
横浜市立大学が地域貢献の一環として実施する公開講座です。

日程など、変更になる場合があります。最新の情報はエクステンション講座ホームページをご覧ください。
https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/index.html

イラスト：横浜市立大学 美術部所属 難波 菜名見　タイトル文字：横浜市立大学 美術部所属 村上 夏美

令和元年度 9月～3月期

特別企画プログラム
データサイエンス

健康寿命を
のばす

語学講座 教養講座 医療講座

経営手法を学ぶ

アドバンスト医療経営・政策

8/1（木） 9：30～ Web申込先行開始
8/5（月） 9：30～ ＴＥＬ・ＦＡＸ等申込開始
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お申込から受講までの流れ

受講のご案内・注意事項（必ずお読みください）

講座の選択

受 講 開 始

コンビニ払込票と講座案内の送付

受 講 申 込

受講料払込

●申込開始
　ホームページ
　8月1日（木）9：30～

　TEL・FAX・窓口・Eメール
　8月5日（月）9：30～
●FAX申込書以外の用紙、またはEメールで
お申込みされる場合は、以下の事項を必ず
ご記入の上送信してください。
①講座名②氏名（フリガナ）③郵便番号
④住所⑤TEL⑥受講動機⑦年代⑧職業
⑨この講座を何で知ったか
※送信先にご注意ください。

●一部の講座は受講対象者を限定しています。
ご確認の上お申込みください。

●一旦納入された受講料は、本学の都合によ
る開催中止等の他は返金できません。

●受講料納入後の講座変更・コース変更・他
の講座への振替はできません。

申込受付
●特別企画プログラム・教養・語学・医療講座共に先着順に受
付します。
●FAX申込書・Eメールでの申込みについては、翌営業日までに
確認の連絡をします。連絡が無い場合は必ずお問合せください。

●申込開始前のFAX、Eメール受信分は無効です。
●横浜市立大学・大学院の卒業生は受講料の10％を割引しま
す。申込時に、卒業時氏名・生年月日・学部・学科名（必須）、
卒業年度・学籍番号をお知らせください。
●受付状況は随時変化します。最新の状況はホームページ等で
ご確認ください。原則として開講後の申込みはできません。
●医療講座では「キャンセル待ち」はありません。
●登録住所が法人の場合は、「組織名・部署名・受講者名」を登
録してください。

申込締切
●申込受付は原則として、各講座の開講日の１週間前に締切り
ます（一部の講座を除く）。
●申込受付期間内でも講座の定員に達した場合は、予告なく受
付を締切る場合があります。

●講座開講日の１週間前に本学が指定する一定人数に満たない
場合や、その他やむを得ない理由により開講を中止すること
があります。その場合は個別に連絡します。

受講案内・テキスト案内の発送
●有料講座は各講座ごとに、コンビニエンスストア「払込取扱
票」と「講座の受講案内」を講座開始２週間前を目途に登録
住所に発送します。

●講座開始の１週間前になっても「払込取扱票」と「受講案内」
が届かない場合には、地域貢献センターまでご連絡ください。
●無料講座は受講案内を発送しません。講座の詳細・注意事項
等はホームページをご確認ください。

●テキストを使用する講座（※別途テキスト代と表記）は、受
講料お支払いに関する書類に「テキストのご案内」を同封し
ますので、講座開始までにご自身でご用意ください。

受講料の支払い・キャンセル・変更
●有料講座は受講料納入をもって、受講申込が完了となります。
本学指定の払込取扱票で、記載された納付期限内にコンビニ
エンスストアで受講料をお支払いください(払込手数料は無料）。

●令和元年度後期講座より、受講料を改訂しています。
●お支払いが遅れる場合は、必ず納付期限までに地域貢献セン
ターへご連絡ください。
●受講をキャンセルされる場合は、支払の有無にかかわらず必
ず地域貢献センターまでご連絡ください。
●法人による請求書払いをご希望の場合は、地域貢献センター
までお問合わせください（銀行振込・手数料がかかります）。
●講座をやむを得ず休講にする場合は、設定がある講座のみ予
備日に振り替えます。返金はありません。

※割賦販売法が改正され、加盟店のセキュリティ強化が義務付
けられました。これに伴い本学もシステム改修を行うため、
クレジットカードによる支払を一時休止しています。皆様に
は改修が終了するまでの間、コンビニ払込取扱票でお支払い
ください。ご迷惑をおかけしますが何卒ご理解・ご協力くだ
さいますよう、よろしくお願いします。

受講上の注意
●申込者本人以外の代理出席、同伴、見学はお断りします。
●受講に際し、障害等を理由としてなんらかの配慮が必要な場
合は、事前にご相談ください。

●駐車スペースはありませんので、車・オートバイでの来校は
できません。
●講義中、講師や他の受講生に迷惑になるような行為、その他
本学が講座運営上不適切と判断する行為があった場合は受講
資格を取り消すことがあります。

●託児はありません。また、お子様同伴での受講はできません。
●災害や交通事情等により開催を中止・休講する場合がありま
す。その際には可能な限り連絡しますが、ご不明な場合は地
域貢献センターまでお問合せください。

●講座の内容や語学講座のレベルについてご不明な点は、地域
貢献センターまでお問合せください。

●使用予定テキストは、リーフレット発行時点での「予定」です。
講座レベルの参考にしてください。
　正式なテキスト案内は申込み後に発送します。

個人情報について
●お申込みの際に頂く個人情報は、条例に基づいて適切に取り
扱い、講座の運営の目的のみに使用します。
また本学から講座開催のご案内をすることがあります。案内を
希望されない場合は地域貢献センターまでお申し出ください。
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特 別 企 画 プ ロ グ ラ ム

アドバンストエクステンションプログラムとして実施する講座は、横浜市立大学大学院都市社会文化研究科の教員が企画・提供する講座群です。現代社会の問題
を深く、専門的に学びたいと考える市民の方を対象とします。

アドバンストエクステンションプログラム

講座番号

51
アフリカ現代美術への誘い
～グローバリズムとポストコロニアリズムの中で～

●11月16日 土／15：00〜16：30　●全１回
●1,700円　●定員30名

対象 一般・学生
講師 吉田栄一［横浜市立大学大学院都市社会文化研究科教授］
会場 金沢八景キャンパス

アフリカ現代アートは、かつては都市部アフリカの商業ギャラリーで一握りの開発
援助関係者や旅行者をターゲットに紹介されていましたが、欧米の大規模アート
イベントでの存在感が大きくなるにつれて、世界的な関心が高まっています。アフ
リカ現代アートに特化したオークションも欧米では開催されるようになりました。
その中心にはエルアナツイのような極少数の世界的に著名なアフリカ系作家の台
頭にありますが、現代アートへのポストコロニアリズムの影響も大きいと言えます。
かつての植民地主義との対峙の中でヨーロッパとアフリカはアートを通しても対話

を重ねています。日本ではヨーロッパの眼を通してアフリカを理解してきた部分も
ありますが、私たちはその歴史観と世界観の中でアフリカ人の表現を理解し位置
づけなおすことが求められているのではないでしょうか。本講座では欧米や日本
で紹介された数名の作家や建築家の表現を通してグローバリズムとポストコロニ
アリズムを考えてみたいと思います（本講義では建築、都市、現代アートを対象
とし、仮面彫刻のような伝統芸術や音楽は対象から除外しています）。

講座番号

52
街の顔・魅力的な駅周辺地域を考える
～地域経済や街のにぎわいの観点から～

●11月30日 土／13：00〜16：30　●全２回
●3,200円　●定員30名

対象 一般・学生 ディスカッション
講師 影山摩子弥［横浜市立大学大学院都市社会文化研究科教授］・大島誠［横浜市立大学大学院都市社会文化研究科准教授］
講師・監修 中西正彦［横浜市立大学大学院都市社会文化研究科准教授］
会場 金沢八景キャンパス

鉄道駅の周辺地域は、人々が行き交い、商業などのにぎわった空間が広がる、い
わば地域の顔です。これまで多くの駅前で開発が進められてきましたが、人口減少
時代を迎えて今後も地域の魅力を高めていくためには、空間整備だけでなく人々
の活動が持続的でなくてはなりません。本講座では都市財政、地域経済、都市計
画を専門とする教員による講義ののち、金沢八景駅前を事例として、これからの駅
周辺地域のあり方を皆で考えます。
※１日２回の連続講義です。

第１回（前半）　講義（駅周辺地域の開発と活性化）
第２回（後半）　金沢八景駅前街歩きとディスカッション
※間に休憩10分、金沢八景駅周辺までの往復時間20分程度が入ります。

講座番号

53
子ども・若者の居場所について学問的に考える
～様々な学問領域からハード・ソフトの両面を考察～

●12月7日 土／13：00〜16：10　●全２回
●3,200円　●定員30名

グループワーク

対象 一般・学生
講師 三輪律江［横浜市立大学大学院都市社会文化研究科准教授］・米田佐知子［子どもの未来サポートオフィス代表］
講師・監修 髙橋寛人［横浜市立大学大学院都市社会文化研究科教授］
会場 金沢八景キャンパス

横浜市内には、子ども・若者を対象とする様々な居場所が市民主体でつくられ
ています。どのような居場所があるかを確認し、その多様性と共通性などを検討
します。そして、未就学児と親の居場所、学童期の子どもの居場所、生活困窮
家庭の子どものための学習支援、高校内居場所カフェなどを例に、子ども・若
者の居場所について、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチ、建築
学・都市計画学・教育学・環境心理学・まちづくりや福祉の視点から考察します。
※１日２回の連続講義です。

第１回（前半）　横浜市の子ども・若者の様々な居場所（グループワークを含む）
第２回（後半）　子ども・若者の居場所に関する考察
※間に10分程度の休憩が入ります。

講座番号

54
【一般財団法人CSOネットワーク共催】
地域指標を活用した住民参画型の持続可能な地域づくり
～米国からの学びと日本の挑戦～

●1月16日 木／14：30〜16：30　●全１回
●2,300円　●定員100名

対象 一般・学生
講師 ChantalStevens［コミュニティ・インディケーター・コンソーシアムエグゼクティブダイレクター］

未定［コミュニティ・インディケーター・コンソーシアム関係者］・小柴徳明［黒部市社会福祉協議会総務課課長補佐］
未定［横浜市まちづくり関係者］・長谷川雅子［横浜市立大学非常勤講師・一般財団法人CSOネットワーク事務局次長・理事］

監修 影山摩子弥［横浜市立大学大学院都市社会文化研究科教授］
会場 金沢八景キャンパス
助成 独立行政法人国際交流基金

地域課題の解決には地域の中の様々な人や組織の力が必要です。課題や目標を
地域内で共有しそれに対する行動を促進するには、具体的な成果指標が有効で
あり、参画を促す仕組みが重要です。

本講座では、米国を中心に指標を活用した地域づくりを推進している〝コミュニ
ティ・インディケーター・コンソーシアム”によるウェブサイトを活用した参画型プロ
グラムを紹介するとともに、日本における同種の取り組みの可能性を議論します。

※各講座の詳細についてはエクステンション講座ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/）のチラシをご覧ください。
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講座番号

55
～株式会社アカサカテックの実践例に学ぶ～

「グローバル・パートナーシップの形成」
●10月31日 木／16：30〜18：30　●全１回

●2,300円　●定員30名

対象 一般・学生 グループワーク
講師 加瀬順一［株式会社アカサカテック代表取締役会長］・吉永崇史［横浜市立大学国際商学部准教授］
監修 吉永崇史［横浜市立大学国際商学部准教授］
会場 金沢八景キャンパス

本講座では、中小企業がどのようにしてグローバル・パートナーシップを形成して
いけば良いのかについて、日本ではじめてGPSシステムの開発と販売を手掛けた
株式会社アカサカテックの実践例を学びます。
「中小企業が生き残っていくための独自性の追求」「大手企業からの受託からの

脱却」「国際ビジネス」をキーワードに、SDGsのゴールの1つにもなったことで
関心が高まっている「相互に共有する目標に基づく包括的かつグローバルな連
携関係」形成の本質に迫ります。

講座番号

56
～日之出産業株式会社の実践例に学ぶ～

「SDGs達成に向けた海外人材の育成」
●11月28日 木／16：30〜18：30　●全１回

●2,300円　●定員30名

対象 一般・学生 グループワーク
講師 藤田香［日之出産業株式会社取締役］・マハマドゥテゥーレ［日之出産業株式会社エンジニア］

吉永崇史［横浜市立大学国際商学部准教授］
監修 吉永崇史［横浜市立大学国際商学部准教授］
会場 金沢八景キャンパス

本講座では、中小企業がどのようにして海外人材を育成していけばよいかについ
て、様々な事業を通じてSDGs達成に向けて積極的に取り組んでいる日之出産業
株式会社の実践例を学びます。

同社は、アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（ABEイニシアティブ）
の一環で多くの研修生を社内で受入れ、その研修生の1人を実際に正社員として
採用しました。少子高齢化社会への対応やグローバル展開についても考えます。

講座番号

57
～「横浜の町工場の中にあるカフェ」DENの実践例に学ぶ～

「地域活性化の最前線」
●1月30日 木／16：30〜18：30　●全１回

●2,300円　●定員30名

対象 一般・学生 グループワーク
講師 男澤誠［株式会社スリーハイ代表取締役］・吉永崇史［横浜市立大学国際商学部准教授］
監修 吉永崇史［横浜市立大学国際商学部准教授］
会場 金沢八景キャンパス

本講座では、工場と住宅が混在する準工業地域内でオープンした「カフェ＆ファク
トリー」DENを拠点とした地域活性化の実践例を学びます。一般社団法人横浜も
の・まち・ひとづくりが運営するこのカフェは、工房と一体になることで、ワークショッ
プなど、人と人が交流するイベントを実施しやすい空間を作り出しています。

このカフェが始まった経緯や現在の運営等について学び、今後の新しい“場”の活
用方法について考えます。

講座番号

58
～岩井の胡麻油株式会社の実践例に学ぶ～

「食品会社の海外販路開拓と地域活性化型商品開発」
●2月6日 木／16：30〜18：30　●全１回

●2,300円　●定員30名

対象 一般・学生 グループワーク
講師 岩井徹太郎［岩井の胡麻油株式会社代表取締役社長］・岩井理恵子［岩井の胡麻油株式会社営業部マネジャー］

吉永崇史［横浜市立大学国際商学部准教授］
監修 吉永崇史［横浜市立大学国際商学部准教授］
会場 金沢八景キャンパス

本講座では、企業の海外および国内のマーケティングについて、創業160年を超え
る老舗企業、岩井の胡麻油株式会社の実践例を学びます。同社が手掛けた海外の
販路開拓と、それを支える経営理念から強みを知るとともに、2018年５月に地域

活性化の一環で新たな神奈川・横浜の観光土産品として誕生し、2019年２月に
横浜市長賞も受賞した「横濱ぶぶあられ」を開発事例として紹介します。また、
胡麻油の特徴を活かした商品企画を体験するワークショップも行います。

2019年、横浜は開港160周年を迎え、多くの個性的な企業が各地で活躍しています。本プログラムでは、横浜にある企業が今まで取り組んできた地域活性化か
ら世界に向けたグローバルな取組まで、様々な手法を学び、考え、横浜から世界へ視野を広げるきっかけを作る講座群です。

横浜から世界へと視野を広げる経営手法を学ぶプログラム

データサイエンスは現在、社会で最も注目を集めている学問の1つです。本プログラムでは、横浜市立大学データサイエンス学部で取り組んでいる研究テーマと、
その魅力と将来の可能性を、担当する教員自らが分かりやすく解説します。

講座番号

59 メッシュ統計とデータ基盤 ～統計情報可視化システムの構築～ ●12月13日 金／10：30〜11：30　●全１回
●1,100円　●定員50名

対象 一般・学生
講師 佐藤彰洋［横浜市立大学大学院生命ナノシステム科学研究科・特任教授、科学技術振興機構・さきがけ研究員］
監修 中谷朋昭［横浜市立大学データサイエンス学部教授］
会場 金沢八景キャンパス

衛星データ、地質図、公的統計など空間と紐づけされたビッグデータからメッシュ
統計を作り、それらを相互に結合して分析することで意外な発見ができることを
お話しします。

また、世界規模のメッシュ統計を多言語環境にて取り扱える統計情報可視化シス
テムMESHSTATS（https://www.meshstats.xyz/meshstats/）のデモを交え、そ
の可能性をご紹介します。

データサイエンスプログラム

※各講座の詳細についてはエクステンション講座ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/）のチラシをご覧ください。
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［横浜市政策局共催］

講座番号

61 摂食嚥下のメカニズム ～よく噛んで飲み込む～ ●9月30日 月／14：00〜16：00　●全１回
●無料　●定員100名

対象 一般・福祉従事職の方
講師 千葉由美［横浜市立大学医学部看護学科教授］
会場 ウィリング横浜12階（港南区上大岡西1-6-1）　京浜急行・市営地下鉄「上大岡」駅徒歩3分

摂食嚥下は、命を保持するための栄養を取り込む重要な機能です。この機能が低
下しますと、肺に食べ物や飲み物が入り込む“誤嚥”の原因となり、さらに誤嚥は
肺炎を引き起すことにつながります。

本講座では健康長寿に向けて、誤嚥性肺炎につながる摂食嚥下のメカニズムの
説明とともに、家でもできるセルフチェックのポイント、簡易検査法、さらに誤嚥
予防体操などについて演習を含めてご紹介致します。

講座番号

62 自分の歯で美味しく食べる ～お口の衰え、大丈夫ですか？～ ●11月6日 水／10：00〜11：30　●全１回
●無料　●定員100名

対象 一般・福祉従事職の方
講師 大橋伸英［横浜市立大学附属病院歯科・口腔外科・矯正歯科、周術期管理センター助教］
会場 ウィリング横浜12階（港南区上大岡西1-6-1）　京浜急行・市営地下鉄「上大岡」駅徒歩3分

最近、かみにくかったり、むせたりすることはありませんか？年齢が進むにつれ、
お口の機能が低下してくることがあります。オーラルフレイルと呼ばれ、早くに見
つけると健康を保ちながら自分の歯でかみ、うまく飲み込むことができます。

痛くなったら歯を見てもらいに行くのではなく、定期的に歯科を受診して口腔機
能の定期チェックをしてもらうこともおすすめです。自分でできるオーラルフレイ
ル予防について説明していきます。

講座番号

63 高齢者の食支援 ～食べられない・飲みこみにくいときの食事も含めて～ ●12月13日 金／14：00〜16：00　●全１回
●材料費：500円　●定員100名

対象 一般・福祉従事職の方
講師 雁部弘美［横浜市立大学附属病院栄養部管理栄養士］
監修 渡邉眞理［横浜市立大学医学部看護学科教授］
会場 ウィリング横浜12階（港南区上大岡西1-6-1）　京浜急行・市営地下鉄「上大岡」駅徒歩3分

実習

加齢に伴う身体機能の低下から、低栄養や認知機能の低下などの問題を抱える
高齢者が増加しています。しかし、昨今栄養への配慮や運動習慣、社会参加など
を行うことで、機能の維持、改善ができることがわかってきました。高齢者の健

康寿命を伸ばし、経済活動、地域活動へ参加するしくみ作りが進んでいます。
今回は食べるという側面から私たちが知っておきたいことを一緒に学びましょう。
※食物を使った簡単な実習を行います。

講座番号

64 備えよう防災 ～看護師の立場から～ ●1月30日 木／10：00〜11：30　●全１回
●無料　●定員100名

対象 一般・福祉従事職の方
講師 今津陽子［横浜市立大学医学部看護学科講師］・青盛真紀［横浜市立大学医学部看護学科助教］
監修 渡邉眞理［横浜市立大学医学部看護学科教授］
会場 ウィリング横浜12階（港南区上大岡西1-6-1）　京浜急行・市営地下鉄「上大岡」駅徒歩3分

災害は多発しており、いつどこで発生するかわかりません。そのような時、役立
つのが日頃の備え。本講座では災害時に対応できるような具体的な備えについ
て、災害看護の研究者であり、自らも被災地に出向いて災害看護を実施している
講師から学びます。
また災害時に大切なのは感染予防。特に多くの方が避難する避難所では感染対
策は重要です。災害時の感染予防についての基本を感染症看護専門看護師であ
る講師から学びます。

第１部　日頃からできる防災対策
第２部　災害時の感染予防

申込開始

8/19月

申込開始

9/17火

申込開始

10/11金

申込開始

11/11月

健康寿命とは、「病気をしていない期間」ではなく「介護を受けないで自立している期間」のことです。最期まで、健康でいきいきとした生活を送りたい…そん
な市民の方々に、役立つ知識を提供し、受講された方々それぞれにできることを考えていただける講座群です。※よこはま福祉・保健カレッジ連携事業

健康寿命を延ばすためにできることを考えるプログラム［社会福祉法人横浜市社会福祉協議会共催］

講座番号

60 データサイエンスで解き明かす 物質・生物の世界 ●12月13日 金／12：50〜14：20　●全１回
●1,700円　●定員30名

対象 一般・学生
講師 立川仁典［横浜市立大学データサイエンス学部教授］
監修 中谷朋昭［横浜市立大学データサイエンス学部教授］
会場 金沢八景キャンパス

データサイエンス・シミュレーションで物質の振る舞いをコンピュータで見てみま
しょう！初めに物質の世界の仕組みや、それをコンピュータで扱う手法に関して、
いくつかの具体例を提示しながら説明します。

その後、物質の様子やたんぱく質の振る舞いを、具体的にアプリを操作するこ
とにより体感してもらいます。
※本学のPCを使用し、実習形式で行います。

※各講座の詳細についてはエクステンション講座ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/）のチラシをご覧ください。



6

教

養

講

座

医

療

講

座

▼

語

学

講

座

▼

語

学

講

座

英 語
講座番号

156
Holidays Around the World ～世界の祝祭日を英語で学ぼう～   初中級  ●火／10：30〜12：00　●全10回

●19,500円
（英検Ⓡ準2級〜2級程度）

ディスカッション ペアワーク グループワーク
対象 一般・学生
講師 MatthewBurton［横浜市立大学PEインストラクター］

This is a class foranyonewho is interested inpracticing listeningand
speakingactivitiesinEnglishwhileenjoyinginformationaboutholidaysand
culturaleventsfromallovertheworld.Theteacherwillprovidehandouts,
discussionpointsandencouragestudents tothink,discussandtrytotalk
aboutinterestingholidaysandfestivalsaswellcomparethemtoeventsin
Japan.
※外国人講師による英語の授業です。

9月24日 第１回 Introductiontoteacher/students,January
10月 1日 第２回 February
10月 8日 第３回 March
10月15日 第４回 April
10月29日 第５回 May
11月12日 第６回 June
11月19日 第７回 July/August
11月26日 第８回 September
12月 3日 第９回 October
12月10日 第10回 November/December
12月17日 予備日

講座番号

151
Movie Club 2 ～Discussing Different Genres～   初中級  ●火／17：00〜18：30　●全10回

●19,500円
（英検Ⓡ準2級〜2級程度）

ディスカッション
対象 一般・学生・高校生
講師 CameronNitta［横浜市立大学PEインストラクター］

ComeanddiscussinterestingmoviesinEnglish!
In this filmclub, studentswillbuild-up their speaking skillsbywatching
anddiscussing filmsbasedondifferentgenres.Wewillworkon simple
discussionskillsandpracticeexpressingopinionseachweek.
Thefocusoftheclasswillbeto introducegenrespecificvocabularyand
overallfilmtheory tohelpstudentsexpress their ideasclearly.So ifyou
enjoywatchinganddiscussingfilms,pleasecomeandjoinus.
※外国人講師による英語の授業です。

10月 8日 第１回 ClassicMovie:Casablanca
10月15日 第２回 Romance:50FirstDates
10月29日 第３回 Adventure:theGoonies
11月12日 第４回 Animated:theIronGiant
11月19日 第５回 Comedy:PatchAdams
12月 3日 第６回 FilmNoir:WhoFramedRogerRabbit
12月10日 第７回 ScienceFiction/Fantasy:the5thElement
12月17日 第８回 HolidayMovie:Elf
1月 7日 第９回 Drama:thePursuitofHappyness
1月14日 第10回 CrimeMovie:CatchMeifYouCan
1月21日 予備日

PEインストラクターは、本学プラクティカルイングリッシュセンター（PE）の講師陣です。教養講座でも、英語で授業を行う講座を予定しています。

定 員  20名

語学講座会場  金沢八景キャンパス　 定 員  20名語 学 講 座
≫語学を通して新しい一歩を踏み出す

語学講座会場  金沢八景キャンパス
使用予定テキスト  一部の講座のみ記載（正式な案内はお申込後送付します）

先着順に受付けます。抽選はありません。
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講座番号

65 医療経営学入門講座 ●金／18：30〜20：30　●全２回
●2,000円　●30名

対象 一般・学生
講師 黒木淳［横浜市立大学国際商学部准教授］・上村知宏［独立行政法人福祉医療機構経営サポートセンターコンサルティンググループチームリーダー］
監修 黒木淳［横浜市立大学国際商学部准教授］
会場 横浜市開港記念会館（中区本町1-6）

医療関係者、行政関係者を対象に、医療経営管理者を養成することを目的として、
医療経営学の入門を学ぶ講座です。本講座では、医療経営改善の実現方法およ
び経営分析の2つの視点から医療経営について学びます。

9月27日 第１回 病院経営におけるEBMgtと管理会計
10月18日 第２回 病院経営における財務分析

講座番号

66 医療政策学入門講座 ●金／18：30〜20：30　●全３回
●3,000円　●30名

対象 一般・学生
講師 戸谷義幸［横浜市立大学附属病院血液浄化センター長、社会保険診療報酬支払基金主任審査委員］・中澤よう子［神奈川県保健医療局医務監］

石原淳［横浜市立市民病院病院長］・修理淳［横浜市医療局局長］
監修 黒木淳［横浜市立大学国際商学部准教授］
会場 第１回、第３回　横浜市開港記念会館（中区本町1-6）、第2回　波止場会館（中区海岸通1-1）

医療関係者、行政関係者を対象に、医療経営管理者を養成することを目的として、
医療政策学の入門を学ぶ講座です。本講座では、社会保険支払の仕組み、神奈
川県における医療政策、医療政策と医療経営のかかわりの3つの視点から医療政
策について学びます。

11月 1日 第１回 我が国の保健医療制度と社会保険診療報酬支払基金の役割
11月 8日 第２回 神奈川県の医療政策
11月15日 第３回 横浜市立市民病院の再整備計画と再整備後の構想
※開催日によって会場が異なります。

高齢化とともに急速に変化する医療環境に対し、複雑な都市の医療システム構築に貢献できる経営人材の育成が求められています。本プログラムでは、それに
必要な医療政策や医療経営に関する基本的内容を学ぶ講座群です。

医療経営管理者養成プログラム［横浜市医療局共催］

※各講座の詳細についてはエクステンション講座ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/）のチラシをご覧ください。



7

特
別
企
画
プ
ロ
グ
ラ
ム

教

養

講

座

医

療

講

座

▼

語

学

講

座

▼

語

学

講

座

講座番号

152
Short Story Reading Club 2   中級〜中上級  
～Discussing 1001 Arabian Nights ～

●水／17：00〜18：30　●全10回
●19,500円 ※別途テキスト代

（英検Ⓡ2級〜準1級以上程度）

ディスカッション
対象 一般・学生・高校生
講師 CameronNitta［横浜市立大学PEインストラクター］

Dostorieshave thepower to savea life?Foronenewqueen,Queen
Scheherazade,tellingastoryeachnightwastheonlywaytostayalive.
Comeandjoinourreadingclubasweexplorethe1001ArabianNights,
a collectionof classic folk tales from theMiddleEast andSouthAsia
publishedduringtheIslamicGoldenAge.
Inthisreadingclub,studentswillpracticetheirdiscussionskillsbysharing
theiropinionsaboutshortstoriesinsmallgroups.Eachweek,wewilllook
at adifferent short story fromthe1001ArabianNights  collectionof
stories.※外国人講師による英語の授業です。

使用予定テキスト ：1001ArabianNights(OxfordStoryCollections)
出版社／OxfordUnivPr
著者／GeraldineMcCaughrean

10月 2日 第１回 ArabianNightsandtheMarriageofShahrazad
10月 9日 第２回 SinbadtheSailor
10月16日 第３回 ContinueSinbadtheSailor
10月23日 第４回 AliBabaandtheFortyThieves
10月30日 第５回 TheLandAbdallahandtheSeaAbdallah
11月13日 第６回 TheCrowandtheFox/TheWonderfulBag
11月20日 第７回 TalesofAlaal-Din(Aladdin)/TheFishermanandtheBottle
11月27日 第８回 Alaal-Din(Aladdin)andBadral-Budur
12月 4日 第９回 TaleoftheEbonyHorse
12月11日 第10回 ContinuetheTaleoftheEbonyHorse&TheNightEmptyofallStories
12月18日 予備日

講座番号

153
Japanese Culture in English ～英語で伝える日本の文化～   中級  ●木／17：00〜18：30　●全10回

●19,500円
（英検Ⓡ2級〜準1級程度）

ディスカッション

対象 一般・学生
講師 PaulNehls［横浜市立大学PEインストラクター］

ThiscoursewillexploreJapanesecultureusingEnglish.Participantswill
learnhowtodescribeandexplainJapaneseculturetoforeignpeople,as
wellaslearnmoreaboutJapaneseculturethemselves!
WithmoreandmoretouristsinJapaneveryyear,andthe2020Olympics
aroundthecorner,thiscourseisdesignedtoprepareparticipantstohelp
foreignerstheymeet,orincasetheywishtoworkorvolunteerwithforeign
visitors.
※外国人講師による英語の授業です。

9月26日 第１回 Introductiontothecourse,Firstsubjecttointroduce
10月 3日 第２回 Secondsubject:Japaneseartandcrafts
10月10日 第３回 PlacesinJapan
10月17日 第４回 Holidaysandotherspecialdays
10月24日 第５回 Food
11月14日 第６回 Manners
11月21日 第７回 Mannersandhospitality“Omotenashi”
11月28日 第８回 CoolJapan
12月 5日 第９回 ModernJapaneseLifestyle
12月12日 第10回 Reviewandshortpresentations
12月19日 予備日

講座番号

154
Recent Short Stories ～Catharine's special selection～   中級  ●金／14：30〜16：00　●全10回

●19,500円 ※別途テキスト代

（英検Ⓡ2級〜準1級程度）

ディスカッション

対象 一般・学生
講師 CatharineNagashima［元横浜市立大学非常勤講師］
監修 鈴木伸治［横浜市立大学国際教養学部教授］

Shortstorieshavethepowertoliftusawayfromourregularlives.They
capturespecialmomentsthatwemaybeabletorelateto.Theyaremore
compactthannovels,donotlingeron,usuallyendabruptly.Thisselection
isbasicallyAmerican,buttakesusalsotoNigeria,Ethiopia,Bangladeshand
Japan.Themescoversuicide,anthropomorphism,guilt,parenting,family
bonds,culturaldifferences,diasporaandexploitation.
Thegoalofthiscourseistodiscoverthepowerofshortstoriestobe
thoughtprovokingandtoopenourminds.※外国人講師による英語の授業です。

使用予定テキスト ：TheBestAmericanShortStories2016
出版社／MarinerBooks
著者／JunotDíaz

11月 1日 第１回 BridgebyDanielJ.O'Malley
11月 8日 第２回 TheGreatSilencebyTedChiang
11月15日 第３回 ApollobyChimamandaNgoziAdichie
11月22日 第４回 ColdLittleBirdbyBenMarcus
11月29日 第５回 SecretStreambyHectorTobar
12月 6日 第６回 SuitcasebyMeronHadero
12月13日 第７回 GarmentsbyTahmimaAnam
12月20日 第８回 OnThisSidebyYukoSakata
1月10日 第９回 TheBearsbySarahShun-LienBynum
1月24日 第10回 TheLeticianAgebyYalitzaFerreras
1月31日 予備日

講座番号

155
Let's talk about current events in easy English   中級  
～時事ニュースについて簡単な英語で話そう～

●土／10：30〜12：00　●全５回
●9,900円

（英検Ⓡ2級〜準1級程度）

ディスカッション ペアワーク グループワーク
対象 一般・学生・高校生
講師 五十嵐陽子［横浜市立大学PEインストラクター］

英語はある程度は読めるけれど、もっと話す練習をしたい。英字新聞はハードルが
高いけれど、時事ニュースについて英語で読んだり、話したりしてみたい。そんな
方を歓迎します。いろいろな分野のニュース(英語学習者向けのインターネット記事
や新聞の記事）を読みながら、ディスカッションに必要な表現を学び、実際にそれ
を使って話し合う実践的な講座です。ペアワークやグループワークを取り入れた参
加型のレッスンで楽しく英語コミュニケーションスキルを高めましょう。
※講義はリスニングの向上を目指し基本的に英語で行いますが、レッスンのポイン
トなどは日本語でも説明いたします。

10月26日 第１回 TeacherandStudentIntroduction/CourseDescription
11月 9日 第２回 LearningDiscussionExpressions&TalkingaboutCurrentTopics①
12月 7日 第３回 LearningDiscussionExpressions&TalkingaboutCurrentTopics②
12月21日 第４回 LearningDiscussionExpressions&TalkingaboutCurrentTopics③
1月11日 第５回 Goingovertheskills&TalkingaboutCurrentTopics④
2月 1日 予備日

英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
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講座番号

251
中国語の最初歩Ⅰ～基礎の基礎から中国語を学ぶ～   入門  ●水／14：30〜16：00　●全12回

●22,600円 ※別途テキスト代
●定員20名

演習

対象 一般・学生
講師 渡邊賢［横浜市立大学非常勤講師］

中国語を学んだことのない方、また独学してみたけれども挫折した方などを対象
として、中国語の発音の基礎から簡単な日常会話を学びます。中国語の一単語は、
一音節で声（子音）・韻（母音に相当）・調（４種類のトーン）から成り、この
三者がきちんと発音されなければ、意味をもったコトバにはなりません。したがい
まして本講座におきましては当面中国語を話すための口を作ることに力をおきま
す。普段日本語を話している時には使わない口や舌の形になりますので結構疲れ
ますが、しっかりやれば中国人に通じる中国語音が身に着くのはもちろん、腦の
活性化や美容の効果も期待できます。
※本講座は平成31年度前期開講講座と同一内容です。
※毎回、先週までの復習を行います。

使用予定テキスト ：真剣に学び続ける人の中国語教本（入門編）
出版社／アルク
著者／本間史

10月 2日 第１回 ６つの単母音と４つの声調
10月 9日 第２回 21ある声母（子音）のうちの11
10月16日 第３回 残りの10の声母（子音）
10月23日 第４回 13の複号母音、「人称代名詞」や簡単な口語表現
10月30日 第５回 16の鼻母音、自分の姓名を華音で発音
11月13日 第６回 数字の言い方
11月20日 第７回 教科書第45頁を利用し、発音の総合的な復習
11月27日 第８回 判断文および日常挨拶などの練習
12月 4日 第９回 動詞述語文
12月11日 第10回 形容詞述語文
12月18日 第11回 各種の疑問文
1月 8日 第12回 これまで学習した発音・語法の総合的な復習
1月15日 予備日

講座番号

252
中国語の最初歩Ⅵ ～中国語の会話の基礎を学ぶ～   初級  ●水／12：50〜14：20 ●全12回

●22,600円 ※別途テキスト代
●定員20名

演習

対象 一般・学生
講師 渡邊賢［横浜市立大学非常勤講師］

平成31年度前期に開講した「中国語の最初歩Ⅴ」の続きです。中国語発音の基
礎を習得した方々を対象として、発音の矯正や定着をはかりつつ、日常会話に必
要な句形や語法、語彙を学びます。付け焼刃ではない、応用力の効く中国語力
を身に着けましょう。

使用予定テキスト ：真剣に学び続ける人の中国語教本（入門編）
出版社／アルク
著者／本間史

10月 2日 第１回 これまで学習した発音や語法事項の確認①
10月 9日 第２回 これまで学習した発音や語法事項の確認②
10月16日 第３回 「動賓構造（動詞＋目的語）」の復習と「離合詞」
10月23日 第４回 比較の表現
10月30日 第５回 日本語とは異なる「倍数」に関する表現
11月13日 第６回 「有」を用いた比較の表現
11月20日 第７回 さまざまな「ちょっと」の表現
11月27日 第８回 「把字句」　処置文について
12月 4日 第９回 「被動句」　受け身文について
12月11日 第10回「連動式句」について
12月18日 第11回「存在現象文」や各種の「複文」
1月 8日 第12回 これまで学んだ各種の表現の復習
1月15日 予備日

講座番号

253
初級フランス語１  初級  ●木／10：30〜12：00・水／12：50〜14：20　●全10回
対象 一般・学生
講師 平松尚子［横浜市立大学国際教養学部准教授］・ナタリーロブエ［横浜市立大学非常勤講師］
監修 平松尚子［横浜市立大学国際教養学部准教授］

●19,500円 ※別途テキスト代
●定員30名

グループワーク ペアワーク

平成31年度前期開講講座「はじめてのフランス語」の続編ですが、この講座を
受講していない方も歓迎します。日本人講師とネイティブ講師が毎週交替で授業
を行い、文法項目の習得から実践練習へとスムーズに繋げることを目指します。
ペアワークやグループワークを中心に、アクティビティを通じて実際にフランス語
を使いながら「話す・聞く・読む・書く」の運用能力をバランスよく身につけて
いきましょう。予習は必要ありませんが、宿題や復習を含めた授業外活動の時間
を取れることが望ましいです。

使用予定テキスト ：ワークブック付　場面で学ぶフランス語１［三訂版］
出版社／三修社
著者／高橋百代・NicolasJEGONDAY・林宏和・
CédricYAHYAOUI

10月 3日 第１回 「イントロダクション」フランス語で簡単な自己紹介
Leçon1〜4の復習

10月 9日 第２回 Leçon5:Lafamille(1)家族
10月17日 第３回 Leçon5:Lafamille(2)家族
10月23日 第４回 Leçon5:Lafamille(3)家族
10月31日 第５回 Leçon6:Lesobjets持ち物(1)
11月13日 第６回 Leçon6:Lesobjets持ち物(2)
11月21日 第７回 Leçon6:Lesobjets持ち物(3)
11月27日 第８回 Leçon7:Ladateetl’heure日付と時刻(1)
12月 5日 第９回 Leçon7:Ladateetl’heure日付と時刻(2)
12月11日 第10回 Leçon7:Ladateetl’heure日付と時刻(3)

RévisionLeçon5-7:第５課から第７課の復習
12月18日（水）予備日　12：50〜14：20
12月19日（木）予備日　10：30〜12：00

講座番号

254
フランス語応用編 －書く－  中級  ●金／12：50〜14：20　●全10回

●19,500円 ※別途テキスト代
●定員30名

グループワーク ペアワーク

対象 一般・学生
講師 三上典生［横浜市立大学非常勤講師］　 監修 平松尚子［横浜市立大学国際教養学部准教授］

「フランス語応用編」は中級者を対象とした講座です。今学期は特に「書く」練
習を中心に、フランス語の総合的な運用能力をつけることを目指します。ペアワー
クやグループワークを取り入れて、アクティビティを通じて実際にフランス語を使い
ながら「話す・聞く・読む・書く」の運用能力をバランスよく身につけていきましょ
う。予習は必要ありませんが、宿題や復習を含めた授業外活動の時間を取れるこ
とが望ましいです。

使用予定テキスト ：『新フランス語作文実習Ⅱ』
出版社／駿河台出版社
著者／中村栄子

10月 4日 第１回 イントロダクション『新フランス語作文実習II』1課：時制
10月11日 第２回 2課：時の関係を表わす文法語
10月18日 第３回 3課：時の表現
10月25日 第４回 4課：比較級、最上級
11月 1日 第５回 5課：関係代名詞
11月 8日 第６回 6課：準（半）助動詞
11月15日 第７回 7課：〜と思う［判断の表現］
11月22日 第８回 8課：依頼・命令・禁止の表現
11月29日 第９回 9課：条件・仮定・推測の表現
12月 6日 第10回 10課：理由・状況・対立
12月13日 予備日

※各講座の詳細についてはエクステンション講座ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/）のチラシをご覧ください。
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講座番号

255
はじめてのスペイン語5   初級  ●金／12：50〜14：20　●全10回

●19,500円　※別途テキスト代
●定員30名

グループワーク ペアワーク

対象 一般・学生
講師 オリオルセグ［横浜市立大学非常勤講師］　 監修 平松尚子［横浜市立大学国際教養学部准教授］

平成31年度前期開講講座「はじめてのスペイン語4」の続編ですが、この講座
を受講していない方も歓迎します。ネイティブ講師が授業を行い、文法項目の習
得から実践練習へとスムーズに繋げることを目指します。予習は必要ありませんが、
宿題や復習を含めた授業外活動の時間を取れることが望ましいです。

使用予定テキスト ：Entreamigos1
出版社／朝日出版社
著者／スペイン語教材研究会

10月 4日 第１回 前期の復習：間接目的語の代名詞、比較
10月11日 第２回 前期の復習：gustar動詞、動詞の比較、副詞の比較
10月18日 第３回 Unidad11：動詞doler
10月25日 第４回 Unidad11：状態、体調を表す（estar+形容詞・tener+名詞）
11月 1日 第５回 Unidad11：義務を表す（tenerque+不定詞infinitivo/Hayque+不定詞infinitivo）
11月 8日 第６回 Unidad11：不定語と否定語
11月15日 第７回 Unidad12：点過去動詞（1）
11月22日 第８回 Unidad12：点過去動詞（2）
11月29日 第９回 Unidad12：所有詞後置形
12月 6日 第10回 復習
12月13日 予備日

講座番号

256
スペイン語会話   中級  ●水／12：40〜14：10　●全10回

●19,500円 ※別途テキスト代
●定員30名

グループワーク ペアワーク

対象 一般・学生
講師 オリオルセグ［横浜市立大学非常勤講師］　 監修 平松尚子［横浜市立大学国際教養学部准教授］

平成31年度前期開講講座「スペイン語会話」の続編ですが、この講座を受講し
ていない方も歓迎します。ネイティブ講師が授業を行い、テキストの会話を中心に、
文法項目の習得から実践練習へとスムーズに繋げることを目指します。予習は必
要ありませんが、宿題や復習を含めた授業外活動の時間を取れることが望ましい
です。

使用予定テキスト ：ELEactualB1
出版社／SM
著者／VirgilioBorobio,RamónPalencia

10月 2日 第1回 前期の復習：未来形
10月 9日 第2回 前期の復習：点過去　線過去
10月16日 第3回 前期の復習：過去完了
10月23日 第4回 前期の復習：前置詞
10月30日 第5回 Unidad5:接続法
11月13日 第6回 Unidad5:接続法.期待を表す

文化：Deseosparaelañonuevo
11月20日 第7回 Unidad5:接続法Cuando+subjuntivo（1）

文化：Lasuvasdenochevieja
11月27日 第8回 Unidad5:接続法Cuando+subjuntivo（2）
12月 4日 第9回 Unidad5:接続法
12月11日 第10回 復習
12月18日 予備日

講座番号

257
よくわかるドイツ語文法 ～根本理解、ドイツ語のしくみ～   初・中級  ●木／16：10〜18：10　●全10回

●26,000円 ※別途テキスト代
●定員30名

演習

対象 一般・学生・高校生
講師 岡田公夫［横浜市立大学特別契約教授］

「ドイツ語は文法が難しいから…」ということばをよく耳にします。この講座では
ことばのしくみから文法を考えていきます。ドイツ語の文法の突破すべき要点を
わかりやすく解説し、基本の練習問題を解きながら確実に進めていきます。こと
ばの学習には「なぜ？」と尋ねてはいけないということも言われますが、決して
そんなことはありません。「なぜ？」がわかればおのずと理解も深まります。外国
語学習のポイントも合わせて身につきます。

使用予定テキスト ：基礎ドイツ語　文法ハンドブック
出版社／三修社
著者／岡田公夫、清野智昭

9月26日 第１回 導入　ことばのはたらきと文法、ドイツ語文法の基本：定形と定形第2位
10月 3日 第２回 格表示：冠詞類　格表示の基礎、〈ことがら〉と格
10月10日 第３回 格表示の拡張：形容詞　形容詞と格表示、名詞化の周辺
10月17日 第４回 格形を補う前置詞　前置詞の格支配、前置詞格目的語
10月24日 第５回 語順の基礎(1)　〈ことがら〉と〈伝達〉、主文と副文
10月31日 第６回 語順の基礎(2)：分離動詞の考え方；助動詞構文、前つづりによる動詞語義の拡張
11月14日 第７回 代名詞の世界　人称代名詞のはたらき、構文の機能；再帰動詞
11月21日 第８回 接続法とその周辺(1)　発話者と〈ことがら〉、動詞の定形
11月28日 第９回 接続法とその周辺(2)　〈話し手の態度〉様態表現、話法詞；心態詞
12月 5日 第10回 まとめ　総まとめと補遺、今後の学習法
12月12日 予備日

講座番号

258
初級ドイツ語2 ～Wie geht's?で仲間を増やそう～   初級・学びなおしたい方  ●水／14：00〜15：30　●全5回

●9,900円 ※別途テキスト代
●定員20名

グループワーク ペアワーク

対象 一般・学生
講師 池谷尚美［横浜市立大学非常勤講師］・スザンネマテーイ［横浜市立大学非常勤講師］

ドイツ語を始めて間もない方を対象にした講座です。平成31年度前期開講講座
「初級ドイツ語」の続きですが、挨拶やアルファベートを知っていれば今回から
でも参加できます。既習者の方も歓迎します。この講座では、体調について尋ね
たり、家族や友達を紹介する言い方を学びます。4技能をバランスよく伸ばし、着
実に学習内容を定着させます。授業は日本人講師とドイツ人講師が交代で担当し、
ドイツ人講師はドイツ語で授業をします。

使用予定テキスト ：Schritteinternational1
出版社／HueberVerlag
著者／DanielaNiebusch他

9月25日 第１回

「元気ですか？」と尋ねる・答える、家族や身近な人を紹介
する、プロフィールについて質問したり答えることができる。

10月 2日 第２回
10月 9日 第３回
10月16日 第４回
10月23日 第５回
1月15日 予備日

⎫
⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

※各講座の詳細についてはエクステンション講座ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/）のチラシをご覧ください。
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講座番号

259
シーンで学ぶドイツ語中級    中級・学びなおしたい方  
～仕事の場面　Arbeitswelt～

●水／14：00〜15：30　●全5回
●9,900円 ※別途テキスト代　●定員20名

グループワーク ペアワーク
対象 一般・学生
講師 池谷尚美［横浜市立大学非常勤講師］・スザンネマテーイ［横浜市立大学非常勤講師］

今回は第３課の最後と、主に仕事の場面でのドイツ語（第４課）を取り上げます。「〜
したほうが良い」という促しの表現や「もし〜なら」という仮定の表現、電話の
取次ぎなどを学びます。授業は日本人講師とネイティブ講師が交互に努め、ネイ
ティブ講師はドイツ語で授業します。令和元年度前期開講講座「シーンで学ぶド
イツ語中級」の続きになりますが、継続の方だけでなく、以前にドイツ語を学ん
でいた方や学びなおしたい方の申し込みも歓迎します。

使用予定テキスト ：Schritteinternational3
出版社／HueberVerlag
著者／SilkeHilpert他

11月13日 第１回
「〜したほうが良い」というアドヴァイスができる、「もし
〜なら」という仮定の表現ができる、職場で電話をとる、
職業のタイプについて話す。

11月20日 第２回
12月 4日 第３回
12月11日 第４回
1月 8日 第５回
1月22日 予備日

講座番号

260
歌で学ぶドイツ語   レベル不問  ●水／14：00〜15：30　●全3回

●5,900円　●定員20名対象 一般・学生
講師 スザンネマテーイ［横浜市立大学非常勤講師］

ドイツ語圏で歌い継がれる歌(Volkslied)を歌いながら、ドイツ語を楽しく学ぶ講
座です。歌の背景、歌詞の内容を講師が丁寧に指導します。音楽の知識は要りま
せん。楽譜が読めなくても大丈夫。ドイツ語ができなくても問題ありません。ド
イツ語の歌や音楽に興味がある方なら参加できます！ドイツ語の特徴的なリズム
や発音に音楽からアプローチします。

10月30日 第１回 毎回異なるドイツ語の歌を取り上げます。ドイツ語で歌を
うたいながら、歌詞についての理解を深めます。
※講師はドイツ音楽教育ディプロマ取得。授業はドイツ語
で行います。

11月27日 第２回
12月18日 第３回

講座番号

261
タイ語読解入門2 ～タイ文字を学んでみよう～   初級  ●水／16：10〜17：40　●全12回

●22,600円 ※別途テキスト代
●定員20名対象 一般・学生

講師 柿崎一郎［横浜市立大学国際教養学部教授］

タイ語は独自の文字を使用しているため、とっつきにくい感じがするかもしれませ
ん。しかし、規則を覚えてしまえばタイ文字を読み書きすることはそれほど難しく
はありません。この講座では、平成31年度前期講座に引き続きタイ文字の読み
方と書き方を学んで、簡単なタイ語の文章が読み書きできるようになることを対
象とします。なお、平成31年度前期のタイ語読解入門①の続編となりますので、
テキストの前半（12課）までの内容を理解している方を対象とします。

使用予定テキスト ：教科書　タイ語
出版社／めこん
著者／柿崎一郎

9月25日 第１回 13課　デーチャーは学校に行きたいです
10月 2日 第２回 14課　チューチャイはどこから来ましたか？
10月 9日 第３回 15課　彼の名前は何ですか？
10月16日 第４回 16課　ご飯を食べましょう
10月30日 第５回 17課　僕は日本人です
11月 6日 第６回 18課　何時に家を出ますか？
11月13日 第７回 19課　デーチャーは学校に行かねばなりません
11月20日 第８回 20課　こんにちは、お元気ですか？
11月27日 第９回 21課　マーニーはピティと親しいです
12月 4日 第10回 22課　政府は国を開発します
12月11日 第11回 23課　おじいさんは家を建て終えました
12月18日 第12回 24課　焼鳥が一番おいしいです
12月25日 予備日

講座番号

262
すぐに役立つイタリア語会話 2    初級  
～Learning the Italian Language for Communication Purposes 2～

●水／17：00〜18：30　●全12回
●22,600円 ※別途テキスト代

●定員20名
グループワーク ペアワーク対象 一般・学生・本学ベネチア大学交換留学派遣学生・高校生

講師 EmilianoBosio［横浜市立大学ＰＥインストラクター］

歴史、美術、音楽、そして美食。尽きることのない魅力にあふれるイタリアに、
より身近に、深く、そして何よりも楽しく触れるための第一歩。憧れのイタリアを
より親しく理解するためのイタリア語講座です。本学PracticalEnglishCenterの
イタリア人インストラクターを講師に、具体的シチュエーションに応じたイタリア
語のやり取りの練習を中心に、イタリア語の基礎を学んでいきます。
※授業は英語で行いますが、テキストは日本語です。
※ある程度の英語理解力が必要です。

使用予定テキスト ：最新ア・ゾンゾ更新改訂版－イタリア語そぞろ歩き－
出版社／朝日出版社
著者／一ノ瀬俊和

10月 9日 第１回 Greetingsfromtheinstructor–Coursedescriptionand
introductions+GreetingsinItalian–Part1

10月16日 第２回 GreetingsinItalian–Part2
10月23日 第３回 EatinginItaly:lunch–Part1
10月30日 第４回 EatinginItaly:dinner–Part2
11月13日 第５回 WatchingItalianmovies
11月20日 第６回 VisitingItalianmonuments
11月27日 第７回 Visitingthebank
12月 4日 第８回 Conversationattheairport
12月11日 第９回 Conversationwithadoctor
12月18日 第10回 GoingtoapartyinItaly
1月 8日 第11回 VisitingtheDuomo
1月15日 第12回 TravellingtoVenice
1月22日 予備日

講座番号

263
韓国語中級Ⅰ  初級〜中級  ●金／13：00〜15：00　●全12回

●30,100円 ※別途テキスト代
●定員20名対象 一般・学生

講師 大野祐二［横浜市立大学非常勤講師］

初級文法（丁寧形・否定形・尊敬形・過去形・連体形・不規則活用など）を
学習をした方を主たる対象とし、基礎知識を活用しながら更なるレベルアップを
図ります。平成31年度前期講座の続編です。

使用予定テキスト ：できる韓国語　初級Ⅱ〈新装版〉
出版社／DEKIRU出版
著者／新大久保語学院

9月20日 第1回 初級文法の復習：用言の活用を中心に
9月27日 第2回 慣用表現（1）：「○○しています」「○○しないでください」

10月 4日 第3回 慣用表現（2）：推量表現
10月11日 第4回 慣用表現（3）：「○○する前に」「○○した後に」「○○する方だ」
10月18日 第5回 慣用表現（4）：時間の経過/意図/動詞・形容詞の名詞化
10月25日 第6回 주다/주시다/드리다の使い方
11月 8日 第7回 意志・願望表現のいろいろ
11月15日 第8回 状態の変化を表す表現、回想連体形
11月29日 第9回 間接話法と直接話法（1）
12月 6日 第10回 間接話法と直接話法（2）
12月13日 第11回 韓国語の受身/使役表現について
12月20日 第12回 TOPIK、ハングル検定の過去問に挑戦してみる
1月10日 予備日

⎫
⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

⎫
⎜
⎬
⎜
⎭

※各講座の詳細についてはエクステンション講座ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/）のチラシをご覧ください。
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講座番号

264
はじめてのトルコ語 ～トルコ語入門講座～   入門  ●火／12：50〜14：20　●全10回

●19,500円 ※別途テキスト代
●定員30名

グループワーク ペアワーク

対象 一般・学生
講師 奥美穂子［横浜市立大学非常勤講師］　 監修 山﨑和美［横浜市立大学国際教養学部准教授］

トルコ語を初めて学ぶ方を対象とする入門編の講座です。イスラーム世界の三大
言語のうちの一つであるトルコ語ですが、チュルク（トルコ）系言語を話すのはト
ルコ共和国のトルコ人だけではありません。中央アジアのトルコ系諸民族やコーカ
サスのアゼルバイジャン人、中国のウイグル族も、チュルク（トルコ）系の人々で
あり、トルコ語はとても重要な言語であると言えます。トルコ語は実は日本語とも
似ている言語で、日本人には勉強しやすいです。トルコ語の初級文法を学び、実
際にトルコ人と簡単な挨拶と自己紹介ができるようになることを目的とします。

使用予定テキスト ：ニューエクスプレスプラス　トルコ語《CD付》
出版社／白水社
著者／大川博

10月 1日 第１回【ガイダンス】イントロダクション、トルコ語の特徴、アルファベット、発音
10月 8日 第２回【音と格】トルコ語の基本となる母音調和、５つの格、挨拶のフレーズ
10月15日 第３回【第１課】「AはBです」「〜ではありません」、指示詞を使った表現
10月29日 第４回【第２課】人称代名詞と人称の付属語、自己紹介の表現の練習
11月12日 第５回【第３課】複合名詞の作り方、所有の表現①「AのB」
11月19日 第６回【第４課】所有の表現②「私の〜」、ここまでの学習内容の復習
11月26日 第７回【第５・６課】動詞の基本のかたち「-mek/-mak」、進行形「〜しています」
12月 3日 第８回【第７・８課】未来形「〜するつもりです」、数字をつかった表現
12月10日 第９回【第９・10課】過去形「〜しました」「〜でした」の表現
12月17日 第10回【まとめと復習】講義で学んだダイアログや文法の復習
1月14日 予備日

講座番号

351
実用

ビジネスに役立つ統計講座Ⅰ ～Rによるデータの可視化～ ●土／12：50〜14:20・14：30〜16：00　●全10回
●16,100円 ※別途テキスト代　●定員30名

実　習
対象 一般・学生・高校生
講師 中村公亮［横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科・博士後期課程］
監修 和田淳一郎［横浜市立大学国際商学部教授］
使用予定テキスト：はじめてのRStudio－エラーメッセージなんかこわくない－

出版社／オーム社　著者／浅野正彦・中村公亮

ビジネスの現場、公的機関、そして日常の生活に至るまで、「データ」はあらゆ
るところにあふれています。数字と文字の羅列であるデータを理解し、相手にわ
かりやすく伝え、ビジネスや政策立案の意思決定に役に立つ知見を導出する手法
として統計分析が注目を集めています。本講座では、無料統計ソフトRを使用して、
ビジネスや政策立案の現場で役立つ統計分析の手法の基礎を、初歩から丁寧に
解説をしていきます。
※平成31年度前期開催講座とほぼ同一の内容です。
※本学のPCを使用します。
※1日2回の講義です。

9月21日 第１回【イントロダクション】
第２回【リサーチデザイン】

9月28日 第３回【データ分析のリテラシー】
第４回【R及びRStudio入門】

10月19日 第５回【データの種類/1変数の記述統計】
第６回【1変数のデータの可視化】

10月26日 第７回【1変数の記述統計・データの可視化実習】
第８回【2変数の記述統計】

11月 9日 第９回【2変数のデータの可視化】
第10回【2変数の記述統計・データの可視化実習】

11月30日 予備日

講座番号

352
科学

【国立研究開発法人理化学研究所共催】

〝 かたち 〟 から入って考えるタンパク質の〝 はたらき 〟
～横浜市立大学鶴見キャンパス　生命科学基礎講座～

●9月21日 土／15：00〜16：00　●全１回
●無料　●定員200名

対象 一般・学生・高校生
講師 禾晃和［横浜市立大学理学部准教授］
会場 国立研究開発法人理化学研究所横浜キャンパス交流棟1階ホール（鶴見区末広町1-7-22）

「タンパク質」と聞くと、食べ物に含まれる栄養素を思い浮かべる人も多いと思いますが、我々の体の中には何万種類もの多種多様なタンパク質があります。タンパク
質は、複雑なかたちをしたナノマシーンであり、それぞれが役割分担することで命を支えています。そして、タンパク質のはたらきがおかしくなると病気になってしまう
こともあります。講演では、精巧にできたタンパク質のかたちとはたらきを具体的に紹介しながら、これらナノマシーンが我々のからだで働くしくみを皆さんと一緒に考
えたいと思います。

教 養 講 座
≫自分の興味・関心から新しい発見の機会を作る

教養講座会場  金沢八景キャンパス（その他の会場のみ別途記載）

使用予定テキスト  一部の講座のみ記載（正式な案内はお申込後送付します）

▼

教

養

講

座

※理研・市大一般公開講演会の一部となっています。「理化学研究所・横浜市立大学
一般公開」の詳細はhttps://www.yokohama.riken.jp/openday/をご確認ください。

※事前の申込は必要ありません。

〈会場へのアクセス〉
・臨時シャトルバス
　当日はJR鶴見駅より臨時シャトルバスを運行します

・路線バス
　JR京浜東北線「鶴見駅」東口または京浜急行線「京急鶴見駅」西口下車、バスター
ミナル8番から川崎鶴見臨港バス（鶴08系統）「ふれ〜ゆ」行きに乗車、約15分
「理研・市大大学院前」下車　徒歩1分

・電車
　JR鶴見線「鶴見小野駅」下車徒歩15分
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講座番号

353
文化

ボールルーム・ダンス（社交ダンス）の魅力を探る
～身体技法・音楽・ファッションの総合芸術を横浜から世界へ～

●火／12：50〜14：20　●全４回
●6,500円　●定員30名

対象 一般・学生
講師 板垣明美［横浜市立大学大学院都市社会文化研究科・国際教養学部准教授］

西村拓一［国立研究開発法人産業技術総合研究所人工知能研究センターサービスインテリジェンス研究チームチーム長］
吉田康行［国立研究開発法人産業技術総合研究所人工知能研究センターサービスインテリジェンス研究チーム招聘研究員］

監修 板垣明美［横浜市立大学大学院都市社会文化研究科・国際教養学部准教授］

ボールルーム・ダンス（社交ダンス）は世界で統一されたステップで踊る国際的
ダンスというだけでなく、身体（共感、パフォーマンス、認知症予防、介護も含めて）、
文化、歴史、衣装、音楽などがクロスオーバーするという魅力があります。世界チャ
ンピオンの踊りについての３次元動作解析、二人で踊る魅力、私たちの日常的な
歩き方とダンスの歩き方の違いについても考えてみます。踊る楽しみも見る楽し
みもあります。
※お持ちの方は踊れる靴をご持参ください（第1回〜第3回は希望者のみ踊る時
間があります）。

9月24日 第１回 モーションキャプチャ、足圧計測による、ボールルーム・ダン
スの動きについての3次元動作解析を紹介します。

10月 1日 第２回 ボールルーム・ダンスは二人でよりダイナミックに！男女の相
互作用の分析結果とダンス体験をします。

10月 8日 第３回 日本人の歩行とボールルーム・ダンスの歩行を比較検討します。
10月15日 第４回 ボールルーム・ダンスの音楽と社交。横浜元町の山手舞踏場

も取上げます。

講座番号

354
文学

不朽の名作『ジェイン・エア』と『嵐が丘』を英語の原文で読む ●木／14：00〜15：30　●全４回
●6,500円　●定員30名

対象 一般・学生
講師 白井義昭［横浜市立大学名誉教授］

今なお世界中で多くの人々に愛されているブロンテ姉妹の『ジェイン・エア』と『嵐
が丘』を原文で読みます。と言いましても全篇を英語で読むのではなく、作品理解の
鍵となる主要部分を数か所抜粋して、英文からでなければ感じ取れない微妙で繊細
な意味合いを探ることにします。そのうえでこれらの作品を新たな観点から読み直し
ます。容易に理解できる英文です。英語力をブラッシュアップしながらイギリス小説を
堪能しましょう。
※英語レベルは中学卒業程度を目安とします。

9月26日 第１回 シャーロット・ブロンテ（CharlotteBrontë,1816-1855）の
『ジェイン・エア』（JaneEyre,1847）の抜粋を原文で読みます。

10月 3日 第２回 JaneEyreを、その中の固有名詞、特にJaneとEyreに注目
しながら読み直します。

10月10日 第３回 エミリ・ブロンテ（EmilyBrontë,1818-1848）の『嵐が丘』
（WutheringHeights,1847）の抜粋を原文で読みます。

10月17日 第４回 WutheringHeightsを、入れ子式の語りの構造に注目しながら
読み直します。

講座番号

355
芸術

オペラの中の合唱に見る個人と社会　Part2 ●金／14：30〜16：30　●全４回
●8,800円　●定員30名

対象 一般・学生
講師 関根裕子［早稲田大学非常勤講師］　 監修 岩崎徹［横浜市立大学国際教養学部准教授］

16世紀末、ギリシア悲劇の復活の試みとしてイタリアで生まれたオペラには、本
来のギリシア悲劇の中心的存在であったコロス（コーラス、踊唱隊）が残ってい
ます。この合唱は、18世紀から19世紀のオペラの中では、ヨーロッパ社会の変化、
思想の影響を受けて、個人に対する集団、共同社会、世論を表す役柄として存在
しています。Part2では、とくに19世紀中頃に成立したオペラを中心に扱い、オ
ペラの中の合唱の意義を個別の作品ごとに考察します。本講座は平成３１年度前
期の後継講座ですが、Part1をご受講でない方の参加も歓迎します。

9月27日 第１回 ドニゼッティ《ランメルモールのルチア》（1835）
10月 4日 第２回 ワーグナー《タンホイザー》（1845）
10月18日 第３回 ワーグナー《ニュルンベルクのマイスタージンガー》（1867）
10月25日 第４回 グノー《ファウスト》（1859）

講座番号

356
歴史

ナチズムの歴史と記憶を考える ●土／13：00〜15：00　●全５回
●10,900円　●定員30名

対象 一般
講師 山根徹也［横浜市立大学国際教養学部教授］・永岑三千輝［横浜市立大学名誉教授］

福永美和子［大東文化大学専任講師］・速水淑子［横浜市立大学国際教養学部准教授］
監修 山根徹也［横浜市立大学国際教養学部教授］

1933年、ドイツではヒトラー率いるナチスが政権を獲得し、瞬く間に史上まれ
に見る残虐な体制を築き、終焉を迎えた1945年までにテロル、戦争、そしてユ
ダヤ人大量虐殺を引き起こしました。
本講座では、なぜこのような体制が成立し、未曽有の戦争と虐殺をもたらすこと
になったのかを検討します。さらに、戦後のドイツはその過去とどのように向き合っ
てきたか、現在のドイツはどう向き合っているかを検証し、過去の出来事の「記憶」
について考える手がかりとしたいと思います。
※過去に開催した講座と、ほぼ同一の内容です。

9月28日 第１回 イントロダクション　歴史概説１：ナチス独裁体制の成立
10月26日 第２回 歴史概説２：ナチスの暴力支配と戦争・ホロコースト
11月 9日 第３回 深める：ホロコーストはなぜ起きたのか
11月30日 第４回 現代のドイツ１：戦後ドイツの「過去の克服」
12月21日 第５回 現代のドイツ２：記憶と表象
2月 8日 予備日

講座番号

357
社会

現代の中東・北アフリカを理解しよう 〜中東に安定は来るのか〜 ●月・木／14：30〜16：00　●全５回
●8,100円　●定員50名

対象 一般・学生
講師 山﨑和美［横浜市立大学国際教養学部准教授］・髙岡豊［公益財団法人中東調査会主席研究員］

金谷美紗［公益財団法人中東調査会研究員］・高尾賢一郎［公益財団法人中東調査会研究員］
金子真夕［公益財団法人中東調査会事務局長／研究員］

監修 山﨑和美［横浜市立大学国際教養学部准教授］

現代の中東・北アフリカ地域で紛争や衝突が頻発するのはなぜでしょうか。本講
座では、公益財団法人中東調査会の専門家を講師として、中東における紛争・
衝突の現状と、それらが発生する要因について、分かりやすく詳細に説明致します。
最近の大きな中東変動の中での混迷や不安定はどういうことなのか、それぞれの
国や地域はどのように見ているのかを批判的に検証します。
※過去に開催した講座と重複する内容が含まれます。

9月30日 第１回 イスラームの歴史と宗派の起源
10月 7日 第２回 シリア紛争の推移と今後の課題
10月24日 第３回「アラブの春」後：独裁への回帰
10月28日 第４回 サウジアラビアが迎える変化とその展望
10月31日 第５回 強権化が進むトルコ：エルドアンは何を目指すのか
11月18日 予備日

※各講座の詳細についてはエクステンション講座ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/）のチラシをご覧ください。
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講座番号

358
社会

Should We Think About the Future? ●火／16：10〜17：40　●全10回
●16,100円　●定員25名

ディスカッション プレゼンテーション グループワーク
対象 一般
講師 KléberGhimire［横浜市立大学国際教養学部教授］

University learnings, researchandpublicpoliciesareoften limited to
examiningpastandpresentcircumstances.Shouldwealsonotthinkabout
thefuture?
Thiscourseproposestoexaminethreefutureissues:technology,economic
progressandsocialorganization.Buthowcanahighlychangeablefuture
worldbe sensibly confronted? Studentswill beprovidedwith varied
theoretical andmethodological points of views, aiming at arousing
intellectualcuriosityandreflectivethinking.
※講義は英語で行います。英語中級から中上級レベル（英検Ⓡ2級から準1級以
上程度）を受講目安とします。

10月 1日 第１回 Introduction:FutureasanendofManora singular
nirvana?

10月 8日 第２回 Contradictoryroleoftechnologies10月15日 第３回
10月29日
11月12日

第４回
第５回

Future economic growthbetween inequality and
prospects for economicwellbeing for the lot of
humanity

11月19日 第６回 Future social collective organization: tensions
betweenrealityandutopia11月26日 第７回

12月 3日 第８回 Theroleofinnovativeideas,governmentlegislations
andpublicwisdominthefuture

12月10日 第９回 Canwedoanythingtoalterthefuture?(Groupwork)12月17日 第10回
12月24日 予備日

講座番号

359
芸術

西洋近代美術史とダ・ヴィンチ記念講座 ～レアリスムと印象派の流れ～ ●火／16：10〜17：40　●全５回
●8,100円　●定員50名

対象 一般
講師 塚本博［横浜市立大学非常勤講師］

西洋近代の美術では19世紀半ばに、クールベがレアリスムの芸術を提唱して現実世
界を写実的に描く絵画が出現します。その理念からマネが現れ、そこに若い画家た
ちが集い新たな外光を取り込む印象派が形成されます。この講座では、レアリスムの
芸術理念を紐解きながら、多彩な印象派の流れを概観します。併せて本年はレオナ
ルド・ダ・ヴィンチ没後500年になるので、それを記念してダ・ヴィンチ芸術の真実
を探求します。

10月 1日 第１回「クールベのレアリスム」
10月15日 第２回「レアリスムから印象派へ」
11月19日 第３回「モネと印象派」
12月 3日 第４回「ルノワールの裸婦像」
12月17日 第５回「ダ・ヴィンチ記念講座　モナ・リザと肖像画の革新」
1月 7日 予備日

講座番号

360
芸術

ベートーヴェンと同時代の作曲家たち ●水／10：30〜12：00　●全5回
●8,100円　●定員30名

対象 一般・学生
講師 越懸澤麻衣［横浜市立大学非常勤講師］　 監修 山根徹也［横浜市立大学国際教養学部教授］

来年2020年に生誕250年を迎えるベートーヴェン。ベートーヴェンはどのような
作曲家だったのでしょうか？また、彼の作品はどうしてこれほど長い間、人々を魅
了し続けてきたのでしょうか？
本講座ではベートーヴェンの生涯や音楽作品を、同時代の作曲家の作品との比較
や交友関係にまつわるエピソードを交えながら解説していきます。

10月 2日 第１回 ボン時代のベートーヴェン：師ネーフェ
10月16日 第２回 モーツァルトへの憧れ
10月30日 第３回 ウィーンでの修行：師ヨーゼフ・ハイドン
11月13日 第４回 同郷の友人・ライバル：アントン・ライヒャ
11月27日 第５回 ピアノの弟子：カール・チェルニー
12月11日 予備日

講座番号

361
実用

簿記って何？ ～日常で役立つ簿記を学びましょう！～ ●土／12：00〜14：00・14：15〜16：15　●全10回
●21,800円 ※別途テキスト代　●定員30名

対象 一般
講師 成川旦人［横浜市立大学客員研究員］　 監修 高橋隆幸［横浜市立大学国際商学部教授］
使用予定テキスト：検定簿記講義3級商業簿記〔2019年度版〕

出版社／中央経済社　著者／渡部裕亘・片山覚・北村敬子編著

本講座では、簿記とは何かを学習することを目的としています。簿記とは家計や
ビシネスなどで行われる様々な取引を記入、まとめる技術であり、日常生活の至
る所に関わっています。そのため、簿記の基本的なルールを学習することは、日
常生活の向上やキャリアアップに非常に役立ちます。本講座では、日商簿記検定
3級程度の商業簿記を学習することを通じて、複式簿記や財務諸表の基礎など
について学びます。
※1日2回の講義です。

10月 5日 第１回 簿記の意義と基本的な仕組み
第２回 仕訳

10月12日 第３回 決算
第４回 現金預金と商品の仕入・売上

10月19日 第５回 売掛金・買掛金とその他の債権・債務
第６回 受取手形・支払手形と有価証券

10月26日 第７回 固定資産と貸倒
第８回 資本金と収益・費用

11月 9日 第９回 伝票と財務諸表
第10回 簿記の総合問題にチャレンジ

11月16日 予備日

講座番号

362
経営

【かながわ大学生涯学習推進協議会　共同公開講座】
魔法のラーメン発明物語 ～安藤百福と日清食品～

●10月11日 金／13：00〜14：30　●全1回
●500円　●定員40名

対象 一般
講師 野々山隆幸［横浜市立大学名誉教授・愛知産業大学名誉教授］
会場 神奈川県立図書館（西区紅葉ヶ丘9-2）

近年、ドラマ等でも放送された物語のモデルとなった安藤百福は、世界初のイン
スタントラーメン「チキンラーメン」と世界初のカップめん「カップヌードル」を
生み出しました。「チキンラーメン」と「カップヌードル」について、それぞれ、

売れる仕組みを製品・価格・流通・販売促進の四つの観点から考えてみます。
日清食品と安藤百福の物語をひも解いてみましょう。

⎫
⎬
⎭
⎫
⎬
⎭
⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
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講座番号

363
社会

人生100年時代の働き方講座 ～プチ起業という選択肢～ ●土／10：30〜12：00　●全４回
●6,500円　●定員40名

グループワーク
対象 一般
講師 山本雅樹［横浜市立大学非常勤講師・株式会社ラホヤコンサルティング代表取締役］
監修 鴨志田晃［横浜市立大学国際商学部教授］

本講座では、人生100年時代に65歳、70歳、さらにその先まで働き、お金を稼ぐ
手段の一つとしてプチ起業という選択肢をご紹介します。あなたが長年、培ってきた
スキルや趣味を活かした働き方、好きなこと、得意なことで稼ぐ方法を実践的に学ぶ、
それが本講座で目指していることです。そのためには、たとえプチ起業でもお金を稼
ぐ仕組みや事業運営のイロハを知らなければなりません。本講座では、具体的に起
業するために何を考えるべきか、ワークショップ形式で検討していきます。

10月12日 第１回 なぜ今、起業を考えなければならないか（講義）
11月30日 第２回 プチ起業とは何か？あなたの思いを実現してみましょう（講義）
12月21日 第３回 プチ起業を検討するワークショップ①
1月11日 第４回 プチ起業を検討するワークショップ②

講座番号

368
高校生

高校生のための小論文講座 ●土／15：00〜17：00　●全６回
●6,000円　●定員30名

対象 大学受験を目指す高校生・既卒生
講師 松井道昭［横浜市立大学名誉教授］

平成31年度前期講座に引きつづき全6回の講座を開きます。
大学入試で小論文が課されるのは、他の科目では測れない学力（教養、適性、
意欲、独創性、分析総合力、論理力）が測れるからです。受験生はこれを国語
の試験と同じとみて、読解力や文章力だけが試されると考えているようですが、
出題する側はもっと広い観点から受験生の学力をみているのです。点差はふつう
に思われている以上に開きます。高校の教科に入れられていなく、皆さんからみ
て得体のしれないこの小論文に迫ります。
本講座はプレ大学授業として①小論文対策、②専門分野の紹介、③自己適性の
発見、④思考力の養成、⑤学ぶ楽しさ、⑥国語力の養成などに主眼をおき、受
講生各員について2回に1回の割合で添削指導（評価、文章作法、内容コメント）
を行います。
※小論文は短期間での習得は難しいため、原則全6回ご受講ください。
※本講座は先着順で受付けます（抽選は行いません）。

10月12日

10月26日

11月 9日

11月30日

12月14日

12月21日

1月11日

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

予備日

【講座の進め方】
①受講生を２グループに分けます。各回全員が小論文を書
きますが、添削を受けるのはグループ毎に2回に1回の
割合（計3回）となります。

②全執筆者の論文をまとめ、次の回に資料として配布し
ます。それには採点付き全論文（うち半分は添削付き）
と全体的講評が記載されています。第１回の配布資料は
前期実施講座の最終回のものを借用します。

③授業ではまず、講師が前回提出の小論文の講評を口頭
で行います。

④つづいて各回課題について小論文を作成します。（「課
題文」は毎回講師が提供します。講師から「課題文」
の概要について説明した後、小論文を作成します）。

⑤小論文はペンネームで書きます。書き終わった受講生か
ら退出してください。添削・講評は次の回に資料として
受け取ります。

講座番号

364
経済

ベンチャー企業における資金調達の実務 ●10月18日 金／16：10〜17：40　●全１回
●1,700円　●定員30名

ディスカッション
対象 一般・学生
講師 高木明［高木公認会計士事務所所長］　 監修 康聖一［横浜市立大学国際商学部教授］

資金は血液であり、資金調達の成否が企業の生死を分けると言っても過言ではあ
りません。昨今のスタートアップブームの中、若手起業家らによるベンチャー企業
数は増加傾向にあるものの、資金調達の方法については情報が偏在しています。

そこで、多様なベンチャー企業向けに資金調達支援を実施している講師が、ベン
チャー企業の資金調達動向や手法に関する最新の知識・考え方を、起業家・財
務担当者向けに分かりやすく解説します。

講座番号

365
法律

平成の小説で学ぶ法律講座 ●土／10：00〜11：30　●全３回
●4,900円　●定員30名

対象 一般
講師 森章太［東京中央総合法律事務所弁護士］　 監修 大澤正俊［横浜市立大学国際商学部教授］

朝日新聞が平成31年３月に発表した「平成の30冊」にランキングされた小説な
どを題材にして、民法や刑法などの法律を学ぶ講座です。
※各回で取り扱う題材の詳細はHPのチラシをご覧ください。

10月19日 第１回『平成の30冊（民事篇）』「火車」（宮部みゆき）等
11月 9日 第２回『平成の30冊（刑事篇）』「マークスの山」（高村薫）等
12月21日 第３回『番外篇』「手紙」（東野圭吾）等

講座番号

366
科学

運動と健康 ～筋肉（骨格筋）を知る～ ●10月19日 土／13：00〜15：00　●全１回
●2,300円　●定員30名

対象 一般・学生・高校生
講師 村松茂［横浜市立大学国際教養学部教授］

運動は心身の健康を保つうえで有効ですが、そのメカニズムについては日々様々
なことが明らかにされてきています。その中で、筋肉（骨格筋）の新たな役割、
すなわち筋肉は単に収縮して力を出すだけでなく、心身の健康を保つ働きもある
ことが分かってきました。

そこで本講座では、この筋肉に注目し、構造などの基本的なことから具体的なトレー
ニング方法、そして筋肉で作られる物質と健康との関わりについて分かりやすく解説
します。
※平成29年度後期・30年度後期開催講座と重複する内容が含まれます。
※座学です。運動着等は不要です。

講座番号

367
歴史

近代の古文書に親しむ（入門編） ●10月19日 土／13：00〜14：30、14：45〜15：45　●全２回
●2,800円　●定員30名

対象 一般・学生・高校生
講師 荒船俊太郎［横浜市立大学非常勤講師］

本講座は、近代日本の国づくりに貢献した著名人に関する古文書の写しを用い、
基礎的な解読のルールを紹介しながら、古文書に慣れ親しんでいただくことを目
標とします。課題史料は、「山口コレクション」（神奈川県立公文書館所蔵）に含
まれている未刊行史料を用います（2〜3点を予定）。全員で一通り講読（音読）
したのち、担当講師が個々の史料について丁寧に解説し、時代的背景を含めて
ご理解いただけるように努めます。ベテランの方々の参加も歓迎します。
※1日2回の講義です。

第１回 講読する際の予備的知識を説明した後に、明治時代の古文書（三条実美
あての建白書など）を読み解きます。（初級レベル）（90分）

第２回 前半の解読経験を活かし、さらに明治時代の古文書を読み進めます。
（初級〜中級レベル）（60分）

※各講座の詳細についてはエクステンション講座ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/）のチラシをご覧ください。
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講座番号

373
文学

平成文学が拓く令和新時代 ●土／14：00〜16：00　●全３回
●6,600円　●定員50名

対象 一般・学生・高校生
講師 助川幸逸郎［横浜市立大学非常勤講師］

平成が終わりました。「大工場での大量生産」を基盤に置いた社会システムの限
界が、はっきり見えてきた時代でした。終身雇用・核家族・国民国家etc……戦
後日本がよりどころとしてきた諸制度は、今では存続の危機に瀕しています。それ
では私たちは、どのような「共生のための仕組み」をこれから構築していけばい
いのでしょうか？答えを出すのは無論、容易ではありません。本講座では、それ
を探る手がかりを、同時代の小説に求めていきます。虚構作品は、現状のある側
面を抽出し、「典型」を作りあげます。それらを分析することは時として、現実そ
のものを注視する以上に、「問題の今」を浮かびあがらせます。ならば、平成時
代に書かれた小説作品を読み解くことを通して、私たちが直面する困難の本質に
迫りうるのではないか。そうした前提の下、日本の「これから」を考える道筋を、
僅かなりとも拓くことに挑んでいきます。

10月19日 第1回 村上春樹の栄光と転進〜呪詛から連帯へ〜
（この回にとりあげる主な作品）
村上春樹『海辺のカフカ』・『騎士団長殺し』
田口ランディ『コンセント』　吉田修一『パレード』・『路』

11月 9日 第2回 再編される純文学〜「小説の時代」を越えて〜
（この回でとりあげる主な作品）
舞城王太郎『好き好き大好き超愛してる』　川上未映子『ヘヴン』
古井由吉『やすらい花』　円城塔『文字禍』　

12月21日 第3回 令和の書き手はどこに〜家族と身体の変容〜
（この回でとりあげる主な作品）
綿矢りさ『勝手にふるえてろ』　金原ひとみ『マザーズ』
村田沙也香『コンビニ人間』　平野啓一郎『マチネの終わりに』

講座番号

369
社会

県南の諸都市を地誌る ～個性的なまちづくり～ ●土／10：30〜12：00　●全５回
●8,100円　●定員30名

対象 一般・学生
講師 永野征男［日本大学名誉教授］　 監修 小野寺淳［横浜市立大学国際教養学部教授］

魅力ある「まちづくり」は、いま各地で大きなテーマになっています。とくに、ま
ちの個性を創った源泉は、それぞれの土地がもつ、長い過去からの積み重ねです。
したがって、歴史的・地理的な視方を駆使すると、そのことが良く見えてきます。
この講座では、近隣の数都市を取りあげ、地域の中心として発展してきた要因を、
貴重な資料や画像から解き明かします。タイトルの「地誌（ちし）る」とは、その
まちの土地環境を、関連する学問からアプローチすることを指しています。

10月26日 第１回 近年 〝地域研究・地域学〟 が注目される理由
11月 9日 第２回 豊富な近世遺産を活用した 〝小田原〟 のまちづくり
11月16日 第３回 官衙遺跡を国指定史跡にした 〝茅ヶ崎〟 の市民力
12月 7日 第４回 近現代の文化財的建造物の保存活用に揺れる 〝鎌倉〟
12月14日 第５回 かつての軍都 〝横須賀〟 に残る戦争遺跡の整備状況
12月21日 予備日

講座番号

370
社会

Current Issues Circle III ～キャサリンと現代社会を語ろうⅢ～ ●金／12：50〜14：20　●全10回
●16,100円　●定員20名

ディスカッション ロールプレイング ディベート
対象 一般・学生
講師 CatharineNagashima［元横浜市立大学非常勤講師］
監修 鈴木伸治［横浜市立大学国際教養学部教授］

Whatbothersyouabout life thesedays? What issuesyouwould like to
discusswithothers?
JoinourCurrentIssuesCircletoshareyourconcerns.Theclassisopento
participantsofanylevelofEnglish.Participantsareencouragedto“agree
todisagree”.Normallywedivide intogroups fordiscussion,occasionally
roleplayordebate.Theteacherwillprovidetopicaltextstostartoffthe
week’stheme.
※配布資料は英語中級から中上級レベル（英検Ⓡ2級から準１級以上程度）です
が、英語にあまり自信のない方も歓迎します。ロールプレイやディスカッション
に必要な英語表現やコミュニケーションスキルは仲間と補い合いながら進めて
いきます。

※講義は英語で行います。

11月 1日 第１回 BullyingandCyberbullying-rootsandresponsibilities
11月 8日 第２回 ChildPovertyandNeglect
11月15日 第３回 DeathwithDignity
11月22日 第４回 EthicsofMedicalInterventions
11月29日 第５回 Hegemony-fromAncientGreecetoModernTimes
12月 6日 第６回 China-itsrolesandrisks
12月13日 第７回 Debatere.AmendingJapan'sConstitution
12月20日 第８回 LearningtoLivewithForeigners
1月10日 第９回 CashlessSociety
1月24日 第10回 Conclusions
1月31日 予備日

講座番号

371
経済

環境マネジメントシステムの取り組みを見直すヒント
～環境ISOの認証継続に行き詰まりを感じる皆さまに～

●11月7日 木／15：00〜17：00　●全１回
●2,300円　●定員50名

対象 一般・地域企業の方・学生
講師 柏原岳人［横浜市立大学非常勤講師・柏原総合環境会計事務所代表・環境報告書審査員］

環境ISOの認証継続に行き詰まりを感じる横浜で活躍する地域企業の皆さまに向け
て、環境ISOの取り組みを見直すヒントをテーマごとにお話します。

・リスク及び機会、特に、「機会」に焦点を当てた取り組みについて
・認証返上後に自己適合宣言（ISO/IEC17050）を活用した環境マネジメント
システムについて

・CSRディスクロージャーを前提とした経営に役立つ環境マネジメントシステムについて

講座番号

372
社会

観光の未来 ～日本文化の事業活用を知り、横浜の未来を考える～ ●木／18：30〜20：00　●全４回
●6,500円　●定員40名

対象 一般・学生・高校生
講師 有馬貴之［横浜市立大学国際教養学部准教授］・甚川浩志［風魔一党・指南役、野人流忍術「野忍」主宰］

高野朋也［鎌倉武士、鎌倉ゲストハウス彩代表］・山本陽平［祭り専門家、オマツリジャパン共同代表取締役］
監修 有馬貴之［横浜市立大学国際教養学部准教授］
会場 横浜情報文化センター7階大会議室（中区日本大通11）

政府の観光政策の効果もあり、訪日外国人が劇的に増加しています。また、
2020年には東京オリンピックが開催されるなど、日本の観光の状況は大きく変化
しています。今後、この日本の観光はどのような道筋をたどるでしょうか。本講座
では「忍者」「武士」「祭り」といった日本の文化を活用する先駆的な事業者が
登壇し、インバウンド観光をはじめとする日本観光のトレンドを覗きみるものです。
世の中を予測することは容易ではありませんが、日本、そして横浜の観光の未来
を共に考えてみませんか。

11月 7日 第１回「観光」の定義や根本〜日本と横浜のポテンシャル〜
11月21日 第２回「忍者」を活かした観光事業〜歴史活用の未来〜
12月 5日 第３回「武士」を切り口とした宿泊事業〜ユニバーサル観光の今後〜
12月12日 第４回「祭り」の活用〜観光における文化体験の未来〜

英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。



16

語

学

講

座

特
別
企
画
プ
ロ
グ
ラ
ム

医

療

講

座

▼

教

養

講

座

講座番号

381
科学

【海洋都市横浜うみ協議会共催】
ヨコハマの海と、その未来
～「山下公園前海域等における海域環境改善の調査研究」成果について～

●11月30日 土／12：50〜14：20、14：30〜16：00　●全２回
●1,000円　●定員30名

対象 一般
講師 石井重久［八千代エンジニヤリング株式会社環境計画部主任］
監修 大関泰裕［横浜市立大学理学部教授］

横浜市立大学と八千代エンジニヤリング株式会社で実施した「ブルーカーボン横
浜プラットフォーム（山下公園前海域等における海域環境改善の調査研究）」の成
果を報告します。
調査研究では潜水調査を行い、山下公園前の沖合にある浅場には様々な生き物が
生息していること、横浜八景島の海底に実験的に設置した簡易魚礁に生き物が集
まることなどから、海中の生き物にとって居心地の良い環境を創ることの大切さが
わかりました。

未来に向けて横浜市民が快適で親しみのもてる身近な海を創るために、海中の
生き物の視点から「海中デザイン」と「海域のモニタリング調査」をテーマに、
一緒に考えてみませんか。
※1日2回の講義です。

第１回　「海中デザイン」
第２回　「海域のモニタリング調査」

講座番号

374
歴史

天皇の即位儀礼にみる地理認識 ～学術情報センター所蔵貴重資料活用講座～ ●12月7日 土／13：30〜16：00　●全１回
●無料　●定員80名

対象 一般
講師 松本郁代［横浜市立大学国際教養学部教授］

令和への改元、ならびに10月に催される「即位礼正殿の儀」にちなみ、中世に
おける即位式の背景にある国土観や地理認識を歴史的にたどりながら、天皇に
求められた世界像について解説する講演を開催します。
当日は上記講演の他、本学学術情報センター司書による貴重資料紹介及び、学
生による、貴重資料を活用した研究事例報告を実施し、併せて、講演で紹介す
る貴重資料を展示した見学会を行います。

・司書による貴重資料紹介（約20分）
・特別講演（約50分）
・学生による研究事例報告（約30分）
・貴重資料見学会（約30分）
※開催当日は大学入口に受付場所等の掲示を行います。

講座番号

375
実用

ビジネスに役立つ統計講座II ～RとExcelによるクロス集計～ ●土／12：50〜14：20・14：30〜16：00　●全10回
●16,100円 ※別途テキスト代　●定員30名

実　習
対象 一般・学生・高校生・「統計ソフトR」の基礎を習得されている方
講師 中村公亮［横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科・博士後期課程］
監修 和田淳一郎［横浜市立大学国際商学部教授］
使用予定テキスト：はじめてのRStudio－エラーメッセージなんかこわくない－

出版社／オーム社　著者／浅野正彦・中村公亮

ビジネスの現場、公的機関、そして日常の生活に至るまで、「データ」はあらゆ
るところにあふれています。しかし、データを適切に加工・編集し、有用な情報
を引き出さなければ、ビジネスに役立つものにはなり得ません。例えば、店舗の
売り上げデータを曜日別、時間帯別、性別等で分類・集計することで、商品の
入荷や広告への掲載内容の改善を図ることができます。このような、新たな価値
創造や業務改善を行うためのツールである「クロス集計表」をExcelのピボットテー
ブル機能やRによる関数などを用いて、初歩から学んでいきます。
※講座番号351の統計講座1・平成31年度前期講座等で、「統計ソフトR」の基
礎を習得されていると望ましいですが、初めての方も受講可能です。

※本学のPCを使用します。
※1日2回の講義です。

12月14日 第１回【イントロダクション】
第２回【データの種類】

12月21日 第３回【R及びRStudio入門】
第４回【記述統計とデータの可視化】

1月11日 第５回【相関関係と因果関係】
第６回【クロス集計表①】

2月 1日 第７回【クロス集計表②】
第８回【課題解決①】

2月 8日 第９回【課題解決②】
第10回【総括・調整】

2月15日 予備日

講座番号

376
歴史

フランス革命 ●木／12：50〜14：20　●全４回
●6,500円　●定員50名

対象 一般・学生
講師 松井道昭［横浜市立大学名誉教授］

フランス革命ほどに毀誉褒貶に晒された事件は珍しいでしょう。この革命はいつも
評価が極端に分かれます。ある時は近代史幕開けの輝かしい第１ページとして、ま
たある時は歴史からの大きな逸脱として位置づけられます。その礼賛者からは人間
性の完璧な発現ないしは人類進歩の証しとして、その反対者からは地獄の作品とし
て眺められるのです。
それは「自由」「平等」「友愛」を旗標に、人間社会に潜む身分・階級制のからく
り構造を暴きだし、理想社会の実現のために民主主義と政治文化をもたらすととも
に、独裁主義と恐怖政治を招いて数知れぬ尊い命をギロチン台に送り込むという
暗面をもちます。しかも、今なお、その歴史的評価は定まっていないのです。
なぜゆえにこの革命が生じ、極端な形で進行したのか、そして、なぜゆえにこれが
フランスはじめヨーロッパに、全世界に多大な影響を与えるにいたったかを考察し
ていきましょう。

1月 9日 第１回 起源―アンシアンレジームと啓蒙思想
1月23日 第２回 諸事件の経過
2月 6日 第３回 活躍した人物とイデオロギー
2月20日 第４回 歴史的評価と後世への影響

講座番号

377
税

確定申告をやってみよう！ ●土／10：30〜12：00　●全３回
●4,900円　●定員50名

対象 一般
講師 大石和礼［大石税務会計事務所税理士］　 監修 藤崎晴彦［横浜市立大学国際商学部准教授］

近年は税に対する意識が高まり、確定申告の時期が近くなると、書店には関連書
籍が並びます。確定申告とはズバリ税金の計算で、「難しそう」「大変そう」と思わ
れがちですが、決してそんなことはありません。本講座では、一般の給与所得者（サ
ラリーマン）の所得税を中心に、各種事例を挙げて確定申告を解説します。
自分が本来納めている税金はどれくらいなのか、どういう場合に税金が戻ってくる
のか、または増えるのか。ひょっとしたら自分は税金がもどってくるのでは?と考え
ている方向けの講座です。
※中小企業や個人事業向けの講座ではありません。

2月 1日 第１回 確定申告ってなに？（理論編）
2月 8日 第２回 確定申告をやってみよう（計算編①）
2月15日 第３回 確定申告をやってみよう（計算編②）

※各講座の詳細についてはエクステンション講座ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/）のチラシをご覧ください。
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講座番号

378
文化

アイヌ文化を知るⅢ ～その伝統と今～ ●木／14：30〜16：00　●全３回
●4,900円　●定員30名

対象 一般・学生
講師 吉本裕子［横浜市立大学客員研究員・慶応義塾大学非常勤講師］
　　志賀雪湖［東京外国語大学・早稲田大学非常勤講師］
監修 土屋慶子［横浜市立大学国際教養学部准教授］

近年、先住民の権利を守る国際的な流れの中で、国はアイヌ民族を尊重する政策
に取り組むようになり、アイヌ文化への関心が高まっています。2020年4月には、
北海道白老に国立アイヌ民族博物館が開館します。このような動向を踏まえ、今回
の講座では、近代に誕生した博物館という制度や博物館誕生と関わりの深い博覧
会の視座から、近現代のアイヌ史や伝統文化の生成過程に迫ります。さらに、口承
文芸を紐解きながら、アイヌの死生観をみていきましょう。本講座は、平成30年度
後期から開講している「アイヌ文化を知る〜その伝統と今〜」の第三弾になります。
初めてご参加される方も歓迎します。

2月 6日 第１回 博覧会とアイヌ民族
2月13日 第２回 アイヌ文化展示はいかに創られてきたのか
2月20日 第３回 アイヌ口承文芸からアイヌ文化を知るⅢ

講座番号

379
文学

カルタを取らない百人一首入門 ●土／14：00〜16：00　●全２回
●4,300円　●定員50名

対象 一般・学生・高校生
講師 助川幸逸郎［横浜市立大学非常勤講師］

近代以前から「古典文学入門の教材」として親しまれてきた百人一首。本講座では、
その文学史における存在意義を明らかにします。現代のアニメやアイドル文化に連
なる「日本文化の源流」の一つとして、「百人一首」を浮かびあがらせることを目
指します。

2月 8日 第１回 歌人がグループアイドルになるとき
過去の偉大な歌人を偶像として崇拝する。そんな風潮が、平安
末期に生まれました。このことが、百人一首の成立に与えた影
響について考察します。

2月15日 第２回 藤原定家は「長嶋茂雄」か、それとも「大谷翔平」か。
百人一首の編者とされる藤原定家は、日本古典文学史上最大
のセレブの一人です。定家の実像と、彼の文業の中で百人一
首が占める地位についてあきらかにします。

3月 3日（火）予備日　14：00〜16：00

講座番号

380
歴史

近代の古文書に親しむ ●土／13：00〜15：00　●全３回
●6,600円　●定員30名

対象 一般・学生・高校生
講師 荒船俊太郎［横浜市立大学非常勤講師］

本講座は、近代日本の国づくりに貢献した著名人に関する古文書の写しを用い、
基礎的な解読ルールを紹介しながら、古文書に慣れ親しんでいただくことを目標と
します。課題史料は、これまで読み進めてきた「山口コレクション」（神奈川県立
公文書館所蔵）に含まれている未刊行史料から選択しますが、担当講師が発見し
た新出史料を追加する場合もあります（毎回2〜3点を精読）。全員で一通り講読（音
読）したのち、講師が個々の史料について解説し、時代的背景を含めてご理解い
ただけるように努めます。初めての方の参加を歓迎します。

2月 8日 第１回 幕末および明治時代の古文書（初級〜中級レベル）
松浦詮（元大名）の遺墨を読み解きます。

2月15日 第２回 明治時代の古文書（中級レベル）
寺島宗則（政治家・外交官）の遺墨を読み解きます。

2月22日 第３回 明治時代の古文書（上級レベル）
中井弘（原敬の岳父、地方官僚）の遺墨を読み解きます。

講座番号

551
【横浜市健康福祉局こころの健康相談センター共催】

中高年のメンタルヘルス
●10月1日 火／14：00〜16：00

定員 400名
申込開始

9/11水

仕事や健康、介護、家族の変化など、大きな生活の変化に直面し、戸惑うこと
はありませんか？
本講座では、中高年のメンタルヘルスの不調の中から、うつ病・依存症・認知
症についてお話しします。「体と心の限界のサイン」を知り、自分や大切な人を
守りましょう。

講師 大石 泰史
横浜市立大学市民総合医療センター精神医療センター医師

会場 横浜市開港記念会館（中区本町1-6）
JR・市営地下鉄「関内」駅　徒歩10分
みなとみらい線「日本大通り」駅　徒歩1分

横浜市立大学（医学部、附属病院、附属市民総合医療センター）では、身近な医療知識を伝え、健康への意識・関心の向上を目的として、
市民を対象とした医療講座を行っています。

医 療 講 座
≫医学・医療の最先端の現場から、最新の知識や情報を得る

受講料
無料

▼

医

療

講

座

エクステンション講座のほか、横浜市立大学で行っている

公開イベントなどの情報を月2回お届けします。登録は右記

QRコード、または検索をご利用ください。

エクステンション通信

～月2回配信のメールマガジン～

検索検索YCUメルマガ

※各講座の詳細についてはエクステンション講座ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/）のチラシをご覧ください。
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講座番号

552
①大きく変わる腎がん治療　〜自分に合った治療を選ぶ時代〜

②腎臓がんの凍結療法
③泌尿器科のロボット手術

●10月7日 月／15：00〜17：30
定員 400名

腎がんをテーマに様々な視点からお話します。
①今、腎がんの治療は大きな変換期を迎えています。ダヴィンチを使ったロボッ
ト支援手術、局所麻酔で行える凍結療法、分子標的治療、免疫チェックポイン
ト阻害剤を用いた新しい免疫療法など、低侵襲で行える治療から、リスクはあ
るものの根治が目指せる治療まで、その人その人に適した様々な治療法が確
立しつつあります。これからは、患者さん自身が治療を選択する時代です。本
講座では従来の治療から最新の治療までそれぞれの治療の利点や限界につい
て解説しながら、これからの医療の姿を考えていきます。

②2011年7月より小径腎細胞がんに対する凍結療法が保険収載となりました。こ
れは、体の表面から針を刺し、腫瘍を凍結して死滅させる治療法です。局所麻
酔で行い、痛みも少なく、患者さんへの負担が手術に比べて少ないというメリッ
トがあります。治療成績や適応、合併症などについてご紹介いたします。

③ロボット支援型腹腔鏡手術は、従来の前立腺がん、腎がん（腎部分切除）、と
さらに2018年4月からは、膀胱がんにも保険承認されました。当院ではいち
早くこれを開始し、ロボット手術では地域でトップクラスの実績です。横浜市立
大学でのロボット支援型腹腔鏡手術をご紹介いたします。

講師 ① 中井川 昇
横浜市立大学医学部泌尿器科学准教授
② 寺内 幹
横浜市立大学附属病院放射線部助教
③ 槙山 和秀
横浜市立大学医学部泌尿器科学准教授

会場 横浜市神奈川公会堂（神奈川区富家町1-3）
ＪＲ「東神奈川」駅　徒歩４分
京浜急行「仲木戸」駅　徒歩４分
東急「東白楽」駅　徒歩５分

講座番号

553
【横浜市中央図書館共催】

インフルエンザの予防・診断・治療
●10月30日 水／14：00〜16：00

定員 150名

インフルエンザは冬期に大流行し、国内でも毎年数千万人が罹患する熱性ウィ
ルス性疾患です。最近は流行のメカニズムが明らかにされ、複数の治療薬を選
択できるようになりましたが、肺炎などの合併症を起こすこともあるため油断
大敵です。本講座ではインフルエンザの予防法ほか、不幸にして罹患してしまっ
ても重症化しないための注意点、最新の治療薬などについて解説します。

講師 築地 淳
横浜市立大学市民総合医療センター感染制御部講師

会場 横浜市中央図書館地下1階ホール（西区老松町１）
京浜急行「日ノ出町」駅　徒歩5分
ＪＲ・市営地下鉄「桜木町」駅　徒歩10分

講座番号

554
妊孕性温存治療
〜若年がん患者さんの治療前卵子・精子凍結保存について〜

●10月30日 水／14：00〜16：00
定員 230名

がんなどの治療（抗がん剤や放射線療法）によってがんが治っても、そのあと
に不妊になってしまうことがあります。不妊治療の進歩によってその技術を応用
し、がん治療前に、卵子・精子を“とっておく”ことが可能になっています。こういっ
た　妊孕性（にんようせい）＝妊娠する力　温存療法についてご紹介します。

講師 湯村 寧
横浜市立大学市民総合医療センター生殖医療センター部長
村瀬 真理子
横浜市立大学市民総合医療センター生殖医療センター担当部長
竹島 徹平
横浜市立大学市民総合医療センター生殖医療センター助教

会場 横浜情報文化センター6階ホール（中区日本大通11）
ＪＲ・市営地下鉄「関内」駅　徒歩10分
みなとみらい線「日本大通り」駅3番出口
バス「日本大通り　県庁前」下車　徒歩1分

講座番号

555
【横浜市旭区役所共催】

潰瘍性大腸炎と上手につきあおう！
〜基本治療から最新治療、日常生活の留意点まで〜

●11月24日 日／14：00〜16：00
定員 400名

申込開始

10/11金

潰瘍性大腸炎は、大腸に繰り返し炎症を生じる、原因不明の難治性疾患です。世
界で現在、最も増加している病気の一つですが、特に日本での増加が著しく、現在
日本は米国に次いで、世界で2番目に潰瘍性大腸炎患者数の多い国になっています。
腸炎を治めるためには、各患者さんの病状に合わせた治療の継続が必要ですが、
ここ数年間に複数の新規治療薬が登場し、治療の選択肢が広がっています。
本講演では、基本治療と新規治療のご紹介、病気の治療のコツと、日常生活の留
意点などを含めて、できる限りお話しさせて頂きます。

講師 国崎 玲子
横浜市立大学市民総合医療センター炎症性腸疾患（IBD）センター准教授

会場 横浜市旭公会堂（旭区鶴ヶ峰1丁目4-12（旭区総合庁舎4階））
相鉄線「鶴ケ峰」駅北口　徒歩7分

講座番号

556
①前立腺がんの放射線治療
②がんを狙い撃つ！ 放射線治療

●12月6日 金／14：00〜16：00
定員 230名

①前立腺がんの放射線治療にはいろいろな方法があります。主なものとして、
強度変調放射線治療、密封小線源永久挿入療法、粒子線治療があります。ま
た、これらを組み合わせて行うこともあります。混同しがちな治療法について、
わかりやすく解説します。

②がん治療においては、その広がりをしっかりと考えながら治療する必要があ
ります。放射線治療においても、以前は正常組織も含めて、広めに治療する
ことが主流でした。しかし、近年、技術の進歩もあり、がんの狙い撃ちにより、
従来よりも狭い範囲の治療でも、高い効果を発揮し、副作用を減らせる方法
が行われています。そのしくみを解説します。

講師 ① 向井 佑希
横浜市立大学附属病院放射線科助教
② 小池 泉
横浜市立大学附属病院放射線科講師

会場 横浜情報文化センター6階ホール（中区日本大通11）
ＪＲ・市営地下鉄「関内」駅　徒歩10分
みなとみらい線「日本大通り」駅3番出口
バス「日本大通り　県庁前」下車　徒歩1分

申込開始

9/11水

申込開始

9/11水

申込開始

9/11水

申込開始

11/11月

※各講座の詳細についてはエクステンション講座ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/）のチラシをご覧ください。
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講座番号

557
【社会福祉法人横浜市社会福祉協議会共催】

消化器がんと内視鏡治療
●12月20日 金／14：00〜16：00

定員 150名
申込開始

11/11月

厚生労働省によると、2014年部位別がん死亡数は、男性で多い順に肺がん、
胃がん、大腸がん、女性で大腸がん、肺がん、胃がんが上位を占めます。近年
早期がんの診断・治療は著しく進歩し、内視鏡的切除で治癒切除と診断可能
な病変も多いです。横浜市立大学でも消化管の早期がんに対する高度な内視鏡
診断・治療を行っており、全国でもトップクラスの症例数を誇ります。がんの早
期発見の重要性及び内視鏡治療の今を、自施設の経験を交えお話しいたします。

講師 金子 裕明
横浜市立大学医学部消化器内科学助教

会場 ウィリング横浜12階（港南区上大岡西1-6-1）
京浜急行・市営地下鉄「上大岡」駅　徒歩3分

講座番号

566
【社会福祉法人横浜市社会福祉協議会共催】

神経再生医療への挑戦 〜失われた脳神経機能の回復を目指して〜
●1月16日 木／18：00〜19：30

定員 100名
申込開始

12/11水

胎生期の発生の過程では、脳や脊髄の中で神経細胞が生まれ、細胞から長い
突起を伸ばして神経と神経が正確につながって神経回路が作られます。もし不
運にも交通事故や脳の病気などで神経回路が壊れてしまうと、大人の脳や脊髄
で神経を再生させることは極めて困難です。それは損傷を受けた脳内には神経
が伸びることを阻む物質が沢山出てきて、神経再生を強く阻害しているからで
す。しかし、近年になって私達が発見したLOTUS（ロータス）という物質は、
神経が伸びることを阻む脳内物質に働きかけて、その作用を抑えることができ、
神経再生を可能にすることが分かりました。私達はこのLOTUSを利用した新し
い神経再生医療法を考案し、それによって困難であった神経再生を可能にする
治療法開発の最新状況をご紹介します。

講師 竹居 光太郎
横浜市立大学医学群生命医科学研究科教授

会場 ウィリング横浜12階（港南区上大岡西1-6-1）
京浜急行・市営地下鉄「上大岡」駅　徒歩3分

講座番号

558
身近な皮膚細菌感染症の症状や治療について ●2月4日 火／14：00〜16：00

定員 280名
申込開始

12/11水

皮膚感染症は小児から高齢者の方までどなたでも罹患する疾患です。
たとえば夏季に幼小児に多く発症する伝染性膿痂疹（いわゆる“とびひ”）や突
然発熱し顔面の発赤を認めることが多い丹毒（たんどく）、顔面や四肢の腫脹
や発赤を認める蜂窩織炎（ほうかしきえん）、いわゆるおできとよばれる癤（せ
つ）などの身近な皮膚細菌感染症を中心に症状や治療についてわかりやすく解
説します。またアタマジラミや疥癬（かいせん）、マダニ刺咬症（しこうしょう）
などの虫による皮膚疾患についてもお話しいたします。

講師 中村 和子
横浜市立大学市民総合医療センター皮膚科講師

会場 港南区民文化センター　ひまわりの郷（港南区上大岡西1-6-1）
ゆめおおおか中央棟4階
京浜急行・市営地下鉄「上大岡」駅　徒歩3分

講座番号

559
【横浜市医療局共催】

糖尿病の基礎知識
●2月20日 木／14：00〜15：30

定員 250名
申込開始

1/14火

世界の糖尿病人口は増加の一途を辿っており、すでに成人11人に1人は糖尿病
を羅患していると報告されています。日本は世界第9位の糖尿病大国であり、糖
尿病発症予防、糖尿病合併症の抑制が社会的に大きな課題となっています。本
講座では糖尿病の基礎知識をはじめ、糖尿病予防法、最新治療に関してもご紹
介させていただきます。

講師 近藤 義宣
横浜市立大学市民総合医療センター内分泌・糖尿病内科助教

会場 横浜市開港記念会館（中区本町1－6）
ＪＲ・市営地下鉄「関内」駅　徒歩10分
みなとみらい線「日本大通り」駅　徒歩1分

講座番号

560
①ぶどう膜炎：ぶどう膜炎患者の10人に１人はサルコイドーシス？！
②緑内障：健診で緑内障疑いと指摘されたら

●未定
定員 未定

申込開始

未定

①サルコイドーシスは全身臓器に肉芽腫をつくる慢性炎症性疾患です。患者さ
んの半数から７割以上がぶどう膜炎を発症し、眼科受診がきっかけでサルコ
イドーシスの診断がつく場合が多いといわれています。サルコイドーシスとは
どのような病気なのか、その診断や治療についてご紹介します。

②緑内障の有病率は、40歳以上の20人に1人と言われています。緑内障とは
どのような病気なのか。実際に、健診で緑内障疑いと指摘されたらどうすれ
ば良いのか。緑内障の診断や治療の流れについてご紹介します。

講師 ① ぶどう膜炎担当医師
② 緑内障担当医師

会場 未定
※くわしくは８月中旬にホームページをご確認ください。

講座番号

561
最新の肝臓病治療 ●未定

定員 未定
申込開始

未定

肝炎、肝癌に対する治療は、日々進歩しており、新薬の登場により治療効果の飛
躍的な向上が期待されています。本講座では、ウイルス性肝炎、肝癌について、
基本的な話から最新の治療までわかりやすく解説します。

講師 中馬 誠
横浜市立大学市民総合医療センター消化器病センター准教授
野𥔎 昭人
横浜市立大学市民総合医療センター消化器病センター准教授

会場 未定
※くわしくは8月中旬にホームページをご確認ください。

講座番号

562
①大腸がん　最新のロボット手術について
②すい臓がんに対する外科治療

●未定
定員 未定

申込開始

未定

①傷が小さく、からだにやさしい手術として腹腔鏡（ふくくうきょう）下手術は広く
普及してきました。2018年4月からはロボット支援下手術が保険収載され、患
者さんへ保険診療でロボット手術を提供できるようになりました。ロボット手術っ
て安全なの？メリット、デメリットなどについて最新の知見を交えて解説します。

②すい臓癌に対する治療法、特に外科的な治療法とその効果について詳しく解説
します。

講師 ① 石部 敦士
横浜市立大学医学部消化器・腫瘍外科学講師
② 松山 隆生
横浜市立大学医学部消化器・腫瘍外科学准教授

会場 未定
※くわしくは９月中旬にホームページをご確認ください。

※申込開始日より先着順に受付します。医療講座ではキャンセル待ちはありません。



横浜市立大学金沢八景キャンパス

〒236-0027　横浜市金沢区瀬戸22-2
●京浜急行「金沢八景駅」下車徒歩５分
●シーサイドライン「金沢八景駅」下車徒歩5分

主な駅から京浜急行
「金沢八景駅」までの所要時間

○「横浜駅」から
　　…京浜急行快特または
　　　特急で約20分
○「品川駅」から
　　…京浜急行快特または
　　　特急で約40分

講座のお申込み・お問い合せ先

横浜市立大学地域貢献センター
〒236-0027　横浜市金沢区瀬戸22－2（金沢八景キャンパス内）
TEL：045-787-8930　　FAX：045-701-4338

Email：exten@yokohama-cu.ac.jp
受付：月曜日～金曜日（祝日を除く）9：30～16：30

エクステンション講座ウェブサイト　https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/index.html

講座番号

563 腎がん研究における最新の知見
●10月7日 月／18：30〜20：00

定員 150名
申込開始

9/11水

腎がんは、我が国で増加の一途をたどり、外科的切除以外に根治する方法のな
いとても予後の悪いがんです。5％ほどが遺伝性と言われ、その遺伝性腎がん
の研究は、10個以上の腎がん抑制遺伝子の解明と、新しい治療薬の開発に役
立ってきました。本講座では腎がん研究の最新の知見および、今後の治療薬開
発の展望についてお話します。

講師 蓮見 壽史
横浜市立大学医学部泌尿器科学助教

会場 横浜市社会福祉センターホール（中区桜木町1-1）
横浜市健康福祉総合センター内
JR・市営地下鉄「桜木町」駅　徒歩1分

講座番号

564 遺伝子発現のスピード違反が引き起こすガン発症メカニズム
●12月22日 日／14：00〜15：30

定員 150名
申込開始

11/11月

私たちの体は数十兆個という非常に多くの細胞から形成されています。そんな1
つ1つの細胞がDNAからなる遺伝子を持っています。遺伝子の情報はまず初め
にRNAに写し取られ（転写）、さらにRNAの情報はタンパク質に変換されるこ
とによって、遺伝子は機能を発揮し、私たちの体は生命活動を行うことができ
ます。この遺伝子からRNAが合成される“スピード”の調節が破綻すると、生命
機能が破綻し、がんや白血病などのさまざまな疾患が引き起こされることがわ
かってきました。その最新の研究を紹介します。

講師 高橋 秀尚
横浜市立大学医学部分子生物学教授

会場 横浜情報文化センター6階ホール（中区日本大通11）
JR・市営地下鉄「関内」駅　徒歩10分
みなとみらい線「日本大通り」駅　3番出口
バス「日本大通り　県庁前」下車　徒歩１分

講座番号

565 シナプス可塑性：基礎から臨床へ
●2月6日 木／18：30〜20：00

定員 150名
申込開始

12/11水

外部からの刺激に応答した脳の変化（脳の可塑性）が起る時、神経細胞の情
報伝達を担うシナプスでは、神経伝達物質に対する応答が強められたり、弱め
られたりするといった変化が見られます。シナプス可塑性の基礎研究は世界中
で行われていますが、その臨床応用は非常に乏しい現状です。脳に可塑的な変
化がおこる際、神経伝達物質の１つであるAMPA受容体がシナプスへ移行する
ことが多くの研究で明らかになっています。本講演ではAMPA受容体を認識す
るPETProbeの開発についての最新の知見とともに、これによるてんかんの病
態解明、精神疾患の根本原理解明を目指す研究について紹介します。

講師 高橋 琢哉
横浜市立大学医学部生理学教授

会場 アートフォーラムあざみ野（青葉区あざみ野南1-17-3）
東急田園都市線「あざみ野」駅東口　徒歩5分
市営地下鉄「あざみ野」駅　徒歩5分

先端医科学研究センター市民講座
先端医科学研究センターは国内有数のライフサイエンスの研究拠点です。
本講座はセンターで取り組んでいる最先端の研究についての紹介で、内容はやや難しめになりますが、一般の方々にも理解しやすいよう工夫されています。
企業で研究に従事されている方や、これから研究をしてみようと考えている若い方々の参加も歓迎です。

受講料無料


