
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

イラスト：横浜市立大学　美術部所属　小島 久枝

特別企画プログラム
健康寿命を
のばす

語学講座 教養講座 医療講座

3/2（月） 9：30～ Web申込先行開始
3/4（水） 9：30～ ＴＥＬ・ＦＡＸ等申込開始

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。

令和2年度 4月～9月期
エクステンション講座

小中高生
向け

ヨコハマの海
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受講のご案内・注意事項　（変更点があります。必ずご確認ください。）
※受講のご案内・注意事項全文は、ホームページに掲載しています。

申込受付
●先着順に受付します。講座毎に受付開始日があります。
●会員制で、初回申込時に会員登録が必要です（入会金無料）。
●FAX・Eメールでの申込みについては、確認後、受領の
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（科目等履修生は除く）
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。お申出の無い場合、割引は適用さ
れません。
●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。
●一部の講座は講座の性質上、受講対象者を限定しています。

申込締切
●原則定員になり次第、または講座開始日の１週間前に締
切ります。開講後の申込みは出来ません。

●講座開講日の２週間前までに受講者数が本学の指定する
一定人数に満たない場合、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。中止の場合は、原則
開講の２週間前までにホームページ・電話・Eメール等
により通知し、支払済みの受講料は全額返金します。
●医療講座では「キャンセル待ち」はありません。

受講案内・テキスト案内の発送
●有料講座は申込後に、コンビニ払いの方には「コンビニ
エンスストア払込取扱票」と「受講案内」を、クレジッ
トカード払いの方には「受講案内」と「受講証」を、登
録住所に発送します。講座開始の１週間前になっても届
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、
「テキストのご案内」を同封しますので、開講決定をホー
ムページまたは電話で確認の上、講座開始までにご自身
でご用意ください。使用予定テキストは、講座レベルの
参考のために記載しています。変更になる場合がありま
すので、必ず「テキストのご案内」で確認してください。
●講座が中止になった場合、ご自身で購入されたテキスト
代についての請求、返金には応じられません。

受講料の支払
●有料講座は受講料支払をもって受講手続の完了となりま
す。コンビニ払いの方は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、お支払いく
ださい（払込手数料は無料）。ホームページから申込みの
場合のみクレジットカード払いを選択できます。受講申込
時に、決済完了となります。窓口での支払はできません。
●ホームページでの表示が「電話のみ受付」の場合と、「キャ
ンセル待ちから繰り上がって受講」となる場合の支払方
法は、コンビニ払いのみです。

●支払が遅れる場合は、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。

●講座をやむを得ず休講にする場合は、設定がある講座は
予備日に振り替えます。返金はありません。

キャンセル・返金
●受講料納入後の講座変更・他の講座への振替はできません。
●キャンセルは、支払の有無にかかわらず、電話にて地域貢
献センターまでご連絡ください。（平日9：30〜16：30）
FAXおよびEメールでのお申出には原則応じられません。
●受講料を支払った講座をキャンセルする場合は、所定の
キャンセル手続きを経た上で、下記のキャンセル料がか
かります。
　※講座開講日前日まで　１講座につき2,000円
（税込・上記より下回る受講料の場合は全額）

　※講座開講日当日以降は受講料全額
●本学の都合により開講を中止する場合は、受講料全額を
返金します。

●返金は以下の①②の方法でおこないます。
①コンビニ払いの場合：指定の銀行口座に振込。手続書類
受理後、返金まで約１カ月。
②クレジットカード払いの場合：クレジットカード会社を
通して返金。カード会社毎の返金期間。
　※①②共に現金・その他有価証券等による返還には一切
応じられません。キャンセルの申出があった日から１
カ月以内に必要な書類の提出が無い場合は、返金の権
利を放棄したものとみなします。

受講上の注意
●受講生本人以外の代理出席、同伴、見学はお断りします。
一部の講座を除き託児はありません。また、お子様同伴
での受講はできません。
●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。

●Eメールで連絡する場合があります。「＠yokohama-cu.
ac.jp」からの受信ができるように設定してください。

●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。

●災害や交通事情等により講座を中止・休講する場合は、
ホームページに掲載し、可能な限り連絡しますが、不明
な場合は地域貢献センターまでお問合せください。その
際の交通費等についての補償はできません。
●一部の講義だけを受講することはできません。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。

個人情報について
●受講者の住所・氏名、その他個人にかかわる情報は、条
例に基づいて適切に取扱っています。受講申込書等に記
入された内容については、本学の講座にかかわる目的に
のみ使用します。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
センターまでお申出ください。
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お申込みから受講までの流れ

「申込完了」画面と「自動返信メール」をご確認ください
※申込時に決済完了となっているため別途受講料のお支払は不要です

コンビニ払込取扱票と
受講案内送付

受講証と受講案内送付 受講料払込

●FAX専用申込書以外の
用紙、またはEメールでお
申込みの場合は、以下の
事項を必ずご記入の上送
信してください。

ホームページ　
https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/
ホームページが新しくなりました。
HPからの申込みでクレジットカード払いが可能になりました。

	電話	 045-787-8930
	窓口	（平日9:30〜16:30）
	FAX	 045-701-4338

申込方法

クレジットカード払い
※お支払回数は１回払いのみVISA・MASTER・DINERS・JCB・AMEX

申込みと同時にお支払い完了となります

コンビニ払い
※払込手数料は無料

支払方法

コンビニ払いの方は「払込領収証（半券）」を、カード払いの方は「受講証」を、初回にお持ちください。受講開始

特 別 企 画 プ ロ グ ラ ム

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

健康寿命をのばすためにできることを考えるプログラム

講座番号

1
【社会福祉法人横浜市社会福祉協議会共催】
よく噛んで飲み込む

●５月29日 金／14：00〜16：00　●全１回
●無料　●定員100名

申込開始

4/1水
対象 一般
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）

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、誤嚥性肺炎の予防に
向けて、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。
※令和元年度後期開講講座と同一内容です。

講座番号

2 日本の医療制度の変遷から考える医療への向き合い方 ●６月11日 木／15：00〜17：00　●全１回
●500円　●定員50名

対象 一般・学生
講師 勝山貴美子［横浜市立大学医学部看護学科教授］
会場 金沢八景キャンパス

人が生きていく様々な場面で健康のリスクが生じます。でもそんな時、日本では
保険証さえあれば「いつでも」「誰でも」必要な医療サービスを受けることがで
きます。これは、日本が「国民皆保険」を持っているからであり、他の国とは異
なる制度なのです。今、日本は超高齢社会を迎え、国は増大する医療費をどのよ
うに抑えるのか、限られた資源をどのように配分するのか、様々な検討がされて

います。平成26年に医療法が改訂され、国民もこのような現状を理解して、自身
の健康を管理するとともに、医療機関を選ぶときにも適切に判断することと記載
されました。日本の医療制度が今、どんな風に変わろうとしているのか、その変
遷を学び、国民としての医療との向き合い方を一緒に考えたいと思います。
予備日　７月16日

講座番号

3
家族で学ぶ筋肉の上手な育て方
～わたしたちのカラダは食べ物からできている～

●７月18日 土／13：00〜14：30　●全１回
●無料　●定員50名

対象 高校生・中学生・一般　※ご家族での参加も可。
講師 吉田智［横浜市立大学医学部看護学科助教］
会場 金沢八景キャンパス

いつまでも動けるカラダづくりには若い時からの取り組みが大切です。特にスポー
ツなど高いパフォーマンスが求められるシーンでは自分にあった「栄養・運動・
休息」を知ることが重要です。怪我のしにくい、最高のパフォーマンスを発揮で

きるカラダづくりには、正しい食事トレーニング「食トレ」が大切。流した汗を無
駄にしないため、必要な時に、必要なだけ、必要な栄養素を効果的に取り込む、
自分にあった食トレを学びましょう。
予備日　８月22日

①講座名②氏名（フ
リガナ）③郵便番号④
住所⑤TEL⑥メールア
ドレス⑦受講動機⑧
年代⑨職業⑩この講
座を何で知ったか

※送信先にご注意ください。

※各講座の詳細・お申込みは、ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext）をご覧ください。
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講座番号

4 市大生がプロデュース第９回親子で楽しむ科学実験−A日程 ●７月25日 土／13：00〜16：00　●全１回
●１組500円（教材費・保険料）　●定員20組

申込開始

6/1月
対象 小学４～６年生と保護者　※対象学年は令和２年４月現在の学年。※受講生以外のお子様の入場不可。託児はありません。※保護者は成人の方。
講師 篠﨑一英［横浜市立大学理学部教授］　 協力 横浜市立大学科学倶楽部等
会場 金沢八景キャンパス

講座番号

5 市大生がプロデュース第９回親子で楽しむ科学実験−B日程 ●７月26日 日／13：00〜16：00　●全１回
●１組500円（教材費・保険料）　●定員20組

申込開始

6/1月
対象 小学４～６年生と保護者　※対象学年は令和２年４月現在の学年。※受講生以外のお子様の入場不可。託児はありません。※保護者は成人の方。
講師 篠﨑一英［横浜市立大学理学部教授］　 協力 横浜市立大学科学倶楽部等
会場 金沢八景キャンパス

夏休みに、小学４～６年生を対象とした実験教室を開催します。本講座は、横浜
市立大学の学生が中心となり、「サイエンスの楽しさや面白さを伝える」ことをモッ
トーにした科学実験教室です。理科が苦手な子も、得意な子も楽しくなるような
実験を行います。科学実験は、机上の学習とは一味違ったひらめきや感動を与え
てくれます。この講座を通じて、「なぜ？どうして？」という疑問を解決するサイエ

ンスの醍醐味を体験してください。夏休みの思い出に、親子でサイエンスの魅力
を感じてみてはいかがでしょうか。
※２回とも同内容で開催。　※両日程の申込み不可。
※原則受講生１名に対し保護者１名。
予備日　A日程B日程共に８月１日または８月２日
詳しい予備日設定はホームページでお知らせします。

講座番号

6
親子で学ぶ小学生のための音楽史講座
～大作曲家が生きた時代と音楽～

●８月６日 木／10：30〜12：00　●全１回
●無料　●定員30組

申込開始

6/1月
対象 小学４～６年生と保護者　※対象学年は令和２年４月現在の学年。※受講生以外のお子様の入場不可。託児はありません。※保護者は成人の方。
講師 越懸澤麻衣［横浜市立大学非常勤講師］
会場 金沢八景キャンパス

「クラシック音楽」はなんだか難しそう…と思っていませんか？実はそんなこ
とはまったくありません。作曲家の生涯について、そして彼らが生きた時代に
ついて知ってみると、より楽しく音楽を聴けるようになります。今回は、バッ
ハ、ベートーヴェン、ショパンを取り上げ、クラシック音楽の魅力に迫ります。
※原則受講生１名に対し保護者１名。

予備日　８月７日（金）

講座番号

7
小学生のための読書感想文入門
～「あらすじを並べただけの感想」を卒業する方法～

●８月21日 金／13：30〜16：00　●全１回
●１組1,000円　●定員15組

申込開始

6/1月
対象 小学４～６年生と保護者　※対象学年は令和２年４月現在の学年。※受講生以外のお子様の入場不可。託児はありません。※保護者は成人の方。
講師 助川幸逸郎［横浜市立大学非常勤講師・岐阜女子大学教授］
会場 金沢八景キャンパス

ほとんどの小学生が、読書感想文を書くことを求められます。けれども、その書
き方を具体的に教えてもらう機会は少ないのではないでしょうか。やり方のわか
らないまま、何度も感想文を書かされて、本に触れるのも文章を綴るのもきらい
になった──私自身、そんな苦い思い出があります。きちんとした読書感想文を
書くための具体的な筋道。本講座では、これを具体的に体験してもらうことで、
感想文への苦手意識をデトックスします。
※原則受講生１名に対し保護者１名。

予備日　８月22日（土）　

講座番号

8
中学生のための作文入門
～構成の鍵は「序論・本論・結論」？　それとも「起承転結」？～

●８月７日 金／13：30〜16：00　●全１回
●１組1,000円　●定員10組

申込開始

6/1月
対象 中学生と保護者　※保護者は成人の方。
講師 助川幸逸郎［横浜市立大学非常勤講師・岐阜女子大学教授］
会場 金沢八景キャンパス

作文には、思ったことを素直に書けばいい──そういわれて、困ったことのある
生徒さんも多いのではないでしょうか。高校・大学の受験でも、就職活動でも、
作文能力は大きな武器になります。高校や大学の先生や企業の採用担当者は、ど
んな風に作文を評価するのか。予備校の授業では教えてもらえないそうした話題
も交えつつ、「将来に向けて関門を突破するための文章の書き方」の基本を具体
的に学びます。
※中学生のみの参加も可能です（受講料の減免はありません）。保護者のみの参
加はできません。

予備日　８月22日（土）　10：00～12：30

横浜市立大学のエクステンション講座では、小学生、中学生、高校生を対象に、横浜市立大学ならではの講座を用意しています。大学の雰囲気を体感して、経験
の幅を拡げてみたい方におすすめの講座群です。

小中高の学生が大学を体感するプログラム

※全講座先着順に受付します。抽選はありません。
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講座番号

9 高校生のための小論文講座 ●土／15：00〜17：00　●全10回
●10,000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］
会場 金沢八景キャンパス

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。高校の教科になく、皆さん側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、毎回、受講生全員について添削指導を行います。その中身
は短評、採点、文章作法が中心ですが、必要に応じて内容へのコメントを加える
こともあります。
※小論文は短期間での習得は難しいため、全10回を通しての受講を希望します。

4月11日 第１回 ①毎回、受講生は与えられた課題文について小論文を書き
ます。記名はペンネームでおこないます。講師は全員の小
論文を回収・転写し、相応の時間をかけて添削します。
②添削後の小論文は全員分について短評・採点・文章作
法上の注意を付して印刷され、次回講座の資料となります。
この資料は次回講座日に配布します。
③授業ではまず、講師が配布資料をもとに前回提出の小論
文の全体的な講評を行います。つづいて、受講生は課題文を
読んで小論文を書きます。執筆のための時間は約60分です。
④（希望があれば可能な範囲で）放課後に小論文・他に関
して個別の相談に応じます

4月25日 第２回
5月 9日 第３回
5月23日 第４回
6月 6日 第５回
6月27日 第６回
7月11日 第７回
7月25日 第８回
8月 8日 第９回
8月22日 第10回
9月12日 予備日

講座番号

10
歴史好きな人のための数学講座
～円周率や黄金比の歩んだ道～

●月・火・水／10：30〜12：00・12：50〜14：20　●全６回
●無料　●定員20名

申込開始

6/1月
対象 高校生
講師 田中亜矢子［横浜市立大学非常勤講師］
会場 金沢八景キャンパス

数学では特別な無理数が度々登場します。小学生の頃からお馴染みの円周率や、
人が美しいと感じると言われている比率である黄金比など、規則性のない無限小
数はどのようにして発見されたのでしょうか。本講座では特に円周率と黄金比に
注目し、それぞれの歴史や特徴について実際に手を動かして体感していただきた
いと考えています。
※１日２回の講義です。
※持ち物：電卓・定規・コンパス（携帯電話の電卓機能でも可）

8月17日 第１回 円周率の値を正確に求めようとした人々の歴史
第２回 アルキメデスが用いた円周率の求め方

8月18日 第３回 円周率は現在何桁まで知られているのか
第４回 黄金比の歴史

8月19日 第５回 作図から見える黄金比
第６回 黄金比とフィボナッチ数列

8月20日（木）　予備日

人口374万人を擁する横浜は、港湾都市・工業地域として発展するなど、歴史的に「海」との繋がりが深いみなとまちです。本プログラムでは、横浜における
海域や陸域における海域環境改善の取組などから、どのように快適で豊かな海にしていけるかを考える講座群です。

講座番号

11 都会の海の保全と再生 ●土／12：50〜14：20・14：30〜16：00　●全２回
●1,000円　●定員30名

対象 一般・学生
講師 石井彰［横浜市立大学共同研究員・水中工房「海石：IKURI」］・塩田肇［横浜市立大学理学部准教授］
会場 金沢八景キャンパス

横浜の海環境の向上を目指し、海岸線の連続映像撮影と解析結果、アマモの再
生活動などを紹介します。横浜の海岸線140kmで自由に近づけるのは14km、
入れるのは1.5㎞だけです。普段は近付けない海岸線を海側から撮影し解析中で
す。また、海の公園や野島などで減少していたアマモ場が広がり、多くの生物が
暮らす豊かな海が戻ってきました。その取り組みの経緯と現状、人々との関わり
について紹介し、未来の横浜の海に何を求められるのか一緒に考えます。

5月23日 第１回 横浜港140kmの海岸線、映像撮影とその解析

5月30日

第２回

予備日

市民による海の環境再生
～横浜金沢湾でのアマモ場再生活動～

※１日２回の講義です。

講座番号

12 海洋へのゴミ負荷低減と護岸の海の浄化能力について ●土／12：50〜14：20・14：30〜16：00　●全２回
●1,000円　●定員30名

対象 一般・学生
講師 石井彰［横浜市立大学共同研究員・水中工房「海石：IKURI」］・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］
会場 金沢八景キャンパス

近年マイクロプラスティックが大きな話題となっていますが、その原因となる海に
排出されるごみをもう一度見直してみます。また、護岸に囲まれた都会の海の環
境改善はできるのか、護岸と護岸下海底の海中環境に着目し環境改善の可能性
を考えてみます。

6月13日 第１回 海に排出、流れ出るごみの実態と課題

7月 4日
第２回
予備日

護岸と護岸下海底のポテンシャル

※１日２回の講義です。

講座番号

13 公害苦情という言葉をご存知ですか ●日程・時間未定　●全１回
●無料　●定員30名

対象 一般・学生
講師 渡邉博［元横浜市環境創造局職員］・石井　彰［横浜市立大学共同研究員・水中工房「海石：IKURI」］　 監修 大関泰裕［横浜市立大学理学部教授］
会場 金沢八景キャンパス

社会に氾濫する様々な苦情のうち「公害苦情」という言葉をご存知でしょうか。
公害苦情は主に事業活動に起因するもので、近年では大規模なものから小規模
なものに、現状の改善から未然防止を求めるものに変化しています。公害苦情と

はどのようなものか、また、海域等公共用水域で生じた身近な苦情処理の事例
を紹介します。
※日程は決まり次第、ホームページでお知らせします。

ヨコハマの海から未来を考えるプログラム［海洋都市横浜うみ協議会共催］

※各講座の詳細・お申込みは、ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext）をご覧ください。
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講座番号

101
English Tour Guide ～英語でツアーガイドに挑戦～   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

対象 一般・学生
講師 MatthewBurton［横浜市立大学非常勤講師］

Inthisclass,studentswillpracticelisteningandspeakingactivitiesthatare
basedonhowtodescribeplacestovisitwhiletravelinginJapan,meeting
foreignvisitors,recommendingsightseeingspotsandJapaneseculture.We
willworktowardsmallgrouppresentationsinthelastclass.
※外国人講師による英語の授業です。

4月14日 第１回 Introduction to class, teacher and students, etc.
Activities,preferences:Englishphrases

4月21日 第２回 Polite,casualconversation,recommendations
4月28日 第３回 Makingsuggestions,givingadvice,travel
5月12日 第４回 Askingforhelp,dialoguewhiletraveling
5月19日 第５回 HowtodiscussJapanesecultureinEnglish
5月26日 第６回 Let'suseit:howtodiscusstransportation
6月 2日 第７回 Let'suseit:howtodiscusssightseeingandeating
6月 9日 第８回 Let'suseit:howtodiscussstayingatahotel
6月16日 第９回 Conclusion,reviewlecture,grouppracticetime
6月23日 第10回 Finalclass-grouppresentations
6月30日 予備日

講座番号

102
Medical English Communication   初中級〜中級  
～現場で役立つ　看護・医療英会話～

●火／10：30〜12：00　●全８回
●15,600円

（英検Ⓡ準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 ロールプレイング
対象 一般・学生・医療従事職の方
講師 HayleyMacCallum［横浜市立大学PEインストラクター］

LearnMedical English fromanex-nurse. In this course, youwill learn
about communicatingwith foreigners inmedical situations. Topics
includesymptoms,pain,andaccidents& injuries.Thiscourse is ideal for
healthcareworkerswhowant to improve theirEnglishcommunication in
medicalsituations,butthegeneralpublicinterestedinthecontentarealso
welcome.
※外国人講師による英語の授業です。

5月12日 第１回 Introductions;SignsandSymptoms
5月19日 第２回 PainAssessment
5月26日 第３回 AccidentsandInjuries
6月 2日 第４回 TakingaHistory
6月 9日 第５回 PhysicalExaminations
6月16日 第６回 HospitalDepartments
6月23日 第７回 PerformingTests
6月30日 第８回 GivingMedication
7月 7日 予備日

講座番号

103
Movie Club 3 ～Discussing Classic Film Creatures～   初級  ●火／17：00〜18：30　●全10回

●19,500円
（英検Ⓡ３級〜準２級程度）

グループディスカッション

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］

Comeanddiscuss interestingmovies inEnglish! In thisfilmclub,students
willpracticetheirspeakingskillsbywatchingfilmsanddiscussingtheorigins
ofclassicmoviecreaturesandmonsters.Thisclubwill includefilms from
differentgenressuchasdrama,animation,comedy,action,andsci-fi.We
willworkonsimplediscussionskillsandpracticeexpressingopinionseach
week.Thefocuswillbeonintroducingthereal-worldhistorybehindthese
classiccreaturesandcoveringgeneralfilmtheorytohelpstudentsexpress
their ideasclearly.So, ifyouenjoywatchinganddiscussingfilms,please
comeandjoinus.
※映画は変更になる場合があります。
※外国人講師による英語の授業です。

4月21日 第１回 Historical:JasonandtheArgonauts(1963)
4月28日 第２回 FairyCreatures:Maleficent(2014)
5月12日 第３回 Beasts:BeautyandtheBeast(1991)or(2017)
5月19日 第４回 WaterCreatures:TheShapeofWater(2017)
5月26日 第５回 WishGranters(Jinn):Aladdin(2019)
6月 2日 第６回 Gremlins:Gremlins(1984)
6月 9日 第７回 VoodooCreatures:NightoftheLivingDead(1990)
6月16日 第８回 Man-MadeMonsters:Frankenstein(1931)
6月23日 第９回 MetalMonsters:I,Robot(2004)
6月30日 第10回 Aliens:MarsAttacks!(1996)
7月 7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 講座開講決定を確認の上ご用意ください。

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

104
Finding Hidden Japan in English ～日本の隠れた観光名所～   初中級  ●水／17：00〜18：30　●全10回

●19,500円
（英検Ⓡ準２級〜２級程度）

グループディスカッション

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

EveryyearJapanhashostedmoreandmoreforeigntourists.Manypopular
touristdestinationshavebecomeverycrowdedandbusy.Are therestill
secretpaths,andhiddenplacesinJapantoescapethecrowds?
※外国人講師による英語の授業です。

5月13日 第１回 Introductiontothecourseandeachother
5月20日 第２回 ”AnotherKyoto”
5月27日 第３回 GlocalTourism
6月 3日 第４回 HowFujiFiveLakeshaschanged
6月10日 第５回 TravelingforFood
6月17日 第６回 WeirdJapan
6月24日 第７回 OfftheBeatenPath1
7月 1日 第８回 OfftheBeatenPath2
7月 8日 第９回 TravelingforCulturalExperiences
7月15日 第10回 TheUltimateJapanExperience!
7月22日 予備日

講座番号

105
American Culture in English ～アメリカ人の素顔～   初中級  ●水／17：10〜18：40　●全10回

●19,500円 ※別途テキスト代

（英検Ⓡ準２級〜２級程度）

ディスカッション  グループワーク ペアワーク 

対象 一般・学生・高校生
講師 FrederickBacala［横浜市立大学非常勤講師］

TheUnitedStatesofAmerica is a large country,withmanydifferent
culturesandhistoricalbeliefs.Eachcityandstatehavedifferentcultural
andhistoricalbeliefs. In thiscourse,weexamineseveralcitiesandstates
andtrytogainanunderstandingofwhatis....theUnitedStatesofAmerica.
We'll learn throughdiscussions,groupwork,pairwork, reading, listening,
andwatchingvideos.ComeandenjoyAmericanculture!
※外国人講師による英語の授業です。

使用予定テキスト ：AmericanVibes
出版社／金星堂
著者／ToddRucynski、中川洋子

5月13日 第１回 Introduction/GettingtoKnowEachOther
5月20日 第２回 Boston,Massachusetts
5月27日 第３回 NewYorkCity,NewYork
6月 3日 第４回 Washington,D.C.
6月10日 第５回 Charleston,SouthCarolina
6月17日 第６回 Austin,Texas
6月24日 第７回 SantaFe,NewMexico
7月 1日 第８回 LosAngeles,California
7月 8日 第９回 Seattle,Washington
7月15日 第10回 Honolulu,Hawaii
7月22日 予備日

講座番号

106
World Travel in English! ～英語で世界を旅しよう～   初級  ●木／10：30〜12：00　●全10回

●19,500円 ※別途テキスト代

（英検Ⓡ３級〜準２級程度）

ディスカッション

対象 一般・学生
講師 MatthewBurton［横浜市立大学非常勤講師］

This is a course for studentswhoare interested in international travel
and learningabout foreigncountries.Wewillusea textbooktopractice
reading, speakingand listeningactivitiesaboutvariouscountriesaround
theworldandwatchavideoeachweekaboutonecountryinparticular.
※外国人講師による英語の授業です。

使用予定テキスト ：GlobeTrotters
出版社／センゲージラーニング
著者／CarmellaLieske

4月16日 第１回 Introductiontoteacher,students/Spain
4月23日 第２回 China
4月30日 第３回 Peru
5月 7日 第４回 NewYorkCity
5月14日 第５回 Antarctica
5月21日 第６回 India
5月28日 第７回 NewZealand
6月 4日 第８回 Africa
6月11日 第９回 Cambodia
6月18日 第10回 Egypt
6月25日 予備日

講座番号

107
声に出して読む『幸福な王子』 ～名作で英語を学ぶ～   初級  ●木／13：00〜14：30　●全５回

●9,900円
（中学卒業程度）

対象 一般・学生
講師 白井義昭［横浜市立大学名誉教授］

誰にでも知られているオスカー・ワイルドの名作『幸福な王子』を通して英語の
実力向上を目指します。英語をマスターするのには英語を大きな声で音読するこ
とが最も重要で効果的です。音読することによって英語のリズムやイントネーショ
ンが自然と身につき、英語の世界へスムーズに入っていけます。あわせて語源や
文法の説明にも注意をはらいます。優しい王子の心に沿いながら新しい形での英
語学習をいたしましょう。
※授業は日本語と英語です。

5月 7日 第１回 冒頭部分を読み、倒置法に注目します。
5月14日 第２回 初回に続き冒頭部分を読み、倒置法に注目します。
5月21日 第３回 王子がルビーをツバメに届けさせる部分を読み、個々の英

単語に目を向けます。5月28日 第４回
6月 4日 第５回 ツバメがエジプトへ出発したいと王子に告げる部分を読

み、感嘆文の作り方について説明します。
6月11日 予備日

⎫
⎬
⎭

※全講座先着順に受付します。抽選はありません。
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講座番号

201
はじめてのスペイン語６   初中級  ●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 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］

令和元年度後期開講講座「はじめてのスペイン語５」の続編です。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 ：総合スペイン語コース中級‒改訂版‒Entreamigos1
出版社／朝日出版社
著者／スペイン語教材研究会

4月24日 第１回 復習：現在形の動詞
5月 8日 第２回 復習：点過去の動詞
5月15日 第３回 Unidad13:　線過去・規則と不規則の活用
5月22日 第４回 Unidad13:　線過去・使い方
5月29日 第５回 Unidad13:　線過去・使い方
6月 5日 第６回 Unidad13:　関係代名詞
6月12日 第７回 Unidad14:　現在完了・規則と不規則の活用
6月19日 第８回 Unidad14:　現在完了の使い方
6月26日 第９回 Unidad14:　現在完了の使い方
7月 3日 第10回 復習
7月10日 予備日

講座番号

202
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］

令和元年度後期開講講座「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／VirgilioBorborio,RamónPalencia

4月22日 第１回 復習：過去完了、点過去、線過去、現在完了
5月13日 第２回 復習：未来形Lectura：Eldescubrimientodelapatata.
5月20日 第３回 接続法：望みを表す
5月27日 第４回 Unidad6：感情を表わす動詞（１）Lectura　”ConversacionesdeAscensor”
6月 3日 第５回 Unidad6：感情を表わす動詞（2）
6月10日 第６回 Unidad6：Lectura：スペインの物語”uncuento”
6月17日 第７回 Unidad7：命令形（１）Lecura：Habitosdedescanso.
6月24日 第８回 Unidad7：命令形（２）
7月 1日 第９回 Unidad7：過去未来形　お勧めを表す
7月 8日 第10回 復習
7月15日 予備日

講座番号

108
Cultural Issues through Movies ～映画で学ぶ多文化社会～   初級～初中級  ●木／17：00〜18：30　●全10回

●19,500円 ※別途テキスト代

（英検Ⓡ３級〜２級程度）

ディスカッション  グループワーク ペアワーク 

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

Movies are agreatway to learn aboutdifferent cultural themes and
society.Inthiscourse,wewillwatchanddiscussthedifferentculturaland
socialtopicsshowninthemovies.We'llwatchsomepartsofthemovies,
discuss themovie,andhavediscussionsabout themovie's social topics.
Come,watch,andlearnaboutculturalandsocialtopicsinEnglish.
※外国人講師による英語の授業です。

使用予定テキスト ：OurSociety,OurDiversity,OurMovies
出版社／金星堂
著者／JosephTabolt、森永弘司

5月 7日 第１回 Introduction/GettingtoKnowOneAnother
5月14日 第２回 ThreeBillboardsOutsideEbbing,Missouri
5月21日 第３回 ThreeBillboards…continued
5月28日 第４回 GranTorino
6月 4日 第５回 GranTorino…continued
6月11日 第６回 LostinTranslation
6月18日 第７回 LostinTranslation…continued
6月25日 第８回 TheTheoryofEverything
7月 2日 第９回 TheTheoryofEverything…continued
7月 9日 第10回 Wrapupofthecourse
7月16日 予備日

講座番号

109
Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll
～『不思議の国のアリス』を原文で読もう～  初中級～中級  

●金／14：30〜16：00　●全10回
●19,500円

（英検Ⓡ２級〜準１級程度）

ディベート  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］

Alice'sAdventuresinWonderland,illustratedwiththeoriginaldrawings,will
bearepeatclassbypopularrequest.Thestorywaswrittenin1865byan
Englishmathematicianunder thepseudonymLewisCarroll. It isabouta
girlcalledAlicewhofallsthrougharabbitholeintoafantasyworldwhere
peculiar,anthropomorphiccreatures live. It isanonsensestory, including
excerpts frompopularnurseryrhymesandreferencestoBritishculture. It
challengesthereaderasitplayswithlogic.Thecharactersandtheimagery
continuetohaveahugeimpactonpopularcultureandliteratureallover
theworld.
※外国人講師による英語の授業です。
※平成29年度後期開講講座とほぼ同一内容です。

4月17日 第１回 GeneralIntroduction;DowntheRabbitHole
4月24日 第２回 ThePoolofTear;TheCaucusRaceandaLongTale
5月 1日 第３回 TheRabbitSendsaLittleBill
5月 8日 第４回 AdvicefromaCaterpillar
5月22日 第５回 PigandPepper;AMadTea-Party
5月29日 第６回 TheQueen'sCroquetGround
6月 5日 第７回 TheMockTurtle'sStory
6月19日 第８回 LobsterQuadrille;WhoStoletheTarts?
6月26日 第９回 Alice'sEvidence
7月 3日 第10回 VariousAlicesandGeneralDiscussion
7月10日 予備日

特
別
企
画
プ
ロ
グ
ラ
ム

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

203
初級ドイツ語３   初級者、学びなおしたい方  
～Essen und Trinken マルクトでお買いもの～

●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。令和元年度後期開講講座の
「初級ドイツ語２」の続きですが、初めての方でも今回から参加できますし、既
習者の方も歓迎します。この講座では、ドイツの食事、買い物をするときの会話
や物の単位の言い方を学びます。授業は日本人講師とドイツ人講師が交代で担当
します。ペアワークやグループワークを行いながら、４技能をバランスよく身につ
けていきましょう。
使用予定テキスト ：Schritteinternational1

出版社／HueberVerlag
著者／DanielaNiebuschほか著

4月15日 第１回
「これは～です（ではありません）」の表現、買い物の会話、
必要なものを伝える、物の単位、好きな食べ物・飲み物
を伝えることができる。

4月22日 第２回
5月20日 第３回
5月27日 第４回
6月10日 第５回
7月29日 予備日

講座番号

204
形で読むドイツ語 （1） ～ウィーンのベートーヴェン～   初中級  ●木／16：10〜18：10　●全６回

●15,600円 ※別途テキスト代
●定員20名対象 一般・学生・高校生

講師 岡田公夫［横浜市立大学名誉教授］

ドイツ語は文法のしっかりした言語です。辞書を引いて日本語の訳語をたよりに
読むのではなく、ドイツ語の形にそって、形から文を読み解くことが重要です。こ
の講座ではドイツ語のテキストを形から読む訓練をします。ドイツ語を読みなが
ら自分の持っている文法知識を整理し、さらに文法力の定着を図り、独力でドイ
ツ語が読める力を培います。テキストを読む際に出くわすポイントは練習問題で
展開し、理解を深めます。ドイツ語力全般のアップにつながります。「形で読むド
イツ語（1）」では今年生誕250年を迎えるBeethovenのWienでの足跡をたどる
案内書をテキストに使い、ドイツ語による街歩き（ヴァーチャル）を楽しみます。
※予習ができると理解が大幅に深まります。
※プリント教材も使用します。
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/清野智明

4月16日 第１回 GedenkstättenBeethovensinWien（1）
4月23日 第２回 GedenkstättenBeethovensinWien（2）
4月30日 第３回 GedenkstättenBeethovensinWien（3）
5月 7日 第４回 GedenkstättenBeethovensinWien（4）
5月14日 第５回 GedenkstättenBeethovensinWien（5）
5月21日 第６回 GedenkstättenBeethovensinWien（6）
5月28日 予備日

講座番号

205
形で読むドイツ語 （2）～ウィーンのカフェーハウス～   初中級  ●木／16：10〜18：10　●全６回

●15,600円 ※別途テキスト代
●定員20名対象 一般・学生・高校生

講師 岡田公夫［横浜市立大学名誉教授］

ドイツ語は文法のしっかりした言語です。辞書を引いて日本語の訳語をたよりに
読むのではなく、ドイツ語の形にそって、形から文を読み解くことが重要です。こ
の講座ではドイツ語のテキストを形から読む訓練をします。ドイツ語を読みなが
ら自分の持っている文法知識を整理し、さらに文法力の定着を図り、独力でドイ
ツ語が読める力を培います。テキストを読む際に出くわすポイントは練習問題で
展開し、理解を深めます。ドイツ語力全般のアップにつながります。「形で読むド
イツ語(2)」ではウィーンのカフェーハウスに関する文章をテキストに使い、ウィー
ンのカフェー文化に触れます。
※予習ができると理解が大幅に深まります。
※プリント教材も使用します。
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/清野智明

6月 4日 第１回 KaffeehäuservonWien（1）
6月11日 第２回 KaffeehäuservonWien（2）
6月18日 第３回 KaffeehäuservonWien（3）
6月25日 第４回 KaffeehäuservonWien（4）
7月 2日 第５回 KaffeehäuservonWien（5）
7月 9日 第６回 KaffeehäuservonWien（6）
7月16日 予備日

講座番号

206
シーンで学ぶドイツ語中級   中級者、学びなおしたい方  
～Sport und Fitness スポーツは好きですか？～

●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］

今回はスポーツや運動習慣に関するドイツ語を取り上げます。自分の運動習慣に
ついて言えるようになるだけでなく、オリンピック前の時期なので、ドイツで人気
があるスポーツ種目やドイツ選手のことも取り上げる予定です。授業は日本人講
師とネイティブ講師が交互に務めます。令和元年度後期開講の中級授業の続きに
なります。継続の方はもちろん、以前にドイツ語を学んでいた方や学びなおした
い方の申し込みもおおいに歓迎します。
使用予定テキスト ：Schritteinternational3

出版社／HueberVerlag
著者／SilkeHilpertほか著

6月17日 第１回 体調管理と健康習慣について伝えることができる、「～に
興味がある」「～する気がある」と伝えることができる、
ドイツで人気があるスポーツ種目や選手などについて学
ぶことができます。

7月 1日 第２回
7月 8日 第３回
7月15日 第４回
7月22日 第５回
8月 5日 予備日

講座番号

207
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）を題材にした講座です。音楽の知識は
要りません。楽譜が読めなくても大丈夫。ドイツ語のレベルは参加者に合わせます。
ドイツの歌に興味があり、楽しく歌おうという気持ちがあればどなたでも参加で
きます。Lautmalereiというアプローチでドイツ語の響きを体験することで、歌の
世界の感覚を掴んでいきます。令和元年度開講の『歌で学ぶドイツ語』と内容は
異なります。

5月13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。

6月 3日 第２回
6月24日 第３回
7月 8日 予備日

⎫
⎜
⎜
⎬
⎜
⎜
⎭

⎫⎜⎜⎬⎜⎜⎭

⎫
⎜
⎬
⎜
⎭

※全講座先着順に受付します。抽選はありません。
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講座番号

208
韓国語入門 ～ハングル文字からのスタート～   入門  ●金／15：00〜16：30　●全10回

●19,500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］

本講座は初めて韓国語を学ぼうとする方を対象に、ハングル文字とその発音から
始め、10回の講座を通して、①ハングル文字を読めて書けるようになる　②韓国
語による挨拶や基礎文法の習得を目指します。

使用予定テキスト ：ことばの架け橋［改訂版］
出版社／白帝社
著者／生越直樹、曺喜澈

5月 8日 第１回 ハングル文字とその発音①　母音
5月15日 第２回 ハングル文字とその発音②　子音（平音/激音/濃音）
5月22日 第３回 ハングル文字とその発音③　パッチム
5月29日 第４回 ハングル文字とその発音④　連音化など
6月 5日 第５回 指定詞の構文「○○は○○です」「○○は○○ではありません」
6月12日 第６回 存在詞の構文「○○があます/ありません」「○○がいます/ません」
6月19日 第７回 用言の活用：丁寧形、否定形
6月26日 第８回 数字を用いた表現①（時間・年月日・値段など）と疑問詞
7月 3日 第９回 数字を用いた表現②（年齢・人数・個数など）と疑問詞
7月10日 第10回 本講座の総復習
7月17日 予備日

講座番号

209
韓国語中級２   中級  ●金／13：00〜14：30　●全10回

●19,500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］

令和元年度後期開講講座「韓国語中級1」引き続き、これまでに学習した文法を復
習します。テキストの残り部分及び総復習をした上で、ハングル検定やTOPIKの過去
問にトライしながらレベルアップを図ります。

使用予定テキスト ：できる韓国語初級Ⅱ
出版社／アスク
著者／新大久保語学院

5月 8日 第１回 間接話法と直接話法①　（疑問文の間接話法）
5月15日 第２回 間接話法と直接話法②　（平叙文の間接話法）
5月22日 第３回 間接話法と直接話法③　（命令文の間接話法）
5月29日 第４回 間接話法と直接話法④　（勧誘文の間接話法）
6月 5日 第５回 テキストの復習①　（連体形）
6月12日 第６回 テキストの復習②　（変則活用）
6月19日 第７回 テキストの復習③　（慣用句表現）
6月26日 第８回 ハングル検定、TOPIK過去問にトライ①　文法・読解
7月 3日 第９回 ハングル検定、TOPIK過去問にトライ②　読解・作文
7月10日 第10回 ハングル検定、TOPIK過去問にトライ③　リスニング
7月17日 予備日

講座番号

210
中国語の最初歩Ⅱ ～初級の初歩から中国語を学ぶ～   初級  ●水／14：30〜16：00　●全12回

●22,600円 ※別途テキスト代
●定員25名対象 一般・学生

講師 渡邊賢［横浜市立大学非常勤講師］

「中国語の最初歩Ⅰ」の続きを同じテキストでまなびます。発音に不安の方がたに
も無理なく御参加いただけるよう、はじめの２、３週程度は復習にあてます。しか
る後、やはりテキストに沿いながら中国語の表現や語法を体系的に学びます。こと
ばは音声です。視覚ばかりに頼らず、耳で理解し、口で再生できる中国語力を養い
ます。何度も反復練習して自在に発音できるようにしましょう。口をさかんに動か
すことは美容効果も期待できるし、頭脳のトレーニングにもなると思います。

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

5月13日 第１回 「韻母」「声母」「声調」の復習（１）
5月20日 第２回 「韻母」「声母」「声調」の復習（２）・動詞謂語（述語）句などの復習
5月27日 第３回 いろいろな疑問文や形容詞謂語（述語）句などの復習
6月 3日 第４回 指示代詞の種類と用法や動詞「有」
6月10日 第５回 年月日や週のいい方
6月17日 第６回 いろいろな疑問文と注意点
6月24日 第７回 「状況語（連用修飾語）」やいろいろな「副詞」
7月 1日 第８回 時刻をの表現や「介詞（前置詞）」構造の文
7月 8日 第９回 存在を表わす動詞「有」と「在」など
7月15日 第10回 さまざまな疑問文（１）
7月22日 第11回 さまざまな疑問文（2）
7月29日 第12回 能願動詞（助動詞）「会」「能」「可以」など
8月 5日 予備日

講座番号

211
中国語の最初歩Ⅶ ～初級から少し前進～   初級〜中級  ●水／12：50〜14：20　●全12回

●22,600円 ※別途テキスト代
●定員25名対象 一般・学生

講師 渡邊賢［横浜市立大学非常勤講師］

「中国語の最初歩」も早や七旬目となりました。今期からはテキストも新たに一
歩前に進みます。テキストの構成は「入門編」の復習からになっているので、初
心者の方がたにも無理なく御参加いただけると思います。しかる後、やはりテキ
ストに沿いながら中国語の表現や語法を体系的に学びます。ことばは音声です。
視覚ばかりに頼らず、耳で理解し、口で再生できる中国語力を養います。何度も
反復練習して自在に発音できるようにしましょう。口を活発に動かすことは美容
効果も期待できますし、脳の活性化にもなると思います。

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

5月13日 第１回 「授与動詞」や「離合動詞」など
5月20日 第２回 形容詞謂語（述語）句や名詞謂語句など
5月27日 第３回 加減乗除の表現や動詞「有」の用法のまとめ
6月 3日 第４回 「状況語（連用修飾語）」や常用の「介詞（前置詞）」
6月10日 第５回 いろいろな疑問文と注意点（１）
6月17日 第６回 いろいろな疑問文と注意点（2）
6月24日 第７回 いろいろな疑問文と注意点（3）
7月 1日 第８回 「～しなければならない」に関する諸表現
7月 8日 第９回 動作の進行や持続に関わる表現など
7月15日 第10回 動態助詞の「了」と語気詞の「了」との用法（1）
7月22日 第11回 動態助詞の「了」と語気詞の「了」との用法（2）
7月29日 第12回 いろいろな「補語」
8月 5日 予備日

※各講座の詳細・お申込みは、ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext）をご覧ください。
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講座番号

212
トルコ語初級   初級  ●火／12：50〜14：20　●全10回

●19,500円 ※別途テキスト代
●定員30名

ディスカッション グループワーク ペアワーク

対象 一般・学生
講師 小野亮介［東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同研究員］
監修 山﨑和美［横浜市立大学国際教養学部准教授］

令和元年度後期開講講座の入門編「はじめてのトルコ語」に続く初級編の講座で
す。中東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、テュルク
（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、
テュルク（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

4月14日 第１回 【ガイダンス・第11課】イントロダクション伝聞完了形とその否定形
4月21日 第２回 【第12課】伝聞の表現　デ・カラ格語尾　11・12課の復習
5月12日 第３回 【第13・14課】中立形とその否定形　「～と」・「～で」の付属語・時間の表現など
5月19日 第４回 【第15課】13・14課の復習　可能中立形・限定語尾の特殊な用法
5月26日 第５回 【第16課】可能中立形・様々な疑問詞・15・16課の復習
6月 2日 第６回 【第17課】動名詞・「前に」／「あとで」の使い方
6月 9日 第７回 【第18課】意向形とその否定形・17・18課の復習
6月16日 第８回 【第19課】間接命令形とその否定形・形容詞の用法
6月30日 第９回 【第20課】直接命令形とその否定形・19・20課の復習
7月14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
7月21日 予備日

講座番号

213
タイ語読解１ ～簡単なタイ語の文章を読んでみよう～   初級  ●水／16：10〜17：40　●全12回

●22,600円　●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］

この講座ではタイ語の初級者を対象に、タイ語で書かれた簡単な文章を読解する
ことを目標とします。教材はタイの小学校1年生用タイ語の教科書とし、タイ文字
で書かれたタイ語の文章を音読するとともに、その内容を理解して、タイの文化
的背景を学びます。事前にテキストを読んで、発音と意味を確認してくる必要があ
ります。既にタイ文字の読み書きの規則を一通り理解している方を対象とします。
※プリント教材を使用します。

4月15日 第１回 ブランコに座ってゾウさんを歌います
4月22日 第２回 調子の悪いクラー
5月13日 第３回 学校に行きます
5月20日 第４回 授業の前に
5月27日 第５回 並んで昼食を買います
6月 3日 第６回 たくさん読むと賢くなります
6月10日 第７回 ケーオのお話し①
6月17日 第８回 ケーオのお話し②
6月24日 第９回 村の見物①
7月 1日 第10回 村の見物②
7月 8日 第11回 おじさんの見送り①
7月15日 第12回 おじさんの見送り②
7月22日 予備日

講座番号

214
初級フランス語２   初級  ●木／10：30〜12：00・水／12：50〜14：20　●全12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］

●22,600円 ※別途テキスト代
●定員30名

グループワーク ペアワーク

令和元年度後期開講講座「初級フランス語１」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／高橋百代著・NicolasJEGONDAY著・林宏和著・
CédricYAHYAOUI

4月16日 第１回 ガイダンス・イントロダクション：フランス語で自己紹介をする
Leçon  5～Leçon7の復習

4月22日 第２回 Leçon  8 Lepassé過去の出来事（1）
4月30日 第３回 Leçon  8 Lepassé過去の出来事（2）
5月13日 第４回 Leçon  8 Lepassé過去の出来事（3）
5月21日 第５回 Leçon  9 Lefutur未来の出来事（1）
5月27日 第６回 Leçon  9 Lefutur未来の出来事（2）
6月 4日 第７回 Leçon  9 Lefutur未来の出来事（3）
6月10日 第８回 Leçon10Lesaliments食品（1）
6月18日 第９回 Leçon10Lesaliments食品（2）
6月24日 第10回 Leçon10Lesaliments食品（3）
7月 2日 第11回 Leçon11Lamétéo天候（1）
7月 8日 第12回 RévisionLeçon8-10：第8課から第10課の復習
7月 9日（木）10：30～12：00　予備日
7月15日（水）12：50～14：20　予備日

講座番号

215
Ciao! イタリア語 ～イタリア語入門～   入門  ●水／16：10〜17：40　●全12回

●22,600円 ※別途テキスト代
●定員20名

演習  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
講師 アルベルト　ヴィチェンティーニ［イタリア文化会館イタリア語講師］
監修 岡田公夫［横浜市立大学名誉教授］

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、より深く、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、初歩からのイタリア語講座です。イタリア文化
会館のイタリア語講座で教える、外国人へのイタリア語教育の資格を持つnative
speakerがていねいに指導します。授業は欧州語学力評価基準A1を目標に前期
でその1/3程度の到達を目指します。
※講義は基本的にイタリア語で行います。必要に応じて日本語でも解説します。

使用予定テキスト ：オペラ・プリマ1
出版社／朝日出版社
著者／イタリア文化会館

4月15日 第１回 【第１課】初対面の挨拶・イタリア語のアルファベットと単語
4月22日 第２回 【第１課】出身地の言い方・数字・イタリアの紹介
5月13日 第３回 【第２課】シエナの映像を見る・自己紹介・人を紹介する
5月20日 第４回 【第２課】一緒に食べよう・イタリアの料理の発音
5月27日 第５回 【第２課】イタリアにいる理由を話す・知り合いになる
6月 3日 第６回 【第２課】簡単な自己紹介を書いてみる・数字で遊ぶ
6月10日 第７回 【第２課】パスタの種類の紹介・動詞の活用・形容詞の復習
6月17日 第８回 【第３課】バールやカフェでのメニューの読み方・注文の仕方
6月24日 第９回 【第３課】簡単な注文に挑戦
7月 1日 第10回【第３課】土日の過ごし方
7月 8日 第11回【第３課】週末の日帰り観光・イタリアの国立公園
7月15日 第12回【第３課】フィレンツェの温泉・日曜日の買い物
7月22日 予備日

※全講座先着順に受付します。抽選はありません。
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301
歴史

近代の古文書に親しむ ●土／13：00〜14：30　●全６回
●9,700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。

4月11日 第１回 明治時代の古文書（特に公文書）【入門レベル】
4月18日 第２回 明治期の皇族（有栖川宮兄弟）の遺墨【初級～中級レベル】
4月25日 第３回 明治期の官僚政治家・香川敬三の遺墨【中級レベル】
5月 9日 第４回 明治前期の地方官・大山綱良（格之助）の遺墨【中級レベル】
5月16日 第５回 明治の法制官僚・井上毅の遺墨【中級～上級レベル】
5月23日 第６回 明治の宰相・松方正義の遺墨【上級レベル】
5月30日 予備日

講座番号

302
歴史

古事記神話を語る ●金／16：10〜17：40　●全10回
●16,100円　●定員30名

対象 一般・学生
講師 イグナシオキロス［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］

本講座では、日本における最古の典籍である『古事記』上巻に記された神話を
対象とします。その神話内容を語りながら、比較神話学、民俗学、文学、という
ような様々な角度から検討を行います。また、古代日本の歴史・信仰・自然観
など様々を含み持っているため、必要に応じて語釈の検討や、『日本書紀』との
比較も行います。それらを通じて受講者の『古事記』神話に関する知識を深める
ことを目標とします。
※講義は日本語で行います。必要に応じて英語でも解説します（英語レベルは中
学卒業程度）。

4月17日 第１回 書物としての『古事記』の紹介
4月24日 第２回 天地のはじまり・イザナキとイザナミの結婚・国生みと神生み
5月 8日 第３回 イザナミの神避り・泉の国・イザナキのみそぎ
5月15日 第４回 スサノオの昇天・スサノオとアマテラスの「うけひ」
5月22日 第５回 天岩戸の神話
5月29日 第６回 五穀の起源・八俣大蛇退治神話
6月 5日 第７回 稲葉の白兎・国造り
6月12日 第８回 国譲り
6月19日 第９回 天孫降臨
6月26日 第10回 ホオリとトヨタマヒメの物語
7月 3日 予備日

講座番号

303
社会

Current Issues Circle IV ～キャサリンと現代社会を語ろうⅣ～ ●金／12：50〜14：20　●全10回
●16,100円　●定員24名

ディスカッション  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］

What issues bother you thesedays?What topics youwould like to
discusswithothers?Current IssuesCircle isopen toparticipantsofany
levelofEnglishwhowouldliketosharetheirconcernswithotherpeople.
Participantsareencouraged to “agree todisagree”.Normallywedivide
intogroups fordiscussion,occasionally roleplayordebate.Theteacher
preparestopicaltextstostartoffeachweek’stheme.ThisisaCirclewhere
participants can improve their communication skillswhile sharing their
concerns,learningfromeachother,andperhapspickinguptipsonhowto
livemorepositively.ItisachancetodiscusseverydayissuesinEnglishwith
peoplefromdifferentbackgrounds.
※講義は英語で行います。
※配布資料は英検®２級から準１級レベルです。予習・復習の時間をとれるこ
とが望ましいです。

4月24日 第１回 EnglishEducationinJapan
5月 1日 第２回 Multi-lingualism,Multi-literacy,Media-literacy
5月 8日 第３回 SportsDiplomacyandtheOlympicGames
5月22日 第４回 SeedsandGeneticModification（GM）
5月29日 第５回 FoodChains,FoodWaste,MicroplasticPollution
6月 5日 第６回 Insects,LightPollution,SilentWorld
6月19日 第７回 TheErmocene-AgeofLoneliness
6月26日 第８回 ChangingattitudestoLGBT
7月 3日 第９回 LearningtolivewithDisabilities
7月10日 第10回 StrategiesfordealingwithStress
7月17日 予備日

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）

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

304
ビジネス

経営学基礎講座
～経営情報、経営管理、人的資源管理、経営財務、管理会計について学ぶ～

●日／10：00〜12：00・13：00〜15：00　●全４回
●8,800円　●定員50名

対象 一般
講師 黒木淳［横浜市立大学国際商学部准教授］・永松陽明［横浜市立大学国際商学部准教授］

小泉大輔［横浜市立大学国際商学部准教授］・河瀬宏則［横浜市立大学国際商学部准教授］
監修 黒木淳［横浜市立大学国際商学部准教授］
会場 みなとみらいサテライトキャンパス（西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー7階）

社会人、一般市民の方を対象に、経営学（経営情報、経営管理、人的資源管理、
管理会計など）の基礎を学ぶための講座を国際商学部教員で企画しました。基
礎講座であるため、市販されている経営学テキストレベルを講義する予定ですが、
一部経営学研究の最前線に関する内容を含めたいと思います。
※１日２回の講義です。

5月10日 第１回 オリエンテーション、経営学基礎講座の概要
戦略管理会計：中期経営計画、管理会計、プロジェクト管理

第２回 人的資源管理論：「働き方改革」と経営学
5月17日 第３回 経営情報論：RPAと経営学

第４回 経営財務論：プロジェクトの経済性評価法
5月24日 予備日

講座番号

305
社会

人生100年時代の生き方を考える 
～40代から始める新しいライフスタイル　お金、仕事、体の視点から～

●土／10：30〜12：00　●全３回
●4,900円　●定員50名

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］

岩畔英樹［医療法人再生会そばじまクリニック部長・久留米大学医学部循環器内科客員准教授］
監修 鴨志田晃［横浜市立大学国際商学部教授］

最近、人生を100年として考えることが話題となっています。企業で働いている
サラリーマンや彼らを雇用する経営者、管理者はそれに対して具体的にどうする
かということは必ずしも共通認識を持っておらず、その対策に動いている人はま
だ少ない状況です。本講座は人生を100年として考えたときに、日本の中でそこ
まで有意義に楽しく生きていくために、今、何を考え、準備すべきなのか、「お金」
「仕事」「生活」「健康」の視点から考えます。
※本講座は平成30年度後期・令和元年度前期開講講座とほぼ同一内容です。

5月16日 第１回 お金は大丈夫？（マネー編）
5月30日 第２回 働く？働かない？（働き方編）
6月27日 第３回 エイジレスのからだケアとは？（からだ編）
6月 6日 第 1・２回　予備日
7月 4日 第３回　予備日

講座番号

306
文学

英雄たちの「虚構」と「真実」 ～史実との比較を通して歴史小説の魅力をさぐる～ ●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・岐阜女子大学教授］

ふだん、あまり小説を読まないサラリーマンにも、歴史小説は人気があります。
特に、幕末や戦国の乱世を駆け抜けた英雄の姿に魅了される読者は多いようで
す。いっぽうで、小説に描かれた織田信長や坂本龍馬に対し、「歴史離れ」して
いるという非難の声も絶えません。私たちはなぜ、歴史小説にここまで熱くなる
のか。その秘密に、史実と虚構の二方面からせまります。

5月16日 第１回 西太后はほんとうは「いい人」だった？　浅田次郎『蒼穹の昴』をめぐって
6月13日 第２回 石田三成は「現場に弱いキャリア組」なのか？　吉川永青『治部の礎』をめぐって
7月11日 第３回 乃木希典愚将伝説の功罪　司馬遼太郎『坂の上の雲』をめぐって
8月 8日 予備日

講座番号

307
芸術

ベートーヴェンと同時代の作曲家たち２ ●月／10：40〜12：10　●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］

今年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？本講座では令和元年度後期開講講座に引き続き、
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。

5月18日 第１回 人気ピアニスト、ゲリネクとの競演
6月 1日 第２回 同時代人シューベルトの葛藤
6月15日 第３回 多才な音楽家クレメンティとの交流
6月29日 第４回 ベートーヴェンを支えた貴族、ルドルフ大公
7月13日 第５回「ロッシーニ旋風」への対抗心
7月20日 予備日

講座番号

308
芸術

西洋美術に表れたキリストの物語 ～救世主イエスの美術表現～ ●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］

新約聖書の主人公イエス・キリストは、西洋美術の中でさまざまな作品にその救
世主たる姿を表します。それらを時代順にたどるだけで、多彩な美術の流れが目
に見えてきます。この講座では、キリストの降誕と東方三博士（マギ）の礼拝の
主題を表した美術作品をその始原から検討し、どのように展開したかを数多くの
画像を使って解明します。さらに、降誕後のキリストにどのような事跡があったの
かも美術表現によって追求します。

5月19日 第１回「キリストの降誕、中世美術」
6月 2日 第２回「キリストの降誕、ルネサンス美術」
6月16日 第３回「東方三博士（マギ）の礼拝、中世美術」
7月 7日 第４回「東方三博士（マギ）の礼拝、ルネサンス美術」
7月21日 第５回「キリストの生涯の物語」
8月 4日 予備日

※各講座の詳細・お申込みは、ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext）をご覧ください。
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講座番号

309
文化

アイヌ文化を知るⅣ ～その伝統と今～ ●月／14：30〜16：00　●全２回

対象 一般・学生
講師 志賀雪湖［東京外国語大学・早稲田大学非常勤講師］・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］
監修 土屋慶子［横浜市立大学国際教養学部准教授］

●3,200円　●定員30名

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は益々高まっています。今回の講
座ではアイヌの「食」に着目します。狩猟漁撈（ぎょろう）採集生活を送ってき
た人々が、どのような食文化を育んできたのかを口承文芸から読み解いてみましょ
う。さらに、今日の食の継承活動を紹介しながら、その意義や課題について考
えます。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4弾になります。初めてご参加される方も歓迎します。

6月 8日 第１回 食の継承からアイヌの今を考える
6月15日 第２回 口承文芸からアイヌ文化を知るⅣ
6月22日 第１回 予備日
6月29日 第２回 予備日

講座番号

310
社会

小説で学ぶやさしい法律講座 ～ドストエフスキー著『カラマーゾフの兄弟』～ ●10：30〜12：00　●全１回
●1,700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］

ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を題材にして、現在の日本の法律（民法、
刑法、刑事訴訟法など）を学ぶ講座です。民法（相続欠格、非嫡出子、特別受益）、
刑法（共犯、尊属殺、児童虐待）、刑事訴訟法（公判手続）などを取り扱います。
『カラマーゾフの兄弟』を読んだことがない方でも、法律を学ぶことができる講座
です。

6月 6日（土）
6月13日 予備日

講座番号

311
文学

【日本ブロンテ協会共催】

ブロンテ・デイ公開講座　Part ７
●14：00〜16：20　●全１回

●無料　●定員100名

対象 一般・学生・高校生
講師 侘美真理［東京藝術大学准教授］・鵜飼信光［九州大学教授］
監修 白井義昭［横浜市立大学名誉教授］

リーズ土産として木製の兵隊人形12体を父親のパトリック・ブロンテが子ど
もたちに与えた1826年6月5日からブロンテ文学が始まったとされています。
この6月5日に近い6月第１週土曜日を日本ブロンテ協会は、本国イギリスの協
会と歩調をあわせブロンテ・デイとし、専門家のみならず一般愛好者も集い、
ブロンテ文学を愉しみ、味わうことにしています。本講座はその行事の一つで
あり、ブロンテ愛好者であれば十分愉しめる講座となっております。

6月 6日（土）
第１部　アグネスをとりまく「新しい女性」たち
　　　　―『アグネス・グレイ』の翻訳作業を顧みて
第２部　『嵐が丘』のEdgarLinton
　　　　―Heathcliff帰還後Catherineは何故さっさと彼と別れないのか？

講座番号

312
文化

【かながわ大学生涯学習推進協議会 共同公開講座】

天才少年将棋棋士 藤井聡太誕生の物語
●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）

最年少四段昇段、プロデビューから29連勝、詰将棋解答選手権５連覇、最年少
七段昇段、…。天才少年将棋棋士藤井聡太が誕生し、将棋ブームとなっています。
将棋を指さないで、観る（観戦する）だけの将棋ファンのことを「観る将」（みるしょ
う）といいます。「観る将」の視点で、天才少年将棋棋士藤井聡太誕生の物語を
ひも解いてみましょう。

6月12日（金）
7月10日 予備日

講座番号

313
社会

【横浜市政策局共催】

ビッグデータと人工知能
●13：00〜14：30　●全１回

●1,700円 ※高校生無料　●定員50名

対象 一般・学生・高校生
講師 山崎眞見［横浜市立大学データサイエンス学部教授］

新聞やニュースに人工知能（AI）という言葉が頻繁に登場します。AIを実現しよ
うという研究は1950年代に始まりました。しかし、期待と裏腹に結果を出せず
何度も幻滅を繰り返してきました。今度こそ、人間並みの能力を実現できると期
待が高まっています。その原動力がデータに刻まれた人間の行動や判断の痕跡を、
データ分析で写し取る技術の飛躍的な進歩にあります。そのようなデータ分析技
術について分かり易く説明します。

7月25日（土）
8月 1日 予備日

医

療

講

座

※各講座の詳細・お申込みは、ホームページ（https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext）をご覧ください。
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講座番号

501
横浜市立大学附属病院におけるがんゲノム医療の実際 ●4月３日 金／14：00〜16：00

定員 300名
申込開始

3/11水

2019年6月にがんゲノム検査が日本でも保険適応となりました。横浜市立大学
附属病院では、保険適応に先駆けて、2016年11月より米国の検査機関と連携
してがんゲノム検査を行ってきました。本セミナーでは、当院のがんゲノム医療
の取り組みと、日本や世界におけるがんゲノム医療の最新の話題をお話しさせ
ていただきます。

講師 加藤 真吾
横浜市立大学附属病院がんゲノム診断科講師

会場 横浜市栄公会堂（栄区桂町279-29）
JR京浜東北線・根岸線「本郷台」駅　徒歩9分

講座番号

502
最新の直腸癌治療手術
〜ダビンチ手術で何が変わる？ダビンチを利用した排尿・性機能温存手術の実際〜

●４月24日 金／14：00〜16：00
定員 250名

申込開始

3/11水

これまで、直腸癌の治療の目的は、「癌を治すこと」であり、その代償として多
くの方に機能障害が起きていました。おしっこを出しにくくなる排尿障害、男性
の勃起・射精が障害される性機能障害は、手術時に直腸の近くを走行する神
経を傷つけてしまうことによる障害です。最新の直腸癌に対する手術であるダ
ビンチを利用することにより、機能障害を起こさずに「癌を治すこと」が目指
せる時代になってきています。当院　消化器・一般外科において、今年から全
国規模で展開されている性機能障害研究の主任研究者として、ダビンチ手術な
どを利用した直腸癌手術を専門におこなっています。講座では、排尿・性機能
障害だけでなく人工肛門や局所再発など、直腸癌特有の問題を可能な限り回避
するための工夫を盛り込んだ直腸癌ダビンチ手術の実際について、詳しくお話
をさせていただきます。

講師 沼田 正勝
横浜市立大学附属病院消化器・一般外科助教

会場 関内ホール（小ホール）（中区住吉町4-42-1）
JR「関内」駅　徒歩6分
市営地下鉄「関内」駅　徒歩３分
みなとみらい線「馬車道」駅　徒歩5分

講座番号

503
頭から足先まで治療できる放射線 ●５月22日 金／14：00〜16：00

定員 250名
申込開始

4/13月

放射線治療の適応については、あまり知られていませんが、乳がん・肺がん・
前立腺がんをはじめ、多くの疾患で適応になります。このため、放射線治療を
行うことになる体の部位も様々で、頭から足の先まで全身が治療可能な部位で
す。放射線治療の幅広い適応について、ちょっと珍しい病気に対する治療法の
紹介も含め、概説します。

講師 小池 泉
横浜市立大学医学部放射線治療学講師

会場 関内ホール（小ホール）（中区住吉町4-42-1）
JR「関内」駅　徒歩6分
市営地下鉄「関内」駅　徒歩３分
みなとみらい線「馬車道」駅　徒歩5分

講座番号

504
①肝臓・胆道・膵臓領域の最新の話題
②肝胆膵疾患における低侵襲手術 〜腹腔鏡手術編〜

●６月３日 水／14：00〜16：20
定員 250名

申込開始

4/13月

①［肝臓領域］
飲酒量が少なくても脂肪肝のある方は、日本に2200万人以上いることがわ
かりました。当院では新しい医療機器を使って肝臓の脂肪量や硬さの診断を
行っています。

　［胆道・膵臓領域］
2017年癌死亡部位別集計で膵臓癌は第４位、胆管・胆嚢癌は第８位に位
置し、もはや稀な病気ではありません。この領域の診断学は非常に発展し
ている領域です。肝・胆・膵領域の最新の話題と、いま現場でできる最新
をご紹介いたします。

②腹腔鏡手術は胃、大腸領域では広く普及していますが、肝胆膵疾患では未だ
一般的ではないものの徐々に広がりつつあります。数年前より、学会主導で
肝臓、膵臓分野における腹腔鏡手術の全例登録制度、技術認定医制度など
を取り入れ安全な普及に努めています。本講座では胆石症から膵癌、肝臓癌
まで本邦および当院で行っている腹腔鏡手術を紹介し、その利点、欠点を広
く市民の皆様に情報提供できればと考えています。

講師 ①小川 祐二
　横浜市立大学附属病院消化器内科肝胆膵消化器病学助教
　佐藤 高光
　横浜市立大学附属病院内視鏡センター助教
②本間 祐樹
　横浜市立大学附属病院消化器外科助教

会場 関内ホール（小ホール）（中区住吉町4-42-1）
JR「関内」駅　徒歩6分
市営地下鉄「関内」駅　徒歩３分
みなとみらい線「馬車道」駅　徒歩5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

※申込開始日より先着順に受付ます。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

みなとみらいサテライトキャンパス

〒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

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい2-2-1
 横浜ランドマークタワー７階

主な駅からの所要時間

○JR・市営地下鉄
　「桜木町」駅
　動く歩道で徒歩5分
○みなとみらい線
　「みなとみらい」駅
　徒歩3分

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

イラスト：横浜市立大学　美術部所属　小島 久枝

特別企画プログラム
健康寿命を
のばす

語学講座 教養講座 医療講座

3/2（月） 9：30～ Web申込先行開始
3/4（水） 9：30～ ＴＥＬ・ＦＡＸ等申込開始

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。

令和2年度 4月～9月期
エクステンション講座

小中高生
向け

ヨコハマの海

講座番号

505
運動器治療の最前線
①関節疾患に対するロボット手術
②関節鏡を用いた低侵襲手術

●6月5日 金／14：00〜16：00
定員 300名

申込開始

4/13月

①関節疾患は歩行能力の低下や姿勢異常などをきたし、日常生活における活動を
低下させる要因となります。進行した関節疾患に対する適切な手術は、低下した
活動性を飛躍的に向上することが可能です。ここでは、近年大きく進歩しているコ
ンピューター支援技術やロボット支援技術を用いた関節疾患に対する治療につい
て、横浜市立大学附属病院での取り組みと実際の有用性について紹介します。

②横浜市立大学附属市民総合医療センターで施行している関節鏡手術、主に股
関節、肩関節に関する関節鏡手術について紹介します。人工関節置換術と異
なり、関節鏡手術は関節温存を行い、最小の傷で関節内病変を修復させま
す。特に県内でも施行可能施設が限られている股関節鏡手術を中心に解説し
ます。

講師 ①崔 賢民
　横浜市立大学医学部運動器病態学講師
②小林 直実
　横浜市立大学附属市民総合医療センター整形外科准教授

会場 横浜市南公会堂（南区浦舟町2-33　南区総合庁舎内）
市営地下鉄「阪東橋」駅徒歩8分
京浜急行「黄金町」駅徒歩14分
バス停「南区総合庁舎前」徒歩すぐ
バス停「浦舟町」徒歩2分
バス停「阪東橋」徒歩8分

講座番号

506
【横浜市中央図書館共催】

ピロリ除菌で胃がん予防
●7月3日 金／14：00〜16：00

定員 150名
申込開始

5/11月

ヘリコバクターピロリ菌は胃がんの主な原因で、2013年以降ヘリコバクターピ
ロリ感染胃炎への保険診療での除菌治療が行われてきました。しかしいわゆる
がん検診がはじまる前の若年者を対象とした対策は課題として残っています。若
年層の家族にぜひ伝えていただきたい、若年者対策の必要性を最新の取り組み
も踏まえて解説します。

講師 須江 聡一郎
横浜市立大学附属病院次世代臨床研究センター助教

会場 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


