
No. テーマ 講師名（敬称略） 曜日 開始時刻 会場

1 近代日本の美術をたどる 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Ⅰ 多摩川流域自然史研究会代表　増渕 和夫ほか 10:30 プ・野

3 ＡＩとロボット―人間はいらなくなる？ 東京大学教授、情報学環長　佐倉 統ほか 10:30 プ

4 ユダヤ人、ユダヤ教、イスラエル（第１部） 東京大学教授　市川 裕ほか 13:00 プ

5 ロシアから世界を考える 法政大学教授　下斗米 伸夫ほか 13:00 プ

WS-1 国際秩序の変動とロシア 法政大学教授　下斗米 伸夫ほか 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 元お茶の水女子大学大学院講師　　滝澤 公子ほか 15:00 プ・野

7 伝統芸能を未来へつなぐ(前期) 古代、中世編 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 東京大学大学院理学系研究科教授　　井出　哲ほか 10:30 プ

9 川崎の自然Ⅱ―生き物や地形地質の変化を探る ３ 神奈川県立生命の星・地球博物館名誉館員　松島 義章ほか 10:30 プ・野

10 近世社会の宗教と信仰 明治大学名誉教授　　圭室 文雄ほか 10:30 プ

WS-3 江戸時代とはどんな時代か？考えてみませんか 成城大学民俗学研究所研究員　　小沢 詠美子 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 林京子の文学世界―原爆と植民地から「戦後」を再考する 東京大学教授　小森 陽一ほか 10:30 プ

WS-4 第三の新人を読む 文芸評論家　　　尾形明子 13:00 プ

14 世界を旅する㉑スイス・ツアー 津田塾大学教授　　新本 史斉ほか 10:30 プ

15 ヨーロッパの都市と建築 法政大学講師　稲益 祐太ほか 10:30 プ

16  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 ⑦ 産業考古学会理事　伊東 孝ほか 13:30 プ・野

WS-5 街角の文化遺産に学ぶ―二ヶ領用水　再検証・その１ 日本地名研究所研究員　菊地 恒雄ほか 10:30 プ・野

17 ローカルから政治を考える―地方自治の制度・歴史・現在 東京大学教授　宇野 重規ほか 13:00 プ

18 東京交響楽団の案内による音楽の楽しみ　Part26 東京交響楽団メンバーほか 14:20 ミ

WS-6 油絵を描く―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-7 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 鎌倉女子大学教授　竹内 整一ほか 13:00 プ

WS-8 『説経節』を読む 都留文科大学名誉教授　　鳥居 明雄 15:00 プ

21 モーツァルトの傑作室内楽曲を映像で楽しむ 日本モーツァルト研究所所長　海老澤 敏ほか 10:40 新

22 音楽鑑賞をめぐる１２の小話。 音楽評論家　丹羽 正明 13:30 新

WS-9 『平家物語』と浄瑠璃・歌舞伎 白百合女子大学講師  安冨 順ほか 13:30 麻・野

23 現代経済学―日本の現状を理解し、将来を展望するために 法政大学名誉教授　栁沼 壽 14:00 宮

24 メキシコ史―多様性の光と影、対米関係の苦悩 中央大学名誉教授　国本 伊代ほか 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 武栄ほか 13:00 プ・野

27 現代アートほど面白いものはない 武蔵野美術大学教授　田中 正之ほか 10:30 新

WS-10 パリとウィーンの世紀末モダニズム 元平成帝京大学教授　隠岐 由紀子 13:30 新

28 飛鳥・白鳳・天平の文化 筑波大学名誉教授　　根本 誠二ほか 13:30 新

29 西暦末尾が「9」の年には歴史的大事件が頻発！ 駒澤大学名誉教授　瀬戸岡 紘 13:00 プ

WS-11 経済大国「中国」の実態―脅威なのか？崩壊に向かうのか？ 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

WS-12 人物で見る戦後政治 法政大学教授　山口 二郎 15:00 プ

31 いま問い直す、地域再発見 Ⅲ―多摩川と川崎の人々 戦国史研究会会員  中西 望介ほか 土 10:30 プ・野

101 水の未来―環境から政治経済まで 東京大学生産技術研究所教授　　沖 大幹 16:30 新

102 レオナルド・ダ・ヴィンチ没後500年―その実像に迫る 東京造形大学教授　　池上 英洋 16:30 新

201 日本の災害史をかえりみる―江戸から平成まで 名古屋大学教授　　武村 雅之ほか 水 14:00 交

202 ０歳～6歳 子育ての輪（パートⅡ）『子どもが豊かに育つ環境をつくろう』
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　ロマン主義オペラの黎明~ドニゼッティとベッリーニ~ 昭和音楽大学教授　小畑 恒夫ほか 水 11:00 昭

A 健康 生活習慣病から様々な病まで―この備えをして健康で100歳まで生きる 聖マリアンナ医科大学教授　池森 敦子ほか 火 14:00 プ

B 福祉 傾聴ボランティア講座 NPO法人日本傾聴ボランティア協会事務局　　山田豊吉 水 13:00 プ

C 教育 発達障がいを理解する―思春期から青年期まで 児童精神神経科医　石川 憲彦ほか 木 10:00 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１8 市内企業の代表と研究者ほか 木 13:30 プ・野

Ｅ 生活 みんなで考えたい「家族」について 日本社会事業大学学長　神野 直彦ほか 金 10:30 プ
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