
No. テーマ 講師名（敬称略） 曜日 開始時刻 会場

1 戦後から現代へ 日本の美術の流れをたどる 多摩美術大学講師     赤松 祐樹 10:30 高

2 イベントということ、あるいは天変地異という名の荒ぶる自然Ⅱ 多摩川流域自然史研究会代表　増渕 和夫ほか 10:30 プ・野

3 東アジア情勢と日本の針路―米中関係を背景に 東京大学教授　　  川島 真ほか 10:30 プ

4 ユダヤ人、ユダヤ教、イスラエル（第２部） 東京大学名誉教授　市川 裕ほか 13:00 プ

5 核不拡散条約発効50年―核兵器はなくなるか？ NPO法人ピースデポ特別顧問　　梅林 宏道 13:00 プ

WS-1 核軍縮・不拡散の条約・合意文書を読む NPO法人ピースデポ特別顧問　　梅林 宏道ほか 15:00 プ

6 広がる生命科学の世界 東京大学名誉教授、元岐阜大学学長　黒木登志夫ほか 13:00 プ

WS-2 生物学を基礎から学ぶ（その２） 元放送大学客員教授　　室伏　擴ほか 15:00 プ・野

7 伝統芸能を未来へつなぐ（後期）　近世・近代編 洗足学園音楽大学現代邦楽研究所所長　森重 行敏ほか 13:30 高

8 新しい科学の世界 国立天文台教授、水沢VLBI研究所長　 本間 希樹ほか 10:30 プ

9 川崎の自然Ⅱ―生き物や地形地質の変化を探る ４ 神奈川県立生命の星・地球博物館名誉館員　笠間　友博ほか 10:30 プ・野

WS-3 社会福祉入門 明治学院大学教授　  武川 正吾ほか 10:30 プ

10 近代日本の宗教と思想 早稲田大学教授 　大日方 純夫ほか 10:30 プ

WS-4 外国人から見た日本の近代 杏林大学大学院客員教授　楠家 重敏 13:15 プ

11 みどり学Ⅰ―身近な自然に興味を持ち親しみを深める 樹木医　石井 誠治ほか 13:30 プ・野

12 みどり学（フレッシュ） 樹木医　石井 誠治ほか 13:30 プ・野

13 中上健次の小説世界 東京大学名誉教授　小森 陽一ほか 10:30 プ

WS-5 女性作家の小説を読む―〈官能〉〈記憶〉〈老境〉を生きる― 法政大学講師　伊藤　博 13:00 プ

14 大正・昭和の都市と建築 東海大学教授　　　小沢 朝江ほか 10:30 プ

15  かわさきの歴史や文化を多角的に学び・歩いて再発見してみよう ⑧ 産業考古学会理事　伊東 孝ほか 13:30 プ・野

WS-6 街角の文化遺産に学ぶ―二ヶ領用水　再検証・その２ 日本地名研究所研究員　菊地 恒雄ほか 10:30 プ・野

16 欧州政治思想の巨人たち―社会契約論を中心に 東京大学教授　宇野 重規ほか 13:00 プ

WS-7 民主主義とは何か 東京大学教授　宇野 重規 15:00 プ

17 世界を旅する㉒ギリシャ・ツアー 東洋大学教授　　村田 奈々子ほか 14:00 プ

18 東京交響楽団の案内による音楽の楽しみ　Part27 東京交響楽団メンバーほか 14:20 ミ

WS-8 水彩画を描く―技法を基本から学ぶ NHK文化センター講師　佐藤 道子 18:00 プ

19 私たちの暮らしと環境・みどり・防災 東京大学名誉教授　太田 猛彦ほか 10:15 プ・野

WS-9 身近なことから持続可能な社会と環境を学ぶ 東京大学名誉教授　太田 猛彦ほか 13:15 プ・野

20 人間学再論――生老病死の思想 東京大学名誉教授　竹内 整一ほか 13:00 プ

WS-10 『平家物語』の人間像 東京大学名誉教授　竹内 整一 15:00 プ

21 モーツァルトのピアノ曲を楽しむ 日本モーツァルト研究所所長　海老澤 敏ほか 10:40 新

22 世界音楽の今昔を楽しむ―人は音楽に何を託すのか 国立音楽大学教授　　　　横井 雅子ほか 14:00 新

WS-11 昭和の思い出の名優その２―２代目尾上松緑 白百合女子大学講師  安冨 順ほか 13:30 麻

23 現代経済学ーより良き社会に向けてー 法政大学名誉教授　栁沼 壽 14:00 宮

24  ドイツ現代史100年、1919~2019－動乱の震源地から安定の根拠地へ？ 神奈川大学名誉教授　　山田 徹ほか 10:30 プ

25 みどり学Ⅱ―木や草が生活とつながる面白さを極める 樹木医  石井 誠治ほか 10:30 プ・野

26 山の自然学 東京学芸大学名誉教授　小泉 武栄 13:00 プ・野

27 イタリア・ルネサンス美術の「奇想の系譜」―マニエリスムを楽しもう 多摩美術大学教授 　  諸川 春樹 10:30 新

WS-12 ロマネスクの美術と建築―教会堂を「読む」方法 玉川大学教授　　小倉 康之 13:30 新

28 平安時代の社会と文化 京都造形芸術大学講師　　　佐々木 創ほか 13:30 新

29 2019年の世界情勢を深読みする―底流にある経済的要因をとおして 駒澤大学名誉教授　瀬戸岡 紘 13:00 プ

WS-13 米中衝突と世界経済の行方 横浜市立大学名誉教授　金子 文夫 15:00 プ

30 懐かしの名作を語る 元NHKプロデューサー  林 勝彦ほか 13:00 プ

31 未知に挑んだ科学者たち 元朝日新聞科学部長　　　柴田 鉄治ほか 15:00 プ

32 いま問い直す、地域再発見Ⅳ―自然と人間の関係「川崎の丘陵部・谷戸」を中心に 戦国史研究会会員  中西 望介ほか 土 10:30 プ・野

101 アガサ・クリスティの英国 昭和女子大学名誉教授　　　　平井 杏子 16:30 新

102 いま、海で何が起きているか 山梨県富士山世界遺産センター所長　秋道 智彌ほか 16:30 新

201 歴史から読み解く万葉集の謎 早稲田大学講師　　　松尾　光 水 14:00 交

202 小学生から思春期　子どもに時間を返そう　パートⅡ 子ども相談室「モモの部屋」主宰・心理カウンセラー　内田 良子ほか 木 10:30 プ

301 イタリア・オペラの巨人ヴェルディ～ドラマと音楽の融合 昭和音楽大学教授　小畑 恒夫ほか 火 10:30 昭

302 生物から自然を診る―環境を指標する生物たち アジア航測㈱ CSR推進室　　　松沢 孝晋ほか 水 15:00 ア

A 教育 大人の発達障がいへの理解と支援 早稲田大学教授 　　髙橋 あつ子ほか 月 10:00 プ

B 健康 最新医学を正しく学び、健康で100歳まで生きる 聖マリアンナ医科大学教授　新井 文子ほか 火 14:00 プ

C 生活 シニアライフの問題解決講座 終活ジャーナリスト、ライフ・ターミナル・ネットワーク代表　金子 稚子ほか 水 10:30 プ

D 企業連携 地域社会に貢献している川崎の会社と人々　その１9 市内企業の代表と研究者ほか 木 13:30 プ・野

Ｅ まちづくり 武蔵小杉界隈今昔ものがたり―歴史散策・古民家カフェ・そしてまちづくり 川崎地名研究会会長    菊地 恒雄ほか 金 10:30 プ・野
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