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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