
No. テーマ 講師名（敬称略） 曜日 開始時刻 会場

1 大地の声を聴く　江戸・川崎・神奈川・東京・・・自然の恵み編その1 多摩川流域自然史研究会代表　増渕 和夫ほか 10:30 プ・野

★2 人工知能（AI）は私たちにどのような未来をもたらすのか？ 東京大学大学院教授　 佐倉 統ほか 10:30 プ

★3 日本の安全保障を考え直す 成蹊大学教授　   遠藤 誠治 13:00 プ

WS-1 安全保障について根本から考え直す 成蹊大学教授　   遠藤 誠治 15:00 プ

★4 つながるいのち 東京工業大学名誉教授　大島 泰郎ほか 13:00 プ

★WS-2 奇跡の海　相模湾 東京工業大学名誉教授　　　星 元紀ほか 15:00 プ

5 伝統芸能の再生と未来〜民謡から現代邦楽までの旅〜 洗足学園音楽大学現代邦楽研究所所長　森重 行敏ほか 14:00 大

6 日本美術の見方―日本美術をより豊かに楽しむために 京都芸術大学・早稲田大学講師　　濱村 繭衣子 10:30 新

★7 宇宙の誕生から日本列島まで 東京大学名誉教授　木村 学ほか 10:30 プ

8 つぶさに観る自然の姿 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

★9 江戸幕府体制の確立 共立女子大学教授　 堀 新ほか 10:30 プ

★WS-3 新井白石『折たく柴の記』を読む 国士舘大学教授　　　松野 敏之 13:15 プ

★10 〈中華帝国システム〉を考える（第1部） 東京大学教授　　平野 聡ほか 13:30 新

★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 日本近代小説の「名作」を読みなおす 東京大学名誉教授　小森 陽一 10:30 プ

WS-4 明治文学を読む 相模女子大学講師　　安藤 史帆 13:00 プ

★14 イタリアの都市と建築 東海大学准教授　　稲益 祐太ほか 10:30 プ

★15 世界を旅する㉖ポルトガル・ツアー 東北大学教授　　横田 正顕ほか 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⑫　　 産業遺産情報センター研究主幹　伊東　孝　ほか 13:30 プ・野

WS-5 街角の文化遺産に学ぶ―鶴見川流域 日本地名研究所研究員　菊地 恒雄ほか 10:30 プ・野

★17 選挙と政治―選挙制度が変われば政治は変わるか？ 広島修道大学名誉教授　　高橋 利安ほか 13:00 プ

★WS-6 リベラルと保守を問い直す 東京大学教授　　宇野 重規ほか 15:00 プ

18 川崎で「自然災害」を学ぶ―火山・地震・豪雨 東京大学名誉教授　  平田 直　ほか 14:00 交

19 東京交響楽団の案内による音楽の楽しみ　Part31 東京交響楽団メンバーほか 14:20 産

WS-7 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 17:00 プ

★20  SDGs時代の環境・みどり・防災 東京大学名誉教授　太田 猛彦ほか 10:15 プ・野

WS-8 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

★21 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-9 『閑吟集』を読む 東京大学名誉教授　竹内 整一 15:00 プ

22 ドイツ・ロマン派の音楽に親しむ 桐朋学園大学名誉教授　　西原 稔 10:30 新

23 シューベルトの魅力、再発見！ 元慶應義塾大学教授　　 平野 昭 13:30 新

WS-10 歌舞伎―『義経記』の世界 白百合女子大学講師　　　安冨 順ほか 13:30 大

★24 アンデスの国ぐにの歴史ーインカ文明からポスト新自由主義国家まで 神奈川大学教授　　新木 秀和ほか 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 名画の見方―鑑賞と理解 多摩美術大学教授　　西岡 文彦 10:30 新

WS-11 西洋絵画を読み解く 多摩美術大学教授　  諸川　春樹 13:30 新

★28 人口から読む徳川文明―歴史人口学の視座 上智大学名誉教授、前静岡県立大学学長　　鬼頭 宏 13:30 新

★29 高校の教科書で学ぶ経済学のイロハ 京都大学名誉教授　　間宮 陽介 13:00 プ

WS-12 「ドーナツ経済学」－「成長」から「繁栄」の経済へ 横浜市立大学名誉教授　金子 文夫 15:00 プ

30
懐かしの名作・受賞作品を語る、この人に会いたい、日本の未来を語

る
サイエンス映像学会会長　　 林 勝彦ほか 15:00 プ

★31 今考える地球の未来―環境・資源・防災 東京大学名誉教授　木村 学ほか 15:00 プ

32 モノの生産から見る川崎の歴史（その2）
法政大学第二中・高等学校教育研究所所長　大庭 乾一

ほか
土 10:30 プ・野

★101 日本経済の現状と脱出のシナリオ 慶應義塾大学名誉教授　　　　金子 勝 木 16:30 新

★102 源氏物語の女君たち 東京大学名誉教授　　　藤原　克己 火 10:30 新

301 ヴェリズモ・オペラの楽しみ方 昭和音楽大学客員教授　小畑 恒夫ほか 火 10:30 昭

302 脱炭素社会の実現に向けた取り組みについて 名古屋大学教授　　丸山 康司ほか 木 16:00 新

★A 教育 「０歳〜２歳の子育て」応援講座 NPO法人孫育て・ニッポン理事長　ぼうだ あきこ ほか 月 10:00 プ

※B 健康 「認知症」を最新医学から学ぶ 聖マリアンナ医科大学病院教授  笠貫 浩史ほか 火 14:00 ※

C 福祉 傾聴ボランティア養成講座 NPO法人日本傾聴ボランティア協会事務局長　山田 豊吉 水 13:00 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23 市内企業の代表と研究者ほか 木 13:30 プ・野

★Ｅ 生活 シニア世代が安心して楽しく過ごすためのマネー術
日本ファイナンシャルプランナーズ協会CFP®︎ 　   三島木

英雄
金 10:30 プ
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開設講座・ワークショップ（ＷＳ）一覧　    　　２０２２年４月～９月
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◎No.1〜32、101・102、301・302　A〜Ｅは「講座」です。ＷＳ       は「ワークショップ」です。番号が★赤字の講座ＷＳはオンラインでも開講する予定です。

◎会場案内　　プ：川崎市生涯学習プラザ　　野：野外　　　新：新百合21ビル　　　　産：川崎市産業振興会館　　昭：昭和音楽大学南校舎　　大：大山街道ふるさと館

　　　　　　　　　 交：東海道かわさき宿交流館　　　※：日程表参照（ｚｏｏｍによるオンライン講義です。）
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歴史（川崎学）
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連携（昭和音大）


