
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

現代世界の中の日本ナショナリズム
日本ナショナリズムの解剖学12
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
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◆日　程　10/7～11/25  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　有聴故実研究者　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

鉄道開業鉄道開業
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