
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ホームページ　https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/

〒220-8107 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

イラスト： 横浜市立大学 美術部所属　小島 久枝

今後の社会情勢により、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/

8/24月 9：30～
8/26水 9：30～

W E B
TEL・FAX受付開始日

エクステンション講座は、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。

エクステンション講座

令和2年度
9月～3月期
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カテ
ゴリ

講座
番号 講座名 開講

曜日 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ページ

授業
開放 51 分子細胞医科学 木 ● 5

特

別

企

画

プ

ロ

グ

ラ

ム

52 ポストコロナ時代の医療との
向き合い方 土 ● 6

53 家族で学ぶ筋肉の上手な育て方 土 ● 6

54 よく噛んで飲み込む 金 ● 6

55 障害のある人と共に働く社会の
ために 土 ● 6

57 地域企業の体質改善を目指す
経営分析研修 金  8

59 ポストコロナ時代の超成熟都市
を考える 木  8

60 都会の海の保全と再生 土 ● 5

61 公害苦情という言葉をご存知ですか 土 ● 5

62 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 ● 5

63 データサイエンスの基礎 火 ● 7

64 データの種類とビジネスにおける活用 火 ● 7

65 マーケティングとデータサイエンス 火 ● 7

66 ビジネスにおけるデータサイエンスの限界 火 ● 7

英
　
　
　
　
　
　
　
語

151 声に出して読む『幸福な王子』 水  9

152 Alice's Adventures in Wonderland 金  9

153 英語のコンテンツ授業を
楽しもう！Ⅰ 土  9

154 英語のコンテンツ授業を
楽しもう！Ⅱ 土  10

155 Medical English Communication 火  10

156 Finding Hidden Japan in English 木  10

157 American Culture in English 水  10

158 Cultural Issues through Movies 木  11

159 Movie Club 3 水  11

そ
の
他
語
学

251 はじめてのスペイン語 ６ 金  11

252 スペイン語会話 水  11

253 形で読むドイツ語 （1） 木  12

254 形で読むドイツ語 （2） 木  12

255 初級ドイツ語 ３ 水  12

オンラインオンライン

オンラインオンライン

オンラインオンライン

オンラインオンライン

オンラインオンライン

オンラインオンライン

オンラインオンライン

オンラインオンライン

オンラインオンライン

講 座 一 覧 �

オンラインオンライン オンライン講座を開講します。
詳細はP4をご覧ください。

社会情勢により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/
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カテ
ゴリ

講座
番号 講座名 開講

曜日 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ページ

そ
　
　
の
　
　
他
　
　
語
　
　
学

256 シーンで学ぶドイツ語中級 水  12

257 歌で学ぶドイツ語 水  13

258 韓国語入門 金  13

259 韓国語中級 ２ 金  13

260 タイ語読解 １ 水  13

261 中国語の最初歩Ⅱ 水  14

262 中国語の最初歩Ⅶ 水  14

263 トルコ語入門 火  14

264 トルコ語初級 火  15

265 Ciao! イタリア語 水  15

266 初級フランス語 ２ 木・水  15

教
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
養

351 ディスカバー・リスク 金  16

352 古事記神話を語る 金  16

353 身近な環境を地図で深読み 土  16

354 ベートーヴェンと同時代の作曲家たち ２ 土  16

355 Current Issues Circle Ⅳ 金  17

356 DNAの膨大な「未解読暗号」の
はなし 土 ● 17

357 経営学基礎講座 日・土  17

358 ブロックチェーンと新たなビジネス展開 火 ● 17

359 混迷する現代の中東・北アフリカ 月・水  18

360 西洋美術に表れたキリストの物語 火  18

361 小説で学ぶやさしい法律講座 土 ● 18

362 横浜・みなとみらいの発展と横浜市立大学 日 ● 18

363 英雄たちの「虚構」と「真実」 土  19

364 天才少年将棋棋士 藤井聡太誕生の物語 金 ● 19

365 近代の古文書に親しむ 土  19

366 ナチズムの歴史と記憶 土  18

高
校
生

367 高校生のための小論文講座 土  8

368 歴史好きな人のための数学講座 土  8

オンラインオンライン

オンラインオンライン

講 座 一 覧 �

オンラインオンライン オンライン講座を開講します。
詳細はP4をご覧ください。

社会情勢により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/
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お申込みから受講までの流れ

新型コロナウイルス 感染拡大防止対策について

「申込完了」画面と「自動返信メール」を
ご確認ください

コンビニ払込取扱票と
受講案内送付

※講座開始１週間前になっても届かない
場合はご連絡ください。

受講証と受講案内送付
※講座開始１週間前になっても届かない場合はご連絡ください。

受講料払込
※指定された期限までにお支払い
ください。

●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。

クレジットカード払い
（ホームページから申込みの場合のみ可）

《利用可能なクレジットカード》 VISA・MASTER・DINERS・JCB・AMEX
※お支払い回数は１回払いのみ

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。
オンライン講座にお申込みの場合は提示の必要はありませんが、期限までにご入金がない場合は、
ご連絡させていただく場合があります。

受講開始

①講座名
②氏名（フリガナ）
③郵便番号
④住所
⑤TEL
⑥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。

ホームページ　8/24（月）9：30〜受付開始
https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/
または

※初回申込時は会員登録をお願いします。（入会金無料）

8/26（水）9：30〜受付開始
 電話 045-787-8930
 窓口 （平日9:30〜16:30）
 FAX 045-701-4338

申込方法

YCU講座 検 索

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、横浜市立大学地域貢献センターでは、政府や横浜市の指針に基づき、
次の対策を講じつつ、受講生の皆様にご協力いただくことで、予定通りにエクステンション講座を開催いたします。
予めご了承の上、ご参加いただきますよう、お願いいたします。

①間隔を空けて着席 ②定期的な換気 ③座席の消毒 ④手指消毒液の受付配置、
　手指消毒のお願い

⑤マスク着用のお願い

オンライン講座について

エクステンション講座では、オンライン講座も開催しています。該当講座には、左のマークがついていますので、
ご注意ください。オンライン講座をお申込みの方には、受講方法について申込時に登録されたメールアドレス
にご連絡いたします。
リアルタイムまたは録画による配信にて開講予定です。詳細はホームページをご確認ください。
https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/outline/online.html

オンラインオンライン

※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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高
校
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た
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講
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医
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▼
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ム

▼

授
業
開
放
講
座

特 別 企 画 プ ロ グ ラ ム

「授業開放講座」は日ごろ横浜市立大学の学生が学んでいる正規の科目の一部を、横浜市立大学の学生と受講していただく機会を提供するものです。
学生たちと共に横浜市立大学の授業に触れてみませんか？
※学生の授業登録数によって定員が変更となるため、受講の可否は抽選で決定いたします。また、定員数が無くなる場合があります。

講座番号

51
分子細胞医科学 ～生命（いのち）は細胞からできている～ ●９月24日 木／10：30〜12：00　●全１回

●無料　●定員30名
対象 一般・高校生
講師 鈴木 厚［横浜市立大学理学部教授］

大学２年生に向けた本科目は、細胞の構造と働きの理解を分子レベルで深めるこ
とを通じて、疾患の原因を理解するための基礎力をつけることを目的としています。
今回公開する本科目第一回講義は、導入部として、高校教育の中で培われてきて
いる学生さんの生命観を揺さぶり、ミクロな眼で生き物を観る視点に気づいてもら
うことをめざしています。生物受験ではない学生さんも意識した講義ですので、生
物学に興味のある方でしたらどなたでも聴講いただけると思います。

10月 1日 予備日

申込受付期間　８月26日（水）9：30〜９月11日（金）16：30
※当選者にのみ、メールでご案内します。

詳細はP4

オンラインオンライン

授 業 開 放 講 座
≫大学の授業を、学生と一緒に

人口376万人を擁する横浜は、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。

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］

講座番号

60 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、アマモ場の再
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。

10月 3日 第１回 横浜港140kmの海岸線、映像撮影とその解析
第２回 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〜

10月10日 予備日

※１日２回の講義です。

講座番号

61
公害苦情という言葉をご存知ですか ●土／13：00〜15：00　●全１回

●無料　●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」］・渡邉 博［元総務省公害等調整委員会公害苦情相談アドバイザー］
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。

10月17日
10月24日 予備日　

※ 無料講座は案内を送付しません。正門入ってすぐの守衛室前に掲示しますの
で、ご確認の上、受付場所までお越しください。

講座番号

62 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［株式会社アクアパルス課長］
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。

11月 7日 第１回 海に排出、流れ出るごみの実態と課題
第２回 護岸と護岸下海底のポテンシャル

11月14日 予備日

※１日２回の講義です。

※全講座先着順に受付します。抽選はありません（授業開放講座を除く）。
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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。

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

講座番号

52
【日本医療・病院管理学会、日本看護管理学会共催】
ポストコロナ時代の医療との向き合い方
～何が変わり、どう対応すべきか～

●９月19日 土／14：00〜17：00　●全１回
●1,000円　●定員200名

対象 一般、学生、高校生、日本医療・病院管理学会会員、日本看護管理学会会員
講師 朝倉輝一［東洋大学教授］・山口育子［認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長］・佐藤美子［川崎市立多摩病院副院長］・

山本光昭［東京都中央区保健所長］・米本倉基［藤田医科大学保健衛生学部教授］・勝山貴美子［横浜市立大学医学部看護学科教授］
監修 勝山貴美子［横浜市立大学医学部看護学科教授］

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）は世界に脅威をもたらしましたが、新
規感染者数の減少に転じ、内閣は５月末に緊急事態宣言を解除しました。しかし
今後も第二波、第三波の流行が起こる可能性が高いため、それに備えた対策が
必要となります。連日報道される医療崩壊の危機、医療関係者の献身的な態度
に国民はコロナ罹患を予防するための自己管理の重要性、国民皆保険の大切さ、
医療資源が限られたものであり、そのアクセスの重要性を実感しました。

一方で、自らも罹患するかもしれないという不安は感染者や医療者への偏見をも
生み出しました。ポストコロナ時代、国民、医療関係者などは感染症や病気にど
のように向き合っていくか、倫理学者、患者、看護管理学、公衆衛生の現場か
ら発言をいただき、参加者とともに議論をしたいと思います。

講座番号

53
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～

●10月10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　10月17日

※無料講座は案内を送付しません。正門入ってすぐの守衛室前に掲示しますの
で、ご確認の上、受付場所までお越しください。

※ご家族で参加される場合は、個別にお申込ください。

講座番号

54
【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

●1月15日 金／14：00〜16：00　●全１回
●無料　●定員50名

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。
※無料講座は案内を送付しません。詳細はホームページをご確認ください。

講座番号

55
障害のある人と共に働く社会のために
～小児慢性疾患を有する人の就労に焦点を当てて～

●1月23日 土／13：00〜14：30　●全１回
●無料　●定員50名

対象 一般・学生・高校生
講師 落合亮太［横浜市立大学医学部看護学科准教授］・猪又竜［SOMPOホールディングス株式会社人事部］

障害のある人もない人も、それぞれの経験を生かしながら社会で活躍することが
求められています。本講座では特に子どもの頃から何らかの病気(小児慢性疾患)
のある方の就労に焦点をあてます。これまでの国内の研究結果、患者さんご本人
からの経験談、企業関係者の視点という3つの観点から、障害のある人と共に働
く社会について考えます。

予備日　1月30日

詳細はP4

オンラインオンライン

申込開始

11/2月

詳細はP4

オンラインオンライン申込開始

11/2月

※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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データサイエンスはこれからの社会における新たな情報関連技術であり、かつ、必要なリテラシーとしてその必要性が認知されています。その
一方でAI技術等が一人歩きし、データサイエンスとは何か、ということが正しく伝えられていないという現状があります。本プログラムでは、「デー
タの捉え方」をビジネスの場でいかに読み解くか、データサイエンスにより見えてくるデータの本質とは何か、という事柄を扱います。

データサイエンスプログラム［横浜市政策局共催］

講座番号

63 データサイエンスの基礎 ●火／18：30〜20：00　●全１回
●1,700円　●定員24名

対象 一般
講師 上田 雅夫［横浜市立大学データサイエンス学部教授］
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）

講義では、データサイエンスとは何かについて説明を行った後、データサイエン
スが注目される理由、活用の意義について、適宜事例を踏まえながら各項目の
整理を行い、データサイエンスの基礎的な理解、その目的と効果について理解す
ることを目的とします。

10月 6日（火）
11月 4日（水）　予備日

講座番号

64
データの種類とビジネスにおける活用 ●火／18：30〜20：00　●全１回

●1,700円　●定員24名
対象 一般
講師 上田 雅夫［横浜市立大学データサイエンス学部教授］
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）

ビッグデータの時代になり、ビジネスに活用できるデータの種類が飛躍的に増加
していますが、その増加したデータをビジネスにどのように活用するのか、これ
まで用いてきたデータとどのように使い分けるのかといった点について解説しま
す。加えて、最近話題のAlternative Dataについてもその意義について説明します。

10月13日（火）
11月11日（水）予備日

講座番号

65
マーケティングとデータサイエンス ●火／18：30〜20：00　●全１回

●1,700円　●定員24名
対象 一般
講師 上田 雅夫［横浜市立大学データサイエンス学部教授］
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）

マーケティングにおいてデータの活用は不可欠です。本講座ではマーケティングに
おけるデータの活用をマーケティングのフローに沿って解説を行い、データサイエ
ンスが、マーケティング活動のフローの中でどのような点において役立つのか整
理し、マーケティングを行う上でのデータサイエンスの意義について説明します。

10月20日（火）
11月18日 （水）予備日　

講座番号

66 ビジネスにおけるデータサイエンスの限界 ●火／18：30〜20：00　●全１回
●1,700円　●定員24名

対象 一般
講師 上田 雅夫［横浜市立大学データサイエンス学部教授］
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）

データサイエンスをビジネスに活用するには、その限界を理解して利用しなけれ
ば、誤った決断を行うことになります。そこで、本講座では、データサイエンスの
限界について事例を交えながら解説を行い、実務における円滑なデータの活用
について講義を行います（一部AIに関する限界についても説明します）。

10月27日（火）
11月25日（水）予備日

※全講座先着順に受付します。抽選はありません（授業開放講座を除く）。
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４校



8

特
別
企
画
プ
ロ
グ
ラ
ム

授
業
開
放
講
座

教

養

講

座

医

療

講

座

語

学

講

座

▼
高
校
生
の
た
め
の
特
別
講
座

▼
高
校
生
の
た
め
の
特
別
講
座

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高校生の方におすすめの講座です。

講座番号

367 高校生のための小論文講座 ●土／15：00〜17：00　●全８回
●8,000円　●定員24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８回を通しての受講を希望します。

9月26日 第１回 〈講座の進め方〉
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教室で配布します。
③授業ではまず、講師が配布資料を基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。

10月10日 第２回
10月24日 第３回
11月 7日 第４回
11月21日 第５回
12月 5日 第６回
12月19日 第７回
1月 9日 第８回
1月23日 予備日

講座番号

368
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～

●土／12：50〜14：20・14：30〜16：00　●全４回
●無料　●定員20名

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）
※無料講座は案内を送付しません。詳細はホームページをご確認ください。

10月17日 第１回 円周率の値に挑んだ人々の歩んだ歴史とアルキメデスが円周
率を求めた方法について学びます。

第２回 円周率は現在何桁まで知られているのでしょうか。コンピュー
タと円周率の関わりについてお話しします。

11月28日 第３回 黄金比はいつごろから意識されるようになったのでしょうか。
黄金比の歴史を探りたいと思います。

第４回 黄金比を用いた作図で図形を描いてみましょう。
12月12日 予備日

▼
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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

57
【公益財団法人横浜企業経営支援財団共催】
地域企業の体質改善を目指す経営分析研修
～地域企業のための経営分析／CSRに配慮した体質改善の実践について～

●金／配信15：00〜　●全５回
●5,000円　●定員30名

対象 企業経営者・戦略／財務／経理担当者・一般・学生
講師 柏原 岳人［横浜市立大学非常勤講師］
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］

地域企業-横浜型地域貢献企業の皆様に有用な、事業環境分析：PESTLE-SWOT
統合分析、財務／顧客／業務プロセス／学習成長の視点で詳細分析するバラン
ス・スコア・カード：BSC、中小企業がマスターすべき財務分析、を統合した経
営分析／企業革新の講座です。決算書を深く読みたい、経営課題を分析し体質
改善するフォーマットを実践したい、横浜型地域貢献企業としてレベルアップした
い、With／Afterコロナの経営を抜本的に見直したい、などのお悩みに効果的
です。

9月25日 第１回 PESTLE-SWOT分析／BSC／財務分析を統合する必要性
10月 9日 第２回 横浜型認証で求められるCSR要因を経営戦略に取り込む方法
10月23日 第３回 経営分析を実践するために必要な財務分析（決算書活用）

の基礎知識
11月 6日 第４回 課題解決に向けて財務／顧客／プロセス／学習成長の視点

で分析するBSCについて
11月20日 第５回 PESTLE-SWOT分析／BSC／財務分析を実践するための課題
11月27日 予備日

講座番号

59
ポストコロナ時代の超成熟都市を考える ●木／19：00〜21：00　●全３回

 ●6,600円　●定員30名
対象 自治体関係者・民間企業担当者・大学院進学を考えている方・一般・学生
講師   齊藤 広子［横浜市立大学大学院都市社会文化研究科教授］・宇野 二朗［横浜市立大学大学院都市社会文化研究科教授］・ 

中西 正彦［横浜市立大学大学院都市社会文化研究科教授］・有馬 貴之［横浜市立大学大学院都市社会文化研究科准教授］・ 
鈴木 伸治［横浜市立大学大学院都市社会文化研究科教授］・秋元 康幸［横浜市立大学非常勤講師・都市デザイナー］・ 
荒木田 百合［横浜市社会福祉協議会会長・元 横浜市副市長］

監修 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］

暮らし、福祉、コミュニティに大きな変容を与えた新型コロナウィルス。これから
ポストコロナの社会はどのように変容し、都市での暮らしはどう対応していくべき
でしょうか。この講座では、「産業」「住まい」「観光」にフォーカスをあて、都市
政策、地方財政、都市計画、居住政策などの専門家とともに、皆さんと考えてみ
たいと思います。
※講義中にグループセッションを行います。

11月 5日 第１回 ポストコロナの住まい
11月12日 第２回 ポストコロナの観光とまちづくり
11月19日 第３回 ポストコロナの戦略的まちづくり
11月26日 予備日

詳細はP4

オンラインオンライン

詳細はP4

オンラインオンライン

高校生のための特別講座
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英 語
講座番号

151
声に出して読む『幸福な王子』  初級  
～名作で英語を学ぶ～

●水／9：30〜11：00　●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。心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。

9月23日 第１回 冒頭部分を読み、倒置法に注目します。
9月30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。

10月 7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。10月14日 第４回

10月21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。

10月28日 予備日

講座番号

152
Alice's Adventures in Wonderland by Lewis Carroll   中級  
～『不思議の国のアリス』を原文で読もう～

●金／14：30〜16：00　●全12回
●22,600円

（英検Ⓡ２級〜準１級程度）
対象 一般・学生
講師 Catharine Nagashima［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's Adventures in Wonderland, illustrated with the original drawings, will 
be a repeat class by popular request. The story was written in 1865 by an 
English mathematician under the pseudonym Lewis Carroll. It is about a 
girl called Alice who falls through a rabbit hole into a fantasy world where 
peculiar, anthropomorphic creatures live. It is a nonsense story, including 
excerpts from popular nursery rhymes and references to British culture. It 
challenges the reader as it plays with logic. The characters and the imagery 
continue to have a huge impact on popular culture and literature all over 
the world.
※外国人講師による英語の授業です。
※平成29年度前期開講講座とほぼ同一内容です。

9月25日 第１回 General Introduction; I Down the Rabbit Hole
10月 2日 第２回 II The Pool of Tear
10月 9日 第３回 III The Caucus Race and a Long Tale
10月16日 第４回 IV The Rabbit Sends a Little Bill
10月23日 第５回 V Advice from a Caterpillar
11月 6日 第６回 VI Pig and Pepper
11月13日 第７回 VII A Mad Tea-Party
11月20日 第８回 VIII The Queen's Croquet Ground
11月27日 第９回 IX The Mock Turtle's Story
12月 4日 第10回 X Lobster Quadrille
12月11日 第11回 XI Who Stole the Tarts?
12月18日 第12回 XII Alice's Evidence; Various Alices
1月 8日 予備日

講座番号

153
英語のコンテンツ授業を楽しもう！Ⅰ   初級〜初中級  
～初中級編～

●土／10：30〜12：00　●全10回
●19,500円

（英検Ⓡ３級〜２級程度）

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

コンテンツ授業とは面白い事柄を英語で学ぶアプローチで、英語学習を楽しく深
みのあるものにする目的で行われています。この授業のトピックは、「異文化間で
ポジティブな人間関係を育むためのコミュニケーション能力を育むⅠ」です。ケー
ススタディーを軸にディスカッションや実践的な授業活動にご参加頂きます。
異文化コミュニケーション能力の「知識」やそれに臨む「姿勢」とスキル（アクティ
ブリスニング）の向上を目指します。
※  授業は英語で行われますが、資料や参加者間の授業活動は日本語の場合もあ

ります。

9月26日 第１回 クラスガイドライン及び、ケーススタディ紹介。イニシャルディ
スカッション。Zoomの使い方確認

10月 3日 第２回 マインドセットⅠ：コミュニケーション「姿勢」
10月17日 第３回 マインドセットⅡ：コミュニケーション「姿勢」
10月24日 第４回 ゴール設定：コミュニケーションの「姿勢」
11月 7日 第５回 習慣：コミュニケーションの「姿勢」
11月14日 第６回 幸せになるには長所、短所、どちらに着目すべきなのか？
11月21日 第７回 アクティブリスニングⅠ／コミュニケーションの「知識」
11月28日 第８回 アクティブリスニングⅡ／コミュニケーションの「知識」
12月19日 第９回 アクティブリスニングスキルアセスメント
12月26日 第10回 ケーススタディー、ファイナルディスカッション
1月 9日 予備日

詳細はP4

オンラインオンライン

⎫
⎬
⎭

詳細はP4

オンラインオンライン

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（オンライン講座を除く）
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。

X03509{9}
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講座番号

154
英語のコンテンツ授業を楽しもう！Ⅱ   中級〜中上級  
～中上級編～

●土／13：00〜14：30　●全10回
●19,500円

（英検Ⓡ２級〜準１級程度）

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

コンテンツ授業とは面白い事柄を英語で学ぶアプローチで、英語学習を楽しく深
みのあるものにする目的で行われています。この授業のトピックは、「異文化間で
ポジティブな人間関係を育むためのコミュニケーション能力を育むⅡ」です。ケー
ススタディーを軸にディスカッションや実践的な授業活動にご参加頂きます。
異文化コミュニケーション能力の「知識」やそれに臨む「姿勢」とスキル（アクティ
ブリスニング）の向上を目指します。
※  授業やディスカッションは英語で行われますが、資料は日本語の場合もあり

ます。

9月26日 第１回 クラスガイドライン及び、ケーススタディ紹介。イニシャルディ
スカッション。Zoomの使い方確認

10月 3日 第２回 マインドセットⅠ：コミュニケーション「姿勢」
10月17日 第３回 マインドセットⅡ：コミュニケーション「姿勢」
10月24日 第４回 ゴール設定：コミュニケーションの「姿勢」
11月 7日 第５回 習慣：コミュニケーションの「姿勢」
11月14日 第６回 幸せになるには長所、短所、どちらに着目すべきなのか？
11月21日 第７回 アクティブリスニングⅠ／コミュニケーションの「知識」
11月28日 第８回 アクティブリスニングⅡ／コミュニケーションの「知識」
12月19日 第９回 アクティブリスニングスキルアセスメント
12月26日 第10回 ケーススタディー、ファイナルディスカッション
1月 9日 予備日

講座番号

155
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 Hayley MacCallum［横浜市立大学PEインストラクター］

Learn Medical English from an ex-nurse. In this course, you will learn 
about communicating with foreigners in medical situations. Topics 
include symptoms, pain, and accidents & injuries. This course is ideal for 
healthcare workers who want to improve their English communication in 
medical situations, but the general public interested in the content are also 
welcome. 
※外国人講師による英語の授業です。

9月29日 第１回 Introductions; Signs and Symptoms
10月 6日 第２回 Pain Assessment
10月13日 第３回 Accidents and Injuries
10月20日 第４回 Taking a History
10月27日 第５回 Physical Examinations
11月10日 第６回 Hospital Departments
11月17日 第７回 Performing Tests
11月24日 第８回 Giving Medication
12月 1日 予備日

講座番号

156
Finding Hidden Japan in English   初中級  
～日本の隠れた観光名所～

●木／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 Paul Nehls［横浜市立大学PEインストラクター］

Every year Japan has hosted more and more foreign tourists. Many popular 
tourist destinations have become very crowded and busy. Are there still 
secret paths, and hidden places in Japan to escape the crowds? 
※外国人講師による英語の授業です。

10月 1日 第１回 Introduction to the course and each other
10月 8日 第２回 “Another Kyoto”
10月15日 第３回 Glocal Tourism
10月22日 第４回 How Fuji Five Lakes has changed
11月 5日 第５回 Traveling for Food
11月12日 第６回 Weird Japan
11月19日 第７回 Off the Beaten Path 1
11月26日 第８回 Off the Beaten Path 2
12月 3日 第９回 Traveling for Cultural Experiences
12月10日 第10回 The Ultimate Japan Experience!
12月17日 予備日

講座番号

157
American Culture in English   初中級  
～アメリカ人の素顔～

●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 Frederick Bacala［横浜市立大学PEインストラクター］

The United States of America is a large country, with many different 
cultures and historical beliefs. Each city and state have different cultural 
and historical beliefs. In this course, we examine several cities and states 
and try to gain an understanding of what is....the United States of America. 
We'll learn through discussions, group work, pair work, reading, listening, 
and watching videos. Come and enjoy American culture!
※外国人講師による英語の授業です。

使用予定テキスト ：  American Vibes 
出版社／金星堂 
著者／Todd Rucynski、中川 洋子

10月 7日 第１回 Introduction / Getting to Know Each Other
10月14日 第２回 Boston, Massachusetts
10月21日 第３回 New York City, New York
10月28日 第４回 Washington, D.C.
11月 4日 第５回 Charleston, South Carolina
11月11日 第６回 Austin, Texas
11月18日 第７回 Santa Fe, New Mexico
11月25日 第８回 Los Angeles, California
12月 2日 第９回 Seattle, Washington
12月 9日 第10回 Honolulu, Hawaii
12月16日 予備日

詳細はP4

オンラインオンライン

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

158
Cultural Issues through Movies   初級～初中級  
～映画で学ぶ多文化社会～

●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 Frederick Bacala［横浜市立大学PEインストラクター］

Movies are a great way to learn about different cultural themes and 
society. In this course, we will watch and discuss the different cultural and 
social topics shown in the movies. We'll watch some parts of the movies, 
discuss the movie, and have discussions about the movie's social topics. 
Come, watch, and learn about cultural and social topics in English.
※外国人講師による英語の授業です。

使用予定テキスト ：  Our Society, Our Diversity, Our Movies 
出版社／金星堂 
著者／Joseph Tabolt、森永 弘司

10月 8日 第１回 Introduction / Getting to Know One Another
10月15日 第２回 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
10月22日 第３回 Three Billboards… continued
10月29日 第４回 Gran Torino
11月 5日 第５回 Gran Torino … continued
11月12日 第６回 Lost in Translation
11月19日 第７回 Lost in Translation … continued
11月26日 第８回 The Theory of Everything
12月 3日 第９回 The Theory of Everything … continued
12月10日 第10回 Wrap up of the course
12月17日 予備日

講座番号

159
Movie Club 3   初級  ●事前学習動画30分（任意時間）　●水／17：00〜18：00（オンライン授業60分）

～Discussing Classic Film Creatures～
対象 一般・学生・高校生
講師 Cameron Nitta［横浜市立大学PEインストラクター］

●全５回　●9,900円
（英検Ⓡ３級〜準２級程度）

グループディスカッション

We will discuss interesting movies in English using online tools! In this film 
and media club, students will practice their speaking skills by watching films, 
short clips or Online video content and discussing the origins of classic movie 
creatures and monsters. This club will include materials from different genres 
such as drama, animation, comedy, action, and sci-fi. We will work on simple 
discussion skills and practice expressing opinions each week. The focus will 
be on introducing the real-world history behind these classic creatures and 
covering general film theory to help students express their ideas clearly. So, if 
you enjoy watching and discussing films, please come and join us. 
※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。
※ 本講座は事前学習動画配信授業（30分程度）とオンライン授業（60分）を

合わせて行う授業です。

10月14日 第１回 Historical： Jason and the Argonauts（Short video）
11月 4日 第２回 Metal Monsters : Metropolis or Talos（Short video）
11月18日 第３回 Man-Made Monsters： Frankenstein（1931 or 1957）
12月 2日 第４回 Beasts : Beauty and the Beast（1991 or 2017）
12月16日 第５回 Aliens： Mars Attacks!（1996）
12月23日 予備日

詳細はP4

オンラインオンライン

そ の 他 の 語 学 定 員  20名

講座番号

251
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
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 ：  Entre amigos 1 総合スペイン語コース 初級 −改訂版−  
出版社／朝日出版社 
著者／スペイン語教材研究会

10月 2日 第１回 復習：現在形の動詞
10月 9日 第２回 復習：点過去の動詞
10月16日 第３回 Unidad 13： 線過去・規則と不規則の活用
10月23日 第４回 Unidad 13： 線過去・使い方
11月 6日 第５回 Unidad 13： 線過去・使い方
11月13日 第６回 Unidad 13： 関係代名詞
11月20日 第７回 Unidad 14： 現在完了・規則と不規則の活用
11月27日 第８回 Unidad 14： 現在完了の使い方
12月 4日 第９回 Unidad 14： 現在完了の使い方
12月11日 第10回 復習
12月18日 予備日

講座番号

252
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
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 ：  ELE actual B1  
出版社／SM 
著者／Virgilio Borborio, Ramón Palencia

9月30日 第１回 復習：過去完了、点過去、線過去、現在完了
10月 7日 第２回 復習：未来形  Lectura：El descubrimiento de la patata.
10月14日 第３回 接続法：望みを表す
10月21日 第４回 Unidad 6：感情を表わす動詞（1）Lectura “Conversaciones de Ascensor”
11月 4日 第５回 Unidad 6：感情を表わす動詞（2）
11月11日 第６回 Unidad 6：Lectura：スペインの物語“un cuento”
11月18日 第７回 Unidad 7：命令形（1）Lecura： Habitos de descanso.
11月25日 第８回 Unidad 7：命令形（2）
12月 2日 第９回 Unidad 7：過去未来形 お勧めを表す
12月 9日 第10回 復習
12月16日 予備日

※全講座先着順に受付します。抽選はありません（授業開放講座を除く）。

X03509{11}
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253
形で読むドイツ語（1）  初中級  
～ウィーンのベートーヴェン～

●木／16：10〜18：10　●全６回
●15,600円 ※別途テキスト代

グループワーク ペアワーク
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 智昭

10月 1日 第１回 Gedenkstätten Beethovens in Wien（1）
10月 8日 第２回 Gedenkstätten Beethovens in Wien（2）
10月15日 第３回 Gedenkstätten Beethovens in Wien（3）
10月22日 第４回 Gedenkstätten Beethovens in Wien（4）
10月29日 第５回 Gedenkstätten Beethovens in Wien（5）
11月 5日 第６回 Gedenkstätten Beethovens in Wien（6）
11月12日 予備日

講座番号

254
形で読むドイツ語（2）  初中級  
～ウィーンのカフェーハウス～

●木／16：10〜18：10　●全６回
●15,600円 ※別途テキスト代

グループワーク ペアワーク
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 智昭

11月19日 第１回 Kaffeehäuser von Wien（1）
11月26日 第２回 Kaffeehäuser von Wien（2）
12月 3日 第３回 Kaffeehäuser von Wien（3）
12月10日 第４回 Kaffeehäuser von Wien（4）
12月17日 第５回 Kaffeehäuser von Wien（5）
12月24日 第６回 Kaffeehäuser von Wien（6）
1月 7日 予備日

講座番号

255
初級ドイツ語３   初級者、学びなおしたい方  
～Essen und Trinken マルクトでお買い物～

●水／14：00〜15：30　●全５回
●9,900円 ※別途テキスト代

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。
※各回担当講師は予告なく変更になる場合があります。

使用予定テキスト ：  Schritte international 1  
出版社／Hueber Verlag  
著者／Daniela Niebisch ほか著

9月23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。

9月30日 第２回
10月 7日 第３回
10月14日 第４回
10月21日 第５回
1月 6日 予備日

講座番号

256
シーンで学ぶドイツ語中級   A2レベルの中級者、学びなおしたい方  
Fitness und Sport ～スポーツで健康的に過ごしましょう～

●水／14：00〜15：30　●全５回
●9,900円 ※別途テキスト代

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、健康に関する話題についても話していきます。
講義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
級講座の続きになります。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。
※各回担当講師は予告なく変更になる場合があります。

使用予定テキスト ：  Schritte international 3 
出版社／Hueber Verlag 
著者／Silke Hilpert ほか著

11月11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。

11月18日 第２回
12月 2日 第３回
12月 9日 第４回
12月16日 第５回
1月20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。

X03509{12}
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講座番号

257
歌で学ぶドイツ語   レベル不問  ●水／14：00〜15：30　●全３回

●5,900円対象 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。
※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 4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。11月25日 第２回

12月23日 第３回
1月27日 予備日

講座番号

258
韓国語入門   入門  
～ハングル文字からのスタート～

●金／15：00〜16：30　●全10回
●19,500円 ※別途テキスト代

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

10月 2日 第１回 ハングル文字とその発音① 母音
10月16日 第２回 ハングル文字とその発音② 子音（平音／激音／濃音）
10月23日 第３回 ハングル文字とその発音③ パッチム
11月 6日 第４回 ハングル文字とその発音④ 連音化など
11月13日 第５回 指定詞の構文「○○は○○です」「○○は○○ではありません」
11月20日 第６回 存在詞の構文「○○があります／ありません」「○○がいます／ません」
11月27日 第７回 用言の活用： 丁寧形、否定形
12月 4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
12月11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
12月18日 第10回 本講座の総復習
12月25日 予備日

講座番号

259
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
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」に引き続き、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

10月 2日 第１回 間接話法と直接話法①（疑問文の間接話法）
10月16日 第２回 間接話法と直接話法②（平叙文の間接話法）
10月23日 第３回 間接話法と直接話法③（命令文の間接話法）
11月 6日 第４回 間接話法と直接話法④（勧誘文の間接話法）
11月13日 第５回 テキストの復習①（連体形）
11月20日 第６回 テキストの復習②（変則活用）
11月27日 第７回 テキストの復習③（慣用句表現）
12月 4日 第８回 ハングル検定、TOPIK過去問にトライ① 文法・読解
12月11日 第９回 ハングル検定、TOPIK過去問にトライ② 読解・作文
12月18日 第10回 ハングル検定、TOPIK過去問にトライ③ リスニング
12月25日 予備日

講座番号

260
タイ語読解１   初級  
～簡単なタイ語の文章を読んでみよう～

●水／16：10〜17：40　●全12回
●22,600円

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。

9月23日 第１回 ブランコに座ってゾウさんを歌います
9月30日 第２回 調子の悪いクラー

10月 7日 第３回 学校に行きます
10月14日 第４回 授業の前に
10月21日 第５回 並んで昼食を買います
11月 4日 第６回 たくさん読むと賢くなります
11月11日 第７回 ケーオのお話し①
11月18日 第８回 ケーオのお話し②
11月25日 第９回 村の見物①
12月 2日 第10回 村の見物②
12月 9日 第11回 おじさんの見送り①
12月16日 第12回 おじさんの見送り②
12月23日 予備日

⎫
⎜
⎬
⎜
⎭

※全講座先着順に受付します。抽選はありません（授業開放講座を除く）。

X03509{13}
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261
中国語の最初歩Ⅱ   初級  
～初級の初歩から中国語を学ぶ～

●水／14：30〜16：00　●全12回
●22,600円 ※別途テキスト代

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」の続きを同じ教科書で学びます。発音に不安がある方がた
にも無理なく御参加いただけるよう、はじめ２、３週程度は復習にあてます。しか
る後、やはり教科書に沿いながら中国語の表現や語法を何度も繰り返して発音す
ることを通じて体系的に身に着けます。ことばは音声です。視覚ばかりに頼らず、
耳で聞いて内容を理解し、口で相手が聞いて分かる中国語を話す能力を養います。
口をしきりに動かすことは美容効果も期待できるし、頭脳への刺激にもなると思い
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

9月30日 第１回「韻母」「声母」「声調」の復習（1）
10月 7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
10月14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
10月21日 第４回 指示代詞の種類と用法・動詞「有」
11月 4日 第５回 年月日や週など時間の表現
11月11日 第６回 いろいろな疑問文とその用法上の注意点
11月18日 第７回「状況語（連用修飾語）」やさまざまな「副詞」
11月25日 第８回 時刻を表わす表現や「介詞（前置詞）」構造の文
12月 2日 第９回 存在を表わす動詞「有」と「在」
12月 9日 第10回 さまざまな疑問文（1）
12月16日 第11回 さまざまな疑問文（2）
12月23日 第12回 能願動詞（助動詞）「会・能・可以」
1月27日 予備日

講座番号

262
中国語の最初歩Ⅶ   初級～中級  
～初級から少し前進～

●水／12：50〜14：20　●全12回
●22,600円 ※別途テキスト代

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、疫病による中断があったものの早や７旬目となりました。
今期からは教科書も新たに一歩前に進みます。教科書の構成は「入門編」の復習
からになっているので、発音や語法・語彙に不安のある方がたにも無理なく御参
加いただけると思います。十分復習が済んだら、やはり教科書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
聞いて理解し、口で話して相手に通じる中国語力を養成しましょう。それには何度
も繰り返し発音して身に着けるより他にはありません。口をしきりに動かして音声を
発することは美容の効果も期待できるし、脳にもよい刺激になると思います。

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

9月30日 第１回「授与動詞」や「離合動詞」を用いた表現
10月 7日 第２回 形容詞謂語（述語）句や名詞謂語句
10月14日 第３回 加減乗除の表現や動詞「有」の用法のまとめ
10月21日 第４回「状況語（連用修飾語）」や常用の「介詞（前置詞）」
11月 4日 第５回 いろいろな疑問文と用法の注意点（1）
11月11日 第６回 いろいろな疑問文と用法の注意点（2）
11月18日 第７回 いろいろな疑問文と用法の注意点（3）
11月25日 第８回 いろいろな「～しなければいけない」の表現
12月 2日 第９回 動作の進行や持続に関わる表現
12月 9日 第10回 動態助詞の「了」と語気詞の「了」との用法（1）
12月16日 第11回 動態助詞の「了」と語気詞の「了」との用法（2）
12月23日 第12回 いろいろな「補語」
1月27日 予備日

講座番号

263
トルコ語入門   入門、ゼロからスタート  
～はじめてのトルコ語～

●火／10：30〜12：00　●全10回
●19,500円 ※別途テキスト代

グループワーク ペアワーク
対象 一般・学生
講師 小野 亮介［早稲田大学人間総合研究センター招聘研究員］
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、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。中央アジアのテュルク系諸民族やコー
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
際に簡単な会話ができたり短めの文章が理解できるようになることを目指します。

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

9月29日 第１回【ガイダンス】イントロダクション、講座の趣旨説明、 
トルコ語の特徴、アルファベット、発音

10月 6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13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20日 第４回【第２課】人称代名詞と人称の付属語、自己紹介表現の練習、
１・２課の復習（練習問題１）

10月27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10日 第６回【第４課】所有の表現②「私の～」、３・４課の復習

（練習問題２）
12月 1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」、５・６課の復習（練習問題３）
12月 8日 第８回【第７・８課】未来形「～するつもりです」、数字を使った表

現、７・８課の復習（練習問題４）
12月15日 第９回【第９・10課】過去形「～しました」「～でした」の表現、 

９・10課の復習（練習問題５）
12月22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12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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264
トルコ語初級   初級（未来形・完了形などがわかる）  
〜はじめてのトルコ語〜

●火／12：50〜14：20　●全10回
●19,500円 ※別途テキスト代

グループワーク ペアワーク
対象 一般・学生
講師 小野 亮介［早稲田大学人間総合研究センター招聘研究員］
監修 山﨑 和美［横浜市立大学国際教養学部准教授］

令和元年度後期開催の入門編「はじめてのトルコ語」に続く初級編の講座です。
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、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。中央アジアのテュ
ルク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、実際に簡単な会話ができたり短めの文章が理解できるよう
になることを目指します。
※テキスト第10課までの既習（未来形、完了形などがわかる）が望ましいです。

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

9月29日 第１回【ガイダンス・第11課】イントロダクション、講座の趣旨説明、
伝聞完了形とその否定形

10月 6日 第２回【第12課】伝聞の表現、デ・カラ格語尾、11・12課の復習
（練習問題６）

10月13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

10月20日 第４回【第15課】13・14課の復習（練習問題７）、可能中立形・
限定語尾の特殊な用法

10月27日 第５回【第16課】可能中立形や様々な疑問視、15・16課の復習
（練習問題８）

11月10日 第６回【第17課】動名詞、「前に」・「あとで」
12月 1日 第７回【第18課】意向形とその否定形、17・18課の復習

（練習問題９）
12月 8日 第８回【第19課】間接命令形とその否定形、形容詞の用法
12月15日 第９回【第20課】直接命令形とその否定形、19・20課の復習

（練習問題10）
12月22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12日 予備日

講座番号

265
Ciao! イタリア語   入門  
〜イタリア語入門〜

●水／16：10〜17：40　●全12回
●22,600円 ※別途テキスト代

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12回
の授業でその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

9月30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
10月14日 第２回【第１課】出身地の言い方・数字・イタリアの紹介
10月21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
10月28日 第４回【第２課】一緒に食べよう（映像）（動詞mangiare）・イタリア語の発音
11月 4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
11月11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
11月18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
11月25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
12月 2日 第９回【第３課】簡単な注文に挑戦
12月 9日 第10回【第３課】土日の過ごし方
12月16日 第11回【第３課】週末の日帰り観光・イタリアの国立公園
12月23日 第12回【第３課】フィレンツェの温泉・日曜日の買い物
1月13日 予備日

講座番号

266
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
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・Nicolas JEGONDAY 著・林 宏和 著・
Cédric YAHYAOUI

9月24日（木）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～Leçon 7 の復習

9月30日（水）第２回 Leçon 8 Le passé 過去の出来事（1）
10月 8日（木）第３回 Leçon 8 Le passé 過去の出来事（2）
10月14日（水）第４回 Leçon 8 Le passé 過去の出来事（3）
10月22日（木）第５回 Leçon 9 Le futur 未来の出来事（1）
11月 4日（水）第６回 Leçon 9 Le futur 未来の出来事（2）
11月12日（木）第７回 Leçon 9 Le futur 未来の出来事（3）
11月18日（水）第８回 Leçon 10 Les aliments 食品（1）
11月26日（木）第９回 Leçon 10 Les aliments 食品（2）
12月 2日（水）第10回 Leçon 10 Les aliments 食品（3）
12月10日（木）第11回 Leçon 11 La météo 天候（1）
12月16日（水）第12回 Révision Leçon 8-10 ： 第８課から第10課の復習
12月17日（木）10：30～12：00　予備日
12月23日（水）12：50～14：20　予備日

※全講座先着順に受付します。抽選はありません（授業開放講座を除く）。

X03509{15}
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351
社会

ディスカバー・リスク
～一から知るリスクと危機管理～

●金／17：00〜18：30　●全10回
●16,100円　●定員24名

グループワーク  ペアワーク  ディスカッション
対象 一般・学生・高校生
講師 安川 文朗［横浜市立大学国際商学部教授］

コロナ禍を契機に、社会だけでなく個人の感染リスクへの意識や対応が問われて
います。人々のリスクとの闘いは人類の歴史とともに始まり、徐々にリスクを「未
知の怪物」から「制御可能な課題」へと変えてきました。そしてリスクとどう向
き合うかは、どのような社会を作るか、どう生きるかという問題と不可分になっ
ています。この講座では、リスクの定義や概念を解説したのち、保険や疫学、気
候変動、経済活動などの分野ごとに、人々とリスクとの関わり、そこで獲得してき
た学びと課題を俯瞰し、更に現代における隠れたリスクにも光をあてながら、リ
スクと上手に付き合う術を受講者と共に考えたいと思います。

9月25日 第１回 イントロダクション：リスクとは何か
10月 9日 第２回 リスク研究の系譜① 保険とリスク
10月23日 第３回 リスク研究の系譜② 医療・衛生とリスク
11月 6日 第４回 リスク研究の系譜③ 気候変動・災害とリスク
11月20日 第５回 リスク研究の系譜④ 経済活動とリスク
12月 4日 第６回 コロナ禍をリスク管理から見る
12月18日 第７回 現代社会の隠れたリスクを探索する①科学技術とリスク
1月 8日 第８回 現代社会の隠れたリスクを探索する②政治とリスク
1月22日 第９回 現代社会の隠れたリスクを探索する③人間関係とリスク
2月 5日 第10回 ラップアップ：リスクといかに上手に付き合うか
2月12日 予備日

講座番号

352
歴史

古事記神話を語る ●金／16：10〜17：40　●全10回
●16,100円　●定員24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。

10月 2日 第１回 『古事記』の紹介：時代背景・『日本書紀』との比較
10月16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
10月23日 第３回 イザナミの神避り・泉の国・イザナキのみそぎ
11月 6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
11月13日 第５回 天岩戸の神話
11月20日 第６回 五穀の起源・八俣大蛇退治神話
11月27日 第７回 稲葉の白兎・国造り
12月 4日 第８回 国譲り
12月11日 第９回 天孫降臨
12月18日 第10回 ホオリとトヨタマヒメの物語
1月15日 予備日

講座番号

353
歴史

身近な環境を地図で深読み ●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］

近頃の自然災害は、予想をはるかに超える被害状況をもたらします。何か起きて
しまった後で、自然への畏怖を持つのではなく、日頃から身近な環境（自然）に
関心を払うことが大切です。それには、地形図を「読む」ことも一つの有効な「術」
となります。

「知識の宝庫」と云われる地形図には、土地の歴史のすべてが記されています。
ともに自然の力を読み取っていきましょう。

10月 3日 第１回 足元に現れた地下の断層
10月17日 第２回 都会のガケ地の崩壊を予測
10月24日 第３回 河川の流路争いの痕跡
11月14日 第４回 温泉の優劣と富士の眺望
11月21日 第５回 火山噴火と警戒レベル
12月 5日 予備日

講座番号

354
芸術

ベートーヴェンと同時代の作曲家たち２ ●土／12：50〜14：20　●全５回
●8,100円　●定員24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］

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。

10月 3日 第１回 人気ピアニスト、ゲリネクとの競演
10月10日 第２回 同時代人シューベルトの葛藤
10月24日 第３回 多才な音楽家クレメンティとの交流
11月21日 第４回 ベートーヴェンを支えた貴族、ルドルフ大公
11月28日 第５回 「ロッシーニ旋風」への対抗心
12月12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（オンライン講座を除く） 
※その他の会場のみ別途記載

※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

355
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 Catharine Nagashima［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 these days? What topics would you like to 
discuss with others? Current Issues Circle is open to participants of any 
level of English who would like to share their concerns with other people. 
Covid-19 has changed so many aspects of life, including conducting this 
class: we can no longer sub-divide for discussion and debate. Odd weeks 
will focus on the teacher's prepared text;  even weeks on response to the 
theme with feedback from participants. It is a chance to discuss everyday 
issues in English with people from different backgrounds, and to “agree to 
disagree”. 
※講義は英語で行います。
※  配布資料は英検®２級〜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。

10月 9日 第１回 Covid Language Lesson
10月16日 第２回 Feedback and Sharing： Personal Experiences
10月23日 第３回 Masks and Lockdowns
11月 6日 第４回 Discussion：
11月13日 第５回 Taking Care of the Poor
11月20日 第６回 Debate： Universal Basic Income （pros and cons）
11月27日 第７回 Social Distancing, Self Isolation, Solitude
12月 4日 第８回 Sharing： Solitude versus Loneliness
12月11日 第９回 Avoiding Ermocene
12月18日 第10回 Discussion：
1月 8日 予備日

講座番号

356
その他

【国立研究開発法人理化学研究所共催】

DNAの膨大な「未解読暗号」のはなし
～横浜市立大学鶴見キャンパス 一般公開 生命科学基礎講座～

●土／14：00〜14：50　●全１回
　●無料　●定員200名

対象 一般・学生・高校生
講師 片岡 浩介［横浜市立大学理学部准教授］

生命の設計図はDNAで、遺伝暗号は解読され、ヒト・ゲノム解読も終了しました。
でも、DNAから情報を取り出すための膨大な指令暗号はほとんど未解読なのです。
取り出すしくみ「転写」から、その暗号の重要さを考えてみましょう。

10月10日（土）

※  理研・市大一般公開講演会の一部となっています。「一般公開 on the web（オ
ンラインで会える！最先端の科学）」の詳細はhttps://www.yokohama.riken.jp/
openday/（９月上旬オープン）をご確認ください。

講座番号

357
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・土／10：00〜12：00・13：00〜15：00　●全４回
　●8,800円　●定員24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。

10月18日（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
11月 7日（土）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
11月15日（日）予備日

講座番号

358
ビジネス

ブロックチェーンと新たなビジネス展開
～決済から取引、日常業務の電子化まで～

●火／16：10〜17：40　●全１回
●無料　●定員20名

対象 一般
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］

ブロックチェーンと言えば、暗号通貨（仮想通貨）というイメージを持つ人が未
だに少なくありません。しかし、ブロックチェーンの技術は、暗号通貨のみならず、
B to Bにおける決済手段、モノの真贋保証、ワークフローにおける基本台帳等、
様々な形でビジネスに組み込まれています。
本講座では、ブロックチェーンの技術がビジネスにおいてどのように活用されてい
るのか、今後どのように活用されていくのかについて解説いたします。

10月13日（火）
10月27日 予備日　

※無料講座は案内を送付しません。詳細はホームページをご確認ください。

詳細はP4

オンラインオンライン

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

359
社会

混迷する現代の中東・北アフリカ
～不寛容の時代を乗り越え、多文化共生社会に近づくために～

●月・水／14：30〜16：00　●全６回
●9,700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］・金谷�美紗［公益財団法人中東調査会上席研究員］・�

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］・�
青木�健太［公益財団法人中東調査会研究員］・高橋�雅英［公益財団法人中東調査会研究員］

監修 山﨑�和美［横浜市立大学国際教養学部准教授］

現代の国際社会では自国ファースト主義やヘイトクライムなど、「他者」に対する
不寛容が高まっています。その背景に紛争や不安定な状況が続く中東・北アフリ
カからの移民・難民問題があります。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。
※過去に開催した講座と重複する内容が含まれます。

10月19日（月）第１回 中東・北アフリカ概要、イスラームの誕生と宗派
10月21日（水）第２回 東地中海地域情勢：中東和平、シリア紛争
10月26日（月）第３回 ペルシャ湾岸諸国とイスラーム
10月28日（水）第４回 最近のトルコ情勢
11月 9日（月）第５回 アフガニスタン紛争が迎える新たな局面
11月11日（水）第６回 マグリブ諸国の政治経済情勢
11月18日（水）予備日

講座番号

360
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35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。

10月20日 第１回「キリストの降誕、中世美術」
11月17日 第２回「キリストの降誕、ルネサンス美術」
11月24日 第３回「東方三博士（マギ）の礼拝、中世美術」
12月 1日 第４回「東方三博士（マギ）の礼拝、ルネサンス美術」
12月15日 第５回「キリストの生涯の物語」
1月 5日 予備日

講座番号

366
歴史

ナチズムの歴史と記憶 ●土／13：00〜15：00　●全５回
●10,900円　●定員50名

対象 一般・学生
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［大東文化大学外国語学部講師］・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。

10月24日 第１回 イントロダクションおよび歴史概説１：ナチス独裁体制の成立
10月31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 7日 第３回 深める：ホロコーストはなぜ起きたのか
11月14日 第４回 現在のドイツとナチズムの過去１：戦後ドイツ「過去の克服」
11月21日 第５回 現在のドイツとナチズムの過去２：記憶と表象
12月 5日 予備日

講座番号

361
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』～

●土／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）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。

11月14日（土）
11月28日 予備日

講座番号

362
歴史・文学
社会

【本学学術情報センター共催】

横浜・みなとみらいの発展と横浜市立大学
～横浜市立大学学術情報センター所蔵資料活用講座～

●日／13：30〜15：30　●全１回
●無料　●定員24名

対象 一般
講師 秋元�康幸［横浜市立大学非常勤講師］・竹田�徹�［三菱地所株式会社横浜支店長］
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）

三菱地所が運営する横浜ランドマークタワー７FのNANA�Lv.（ナナレベル）内に、
横浜市立大学みなとみらいサテライトキャンパスを開設しました。三菱地所横浜
支店に協力を依頼し、みなとみらい地区の歴史やこれからの横浜市立大学との
関わり等を紹介します。
また、本学教員による、横浜みなとみらい地区の発展に関する特別講演や、学術
情報センターによる、関連図書・学外者向けサービスの紹介を行います。

12月 ６日（日）

※無料講座は案内を送付しません。詳細はホームページをご確認ください。

詳細はP4

オンラインオンライン

医

療

講

座
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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

平素より本学医療講座をご受講いただきまして、誠にありがとう
ございます。
新型コロナウイルス感染症に対する流動的な状況を受け、受講者

の皆様の安全・健康を第一に考え、開講是非については状況を見て
判断することになりました。リーフレット発行時点で開講予定を告
知できず、ご迷惑をおかけしますがご理解をいただきますようお願
いします。
なお、今後の開講予定につきましては、以下の手段のいずれか
又は全てを用いてお知らせ予定です。

　⑴　本学医療講座ホームページ
　⑵　チラシ（各区役所等へ配布予定）
　⑶　広報よこはま

講座番号

363
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30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。

12月19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
2月27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
3月 6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
3月13日 予備日

講座番号

364
文化

【かながわ大学生涯学習推進協議会共催】

天才少年将棋棋士 藤井聡太誕生の物語
●金／13：00〜14：30　●全１回

●500円　●定員30名

対象 一般
講師 野々山 隆幸［横浜市立大学名誉教授］
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、最年少タイトル獲得：棋聖、…。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。

1月29日（金）
2月26日 予備日

講座番号

365
歴史

近代の古文書に親しむ ●土／13：00〜14：30　●全３回
●4,900円　●定員20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。

1月30日 第１回 明治期の皇族（有栖川宮兄弟）の遺墨【初級～中級レベル】
2月 6日 第２回 明治期の官僚政治家・香川敬三の遺墨【中級レベル】
2月13日 第３回 明治の法制官僚・井上毅の遺墨【中級～上級レベル】
2月20日 予備日

申込開始

11/2月

申込開始

11/2月

▼

教

養

講

座

※全講座先着順に受付します。抽選はありません（授業開放講座を除く）。
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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ホームページ　https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/

〒220-8107 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

受 講 の ご 案 内 ・注 意 事 項
※受講のご案内・注意事項全文は、https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/に掲載しています。

申込受付
●授業開放講座を除き、先着順に受付します。講座毎に受付開始日が
あります。

●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。お申出のない場
合、割引は適用されません。

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。

●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。

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。

●ホームページでの表示が「電話受付」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。

キャンセル・開講中止・予備日への振替・返金
●受講料納入後の講座変更はできません。

●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・左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

●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、納入済みの受講料は全額返金します。返金方法は、個別にご連
絡いたします。

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

●災害や交通事情等により講座を中止・休講とする場合は、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
センターまでお問い合わせください。

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。また、お子
様同伴での受講はできません。

●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。
●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。
●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。

●社会情勢により、オンライン講座に変更して開講する場合がございます。

横浜市立大学におけるSDGsの取り組みについて
●横浜市立大学では、教育・研究・医療・法人経営各分野の取り組みを
通じ、SDGsを推進しています。詳細はホームページをご覧くださ
い。https://www.yokohama-cu.ac.jp/univ/activity/sdgs/sdgs_
info.html

個人情報について
●受講申込書等に記入された内容については、講座の案内書を送付する
場合や、受講手続の際に必要な書類作成、データの統計処理、その他本
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。なお、上記
業務の一部を第三者機関に委託していますが、上記利用目的の達成に
必要な範囲を越えて皆様の情報を利用することはありません。

イラスト： 横浜市立大学 美術部所属　小島 久枝

今後の社会情勢により、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/

8/24月 9：30～
8/26水 9：30～

W E B
TEL・FAX受付開始日

エクステンション講座は、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。

エクステンション講座

令和2年度
9月～3月期

X03509{20}

４校


