
2023年春号　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

※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。

〈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

インターネット申し込み ： 3月1日 １０：００～    電話申し込み ： 3月3日 １０：００～
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

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～土曜日：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
　日曜日、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を始めました

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企画で

は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！

（掲載号より異なります）

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 5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
（2023年 4月～ 5月末まで）

こ
ち
ら
の
受
講
証
を

ご
提
示
く
だ
さ
い
。

※2023年2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。

横浜市都市整備局都市デザイン室　
都市デザイナー

「都市デザイン」って何!?
 －北仲南・北地区編－04

秋元　康幸
横浜国立大学・横浜市立大学  客員教授
NPO BankART1929  副代表

横浜市が推進する「創造都市政策（クリエイティブ・シティ）」は、横浜
の特徴的な歴史的建造物を残す都市デザインに加えて、文化・芸術で横浜
の都心部を活性化しようとするものです。本講座では、長年横浜市で横浜
のまちづくりに多く携わってきたBankART1929 副代表・秋元康幸氏を講
師に迎え、アーティスト・クリエーターが、横浜の街でどのような活動を
しているか、文化芸術というキーワードで横浜がどんな街を目指している
のかを探ります。

日　時 ： ①5/17(水)  19:00～20:30（座学）
　　　　②5/24(水)  19:00～20:30（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 ： 2,000円（消費税込）

横浜でクリエイティブな街を創る
～BankART1929 副代表が語るクリエイティブ・シティ～

今人気の IT パスポートや FP をはじめ、28 講座開講します！
開講時期やガイダンス動画は、資格取得講座「神大で資格」HP でご確認ください。

・日商簿記検定 3 級 /2 級
・FP3 級 /2 級（AFP）
・税理士 *
・公認会計士 *
・秘書技能検定 2 級
・旅行業務取扱管理者
・医療事務

・TOEIC® L&R TEST 対策
・通関士
・行政書士
・社会保険労務士
・宅地建物取引士
・インテリアコーディネーター
・世界遺産検定 2 級

・MOS（Word/Excel/PowerPoint）
・MOS（Word Expert /Excel Expert）　
・IT パスポート
・基本情報技術者
・色彩検定® 2 級
・色彩検定® UC 級 
・アスリートフードマイスター 3 級

* 税理士、公認会計士は、神奈川大学生のみを対象とする講座です。
※TOEIC はエデュケーショナル・テスティング・サービス（ETS）の商標登録です。
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(全2回)

横浜市西区役所  総務課
横浜市西消防署  総務・予防課

横浜市西区役所・横浜市西消防署の協力のもと、防災講座を開催。第一部
では、様々な防災対策を実施している横浜市の施策において、地震、風水
害に関する取組と、すぐにできる減災対策等を紹介します。第二部では、
火災事例から見る火災予防対策と、火災に遭遇した時、身を守るための行
動をとる注意点や横浜市内の救急状況、予防救急の必要性について解説。
また、負傷者等の搬送法や三角巾による応急処置を体験していただきます。

日　時 ： 7/13(木)  18:30～20:00（座学・体験）
　　　　
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 ： 無料
※講座中、搬送法の体験等で屈む姿勢をとることもありますので、
　動きやすい服装・靴でご参加ください。

「防災・減災対策」講座03

(全1回)

丹野　佳代子

桂　有生

福岡市科学館　
学芸員

2022年春にみなとみらいにオープンしたプラネタリウム「コニカミノルタ
プラネタリアYOKOHAMA」を運営するコニカミノルタプラネタリウム㈱
協力のもと、宇宙や星空について学ぶ講座を開催。福岡市科学館の学芸員
を講師に招き、『銀河鉄道の夜』に登場する星や星座について通常のプラ
ネタリウムの解説とは一味違う魅力をお伝えします。

日　時 ： 6/9(金)  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 ： 70名
受講料 ： 1,600円（消費税込） ※鑑賞券付
※「コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA」鑑賞券付き講座となりますので、
　ご受講後、各自お好きな時にお好きなプログラムを鑑賞いただけます。

コニカミノルタプラネタリウム協力
～『銀河鉄道の夜』に登場する星や星座たち～02

(全1回)

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が分かりやすく説明します。
今回のテーマはみなとみらい地区と関内地区の結節点、新市庁舎が建ち、
新しい開発の計画も発表された「北仲南・北地区について」です。

A日程 ： ①9/8(金)  19:00～20:00（座学）
　　　　 ②9/9(土)  10:30～12:00（まち歩き）
　　　　　 　※小雨決行。荒天時9/10(日)同時刻に延期　
会　場 ： ①神奈川大学みなとみらいキャンパス
　　　　 ②北仲エリア周辺（横浜市役所・北仲北地区開発エリア他）
定　員 ： 30名
受講料 ： 1,800円（消費税込） ※保険料含む
※歩きやすい服装でお越しください。

(全2回)

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。

×

ビジネスの最前線で活躍する中堅若手社員を対象に、経営学のエキスパートが「ソーシャルデザイン・価値創造」、
「技術経営とイノベーション」、「国際ビジネス」の分野にて、事業創造に必要な知識と方法論を伝えます。

神奈川大学、関東学院大学、横浜市立大学、横浜国立大学と「イノベーション創出の推進機関」である横浜未来機構が連携し、
事業を創造するために必要な基礎知識と手法を提供する産官学と行政の連携プログラムです。

※講座実施日程等の詳細は KU ポートスクエア HP にてご確認ください。

ソーシャルデザイン
価値創造

技術経営と
イノベーション 国際ビジネス

① 大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者。
② おおむね 5 年以上の社会人経験を有する者。

180,000 円受　講　料

30 名定　　　員

60 時間総時間数

履修資格

修了者には履修証明書が発行されます

「 YOXO アントレプレナー育成プログラム」がスタートします！
～ CSV マインドの体得：社会課題解決 × アントレプレナーシップ × 事業創造力～

■KUポートスクエア

■社会連携課

資格取得

講 座 一 覧

オンライン講座

防災講座

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年の節目にあたります。地盤環
境や地殻変動という観点から関東大震災の実像を見るとともに、21世紀の多発する自然災害を想定しなが
ら、複合災害のもとでの防災・減災、災害時における男女共同参画や性暴力、復興事業に見る合成の誤謬など
の様々な問題を検討します。

関東大震災百年の節目に地盤・地殻変動から考える地震災害

開講期間　　6月17日（土）、6月24日（土） 全2回 14：00～16：00　
受 講 料　　無料
講　　師　　先名  重樹（防災科学技術研究所・マルチハザードリスク評価研究部門主幹研究員）
　　　　　　西村  卓也（京都大学防災研究所・地震災害研究センター准教授）

2023年度
前期連続講演会

履修証明プログラム
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